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平成２７年度第３回 今金町地域交通協議会 

議事要旨 
 

日  時：平成２７年１２月４日(金) 午後１時３０分～午後３時００分 

場  所：役場２階 会議室 

出席委員：外崎会長、辻副会長、中山委員、水島委員、藤川委員、岸本委員、加藤委員、

上野委員、鈴木委員、水野委員、西川委員、岸田氏（松本委員代理） 

町・事務局：まちづくり推進課 寺崎課長、山田補佐、佐藤係長、廣嶋係長 

 

１．会長あいさつ 

今金町地域公共交通確保維持改善協議会会長（町長）外崎秀人 

皆さまには、年末のお忙しい中、また天候の悪い中、本日の協議会にご出席いただき

感謝申し上げます。 

第３回目の協議会になりますが、本日は報告事項３件、議事３件、その他情報提供が

予定されています。 

先般、北海道の運輸交通審議会の中で、地域の交通形態の在り方を検討しましょうと

いうことで、この度、北海道の地域公共交通検討会議が設置され、11 月 17 日に第 1 回

目の会議が開催されました。大学の専門家の先生が３名、交通業界ではＪＲ、バス協会、

ハイヤー協会、航空関係、そして市町村の代表として、帯広市長、浜頓別町長、大空町

長と今金町から私が委員とならせていただきました。また、運輸局長、開発局長、東日

本高速道路、道経連、道商連の各代表というメンバーで会議を行いました。私は残念な

がら東京での会議とぶつかり、副町長に代理で出席してもらい私のメッセージを届けて

もらいました。その中では、当町での活動の動きも紹介させてもらいましたし、思いと

しましては、地域の足は、地域全体をどう構造体系をとっていくか、基本的には飛行機

なりＪＲなりのさまざまな機関とどう繋げていくかということがベースになるわけであ

りまして、その中心を流れている函バスさん、これにどう影響していくかということを

主眼とした流れの方向性をもちながらの地域の足の確保を考えていきたいという話を伝

えさせていただきました。 

その中では、単なる足の確保ではなく、大きな意味合いが生まれる足となるというの

は、従前、患者バスというのは主目的が決まっていて、他の方面に足を向けることがで

きなかったということから、この間皆さまにさまざまな協力をいただきながら、事業の

主体は東ハイヤーさんにお願いし、現在の体制で続けてきています。調査を行いながら、

意見を聞きながら、改善を図りながら実現してきた経過もありますが、今後どうするか

というのは大きな課題もありますが、今動いている部分の中の改善をしっかり図りなが

ら、少しでも多くの方々に利用いただけるような形をとっていければなというふうに思

っております。 

事業を受けていただいている東ハイヤーさんには重い負担を担っていただいているわ

けですが、なんとかこの流れをこれからもきちんと作っていくためにも、指導機関の皆

様からもアドバイスもいただきながら、この地域に合った交通体系の確立を目指してい

きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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本日の報告案件も、次の動きに結びつく様々な要素もありますので、いろいろな面で

広いご意見を賜りますことをお願い申し上げまして挨拶をさせていただきます。 

 

２．報  告 

 

報告第 1号 ユニバーサルデザインタクシーの状況について （資料①） 

 

 

 

 

 

 

 

報告第２号 金原・豊田地区、日進地区のデマンドバス本格運行の状況に

ついて                    (資料②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（岸本委員） 

 世帯数 10 戸程度の集落でも交通を確保するというのは、利用量があるなしに関わらず

確保するという考え方があるのだと思いますし、従来の交通と違って、今まで私達が経

験したことのない、利用量が多くても少なくても交通の手段を確保をするということに

◆平成２７年９月１８日に２台目のＵＤタクシーが東ハイヤー今金営業所に納車

されました。 

 

◆ＵＤタクシーの導入は３カ年計画で予定されており、協議会としても来年度の３

カ年目も引き続き、今年度までと同様の支援を実施してきたいと考えております。

（具体的には、「生活交通改善事業計画（バリアフリー化整備等整備事業）」の策定

及び経費面における３０万円の導入支援。） 

◆本年 10 月から、予定どおり「金原・豊田地区」「日進地区」でデマンドバスの本

格運行がスタートしました。 

 

◆10 月の利用実績は、資料のとおりですが、金原・豊田地区は延べ 38 人、日進地

区は延べ７人の利用をいただきました。11 月は金原・豊田地区延べ 56 人、日進地

区延べ 5 人でした。 

 両地区とも従来の患者バスの曜日にとらわれることなく、幅広い用途での利用を

していただけていると思っています。 

 

◆昨年度実証調査と比較しますと、金原・豊田地区はおおよそ平均値程度の利用が

あります。日進地区は、半分以下の数字ではありますが、実証調査時に利用してい

た方が現在は住んでいないことや、夏場は車を利用し冬にデマンドバスを利用した

いという方もあり、集落として不便や支障があり利用が少ないわけではなく、利便

性は向上しており、制度は歓迎されていることなどを確認しています。 

 

◆今後の利用状況は随時把握し、協議会でも報告してまいります。 
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ついて、あらためて私たちも自覚し、理解をしていく必要があると思いました。これは

非常に大事なことで、そういう新たな発想を持って、こういう事業にあたらなければな

らないのだと思います。 

 

（上野委員） 

 夏場は自分で免許証と車を持っていると、高齢者でも自家用車を使用して、まだ予約

バスを使ったことがない方もいると思います。冬になって乗ってみることがあれば、利

便性も理解され、利用者は増えるのではないかと思います。 

 

（水野委員） 

 患者バスの時も冬場のみ利用していたという方もいるので、冬場は利用者が増えると

思います。車を持ってない方は、予約バスの玄関前までの送迎に大変感謝していました。 

 

（鈴木委員） 

 状況としては豊田も金原と同じく自家用車の利用があるかと思いますが、冬場という

ことでは利用者は増えると思います。 

 一方、まだ使ったことがない。乗っていない。という方もいるので、自治会の中でも、

自治会役員も含めて、高齢者の方々と一緒に乗って街に来てみるということが大事では

ないかと思っています。 

 利用に慣れてもらうということが大事だと思っていますし、特に冬期間は高齢者の運

転も極力控えてもらったほうが望ましいとも思いますので、慣れて、利用していただく

ということではないでしょうか。 

 

（上野委員） 

 街に到着してから、例えばテーオーから農協へ移動しようと思うと、その移動は高齢

者には辛いものがあると思いますので、それであれば自分で車が運転できる限りは車で

行きたいという思いになってしまうのではないでしょうか。 

 

（岸本委員） 

 国保病院から農協まででも、大変なようですよね。 

 

（外崎会長） 

 あとは、八束で前例がありましたように、例えば何人かの人たちまとまって、あった

からんどへ行ってみんなと交流しながら過ごして帰ってくるというような、声をかけあ

ってみんなで楽しいお出かけを企画してまず 1 回利用してもらえるようなことができれ

ば、また違うかもしれませんね。 

 

（岸本委員） 

 このような交通体系を持続できる財力は今金町にはあるのでしょうか。 

 

（外崎会長） 

 従来の患者バスからの転換という面もありますし、東ハイヤーさんに実施していただ

き必要な部分を行政が支援する形で運行できることで、町が直営で運行するより、安定

的、継続的な運行が可能だと思っております。 

 また、町内の移動もいろいろな声も出ており、大きな課題となっていますが、都市の

ような循環バスの仕組みのまま導入するのは難しい面もありますし、例えば福祉的な支

援の面もありますのでタクシー利用の助成を行うことなども含めて検討していかなけれ

ばならないかもしれません。 
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（岸本委員） 

 高齢者の運転は危ないからと免許証の返納が推進されていますが、確かにそういう面

もありますが、標識などの面で高齢者に配慮した整備をしていただくことで高齢者も安

全に車を運転できるとすれば、それはそれで一つの交通機関としてよろしいのではない

かとも思います。 

 この会議での議題とは少し違うかもしれませんが、そのような配慮もいただければ幸

いです。 

 

（東ハイヤー岸田部長） 

 本日、委員の松本は函館での会議があり、代理で出席させていただきました。 

 今日、こちらの会議に来る前に、今金の営業所で 10 月からの予約バスの状況を聞いて

きましたところ、地域の皆様も慣れてきて上手にお使いいただいており、特に問題はな

いということでございました。 

 乗務員に対しても、荷物の積み下ろしの補助や、冬場の足元がすべりやすい部分での

補助、安全確保についても指導をしております。 

 皆さま方におかれて、何かお気づきの点などございましたら、営業所でも本社でもご

連絡をいただけましたら、出来る限りの対応をしてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（辻副会長） 

 ちらっと聞いた話では、まだ予約で電話をかけるということに慣れないと言いますか、

患者バスの時は、決められた時間にただ自分が行けば良かったが、予約するという仕組

みにまだ慣れていないというようなお話もありました。そのような理由でまだ利用して

いないという方もいらっしゃるようですから、これから試し乗りですとかしていただき

ながら、解消していただくのがよろしいのかなと思っております。 

 

（外崎町長） 

 友人関係の中で、お互いに声をかけあい、試し乗りしていただけると効果的なのかと

思っています。 

 

（加藤委員） 

 わざわざ家の前まで来てもらうのが申し訳ないという気持ちを持っている方もいらっ

しゃるのではないでしょうか。 

 

（水島委員） 

 皆さま、地域の生の声、情報をお持ちの中で、おそらく一度利用するとどんどん使っ

ていただくことができるのでしょうが、利用するまでにどのようにきっかけを作ってい

くのかという部分のお話などは、私たちも大変勉強になりました。 

 

（外崎会長） 

 私達が狙っているところのフィーダーという意味。幹線バスへの乗り継ぎということ

はなかなか利用は伸びていない現状もありますが、必要性はあるかと思っていますので、

その利用のアプローチをどのようにかけていくかということも課題かと思っています。 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

 

報告第３号 高齢者交通料金助成事業の実施状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．議  事 

 

議案第１号 田代・稲穂地区のデマンドバス実証調査９月実施結果及び 

２月実施について             （資料④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜意見等＞ 
・藤川委員 

 地域においては、高齢化も進んできますし、引き続き町の行政としてできることはや

っていただければと思います。 

一方、町内の高齢者でも、買い物にしても温泉にしても足が悪くて大変な思いをして

いる方もいると思いますが、市街地で同じ仕組みで実施するには課題もあるのだと思

います。 

◆９月に実施した「田代・稲穂地区」での予約バス実証調査の結果を報告します。 

利用者数は延べ５９人。利用の形態は、患者バスの運行曜日にとらわれることな

く、また、下車、乗車場所も幅広く利用いただけたと思っています。 

 

◆２月にも冬の状況を確認したく、予定どおり実証調査を実施したいと思います。 

 運行の便数、時刻、料金、経路等の内容は、９月の実証調査時と同様です。 

 また、本格運行を想定した場合も、実証調査どおりの運行となる見込みであり、 

 増便や大幅な時間帯の変更、スクールバスの混乗は、現状では難しいと判断して

おり、運行内容を住民の方にも理解いただいた上で、本格運行に移行するかどう

かを検討していきたいと思います。 

◆昨年１０月から実施を開始しました高齢者交通料金助成事業の本年１０月ま

での実施状況をまとめましたので報告します。 

 昨年度の利用者数は２０６人、助成券の利用枚数は８３８枚。 

 今年度は４月から１０月までで１３３人、５４７枚 となっており、制度実施

に伴う新規のバス利用者の増加には、なかなか繋がっていない現状があります。 

 一方、バス利用を必要とする町民の方の中には、年間５枚の支援では不足と感

じている方もいらっしゃいます。 

◆協議会として事業者である函館バス株式会社からバスカードの販売を契約で

請負っており、バスカード販売に係る手数料をいただいています。その販売手数

料は、町負担経費に充当させていただいておりますので、その状況も併せて報告

します。 

◆当初より３カ年計画で実施を検討しており、来年度も引き続き継続したいと考

えているところです。 
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・外崎会長 

 町内の足の確保も課題だと思っていますが、違う仕組みや違う制度としての支援も検

討する必要があると思っています。 

 
・辻副会長 
 高齢者の中では、買い物は日常生活の中でも欠かせないものですが、大変になってき

ているという現状があります。 

社協の立場としては、生活のことを考えますと買い物支援を交通政策の中で考えて

いくのか、また、違った形で考えていかなければならないのか、今後の課題であると

思います。 

介護保険制度も変わってきていますので、軽度の要支援者は、地域の中での支え合

いが必要となってきますので、地域の中での仕組みであったり、民間の事業者との協

力の中での支援体制の確立が必要になってくると思われます。 

 

・岸本委員 

 時刻表の記載ですが、○○宅前、○○会館前の記載だと、記載されていない方が、自

分の家の付近まで来てもらえるのかどうかがわからないという声もあります。 

 一度利用すると理解してもらえると思いますが、表現方法も工夫してほしいと思いま

す。 

 

・外崎会長 

 予約バスという名称も「バス」というイメージが先行してタクシー車両で運行された

り、家の前まで来てもらえるということに繋がりにくいのかもしれません。 

また、帰りの乗車場所でも一定程度人数の集まりがある場合は、予約の再確認ができ

たり、予約変更の連絡ができるよう東ハイヤーさんへの直通の電話の設置ということ

も検討の必要が出てくるかもしれません。  

 

 

議案第２号 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価の実施につ

いて（八束・白石地区のデマンドバス、ＵＤタクシー導入） 

           （資料③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価内容、評価用資料の記載内容については異議なし＞ 

◆国庫補助金を活用して事業を実施しており、事業評価が義務付けられております。 

 当協議会では、八束・白石地区のデマンドバスの運行と、ＵＤタクシーの導入に

関し、事業評価を行う必要があります。 

◆事業評価は、補助事業が効果的、効率的に推進されるために実施するために行う

ものです。 

◆事業評価には１次評価と２次評価があり、１次評価は協議会が自己評価として実

施することとされています。 

 事業評価の実施のための様式や項目、区分などは国から示されており、事務局と

して客観的な判断に基づき資料の案を作成しました。 

 記載内容や評価項目の選択等につきまして、ご確認いただきご意見を頂戴したい

と思います。（内容は資料③のとおり。） 
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＜その他意見等＞ 

・東ハイヤー岸田部長 

 ＵＤタクシーの導入等ご協力いただき感謝申し上げます。来年は３台目の導入となり

ますが、補助対象となるＵＤ車両の定義も変わってきておりまして、以前より少し拡

大して解釈されるようになってきているという情報もございます。来年度は、利用者

にとってより利便性が向上するよう検討しながら、導入車両の選定をしていきたいと

思っています。 

・上野委員 

 ＵＤタクシーは乗り降りしやすい分車高が低いように感じますし、車両はＦＦかと思

いますが、冬場の走行には問題はないでしょうか。 

・東ハイヤー岸田部長 

 １台目導入の際にご指摘のような懸念もありましたが、昨シーズンは特に問題があっ

た報告は受けておりませんので、大丈夫だと思います。 

 

 

議案第３号 今後のスケジュールについて          資料⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

＜異議なし＞ 

 
議案第１号～議案第３号については、上記の内容で承認いただきました。 

 

３．その他 

■西川委員（函館バス株式会社） 

 まず、前回の協議会でご指摘いただきましたフリー乗降区間での対応につきまして

報告させていただきます。改善策としまして、フリー乗降区間の始まりや区間内の

一部のバス停で、乗務員から乗降確認をするようにいたしました。今後も利用者の

方の利便性を考慮しながら運行をしていきたいと思っております。 

次に、情報提供をさせていただきます。 

夏休みに実施しましたバス冒険キングも前回報告させていただきましたが、今回、

冬休みも小中学生限定の乗り放題を実施する運びとなりました。 

今回は、バスの乗り放題だけでなく、クアプラザピリカさんとのタイアップでスキ

ーのシーズン券とセットで、スキーもバスも乗り放題という初めての形態も試みる

こととなりました。 

１２月１日からの販売開始で、現在１２名の方に購入いただいております。このパ

スを利用して、子供たちに気軽に路線バスを利用していただけるようになっていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◆本日、第３回目の協議会を開催させていただき、事業評価の実施と２月の実証調査

について協議、承認いただきましたので、２月に予約バスの田代・稲穂地区での実証

調査運行を行い、３月には、第４回目の協議会を開催させていただき、翌年度の計画

等について協議を行っていただいたいと思っております。 
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（外崎会長） 

ぜひ皆さま方におかれましてもＰＲなどご協力いただければと思います。よろしく

お願いします。 

 

   

以上 

 

 

 

※次回、平成２７年度第４回今金町地域交通協議会は３月中旬に予定しております。 

ご多忙の折とは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 


