平成 年 月 日から
日にかけて︑総務文教常任
委員会一行︵西山委員長︶
人が︑夕張郡栗山町にお
いて﹃デマンドバス運行事
業﹄について︑行政視察を
行い︑その概要については
次のとおりです︒
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１︑まちの概要
栗山町は︑札幌市や新千
歳空港︑苫小牧港からそれ
ぞれ車で約１時間の道央圏
に位置しており︑周囲が岩
見沢市︑夕張市︑由仁町︑

︻夕張郡栗山町︼

10

12
長沼町と接しており︑人口
は約１２︐０００人︑東西
．５㎞︑南北 ．１㎞︑
総面積２０３． ㎢の面積
を有する町で︑北西部では
国道や鉄道が通る交通の拠
点として中心市街地が形成
され︑道内各地からのアク
セスの良さが魅力となって
いる︒基幹産業は農業で水
稲や小麦をはじめ豊富な農
産物が収穫されているほ
か︑商業︑工業もバランス
よく発展している︒
17
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２︑栗山町のデマンドバス
運行事業の導入経緯

栗山町における地域間交
通ネットワークは︑隣接す
る岩見沢市・夕張市・長沼
町・由仁町とは鉄道もしく
は民間路線バスが運行して
いる︒また札幌市へも民間
バスが運行しており︑栗山
市街中心部にある﹁カルチ
ャープラザＥｋｉ﹂に鉄道
駅とバスの停留所が集積さ
れ︑民間バスとも接続され
ている︒
一方で︑栗山町内の公共
交通は︑平成２年に民間バ
スの撤退により︑交通弱者
の町内間移動の足とするべ
く町営バスの運行がスター
トし現在に至っている︒そ
もそも民間バスの撤退路線
であることから収支は非常
に厳しい状況であり︑さら
には人口減少や自家用車の
普及に伴う利用者の減少︑
また燃料高騰による運行経
費の増など︑運営は厳しさ
を増している状況である
が︑高齢者等の生活に必要
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な交通手段の確保は重要で
あり︑とりわけ︑南部地区
と病院や商業施設が集中す
る栗山市街地を結ぶ交通網
は︑地域住民の生活に不可
欠な足として廃止すること
のできない路線となってい
る︒
平成 年に効率良くサー
ビス低下を招かない運行を
目指し町営バス検討委員会
を立ち上げ︑大学の先生等
専門家の意見を聞きながら
色々な運行方法の検討を開
始︒平成 年３月に栗山町
地域公共交通活性化協議会
を設置︑平成 年３月に栗
山町地域公共交通総合連携
計画を策定した︒
平成 年 月よりデマン
ド便の実証実験運行を開
始︑平成 年８月より路線
等の一部見直しをして本格
運行の導入となった︒現在
は毎年︑栗山町地域公共交
通活性化協議会において運
行等について協議をしてい
る︒
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３︑まとめと考察
︻町営バスが運行しない区
域を対象に︼
栗山町では︑デマンドバ
ス区域とコミュニティバス
区域の２つの運行区域を設
定し︑交通弱者等に対する
公共交通の充実化を図って
いる︒
デマンドバス事業では︑
町営バスが運行しない区域
を 対 象 に ２ 路 線︵ 日 出 線・
滝下線︶を運行しており︑
年間の利用者数は各路線︑
４︐０００〜５︐０００人
程度︑利用料金は１乗車に
つき２００円で︑ 歳以上
の高齢者と小学生は半額と
している︒
運行業務は︑町内業者に
委託しており︑観光バス業
者１社︑タクシー業者２社
に よ る ３ 社 で︑ 毎 年︑ 業
務︵ 路 線 ︶ ご と に 入 札 を
行ない︑年間１路線当り約
６００万円の運行経費で委
託している︒なお︑委託料
の中身は人件費︑燃料費︑
油脂︵エンジンオイル等︶︑

被服費等で︑修繕費︵車検
等 ︶︑ 消 耗 品︵ タ イ ヤ 等 ︶
については町の負担として
いる︒
なお︑運行車両は︑日出
線 人乗りハイエース︑滝
下線は 人乗りのバスによ
り運行を行っている︒

︻利用者の約８割が高齢者
で概ね良好︼

デマンドバス利用者の約
８割が高齢者で︑目的の多
くが買い物︑その他︑通院
や他市町村への中継として
利用されており︑利用者か
らの反応は概ね良好で︑実
証実験も含めて運行から約
９年が経過し︑事業自体は
住民に充分根付いている︒
現在は特にＰＲ活動は行な
っていないが︑実証実験開
始時や本格運行開始時には
町広報誌への掲載︑対象区
域へ出向いての説明会︑対
象区域全戸へのチラシ配布
等︑きめ細かく分かりやす
い方法で周知に努めていた︒
特に地域説明会では︑何
らかのイベントとできる限
り組み合わせ︑地域住民の
約８割が参加していたよう
で︑町民意識の高さには驚
いた︒
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︻予約は 分前までで︑ど
こでも乗車可能︼
実証実験中は予約を複数
ヶ所で受け付けていたが︑
連絡不備により予約便が動
かないことがあったため︑
本格運行導入時には予約受
付も運行委託会社へ一本化
した︒
また︑予約は運行時間の
１時間前までとしている
が︑当該路線のみの運行と
しているため︑実際は 分
前までであれば予約を受け
付けている状況にある︒
なお︑予約箇所から隣家
への移動等は基本的に断っ
ており︑その他で予約があ
り通過する区間であれば︑
どこでも乗車可能となって
いる︒

30

乗車人数は年々減少傾向
にあり︑主に高齢者の利用
が多いため︑施設入所等で
地域から離れた際に利用が

︻時間帯の見直しと赤字の
縮小︼

30

無くなることが大きな要因
の一つとなっている︒
現在の稼働率は企画運行
回数に対し ％程度の運行
であるが︑年間を通して利
用の少ない時間帯の見直し
や料金の値上げをせずに赤
字を縮小する方策が今後の
課題となっており︑また︑
今後︑民間バスの減便が決
定している区間があり︑高
校生の通学への対応が迫ら
れている状況となっている︒
81

︻町民に便利だと思わせる
デマンドバス︼

今回︑視察した栗山町は︑
面積は当町と同程度だが︑
人口規模は約３倍となって
おり︑町内には︑品揃えが
豊富な食料品スーパーや総
合病院もあり︑基本的には
町内で生活が完結できる環
境にある︒
一方︑当町には︑食料品
のスーパーがなく︑町内で
生活が完結できる環境にあ
るとはいえず︑町民の
多くは生活必需品を求
めて町外へ流れている
現状もあり︑町内運行
のデマンドバスでは対
応できない部分も多く
ある︒今後︑交通弱者
に対する支援は大きな
問題であり︑特に運転
免許の返納を考えてい
る高齢者の事を考える
と︑その対策は急がれ
る︒
デマンドバス運行に
は︑それぞれ特有の課
題を抱えながら実施し

ているのは︑どこの自治体
も同じであるが︑当町にお
いては︑今後︑実証試験で
明確となる多くの課題を洗
い出し︑それらを解消しな
がら︑きめ細かく利用者や
町民から意見や要望を聞い
て︑町民に便利だと思わせ
るデマンドバスの運行を望
むものである︒
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