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伊達市地域公共交通計画（案）

に対する市民意見公募（パブリックコメント）の結果

「伊達市地域公共交通計画（案）」に対する市民意見公募結果について、ご意見と市の回答を下記のとお

り公表いたします。
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反　映
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有 効 な

電子メール ５ 名

郵送 １ 名

件
意 見 の 取 扱 い

その他
その他の意見・今後の参考として
伺ったもの

29 件

有 効 な



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったものその他

１

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他

既登載

反　映

１－１

運転免許の返納を考えていますが、返納
した場合に、壮瞥町蟠渓にある自分の農
地までの交通手段として、乗合自動車の
運行をお願いします。

　本計画において、壮瞥町蟠渓と伊
達地域を結ぶ一般乗合旅客自動車
（路線バス）である伊達大滝線につ
いては、利用状況に合わせた効率化
を行いつつ路線維持を図ることとし
ておりますので、こちらのご利用を
ご検討ください。

　なお、壮瞥町を運行範囲とした
「乗合タクシー」については、壮瞥
町や関係団体との協議が必要なこと
から、その導入の可否を含め検討し
てまいります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

　現在、倶知安伊達線については、
後志地域と胆振地域をまたぐ需要が
ほぼ見られず、また、本市の国鉄胆
振線代替輸送確保基金が令和３年度
で底を尽き、運行に係る経費や、車
両の更新費用に多額の費用負担があ
るため、その存廃について議会でも
議論がなされているところです。

　このことから、倶知安－伊達間の
長大路線である本路線は一旦廃止を
することとして手続きを進め、北海
道新幹線の札幌への延伸の際には、
その需要状況を見極め、路線の再開
（新設）について、バス事業者とも
協議を行ってまいります。

提出された意見の内容

２－１

その他

回答内容

　北海道新幹線延伸に伴うJRの在来線の
廃止等、伊達市周辺の公共交通機関網は
今後大きく変化していく状況です。

　倶知安伊達線については、今後北海道
新幹線の延伸の際には倶知安駅が新幹線
停車駅となることにより、需要・重要性
が将来的に高まる可能性も考えられま
す。

　より良い伊達市のために、当該路線の
バス運行については、可能な限り存続の
方法を模索すべきと考えます。
　また、廃止となった場合でも、必要な
時にはいつでも再開できる状況の維持継
続に期待します。

意見
提出者

その他

２

既登載

反　映

意見
番号



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

３ ３-１

その他

既登載

その他

　路線バスなど既存ストックの活用は、運転
手の不足や高齢化への対策として有効な手段
ではありますが、稀府小学校の閉校に伴うス
クールバスの運行につきましては、学校・Ｐ
ＴＡ・地域住民・市教育委員会による統合準
備協議会において、児童の安全を最優先する
ため、以下の内容での運行が決定されており
ます。
・確実に着座できる配車とする
・補助席を含めてシートベルトの装着を指導
する
・乗車時の手指消毒を指導する
・特定の児童のみが乗車する
　このため、不特定多数の方が乗車し、座席
が確保されていない路線バスを利用すること
については、改めて議論をする必要がありま
す。

　また、バス車内の換気につきましては、車
両タイプや大小を問わず、窓を閉めた状態で
も約５分で換気ができることが確認されてお
り、スクールバスにおいても、路線バスと同
様に換気性能は確保されております。

　愛のりタクシーについては、現在、対象年
齢が60歳以上、運行時間が８時～18時となっ
ておりますが、利便性や利用率の向上のた
め、対象年齢の大幅な引き下げや運行時間の
拡大などを検討してまいります。
　これにより、小中高生やバス停から離れた
地域に住む高齢者など、交通弱者への移動手
段の確保を目指してまいります。

　また、北海道伊達緑丘高等学校の閉校に伴
う路線廃止の懸念の声がお住まいの地域にあ
ることも承知しております。
　路線バスや愛のりタクシーなど、市内の公
共交通全体の一体的な見直し、最適化を行
い、誰もが気軽に移動できるまちを目指して
まいります。

反　映

　私は南稀府町に居住していますが、稀府小学
校・伊達緑ヶ丘高校の閉校を控え、今後地域の公
共交通機関が維持されるのか、非常に危惧してい
ます。
　みどり団地の唯一の公共交通機関は路線バスで
すが、決して使いやすいダイヤではないのが現状
です。
　また、稀府小学校の閉校に伴いスクールバスが
運行される予定ですが、ほぼ満席状態での運行と
なり、感染症や補助席を使用する事での事故発生
時のケガも懸念されます。
　そこで、公共交通機関の維持するために、中学
生と小学生（４～６年生）はスクールバスを利用
せず、市から定期代を助成し路線バスを使用する
ことを提案させて頂きます。
　私が小学生の頃は、萩原地区の児童はJR北海道
バスを利用して通学していたのを記憶しておりま
す。
　東小学校や伊達中学校へは、到着後最寄りのバ
ス停までの距離は短いですし、スクールバスを運
行するより定期代を助成するほうが経費も圧縮で
きると考えます。
　現在は伊達中学校の部活スクールバスも運行さ
れておりますが、遠征や試合等で帰りが遅くなっ
たり、昼の便に乗り遅れたりすると結果的に保護
者が送迎しているのが現状であります。
　これは、決して有効な交通手段であるとはいえ
ません。
　スクールバスは小学校低学年の利用に限定して
台数を削減し、小学校高学年から中学生は路線バ
スを利用してもらうため、学生や買い物、通院等
で利用しやすいダイヤで路線バスを設定すれば、
この問題は解決できるかと考えます。
　また、現行みどり団地から市内への路線バスは
洞爺湖温泉行が多いですが、舟岡方面で運行され
ている市内循環バスを稀府・黄金方面へ延長運転
もしくは路線を新規開設することで、年齢を問わ
ず学生やお年寄りも利用しやすくなると考えま
す。
　愛のりタクシーも有効な手段かとは思います
が、すべての年齢層において利用できるバス路線
を維持することが重要です。
　近年稀府地区は土地が安価であることもあり、
比較的若い世代の転入が多く見受けられます。
　市街地からは離れておりますが、室蘭圏まで近
く自然豊かで魅力のある地区ですので、充実した
交通機関があれば他市からの転入も十分見込まれ
ます。
　路線バスやスクールバスを安全に運行するため
には、市道の除雪等の維持管理もしっかり行って
頂く必要があります。
　少しでも、私の意見を参考として頂ければ幸甚
です。
　どうぞよろしくお願い致します。



様式第１号（第２条）

【 ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

【既登載】
　これまでは人の手で乗合いのマッチングや
配車を行っていたため、利用する１時間前ま
での予約が必要でしたが、施策③に記載のAI
デマンドシステムは、複数の乗車希望に対し
てリアルタイムでの配車と運行ルートの決定
を行うことができることから、車両台数や車
両と利用者の位置によっては、予約した直後
の利用も可能となるほか、乗車データの蓄
積、分析も可能となります。

【その他】
　待ち時間の設定につきましては、需要と設
定車両数によって対応できる時間が変わるこ
とから、乗車データの分析を行い、収支のバ
ランスを考慮した上での最適な設定を行って
まいります。

【P80 （４）愛のりタクシーの利用者・利用率向
上 について】
　「効率的な運行形態による高い愛のり率を実現
する予約運行システム」の導入にAIを活用すると
受け取りましたが、AIデマンドシステムについて
現在検討を予定されている範囲は、リアルタイム
に複数発生する乗りたい時と行きたい場所から最
適な乗り合わせ判断して、「車両配車＋運行
（ルート）の決定」を行うことでしょうか。

　更に踏み込んだ、乗車データを蓄積した移動需
要予測を行うことによる配車予測を行うことも検
討される予定でしょうか。移動需要を分析し予測
運行することができれば待ち時間を短縮できるの
ではと考えました。

　現在の「愛のりタクシー」は待ち時間が長くて
使いにくい。と、聞きました。もし、「愛のりタ
クシー」が「予約」前提で、予約が入っていない
時は待機している運用の場合、「今すぐ乗りた
い」と予約しても待ち時間が長くなってしまう可
能性があると思います。また、走行中の「愛のり
タクシー」がルートの目的地と全く別な場所で
「今すぐ乗りたい」の予約があった場合も待ち時
間が長くなってしまうと思います。
　利用率を上げる（幅広い市民が利用したいと思
う）には少なくとも市街地では、待ち時間は１０
分以内を目指してAIデマンドシステムの仕様を検
討する必要があると考えます。

【P80 （４）愛のりタクシーの利用者・利用率向
上 について】
　現在の「愛のりタクシー」は、予約（当日の場
合１時間前）が前提ですが、AIデマンドシステム
では予約時間の制約がなくなるでしょうか（「今
すぐ乗りたい」と言う予約は可能にするイメージ
でしょうか）。

既登載

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-１

その他既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

４ ４-２

【P85 施策①:倶知安伊達線の存廃検討と伊達大
滝線のピーク時の路線維持 取組内容 １つ目の・
について】

　廃止に向けた手続きを進める倶知安伊達線につ
いて、倶知安伊達線で伊達－大滝間に含まれない
区間（大滝区から喜茂別方向）を利用している人
がいる場合、倶知安伊達線の廃止でどの程度影響
を受けるのか確認し、その結果、必要であればそ
の方々への代替の交通手段も検討下さい。

その他

　大滝区住民に対するアンケート調査によ
り、喜茂別町方面への移動の有無や移動目的
等について確認し、必要に応じた対応を行っ
てまいります。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

その他



様式第１号（第２条）

【 ・ ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

既登載 反　映

４ ４-３

【P85 施策①:倶知安伊達線の存廃検討と伊達大
滝線のピーク時の路線維持 取組内容 ２つ目の・
について】

　「朝夕のピークの時間帯は伊達―大滝間の需要
が高く」とありますが、これは通学や通勤に利用
している人が多いのだと考えました。
　通勤・通学は時間が短いことが重要だと思いま
す。
　例えば平日に限定して停車する停留所を減らし
た通勤・通学快速便のようなものを導入し、時間
の問題で利用していなかった人の利用を促すのは
いかがでしょうか。
　停留所は沿線の通勤・通学の方と話す場などを
持ち、需要に合えば新たな利用者の掘り起こしに
繋がると思います。

　上記の通勤・通学に関連して、２点考えまし
た。
＜１点目＞
　伊達－大滝間に限らず、バス事業者による割引
以外に、通学・通額定期代の補助を行うことで金
銭的な理由で利用していない人に対する公共交通
利用の促進になるのではないでしょうか。

＜２点目＞
　通勤・通学時間は、勉強したり、ニュースを読
んだりと自己啓発に有効活用できるものです。
　鉄道はJRの管轄なので難しいですが、バスは例
えば伊達市で小型のバスを運用し、そのバスを通
勤・通学用と市内循環用で共有車両とし、フリー
のWi-Fi環境を提供する。
　平日の通勤・通学時間は会社員や学生が利用し
自己啓発などに利用でき、休日は観光客などが市
内観光に利用できる。
　それに、今後、電子機器での予約や時刻表確
認、などのデジタル化に対して、Wi-Fiは必須に
なると思います。

その他

【その他】
　国鉄胆振線代替バスの運行を維持するため
の基金が底をつき、路線の維持が困難となっ
ていることほか、運転手が不足している状況
にあることから、新たに便数を増やすことは
難しいと考えております。

　また、伊達－大滝間を走るバス路線は、前
後の時間の間隔が広く、また、他のバス路線
やＪＲとの接続を考慮したダイヤとなってお
り、既存のダイヤについても停車箇所の省略
は難しい状況ですが、その導入に当たって
は、収益性や必要性を含めて関係機関と協議
を行ってまいります。

　なお、倶知安伊達線が廃止となった場合
は、それに代わる交通手段として、デマンド
型交通の運行を検討しており、これによって
新たな需要の掘り起こしを行ってまいりま
す。

【既登載】
　１点目について、大滝区に住む高校生に対
する通学用定期運賃の助成は行っております
が、伊達地域の高校生等に対しては、行って
おりません。施策⑨に記載のとおり、公共交
通の利用を促す補助制度について検討してま
いります。

　なお、通勤に対しては、事業者から相応の
交通費が支給されているものと考えておりま
すので、これに対する補助は適当ではないと
考えております。

【反　映】
　２点目について、施策⑦における公共交通
の利用促進策として、交通結節点へのフリー
Wi-Fi環境は有効であると考えますので、その
費用対効果を含め、導入について検討を行っ
てまいります。

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

市　民　意　見　の　公　募　結　果



様式第１号（第２条）

【 ･ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

【その他】
　１点目について、食料品等の貨物の輸送に
つきましては、貨客混載サービスとしての運
用は可能と考えております。
　一方で、一部の小売事業者による配送サー
ビスも実施されていることから、運用する場
合は、料金や条件等の設定について十分な検
討、協議を行ってまいります。

【既登載】
　２点目について、伊達市街地での自由な移
動の実現につきましては、既に運行している
市内循環バスの利用促進のほか、施策⑤に記
載のとおり、愛のりタクシーの対象年齢の拡
大により、その移動需要に対応してまいりま
す。

反　映

既登載

その他

【P86 施策②:国鉄胆振線代替バスのデマンド型
交通への転換による大滝区住民の移動手段確保
取組内容 ４つ目の・について】

　「乗合による割引を設定することで乗合率を向
上させ」の部分の割引以外の乗合率（利用率）を
向上させる案を２点考えました。

＜１点目＞
　大滝区の方が壮瞥町や伊達市街地で食料品や日
用品の買い物をする想定です。
　乗合の交通を利用する場合、一人一人の荷物の
量は制限されることが想定されますが、遠方から
出かけるので、できればまとめ買いをしたいと思
います。
　例えば、買物先となるスーパーやホームセン
ターに協力をお願いし、買った物の配送サービス
を付加し、配送の送料の一部を補助したりするこ
とはいかがでしょうか。
　現在、イオンやコープなどは大滝区が配達区域
外だと思います。例えば月に４回とか日にちを決
めた運賃割引＆配送料支援クーポン発行Dayを設
けて、大滝区の利用をまとめることができれば、
買物先側も協力を考えてもらえる可能性があると
思います。
　買物先で配送サービスの協力を得られない場合
でも配達先が大滝区にまとまっていて配達日も予
定できるので宅配業者が協力してくれる可能性も
あると思います。車で買い物した場合、大きなも
のや重たい荷物を車から玄関まで運ぶのは若い人
でも大変なので、玄関先まで買い物した物を届け
てもらえるサービスが付いていれば公共交通を利
用しよう考える大きな要因になると考えます。

＜２点目＞
　大滝区から出掛けてくる方は、遠方から出かけ
るので、用事をまとめて済ませたいと考える人が
いると思います。
　そんな時、例えば伊達市街地を循環する市街地
巡回バスのような乗り物に、遠方からの乗り継ぎ
利用者は割引料金で何回でも乗れるサービスがあ
ると便利だと思います。

４ ４-４

その他 既登載



様式第１号（第２条）

【 ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

【その他】
　電子機器（タブレット・スマートフォン
等）を愛のりタクシーの予約のためだけに使
用するとした場合、予約時の割引額に比べ、
機種代と通信費の方が高額になることが見込
まれます。
　予約時の割引については、電子機器の使用
によって得られるメリットの一部であること
をご理解いただいた上で、電子機器の購入・
契約を検討されることが必要だと考えており
ます。

　一方で電子機器は、平常時の情報発信や、
非常時の情報伝達手段として有用であること
から、その活用については市全体として検討
してまいります。

【既登載】
　施策④に記載のとおり、利用説明会の開催
によって、予約方法の説明のほか、新規登録
者数の拡大や、登録後の利用促進を図ってま
いります。

反　映

既登載

その他

４ ４-５

【P87 施策③:愛のりタクシーへのAI技術の導入
による利便性・利用率向上と、それらを基にした
路線バスの高効率化 取組内容 ２つめと３つ目
の・について】

　電子機器(タブレット・スマートフォン等)での
予約」「電話予約と比較して割安な料金」の部分
について

　ご高齢の方は電子機器を持っていない方も多い
と思います。電子機器での予約は割引が大きいと
すると電子機器を使用したいと思う方が出てくる
と思いますが、電子機器は高価であるのと、OS
のバージョンアップにはWi-Fi 環境が必要であっ
たりするので、ネット環境整備などにも費用がか
かります。何かしらの支援があると普及につなが
ると思います。
　また、電子機器の選ぶ際の違いとか、使い方、
ネット環境の選ぶ際の違いなどの勉強会やOS の
バージョンアップ方法、詐欺などの事例や対処方
法、予約システムのアプリの使い方とバージョン
アップ方法などのフォロー支援があると良いと思
います。

その他 既登載

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　導入するAIデマンドシステムによっても条
件設定が可能かどうかは異なりますが、複雑
なシステムは導入コストが高くなることや、
予約時の利用者の操作が複雑化することが見
込まれます。
　誰もが簡単に利用できるようなシステムの
導入について、費用対効果を含めて検討して
まいります。

　また、集中的な利用の促進については、限
られた車両での運用の中で、利用の集中によ
る待ち時間の増加などの利便性悪化も懸念さ
れることから、利用の実態を見極めながら、
実施を検討してまいります。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-６

【P87 施策③:愛のりタクシーへのAI技術の導入
による利便性・利用率向上と、それらを基にした
路線バスの高効率化 取組内容４つ目の・につい
て】

「また、乗合による割引を設定することで乗合率
を向上させ」の部分について

＜案１＞乗合する人が多ければ多いほど割引が大
きくなるお得プランを作り、電子機器でリアルタ
イムの予約状況（人数）と割引額が確認できると
良いと思います。
　ただし、乗合する人が多ければ割引が大きくな
る場合、キャンセルが出た場合にどうするか、割
引を多くするために予約だけしてキャンセルする
不正予約に対する対策などを検討する必要もあり
ます。

＜案２＞友人知人で誘い合わせてグループとして
予約するとグループ人数に応じて割引きを多くす
る。グループの人は同じ停留所でなくてもある程
度の条件で同じグループとする。名づけて「わい
わい割り」みたいなのはどうでしょうか。

＜案３＞一人でも乗車してもポイントが付与され
て、貯まったポイントで割引になる仕組み（例え
ば１０００円に１ポイント付与され２０ポイント
貯まると５００円割引になるなど）はいかがで
しょうか。

＜案４＞こちらで決めた日（例えば１ヶ月に４回
とかは割引Dayとして、その日に集中して乗って
もらえるようにするのはどうでしょうか。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　愛のりタクシーについては、その利用を市
民に限定した（会員制の）交通サービスとし
て、公共交通事業者との協議・承認を経て運
行されております。
　この会員登録を行わないこととした場合、
既存の公共交通事業者の事業を圧迫すること
となるため、対象者等に対しては一定の制限
を設ける必要があります。

　また、現在の区域内及び定時便の料金設定
は、タクシーの初乗り料金である550円より安
価な500円としており、高額であるとは考えて
おりません。
　さらに、安価な料金設定は、既存の公共交
通事業者の事業を圧迫するだけでなく、市の
財政負担が増加することとなることから、利
用促進策とともに、持続的な交通サービスを
維持していくための適当な受益者負担を検討
してまいります。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-７

【P88 施策④:愛のりタクシーの利用説明会な
ど、ＰＲ活動の強化 取組内容 １つ目の・につい
て】

「登録方法の見直し」について

　対象利用者についての年齢制限をなくすことで
検討されていると思いますが、その場合、登録制
もなくした方が利用拡大に繋がると思います。
　また、登録方法ではありませんが、現在の料金
設定は高いと思います。区域内で気軽に乗車する
場合、個人的には200円以内なら利用しやすいで
す。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　一般のタクシーや路線バスへのペットの持
ち込みについては、旅客自動車運送事業運輸
規則によって認められております。

　ただし、他の乗客への配慮や、車両の汚損
の防止、運転に支障をきたすことのないよ
う、事業者によってはペットキャリーなどの
専用ケースの使用を求められる場合がありま
す。（道南バスによる路線バスについては、
ペットキャリーを適切に使用している場合に
限り、車内への持ち込みは認められておりま
す。）

　なお、ペットキャリーについては、通院時
や災害時に必要なものですので、飼い主の責
任において、各自でご準備いただくようお願
いいたします。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-８

【P88 施策④:愛のりタクシーの利用説明会な
ど、ＰＲ活動の強化 取組内容 ２つ目の・につい
て】

　「新規登録者数の拡大」に対して、ニーズに
マッチするサービスがあれば利用する人も増える
と考えました。
　ニーズとして、以前に動物病院で経験したこと
ですが、車を手放すとペットを動物病院へ連れて
これなくなるので困る。と、高齢の方から話を聞
きました。
　ペットを飼育している人は動物病院へ行くこと
がありますが、動物病院は大抵街の中にはないで
す。しかもバスにはペットは乗車できないはずで
す。
　汚れや臭いがひどい場合は不可。とか利用時は
ペットキャリーに入れること。など条件をつけ、
タクシー側にはペット乗車時にはシートを敷くな
ど工夫をして、ペットを連れて動物病院へ行ける
サービスを検討するのはいかがでしょうか。
　また、意外とペットキャリーを持っていない方
がいるので、有料でペットキャリーを乗車時に貸
出しするサービスも用意してはいかがでしょう
か。そして、その貸し出すペットキャリーは、災
害時には避難ペット用に使用するなど、有事に備
えるものを日常的にも活用することはいかがで
しょうか。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　当面はご提案のような利用促進施策の実施
は考えておりませんが、利用状況の推移に
よっては、愛のりタクシーに若年層にも慣れ
親しんでもらうための方法の一つとして、今
後、具体の事業を検討する際に参考とさせて
いただきます。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-９

【P88 施策⑤:愛のりタクシーの対象者や運行時
間の拡張など、より利用しやすい仕組みの確立
取組内容 １つ目の・について】

　小中高生利用促進について、夏休み、冬休みな
どに１Dayパスポート設定します。そして、休み
前には自由研究になりそうなテーマと場所などを
紹介してPRすることで利用を促します。
　他にはスタンプラリー的なものを合わせて開催
し、各紹介場所に行くとキーワードが隠してあ
り、愛のりタクシーの中で隠し場所の暗号がもら
え、全部の紹介場所のキーワードを集めるとクロ
スワードパズルの中の隠れた言葉がみつかり景品
がもらえるようなイベントなどの企画はどうで
しょうか。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

【P88 施策⑤:愛のりタクシーの対象者や運行時
間の拡張など、より利用しやすい仕組みの確立
取組内容 ２つ目の・について】

　運行時間拡張を検討されるなら、週末はお酒を
飲んで帰りたい人もいると思うので、週末の夜飲
食店で愛のりタクシーを予約すると割引になる
サービスを用意し、お酒を飲んで帰る人にある程
度対応できる時間まで拡張を検討されてはいかが
でしょうか。

その他

　愛のりタクシーについては、施策⑤におい
て運行時間の拡張による利用促進を図ること
としておりますが、タクシー事業者の事業を
圧迫することの無いように配慮する必要があ
ります。

　さらに、愛のりタクシーの運行に係る経費
の一部は市の補助金で賄われており、また、
受益者負担の視点からも、それを踏まえた運
用とすべきと考えておりますので、ご提案の
ような運用方法は適当ではないと考えており
ます。

反　映

既登載

その他

４ ４-10



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　本計画に記載しているユニバーサルデザイ
ンタクシーは、誰もが利用しやすいタクシー
車両として国に認められた車種のことを指し
ておりますが、タクシー運賃は乗客を運送す
ることへの対価として設定されていることか
ら、それ以外の介助サービスにかかる費用に
ついては、一般的には別途料金が発生する
ルールとなっています。

　タクシー事業者による付き添い等の介助
サービスの設定が無く、乗降以外に介助が必
要な場合は、安全性等を考慮し、専門の知識
を有した介護サービスをご利用いただくこと
をお勧めいたします。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-11

【P89 施策⑥:タクシー事業者に対するユニバー
サルデザインタクシーの導入支援 について】

　車両のハード面だけではなく、乗務員が荷物を
玄関まで運んだり、一人で歩行は可能だけれど、
介助が安心になる様な方には玄関までの介助サー
ビスも行うようなソフト面も考えたユニバーサル
デザインタクシーを是非導入して頂きたいです。

　知人に、脳梗塞で片手足に後遺症がある方がい
ます。
　タクシーで買い物に行けますが、帰宅時に買い
物の荷物を持ってタクシーから玄関へ戻ることが
一人では不安でできないそうです。
　訪問の介護サービスや、買い物支援サービスな
ども利用されているようですが、本当は一人で買
い物へ出かけたいそうです。
　スーパーの中を歩くことは運動にもなります
し、気分転換にもなるので出かけたいそうです。
　普通のタクシーでは荷物を運んでもらうサービ
スや、玄関までの介助サービスなどは出来ないと
のことで、買い物へ出かけるのを諦めています。

　介護サービスには買物へ一緒に付き添うサービ
スもあると思いますが、サービスを使うことは、
ヘルパーさんへの時間給の支払いで金銭的負担が
大きくなることと、気持ち的にはサービスを受け
ることへの遠慮みたいなストレスがあります。

　このような方はユニバーサルデザインタクシー
に介助サービスが付いていれば、自分だけで買い
物が楽しめると思います。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　施策⑦に登載しているとおり、乗継時間の
短縮については、公共交通機関間の調整によ
る接続性改善の検討を行うこととしておりま
すが、これ以外にも、ご提案のようなバス停
留所の周辺施設との連携・活用によって、待
合環境の改善とまちの賑わいの創出を図るこ
ととしております。
　個別のご提案については、今後、具体の事
業を行う際の参考とさせていただきます。

　また、商業施設等での路線バスの到着案内
については、デジタルサイネージの設置によ
り解決することができますが、その設置につ
いては、費用対効果を考慮し検討してまいり
ます。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-12

【P90 施策⑦:デジタルサイネージ等による交通
結節点機能の強化などのまちづくりとの連携 取
組内容 ４つ目の・について】

｢さらに、乗継時間の⾧い時間帯については」に
ついて

　もし、待ち時間の改善が難しい時間が残ってし
まった場合、逆転の発送で、この時間帯だけOPEN
するカフェスペースを作り、格安で飲み物や伊達
のスイーツなどを提供してみるとか、待ち時間で
利用できる周辺の観光スポット（例えば伊達紋別
駅の場合、気門別川で鮭の遡上が秋の時期には見
ることができたり、渡り鳥が休んでいたり、川に
架かる赤い橋は、少し整備すれば観光スポットに
なると思います）、飲食店やお土産を買えるお店
を紹介し、待ち時間を楽しんでもらえるようにし
てみてはいかがでしょうか。

【P90 施策⑦:デジタルサイネージ等による交通
結節点機能の強化などのまちづくりとの連携 取
組内容 ６つ目の・について】

「快適な待合環境を実現し」について

　公共交通機関を利用すると不便に感じることの
１つは、待つ時間を楽しく過ごせる場所がないこ
とです。
　例えばスーパーやホームセンターなどで買物の
みする人はスーパー内にバス待ちの少しくつろげ
る場所があると嬉しいと思います。
　お昼時間にかかる場合、スーパーで購入したお
弁当が食べられたり、飲み物が飲めたり、本が読
めたり。
　後はバスキタで待ち時間が分かりますが、何か
しら待つ場所でもうすぐ到着が案内されると更に
便利だと思います。

既登載

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　小売店で購入した商品を自宅まで配送する
サービスについては、既に一部店舗で実施さ
れております。

　このサービスは、公共交通の利用の有無を
問わず利用できるほか、事業者が独自の料金
体系によって提供するサービスであることか
ら、公共交通の利用促進策としての配送料の
補助は難しいものと考えております。

　一方で、乗車率を補う方法として、貨客混
載サービスの運用も可能と考えておりますの
で、持続可能な公共交通のための施策とし
て、今後の参考とさせていただきます。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-13

【P90 施策⑦:デジタルサイネージ等による交通
結節点機能の強化などのまちづくりとの連携 取
組内容 ６つ目の・について】

「快適な待合環境を実現し」について

　待合環境ではないのですが、バス利用のデメ
リットとして、買い物した荷物をレジからバス停
まで運ぶこと、バスを降りた後、重い荷物を持っ
て自宅まで歩く点があります。
　これを解消するのに、例えば、買物先となる
スーパーやホームセンターと連携して、買った物
の配送サービスを付けたり、配送料の一部を市で
補助したりすることはいかがでしょうか。
　レジから車まで、車から家の玄関まで重たい荷
物を運ぶのは大変なことなので、レジから玄関内
まで運んでくれるサービスが付いていれば、重た
い荷物の時はバスを使う新しい需要を掘り起こせ
るのではないでしょうか。
　高齢の方だけでなく、子育て世代の方にも子供
を抱いて重い荷物を運ぶのは大変なので需要はあ
ると思います。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　施策⑩において、公共交通事業者と連携し
た乗り方講習会の実施による利用促進を図る
こととしておりますが、この講習会を実施す
る際には、公共交通の利用方法の一つとし
て、スマートフォンアプリの説明についても
行ってまいります。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-14

【P91 施策⑧:広報紙への掲載等による市民の関
心を高める活動の強化 取組内容 １つ目の・につ
いて】

「わかりやすい形で表したバスマップの作成」

　既存のスマホなどのアプリにも停留所・時刻表
などを調べられるものがあります。
　わかりやすいマップ作成と合わせて、使えそう
なアプリを調査・検討し、アプリの使い方講習会
を開催して実際に便利に使う方法を知ってもらう
のはいかがでしょうか。

既登載

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

　運転免許の返納による外出控えに対して
は、公共交通の利用と外出支援を組み合わせ
た事業が有効であると考えておりますので、
個別のご提案については、今後、具体の事業
を行う際の参考とさせていただきます。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

４ ４-15

【P92 施策⑨:公共交通利用者への助成制度の見
直し 取組内容 ２つ目の・について】

　「公共交通の利用と外出支援を組み合わせた」
とありますが、乗って楽しくて降りても楽しいが
セットだと公共交通を利用して出かけようかな。
と思うのではないでしょうか。
　買物、図書館、生涯学習、温泉（シニアDayを
設けるなど）、安心して散歩できるコース巡り、
安く美味しく食べられる（シニア給食Dayと
か？）、などなど考えてみました。

その他

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

【P92 施策⑩:体験乗車会などの実施による公共
交通への理解の促進 取組内容 ２つ目の・につい
て】

　講習会や体験乗車会の開催に加えて、利用した
ことがない人の中から１人でも多くの人が、１年
に１度でも利用したくなるような機会を考えてみ
るのはどうでしょうか。
　例えばノーカーDayイベントを商店街と企画
し、その日は公共交通利用で行くとイベントで使
えるクーポンとか、交通機関に払った料金に対し
て何か使えるポイント付与とか。
　伊達市内の地域別の重点ノーカーDayを設け
て、その日はその地域を細かく巡る路線を設けた
り、その地域のみ便数を増やしたりするなど。
（市内全域で路線を増やしたり、便数を増やすの
は車両や人員の確保が難しいですが、地域ごとな
らできるのはないかと考えました）。
　１年に１度でも利用したくなるような機会とし
て、シーズン的な企画を１つ考えました、例え
ば、桜が綺麗に見えるスポットが街中にたくさん
ありますが、駐車場がないので車をどこかに停め
て、そこからバスで桜スポットを巡れたら良いな
と感じています。
　また、運転手は桜を眺めることができないの
で、桜の時期に桜が綺麗に見える通りや、場所を
巡る巡回バスで、乗り放題１Dayパスなど発行
し、合わせてキッチンカー出店のイベントなども
開催することで観光客も見込めると思いますし
（観光客の場合、バスを利用している間、車を停
めて置ける駐車場の準備が必要と思います）、市
民の利用も見込めるのではないでしょうか。
　自分の場合、公共交通機関と歩き言っても良い
かと考えて、やっぱり車を使ってしまう理由は以
下です。
・何箇所も行くところがある場合、目的地から次
の目的地への交通機関がない、または待ち時間が
長いすぎる
・バス路線が自宅近く、または目的地近くにない
・荷物が重くなるので帰りに歩きたくない
　上記がクリアになれば、たまには健康のため公
共交通機関と徒歩を組み合わせて用事のついでに
市街地などを散策してみたいと日頃から考えてい
ます。
　色々考えて、自分の考える範囲での案を出して
みましたが、AIシステムでフレキシブルな路線や
仮想停留所など検討される場合は、地域の方と話
し合う場を設け、取組を伝えて、それに対する要
望等を聞いて実現に向けてすり合わせを行う場を
持ち、利用する地域の方と一緒に考えて課題も、
解決案も共有しながら進めることが、地域公共交
通の問題解決には最も重要なことだと考えます。

その他

　ノーカーデーについては、北海道と北海道
鉄道活性化協議会がその取組を実施してお
り、令和３年は11月が推進強化強化期間と
なっておりました。内容は、自家用車の代わ
りに公共交通の利用を呼び掛けるというもの
で、公共交通の割引やポイント付与などはあ
りません。
　全国的にもノーカーデーに付随した取組と
して１日乗り放題券の販売等の事例がありま
すが、日常的に公共交通を利用している方の
購入がほとんどであるなど、自家用車から公
共交通への移行は簡単ではありません。
　P.26に記載のとおり、市街地の多くはバス
停までの距離が300mとなるようにバス停が配
置されておりますが、複数の目的地がある場
合や、荷物を持っている場合など、自家用車
の利便性には及びません。

　一方で、自家用車と比較すると利便性は落
ちるものの、公共交通には経済性の高さや事
故リスクの低さ、環境負荷の低減などのメ
リットがあることから、運転免許返納者や運
転免許非保有者のみならず、たくさんの方に
利用していただきたいと考えております。
　そのためには、地域の方との対話も重要と
考えておりますので、今後、具体の利用促進
策を検討する際には、いただいたご提案を参
考とさせていただきます。

　なお、路線バスの運行本数や時刻は、バス
事業者が道路運送法の手続きを経て決めてお
り、期間や地域を限定した臨時的な増便や路
線の変更には高いハードルがあります。
　このことから、観光的なバスの運行は路線
バスの利用促進とは別な施策として検討する
ことが必要です。

反　映

既登載

その他

４ ４-16



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

　現在、市内で運行している路線バスは、そ
の利用率の低さが課題となっております。
　また、昨年度に実施した市民アンケートで
は、バス車両の小型化・コミュニティバス等
の導入が、バス路線の再編に次ぐ意見として
多く寄せられていました。

　コミュニティバスについては、他の市町村
でも導入されておりますが、それぞれの地域
特性に応じた台数やダイヤの設定が求められ
ます。
　伊達市においては、人口の約８割が集中し
ている中心部と、そこから東西に離れた地
区、大滝区とに居住地が分かれており、コ
ミュニティバスのような巡回バスを運行させ
る場合、乗車時間の短縮などの利便性の確保
のためには、多くの車両台数での運行が求め
られます。

　このことから、伊達地域においてはまず、
既存の愛のりタクシーの機能強化と利便性の
拡充によって、地域の生活の足の確保を図っ
てまいります。

　一方で、路線バスの乗車率の低さも改善す
べき課題ですので、今後、施策③における路
線バスの路線（運行ルート）やダイヤ、車両
等の見直しにあたっては、ご提案の日野自動
車製ポンチョのような小型車両の導入につい
ても検討してまいります。

反　映

　今回の案に対して、原案に沿った政策が実施さ
れると思いますが、利用者の目線で言えば、市内
のみの移動を考えたならば、他の地域で実施して
いる日野製ポンチョ車両を使用した市内巡回バス
を運行していることが求められる環境だと考えま
す。
　上記の車両を使用することで、狭い道路の走行
が可能であり、公共施設敷地内への乗り入れも可
能になります。
　公共交通の改善を目的とするならば、道南バス
に路線維持の補助金を拠出するだけではなく、他
地域の事例を参考にした交通体系を検討すべきと
考えます」。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

５ ５-１

既登載



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-１

その他

既登載

その他

　ご指摘のとおり、人口密度や老年人口分布
状況の過去からの推移を検証することで、地
区ごとの人口や高齢化率の分布傾向を確かめ
ることができ、今後の人口分布の推測ができ
るものと思います。
　このような将来を見据えた交通施策は重要
ですが、現在抱えている課題の解決や、変化
を続けるニーズに合わせた施策も重要である
と考えますので、本計画では、現時点で得ら
れる最新のデータから各種施策を検討してお
ります。

　さらに、公共交通は市全体を網羅する必要
があることから、本項目では市全体の状況を
広域的な視点から確認することとしておりま
す。

　なお、路線バスのダイヤ改正や路線の見直
しに当たっては、利用の見込みや将来的な需
要の予測が必要なことから、人口や年齢の分
布を考慮し、検討してまいります。

反　映

1. P14-15の「人口密度」「老年人口分布状況」
ですが、過去から現在までの変化を含めて考慮す
る必要を感じています。
　かつては駅周辺に集中していた傾向が徐々に変
わってきてはいないでしょうか。
　長く伊達に住み続けている人は持ち家が多いで
しょうし、移動に不便を感じても簡単に転居はし
づらい状況にあると思います。
　転入・移住者がどの地域に住む傾向があるのか
などは、市が勧めた地域などにも影響されるで
しょうし、後述する公共交通の効率性を考える上
で必要なデータであるように思います。
　どうぞよろしくお願い致します。



様式第１号（第２条）

【 ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

６ ６-２

2. P25「公共交通の概要＞2-2-1 市内を運行する
公共交通」で公共交通等の運行状況が図示されて
いますが、これはあくまでも路線図であり「1日
の便数」が示されていません。
　バスを移動手段とできるかを考えるにあたり
「路線」と「便数」「時間」は重要なポイントだ
と思います。
　路線図のみをデータとして『運行状況』とする
のは視点の偏りがあると感じます。各交通交通の
運行状況は後半に書かれていることからここは
『路線図』と説明記載すべきかと思います。

　同様のことからP26「公共交通の概要＞2-2-2公
共交通勢力圏の状況」で全人口の71.3%をカバー
していると言い切って良いのかどうか（確かに０
ではないが）疑問があります。

　愛のりタクシーが全域をカバーしていると言い
切っていますが、空白地域の愛のりタクシーの対
象外の住民が全市人口の何％いるかは示していた
だき確認したいデータです。

　P29「公共交通の概要＞2-2-4 路線バス」で運
行系統が図示されていますが、これは一見すると
前述のように広域をカバーしているように見えて
しまいます。
　しかし実態はP28と見比べてわかるように「便
数」が少なく、使える「時間」に運行していない
ものも使われやすい路線と合わせて表記されてし
まっており、誤解を招きやすいように思います。
　たとえば便数も多く比較的利用しやすい路線を
実線、便数の少ない路線を点線表記するなど、本
当に伝えたい/知って欲しいデータを示すものに
工夫して、説明も加える必要はないでしょうか。
　P69-70市民アンケートで出ているポイントは抑
えるべきだと思います。

反　映

【反　映】
　ご指摘のとおり、「運行状況」というと、
一般的には遅延や運休の有無を確認できるも
のを想像される場合が多いと思いますので、
図下に「路線図」の記載はありますが、図中
も「運行状況」ではなく、「路線図」として
標記を変更いたします。

【その他】
　カバー率については、公共交通の利用の仕
方や利用を希望する時間は、利用者それぞれ
で異なることから、公共交通を考える上で一
般的に使用されている指標である、全人口に
対する勢力圏内人口の割合を使用しておりま
す。

【反　映】
　一方で、現在の愛のりタクシーは対象者が
60歳以上の市民であり、空白地域の60歳未満
の市民は対象外であることから、その割合に
ついては示す必要があると考えますので、表
現を改めます。

【その他】
　カバー率と同様に、利用を希望する時間は
利用者それぞれで異なるほか、便数の多少と
乗車率は関連性が無い場合もあり、また運行
経路も重なっていることから、図の見やすさ
を考慮した表現としております。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

６ ６-３

3. P29「公共交通の概要＞2-2-4 路線バス」にお
いて、低床バスの導入率や、運行状況のIT活用に
ついての説明もここにあげていただきたいと思い
ました。
　同じく、バス停の様子や乗り継ぎの効率性など
課題もここにあげて良いのではないでしょうか。
　愛のりタクシーの項では詳しく書かれていま
す。
　たとえ市が直営するものでなくても事実の説明
はしても良いのではないかと思います。

反　映

　本項は、乗客人員数や補助金額などの数値
的なデータからその状況を検証しているもの
であるため、ワークショップで出された停留
所の待合環境に関する意見等については、
ワークショップの結果を拡充する形で掲載い
たします。
　一方、利用状況や課題についての文章表現
が不足していたため、記載を改めることとい
たします。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

６ ６-４

4. まず、P77「公共交通の課題整理＞＞公共交通
の現状・問題点」　①鉄道②路線バスはわかりま
すが③は愛のりタクシーだけでなく、タクシーと
して捉えた方が良いのではないでしょうか。愛の
りと限定してしまったことで焦点が愛のりの利用
者減少に偏ってしまっているように思います。

　その上で、P77「公共交通の課題整理＞＞公共
交通の現状・問題点＞②路線バス」の２行目に
「運転手の高齢化等に伴う担い手の減少」とあり
ます。これは愛のりに限らずタクシー業者でもあ
げられる重要課題です。
　しかし、ここではもう少し課題を丁寧に掘り下
げる必要があると考えます。
　運転手などのように資格が必要な役割と、誰で
もできる役割があるにも関わらず、役割分担がで
きずに運営されている非効率さがあるとワーク
ショップで当事者からきくことができました。
　運転手が電話番をしなければならない状況は、
ただでさえ数少ない貴重な有資格者を疲弊させ運
行状況にも影響を与える大きな課題だと感じま
す。
　資格を取得させるためにも費用がかかるそうで
す。所有資格にあった働き方と報酬が与えられる
こと。同時に資格がなくても採用できる人員を増
やすこと、その見直しを行いつつ、後述されるIT
活用が課題なのではと思います。
　公共交通機関の労働環境に関する課題がここで
あがっていないのは残念です。
　ぜひ考えていただきたいです。
　これは公務員である①とは違う、②③の共通課
題だと思います。

反　映

【反　映】
　ご指摘のとおり、タクシーについても②路
線バスと同様に、運転手の高齢化等に伴う担
い手の減少という課題があることを聞いてお
りますので、公共交通の現状・問題点の③に
つきましては、「③タクシー・愛のりタク
シー」に改めるとともに、担い手不足につい
ても記載いたします。

【その他】
　市内の「公共交通」の重責を担う事業者は
すべて「民間企業」であり、現在以上の人員
を雇用するためには、相応の収益を上げる必
要があり、市の支援だけでは解決できない問
題であると考えております。
　公共交通の利用の増加が見込めない状況で
は大きな設備投資も難しいため、収益改善の
ためのさらなる利用促進を図ってまいりま
す。

その他

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

６ ６-５

5. P79「アンケート結果から見えてきた現状及び
問題点」【公共交通の利用】3-4行目。

　ここはやや起案者の考えが強く出ているまとめ
方のように感じました。
　バスの利用促進に対する改善点として「利用し
たい時間にバスがない」という意見は確かにあり
ましたが、それと同じく『路線』の問題は常にあ
げられています。
　ここでは少なくとも両者を強調してあげるべき
ではないでしょうか。
　後ろにそっと「路線等の検討」とありますが、
計画施策と進む上でどんどん路線の話は触れられ
なくなって行っているのがとても気になります。
　P75「市民アンケート＞エ 伊達市の公共交通に
関する意見」で圧倒的多数だったのは「路線の再
編」　増便やルートの見直し、バス停留所の再配
置となっています。
　路線の見直しは確かに実行が難しい大きな課題
ですが、それがゆえに別手段や一時的な対策も含
めて検討と何らかの取組は必要だと思います。市
民の意見を大事にしていただきたいと思います。

既登載

　お見込のとおり、路線バスの路線見直しに
ついては、重要な課題であると認識しており
ます。
　施策③にも記載のとおり、路線やダイヤ等
の最適化、高効率化を図ることとしておりま
す。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

６ ６-６

6. P79「アンケート結果から見えてきた現状及び
問題点」【公共交通のあり方】3行目。

　「利用の少ないバス路線は廃止や減便をしても
よいとする回答が約６割」とありますが、これも
起案者の考えが強く出ているのではないでしょう
か。
　P72のデータが根拠となるのであれば、減便し
て良いと答えた人は５割弱で、現状を維持して欲
しい人が４割強とあります。
　また年齢があがるにつれてと大滝区では維持し
てほしい意見が増えたり、多い傾向もみてとれま
す。
　事実と分析結果がこれだけ異なるのはいかがな
ものでしょうか。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

反　映

　「廃止してもよい」が8.1％、「減便しても
良い」が47.3％となっており、その合計の
55.4％を約６割と表現したものです。
　一方で、「現状を維持してほしい」が４割
強と多いことから、その意見に配慮した表現
に改めます。

反　映

既登載

その他



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

反　映

既登載

その他

６ ６-７

7. P79 ワークショップからの提言＞【これから
の公共交通に必要なこと】

　ここでは５つの提言のみ紹介されていますが、
会場ではもっと多くの柔軟な意見が出ていたよう
に思います。
　私も参加しましたがもっと多くの意見を出しま
したし、前述のようなタクシー業界にある当事者
からの貴重なお話をきき課題を知り考える機会も
ありました。
　４つに分かれたグループからの意見発表でも市
民ならではの（観光との組み合わせ方など）柔軟
な意見もありました。にも関わらず端的な紹介に
終わっていることは残念でなりません。
　また、ワークショップで出された意見は、審議
会ではどのように報告され検討されたのでしょう
か（議事録では3/24に少し書かれていました
が）。
　それを踏まえ、本計画にどのように反映された
のでしょう。
アンケート調査では把握しきれない地域の実情や
ニーズを確認するという意味合いをもっての開催
であるのであれば、もう少し詳しく結果紹介と反
映のされ方などを示していただきたいと思いま
す。

反　映

　ワークショップでのご提案は、基本方針か
ら施策に至るまで反映をしておりましたが、
ご指摘のとおり、P.79の「(4)ワークショップ
からの提案」での表現は不足しておりまし
た。
　記載内容を見直し、いただいたご提案をよ
り多く記載することといたします。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-８

8. P80 伊達市における公共交通の課題＞(2)増加
する行政負担の効率化

　意見4でも触れましたが、交通事業者における
課題を「運転手」の不足という表面的な視点だけ
で考え、経路や便数を調整するのはどうかと思い
ます。
　働き方を見直した結果の調整策であれば理解し
たいと思いますが、本質を掘り下げずに経路や便
数が調整されることには抵抗を覚えます。

既登載

　ご指摘のとおり、運転手の労働時間への配
慮は、公共交通の安全性だけでなく、雇用の
確保の面からも重要なものと考えておりま
す。
　特に、検討を進めるとしている倶知安伊達
線は長距離路線であり、運転手への負担も大
きい路線です。

　施策①による路線廃止は、行政からの補助
額の抑制のほか、運転手の負担軽減にもつな
がるものであることから、働き方の見直しの
観点からも事業者とも協議を進めてまいりま
す。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

６ ６-９

9. P80 伊達市における公共交通の課題＞(4)愛の
りタクシーの利用者・利用率向上 4-5行目

「導入が必要です」という形で終わりではないで
しょうか。その後に続く「AI~」は対策ですので
ここでは入れなくても良いと感じました。

反　映

　ご指摘のとおり、「AIデマンドシステムの
導入について検討します。」は対策ですの
で、記載を改めることといたします。

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

既登載

その他

提出された意見の内容 回答内容



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

その他

　公共交通の観光への活用については、ワー
クショップでも利用促進策の一つとして議論
がなされているほか、まちづくりと観光振興
等の地域戦略との一体性の確保は、地域公共
交通計画を作成する上で留意するよう示され
ているところです。

　一方で、本市には大滝区の北湯沢温泉郷
や、世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡
群」の構成資産である北黄金貝塚など、いく
つもの観光スポットがありますが、いずれも
公共交通との連携が不足していることから、
ここに課題として挙げることにより、その解
決に取り組んでまいります。

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

既登載

その他

６ ６-10

10. P80 伊達市における公共交通の課題＞(5)公
共交通全体の利用促進

　4行目の「観光への活用も視野にいれながら」
が突然出てきた印象ですが、この根拠となるデー
タはどこにあったでしょうか。
　ワークショップの中では出ていた記憶がありま
すが、それはここまでの文章では触れられていま
せん。
　伊達市は観光がメインの街でもなく根拠を示し
ていただけないとイメージができません。
　ワークショップでは市内で開催されるイベント
時の対応なども意見が出ていましたが、それもこ
こでは拾って書き出せない流れになっていると思
います。
何か具体的な取組を行う予定がないのであれば触
れる必要はありますか？（ワークショップなどか
らとりあげていただいたのであればつながりがほ
しい）

反　映



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-11

11. P80 伊達市における公共交通の課題

　意見4,8でも触れましたが、課題として働き手
の労働環境や負担についてあげるべきではないで
しょうか。
　初めの方では指摘をしておきながら、P39から
の調査やアンケートなどで労働環境に対する掘り
下げがなかったことは残念です。
　しかし、ワークショップでは意見が出ていまし
たのでそれを拾って記載してもらうことはできる
と思いますし、審議会の多くはその当事者で構成
されています。
　個人的な意見ではなく、各交通機関を代表した
意見としてまとめ、P77にその視点からの問題点
抽出はできるのではないかと考えますがいかがで
しょうか。
　行政と利用者の立場からだけでなく提供者の立
場からも問題と課題を抽出し、より実態・ニーズ
に即した施策をあげてほしいと思います。

その他

　運転手の労働環境への配慮については、持
続可能な公共交通のためには重要なことだと
考えております。
　伊達市地域公共交通活性化協議会には、委
員として利用者や行政のほか、鉄道・路線バ
ス・タクシー事業者が参加しておりますが、
このパブリック・コメントでお示ししている
計画(案)については、本協議会で出された意
見を反映させたものとなっております。
　このことから、本計画には利用者・事業
者・行政それぞれの立場に配慮した施策が登
載されているものと考えております。



様式第１号（第２条）

【 ・ 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-12

12. P82基本目標① 2行目

　「選択と集中」とても大切な考えだと思いま
す。
　ここでは「便数」のことに焦点がいきがちです
が、ここまでの調査や意見で上がっている通り
「路線」の問題も考慮していただきたいです。
　市内の人口分布が現在の路線に必ずしもあって
いないことは指摘され続けています。
　一度は路線変更の計画もあり実証実験までされ
ましたが、経済的な問題もあり立ち消えになった
と聞いています。
　確かに費用がかかる大きな課題ですが、決して
避けては通れない課題であり、別手段などの検討
は必要だと思います。
　また、選択と集中という視点では、伊達市内で
盛んに行われるイベント時に増便したり、特別運
行することなどを考えてみてほしいとワーク
ショップやさまざまな機会で提案してきました
（カルチャーセンターでの行事など）。
　イベント時に車を利用する人は大幅に増えます
が、市内には充分な駐車スペースがありません。
またイベント時は飲酒機会もあり車よりも公共交
通または代替手段の利用がすすめやすい絶好の機
会といえます。
　そういった機会を選択し集中的に交通手段を増
やすというのも増収や使用機会の見直しにつなが
る戦略ではないでしょうか。
　観光よりイベント時の工夫の方が市内の交通機
関利用という点ではイメージがしやすく、ご検討
いただきたいと思っています。

既登載

【既登載】
　バス路線の見直しについては、平成26年度
に市内循環バスである関内弄月線の経路変更
を行っておりますが、施策③に登載している
とおり、今後も利用状況に合わせた路線見直
しについて、バス事業者との協議を行ってま
いります。

【反　映】
　ご指摘のとおり、イベント時の公共交通の
利用促進はイベントの集客に有効なだけでは
なく、イベント後の公共交通の利用促進にも
効果的であると考えることから、まちづくり
との連携として、施策⑦に盛り込むこととい
たします。

反　映



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-13

13. P82,87 基本目標①＞施策③　AI技術の導入
による利便性・利用率向上と〜

　これは愛のりタクシーに限らないのではないで
しょうか。
　路線バスなども含めて基本目標②にまとめても
らった方がイメージしやすいように思いました。

その他

　本計画では、まず愛のりタクシーへのAI技
術の導入についてを検討することとしており
ますが、他の公共交通への展開については、
その機能や有効性などを見定め、検討してま
いります。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-14

14. P83,89 基本目標②＞施策⑥

　ユニバーサルデザインタクシーとはおそらく
ジャパンタウシーを指しているものだと思います
が、この導入については十分に調査や専門家の意
見を聞いて車種選定や導入計画をたててほしいと
強く願います。
　東京など都市では国の推奨もありジャパンタク
シーの導入を強力に進めていますが、その実態
は、利用者にとっては思っているほど使いやすく
ない上に乗車拒否が多いこともあり使う機会が少
なく、それ以上に運転手とタクシー業者の負担が
とても大きいという課題があります（実際に導入
したタクシー業者や運転手に聞きました）。
　働き手の腰痛対策や、障害者高齢者の移動・外
出推進は私自身の専門でもあり、この点はとても
心配しております。
　低床でも座面が高いジャパンタクシーは、段差
昇降ができる程度の方には便利でも、歩くのが
やっとで段差昇降ができない方にはむしろ中に上
がりづらくなります。
　また、車椅子や歩行車などで乗るには運転手に
座席を移動させたり、スロープをつくってもらわ
なければならず、この待ち時間を考慮しなければ
なりません。何よりもその作業が運転手の大きな
負担となるため、乗車拒否や腰痛悪化の大きな問
題となっています。
　また大きな専用車椅子を載せる場合はさらに大
きな負担がかかります。よほどN-BOXのように後
方から簡単に乗り込める車種や座席が回転して出
てくるような改造をした車種を１台導入する方が
使いやすいのです。
　また、低床バスの方が断然お互いの負担がかか
らず、むしろバス利用を促す方が普及につなげや
すいと感じています。
　私自身、東京での親の介護で介護タクシー、
ジャパンタクシー、都営バス、私鉄地下鉄JRなど
を乗り比べましたが、低床バス利用のしやすさを
実感しました。こういうお話をする機会がどこか
であればとも感じています。
　3/24の協議会では「導入できれば車椅子の方に
も妊婦の方にも優良なサービスが提供できると考
えているが」という声もあがっていたようです
が、必ずしもそうはならないことをどこかでお示
しできればと思いました（助手席回転座席などの
方がとても助かりますし、既存のシートを改造す
るという安価な方法で対応できるかもしれませ
ん）

その他

　ユニバーサルデザインタクシーの導入支援
については、ワークショップでの提案にも
あったとおり、利用者側からの要望の声が
あったほか、令和２年度に行われた第２回伊
達市地域公共交通活性化協議会での事業者側
からの導入希望の声もあったことから、それ
らに応える形で施策に盛り込んだものとなっ
ております。
　導入支援の内容については、今後詳細を検
討することとなりますが、支援対象とする車
種については、国庫補助の対象にもなってい
る「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー
認定要領」（平成24年３月28日付け国自旅第
192号）第６第５項に基づき認定された標準仕
様ユニバーサルデザインタクシーを基本とし
たいと考えております。

　一方、当該車両の導入は各事業者の判断に
よるものであり、車両の耐久性や利用増加の
見込みなどを総合的に勘案して行われるもの
と認識しております。また、その中には、労
使間の協議も含まれるものと見込んでおりま
すので、運転手に無理のない範囲での導入が
なされるものと考えております。

　なお、低床バスについては、小型の車両も
販売されており、その高い利便性や取り回し
の良さから、導入によるメリットは高いと考
えておりますが、１台当たりの価格も高く、
予備車両や他の路線との車両繰りなども考慮
する必要があることから、路線の見直しと合
わせてバス事業者との協議を行ってまいりま
す。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

６ ６-15

15. P83,89 基本目標②＞施策⑥

　訪日外国人に対して利用しやすいというのはど
ういった車両でしょうか？　またそこに注目して
いる根拠も教えてください。

その他

　ユニバーサルデザインタクシーは、国の
「訪日外国人受入環境整備」の一つとして、
その導入にあたっての国庫補助の対象となっ
ており、訪日外国人のように大きなキャリ
ケースを抱えていても、楽に乗降ができる車
両として認められております。
　ユニバーサルデザインタクシーの導入支援
は、アフターコロナを見据えた、訪日外国人
をはじめとする観光需要に対しても有効な施
策であることから、これを進めてまいりま
す。

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容
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既登載

その他

反　映
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６ ６-16

16. P83基本目標③

　ここはまちづくりとの連携だとすると、いくつ
か目標②に入れた方が良いのではという内容が混
在しているように感じました。
　５行目のデジタルサイネージや運行の見える化
はサービス向上を目指すものですので②にある方
がすっきりします。
　キャッシュレス決済はMaaS的に広げるなら④で
しょうし、②でも触れられていてよい対策です。
　むしろ、その後に文章で続いてしまっている
「バス停留所周辺施設との連携・活用〜」はとて
も素晴らしく実現をみなで目指したい施策ですの
で、そちらを強調した上でつなげてもらう方がイ
メージしやすいと思いました。
　また、ここでは目標①とは違った視点で「路
線」を考えてみてほしいと思いました。伊達がこ
れからも移住を促進し、まちづくりを進めていく
のであれば、移住のモデル地域や斡旋する住宅、
商業施設などを現在の主力路線図を考慮してすす
めることもまちづくり（コンパクトシティ化）と
いえると思います。
　①が実態にあった路線の検討だとすれば③は路
線にあわせた街の活性化かと思います（視点の違
いでどちらに入れるか）

その他

　ご指摘のとおり、デジタルサイネージにつ
いては、運行の見える化による利便性向上に
つながるものでもありますが、施策⑦につい
ては、駅などの交通結節点の強化についてを
記載しており、デジタルサイネージはその方
法の一つとして例示しているものです。

　また、キャッシュレス決済については、公
共交通単体で考えるのではなく、他のまちづ
くりの施策とも連携した形での導入を進める
ことで、公共交通の利用促進と地域の活性化
の双方が図られるものと考えております。

　なお、移住者に対してのモデル地域の設定
や住宅のあっせんは現在のところ行っており
ませんが、移住希望者に対しては、公共交通
機関の情報提供は継続して行ってまいりま
す。



様式第１号（第２条）

【 】

◎ 凡　例

【 】： 意見の全て、または一部を案に反映するもの

【 】： 既に案に盛り込んでいるもの

【 】： その他の意見・今後の参考として伺ったもの

既登載

その他

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
提出者

意見
番号

提出された意見の内容 回答内容

６ ６-17

17. P83基本目標③>施策⑦

　デジタルサイネージが冒頭に書かれてぼやけて
しまった印象があるのですが、ここはとても素敵
な視点と取り組みがたくさん書かれていて期待が
ふくらみます。
　ワークショップ等でも意見を出しました。待合
環境を充実させることは、市民とも一体になって
アイデアを出し合いながら取り組める点でも多様
な取り組みができ、盛り上がると思います。
　最後にある「バス停留所を起点としたまちの賑
わい創出」ぜひぜひお願いします。これは無人駅
周辺でも言えることだと思います。そして市民と
一緒に考える機会をたくさんつくっていただきた
いと強く願うところです。
　そう考えると⑦は「バス停および無人駅環境の
整備と周辺施設の活性化によるまちづくり」のよ
うなタイトルの方が目標③につなげて考えやすい
です。その環境整備の一手段としてデジタルサイ
ネージという道具やスマホ・ネットでの確認、
キャッシュレスサービスがあるという説明なら
「まちづくり」という目標に合うと思います。

反　映

　ご指摘のとおり、交通結節点の周辺施設と
の連携・活用によるまちの賑わい創出につい
ては、バス停留所に限らず、鉄道駅において
もその重要性は高いことから、取組内容の表
現を改めることといたします。
　それに合わせて、施策⑦についても表現を
改めることとし、より分かりやすい表現とい
たします。
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６ ６-18

18. P84,91 基本目標④＞施策⑧

　広報活動は大事だと思います。届けたい相手が
興味を示す方法をたくさん考えていただきたいで
す。
　路線バスはスマホやネットを操作できる世代に
は少しずつ便利になってきていますが、アナログ
世代にはまだまだ気軽に情報がとれるようになっ
ていません。もうしばらく紙ベースで情報を得る
人は多いと思います。そこにも目を向けてほしい
と思います。
　前述のデジタルサイネージなどは見やすく良い
手だと思いますが、その前に現在入手できる時刻
表の問題を解決してほしいです。一枚完結にこだ
わっているのか文字が小さくてとても読めるもの
ではありません。路線図も書いていないためバス
停の名前がわからなければ使いづらいです。料金
も書いていません（大事です）まだまだ工夫がで
きるのではないでしょうか。この時刻表を新しく
つくりなおす段階で、JR等との接続や、愛のりタ
クシーの紹介などがあれば良いなと思います。
　ワークショップでは愛のりタクシーの利用促進
のアイデアが特にたくさん出ていました。その中
には「登録する商工会議所の場所がわかりづら
い、もっと複数箇所でできないのか、イベント時
に登録ができるようにならないのか」「そこまで
行く手段がないこと自体が問題」「ポイント加算
とかあると注目されるのでは」などたくさんの意
見が出ていました。それらは伝達され検討された
でしょうか。すぐにでもできそうだと言っていた
だけたアイデアもあったと記憶しています。
　MaaSは目指していきたいところですが、誰に向
けて、どのような情報を届けるのか、ひとくくり
ではなく考えていただきたいです。
　私のまわりの年配者はスマホの操作段階で手が
とまっています。もしMaaSなどを最重点課題とす
るのであれば、苦手な人へのスマホ・ネット活用
の市民講習会もセットで計画に入れるべきではな
いでしょうか。

既登載

　ご指摘のとおり、路線バスにおける時刻表
の視認性の低さや、経路の不明確さについて
は改善すべき課題として認識しており、施策
⑧に記載のとおり、利用促進策の一つとし
て、事業者を交えて検討してまいります。

　また、愛のりタクシーについては、ワーク
ショップでもそのPR不足の声が上がっており
ましたので、広報紙等への掲載や施策⑩に記
載の体験乗車会などの実施をとおして、利用
促進を図ってまいります。

　なお、本計画ではMaaSを最重点課題とはし
ておらず、また、詳細は事業の実施時に検討
することとなりますが、体験乗車会や乗り方
講習会の開催の際には、スマートフォンでの
予約方法などの説明は必要に応じて実施して
まいります。
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６ ６-19

19. P78「アンケート結果から見えてきた現状及
び問題点」【運転免許の保有・返納】４行目「歩
いて暮らせる街づくり」「外出促進による健康増
進」

　市民だけでなく道民全体の課題といえます。
　公共交通機関を使うということは歩く機会が増
えるということでもあり、渋滞や駐車場問題で車
利用がしづらい都会の人間はよく歩きますし、そ
の結果が転倒率が少なかったり足腰が強いという
結果にもつながっています。

P84,91 基本目標④＞施策⑨

　おおいに興味をそそられます。特に「公共交通
の利用と外出支援を組み合わせた取組を進めるた
めに、ポイントカードや福祉部局との連携をすす
める」という点はぜひお願いしたいです。
　伊達まちカードなどとうまくつながることや健
康増進アプリなどを新たにつくって（伊達まち
カードもできるならリンクさせて）公共交通を利
用したり 歩いた人が健康になり、医療費削減や
検診率向上（検診受診でタクシー補助券獲得な
ど）などと相互につながることも期待していま
す。こういう視点もより多くの市民や事業者と意
見を出し合う機会をつくってみていただきたいで
す。
　IT支援が得意な人に相談するといとも簡単に
作ってみせてくれたりします。できないと思い込
んで諦めてしまうことのないよう情報交換と創出
の場をつくっていただきたいです。

既登載

　運転免許の返納による外出控えが懸念され
ることから、施策⑨に登載しているとおり、
運転免許の返納者や非保有者に対して、福祉
部局で行っている介護予防事業や、伊達まち
カードなどと連携した、公共交通の利用と外
出支援を組み合わせた取組の実施を検討して
まいります。
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その他

６ ６-20

20. P96 計画の進行管理と推進体制 ３行目

「本計画の各施策については、市民、交通事業
者、行政等で構成される「伊達市地域公共交通活
性化協議会」を通じて〜」と紹介されています。
　行政や交通事業者だけでなく、利用者である市
民の視点を入れて検証していくことはとても重要
だと感じています。
　これまで傍聴はできていませんが協議会の議事
録は読ませていただいております。その中で気に
なるのは委員の構成です。
　公募はなく市が必要と認める者として市民が加
わっているようですが、今後、本計画策定後に公
募で委員を追加する考えなどはないでしょうか。
　女性が一人もいないこと、障がい者や高齢者の
身体特性に詳しい人が少ないこと、今後必要なIT
関連に強い方がいるかどうかわからないこと（実
際にシステムがつくれるのかどうかは専門として
いる人がいるといないとでは大違いだと感じてい
ます）何よりもワークショップなどに参加するな
どこの問題に取り組みたいと考えている市民への
門戸が開くかどうか、今後の５年間にとっても大
切ではないでしょうか。
　公募を考えていないのだとしても、せめて女性
委員は追加していただきたいと感じております。

その他

　現在の伊達市地域公共交通活性化協議会の
委員は、地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律に基づき、公共交通事業者や関係機
関のほか、利用者である地域住民などにより
構成されております。

　このうち地域住民については、地域の実情
をよく知り、かつ偏りなく地域の意見を集約
できる方として、連合自治会協議会から推薦
をいただく形としておりました。
　さらに、その推薦に当たっては、公共交通
の必要性が高い地域の意見が必要と考え、市
街地から離れた地域に住む方の推薦をいただ
いております。

　結果的に委員には女性が含まれないことと
なりましたが、利用者の声については、ワー
クショップやアンケート調査などで集めるこ
とができたほか、公共交通という専門性の高
い事柄に対して、各委員の多様な視点での協
議ができているものと考えております。

　なお、今後の委員の構成につきましては、
団体の代表者のように、偏りなく意見を集約
できる方が中心となりますが、これ以外に
も、各施策に基づく事業の実施の際に、様々
な方にご協力をいただき、その意見を反映さ
せてまいります。

反　映

市　民　意　見　の　公　募　結　果

意見
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意見
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６ ６-21

21. その他1 公共交通につなげる代替手段と工夫

　これについては何も計画にあげられないので
しょうか。
　現在、伊達市は歩道も含め安全に自転車で走れ
る通行帯が確保できていません。逆走をする人も
多い状況です。
　安全に歩ける歩道の確保と、そのためには自転
車通行帯の整備と進行方向の明示は、急いで取り
組んでいただきたい課題です。
　関連計画であるバリアフリー基本計画でも課題
としていましたが（そう考えるとP6では紹介され
ていません）基本目標③のまちづくりの視点とし
て、安全にバス停や駅まで行くための整備として
あげる必要はないでしょうか。
　また、そのバス停や駅までの代替手段として、
徒歩以外の手段として真っ先に浮かぶのは自転車
ですが、ほとんどのバス停には自転車を停めて置
く場所がありません。試しに一つ駐輪場をつくる
だけでも何か変わらないでしょうか。バイクシェ
アと組み合わせるともっと大きな効果が期待でき
ると考えています。ぜひ検討していただきたいで
す。
　また、以前、実験として行われた電動車椅子の
レンタルなどもう一度考えてみるのも良いのでは
と感じています。あの頃よりも性能のよいものが
増えました。伊達はいつも取り組みが早すぎて立
ち消えになることが多いと感じています。もう一
度、公共交通につなげる手段の一つとして考えて
みてはいかがでしょうか。

その他

　道路の整備につきましては、伊達市都市計
画マスタープラン等により進めることとして
おりますので、地域公共交通計画に直接的に
記載することはありませんが、それら他の計
画の見直しの際には、この伊達市地域公共交
通計画との整合を図ってまいります。

　また、自転車と公共交通の親和性は非常に
高いと考えておりますので、交通結節点の機
能強化として、各結節点の周辺施設との連携
を図ってまいります。

反　映
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反　映

既登載

その他

7 ７-１

　私の家は黄金のJR駅近くで、バス停にも近いの
ですが、朝の市内行き道南バスの通過時間は、８
時21分、次が10時２分で種々の活動が始まる10時
に、市内に居る為には、８時21分のバスで会場に
行き、始まるまでの１時間を待たねばなりません
でした。
　愛のりタクシーさんを使わせていただけるよう
になり、９時半に、家の前で乗せてもらっても間
に合うのですから、本当にありがたく思います。
　帰りは、道南バスに乗ります。もし市内循環バ
スを黄金の方まで延ばして、30分毎にあれば言う
ことなしですが、朝、市内に行く折、大体私が一
番先に乗りますが、途中、随分バス停から離れた
所に住まわれている方もおいでで、帰途にも、愛
のりがあれば助かるでしょう。
　バスが停車する場所に待合室のない所もあるの
で、雨や風の強い日には難儀しています。カル
チャーセンター前には、行きの側にも、帰りの側
にもありません。長椅子があればと思います。
　緑ヶ丘高校が閉校になれば、団地に住む方の為
のバスもなくなるのでしょうか。もしそうなれ
ば、愛のりタクシー市役所前発午後２時半、３時
半、４時半等と決めて下さった方が乗りやすくな
ると思います。

既登載

　愛のりタクシーは通常便と定時便がありま
すが、通常便は往復ともに運行している一
方、ご指摘のとおり、定時便は市街地方向へ
の午前のみの運行となっております。

　通常便を復路に利用していただくことは可
能ですが、１時間以上前に予約が必要など利
便性が低いことから、施策③に記載のとお
り、即時予約を可能とするAI技術の導入によ
り、従来の愛のりタクシーよりも利便性の高
いサービスを目指してまいります。

　また、バス停留所の待合環境につきまして
は、施策⑦に記載のとおり、停留所周辺施設
との連携・活用により、快適な待合環境とま
ちの賑わい創出を図ってまいります。
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