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総社市における地域公共交通の取組み
総社市市民生活部交通政策課

別　府　直　樹

　私は、現在、総社市交通政策課で主に公共交通を担当しており、以下、公共交通に関する総社市

の実情を報告する。交通政策課の担当は、具体的には、交通安全や駐車場、放置自転車の関係、更

生保護関係及び防犯関係といったもので多岐にわたっている。

１　総社市の地域公共交通の現状
　地域公共交通の現状の特徴を示せば、モータリゼーション、人口減少、少子高齢化の３点があげ

られる（資料１の１頁は、国交省等が、地域公共、地域交通の説明をするときに使っているもので

ある。）。よく知られているとおり、また、先の橋本報告の中にもあるとおり、モータリゼーション

の進展に伴い、ほとんど一家に一台自動車を所有している。人口が190万人の岡山県にあって、その

うち20歳以上が150万人おり、130万人が免許を所持している。これは、実に85％以上となる。そし

て、自動車は150万台あり、20歳以上の人口と比べると、一人一台となっている。

　人口減少が顕著であり、日本創生会議においても、自治体が消滅する可能性があるとの問題提起

が記憶に新しい。その中で、将来、2040年頃、20歳から30歳台の女性の人口が半数以下になると予

想されている、日本創生会議のいう消滅可能性のある都市には、県内でもいくつかの市町村が該当

している。

　人口が確実に減少するだけでなく少子高齢化の問題がある。出生率が低下している中で平均寿命

が延びており、子どもの割合が低下し、逆に高齢者の割合が高まっている。15歳以上の子どもの数

については現在13.5％、35年連続減少している。65歳以上の高齢者の割合は22.5％である。50年前と

比べ、子どもの割合が２分の１となっている。65歳以上高齢者の割合は４倍という状況である。

　このような中で、公共交通を利用する人口は減少してきており、それが更なる公共交通の減少を

生むという、負のスパイラルが見られる。

　地域公共交通に求められる役割は何かについて、４つの答えが国交省から示されている（資料１

の２頁）。第１に、地域住民の移動手段の確保である。運転の出来ない学生・生徒や高齢者・障害者

のために交通手段を確保する必要がある。第２に、まちの賑わいの創出や健康の増進である。外出

機会を増やすことで、健康で長寿を実現する。第３に、コンパクトシティの実現である。諸機能が

集約した拠点同士を、または拠点と住居エリアを結ぶ交通手段を提供する。第４に、人の交流の活

性化、観光客など来訪者の移動の利便性や回遊性の向上によって活性化する。

　しかしながら、実際に自治体で働いている者にとり、都市部で考えられていること、あるいは、
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霞ヶ関で考えていることと、実際の地方都市とは違うと感じている。先に橋本報告の中にあったと

おり、実際には攻めの側面、守りの側面がある（資料１の３頁）。攻めの側面というのは、国が考え

ていることで、人の移動を促して都市や地域の活性化、向上に貢献するというものである。人口減

少に対して、自治体が積極的にまちづくりをして、インフラ整備をして、人をどんどん集めていく

というのが攻めの側面である。これに対して、守りの側面は、生活するための最低限の部分の確保

である。市民の生活の足の確保、交通空白地の解消、現状の課題の解決、本当に目の前にある課題

をなんとかこなすための施策が必要である。これは福祉施策でもある。それが出来た上でないと、

攻めの側面は生まれてこないはずである。この両面を組み合わせることで、住みやすく、活力に満

ちた社会の実現を目指すことが可能になる。

　では、総社市が攻めの側面をどう考えているのか。その１つが、吉備線の LRT 化構想である（資

料１の４頁）。写真にあるのは、LRV、ライトレールビークルだが、岡山電気軌道のような、低床

式の車両である。停留所のようなホームを挟んで、総社市のデマンド交通の「雪舟くん」が並んで

いる。これは合成写真であるが、総社市の新たな東の玄関口を作るということを考えている。総社

市と岡山市の区間でいえば、20.4キロあるが、LRT を増便して、未来につながる都市を目指したい

ということである。主なメリットは、待ち時間が気にならない、バリアフリー化、二次交通・パー

クアンドライド等との連結強化、及び電化による環境負荷の低減である。さらに、魅力的な車両を

導入して、まちのシンボルにしたいと考えている。

　吉備線の LRT 化構想の検討体制について（資料１の５頁）、吉備線 LRT 化基本計画策定主体が

企画立案をしている。岡山・総社・JR の３者で実務者ワークを拵え、素案のたたき台を作ってい

る。そして、岡山大学の阿部先生を座長に、LRT 化基本計画検討会議では、学識経験者等から意見

聴取をしている。また、沿線の住民、岡山・総社の商工会議所、国や自治体の鉄道部局、県警が入

っている。本日、岡山県の交通対策課の方が見えられているが、そこに参加してもらっている。さ

らに、両市の観光協会、交通事業所の方々、等々に入ってもらい、意見を聞いている。もう一点、

総社市吉備線整備方針等検討委員会を設置し、LRT 化がどういう影響があるのか検討するため総社

市独自に設置したものである。これには、周辺部、沿線部の住民の方、沿線とは全然関係ない市内

北部、西部、それから南部の住民の方も加わり、LRT 化のメリット・デメリットや、将来的なまち

づくりにどう寄与できるのかというところを踏まえて検討をしている。

　今後の検討のスケジュールであるが（資料１の６頁）、岡山市や JR と一緒に行っている公開討論

会議の第１回が、平成26年10月30日に開催され、たたき台の１章から５章が作成された。第２回の

12月25日に、５章から９章を作成し、そして、１章から９章までの前編を昨年末に作成し、その後、

総社市検討委員会の第１回～２回で公表を行った。今後は、第３回検討会議の中で、運営のスキー

ム、経費負担等々の問題を検討し、それをまた総社市のほうに持ち帰っていくことになっている。

このようにして素案のたたき台を完成させ、最終的には基本計画素案を作る予定である。そして、
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出来た素案を市内の説明会、パブリックコメント等々を行い、完結した計画を作り上げていくこと

になる。

２　吉備線 LRT化基本計画素案
　次に、岡山・総社・JR で策定した計画の素案の中身について簡潔に説明する。

　岡山・総社の現状と将来像について（資料２の第１章）、岡山市は９つの放射軸という交通網を持

っている。総社市も同様に、３つの方向軸を持っており、総社・岡山の都市軸の方針、各特徴の分

析は資料記載のとおりである。分析の結果、人口密度、交流が非常に高いこと、観光施設も観光客

も多いにもかかわらず、鉄道の本数、バスの本数が少ないことが分かる。さらに、公共交通の分担

率も低くなっている。吉備線沿線を一帯として見たときの課題として（第２章では）、吉備線は利用

者が低迷しており、運行本数が少なくなってきていることを示している。実態で言えば、国道180号

について慢性的な渋滞がある。上位計画との関連性について、今後目指すべき方向性は３つある（第

３章）。すなわち、沿線の居住、都市機能の集約化、観光資源へのアクセス強化及び公共交通機能の

強化を図るというものである。負のスパイラルから正のスパイラルへ持って行くためには何から始

めるべきかについて、まず公共交通の機能を強化することを考えている（９頁）。そのためには、利

用者の増加を目指さなければならず、この機能強化において想定される手法として３つ挙げられ、

電化、LRT 化、BRT が考えられる。BRT とは、バス・ラピット・トランジットの略であり、鉄道

の中を、専用の車道としてバスが走るというもので、国内で導入事例がある。この３つの手法につ

いて、それぞれメリット、デメリットがあるが（第４章）、評価の結果、LRT が最適であると考え

ている。以上が、昨年の10月末までに出した第一弾である（第１章～第４章）。

　12月の末に出した第二段では、選定した LRT の基本方針を検討し、現在の吉備線のサービス水

準等々を調査した（第５章）。LRT 化することで吉備線と沿線地域の魅力が図れると考えている（第

６章）。そして、負のスパイラルから脱却をして、段階的に整備を行うことにより正のスパイラルに

持っていくことが予定されている（第７章）。LRT 化においては、初期段階で行うもの、更に強化

をして段階的に行っていくものに分類される（15頁）。さらに、サービス水準を上げることによる目

標とする数値設定を行った（16頁）。今現在、吉備線が１万500人の利用者数であるが、それを運行

サービスを増加することにより更なる利用者像を見込んでいる。それと並行し、沿線住民の増加を

見越しさらなる利用者の増加を見込む。運行本数が3.5倍に、利用者数が2.2倍になった類似事例の富

山市の状況もある。LRT 化の事業運営計画であるが、望ましい事業の運営スキームとしては、記載

されている３点、すなわち、利用者の安全確保、良質なサービスの提供、将来的に安定的な継続が

出来るということである（第８章）。行政の関与も必要になってくることが想定される。様々な考え

方があるが、運行サービス１つをとってみても、誰が運行サービスを行うか、その費用を誰が負担

するか、その需要の変動のリスク、人が減った増えたというときのリスクを誰が負担するのかが問
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題である。また、車両であれば維持管理の問題、所有権の問題、購入費用を誰が持つのか、コスト

リスクの問題等々がある。さらに、インフラであったり土地であったり色んな物に関わっていくの

で、誰が分担するのかを今まさに話を JR・岡山市と行っている状況である。そこで、考えられる基

本的なスキームについて、６項目挙げているが（18頁）、中には、民間の事業方式で良いのではない

かという案もある。他方、公共が介入をしていくべきだろうという考え方、公有民営といった考え

方もある。それから第３セクター方式もある。現在、LRT の話が出ている地域は、吉備線だけでは

ない。栃木県の宇都宮市では、第三セクター方式を選ぶとの報道がなされている。ある程度の行政

の関与も、まちづくりの一貫として必要だとの話だと思われる。それとは別に、PFI 方式等も候補

として挙げている。それから、事業費と収支の採算性についてであり、初期費用として、インフラ

の整備、車両の購入でざっと160億円程度かかることが予測されている（19頁）。ただし、これを策

定した時点での話であり、物価上昇等もあり、必ずしも正確な予測はつかないが、これを上回る額

になるのではないかと個人的には考えている。事業費の精査も今後行っていく予定である。それと

は別に、駅前の広場の整備、アクセス道の整備等が別途それぞれかかるとの試算がなされている。

右側が、維持管理コストと運賃の収入である。おおよそ運賃収入が５億円程度あり、年間維持管理

に４億円程度と見積もられる。結果、荒い数字であるが、１億円程度の黒字になると推測している。

しかし、１億円の黒字では、車両の購入費用、インフラの整備費用といった初期投資の費用を賄う

ことは困難であると思われる。それとは別に、税金等諸税もあり、更に今後必要となる車両の更新

費用、整備費用等もかかるので、今後更に経費について深化させていかなければならない。今後進

めるスケジュールは、第９章のとおりである。以上が、現在出ている素案のたたき台である。

３　総社市吉備線整備方針等検討委員会
　総社市は、平成27年３月26日、第１回目検討委員会を開催し、上記素案を説明した。当委員会に

おいて、様々な意見が出ており、総社市の将来人口、観光客がどのくらい来ているのか、本当にま

ちづくりに寄与できるのかというような質問があった。それに答えたものが、同年７月７日に開催

された第２回検討委員会であり、資料３がその際配布された資料である。以下、これを簡単に説明

する。

　検討委員会のメンバーは15名であり、岡山県立大学の先生、市内の観光部門の方以外に、半数は

市内住民の方で構成されている。市内住民の方については、沿線の方、沿線とは全然関係ない北部・

南部・西部の方にも入っていただき、検討してもらっている。特に一番関心がある事項は、自分た

ちにとってどのような影響があるのか、メリット・デメリットが問題となった（２頁）。第一に、将

来に向けたまちづくりに寄与するものと考えている。JR・岡山市及び総社市も含め、概算で160億

円に見合うものとなるのかというのが最大の関心事である。それ以上に将来、総社市が生き残って

いくために必要なものとなるという思いがある。都市機能を有したまちを将来に渡すことができる
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ように、さらに、負のスパイラルからの脱却、電化による環境負荷の軽減、観光面での振興、地価

の下落を抑制し、逆に地価の上昇に伴う固定資産税収入の増加、人が集まることによる住民税の増

加等々、多様な側面で都市としての価値を高めていきたいと考えている。それにより、沿線の企業

の立地が進み、就業者が増加することを、20年後、30年後を見越して考えていきたいというのが行

政のスタンスである。デメリットとしては、財政負担増という問題がある。運行事業者にとっては、

今の運行経費からある程度安く出来ることが見込まれている。LRT を導入することでのイメージア

ップも図れる。当然、事業者にも初期費用が必要となり、もし利用者数が少なくなり、周辺人口が

減ったときに、そういったリスクは誰が負うのかというようなデメリットも考えられる。そして沿

線住民にとり、メリットとしては、駅周辺の活性化、モード転換による渋滞の解消、高齢者の方の

外出機会増加、また、新駅を設置すれば駅までの距離が近くなるというようなメリットが考えられ

る。他方、デメリットとしては、電車が頻繁に走るようになれば、踏切も閉まる回数が増えて、逆

に不便になるようなことも考えられる。さらに、市内の周辺部、いわゆる山間部に近いような地域

の方にとっては、中心部で得た税収でもって周辺地域に配分できるということがあげられる。車と

併存することで、使い分けが出来るという面もある。デメリットとしては、沿線住民中心だけに、

受益が向上するような感覚があり、中心市街地だけの集客増により格差が生まれるのではないかと

いう懸念がある。通勤・通学者にとっては、高頻度に運行し、便数が増えるので楽になるというメ

リット、バリアフリー化により高齢者障害者の方には利便性の向上がある。観光客の方にとっては、

新しい駅を作れば駅間が短くなり、自分の目的地である観光地へのアクセスが容易になるというメ

リットがある。課題としては、まちづくりにつなげるための法規制等を今後クリアしていく必要が

ある。また、幹線の LRT だけでなく、それから広がっていく二次交通、観光地への導線、乗り継

ぎのしやすさ、こういったことも考えていく必要がある。３頁は、平成52年まで独自に推計した総

社市の総人口であるが、この数字は、今後何もしなければ、人口が減少するという警鐘となってい

る。何らかの施策を打ち、魅力ある都市づくりをしていくというのが必要である。０歳から14歳の

人口が減少していくことが予測され（４頁）、同様に、15歳から65歳の生産人口も減少し（５頁）、

逆に、65歳以上の高齢者の人口は、全体の人口が減少していくにもかかわらず、確実に上がってい

くという推計が出ている（６頁）。また、吉備線が実際に通る沿線の地域の小学校区ごとの人口推移

（７頁）と観光客数の推移（８頁）を見るとほぼ同等である。吉備路、備中国分寺、宝福寺、ある

いは、鬼ノ城などが総社市の観光地になっているが、県内でも有数の観光地である。通学者や観光

客の移動手段の一つとして、LRT の活用が考えられる。

　整備経費と負担割合については、全体で160億円を見込んでいるが、駅前広場、既存の服部駅、東

総社駅の駅前広場の整備に5,000万円、それとは別に、新駅を新たに作れば、アクセス道路等も含め

て１億5,000万円ずつ程度かかる試算となっている（９頁）。高齢者・障害者への対応について、既

存の東総社駅の写真を掲載しているが（10頁）、これが LRT 化することにより、富山市のライトレ



「臨床法務研究」第16号

－46－

ールのような低床車両を導入すれば、ホームが低く、プラットフォームがなくなり、そして、歩道

橋がなくなり、車いすでも自力で乗車が可能になる。しかし、駅舎がなくなれば、トイレがなくな

るかとが課題となり、駅前広場整備で対応する必要がある。さらに、駅前広場について、今後形状

を検討し、二次交通とのつながりを考える必要がある。最後に、車内の中にステップがある車両と

低層式の車両、LRV との比較の写真を添付している（11頁）。富山ライトレールの実績について、

JR 富山港線の時と比べ、富山ライトレールになったことで、平日で2.1倍の利用者数、休日で3.5倍

の利用者数増となっている（12頁）。利用者数が増加した理由は、日中の高齢者の利用増が顕著で、

平日の９時～15時の間に飛躍的に伸びている。同じく平日・年代別で50代、60代、70代の方が伸び

ていることが分かる。したがって、今まで利用してこなかった方が利用していることが分かる。

　総社市の問題・課題について、資料３の13頁は、総社市の市街化区域を示す絵となっているが、

東総社駅までが市街化区域であるが、太線の部分について、全体で６キロのうちの４キロの部分は

市街化調整区域となっており、実際、LRT が走っても、家が建てられないことになっている。建築

可能な施設が限られることになり、このままであれば、新たなまちづくりに進展しないという懸念

がある。また、14頁は、総社市の農地に関する規制の表であるが、農用地区域と岡山南部国営かん

がい排水事業の受益地を示している。全部が市街化調整区域の白い部分が含まれており、まちづく

りのためには、農振除外、都市計画等の規制をクリアしなければ何も出来ないという状況である。

総社市では、農地転用の許可権限が国や県にある。来年４月から国の指定を受けた市町村が、県と

同じ権限をもらえることになっており、その指定を受けるため、総社市としてのワーキンググルー

プも作り、今進めているところである。いずれにしても、土地活用の問題を解決しないと、LRT が

走っても、現状のままであれば、まちが広がらないという問題がある。

　今後のスケジュールは、15頁のとおりであるが（資料２の20頁と同一）、16頁以下は、参考とし

て、これまでの新聞報道を添付した（平成26年10月30日分、同年12月25日分、平成27年６月16日、

24日分など）。

４　「雪舟くん」
　最後に総社市新生活交通「雪舟くん」の説明をしたい。実は今回、岡山大学から「LRT について

の話しをして欲しい」との依頼があったが、橋本報告にもあるとおり、攻めの部分も当然であるが、

現実の課題として目前に迫った問題を解決しなければならない。守りの福祉施策が必要である。総

社市で行っているデマンド交通、総社市新生活交通が正式名称であるが、愛称として「雪舟くん」

と呼んでいる。画聖雪舟から名前を貰ったものである。

　総社市の「雪舟くん」については、大きく４つの区域に別れている。「東部」は、総社市の中心市

街地を形成する地域を含んでおり、共通エリアの中に、スーパー、金融機関、市の中心的な病院な

どが位置している。「池田」という名勝豪渓を含んだ地域は、豪渓という JR の駅が１つあるだけで
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あり、そこから北は、本当に何もない地域、山に囲まれた地域になっている。「昭和」は、町である

が、同じく山に囲まれた地域になっている。「西部」には、JR の駅はなく、真ん中に、県道上高末

線という線があり、井原方面に出ている線であるが、その一本があるだけである。ただ、路線バス

が走っている地域である。

　このような総社市の地形を理解していただいた上で、「雪舟くん」の導入までの経緯を説明する。

平成17年、合併時に、バス路線を維持・確保し、そのまま新市に引き継がれ、路線バスへの補助金

を支出していた。その後平成19年、高齢者バス・タクシー利用料金助成事業として、バス・タクシ

ーチケットの配布事業を行い、日中独居の方、70歳以上の方に、5,000円程度を配っていた。それか

ら、平成21年にはコミュニティバスとして、地域を限定して昭和地区の方面と阿曽地区という過疎

地区に、２地区４路線を設定していた。これは定時定路線のコミュニティバスであった。しかし、

利用者が少なく、導入を試みたものの、実際発車してみると誰も乗らないということもあり、平成

22年３月、議会から新交通システムの見直しを提言され、調査を開始し、市長からも、６月議会に

おいて、デマンド交通を来年からやりたい旨の所信表明での発言もあり、実に９ヵ月で構築し、平

成23年３月、デマンド交通を試行運転、４月からは本格運転を開始した。

　交通体系の見直し方針としては、まず空白地帯というのを無くし、かつ、高齢者の方の移動手段

を優先的に考えた。したがって、通勤通学の方、観光客の方は後回しになってしまったが、とりあ

えず高齢で日常生活に不便を感じている方の、買い物や病院にターゲットに絞っていった。

　その後、行政経費の見直しをした。その時点でかかっていた交通対策の予算の範囲内で実施する

という枠を設定した。何が必要かについて、約3,000人の市内アンケートを実施し、その中から得ら

れた結果として、便数を多くしてほしい、家の前まで来てほしい、安い料金がいいというものが上

位を占めた。これらが利用者の方が望まれているものであり、これに対応できるものは何かという

ことで考えたのが、現在のデマンド交通である。「雪舟くん」導入前の交通体系では、路線バスが５

社８路線、それから旧山手村の時代にあった山手村を経由してから倉敷中央病院まで行く便が、残

っていた。それとは別に、コミュニティバスが２地区４路線あったが、これらを整理した。さらに、

バス・タクシー助成事業も廃止したが、児童生徒の通学費の支給は残した。「雪舟くん」を走らせる

時間帯は、全ての市内完結型の公共交通は廃止した。残ったのは、「雪舟くん」運行時間前の路線

と、「雪舟くん」運行時間後の路線プラス広域路線だけである。「雪舟くん」で市内を回すことによ

り、導入前の交通体系と導入後の交通体系で、かなりすっきりしたものとなった。

　導入前の交通に係る予算は、平成22年度予算で6,400万円となっている。平成23年度予算では5,800

万円、平成27年度予算では6,300万円となっており、予算の範囲内で今のところ推移している状況で

ある。県内のかなりの自治体においてデマンド交通を導入されているが、それは、フルデマンド、

セミデマンド、いろいろな方式があるが、「雪舟くん」は、いわゆるドア to ドアの方式をとってい

る。市内の全交通事業所、タクシー５社、バス事業者２社に運行を委託し、市内全域をカバーして
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いる。運行時間帯は、午前８時～午後４時までで、１時間で往復２便ずつの16便となっている。乗

車には、減免措置というのがあり、身体障害者手帳、介護認定等を受けた方は200円で100円減免、

小学生200円、未就学児無料というような料金体系をとっている。利用は登録制で、総社市内に居住

されている方が対象となる。現在、１万6,000人程度が利用登録している。予約については、１週間

前から利用される時間帯の１時間前までに行う必要がある。利用状況は、12頁のとおり、順調に推

移してきたが、平成26年度の１日平均利用者数が、前年に比べて約20人減となっている。これにつ

いては、利用を抑制したことも起因している。人数を運びたいがために、計算上の30分の往復の中

で、３人ないし４人乗せていると、急いで信号無視やスピード違反というのが出てきたり、接触事

故等も起こったりするようになったためである。また、ドライバーの休憩時間をしっかりとらせる、

前年であれば４人乗せてた時間帯に、３人までにするなど、安全運行のための見直しを行い、乗車

数については、１日20人と減っている。しかし、それは「雪舟くん」が安全な運行をするためであ

る。

　13頁からは、年代別の利用者数を示したものだが、やはり、60歳代、70歳代、80歳代の方に好評

をいただいている。利用日で見れば、金曜日と月曜日、水曜日が多い。木曜日は市内の病院が休み

のところが多いようで、少なくなっている。朝自宅から乗ってどこで降りるという数字である、目

的別の降車について、病院、商店が多くなっている。他方、どこから乗るのかという乗車について、

先程の図と比較すれば、行きに病院に行った人が、帰りに商店から乗られる方が増えてきている。

利用者の方の行動の１つのパターンが、病院へ行って帰りはスーパーで日用品かなんかを買って帰

るというもの。「雪舟くん」自体が、予約した時間に必ず来る乗り物ではなく、乗り合わせで様々な

人を迎えに行き、やっと迎えに来るものなので、スーパーなどで時間をつぶしながら「雪舟くん」

を待っているという状況である。時間帯別の利用者数については、午前中の９時、10時というゼロ・

ゼロ分の時間帯が街中に出て行くという便である、８時半とか９時半とかは、街中から外に向かう

便が多い。８時、９時は、周辺部から街中に来る便が多く、午後になるにつれ、だんだん自宅に帰

るというパターンが多い。

　「雪舟くん」のアンケート調査を毎年行っているが、年間利用回数が多い100人の方からアンケー

トをとっている。便利になったという回答が多い。逆に、60歳以上の利用登録をしているがまだ使

ったことがない300人の方の評価は、無回答が多いが、それでも「運行されてよかった」というのが

多い。しかし、使っていないのはなぜかについて、「雪舟くん」の運行について意見要望を聞く設問

を設けたが、運行日が平日だけなので、土日祝日も動いて欲しいというのが毎年ある。運行時間に

ついて、待ち時間が長い、昼の休憩時間もドライバーは運行しなさいとか、そのような要望もある。

料金については、300円が高過ぎるという意見もある。また、小銭を毎回用意するのが面倒だという

意見もある。これは何とかしたいと考えている。区域については、狭い道でも目的地まで行って欲

しいというものがある。しかし、これは仕方がない。さらに、市外へも行って欲しいとか、市街地
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の中はバス・タクシーのほうが便利だとか、予約は話し中が多い、たびたび電話するのが不便、繋

がりにくい、というものもある。利用について、荷物を乗せるスペースが欲しいというものもある。

このような意見をいただき、「雪舟くん」を使っていただくため見直しをすることを毎年考えてい

る。

　見直しの方針として、バス・タクシー事業との役割分担をきちんと行うということである。平日

の昼間については「雪舟くん」を中心にして、高齢者に分かりやすいものとする。また、予算の範

囲内でということを明言しているので、そこはきっちり守っていく。見直し項目については、実際

に利用されている方が不便に感じている事に対して、見直しを行う。よくあることだが、使ったこ

とがない人が、こうだったら使うのにとかではなく、使った人の意見をまず大事にしていきたい。

さらに、タクシー会社との共存を図るための見直しも検討する。３番目は、未利用者に対しての対

応を図りたい。今までの「雪舟くん」の運行見直し内容について、平成24年に、月曜日の予約受付

時間の一部変更がなされた。週明けて月曜日の朝一番については、他の日だと７時半からを、月曜

日だけは７時から予約を受け付けることにした。タクシー料金助成券の配布については、「雪舟く

ん」に乗っていただいた方に、タクシーの利用券（50円券）を渡している。「雪舟くん」が一杯のと

き、あるいは、「雪舟くん」が運行してない曜日、時間については、タクシーの利用促進のため、

「雪舟くん」を使った方に、タクシーの利用券50円分を、１回乗ったら１枚出している。運転免許

を自主返納された方に対し、「雪舟くん」の利用券を出すようにしている。「雪舟くん」の始まった

平成23年度以降に運転免許証を返納された方については、「雪舟くん」の利用券を30回分を出してい

る。「雪舟くん」を30回乗っているうちに、日頃の出歩く手段として「雪舟くん」に慣れてもらう目

的もある。５番目は、シルバーカー、手押し車を、膝の前とかに乗せることのできるようにした。

コンパクトにたためるものは乗せて良いですよということに変えた。「雪舟くん」は９台で回せない

いときの応援車両について、各タクシー事業者から車を配車出来るようなシステムも作った。平成

25年度は、一人で乗り降り出来ない方に、介助する人がいれば、その方も200円で乗れるようにし

た。前年度行ったタクシー利用助成券について、１年の利用期間が決まっていたが、有効期限を廃

止した。雪舟くんの電話番号が書いてある電話予約お願いカードを持ち、医療機関で渡しておくと、

その人の診察が終わる時間に併せて、受付の方が「雪舟くん」を呼んでくれるシステムを確立した。

平成26年度に運休時間の変更をした。運休時間が取れないとのドライバーからの苦情があり、午前、

午後にきっちり運休の時間を取ることにした。「雪舟くん」の初期導入経費については、4,500万円

程度となり、運行にかかる費用は、毎年6,000万円程度である。1,300万円程度の運賃収入があるが、

当然赤字となっている。収支比率を計算した結果、経費の20％しか賄われてないが、福祉施策だと

考え、公共でないと出来ないと思われる。
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