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１ 意見募集の概要 

 （１）意見募集期間 平成２４年２月１４日（火）～２月２７日（月） 

  （２）案の公表方法 

   ①佐久市ホームページへの掲載 

   ②市役所市民ホール、企画課窓口、各支所総務課窓口、各出張所に閲覧用として設置 

 （３）意見募集方法 ※指定の様式なし 

   ①企画課へ持参 

   ②郵送 

   ③ファックス 

   ④Ｅメール 

  ⑤電子申請 

 

２ 意見募集の結果 

  （１）提出された意見    25件・2名 

  （２）意見の概要とそれに対する市の考え方 別紙のとおり 
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■佐久市生活交通ネットワーク計画（案）に係るパブリックコメントで 

お寄せいただいたご意見とそれに対する市の考え方 

 

Ｎｏ． 意見要旨 市の考え方 

1 このような地域交通体系の見直しは、公

共交通機関（特にバス）の乗降客の減尐、

バス路線の廃止に伴う地域公共交通の衰

退を防ぐ目的で全国の多くの市町村で実

施されている。しかし、見直しに基づいた

改革案を実施しても乗降客の減尐はとま

らず、市町村の負担ばかりが増加すること

になり、結果、路線の廃止や経路変更が続

出して、当初の計画とは全く別物となって

いるのが現状である。 

その理由として考えられるのは、地域の

公共交通は街づくり（都市計画や道路・街

路の整備等）の一部であるという視点を無

くして、実施したためではないかと考え

る。 

今回佐久市が示した計画案を一読する

と、上記した失敗した多くの自治体の計画

案と非常に類似しており、このままこの計

画を実施した場合には、先例の自治体同様

に当初計画は、全く無意味なものとなる可

能性があると考える。 

それでは、佐久市が今回の調査計画を全

く白紙にして、新たに街づくりの視点から

公共交通体系を作り直す検討ができるか

というと、これはとても困難なことである

と思う。本来、本計画事業について議会で

十分審議していればこのようなことには

ならなかったはずであり、議員が地域交通

に関する勉強を怠ったために、失敗が明ら

かなことに税金を使うことになった。こう

した議員を選んだ市民に多く責任がある。 

地域公共交通とは、ご意見のとおり、生活・

街づくりと一体であることが望ましく、都市規

模、地形などそれぞれの行政単位や地域により

異なるものと考えています。 

このうち、街づくりは「第一次佐久市総合計

画」や「佐久市都市計画マスタープラン」など、

中長期的なビジョンの中で、必要なもの、でき

るものから一歩一歩進めているのが現状です。 

一方、地域公共交通体系の計画は、街づくり

に比べ、比較的、短期的に変更が可能なもので

あります。 

地域公共交通の見直しは、国の政策もあり、

各地で計画作りが行われていますが、失敗例の

1 つの傾向としては、それまでの公共交通体系

を無視し、他の市町村で行っていてよさそうだ

からということで導入が行われたものがあると

認識しています。 

本計画の検討段階においては、そのような他

都市の方法も視野に入れ、全面的な公共交通体

系の変更も検討は行いましたが、基本方針や目

標に掲げるとおり、長年、運行や改善が繰り返

された現在の公共交通体系において、現在利用

している人を大切にしつつ、さらに、利用して

いただくためのサービス、改善を行っていくも

のとしております。 

また、本計画は、佐久市の地域公共交通体系

を構築するための新たなスタートであり、これ

らサービスを提供し、継続的に利用状況の監

視・把握を行い、さらなる改善に取り組んでま

いりたいと考えています。 
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2 計画に先立ち、調査した結果に間違いは

なかったと仮定し考えると、年尐人口（14

歳以下）の減尐、高齢者免許保有者数の増

加の二点のみで、公共交通機関の利用者

は、今より減尐するだろうという推測は容

易にできる。 

次にアンケート結果を見ると、公共交通

機関の利用者は、通学、通勤、通院、買い

物目的であることが分かる。 

これら目的を、行政事務担当部局で割り

当てると、それぞれ、教育委員会事務、労

働担当、医療・福祉担当、商工担当で、こ

のように利用目的で見ただけでも、行政担

当部局が多岐に渡る。 

このように、多岐の分野にわたるモノを

一つの経路、運行時間で縛ろうとすること

に気が付くことが必要である。 

ご意見のとおり、人口減尐、尐子高齢社会を

目の前にして、現在のままでは、利用者が減尐

することが予想されます。また、利用者が減尐

すれば、財政負担も増加することが予想されま

す。 

ご意見の中では、利用目的に応じて担当部局

が異なることが示されておりますが、本計画は、

庁内の担当課とも連携を図り、計画を練り上げ

ています。 

これは、利用目的ごとに公共交通体系を構築

すれば、個々に予算が必要となるものですが、

異なる利用目的にも対応したものであれば、財

政負担の軽減にも効果があるためでもありま

す。 

利用者の立場に立てば、通勤や通学などは直

通で駅や学校に向かった方が通勤通学時間は短

く、通院の方も病院へ直行する方が便利かもし

れませんが、それぞれの方が尐しずつ譲り合い

公共交通をご利用いただくことが、今後持続可

能な地域公共交通を構築する上で必要なことで

あると考えています。 

3 公共交通で第一に救済すべき交通弱者

は、子供達であろうと私は考える。子供は

地域ひいては国の宝だからである。まず、

子供たちの通学が安全にできる大型でし

っかりしたバスで公共交通体系を整えて

下さい。 

ご意見のとおり、子供たちの通学手段は不可

欠であり、本計画でも通学利用に必要な運行は

確保することとしています。また、車両の規模

については、従来どおり、実際に利用する児童

生徒の人数や、通行する道路の状況なども踏ま

えた上で、適正規模の車両を引き続き運行して

いきます。 

4 次に考えなければいけないのは通院で

ある。まず、医療機関に働きかけ、診療時

間を予約制にし、更に、医療機関では患者

の居住地より診療時間の枠を決めること

により、通院者はタクシーの相乗りや、地

域で通院する人の車両に同乗させてもら

うことが可能となる。更に、バスを運行す

る場合も、運行時間が特定でき、合理的な

乗降客の確保が可能となると考える。 

ご意見のとおり、通院する方の移動手段は確

保しなければいけないと考えています。 

いただいたご意見にある方法の実現に向けて

は、医療機関での対応やタクシー事業者との調

整などの課題があると考えられ、今後の、公共

交通利用状況を継続的に監視しつつ、必要に応

じ関連機関と協議や検討を行いたいと考えてい

ます。 

5 通勤での利用者については、本来的には

雇用した事業所が考えるべきことである

通勤者の動きは、市内外に及ぶものであり、

通勤利用者の雇用先を特定することは困難であ
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と思う。自治体の経済情勢がかんばしくな

い現状においては、事業者が労働者の通勤

問題に関心を持つべきだと思う。 

すなわち、事業者に肩代わりして公共交

通機関で労働者を運ぼうとするなら、当該

事業者に応分の負担をしていただかなけ

ればならないと考えるがいかがか。 

ることから、現実的に事業者に負担を求めるこ

とは難しいと考えます。 

事業者に対しましては、公共交通利用促進の

取組みとして、ノーマイカーデーへの参加の呼

びかけなどに取り組んでまいりたいと考えてい

ます。 

6 買い物利用者は、高齢者が多いので、本

来は買い物車両（買い物利用している高齢

者を地区ごとに把握し、車で送迎する）の

ようなシステムを作り、福祉担当部局が運

営すべきであると考える。 

例えば、特定の場所に集合し最寄りの大

型スーパー等に行き買い物をして、最後は

自宅前まで送り届けるというようにすべ

きである。 

ご意見いただいたシステムは、高齢者の買い

物利用目的として限定された事業となることか

ら、本計画が対象とする広く一般の方が利用す

る公共交通とは性質が異なるものと考えます。  

今後、地域からのご要望等があれば、買い物

弱者対策として検討が必要になると考えます。 

7 このような、考え方（1～6）を組み入

れて再度、本計画案を根底から検討しなお

していただきたいと思う。 

いただいたご意見に対する市の考え方は、以

上（1～6）のとおりです。 

8 車両は、スクールバス以外の路線では、

極力小型化を図り、場所によってはワンボ

ックスカーでも良いと考える。 

車両は、ほとんどすべての路線でバス事業者

の車両で運行しており、バス事業者の運行計画

により 1 車両が複数の路線を運行する場合もあ

るため、一概に小型化はできないものでありま

す。また、ワンボックスカーの場合、利用者が

乗り切れない（乗り残し）問題が生じる可能性

もあります。以上の点や実際の利用状況を踏ま

えつつ、バス事業者とも協議をしていきたいと

考えています。 

9 運転手の確保は、ママさん運転手を採用

し、短時間での勤務を認めることによっ

て、人件費の削減が可能となる。 

運転手の確保は、バス事業者でもかなりの努

力をしていただいているのが現状ですが、バス

事業者にご意見としてお伝えしていきます。 

10 地域活性化を考えているようなＮＰＯ

などに、買い物弱者への応援を依頼できな

いか考えてほしい。 

来年度設立する市民活動サポートセンターを

ご利用するＮＰＯなどに協力を要請していきた

いと考えています。 

11 現在実施しているデマンドタクシーに

ついて、廃止を含め再検討をしていただき

たい。 

その理由は、デマンドタクシーが福祉事

業であるのなら問題ないが、公共交通とし

現在運行しているデマンドタクシーは、バス

路線の廃止に伴い運行されており、予約制では

ありますが、決められた時間での運行、決めら

れた場所での乗降など、基本的な運行はバスと

同様です。 
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て実施した場合には著しい不公平が生じ

るものであること。すなわち、デマンドタ

クシー利用者に対しては、車両と言う名目

で税金の還付を行っているのと同様であ

ると私は考える。 

また、ご指摘の費用に対する不公平について

は、廃止代替バスや市内巡回バスについても運

行経費の赤字分を市が負担していることから、

運行の形態、車両が異なるのみで、状況として

はバスと同じです。 

12 停車施設の整備、管理としてバスのボデ

ィーや、建屋がある停留所、停留所の時刻

表や路線図などへの広告を認め、広告を募

集し、収益の改善に役立てることが必要で

あると思う。募集の集まらなかった車両や

建屋壁面は小中高校生の美術教育や社会

情操教育の一環としてペイントするよう

工夫すること。 

ご意見のとおり、広告収入への取り組みは、

協議会でも意見が出されており、実際の運行に

向けたソフト施策として、今後、導入に向けた

検討を行っていきたいと考えています。 

 

13 全戸配布を検討している路線図、時刻表

は市民から会費徴収を行っている社会福

祉協議会に作成・整備・配布させること。 

広く市民の公共交通利用の促進を図るため、

分かりやすい時刻表と路線図の作成及び全戸配

布を計画しておりますが、公共交通という性格

上、ある特定の団体に作成等を依頼することは

難しいと考えます。従いまして、市で作成・配

布をしてまいりたいと考えていますが、作成に

あたっては、関係機関等のご協力もいただきた

いと考えています。 

14 停留所施設及び停留所時刻表について

は、市民協働の立場に立ってＮＰＯに維持

管理を任せること。 

全国には、停留所の維持を地区住民によって

行い、公共交通維持に向けた意識を図るなどの

取り組みも行われているところもあるため、ご

意見として承り、今後、検討してまいりたいと

考えています。 

15 この計画案は利用状態調査、アンケート

を行うなどした上で、路線の経緯や運行形

態を超えて再編を提案しているので、よく

考えられていると思う。 

しかし、計画案でも指摘されている様

に、単にバス路線が問題なのではなく、高

齢化、過疎化、モータリゼーションによる

地域の変化が根本原因にあるので、まちづ

くり（地域づくり）を含めた全般的な検討

が必要なのではないかと思う。各路線や駅

の利用者が減った原因の調査は必ずしも

十分とは言えないと思う。 

従って、この計画に沿って変更するとし

現在の公共交通の問題は、ご意見のとおり近

年の社会問題でもある高齢化、過疎化、また自

家用自動車への依存などの社会変化が大きな原

因と考えられます。 

計画書でも記載しておりますが、自動車利用

から公共交通への転換は短期間では困難である

と考えており、本計画を契機に、市民一人一人

に公共交通に対する認識を高めていただき、持

続させていくことを目指していきたいと考えて

います。 

今回の計画は、現状に即し、比較的、短期的

な対応を視点においた地域公共交通見直しのス

タートで、計画期間は 3 年と定めておりますが、
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ても、3 年後の見直しまでには、企業立地

や観光を含めた総合的な検討が必要だと

思う。 

その際には北陸新幹線の延長に伴う変

化についても（時期的に十分なデータが得

られなかったとしても）折り込むべきだと

思う。 

佐久市は人口こそ多いものの、合併を繰

り返しているので都市とは言えず、地方自

治法の規定も満たさないのではないかと

思う。 

佐久平駅周辺は大型商業施設と幹線道

路沿いの大型店で、中心市街地活性化法が

問題にした郊外への展開に他ならないた

め中心地ではないと考える。人通りが無け

れば中心部とは言えないと思う。 

ヨーロッパでは首都と地方都市が上手

く分担されていると思うが全体的な状況

が解らなかった。広場、教会、市役所、城

壁によって構成される市街地とその郊外

という概念は当てはまらないのかもしれ

ない。車社会の米国の小都市がモデルにな

るかもしれないのではないかと考える。 

その後も継続的に運行の見直し・改善を行って

いくものであり、今後の都市状況や高速交通網

等の状況変化も当然考慮していきたいと考えて

います。 

16 鉄道を含む公共交通機関については都

市部以外では全国共通の問題で、他の地域

での取り組みや提案も参考にすべきだが、

「5.5.8 公共交通維持に向けたソフト的取

り組み」で僅かに触れているに過ぎない。 

各地の事例を研究して欲しいと思う。 

本計画の作成においては、他地域での取組み

の検討や協議会に各地で公共交通に取り組まれ

ている学識委員に参画いただき検討を行ってき

ましたが、ご意見を踏まえ、今後の継続的な取

り組みにおいて更なる情報収集や研究を行って

いきたいと考えています。 

17 バスの車両は車椅子対応ではないとい

うことだが、今後はスクーター型を含む電

動車椅子対応にする必要があると思う。 

車椅子２台と２４人または２０人乗車

できるもので、大半の便には対応できるの

ではないか。座席配置は柔軟に設計できる

ので、座席数を減らして電動車椅子対応と

することも可能だと思う。同じ車両にした

いということだったが、定員を超える路線

は増便を考えるべきではないか。 

車両については、「高齢者等の利用に配慮した

バリアフリー車両の導入の検討」として計画書

に加えさせていただきました。 

今後、利用ニーズやご要望により、必要に応

じてリフト式も視野に入れながら検討していき

たいと考えています。ただし、増便にはその分

の運行経費がかかりますので、できる限り、定

員オーバーによる増便は避けたいと考えていま

す。 
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18 障がい者施設に通う人のために巡回バ

スを出したり、介護保険ではカバーできな

い高齢者・障がい者の外出支援に車両を確

保している自治体もある。運転手の点で

は、観光バス会社との提携も可能かもしれ

ない。 

デマンド・タクシーに限らず、タクシー

利用者は高齢者、障がい者が増えると思わ

れるので、タクシー車両を車椅子対応とし

た場合の補助金制度を県全体で実施すべ

きではないかと思う。 

運転手にヘルパー資格を取らせている

会社もあるで、佐久市でも奨励してみては

どうか。 

ご意見として承らせていただきます。いただ

いたご意見の障がい者施設をはじめとして、医

療施設や商業施設なども含め各施設を巡回する

バスの運行は、多数の施設が点在していること

や、利用者の行動は人それぞれであることから、

公共交通機関としてのバスの巡回は非常に困難

であると考えています。本市では、特定の利用

目的に応じたサービス提供の一つとして、公共

交通機関の利用が困難で、市民税非課税世帯で

あるなどの一定の利用要件に該当する方の通院

については、「高齢者・障害者外出支援サービス」

を実施しておりますので、ご利用いただければ

と考えています。 

19 15～18 までの意見を踏まえた上で、オ

ン・デマンドを再検討すべきではないかと

思う。 

いただいたご意見に対する市の考え方は、以

上（15～18）のとおりです。 

オン･デマンドについては、全市的には需要に

対する供給側の対応が難しく、また、タクシー

業界の民業圧迫となりうることが予想されます

が、バス路線の利用状況やご要望により、必要

に応じてタクシー事業者と調整しつつデマンド

タクシーの検討が必要であると考えています。 

20 小海線のホームは多尐の工夫でバリア

フリーにすることが可能だと思うので検

討してほしい。中込駅で、駅員の介助があ

れば跨線橋を使わずに済むはずである。 

しなの鉄道については抜本的な対策を

考える必要があると思う。 

ご意見として承らせていただきます。 

21 市関係の各施設、図書館、県合同庁舎等

の間では書類等の輸送を行っているはず

なので、これを定期便として乗客を乗せる

ことを可能にすれば利用したい人もいる

のではないかと思う。 

現在、市が行っている各施設間の書類の輸送

は、職員が職務の間に輸送しており、定時での

輸送ではありません。また、有償運送の場合は

運転手及び、運行主体（市）が乗合免許を取得

する必要があり、無償運送の場合は、万が一事

故などがあった場合の責任の所在、保障問題な

どがあります。 

以上のことから、一定の需要が発生した場合

でも、対応は困難であると考えています。 

22 バスや鉄道に対しては独立採算を求め

る一方で道路は無料である。 

ご意見として承らせていただきます。 
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公共施設の駐車場を作らない、もしくは

有料として自家用車の利用を抑制すべき

ではないか。 

このため、尐なくとも、駐車場を有料と

した場合に得られるはずの料金を算定し、

それが実質的な補助金であることを明ら

かにすべきである。そうすれば「公共交通

にばかり補助金を出している」という批判

は不当であることが解ると思う。 

23 徒歩や自転車、車椅子（電動を含む）で

の移動ができなければ社会参加が極めて

限られたものになり、公共輸送機関も使え

ない。 

ところが佐久市内には、歩行者や自転車

にとって、どの様に通行すれば交通法規を

守ることになるかが不明確、交通法規を守

りたくても守ることが難しい・不可能、交

通法規を守ると危険、安全が考慮されてい

ない、通行を排除する道路構造や規制が行

われている場所が多数存在する。 

法律は守られていない。車両制限令（道

路法に付属する政令）では狭い道には大き

な車は入れない、歩行者・自転車の近くを

通行する場合には徐行するか安全な間隔

を空ける必要がある、横断歩行者がいる場

合には停止しなければならない。 

本来は障がい者や高齢者等の交通弱者

にはより一層配慮しなければならないの

に、排除することしか考えられていない箇

所がある。その典型例が歩道橋と横断地下

道である。 

更に、自転車に一方的な義務を課すだけ

の交通法規が存在するが、その妥当性につ

いての説明責任は果たされていない。 

警察は、横断事故が多いことを認識して

おきながら安全に横断できる様に横断歩

道を設けたり信号機を設置することを拒

否する。 

２０歳以上６０歳未満では大半の人が

ご意見として承らせていただきます。 
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運転免許を持っているとのことだが、交通

法規を守ろうとしていない実態は全く改

善していない。 

例えば、中部横断道の資料では定常的に

６０キロ以上で走行している区間が多い

ことが示されている。更に、国道１４１号

線には制限速度が６０キロ未満の区間も

あるから、スピード違反は更に多くの区間

で発生していることになる。歩道の違法通

行（「駐停車」を含む）も頻繁に行われて

いる。 

歩行者と自転車に関わる法規を知らな

い、守らない人が多過ぎるため、特に警察

官、市長、道路管理関係職員、運送業者、

運送事業者、車関係事業所職員、各区長な

どの人たちには法規で定められている以

外に独自の研修を行うべきだと思う。 

24 佐久総合病院への信頼が余りにも厚い

ためにどの様な病状でも頼っていて、新病

院の説明会が繰り返されているにも拘ら

ず医療機関の分担の考え方がなかなか浸

透していないと思う。 

アンケートにあった様に地域の病院や

診療所に通いやすくする、往診を支援する

ことが必要であると考える。 

ご意見として承らせていただきます。 

25 買い物については、地域の中心部に行く

人が多く安心した。松本のように個人商店

がショッピングセンターへ入ってしまえ

ば地域の衰退が進むだけである。大都市で

も全ての買い物を都心で行う訳ではなく

階層構造になっている。中部横断道の資料

では、「佐久市」と括ってしまうことで臼

田の大型衣料店等と佐久平を区別しない

情報操作が行われているがストロー現象

が進めば、車を利用できない人が益々買い

物に困ることになる。 

佐久地域では生協と農協の宅配が行わ

れている他、岩村田の商店街でも注文を受

けて買い物を代行して配達している。 

ご意見として承らせていただきます。 
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また、コープ神戸（旧・神戸灘生協）で

は、通常の宅配やネット・ショッピング以

外に、店舗で買い物した商品を配達するこ

とも行っている。（「さわやか便」） 

移動販売や時間限定の共同店舗を含め

て、過疎地域での生活を支援する方策を検

討する必要があると思う。 

 


