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プログラム

08:45 受付開始
09:00 開 会（開会挨拶：大樹町副町長 黒川 豊 氏）
09:05 十勝と大樹の公共交通について
09:45 実証運行バス乗車体験会
11:00 ワークショップ（意見交換会）
12:00 閉 会

実施日時 令和3年10月29日(金) 9:00~12:00

実施場所 大樹町経済センター多目的ホール2F （大樹町西本通98番地コスモール内）

参 加 者 10名（10名応募）

募集方法 町内のキーマンへの声掛け

列 席 者

大樹町役場4名（副町長：黒川氏、企画商工課課長：伊勢氏）
（企画商工課企画係係長：樋口氏、主事：渡辺氏）

北海道総合政策部交通政策局1名（交通企画課主任：山下氏）
（※事務局：十勝総合振興局2名、コンソーシアム5名）

実施目的
-地域交通に関する意見・要望について地域住民の声をとりまとめる
-地域交通に対する意識を高め、改善等に向けた機運醸成を図る

1. 実施概要
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2. 実施の様子

①開会挨拶 ②座学 ③利用プラン作成

④-1乗車体験会（乗車前説明） ④-2乗車体験会（乗車時） ⑤-1ワークショップAグループ

⑤-2ワークショップBグループ ⑥グループ発表Cグループ ⑦講評

・②座学は全体で一括実施。
スクール形式にてスライ
ドで資料映写し実施

・③座学後、バス時刻表を
確認しながら一人一人利
用プランを作成

・④乗車体験会では利用方
法等について説明後、実
際に運行している車両に
乗車し、町内を1周

・①開会挨拶は、大樹町副
町長黒川氏よりいただい
た

・⑤ワークショップは3つの

グループに分かれて実施。
それぞれファシリテー
ターを配置し、意見交換
を実施

・⑥グループ発表では、各
グループの意見をファシ
リテーターが代表して発
表

・⑦閉会に際して、大樹町
企画課課長伊勢氏より講
評をいただいた
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3. WS意見集約

①市街地内の交通について

参加者
意見

・今は自家用車を利用しているが、今後は公共交通が重要だと認識している
・バスが走っていることや自由乗降区間があることを知らなかったのでPRが重要だと思う
・郊外部から自家用車で道の駅まできて、パーク＆ライドをすることも考えられる
・車内に地下鉄のような路線図を表示してほしい
・病院内で次のバス時刻の案内などをしてほしい

→病院は診察終了時間が読めないので次の便がわからないと利用しにくい
・よく乗る区間の最短ルートがわかるとよい

→乗り方教室で「わたしのバスプラン」の作成などをしてほしい

所 感

・まだ自家用車で移動できるという声が多い中、公共交通の重要性は認識されている
・公共交通の利用方法や利便性に関するPR不足に関する指摘が出ている
・またP＆Rなどの利用の工夫などについても積極的な発信をすることで利用増加が見込める
・運行自体に関する要望よりも、わかりやすさに関する工夫の要望が多い
・車内や施設でのアナウンス・情報表示に加えて、乗り方教室等での訴求が求められている

施策方向性
（提案）

①わかりやすいバス時刻表の作成
②車内や施設等における情報機能の強化（アナウンス方法、情報表示機能の整備）
③利用方法の周知や乗り方教室等の実施
④パーク＆ライドなどの便利な利用方法の検討・周知
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3. WS意見集約

②郊外からの交通について

参加者
意見

・将来的には使いたいと思っている（郊外部デマンド）
・バスの大きさはワゴンサイズでよいと思う
・コスト面を鑑みると毎日運行は必要ないと思う

→曜日運行してもらえるとバスを軸にした予定が立てられるのでありがたい
・家の前まで来てもらえるのはありがたい（買い物荷物が重いなどが想定されるため）
・予約制が良いと思う
・市街地まで運転できないときハイヤーを使っているが、3000~5000円かかる
・生花、晩成、尾田地区にも高齢者向けのデマンドバスが必要
・「デマンドバス」ではどんなサービスか伝わらない→「出前バス」とかにしてほしい
・このままでは運転できない人が大樹から出て行ってしまう
・買い物代行などがあったら便利だと思う

所 感

・郊外部へのドアtoドア型デマンドの潜在的ニーズが高い状況が窺える
・車両サイズや運行形態などについても意見が挙がっており、
今後の具体的改善の参考となるものが多い
・実証運行地区以外の郊外部でもデマンドの運行が求められている
・サービスのPR方法として伝わりやすい名称も求められている

施策方向性
（提案）

①デマンド運行エリアの拡充検討
②デマンド運行に用いる車両サイズや機能の検討（高齢者ニーズへの対応）
③曜日運行などの効率的な運行方式の検討
④買い物代行などの新たな移動支援・生活支援方策との比較検討
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3. WS意見集約

③広域移動の交通について

参加者
意見

・市街地までいかないと十勝バス（広尾線）に乗れないので、今は自家用車で帯広に向かっている
・広尾線を使ったことがない
・時間がかかるので1本乗り過ごすと帯広で2時間待たなければいけない
（注：高頻度の時間帯もある）
・広尾線とコミュニティバスの接続をよくしてほしい
・帯広市内の病院やヨーカドー等の頻繁に行く施設へのバスでのアクセス方法について
ポスターやチラシ等で教えてほしい
・帯広までの所要時間が長い→高速バス（直行バス等）があればよいと思う
・往復の時間（帰りの時間）が合わないので車のほうが便利

所 感

・帯広へ向かうニーズはあるが広尾線へのアクセスの観点からバス利用にはつながっていない状況
・広尾線との接続利便性を高めるための町内バスサービスやP＆Rなどの促進が求められる
・現状の広尾線の不便についての声が挙がっている
・利用シーンを想定したリーフレット作成等も利用促進につながることが想定される
・町内のバスと広尾線の接続についても声が挙がっている

→訴求不足で乗り継ぎ向け運行便が伝わっていない可能性も高い。
・所要時間の問題やダイヤの問題で車利用が多い状況
・高速化やダイヤ調整などの協議が求められる
・また利用プラン作成等で現行ダイヤでも便利に利用できるような訴求が求められる

施策方向性
（提案）

①利用プラン作成等による便利な利用方法の訴求
②高速化に向けた沿線協議の継続的実施
③乗り継ぎ利便性強化に向けたダイヤや結節点機能の整備検討
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3. WS意見集約

④乗車体験について

参加者
意見

・町立病院への頻度が高いので利用しやすいと感じた
・ニコットは次の便まで時間があるので、利用しにくいと感じた
・「買い物便」などでダイヤの幅を変えるのもよいと思う
・自由乗降区間で降りる際に声がかけづらい→介助役の乗車や乗降ボタンなどがあるとよい
・コミュニティバスを実際に使ってみると便利
・自分の家の前で乗降できるのを知らなかった。もっと自由に乗降出来たらよい
・意見交換会に参加して「お知らせ（チラシ）」を初めて知った、時刻表がわかりづらい
・午後にも通院できるように時刻表を見直してほしい
・高齢者が乗りやすい車両にしたほうがよい→ノンステップ、手すり、低床、シルバーカーなど
・車内アナウンス（録音）が聞こえにくいので、運転手のアナウンスにしてほしい
・降車の際に声をかけづらい、後方からだと特に
・家の近くで乗降できるのはよいと思う→もっと周知や体験会をすれば利用増が見込めると思う
・かなり細い道の運行していることを初めて知った

所 感

・ダイヤやルートに関する具体的意見が聞けたので、今後の改善の参考となる
・車両内の機能についても、状況を踏まえながら対応していくことが望まれる
・総じてPR不足やわかりやすさへの配慮不足に関する声が出ていた
・サービス自体の利便性について認識できた→PR強化で潜在ニーズの掘り起こしが期待される
・具体的な要望が得られた（車両、アナウンス、…）
・また乗ってみて初めて認知できたこともあり、乗車体験の効果がうまく表れた状況といえる

施策方向性
（提案）

➡継続して乗車体験等を行うことで具体的な意見の把握が期待される
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4. アンケート結果
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4. アンケート結果

今後の交通に
とって何が一
番重要か

・へき地に住んでいるので、自分のことばかり考えてしまうが、街中にでる手段について考えていきたい
・郡部の対策が重要だと思う
・西本通り高校側の住民（利用者）が町立病院に通う時に、午前中は便が良いのですが、午後の便が途中で切れていて帰れない
・高齢者の移動、特に郡部（尾田、浜大樹、旭浜、生花、晩、柏木町、南町、幸町）
・高齢者中心に考えた運行をしてほしい
・みんなで乗っていろいろな意見を出し合い、利用しやすくしていくこと。なくさないよう地域で守っていくことだと思います
・実現できることを望みます
・ワークショップで話しましたが、町の覚悟（今、乗る人が少なくても町の将来のために走らせる）がほしい

今後の交通の
ために行政や
交通事業者に
求めること

・難しいですが、細やかな対応（便数等）
・外の町で取り組んでいるところがあるのでしっかり考えてほしい
・利用者一人一人にていねいな時刻表を提示してほしい
・足（車）がなくなり、大樹を離れざるを得ない高齢者の生活を支えていただくと大樹に住み続けられる
・なるべく個人負担を少なくしてほしい
・いかに利用しやすいしくみをつくるか（地域の声をきいて）
・地方の方の事も考えてほしい
・コミバスは利用者が少なくても必ず実現させてほしい。住民としてできる範囲で協力をしたい

今後の交通の
ために自身が
行いたいこと

・将来乗ることになると思います。それをふまえて、なれる為に利用した方が良いのかなと思いました
・地域利用者にこの時刻表を作り説明したい
・市街地の高齢者の生活を支えるふれあいサポート（社協事業）をしているので続けたい
・高齢者が交通を利用できるようサポートすること。自分も乗車して必要だと伝えていくこと
・車の運転が出来なくなったら利用したい
・なるべく車に頼らない生活、行動

その他 ・大変勉強になりました。ありがとうございました。
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参考. グループ別意見［Aグループ］

Aグループ 3名（郊外部居住3名）（女性1名、男性2名）

市街地内の交通について 広域移動の交通について

郊外部からの交通について

Aグループ意見交換結果
(模造紙)
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①市街地内の交通について

参加者意見
・現在はまだ運転できるので自家用車を使っているが、今後は公共交通が重要だと認識している
・バスが走っていること、自由乗降区間があることなどを知らなかったので、PRが重要だと思う
・郊外部から自家用車で道の駅まできて、パーク＆ライドをすることも考えられる

【所感】
・まだ自家用車で移動できるという声が多い中、公共交通の重要性は認識されている
・公共交通の利用方法や利便性に関するPR不足に関する指摘が出ている
・またP＆Rなどの利用の工夫などについても積極的な発信をすることで利用増加が見込める

参考. グループ別意見［Aグループ］

②郊外からの交通について

参加者意見

・将来的には使いたいと思っている（郊外部デマンド）
・バスの大きさはワゴンサイズでよいと思う
・コスト面を鑑みると毎日運行は必要ないと思う→曜日運行してもらえるとバスを軸にした予定が立てられるのでありがたい
・家の前まで来てもらえるのはありがたい（買い物荷物が重いなどが想定されるため）
・予約制が良いと思う
・市街地まで運転できないときハイヤーを使っているが、3000~5000円かかる

【所感】
・郊外部へのドアtoドア型デマンドの潜在的ニーズが高い状況が窺える
・車両サイズや運行形態などについても意見が挙がっており、今後の具体的改善の参考となるものが多い
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③広域移動の交通について

参加者意見 ・市街地までいかないと十勝バス（広尾線）に乗れないので、今は自家用車で帯広に向かっている

【所感】
・帯広へ向かうニーズはあるものの、広尾線へのアクセスの観点からバス利用にはつながっていない状況
・広尾線との接続利便性を高めるための町内バスサービスやP＆Rなどの促進が求められる

参考. グループ別意見［Aグループ］

④乗車体験について

参加者意見

・町立病院への頻度が高いので利用しやすいと感じた
・ニコットは次の便まで時間があるので、利用しにくいと感じた
・買い物のみと買い物＋通院ではかかる時間が変わるので、「買い物便」などでダイヤの幅を変えるのもよいと思う
・自由乗降区間で降りる際に声がかけづらい

→ボランティアの介助役や乗降ボタンなどがあるとよい

【所感】
・ダイヤやルートに関する具体的意見が聞けたので、今後の改善の参考となる
・車両内の機能についても、状況を踏まえながら対応していくことが望まれる

→降車時声掛けについては日常利用になることで運転手側からの声掛けなど気配りで対応できることも多いと想定される
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参考. グループ別意見［Bグループ］

Bグループ 4名（市街地居住4名）（女性1名、男性3名）

体験乗車の感想

広域移動の交通について

郊外部からの交通について

Bグループ意見交換結果
(模造紙)
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参考. グループ別意見［Bグループ］

①市街地内の交通について

参加者意見 ー

【所感】 ー

②郊外からの交通について

参加者意見
・生花、晩成、尾田地区にも高齢者向けのデマンドバスが必要
・「デマンドバス」ではどんなサービスか伝わらない→「出前バス」とかにしてほしい
・このままでは運転できない人が大樹から出て行ってしまう
・買い物代行などがあったら便利だと思う

【所感】
・実証運行地区以外の郊外部でもデマンドの運行が求められている
・サービスのPR方法として伝わりやすい名称も求められている
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参考. グループ別意見［Bグループ］

③広域移動の交通について

参加者意見
・広尾線を使ったことがない
・時間がかかるので1本乗り過ごすと帯広で2時間待たなければいけない（注：高頻度の時間帯もある）
・広尾線とコミュニティバスの接続をよくしてほしい
・帯広市内の病院やヨーカドー等の頻繁に行く施設へのバスでのアクセス方法についてポスターやチラシ等で教えてほしい

【所感】

・現状の広尾線の不便についての声が挙がっている
→一方で利用したことがないという声もあり、広域移動のバス体験会なども利用促進につながることが想定される
・利用シーンを想定したリーフレット作成等も利用促進につながることが想定される
・町内のバスと広尾線の接続についても声が挙がっている

→訴求不足で乗り継ぎ向け運行便が伝わっていない可能性も高い。訴求とダイヤ改善の両輪での対応が必要

④乗車体験について

参加者意見

・コミュニティバスを実際に使ってみると、便利
・自分の家の前で乗降できるのを知らなかった。もっと自由に乗降出来たらよい
・意見交換会に参加して「お知らせ（チラシ）」を初めて知った
・時刻表がわかりづらい
・午後にも通院できるように時刻表を見直してほしい

【所感】
・総じてPR不足やわかりやすさへの配慮不足に関する声が出ていた
・一方でサービス自体の利便性について認識できたという声もあり、PR強化によって潜在ニーズの掘り起こしが期待される
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参考. グループ別意見［Cグループ］

Cグループ 3名（市街地居住3名）（女性1名、男性2名）

市街地内の交通について
（実証運行バスに乗った感想等）

広域移動の交通について

Cグループ意見交換結果
(模造紙)
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参考. グループ別意見［Cグループ］

①市街地内の交通について

参加者意見

・車内に地下鉄のような路線図を表示してほしい
・病院内で次のバス時刻の案内などをしてほしい

→病院は診察終了時間が読めないので次の便がわからないと利用しにくい
・よく乗る区間の最短ルートがわかるとよい

→乗り方教室で「わたしのバスプラン」の作成などをしてほしい

【所感】
・運行自体に関する要望よりも、わかりやすさに関する工夫の要望が多い
・車内や施設でのアナウンス・情報表示に加えて、乗り方教室等での訴求が求められている

②郊外からの交通について

参加者意見 ー

【所感】 ー

③広域移動の交通について

参加者意見
・帯広までの所要時間が長い
・高速バス（直行バス等）があればよいと思う
・往復の時間（帰りの時間）が合わないので車のほうが便利

【所感】
・所要時間の問題やダイヤの問題で車利用が多い状況
・高速化やダイヤ調整などの協議が求められる
・また利用プラン作成等で現行ダイヤでも便利に利用できるような訴求が求められる
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参考. グループ別意見［Cグループ］

④乗車体験について

参加者意見

・高齢者が乗りやすい車両にしたほうがよい
→ノンステップ、手すり、低床、シルバーカーなど
・車内アナウンス（録音）が聞こえにくいので、運転手のアナウンスにしてほしい
・降車の際に声をかけづらい、後方からだと特に
・家の近くで乗降できるのはよいと思う

→もっと周知や体験会をすれば利用増が見込めると思う
・かなり細い道の運行していることを初めて知った

【所感】
・具体的な要望が得られた（車両、アナウンス、…）
・また乗ってみて初めて認知できたこともあり、乗車体験の効果がうまく表れた状況といえる

⑤その他

参加者意見
・コミュニティバス本格運行にはお金の問題もあるが、老人クラブなどで乗車体験などを行い、利用者増の協力はできる
・一度体験すると一人で乗ることもできるし、複数でまとまったお出かけなど外出機会創出にもつながる

【所感】
・本格運行に向けて町内での協力体制や意識醸成を進めることの一助となった
・外出機会創出や福祉的観点からも本格運行の意義を訴求していくことが重要といえる
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参考. 座学資料
1 2 3

4 5 6

7 8 9
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参考. 座学資料
10 11 12

13 14 15

16 17 18
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参考. 座学資料
19 20 21

22 23 24

25 26 27
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参考. 利用プラン作成シート
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参考. 利用プラン作成シート（作成例）


