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持続可能な暮らしの足を
考えるフォーラム in 岩手

　移動の問題は地域生活の問題であるという視点

で、岩手県内では民間と行政が行う小さな取り組

みが生れつつある。

　各地からの実践例の発表を前に、若菜さんから

「公共交通と福祉のはざまの問題整理」という題で、

現状の法制度の確認を含めた課題整理をテーマに

講演をして頂いた。

　それを受け、リレートークの第1部は、自治会・

NPO・福祉の3分野から日頃の実践を紹介して頂き、

続く第2部で、一関市からは交通行政での取り組

み、山田町からは福祉行政視点からの取り組みと

いう行政からの実践報告を頂いた。

　同じ県内でも各地の情報や課題を共有すること

がなかなか難しかった岩手県であったが、この

フォーラムを期に横のつながりの重要性を確認す

ることが出来たフォーラムとなった。

IWATE

2 月 12 日 ( 日 )　2017
北上市生涯学習センター　第１・３学習室
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開会
ミニ講演「公共交通と福祉のはざまの問題整理」
リレートーク①「生活者の目線からの活動」
リレートーク②「政策目線からの活動」
クロージングトーク
名刺交換会

は じ め に

村島　弘子
Murashima   Hiroko

フォーラム実行委員
ＮＰＯ法人
移動支援 Rera  代表

　2017 年 2 月から 3 月にかけて、岩手県、宮城県、福島県で『持

続可能な “ 暮らしの足 ” を考えるフォーラム』が開催されました。

各県のフォーラムごとに実行委員会が作られ、地域ごとの実情や

課題に合わせたテーマに沿ったプログラムを練り、それぞれの県

内で行われている多様な取り組みの紹介とともに、キーパーソン

による基調講演やパネルトーク、参加者によるグループトークな

どを織り交ぜた形式で開催されました。

　この 3 回のフォーラム開催には大きく 3 つの価値があったよ

うに思います。

①　「移動」と「暮らし」をテーマとし、集う貴重な機会となっ

たこと

　「移動」は、交通、地域、福祉、医療、災害など多くの分野の

いわゆる “ 縦割り ” を横に貫く共通課題です。フォーラムは、さ

まざまな職種、立ち位置の人が同じテーマのもとに集う貴重な場

となりました。

②　地域の優良な取り組み事例や課題を共有し、専門家による問

題整理を学ぶ機会となったこと

　移動手段の確保について課題感を持つ人は多いですが、それぞ

れが “ 孤独な戦い ” をしている現状があります。優れた取り組み

の事例に触れ、そもそもの課題は何なのかという俯瞰的な視点で

の学びを得る機会となりました。

③　今後につながるネットワークの最初の一歩となったこと

　交通や移動支援についての取り組みは、災害復旧復興、高齢化、

人口減少などの社会状況とともに今後ますます重要になっていき

ます。息の長い取り組みを続けるために、学びを深め連携するネッ

トワークづくりのきっかけとなりました。

　三県それぞれに熱意溢れる素晴らしい専門家や自治体、事業

所、市民団体などがこれほどあるのかと驚かされました。すべて

のフォーラムには多くの参加者が集い、大半の方々が今後のネッ

トワークへの参加意思を見せて下さいました。関わりのあったす

べての皆様に御礼を申し上げます。

　本フォーラムを機に、私たちが連携して課題に立ち向かう一歩

を踏み出すことを願い、報告書をまとめさせていただきます。
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公共交通と福祉の
はざまの問題整理

スの利用者が増えるような交通ネットワークを非営

利側がちゃんと組み立てる必要がある。

「地域分野」の最新事情

　国は、住民自治をより積極的に発展させる政策を

講じ始めている。概ね小学校区を単位として地域が

地域のために地域を運営する組織として「地域運営

組織」という概念を整理した。岩手県内各地でも公

民館を地域住民組織に指定管理してもらう制度の導

入や、地域計画の策定とそれに基づく一括交付金制

度を創設し、地域運営組織が地域課題を解決するた

めの基礎を整えつつある。地域課題として移動の問

題が取り上げられることが多く、今後もますます住

民主体で移動問題に取り組む動きが高まってくると

思う。

「福祉分野」の最新事情

　地域包括ケアシステムと介護保険制度の改正によ

り、多様な機関が連携する体制と地域主体で高齢者

や障がい者が住みなれた地域で暮らし続けられる仕

組みをつくろうとしている。受け皿となる地域は先

ほどの「地域運営組織」と重なる。また、社会福祉

法人制度の大改革が行われ、社会福祉法人はなんら

かの地域貢献をしなければいけないことになった。

それでは社会福祉法人が何を出来るか？ぜひ地域と

一緒に、送迎を手伝っていただきたい。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 岩手

の垣根を超えて連携をするためにもまずは、他分野

の事情を理解することが重要であると思う。そのた

め、私からはそれぞれの最新事情を紹介する。

「交通分野」の最新事情

　交通分野は、昭和26年に制定された「道路運送法」

で厳正に規定されている。この法律が、平成 18 年

に大改正された。主な改正点は、乗合タクシーが正

式制度化されたことと、白ナンバー車両 ( 自家用車

両 ) による有償運送が制度化された点である。原則

白ナンバー車両による有料での送迎は法律違反であ

るが、一定の条件をクリアすればお金を取ってお客

さんを乗せることが出来るようになった。

　条件とは、緑ナンバー（営業用車両）が営業して

いないエリアや分野に限定されるということだが、

このエリアや分野の境界が非常に難しく、常に交通

事業者との争いに発展しがちである。しかし、営利

事業だけでそのエリアの暮らしの足が守られている

かというとそうではない。現実には、営利事業によ

る交通と非営利事業による送迎は補完し合うのが望

ましいのである。この課題に対しては、非営利分野

が営利分野の人たちの事情をくみ取り、例えばタク

シー会社の儲けどころを知ること、そこにはみ出さ

ないような運行方法とすること、また非営利による

送迎によってバス停まで連れていくことによってバ

Profile

若菜 千穂 Wakana Chiho

若菜 千穂 氏　

人の暮らしから " 交通 " を見る

　岩手県内を見ると、交通と福祉、そして地域づく

りの 3 つの分野において、それぞれの問題点から

暮らしの足を確保、充実させようとする取り組みが

生まれているが、「一緒に取り組めばいいのに」と

思っても、この３つの分野には見えない壁のような

ものがある。この問題に対しての特効薬があるわけ

ではないが、問題のありようや、相手のことを知る

ということがまずは重要だと思うので、私の報告で

は、それぞれの分野の事情や実情を報告することで

論点の整理を行う。

　私は農山村地域の地域づくりと交通問題を 15 年

程取り組んでいる。交通というより「暮らし」「移動」

「おでかけ」という問題で捉えており、その視点で

公共交通をどうすべきか行政と共に考えている。

　岩手の人に「外出で困っていることはありません

か？」と聞くと、バス停まで数 km あり、明らかに

困っているのに「バスがあるだけありがたい」「迷

惑をかけたくない」と言われる。そのため、農山村

地域の交通問題は単に利用対象者からニーズを聞き

取るだけでなく、そこでの暮らし全体を捉える必要

があると考えるようになった。ある市において乗合

タクシーを導入し、路線バスとの乗継を改善した。

しかし、それによってバスを待つ間の住民同士のお

しゃべりの時間が失われてしまったことがあった。

　交通の問題を「そこに暮らしている人」という視

点からみると、人々は様々な方法を組み合わせて、

工夫して暮らしている。田舎の場合、多いのは同居

しているか近隣に住んでいる息子や娘に月に数回程

度病院や買い物に連れて行ってもらう方法ではない

かと思う。かつては移動販売などが利用されていた

が、最近は生協や農協の注文配達が多い。また、大

手コンビニやスーパーも軒並み宅配サービスを導入

している。社会福祉協議会等による買い物バスなど

が大きな役割を果たしている地域も増えている。

　交通問題を考える時には、バスやタクシーをどう

改善するか、という問題に終始しがちだが、実際に

は公共交通だけで暮らすのは無理であり、様々な

サービスの組み合わせが持続性につながるのではな

いかと感じている。

本日の論点整理

　本日一番言いたいのは、“ 暮らしの足 ” を考えよ

うとしたとき、「交通分野」でも取り組んでいるし、

「福祉分野」でも取り組んでいて、さらに「地域づ

くり」や「地域自治」の分野でも取り組みが行われ

つつある、ということである。人口減少や高齢化が

進むにしたがって、それぞれの分野の課題は大きく

なってきていて、現場を見ると同じ地域で似たよう

な取り組みをしようとしているところもある。分野

ミニ講演　　　　　        Mini Lecture

NPO 法人いわて地域づくり支援

センター ・ 常務理事。 岩手県

花巻市を拠点に、 岩手県内外

の公共交通調査研究から各種

プロジェクト実践支援に携わる。
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地域のための NPO として

NPO 法人くちない
今野 信男 氏

口内地区の概要

　口内は、北上市の中心部から東側に約 10 キロ離

れた中山間地域で、人口は約 1600 人、世帯数は

550、高齢化率は 42％で、このまま進むと平成 30

年に限界集落となる。

地域の声を受けて NPO 発足

　平成 20 年に町民からの「バス停まで行くのが大

変だ」「移動の手伝いがいない」という声を受け、

林野庁の山村振興モデル事業の補助を受け、マイ

カーを使った有償運送の試験運行を始めた。しかし、

地域の合意を得るのに時間がかかった。ならばと、

町民有志が NPO を設立し、空白地有償運送の実現

に取り組み始めた。しかしバスやタクシー事業者の

合意を得るのが難しく、1 年 2 カ月かけてようやく

合意を取り付け、平成 22 年にやっと運行を開始し

た。初年度の実績は 250 名、昨年は 1,230 人の利

用があった。

「交通空白地型」と「福祉有償運送型」

　現在 NPO では２つの運営方法を行っている。１

つは「交通空白地型」で、運賃はチケット制で町内

どこでも 100 円で行ける。利用者の 7 割が自宅か

らバス停もしくはその逆の利用である。残りは産直

や商店、郵便局、町内行事、知人宅、各地区が月 1

回開催するお茶飲み会を行う集会場までの送迎、夏

休みのプールなどに利用されている。その他、土日

祝日はバスが運休のため、北上市街地まで運行して

いるが、これは距離制運賃で片道 8km まで 800 円、

12km まで 1,000 円、最大 1,200 円で運行している。

　もうひとつは「福祉有償運送型」である。対象者

は要支援・要介護、または申請者を市が同等と認定

する方に限定されている。

　ドライバーへの対価は、空白地型は 300 円と往

復のガソリン代、福祉型は 1,000 円と往復のガソ

リン代をお支払いしている。

　運行を開始して７年が経つが、年々利用者が増え

ている。その理由は、お金を支払っているという割

り切りと口コミで広まったことである。しかし、継

続的していくためには、ドライバーにそれなりのお

金をお支払いしなければいけない。幸い平成 24 年

から北上市の補助金を頂けるようになったので運営

面で助かっている。

活動の広がりと今後の模索

　町内の商店が無くなったことで平成 22 年から商

店を開業し、買い物サービスと宅配サービスも実施

している。除雪や除草等の生活支援を１時間 1,200

円頂いて行っている。「ごしょ芋 ( 菊芋 )」の商品開

発も行い、北上市のふるさと納税の返礼品にも活用

して頂いている。このふるさと納税では「おばあ

ちゃんご支援お出かけセット～あなたの一口がおば

あちゃんの一足になります」というキャッチフレー

ズで展開している。その他、地域農業組織の事務局、

スクールバスの運行など、他の事業を多角的に行い、

何とか運営をしていきたい。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 岩手

リレートーク①生活者の目線からの活動

住民が取り組む
買い物困難者の地域活動
～豊岡地区の買い物バス事業～

岩手町豊岡町自治振興会
北構 政美 氏

豊岡地区の概要

　豊岡地区は 36 世帯 72 名の小さい集落で、その

歴史は昭和 20 年に樺太からの引上者が開拓者とし

て 46 戸入植したことから始まる。現在の高齢化率

は 68.1％と高く、ひとり暮らし世帯も 36 戸のうち

11 戸と多くなっていた。

買い物バス事業のこれまでの経緯

　買い物バスに取り組んだのは平成 20 年、その頃、

集落に移動販売車が来るけれども価格が高く、お店

で自分の目で見て買い物をしたいというニーズが高

まっていた。集落に路線バスはなく、無料の患者バ

スは週に 1 回走っていたが、通院帰りに多少の買

い物はできても、トイレットペーパーなどの大きな

買い物は遠慮された。

　そこで、当時の民生委員が買い物バスを走らせた

いと社会福祉協議会に相談をしたところ、平成 21

年の初めに試験的に買い物バスを走らせることがで

きた。利用者も多く運行は順調だったが、資金が一

番の課題であった。民生委員が奔走し、福祉系の助

成を受けられることになり、民間バス事業者に運

行を委託して 5 年間のバス運行を行った。その後、

隣の集落とも連携することでさらに 3 年延長でき

た。その後、運行費が値上げされたことを受けて、

月 2 回の運行を 1 回に減らしたりということもあっ

たが、町から集落への補助が決まり、さらに来年度

からは患者バスが有料のコミュニティバスとして運

行日を増やして運行することが決まった。

活動の意義

　結論として、持続してよかった。これから町が取

り組むコミュニティバスのたたき台になったことも

考えれば意義のあるものであった。資金繰りの大変

さはあったが、高齢化率が高いという問題があり、

行政に話して結果を待っていては時間がかかりすぎ

ると考えられたので、地域の中で 1 人でも 2 人でも

必要な人がいれば始めようという覚悟で取り組んだ。

　集落は非常に高齢化している。必要な時に動かな

ければならない。時間がかかれば必要とする人がい

なくなってしまう。買い物バスは毎便 25 人を超え

るほどの利用があるが、高齢者の人たちが誘い合い、

自分の目で見ることが出来る買い物が出来ることは

本当にうれしいことである。

～質疑～

質問：「待ってられない」状況の時に、町行政に相

談はしなかったのか？　

回答：相談に行ったが、当時対応できる事業がなく

時間が掛かりそうで、社会福祉協議会に相談し、そ

ちらが対応してくれることになった。
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デマンド型乗合タクシー

　一関市では、地域公共交通総合連携計画を策定し、

持続可能なバス公共交通体系の実現に取り組んでい

る。今回は、デマンド型乗合タクシーと市内バス料

金の統一の取り組みについて説明をする。

　デマンド型乗合タクシーは、一関地区タクシー業

協同組合に依頼し、組合が乗合旅客運送の許可を受

け、4 社が毎月入れ替わりで運行をしている。運賃

は、大人 1 乗車 300 円、小学生は半額である。運

行費に対する市からの補助は 10 分刻みで算出して

いる。

　運行している舞川地区は人口 2,500 人で、自宅

付近かバス停から乗車し、市街地の 5 カ所で降車

できる。地区と市街地の距離は約 10㎞。予約シス

テムは、タクシー業者のシステムを使用している。

　以前はコミュニティバスが運行していたが乗降

者数は減少傾向であった。平成 26 年度は年間 476

人だったものが、デマンド型乗合タクシーに変えた

結果 1314 人に増えた。

バス料金の統一

　2 つ目のバス料金の統一は非常に苦労した。市営

バスが５路線ある他、廃止代替路線、民間バス事業

者の路線、デマンド型乗合タクシー路線と、市内に

は様々な交通があり、料金体系も定額制や距離制な

ど混在していた。それを平成 29 年 4 月から定額制

に統一し、一乗車大人 300 円、小学生 100 円、6

歳以下は無料とした。分かりやすい料金体系による

利便性の向上によるバス利用の促進と、公平性の確

保を図った。

免許返納サポート事業も開始

　高齢者の免許返納サポート事業を平成 27 年度か

ら実施し、免許返納後、所定の手続きを踏んだ方に

12,000 円分のバス・タクシーに使える乗車券を交

付している。ただし、1 回切りの事業で、これを活

用し自分の今後の生活でどの公共交通機関が良いか

探って頂くことを目的としている。

～質疑～

質問：なぜデマンドなのか？デマンドになり利用が

増えた要因は何なのか？運行経費は変化したか。

回答：舞川地区は中山間地でバス停までの高低差が

あることが影響していると考えられる。家の近くか

ら乗り降りできることが利用につながった。

　運行経費については、実際はあまり変わらなかっ

た。タクシー車両なので決して単価は安くない。空

での運行が無くなり環境には優しくなったと思う。

質問：一関市は地域運営組織の組織化に取り組んで

いるが、地域との協働はどのように進めたのか。

回答：舞川地区には市から話を持ち掛け、平成 25

年に話し合いをおこなった。別の地域から公共交通

の見直しをしたいという声が上がり、市としても話

し合いの場に参加し、地元の運行事業者と相談をし

ているが同意が得られない。その後、事業者から何

か違った形でもあればその時は協力すると話があっ

た。市としても協議に参加、協力していく。

リレートーク②  政策目線からの活動

一関市の交通行政の
視点と取り組みについて

一関市まちづくり推進課
中村 慶一 氏

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 岩手

福祉有償運送や
移送サービスなどの
取り組みの現状と課題

遠野市社会福祉協議会
菊池 健也 氏

遠野市の概要

　遠野市は人口 28,228 人、内 65 歳以上の人口は

10,563 人、高齢化率は 37.4％で年々上昇している。

　市内の交通は、JR 釜石線 1 日 5 便、バスは地域

により 3 便から 5 便、タクシーは 3 事業者ある。

デマンド型の乗合タクシーが、周辺部の小友地区、

附馬牛地区の 2 地区で運行している。

　遠野市社協では移送サービス事業として福祉有償

運送事業を実施している。財源としては利用料だけ

での運営は難しいので、共同募金などの助成金や寄

付・寄贈を受けて行っている。

　ドライバーは現在 4 名で、1 名は非常勤職員、残

り 3 名は有償ボランティアで協力していただいて

いる。ドライバーの高齢化が激しく負担が大きいの

が課題となっている。ボランティア要素が強く収入

につながらないので後任を探すのに苦労する。

　社会福祉協議会は 2 種類の移送サービスを行っ

ている。ひとつは平成 11 年から自主事業として取

り組んできた移送サービス事業で、市内及び近隣市

町村を範囲とし、利用回数の上限はない。利用され

る方は、車いすや介助者がいなければ一般の公共交

通を利用することが難しい方で、通院や入退院、施

設への入退所、福祉団体の会議や、公的手続き、買

い物など、自由度が高い送迎ができる。

　ふたつ目は、市受託事業としての外出支援サービ

ス事業で、運行形態は市内のみで月 2 回までの利

用に限られる。また、利用目的も介護保険のショー

トステイのみの入退所、通院、入退院に限定される。

 活動をする上での課題

　課題は、タクシー事業者は寝台対応が出来ないの

で、社協ですべて対応していること。また、福祉有

償運送は発着が遠野市内という制限があるため、釜

石の病院からの転院などに利用することが出来ない

ことも課題だ。また、盛岡の病院へ通院した際に利

用者さんが入院してしまった場合、介助者は乗って

帰ることが出来ないため、自分で帰りの交通手段を

確保して頂く必要がある。併せて添乗者（介助者）

の確保が難しくなってきているため、介護保険事業

所の協力や、シルバー人材の協力を求めることが多

くなってきた。また、利用者の付き添いも高齢の方

が多く、一人で乗れない状況で、二人対象としてい

るような場合も多々ある。

　その他、緊急時に救急車を呼びたくないという理

由で移動支援を呼ばれることもあるが、救急車の方

が良い場合もある。

～質疑～

質問 : このサービスで市内の移動支援を必要とされ

ている方をフォローできているか？　

回答 : 今までは大丈夫だが、透析患者の送迎ニーズ

があり、今後対応が必要であると考えている。
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山田町　西村 淳子 氏

震災前の患者バス

　山田町では公共交通の著しく少ない地域住民の医

療を確保するため、昭和 42 年から患者を病院まで

輸送することを目的に患者輸送の事業（患者バス）

が始まった。この患者バスの運行条件は医療機関か

ら 4km 以上離れた地域であること、世帯数 10 以

上人口が 30 人以上の地域であること、県立山田病

院までの公共交通機関の運行が午前に 1 便以下の

地域であるという厳しい条件がある。震災前までは

3 地区が対象になり、週 2 回で運行していた。運行

は町のタクシー事業者 5 社が公用バス企業体を組

織し、町が患者バス・福祉バス・行政バスを委託し

ている。利用者の状態にも運転者は注意を払い、高

齢者の見守りにおいても社会のひとつのシステムと

して機能している。

震災後 医療確保とコミュニティの維持

　震災後、巡回していた医療機関のほとんどが内陸

に移ったため、患者バスは仮設住宅に合わせてルー

トを作りなおし、医療の確保を行ってきた。先日実

態調査を行い、利用されている方からは、近くまで

来てくれているので助かっているというコメントを

沢山いただいた。運転免許返納を考えている等とい

う話もあった。また、仮設住宅の被災者も一緒に乗

ることがあるが、震災後、被災者と従来からの住民

のコミュニティ形成が難しかったが、このバスを共

に使うことによりコミュニティ形成が出来たのは嬉

しく感じた部分である。

環境変化への対応

　今後の課題は、仮設団地集約後のサービスの継続

についてである。町の仮設住宅の集約計画により仮

設住宅の状況は大きく変わる。それにより震災対応

で始まったサービスをどの様に考えるかが大きな課

題となっている。また、路線バスと患者バスが重複

している問題がある。震災対応で路線を組んだ患者

バスは路線バスにも大きな影響を与えた。生協の買

い物バス、ボランティア団体によるおでかけバス、

これらが路線バスと重複し路線バスの乗客数の減少

により路線バス廃止の話も聞こえてきていたため危

機感を感じている。

　今後の患者輸送は、車両の老朽化により 2 台を 1

台に減らして、4 地区をカバーする予定である。台

数を減らすにあたって、路線バスの運行を考慮しな

がら運行時間を決め、事業者やスクールバス担当な

どを含め、どの様に患者バスで医療の確保を行える

か議論を重ね、ようやく目指す形が出来た。

　しかし、患者バスだけでカバーするのには限界が

ある。高齢化率がどんどん高くなってきている山田

町の今後の公共交通の在り方として、今までのサー

ビスを継続しながら町の財源も最低限に抑える努力

を組織全体、そして住民と一緒に考えて行かなけれ

ばならない。

～質疑～

質問 : ４km の設定は、厳しい設定ではないか。患

者バスの役割として、矛盾や限界はあるか。

回答：過疎法における僻地医療補助の条件が半径

4km であり、参考にした。今必要なのは高齢者の

足の確保。子育て支援を含めて交通政策の推進が必

要で、患者バスだけではカバーできないのが現状。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 岩手

山田町患者輸送事業
震災前と震災後
そして今後の課題

気づいたこと　チャレンジしたい事

質疑応答

　山田町では公共交通会
議が立ち上がっていな
い。患者バス担当だけが
患者バスを考えると、タ
クシーの営業妨害をして
いる気持ちになる反面、
患者の足も確保しなけれ
ばならず非常に苦しい。
一関市のように行政・住
民・事業所も一緒に取り
組む事例を町へ持ち帰
り、考えたい。

　地域で出た問題は地域
で解決するということは
大切だと思うが、それが
行き詰まった時に行政や
福祉等、誰が支えるのか
が課題だと感じてきた。
その部分の話を今日聞く
ことが出来てよかった。

西村氏

菊池氏

　事業者優先の仕組みの
中では、地域が要望する
ことのギャップが大き
く、要望をカバーしきれ
ない。特区的なもので法
制度をクリアし、ニーズ
に応えることなどを考え
るほかには解決はない。

　高齢化が進むため、移動とは別に支え合い事業をしてい
る。ただし、ひとつの振興会だけでは難しい。似た地域の
人たちと協力しながら考えることも、今後は必要と考える。

坂田氏 ( 石巻市 )：有償ボランティアはどのような気持ちで
やられているのか？
今野氏：ドライバーは、感謝されるし、やって良かったとい
う意見が多い。

長谷川氏 ( 紫波町 )：地
域の人たちが自分たちで
地域の自治を守るのにど
こに重きを置くのか。
今野氏：地域自治と活動
は、あくまで行政や地域
自治だけではやることの
できないような、"隙間
"を補うといった形で行
う。そうでないと、無理
や無駄、反発の意見が出
てきてしまう。そのため、
我々は地域のためのささ
やかなお手伝いをしてい
るだけというのが基本的
な考え。

　バス優先タクシー優先の法制度の体系で暮らしの足を考えることが限界となっていると現状が共通し
ていた。その隙間を地域の力、福祉の力で埋めるのは良いのだけれど、隙間と呼ぶには大きくなりすぎ
たときに、どのような体制になるのか、その議論を市町村行政、営利セクター含め地域全体で協議をす
る場が必要である。
　また、「待ってられない」「まずやってみる」「やったからには継続する」ことで、支えてくれる人も
出てきて、市町村が変わり、県が変わり、国がいずれ変わっていく。皆さんの話を聞いて、現場から変
えて行く力を感じた。そのためにも、今日をきっかけとして、交通、福祉、地域が連携して学び合える
ネットワークにつなげていきたい。

池田氏 ( 陸前高田市 )：豊岡の買い物バスが継続できた工夫
として、自治会や社協などのサポートはあったか？
北構氏：利用者の中から集金係をお願いし、集金してもらっ
ており、利用者自身が運行もサポートするという意識があ
る。自治会からは多少の補助も出ている。

坂井氏 ( 宮城県 )：有償
ボランティアドライバー
の不足や高齢化は問題と
なっていないか。
菊池氏：ドライバーは不
足。シルバー人材が講習
を実施し、ドライバーに
なってもらった。
今野氏：75歳上限で、常
時５名ほどのドライバー
に動いて頂いているが、
年１回の講習の他、日頃、
体調管理を含めた会話を
大事にしている。毎日顔
を合わせ、体調面を確認
している。

今野氏

北構氏

若菜　千穂氏

　乗るところと乗らない
ところ、高齢化による介
助の必要性や移動の課題
で乗れなくなった人が増
え、個人の問題なのか公
共の問題なのか境が難し
くなってきた。パブリッ
クとパーソナルのはざま
で行政として考えていく
ときに難しさある。出来
るところから取り組んで
いきたい。

中村氏

ＣＬＯＳＩＮＧ ＴＡＬＫ

ＱＵＥＳＴＩＯＮ＆ＡＮＳＷＥＲ
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持続可能な“暮らしの足”を
考えるフォーラム in 宮城

　宮城大学徳永幸之教授の講演タイトル「交通と

福祉、営利と非営利を越えて共に築く移動の未来

図」がテーマであり、多様な担い手がそれぞれ「で

きること」について考え合うフォーラムだった。

　課題整理として坂井正義氏による住民目線の移

動や制度等について提示いただいた後、交通政策

として、あるいは交通事業者や住民組織として、

それぞれの立ち位置から地域の「暮らしの足」を

支えるための取り組みを行ってきた県内の事例を

共有した。

　徳永教授からは、交通弱者の定義や公共交通の

考え方などの固定化した概念について一石を投じ

るご意見や改善に向けたヒントをいただいた。

　最後に時間をかけて参加者同士の意見交換を行

い、自分ごととして今後取り組みたいことや課題

について意見を出し合った。

MIYAGI

2 月 19 日 ( 土 )　2017
住友生命仙台中央ビル（SS30）20 階 宮城大学サテライトキャンパス 第一会議室

13:30
13:40
14:00
15:30
16:10
17:00

開会
論点整理「" 暮らしの足 " 確保のための課題整理」
取組み紹介
基調講演「交通と福祉、営利と非営利を越えて共に築く移動の未来図」
パネルトーク＆ワークショップ
交流会

　「移動サービスネットワークみやぎ」は、移動サー

ビスを提供している団体のネットワーク組織であ

り、「だれでも、いつでも、どこへでも」移動でき

る社会の実現に寄与している。

ニ ー ズ に 応 え て 市 民 が 創 っ て き た 
移動サービス

①福祉有償運送

　（利用者が限定されている、個別送迎）

②公共交通空白地

　（行政や社協が主体。交通が不便な地域）

③登録不要の活動

　（ボランティア形式での活動）

④外出支援ボランティア

　（電車やバス、徒歩での外出支援）　

福祉有償運送 
公共交通空白地有償運送

　宮城県内での登録団体は、福祉有償 24 団体、空

白輸送 14 団体。

　2006 年の改正により合法化となり、白ナンバー

車でも有償での運送が可能となった。自家用車も社

会資源であり、車を提供することで外出の支援にな

る。課題としては、運営協議会のメンバーによる、

過度な審査が行われる傾向にある。『協議』ではなく、

『審査』をする、ことに終始してしまっているとこ

ろもあり、不当なローカルルールが設けられること

もある。法定３事項（必要性・区域・対価）を届け

出る以上の合意を求められることもあるが、全国的

にみて宮城はスムーズな方。

　2006 年の事務連絡により、ガソリン代程度であ

れば、届け出せずに収受が可能となった。

住民主体で創る
これからの地域の移動手段

　今までは、行政・交通事業者任せのサービスだっ

たものが、地域が主体となり、住民が自らコーディ

ネートすることが必要になる。そこで注目したいの

が、「訪問型サービス D」であり、平成 30 年 4 月

から全国一斉で開始される。これをどう作っていく

か、組織化していくかを、様々な角度から考えてい

きたい。また、運転は必ずリスクが伴うものであり、

ガソリン代以上の人件費などをどう補填していくの

か、制度に対する提起も行っていく必要がある。

論点整理　                       Organize Issues

" 暮らしの足 " 確保のための
課題整理

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 宮城

Profile

坂井 正義 Sakai Masayoshi

坂井 正義 氏

NPO 法人 移動サービスネット

ワークみやぎ理事長。

県内の関係団体への情報提供、

行政への働きかけ等をおこなう。
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取り組み紹介　　　　　　　       　Case

災害弱者のくらしと移動

住民による助け合い

NPO 法人住民互助
福祉団体ささえ愛山元
理事長　中村 怜子 氏

美里町ボランティア山の神
代表　熊谷 弘 氏

ささえ愛山元とは

　山元町は人口 12,000 人、4,500 弱世帯。県内で

3 番目の高齢化率。夏涼しく冬暖かい気候で、浜通

りに別荘地があり、仕事をリタイアした方が多く移

り住んできた。そういった方々の買い物や家事援助、

介助などのお手伝いが、当初の仕事となった。1 時

間 600 円での有償ボランティアとして平成 6 年か

らはじめて 23 年になる。2000 年に介護保険が始

まることを受け、いち早く NPO 法人格を取った。

介護保険事業と制度外の「助け合い活動」を行って

いる。移動サービスについては、件数は少ないが、

車いす利用者のみで月に 5 ～ 6 件程度。宮城病院

あすなろ病棟（重症心身障害児（者）病棟）への訪

問も行っている。

東日本大震災を経て

　震災では、スタッフの多くが被災し、私自身は、

14 時間水に浸かっていた。『ナカムラゾンビ』と自

称している。

　事業所も大きな被害を受け、震災直後は介護保険

事業を休止して、被災地障がい者センターみやぎの

活動を引き継ぎ、被災者の支援活動を行った。障害

者の移動支援については、数はそんなに多くなかっ

たが、ご家族も含めての送迎が多く、いろんな話を

伺った。その他の支援活動では、支援物資の配布や、

山の神の活動地域と概況

　JR 東北本線小牛田駅より北に 1.2km、小・中・

高校が近隣にあり、通勤通学に最適と見なされ、昭

和 44 年に分譲地として宅地造成された。150 戸の

住宅団地が建ったが、48 年が経過し、人口減少、

空家の増加、と高齢化で限界集落に近づいている。

　山の神は、高齢者が一人暮らし、二人暮らしになっ

ても、子供・孫世代の負担になることなく、地域で

住み続けられる支え合いの仕組みを作り、多世代で

共助・共生する環境を作りたい。高齢者が誰でも長

年暮らした地域で安心して生活できる環境の整備と

して、買物・通院弱者の解消の支援のあり方につい

て検討し、平成 24 年 4 月 8 日に設立した。

　実施事業は、①通院買い物支援事業、②お茶会事

業、③簡単な生活支援。ここでは、移動に関係する

①について説明する。

通院買い物支援事業について

　スタッフ 12 名でローテーション式を組んで行っ

ている。送迎車両は各個人の車両を使用して、燃料

代として利用者 1 回につき 200 円を運転者に支給

している。利用者からは、毎月利用希望表を提出し

てもらい、ボランティアからは協力可能な日を聞き、

調整する。利用会員 47 名、ボランティア会員 37 名。

現時点での成果として、共通の課題・目的をもつ仲

間が増えたこと、孤立・孤独の防止、送迎支援によ

る訪問や電話で安否確認につながった、隣近所の連

仮設住宅の集会場などで『パラソル喫茶』を計 30

回ほど開き、被災された方とお話してきた。そういっ

た活動の中から重要視するようになった「傾聴」に

ついて、スタッフ間で勉強会なども行ってきた。

新しい展開と今後の活動

　高台に移転した新たな施設（事業所）では、「ワ

ンデイシェフ」や「かご御膳」という企画で、地元

の食材を使った料理を年間 400 ～ 500 食提供して

きた。料理を提供する方、食事にいらっしゃる方な

ど、多くの人が利用している。昨年、坂井さん（移

動サービスネットワークみやぎ）の協力で運転講習

会を行った。施設を利用される方たちを今後の介護

保険事業や活動の担い手としてつなげていきたい。

町民バスぐるりん号については、利用者数が 10 万

人越えた。29 年４月からデマンド型乗合タクシー

も始まる。

帯感が強まったこと。

今後の課題

　今後の課題として、後継者づくり（事故が起きた

らどうするのか。これまでに事故は 1 件も起きて

いない）、広報活動、利用者の掘り起こし、要支援者・

認知症利用者への対応が挙げられる。

（Nスタみやぎ（TBC 東北放送）の映像を紹介）

　自身はドライバー歴 60 年のベテランだが、判断

力が多少弱くなっている。免許を返納すると、どう

やって人々の足を確保するのか、大きな課題。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 宮城
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住民視点の公共交通 交通事業者の工夫

大崎市市民協働推進部
まちづくり推進課
大塲 一浩 氏

有限会社フタバタクシー
代表取締役　及川 孝 氏

大崎市の概要について

　大崎市は、人口の約半分が古川地域に集中してい

る。交通基盤は、東北新幹線、陸羽東線、東北本

線、東北自動車道、国道が通っており、比較的恵ま

れていると言える。考慮すべき要素として①東西に

約 80㎞と広大な市域であること、②７つの街が合

併したため連携が求められることと地域格差がある

こと、③人口減少・少子高齢化についても地域差が

あること、の３つが挙げられる。

公共交通施策の再編
地域内交通運営委員会

　平成22年に大崎市では公共交通施策を再編した。

当時の課題として、公共交通空白地域が存在するこ

と、交通弱者の日常生活の足の確保、利用者の減少

による収入減、サービス水準の地域格差が挙げられ

た。再編の整備方針を『各路線の役割分担を明確化

し、運営形態・料金体系を統一』とした。

　鉄道主要駅・観光拠点と、医療・教育・商業施設

が集積する古川地域中心部を結ぶ幹線路線を背骨に

して、各地域内の生活路線や空白地域をどのように

カバーするのか、定時定路型だけでなく、デマンド

型、乗り合い、住民バスの再編等を地域性特性に応

じて、検討。新たな課題として、中心支部の交通空

白地域対策、古川駅とお大崎市民病院へのアクセス

確保が挙げられ、これらを反映させた「大崎市地域

公共交通網形成計画」を策定した。

　ずっと住み続けられるような街をつくろう、環境

フタバタクシーについて

　昭和 36 年に創業して、消防局認定第 1 号の赤い

ラインをつけたストレッチャー（寝台車）を 7 台

持っている。一般タクシーが 23 台。他に小型福祉

タクシー、大型福祉タクシー、UD タクシーを所有。

UD タクシーは仙台市内では 5 台しか走っていない。

見た目が大きいので、小型料金で走っているが大型

と誤解され、お客さんが上げた手を下ろしてしまう。

「宅下げ車」も 3 台所有している。

介護タクシーについて

　介護タクシーは介護保険事業所である必要があ

り、そこで 24 時間体制でやらなければならない。

そして、通院にしか使えない。乗車中はメーター料

金で計算し、乗車前後計 30 分の乗降介助分が介護

保険の対象となる。報酬料金が当初は 3,000 円と

高額だったので、多くの事業所が参入したが、介護

報酬が下がり、採算が合わなくなったことで撤退が

相次ぎ、現在では 2 社しかない。採算が合わない

ことで辞めてしまう。これが、タクシーが公共交通

の担い手としてなかなか受け入れてもらえない理由

ではないだろうか。

子育てタクシーについて

　子育てタクシーには、2 日間のドライバー養成過

程を修了したドライバーが乗務する。4 つのコース

を作っている。また、子どもだけ乗せて託児所へ送

迎したり、親御さんが残業で遅れた場合に自宅への

をつくろうという基本理念で、協働をキーワードに

計画。地域住民による「地域内交通運営委員会」を

設置した。運営は住民が行い、行政は補助金交付に

よる運営支援と事務局的役割を担っている。地域に

密着した運営委員会が主体となることで『おらほの

公共交通』という意識を育てる。

地域内交通の事例（田尻地域）

　平成 23 年 10 月から実証運行を開始し、24 年

10 月から本格運行を開始した。身の丈にあったサー

ビスから段階的に拡大していった。ハーフデマンド

からスタートして、目的地をどんどん増やし、現在

はフルオーダーが可能になった。様々な機会での広

報活動を行い、地域内の第三セクター施設の利用割

引券なども発行。利用者が減少傾向であること、市

民バスとの乗り継ぎ利用がなかなか進まないこと

が、課題となっている。

　できるだけ市民の声を公共交通に活かしたいとい

う思いで取り組んでいる。

送迎も行っている。高松での取り組みを知って、い

ち早く宮城で開始したが、ドライバーの教育にお金

がかかることもあり、参入は未だに当社のみとなっ

ている。

　子どもは親御さんにとっては宝物。子育てタク

シーについては、仙台市に対して半額補助を要請し

ている。参入する事業者を増やすことが大事。

今後の展望

　透析患者が年々増加している。震災時にひどかっ

たのが、透析患者の移送。朝方までシフトを組んで

対応した。透析後のぐったりしたお客さんを自宅ま

で送迎する。待機時間があっても乗車した分しか料

金もらえない。

　移動制約者と健常者の間の「中間層高齢者」もど

んどん多くなる。外出や旅行を諦めてしまった、諦

めかけている高齢の方々へ、ドライバーの手助けや

簡単な介助、気遣いがあれば外出が可能になる。子

ども・女性・透析患者・高齢者を大事にすることで、

タクシー業に活路を作る。移動の支援だけではなく、

暮らしの支援も。移動がなんとかなれば、暮らしも

なんとかなる。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 宮城
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基調講演    　　            Keynote Lecture

交通と福祉
営利と非営利を越えて
共に築く移動の未来図

徳永 幸之 氏

　交通と福祉、営利と非営利というお題をいただい

た。福祉有償運送の主な利用者が高齢者となってき

て、高齢者の生活を見ていかないとどうにもならな

い。（高齢者の生活を）どのように担っていくのか、

「公共交通」は公共がやらなければならないのでは

ないか、という考えもあるが、一方で車を使って自

由に動いている人たちがいる。「公共」＝平等とい

う考えを取っ払ってしまえば、おもしろいことがで

きるのではないかと考えている。

運転免許保有率

　30 年ほど前は、高齢者と（若い年代も含めて）

女性は、ほとんど運転免許を持っていなかった。高

齢者が公共交通の主なユーザーであった。10 年毎

に免許保有率が上がっていく。女性は免許所持の実

数も増えながら保有率が上がっていった。

　郊外住宅団地と郊外型スーパーができたため、車

を運転できないと生活できないようになった。男女

共に免許を持つようになり、70 代女性でも半数は

持つようになった。すると車移動が増える。利用者

が減って採算がとれなければ、公共交通の路線が

減っても仕方がないことになる。すると事業者が赤

字になって自治体がやらなければならなくなってき

た、という流れがある。

生活行動の変化

　仙台市のように、それなりに公共交通が整ってい

る地域でさえ、2002 年の時点で、送迎による移動

（15％）が公共交通（11％）を上回っている。

行動範囲の格差

　公共交通を利用している人は、バスルートが通っ

ていないところには行けない。徒歩圏内でなんとか

しようとしている人が多く、広域移動や買物先にも

制限が出る。友人の家に遊びに行く、温泉に行く等

の「憩い」が激減する。

　公共交通は、通院と生活（買い物）のために計画

されることが多いが、それで良いのだろうか。環境

に適応してしまい、高望みをしなくなる……移動

ニーズ自体にも、格差が出ているのではないだろう

か。移動するということ以外でも、生活の中で、高

望みをしなくなってしまっているのではないだろう

か、という懸念があり、こういったことが出控えや

引きこもりなどの要因となる。

青森県平賀町・現平賀市での研究

　2004 年から公共交通の改善についての検証を紹

介する。

4 台のバスの配車

① 1 周 30 分以内の 4 ルート、各 15 本 / 日、朝夕

30 分間隔、昼 1 時間間隔、運賃 100 円に値下げ、

変更。

結果、利用者は増えたが、収入は大幅に減少。

②元の本数に戻した（減便 15 本→ 4 ～ 8 本、ダイ

ヤ見直し 1 周 30 分→ 40 分、値下げした運賃はそ

のまま）

→値下げによる効果よりも、増便などより便利にし

たときの効果の方が高い。

交通弱者

　『いつでも送迎してもらえる高齢者』というのは、

車を持っているのと同じ非交通弱者。一方、『免許

を返納せざるを得なかった高齢者』は、公共交通し

か使えなかった人とは生活意識が違うため、買い物

満足度・不満が高い。「公共交通でしか買い物に行

けないから不満、団地の中でしか買い物できないか

ら不満」となる。今までどういう生活をしてきたか

で、不満の要因・度合いに大きな違いを生んでいる。

　本来公共交通は、車がなくても生活できていた人

を対象にサービスを提供してきたが、違う予備軍が

たくさんいる。

これまでどおりの公共交通でいいのか

　従来のバスをどう維持するのか、という発想では

なく、免許返納を促すためにはどういうサービスが

必要なのかを考えなければならない。

・1 日 3 便シビルミニマム？→「帰り便がない」＝

1 時間待つ or 送迎してもらわなければならない＝

公共交通が無いのと一緒

・循環路線は効率が良いのか？ 1 ルート 60 分→行

きは 10 分でも、帰りは 50 分 or 送迎が必要？

・行政がやる→ワンコイン・100 円にしろ、という

声が上がる。収支率が悪い。

鶴ケ谷地区アンケート調査から

　地域内バス定期券への支払意思確認。3,000 円と

すると月 264 万円の収入見込となり、4 コース 30

分間隔での循環バスの運行を計画した。

　車利用者の方が、支払意思額は高い。アンケート

では、「今、交通費いくら払っていますか？」とい

う質問の後に聞いたことも影響。ガソリン代に月 1

万円払っている人が多い。「便利なバスがあるなら、

5000 円でも、1 万円でもいい」という声が多かった。

　調査から潜在的需要があることがわかった。活動

的になる高齢者が増えていくと、地域が元気になる。

最低限の値段じゃなくても良いという声はあるが、

公共交通で行うには難しい。賢いタクシー会社が、

でてきたら変わってくるのではないかと思う。

車両について

　過疎地有償運送で使っている車は、普通のマイク

ロバスが多く、ステップが高く、天井が低いため、

高齢者は使いにくい。低床バスは、日野自動車のポ

ンチョがあるが、小さい車両のため、意外とフラッ

トな部分が少ない。天井が高く、屋根付きのバス乗

降口を通過できないなどの問題がある。

　立場を越え、みんなでいろんな方面から声を上げ

ることで、縦割りを打破することができるのではな

いか。

Profile

徳永 幸之 Tokunaga Yoshiyuki

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 宮城

宮城大学 事業構想学部 事業

計画学科教授。 「地方部におけ

るモビリティ確保方策」 につい

て、 理論的な研究とともに自治

体支援も行っている。
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パネルトーク                            Panel Talk

ファシリテーター
地域社会デザイン・ラボ
遠藤 智栄 氏

（遠藤）　「暮らしの足」というテーマで、これだけ

様々な団体が事例を発表し合う機会はなかなかな

い。どんなヒントや可能性を感じたか、今後どんな

チャレンジをしたいか、お一人ずつお願いしたい。

（中村）　平成 14 年、有償運送について互助券で移

送をしていたと摘発され、罰金刑になった。今は車

いすで、かつ宮城病院あすなろ利用者だけ移送して

いる。当団体の施設は年間1,300人が利用している。

その人達が、これからの移送や介護保険の担い手と

なってもらえるよう、協議していきたい。

（熊谷）　平成 24 年 4 月に設立して 5 年、ボランティ

アを楽しんでやってきた。美里町ではデマンドタク

シー・バスができ、町民バスもあるが、買い物や通

院が出来ない人もいる。150m 先のバス停留所まで

の送迎を依頼されることもある。免許の返納者がこ

れから増々増える。買い物代より、タクシー代が高

くなってしまう。小学校区単位で組織をつくって、

持続可能な仕組みづくりにチャレンジしたい。

（及川）　自治体を巻き込んでいけば、タクシーでも

様々な可能性があるのではないか。東京で初乗り

410 円、スマホでの配車、相乗り、というアイディ

アが出てきているが、これらは「ウーバー」への対

応策に過ぎない。結果的にはかなりの費用投資。寡

占化が進んでいく。それならば、本当に移動に困っ

ている人たちの声を聞いていきたい。徳永先生のお

話の免許返納者のニーズ（費用をかけてでも自由に

使いたい）についてはヒントになった。

（大塲）　行政という立場で、「公共交通＝誰もが」

と言いたいところだが、現実では高齢者、高校生を

考えながら公共交通を検討し、交通空白地帯を埋め

ることを目指している。昨年の 3 月末に、タクシー

事業者が休業してしまった地域があるが、協働の取

り組みになるように、関係者の方々と議論していく。

（坂井）　最後に問題提起した訪問型サービス D に

ついて、具体的な手法はまだ出てきていない。美里

町の事例はとても感銘を受けた。それぞれの地域で、

新しい宝物を発掘していくこと。地域にしかわから

ない特性に合わせ、行政がいち早く問題提起をして

取り組んでいくのが良い。

　有償運送で重大事故となったことはないが、いつ

何がおきるがわからない。福祉有償運送は保険をか

けているが、無償運送では難しい。リスク管理や教

育、保険についても資金が得られる仕組みを作って

もらいたい。

（徳永）　今日の報告者はみんな表面的な数字ではな

く現場で、利用者の顔を見ながらやっている。利用

者の声・生活の事情を汲み取って行政に持っていか

なければならない。そして行政に声を届ける時に、

相手（行政）側の事情とどう折り合いをつけるか。

隙間をどう埋めるかがポイント。

　バスの語源＝オムニバス・いろんなものを取り合

わせたもの。客貨混載の取り組みのように、原点に

戻って、いろんなものを『運ぶ』という観点からも、

公共交通も考えていったら良いのではないか。

　担い手の問題。担い手自体も高齢化している。ウー

バーや民泊など、ボランティアベースにやればうま

くいく、と行政は言うが、経済が小さくなる→食べ

られる人が少なくなる→地域が小さくなってしま

う。それなりの報酬が得られる、やりがいがあると

いう状況下で、この地域でやっていこうと若い人た

ちが思えるようにしないとならない。

発表を聞いて
これからの展望

気づいたこと　チャレンジしたい事

　仮に事故が起きた時
に、活動はどうなるの
か？と気になった。
　バスやタクシーが生活
の足になるように、一方
で若い世代の担い手とし
て、学生が高齢者の足を
守るというような活動に
参加していってもらえた
らと感じた。

（病院勤務）

　後継の世代が不足。若
者の流出。地域の中で生
活して、やりがいのある
仕事をつくって、余暇の
時間で活動をサポートし
ていってもらえたら良い
と思った。

（調査会社）

　その地域に住んでいな
くても、データを通じた
ボランティアなら自分に
もできる。わかりやすい
移動の案内作りや、オー
プンデータ化の協力など。

（福・まち・交通研究所）

　南相馬・小高区の移送
支援を行っている。障害
者の団体なので、当事者
が活躍できる社会にして
いきたいと考えて、移送
に取り組んできた。徳永
先生の「人を運ぶ」だけ
でなくいろいろなものを
組み合わせて運ぶこと、
考え方を変えることが大
事なんだなと思った。

（あさがお）

　大変学びになった。意
見交換がとても熱心で、
様々なアイディアが出て
いた。ぜひ共有して、今
ある素材・人材だけでも、
もっともっと移動が楽に
なる可能性があるのでは
ないかと感じた。
　聞きながら、みんなバ
カだなぁと思った。お金
にもならない送迎をした
り、住民の意見を聞いて
交通施策を考えたり…皆
さんのような、及川さん
の仰っていた良い意味で
「バカ」な人がもっともっ
と増えて欲しい。この機
会をネットワークづくり
に活かしていきたい。

（Rera 村島）

　皆さん共通して、行き
たい時に行きたい所に行
くというのが権利であ
り、使命感に燃えている
ことが印象的だった。状
況も体調も違うので、選
べることが大事。
　公共交通会議では、ど
うしてもデマンド等の公
共の仕組みについての議
論が中心になるがボラン
ティアや事業者でもいろ
んな可能性がある。積極
的に話題提供すること。
　法律の課題について
は、まとまった声にして
いきたい。

（社会福祉協議会）

　過疎が進んでいる地域にいる。路線バスと住民バスが走っ
ているが使いやすいとは言えない。自分自身もボランティ
アで送迎サービスに関わりたいが、料金や事故のことがあっ
て、リスクが高いのではないか、挑戦したいが仕組みが難
しいと感じている。情報提供など、巻き込んでいただきたい。

（おらほの家プロジェクト）

　山の神のボランティア
参加率の高さに驚き。ボ
ランティアについては悩
み。どんな雰囲気でやっ
ているのか気になった。
後継・担い手不足につい
ては、どこでも悩んでい
るんだな、と感じた。ブ
レイクスルーしたい。

（カーシェアリング協会）
　件数は少ないけれど、
役場に 3ヶ月に 1回、
国には1年に1回件数
を報告している。これか
らも少ない件数だけれど
やっていきたい。

（中村氏）

ＷＯＲＫＳＨＯＰ

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 宮城
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“暮らしの足”を考えるフォーラム in 福島

　福島県は原発事故による影響を受けつつも、従

来からの地域課題を抱えている。論点整理では大

山重敏氏が課題を整理し、市民の主体意識がくら

しの足確保の鍵となることを伝えた。取り組み紹

介では NPO の助け合い送迎、スーパーの買い物弱

者支援、官民連携チームの帰還支援、住民主体の

公共交通計画についての事例を伺った。

　福島大学吉田樹准教授による基調講演では、人

口減少と高齢化の進む地域で「暮らしの足」を確

保するためには、事業者・行政・NPO・住民が “ 垣根 ”

を越えて取り組む「総力戦」が不可欠であるとい

う説明を受けた。

　パネルトークではそれぞれの担い手が住民主体

の支援を行うためのポイントを出し合い、「理想を

叶えるためには現実的な視点ももっと必要ではな

いか」等、活発な意見交換が行われた。

FUKUSHIMA

3 月 5 日 ( 日 )　2017
ビッグパレットふくしま　４階プレゼンルーム

13:30
13:40
14:00
15:30
16:10
17:00

開会
論点整理
取組み紹介
基調講演「どうしたら " 暮らしの足 " が作れるか？」
パネルトーク＆ワークショップ
交流会

福島の " 暮らしの足 "

　福島を “ 暮らしの足 ” という観点で考えてみると、

東日本大震災以前から公共交通は脆弱なものであ

り、マイカーが主な移動手段となっていた。地域住

民は「移動」について我が事と捉えておらず、「誰

かが解決してくれるだろう」と人任せにしてしまう

傾向がある。

行政主導の暮らしの足確保

　“ 暮らしの足 ” 確保は、たとえばデマンド型 ( 小

高町、いわき市 )・町営バス ( 浪江町 )・コミュニティ

バス ( 双葉町 )・中型バス ( 中島村 ) 等、行政主体

で提供されてきた。福島県の移動の課題解決の方法

は、行政による課題把握→対策立案→事業化→サー

ビス提供という流れがほとんど。住民が自らサービ

スを作った経験がなく、行政としても限りある予算

の中で移動手段を確保しなければならない難しさが

ある。

　一方で、住民の「あったらいいな」が実現しにく

い風土がある。業界団体が強く、自家用有償運送が

広がらないという地域性にも原因があるようだ。「街

の中の過疎」化が進み、バス路線の廃止、近所の商

店がなくなる問題も出てきている。

“ 限界集落化” する地域

　会津地域には、もともと過疎だった集落がさらに

過疎になり限界集落化したり消滅したりという場所

もある。また被災地では避難解除になっても戻って

くる住民ばかりではないため、各集落にまばらに人

が住んでいる状態となり ( 多くは高齢者 )、人が住

んでいるのに限界集落化する地域が出てくることが

懸念される。暮らしの足の確保を本気で考えないと

帰還も難しい。高台の団地の問題も同様で、被災地

域から高台移転をしてもマイカー頼みになっている

地区もあり、将来的には交通の問題が大きくなる恐

れがある。

まとめ～暮らしの足の確保の課題～

1. 住民参加の意識づくり

　住民が主体性を持ち、行政は住民の意見を取り入

れ、自分のできる範囲で支え合うだけで解決できる

ことも多い。

2.“ 限界集落化 ”していく地域

　高齢世帯や移動手段のない地域が生まれていく中

で、集落全体をどう支援するか。組織化することよ

り人と人との助け合いを草の根的に行う。

「市民が主役の暮らしの足を作ろう！」

論点整理　                       Organize Issues

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 福島

Profile

大山 重敏 Oyama Shigetoshi

大山 重敏 氏

福島県移動サービスネットワーク。

認定 NPO 法人いわき自立生活セ

ンター法人本部課長。 障がい者

や原発被災者の支援、 移動サー

ビスの相談、 講演等をおこなう。

" 暮らしの足 " 確保のための
課題整理
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取り組み紹介　　　　　　　       　Case

住民主体の助け合い送迎

避難区域への販売と
買物弱者への対応

NPO 法人あさがお
理事長　西 みよ子 氏 

株式会社運喜 ( ファンズ )
城戸 博克 氏　蓮尾 啓司 氏

　南相馬市鹿島区で障害者自立支援を行っている。

あさがおは原発から 31km と、30km 圏からわず

かに離れたため、保証金をもらうことはなかった。

30km 圏から避難してきた行き場のない人が多く

やって来た。20 人から 60 人に施設への受け入れ

人数が増加した。

東日本大震災から

　震災直後は、身寄りのない利用者とともに避難し

たが、避難所での障害者への偏見に苦しんだ。仮設

住宅や移住者の多いこの地域で、住民との協働の仕

組み作りに取り組み始めた。

　避難した方々が戻ってきたとき、医療機関も薬も

入手できずにいたことがきっかけで、自分たちが送

迎を始めることにした。偏見や差別に悩みながら、

通院・通所支援を 6 年間継続している。

移動販売の実施経緯

　川俣町山木屋地区は、平成 23 年 3 月 11 日の震

災により、警戒区域外への避難を余儀なくされた。

ファンズ川俣店も多くのお客様を失った。平成 28

年 8 月 31 日より準備宿泊が開始され、戻ってくる

方もいた。インフラの整備として買い物できる場所

が必要ということで、川俣町長からの依頼を受け、

我々も 5 店舗の小さな会社ではあるが「お世話に

なっている方々が戻るなら」と、移動販売の準備を

開始した。平成 28 年 10 月 31 日より、官民合同チー

ムの助成を受けて移動販売を開始した。

　声がけに応じて戻ってくるのはお年寄りばかり。

子供が減り、小学校も廃校する。学校が建たず来年

は戻って来ない。そんな中で「買い物にも行けない」

という問題はかなり切実。

移動販売の実施内容と利用者の要望

　移動スーパーは山木屋を 2 区画に分けて週 2 回

ずつ回っている。現在約 300 品目、450 商品を載

せている。（青果 ･ 鮮魚 ･ 生肉 ･ 惣菜など）通常のスー

パーに置いている物は一通り揃えている。準備宿泊

をしている世帯は 44 世帯と聞いている。その中の

31 世帯を訪問している。引っ越しまで終わらせた

世帯は 11 世帯で、ほぼフォローしている。

　利用者は 4 月以降も移動販売の継続を要望して

　効果が上がり、作業所の工賃が上がり、やる気に

つながるという良い循環が生まれた。

　障害のある人でも「地域で自分が必要とされる」

ことで輝く事ができると実感した。

抱える課題

　原発の保障の格差などが一因となり、地域の分断

が起こり、地域の人々の足の確保が難しい一面があ

る。デマンド送迎の必要性を市に訴えているが、ま

だ「継続審議」として止まった状態だ。

　さらに、震災前は「地域通貨」を活用しようとし

ていたが実現しなかった。

今後の展望

　事故の心配などもされたが、利用者に同意書を書

いてもらう形で、高齢者・移動困難者のケアのため

に「送迎支援さっと」という移動サービスを提供し

ている。

　南相馬の二人に一人が「戻って住みたくない」、

同じく二人に一人が高齢者という状況。補助金あり

きではなく、今後も続けられる方法がないか検討し

ている。現在は経済産業省の助成をいただいて送迎

している。

～吉田氏コメント～

　南相馬市は 1 市 2 町の合併した自治体。地域通

貨の活用など、地域によって助け合いの取り組みに

ばらつきがある。震災後に地域の関係が薄れていく

中でどのように支え合っていくか。高齢化に伴い移

動ニーズは高い。2011 年からの 6 年間で高齢化率

が 8 ポイント増加し、先月末で 33％となった。膨

らんでいく需要にどうやって答えていくかが課題と

なっている。

いる。4 軒あった商店は 1 軒も再開の予定がない。

一か所に集まってもらうことは、お年寄りには難し

いため、玄関先まで伺って販売している。宅配便の

荷物を出しに行けないという要望も上がってきたた

め、それもフォローするなど柔軟に対応したいと

思っている。

今後の課題と展望

　山木屋地区は平成 29 年 4 月 1 日に全面避難指示

解除となる。飯舘村も全面解除となるため、飯舘村

からの打診も来ており、飯館村への移動販売も検討

している。

　本店を一つ閉鎖して移動販売を始めた。閉鎖した

店に買い物に来ていたお客様にご迷惑をかけてしま

うので、「のってがっせ号」というマイクロバスを

出してお客様の送迎を行っている。回数、継続性を

考えながら、地域のために努力していきたいと思っ

ている。

～吉田氏質疑～

吉田：送迎車を出して利用者を店に連れてくるなど

様々な方法があるが、あえて移動販売にした理由

は？

運喜：すでにコミュニティバスが運行しているので

送迎は入れられない。隣の家が離れているため、集

まってきてもらうことができない。また、地形上アッ

プダウンがあるため、玄関先まで行って販売できる

移動販売を選択した。

吉田：避難指示解除されるエリアは、「まばら」に戻っ

てくるケースがある。隣と数百ｍ離れていたりする。

点在した買い物困難者のニーズ確保のための移動販

売。かなり地域に密着した活動をしているので、買

い物支援だけではなく、地域の見守りや荷物の集荷

等、包括的な生活支援が期待できる。それが「暮ら

しの足」と結びつくことを期待している。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 福島
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地域との連携 ・ 協働による
バスづくり

官民合同チームの
活動状況について

なりわい創出のための調査

　官民合同チームとは、国・原子力災害本部・福島県・

民間による合同チームのこと。キーワードは「なり

わい」。買い物をする場や仕事をする場。それがな

いと人は戻らない。なりわいを創出することによっ

て地域に人を呼び戻し、被災地の復興を図る。

　「なりわい」を創出するために、担い手である

商工業者へ個別訪問＆ヒアリングをおこなった。

4,490 件を訪問した。のべ 6,187 件に再訪問。経

営コンサルタントによる訪問は 453 件だった。

　訪問、ヒアリングを通じて 3 つの課題点が見えた。

１．設備

　（震災によるダメージが大きく設備が使えない）

２．従業員の確保

　（人がいない→従業員も確保できない）

３．顧客の確保

　（人がいない→採算ベースに合わない）

　「ニワトリとタマゴ」の状態になっている。住民

がいない、だから商売にならない、すると住民が戻

らない……という “ 負のサイクル ”。

　被災市町村の事業者の自立支援策として国からの

予算は相当あるが……。( 平成 27 年度 228 億円、

28 年度 13.2+1.5 億円、29 年度 54.2 億円。)

　「生活関連サービスに関する輸送等手段の確保支

援事業」は送迎の予算支援。H28 年度には 1.4 億円

の予算が付いたが、半分しか消化できなかった。引

き受けてくれる事業者がなかなかいないのが課題。

　葛尾村では、帰還した住民を対象に地元 3 商店

が扱う生鮮品などの宅配サービスを行っている。

　富岡町では、富岡のヨークベニマルが再開するま

での間、いわき市から生活必需品をトラック輸送す

る事業を行っている。

　南相馬市では、障がい者、生活困窮者、高齢者な

どを対象とする送迎サービス（あさがお）が行われ

ている。

～吉田氏質疑～

吉田：被災地としての移動の支援・買い物支援であ

るため、交通事業者というより、商工会や NPO の

ようなところに活用されている。帰還する人々の暮

らしの基盤の支援であるが、一方でずっと続く支援

策というわけではない気もする。どうやって現在の

事業活用者にテイクオフしてもらうか。

滝沢：交通に関しては国交省が考えていく部分もあ

る。自分たちとしては先ほどの「ニワトリとタマゴ」

問題の解消、なりわいの提供、帰還者を増やす循環

を作っていくことに注力し、需要ができて自立する

までを支援したい。被災事業者に限定した支援だっ

たが、対象を広げ、被災地域で活動してくれるなら

外の事業者も支援する方向で考えている。

会津若松市役所
地域づくり課
柏木 康豪 氏

　会津若松市の公共交通は比較的充実しているが、

公共交通空白地もある。（空白地の人口は約 32,000

人）バスの利用は右肩下がり。「減便・廃止→利用

者減→収支悪化→減便 ･ 廃止→ ･･･」の負のスパイ

ラルから抜け出せない。バスの「運営」と「運行」

の分離がある。補助がないとほぼ維持できない状況。

実務上・法律上、自治体の負担が大きくなっている

状況で、地域・利用者が運営している事例を紹介し

たい。

金川町 ･ 田園町住民コミュニティバスの 
取組事例

　当初は行政と交通事業者が運行したが、ほとんど

利用者がいなかった。その後、地域の区長さんも参

加し、2 年かけて検証を行った結果、運行は 1/5 に

減ったにもかかわらず、利用者は 2 ～ 3 倍に増えた。

協議会は、事業者・バス会社・地域住民・地元スー

パー。赤字対策に努力するため、地元とは「運賃収

入が 20％を切ると地元が補填する」という協定を

結んだ。これにより、自分たちに必要な路線を作り

持続性が高まるなど良い効果が出た。

　地域との連携・協働をするために重要なのは 2 点。

①利用者起点

　「誰のためか」「どこに行きたいのか」徹底的に確

認。“ 身の丈に合った ” 運行を地域と一緒に作る。

②データに基づいた協議 ･検討

　単純に要望に合わせるのではなく、地域の需要を

把握して決める。地域の人とデータ共有をする。「地

域との連携」「データによる検討」の相互循環が大切。

地域公共交通網形成計画 
再編実施計画の取組

　学んだことを活かし、以下のように計画策定を

行ってきた。「住民への聞き取り」「バス乗降調査」「集

落ごとの人口動態などのデータ」「GIS（地理情報シ

ステム）の活用」「実際の利用者の需要との突合（区

長、包括支援センターの協力）」「策定の場に利用者

にも参加してもらう」

　最初の頃は「要望合戦」だったが、回を重ね、デー

タを見ることにより変わっていった。皆で集まるこ

とで全体を考えて議論できるようになった。

湊地区地域活性化協議会による 
「湊交流バス」の運行

　ボランティアによるバスで、移動に加えて高齢者

の交流促進がねらい。今後、有償運送の可能性も考

えながら取り組みを進めている。

　自分にとって、計画を作る際に「信頼関係」を築

くというプロセスが大切だということを最も感じて

いる。

～吉田氏質疑～

吉田：公共交通計画を策定する際は会議室に籠るこ

とが多いが、むしろ「現場」に出ている。大変だと

思うがその原動力はどこに？

柏木：課長が “ 熱い思い ” を聞かせてくれた。実際

信頼関係を築くと非常にうまくいくということを肌

で感じ、苦労の価値は十分あると思う。

吉田：行政やバス会社だけではなく地域の住民や企

業が参加することでその地域の「最適解」が生まれ

る。それぞれの役割を明確にできたことが会津若松

市のすごいところ。

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 福島

具体的な取り組み事例

官民合同チーム
総務調整グループ政策課長
企画グループ企画課長
滝沢　慶典 氏
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基調講演    　　          　  Keynote lecture

地域の「くらしの足」 と
 「おでかけ」 を守り育てる

吉田 樹 氏

地域交通政策の意義

　人口減少下の地域づくりには「対流」＝「人の流れ」

が必要不可決である。地域内（間）の「対流」を生

み出すものとは、地域ごとの「魅力」・くらしの足・

まちづくりの活動であり、ただの移動ではなく「く

らしの足」として役立っているのかが大切。

　南相馬市で、高齢者の外出意欲が顕著に低下して

いるデータがある。「目的地」や「移動手段」が充

実していないと外出意欲が沸かず交流機会が減少す

る。一方で公共交通が頼られていないし頼れないと

いう現状。南相馬市では、原発事故後の公共交通の

復旧が進まず、高齢者が自家用車を運転して外出す

るようになった。

　お出かけしたくないのは本人の積極的意思か？社

会が作り出した環境ではないか？また、不安の高い

地域に人は将来にわたって住むのか？

　交通政策基本法に記されている交通政策の意義は

「生活を支える」「交流を支える」ということ。移動

手段を道具として「くらし」と「おでかけ」を考え

るのがこれからの地域交通の役割。

　移動販売を使っている人ほど、移動手段の重要性

を感じているという調査結果が出た。モビリティか

生活支援かではなく需要を掛け合わせた「合わせ技」

が必要。

「くらしの足」「おでかけの足」は 
誰が支える？

　現状は、移動の確保に関係する 4 つのプレイヤー

の「リスク分担」が不明確。地域や市民が「陳情」「要

望」以外に主体的に関わる方法がない。

　様々なステークホルダーで協力して移動手段を確

保するための「地域公共交通会議」「地域公共交通

網形成計画」などの仕組みが少しずつ制度化されて

きた。「事業者任せで」地域公共交通は守れない時

代になっている。個々の従業員の仕事量は年々増加

している。全国的に長時間労働と低賃金で労働力不

足。「交通政策基本法」には「国民の役割」が明記

されている。プレイヤーとしての市民の役割が重要。

「自分は使わないなあ…」という地域や市民との「共

感」をどう創り出すのか。三陸鉄道が復旧できたの

は、震災前から鉄道がまちづくりの場という意識が

あったから。

広がる「ニッチ」＝（隙間） 
…「小さな交通」への期待

　バス停から遠い人、鉄道から遠い人をどうしたら

良いか。自動運転はまだ当分難しく、自動運転に問

題を全て委ねることは現実的でない。一方、「隙間」

の特徴である「つくる人」と「つかう人」の重なり、

市民参加型のボトムアップの交通と、それを支える

仕組み作りは行政によって盛んに行われている。先

ほどの会津若松市がその典型例。

デマンド交通は 
地域モビリティの「救世主」か？

　デマンド交通があれば必ずしもハッピーではな

い。例えばデマンド交通よりもタクシー補助が合理

的な場合もあるし、誰も利用せずそもそも存在に気

づかれないケースもある。自治体によっては台数に

限りがあり早い者勝ちになっていたり、さまざまな

問題がある。

　福島県はデマンド交通を盛んに取り入れている地

域だが、今ものすごい岐路に立たされている。乗務

員が不足しており稼働率が低下。さらにデマンド交

通によって固定で使われ台数が不足してしまう。

　相乗りを促進するためにタクシー運賃定額制とい

う方法を検討している地域もある。これもデマンド

交通の一つ。

地消地産の 
「くらしの足」「おでかけの足」

　「くらしの足」作りはシャボン玉に似ている。シャ

ボン玉すなわち地域のくらしの足は多いほど良い。

地域の気づいた人がどんどん生み出し、沢山生まれ

れば大きな形になる（組織化）。そのための「道具」（仕

組み）を作るのが地方行政の役割。それが長続きし

ていくものかを考えていくのが、研究者や交通事業

者の役割。地域にどんどん生み出されるようにモチ

ベーションを維持させるのが地方行政の役割。

　一人一人にできることは小さいが、それを紡ぎ合

わせると大きくなる。そうすることによって「くら

しの足」「おでかけの足」は守られるのではないか。

　山形市「スマイルグリーン号」の事例では、地元

の人が工夫しながら経路や運賃を考え、利用促進し、

山形市が制度的・財政的に支援し、タクシー会社が

プロの目線で助言している。

「垣根」を越える＝地域の「総力戦」

　これからの地域の移動手段は、バス、タクシー、

行政、NPO、それぞれが互いのレッテルを超越しな

いと確保できない。人員不足や財政難を抱えながら

互いにできることを出し合う「総力戦」で支えてい

くしかない。

　青森県佐井村では、透析患者送迎に一般市民も相

乗りさせている。12 年続いている。福祉行政と生

活交通の合わせ技で村の交通空白地をカバーしてい

る。

「三方よし」を創るために…

　色々なステークホルダーが「三方よし」になるた

めのきっかけを作るために「翻訳者」（外部人材）

の役割が大切。色々な立場の皆さんがこのフォーラ

ムのような場に集うことも大切。

　「三方よし」を進めるために、「失敗」や「壁」に

直面した時がきっかけになることもある。（実証運

行の失敗、廃止、乗り合い率低迷等）

　「できないこと」より「できること」を考えるこ

とを出し合うことによって一歩前に進める部分も少

なくないのではないか。地域で「笑顔」をどれだけ

生み出していけるのか、復興まちづくりを考える際

に大切なことと思う。

Profile

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 福島

吉田 樹 Yoshida Itsuki

福島大学 経済経営学類 准教

授。 専門は「地域交通政策」「地

域経済論」。 各地の公共交通

政策に携わり、 「現場での実践」

に基づく理論構築に努める。
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パネルトーク                            Panel Talk

ファシリテーター
吉田 樹 氏
大山 重敏 氏

住民の主体性形成

大山氏：会津若松市の柏木さんに質問。住民の方々

に、協働や主体性に気づいてもらったきっかけは何

だったのか、また、失敗した後どのように巻き込ん

できたのか教えてもらいたい。

柏木氏：行政が巻き込んだという意識はなく、利用

者の声があった。実証実験を機に、利用者・役所・

地区が接点を持ったことでうまくいった。利用者か

らの話があったことと、住民との信頼関係が生まれ

たことで運用まで漕ぎ着けたと思う。

大山氏：非常に良い取り組み。住民が課題解決を行

政に押し付けるケースが多いが、こうした形で公共

交通を作ることで地域に愛着のあるもができていく。

地域を巻き込むのに必要なこと

大山氏：西さん、ファンズさんに質問。問題意識は

あるが、ハードルが高いと思っている住民が多いと

思う。住民にできることも多いのではと思うがどう

か。

西氏：地域住民巻き込みのために、まずは障害の偏

見の払拭が必要。そのために様々な取り組みをして

きた。5 年間続けてきてやっと周りの住民を巻き込

むことができてきていると思っている。

ファンズ：企業は収益をあげていかなければならな

い。だが企業主導で決めた事はうまくいかないが、

お客様のニーズを拾えばうまくいく。一方的に決め

るのではなく双方から協力して取り組めばうまくい

くのではないか。小さな単位の地域から声を集めて

行政・住民・企業で話しあう場があれば良い。

吉田氏：行政だけで良い「暮らしの足」が作りきれ

ないのは、企画している人が地域住民、ユーザーで

はなく「おそらく、こういうものが必要だろう」と

行っているから。地域で実際に困っていること、で

きることなどが一緒に見えてくると、3 者がひとつ

の方向に向いていきやすい。

「要望」ではなく話し合いの場へ

吉田氏：柏木さんに質問。地域の中から出てきた事

例はどのようなものがあるか。

柏木氏：アンケート結果から朝から夕方まで毎日走

る需要はないと判断したバス路線をどうするか検討

していた時、利用者のおばあちゃんから「週一回で

もいい」と言われた。事業者・行政としては「週一

回ではだめなのでは」と思っていたが、利用者の声

をもとに前進した。また、週 1 便増便するにあたり、

住民の協議会で 2 ヶ月ほど議論した。持続性や利

便性など、地域住民が当事者意識を持って考え取り

組んでいる。

吉田氏：単なる「要望」ではなく、みんなで話し合

う素地が作れたことが大きい。それぞれできること

を出し合うことが行政・事業者・市民の「三方よし」

につながり、暮らしを広げる一つの鍵になる。

人を運ぶだけではない

吉田氏：もう一つの鍵が、「ネットワークと連携」。

人を運ぶだけではない部分まで。西さんのところで

も、病院の予約なども行っているのか？

西氏：効率的に回れるように、病院の予約を前もっ

て聞き、職員が先に診察券を預かって入れて回る。

病院側でも配慮してくれている。宅配業者のメール

便の配達や集荷もしている。複合的な経営を行って

いる。

吉田氏：ファンズさんのニーズの中にも宅配便を出

す需要があった。講演の中で「ニッチ」という言葉

を使ったが、人数の少ないところで人を運ぶという

小さな需要に対応するだけでは、事業がその後うま

く正の循環というものに入っていかないかもしれな

い。そこで重要になるのは、病院の診察券や宅配便

を出すなどの生活に必要とされる支援。「対流」を

生み出すためには、移動の問題を移動だけのサービ

スで片付けないということ。

「総力戦」を生み出すためには

吉田氏：官民合同チームさんへ質問だが、このよう

な包括的な生活支援を支える仕組みや制度があるの

かどうか。

滝澤氏：移動に関することは従来交通事業者がやっ

ていたが、そこだけではまかないきれなくなってき

たので、官民合同チームの仕組みを使い、あさがお

さんやファンズさん等に行ってもらっている。まさ

に、いろんな人を巻き込んだ「総力戦」になる。

　吉田先生の講演の中に「三方よし」の部分がある

が、まちや地域の移動の確保について、施設や企業

に「地域のみんなに良いことなので、是非ご協力下

さい。」とお願いしても、スーパーや施設の人達は

引き受けにくい部分があると思う。

　「三方よし」には短期と長期があると思っている。

「取り組みが地域に良い状況を生み出す」というの

は長期的な視点の話。しかし、取り組む際にコスト

負担は有るわけで、企業や事業者が「短期的に支払っ

てもいいと思う状況」がないと実際に取り組むのは

難しい。すばらしい取り組みであっても、地域を巻

き込むときには、長期的・抽象的な利益だけでなく、

短期的・具体的な個別の利益も考えなければいけな

い。そこには個別の利益を調整できる人が必要。そ

うなったときに、「三方よし」の中の「翻訳者」は

外部人材というよりも、地元の状況のわかる人であ

るべきではないかと思う。

吉田氏：様々な私企業の協力が必要でありながら短

期的な利益につながりにくい状況で、どう引き込む

か。例えば企業の社会貢献という観点などがある。

調整できる人材が行政内部にいるのかどうか疑問。

一方で、地域に近すぎると客観的に見ることができ

ない懸念もある。最初は外部人材で良いと思う。そ

の後に、地域の人に受け渡していくことが必要。誰

に受け渡すのかは活動の中で見つける。

滝澤氏：企業の短期の利害調整は数字として示せば

分かるので、儲かる事業紹介はできる。他方で巻き

込むのに難しいのは、地域の人々。たとえばお父さ

んに地域のほかの子供の送迎をお願いするような。

そういった、無理なく地域でもできる調整をするこ

とは、地域の事情に精通しなおかつ信頼関係のある

人でないとできない。住民の方は企業と違い、金銭

的関係ではなく「何かやってみよう」という気持ち

で参加するため、地元の協力が必要。

吉田氏：ほぼ同意見。最終的な意思決定をするのは

地域。だが外部人材の役割として、客観的な意見や

方法を紹介することは重要。外部人材が意思決定に

大きく関ると齟齬が生まれる。

柏木氏：金川町の取組には岩手県立大の先生が入っ

ている。調整するのは行政の役割と思うが、役所が

入ると何かと角が立ってしまう（財政削るためと思

われがち）。同じことを大学の先生が言うと受け入

れられたりする。そういう意味で外部の「翻訳者」

がいて良かったと思う。円滑に進めてくれるのは外

部の人であると思っている。

吉田さん：議論はなかなか尽きないが、どういう形

で複数の主体が関っていくのかの根幹が議論された

かと思う。

複数の主体が関わるための
仕組みと制度

持続可能な暮らしの足を考えるフォーラム in 福島



32

ミニ講演：若菜　千穂 NPO 法人 いわて地域づくり支援センター 常務理事
事例紹介：北構　政美 岩手町豊岡町自治振興会 会長
　　　　　今野　信男 NPO 法人 くちない 事務局長
　　　　　菊池　健也 遠野市 社会福祉協議会 地域福祉課 主査
　　　　　中村　慶一 一関市 まちづくり推進部 まちづくり推進課 課長補佐兼交流推進係長
　　　　　西村　淳子 山田町役場 健康福祉課 課長補佐
司会進行：大吹　哲也 NPO 法人いわて連携復興センター 常務理事
記　　録：小山　貴 JDF いわて支援センター事務局長

論点整理：坂井　正義 NPO 法人 移動サービスネットワークみやぎ 理事長
事例紹介：中村　怜子 NPO 法人 住民互助福祉団体 ささえ愛山元 理事長
　　　　　熊谷　弘 美里町ボランティア山の神 代表
　　　　　大塲　一浩 大崎市 市民協働推進部 まちづくり推進課
　　　　　及川　孝 有限会社 フタバタクシー 代表取締役
基調講演：徳永　幸之 宮城大学 事業構想学部 事業計画学科 教授
司会進行：堀内　恭子 一般社団法人みやぎ連携復興センター チーフコーディネーター
ファシリテーター：遠藤　智栄　地域社会デザイン・ラボ
記　　録：佐藤　綾乃
グラフィック：飯島　邦子、相島　亜紀子　日本ファシリテーション協会

論点整理：大山　重敏 福島県移動サービスネットワーク
取組紹介：西　みよ子 NPO 法人 あさがお 理事長
　　　　　城戸　博克 株式会社 運喜（ファンズ）
　　　　　蓮尾　啓司 株式会社 運喜（ファンズ）
　　　　　滝澤　慶典 官民合同チーム総務調整グループ政策課長 企画グループ企画課長
　　　　　柏木　康豪 会津若松市 地域づくり課
基調講演：吉田　樹 福島大学 経済経営学類 准教授
司会進行：鴫原　佳奈 一般社団法人 ふくしま連携復興センター
記　　録：福島大学吉田ゼミ
グラフィック：飯島　邦子、山口　千咲　日本ファシリテーション協会

in 岩手：NPO 法人いわて地域づくり支援センター /NPO 法人いわて連携復興センター
　　　　東日本大震災支援全国ネットワーク (JCN)/NPO 法人移動支援 Rera

in 宮城：徳永幸之 ( 宮城大学 )/ 坂井正義 (NPO 法人移動サービスネットワークみやぎ )/NPO 法人移動支援
　　　　Rera/ 一般社団法人みやぎ連携復興センター / 東日本大震災支援全国ネットワーク (JCN)

in 福島：福島大学経済経営学類吉田ゼミ / 福島県移動サービスネットワーク / 一般社団法人ふくしま連携復
　　　　興センター /NPO 法人移動支援 Rera/ 一般社団法人日本福祉のまちづくり学会・地域福祉交通特別
　　　　研究委員会 / 東日本大震災支援全国ネットワーク (JCN)

フォーラム登壇者名簿
ＬＩＳＴ

in 岩手

in 宮城

in 福島

フォーラム実行委員
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