
金ケ崎町地域公共交通網
検討分科会の開催結果について

令和元年１２月２３日（月）

第３回金ケ崎町地域公共交通会議 資料１

金ケ崎町役場 ４階 大会議室
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〇 分科会の目的について
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住民・行政・交通事業者が話し合い、地域に合った公共交通の運行

方法を検討する

スクールバスなどの町が所有する車両を活用して、町内のバスサー

ビスを向上させる

運転手を確保するための支援制度を検討する

町民の外出目的となる商業施設や医療施設等と連携し、公共交通

利用者への特典・サービスを検討する（例：割引やプレゼント等）

町が交通事業者に小型車両を提供し、集落に近い細街路の運行を

促す

民間タクシーを利用しやすくなるための施策を検討する

運賃を値上げしてでも、住民にとって必要な移動手段を確保する

公共交通の利用状況を定期的に報告しつつ、住民に公共交通の利

用を呼びかける

外から来る人（観光客やビジネスマン）を増やして、公共交通を利用

してもらう

その他

特に町が公共交通の維持に向け、取り組む必要はない

無回答

n=830

MA=1986

▲町民が考える今後行政に必要な取り組み

資料：住民アンケート調査結果

①町の公共交通の課題を
“自分事”として
受け止めていただいた上で

②その課題解決に向けて、
一緒に汗をかいて頂きながら

③地域に合った取り組み等を
検討していただく

公共交通の基本理念

などの実現・達成

町の公共交通に関する基本理念、基本方針及び
目標を達成するための具体的な事業や取組み、運
行計画などについて関係者と検討・協議を行うこと
を目的とする。

（１）分科会の開催目的について
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◆開催日時 ： 令和元年１１月１３日（水） 1３：１５～１５：００
◆開催場所 ： 金ケ崎町役場３階 ３０２・３０３会議室
◆出席者数 ： 分科会委員５名出席
◆議事内容 ：
①分科会の進め方（案）について

・分科会の目的について
・計画目標と事業の方向性について

②スクールバスと田園バスの連携（案）について
・スクールバスと田園バスの現状について
・スクールバスと田園バスの連携例について

（２）第１回分科会の開催結果について

分科会としての当面の目標は・・・
１２月開催予定の第３回地域公共交通会議で提出する「計画骨子案」の作成に向けた
意見交換を２回で実施

※計画骨子案の主な項目（赤字：分科会で意見交換する）
①基本的な方針
②計画の区域
③計画の目標
④目標を達成するために行う事業及びその実施主体
⑤地域公共交通網形成計画の達成状況の評価
⑥計画期間

町内のバスサービスの向上に向けてはスクールバスとの連携が考えられるものの、非常にデリケートな内容である

【スクールバスなどの既存の車両を活用した町内バスサービス向上】について意見交換を実施
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●スクールバスと田園バスの混乗について

①混乗

②間合い利用

③統合

児童・生徒と一緒に一般者も乗させてもらう

（一般者の利用は例えば事前登録者に限定）

スクールバスが空いている時間帯

は一般客を無償or有償で乗せる

スクールバスと田園バスを一本化

（新たな乗合交通を創る）

 有償の場合、参入できる事業者が限定

（無償であれば参入できる事業者は増える）

 町内に誰でも利用できるバスサービスが

拡充される

 スクールバスの利用が許可されなった児

童・生徒も利用できる

 学校行事の際に利活用していたスクー

ルバスがなくなるので、新たに貸切バス

を借りる必要があり、その場合貸切バス

事業者に運行依頼する必要がある。

経費試算➡現状値の3.4倍に増加

 一時的に車庫で眠っているスクールバス

車両の有効活用ができる

 町内に誰でも利用できるバスサービスが

拡充される

 スクールバスが車庫で一時的に眠って

いる間、運転手を拘束している訳ではな

いので、新たな運転手の確保が必要

 間合い利用によって、新たに運行経費が

発生

 児童・生徒と一般者を同じ車内に居させ

ることによる安全面の対策

 一般者が町内で利用できるバス便が

増加

 他のパターンに比べ、新たな運行経費を

要しない

 田園バスとスクールバスが重複運行して

いる時間帯の運行効率化（運行経費削減）

と余剰資金で新たな路線新設等が可能

 児童・生徒と一般者を同じ車内に居させ

ることを許容しない保護者の存在（合意

形成が必要）
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（２）第１回分科会の開催結果について



（２）第１回分科会の開催結果について

◆委員からの主な意見等
①分科会の進め方について
・特になし。

②スクールバスと田園バスの連携について
・町は地域公共交通網をどのようにしたいか。その将来像の実現において、田園バス以外の
交通資源をどのように利用したいのかを明確にするべきである。

・田園バスの利用需要が少ない便をスクールバスへの混乗で対応するということは、簡単な
ようで実は多くの関係機関の労力を使ってしまうので難しい。

・中学校以外の施設等で部活動をしている生徒が帰宅しようとした際、スクールバスが利用
できない（部活動を終えた後、中学校に戻ってきてもスクール最終便が出発した後になって
しまっている）。

・スクールバスを利用したくても制度上利用できない児童・生徒がいる。

・スクールバスと田園バスの混乗に関する具体的な案があった方が議論しやすい。
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◆開催日時：令和元年１２月３日（火） １３：３０～１５：３０

◆開催場所：金ケ崎町役場３階 ３０２・３０２会議室
◆出席者数 ： 分科会委員６名出席
◆議事内容

①町の地域公共交通網の将来イメージ（案）について
・第１回分科会の振り返り ・町の地域公共交通網の将来イメージ

②スクールバスと田園バスの連携（案）について
・スクールバスと田園バスの混乗について

③地域公共交通網形成計画骨子（案）について
・地域公共交通網形成計画が目指すもの

（３）第２回分科会の開催結果について

〇町の交通資源を最大限活用し、外出実態に即した交通網を構築
⇒人口密度が高い市街地部における定住促進、地域活性化（商業振興）、観光振興、教育振興※に資する
「まちなか循環線」の新設する。 ※スクールバス利用対象外の児童・生徒への移動手段の提供にもつながる

⇒町民の外出実態における昼間の時間帯の帰り便を投入するため、朝のバス便運行を見直しをする。
※スクールバス朝の便（町の西から中心）への混乗により、田園バス車両を有効活用したい

〇町の公共交通の需要や外出実態に即した運行
⇒通院や買い物の利用者が多いことから、日中毎日路線運行せず、２～３日に１回運行する「南北路線」を
新設する。

〇田園バス夕方の需要獲得・効率性向上
⇒最終便のみ路線不定期運行化＆乗車は市街地部のみ、下車は市街地部・郊外部のみとする。

〇幹線バスの生産性向上
⇒駅から離れた町民の日常生活利便施設（ﾋﾞｯｸﾞﾊｳｽ、ｲｵﾝ、診療所）への幹線バスでの乗り入れを検討する。
※通勤通学時間帯以外の利用低迷便を見直し

⇒田園バスの幹線バスへの接続を強化する。

町の地域公共交通網の将来イメージ（案）について
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都市計画区域外 都市計画区域内

市街地部

●スクールバスなどの町が所有する車両を

活用した町内バスサービス向上

●鉄道・県交通バスとの接続を考慮した田園バスの運行経路の見直し

⇒具体的には県交通（北上～金ケ崎）のイオン・ビッグハウス乗り入れ

（ビッグハウスの起終点延長）、

県交通（金ケ崎～水沢）のＪＲ六原駅からの起終点延長、

田園バスのＪＲと県交通への接続強化

町北部エリアの田園バスのＪＲ六原駅へのバスアクセス強化

（田園バス六原線のＪＲ六原駅乗り入れ）

●地域内の移動手段の検討

⇒具体的にはお出かけ目的施設をつなぐ

市街地内を循環バスの運行

⇒休日の観光移動の円滑化のため、

施設送迎バスと連携した移動サービス

の提供（タクシーの利活用も含む）

北上～金ケ崎

金ケ崎～水沢

ろくはら

かねがさき
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（３）第２回分科会の開催結果について

最終便のみ路線不定期運行化＆乗車は市街地
部のみ、下車は市街地部・郊外部のみとする。
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■平成30年度における路線別便別の最大利用者数

六原線 桂線 細野線 永徳寺線百岡線 和光線

小 6 33 16 14 53 21

中 36 19 10 17 4 15

小 5 22 12 39 30 16

中 40 12 17 12 6 11

小 6 17 9 30 13 13

中 34 15 13 16 4 7

小 0 8 2 11 0 0

中 34 13 16 15 0 8

帰り（4） 中 12 13 5 6 0 3

朝

帰り（1）

帰り（2）

帰り（3）

■平成30年度における通学バス路線図

● スクールバスと田園バスの混乗についての方向性

・ 町の西側から中心部への町民の移動手段を効率化 → スクールバスに児童・生徒と地域住民が混乗

・ 学校への影響を最小限とする → 朝１便のみスクールバスに混乗

● スクールバスと田園バスの混乗による効果

・ 移動手段効率化によるバス路線の新設 → 利便性の高い公共交通（まちなか循環線の設置）

・ まちなかの児童・生徒も利用可能 → 比較的学校から遠いまちなかの児童・生徒もバス通学が可能

・ スクールバスへの混乗 → 児童・生徒と地域住民のコミュニケーションの場として活かす

※帰り便は、永徳寺線と百岡線が１台運行

帰り（１）：15：00発（午前授業も含む）

帰り（２）：16：30発

帰り（３）：17：15発

帰り（４）：18：00頃発

（３）第２回分科会の開催結果について



（３）第２回分科会の開催結果について

◆委員からの主な意見等
①町の地域公共交通網の将来イメージ（案）について
・スクールバスの混乗などの町内再編で利用者の利便性が本当に高まるのか検証が必要である。

②スクールバスと田園バスの連携（案）について
・朝1便目の混乗は、年間を通してスクールバスは固定のダイヤではなく、運動会シーズンや小学校の行
事等で変動することに留意すべき。

・スクールバス対象外の児童・生徒の利用は可能か否か等の議論は今後必要となってくる。その場合、不
公平感を指摘される可能性があり、地域住民への説明が必要である。

・ 他の地域で、公共交通に乗車し学校に通学していた経験から、スクールバスの一般混乗は問題ないと
思う。

・既に類似したサービスを実施している地域の実施状況を聞いてみるのも良いのではないか。

・実証実験の際、例えばスクールバスの混乗の場合、早くても“利用が落ちついた夏休み以降の実施”が
望ましい。それまでは保護者・地域住民への周知徹底等が必要である。

③地域公共交通網形成計画骨子（案）について
・町として実施できるものを精査し、記載することが必要である。
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