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●調査実施期日●調査実施期日
　調査実施：令和２年８月１８日　調査実施：令和２年８月１８日
　事前研修：令和２年７月２９日・令和２年８月１１日　事前研修：令和２年７月２９日・令和２年８月１１日

◆所　見◆所　見
＊町民バスについて＊町民バスについて
　利用団体との協議や利用者アンケートを実施　利用団体との協議や利用者アンケートを実施
する等により、ニーズを的確に把握する中で町する等により、ニーズを的確に把握する中で町
民バスの運行と運用の改善に努力してほしい。民バスの運行と運用の改善に努力してほしい。
　調査の中では全てを直営運行にすることは現　調査の中では全てを直営運行にすることは現
状の体制では難しいとのことであるが、現在の状の体制では難しいとのことであるが、現在の
運行状況の中で可能かどうか検討していくとの運行状況の中で可能かどうか検討していくとの
回答をいただいた。特に借上運行の場合、町か回答をいただいた。特に借上運行の場合、町か
ら借上料の一部が利用団体に支給されるが、利ら借上料の一部が利用団体に支給されるが、利
用希望する団体によっては、自己負担分の負担用希望する団体によっては、自己負担分の負担
ができずにやむを得ず事業を取り止めているとができずにやむを得ず事業を取り止めていると
ころもあることから、町の負担の在り方についころもあることから、町の負担の在り方につい
ても併せて検討いただきたい。ても併せて検討いただきたい。
　また、バス内の飲食については、利用団体と　また、バス内の飲食については、利用団体と
行き違いがあるように見受けられることから、行き違いがあるように見受けられることから、
各利用団体と意思疎通を図る等により、周知徹各利用団体と意思疎通を図る等により、周知徹
底に努めてほしい。底に努めてほしい。

＊コミュニティバス、本別・浦幌生活維＊コミュニティバス、本別・浦幌生活維
　持路線バスについて　持路線バスについて
　市街地のコミュニティバスについては、今後　市街地のコミュニティバスについては、今後
高齢による免許証返納により、公共交通機関を高齢による免許証返納により、公共交通機関を
利用せざるを得ない町民が増えていくことは容利用せざるを得ない町民が増えていくことは容
易に予想されるところであるが、現在の運行だ易に予想されるところであるが、現在の運行だ
けでは非常に不便であると考える。少なくともけでは非常に不便であると考える。少なくとも
月ないし金曜日においては、毎日運行してもら月ないし金曜日においては、毎日運行してもら
えるようにするのが、本来の公共交通の在り方えるようにするのが、本来の公共交通の在り方
ではないか。ではないか。
　可能であれば複数台のバスによる運行を実現　可能であれば複数台のバスによる運行を実現
していただきたいが、特に効率的な運行を可能していただきたいが、特に効率的な運行を可能
とするWEB予約型のオンデマンド運行方法にとするWEB予約型のオンデマンド運行方法に
ついては、その実現に期待したい。ついては、その実現に期待したい。
　また、町外への通院等のためのJR等他の公　また、町外への通院等のためのJR等他の公
共交通機関への接続対応と留真温泉等の観光施共交通機関への接続対応と留真温泉等の観光施
設利用者の利便性にも配慮し、観光施策面から設利用者の利便性にも配慮し、観光施策面から
もその運行管理を検討していただきたい。もその運行管理を検討していただきたい。

＊スクールバスについて＊スクールバスについて
　運転技術員の確保が行政、民間事業者を問わ　運転技術員の確保が行政、民間事業者を問わ
ず困難となっている現状があるが、直営運行にず困難となっている現状があるが、直営運行に
より安定運行の確保に努めてほしい。より安定運行の確保に努めてほしい。

＊全体を通じて＊全体を通じて
　本町は行政面積も広く、集落も点在するほか　本町は行政面積も広く、集落も点在するほか
生活経済圏も離れていること、また、冬季間の生活経済圏も離れていること、また、冬季間の
道路環境の悪化などから自家用車を自由に利用道路環境の悪化などから自家用車を自由に利用
できない町民にとっては、町内公共交通体系のできない町民にとっては、町内公共交通体系の
利便性は低いと言わざるを得ず、日常生活の維利便性は低いと言わざるを得ず、日常生活の維
持確保に将来不安を抱えている。また、人口減持確保に将来不安を抱えている。また、人口減
少と高齢化が進む中、特に高齢者の免許返納を少と高齢化が進む中、特に高齢者の免許返納を
背景として生活に必要な足の確保がますます重背景として生活に必要な足の確保がますます重
要な問題となっている。コミュニティバスが運要な問題となっている。コミュニティバスが運
行されていない地域もあり、これらの課題を解行されていない地域もあり、これらの課題を解
消するため各バスの連携、相互乗り入れなどに消するため各バスの連携、相互乗り入れなどに
ついて模索すべきであるが、大切なのは町民について模索すべきであるが、大切なのは町民に
とって将来持続可能な公共交通ネットワークのとって将来持続可能な公共交通ネットワークの
実現である。実現である。
　各種バスの管理については厳格に履行されて　各種バスの管理については厳格に履行されて
いるとの説明であったが、運転者のアルコールいるとの説明であったが、運転者のアルコール
チェックについては時間帯・体制面の理由からチェックについては時間帯・体制面の理由から
実施していないとのことである。民間での安全実施していないとのことである。民間での安全
運行管理上では必須項目であり、改善を求めた運行管理上では必須項目であり、改善を求めた
い。い。
　町民生活の基盤である町の公共交通の充実強　町民生活の基盤である町の公共交通の充実強
化と課題改善にむけ、一度は諸事情により策定化と課題改善にむけ、一度は諸事情により策定
されなかった「将来的に持続可能な公共交通ネされなかった「将来的に持続可能な公共交通ネ
ットワークを構築するための交通計画」についットワークを構築するための交通計画」につい
ては今後再検討のうえ、全町的な議論のもと是ては今後再検討のうえ、全町的な議論のもと是
非とも作成すべきであると強く要望したい。非とも作成すべきであると強く要望したい。
　今年は「第４期まちづくり計画」の作成年に　今年は「第４期まちづくり計画」の作成年に
あたり、希望の持てる町の将来を形づくる大事あたり、希望の持てる町の将来を形づくる大事
な節目の年であり、町民にとって住んでよかっな節目の年であり、町民にとって住んでよかっ
た、これからも住み続けたいと思えるまちづくた、これからも住み続けたいと思えるまちづく
りが期待されている。地方財政の厳しさが増すりが期待されている。地方財政の厳しさが増す
中で公共交通ネットワークの構築と維持には機中で公共交通ネットワークの構築と維持には機
材、人材の確保等多くの予算を必要とするが、材、人材の確保等多くの予算を必要とするが、
費用対効果を意識するあまり地理的な遠隔地に費用対効果を意識するあまり地理的な遠隔地に
居住する町民の生活を脅かすことがあってはな居住する町民の生活を脅かすことがあってはな
らないと考える。十勝管内他自治体でも先進的らないと考える。十勝管内他自治体でも先進的
な取り組みが進んでいる情勢であり、町の政策な取り組みが進んでいる情勢であり、町の政策
判断とその実効性に期待したい。判断とその実効性に期待したい。
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委員会調査報告

～ 町民にとって将来持続可能な公共交通ネットワークの実現を ～～ 町民にとって将来持続可能な公共交通ネットワークの実現を ～
★ 調査事件：各種バスの運行管理★ 調査事件：各種バスの運行管理

◆調査の目的
　公共交通事業者が不採算路線から撤退するな
どにより、公共交通のサービスレベルが低下し
ている現状から、公共交通ネットワークの整備
と利用環境を整えていくことが必要であるとの
考えから、今後の町の公共交通施策のあり方を

調査検討するため（１）町民バス（２）コミュ
ニティバス（３）本別・浦幌生活維持路線バス
（４）スクールバスについて、所管各課から平成
２９年度から令和元年度までの３年間の運行実
績・運用管理等の資料を要求し調査を行った。

◆調査内容の経過と結果
（１）町民バス【所管：施設課】
　①町民バスは日帰り運行が原則で、安全運行の観点から１日300キロ以内の走行となっており、
　　土・日は運行していない。団体の研修・視察・交流のため利用でき、１団体年１回を原則と
　　している。
　②借上運行では宿泊・日帰りがある。借上料の支給は大型で13万円(最大)、又は貸切バス借上
　　料の２分の１を上限としている。ここ３年の利用実績を見ると、直営運行、借上運行とも毎
　　年一定の利用実績がある。
　③バス内における飲食禁止については、町は特に利用条件にしていない。
　④直営運行バスは、毎年１月頃に翌年度の利用希望照会を行い、運行計画を作成している。
　⑤民間バスの借上利用に関して、直営運行の方が良いとの意見があることについて、全てを直
　　営運行にすることは現状の体制では難しいとのことである。
（２）コミュニティバス【所管：まちづくり政策課】
　①市街地循環路線と郊外から市街地への往復路線が運行されており、ルート上であれば停留所
　　以外の路線上でも自由に乗り降りできるフリー乗降制度を採用している。令和元年度より運
　　行業務を直営に変更し、経費が前年度に比べ331万円減となっている。
　②運行開始から３年を経過しており、この間ルート変更は行われていない。市街地循環路線に
　　おいては役場庁舎前に停留所がない。これは町立図書館前停留所が役場庁舎に近く、次の停
　　留所である町立診療所へのルートと運行時間を考慮した設定であるとのこと。
　③郊外路線の帰路の際、図書館から出発して欲しいとの要望があることについては、柔軟な対
　　応は可能であるとのこと。
　④費用対効果等から毎日の運行は難しく、留真温泉バスと患者輸送バスを統合した部分で両路
　　線の維持確保もあり、現実的に１台のバスで毎日運行するのは困難であるとのこと。
　⑤現状把握している課題は、路線によって乗車率に大幅な違いがあること、ＪＲの接続が悪い
　　という時間的なものがあるとのこと。予約型のオンデマンド方式も検討していくが全体的な
　　ルート変更は混乱を招くため、まずは始発時間の変更を考えていきたいとのこと。
　⑥浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会は、将来的に持続可能な公共交通ネットワークを構
　　築するための交通計画を策定する目的で平成25年度から実証実験を実施したが、無償による
　　バス運行となったため、国の補助金の対象とならなくなったことから、計画の素案まで作成
　　したが、計画策定は行わず終了したとのこと。
（３）本別・浦幌生活維持路線バス【所管：まちづくり政策課】
　①運行業務は民間会社へ委託を行い、運行経費は本別町と浦幌町で負担している。
　②通学・通院が主となり、他に要望はあっても既定路線以外の乗り入れはできないとのこと。
（４）スクールバス【所管：教育委員会】
　①令和元年度の直営運行は５路線、委託運行は３路線である。
　②通学時間外における定時の活用は、他の学校行事等にも使用されるため、できないとのこと
　　である。

15  うらほろ議会だよりNo.189



＊小麦（きたほなみ）
　　すでに収穫作業は終了しているが、融雪期
　も例年より早くその後平年並みの気温で幼穂
　形成期及び出穂は平年並みで草丈は短く推移
　した。出穂期は気温も高く日照時間もあった
　が、以降寡照となり開花はばらついた。7月以
　降は気温・生育・登熟期間とも平年並みで、　
　乾麦収量は10.2俵（反当）、品質は良好で１等
　のＡランクになる見込みである。
＊馬鈴しょ（コナフブキ）
　　植付作業はやや遅れて行われ、萌芽期は平
　年より３日遅れた。萌芽後は高温多照で平年
　並みに着蕾を迎えたが、６月中旬以降はまと
　まった降雨と寡照により、軟弱徒長の成長と
　なり倒伏も見られた。上いも数は平年より少
　ないが、１個重は大きい傾向である。
＊てん菜（移植）
　　移植・は種作業はおおむね順調に推移し、
　初期生育は少雨傾向の中緩慢であったが、そ
　の後は適度な降雨もあり、根周で平年比105
　％となっている。また、ヨトウガの発生は多
　い傾向であったが被害はなく、褐斑病の発生
　は非常に少ない状況である。
＊大豆（ユキシズカ）
　　は種作業は平年より早く行われたがその後
　少雨傾向で出芽期は平年並みとなった。その
　後高温多照で適度に降雨もあり初期生育は順
　調であり、開花期は平年より２日早かった。
　着莢数は652個／㎡となっている。
＊小豆（エリモショウズ）
　　は種作業は順調で平年並みに行われ、出芽
　期も平年並みとなり、その後の高温多照によ
　り初期生育は順調であった。開花期は平年よ
　り２日早く進んだが、茎葉は徒長傾向で倒伏
　も見られた。着莢数は257個／㎡と平年並み
　である。

＊金時（福勝）
　　は種作業は平年並みに終了した。６月初旬
　は好天で出芽も早く、初期生育は順調に進み
　開花期も平年並みで着莢は順調であった。着
　莢数は144個／㎡で成熟期は早い状況である。
＊手亡（雪手亡）
　　は種作業は出芽、初期生育とも順調で、開
　花期は平年より５日早く、その後の生育も順
　調で着莢数は248個／㎡で平年より多い傾向
　である。
＊白花豆
　　高温に弱い作物であり、昨年は７月下旬か
　ら８月上旬の高温で中間部の花が落ち着莢数
　は７㎝以上で９個から13個の状況であった。
　今年は、今のところ順調に推移しており、８
　月末で着莢数は31個／㎡となっている。
＊牧草
　　一番草については降雨の時期と収穫作業と
　の兼ね合いで収量は2136㎏／10aで平年比　
　78％であったが、降雨の少なかった６月３半
　旬以前とそれ以後の収量の差が大きい。二番
　草は７月前半の生育は緩慢であったが、その
　後回復し収量は1329㎏／10aとなった。
＊飼料用とうもろこし
　　は種期は３日早く終了したが、少雨により
　出芽や初期生育にばらつきが見られた。その
　後７月中旬以降の日照不足により生育は緩慢
　になったが、その後順調に推移し稈長は284.4
　㎝で平年並みの生育である。

　今後、みのる豊穣の秋を迎えらるように、順
調な天候であることを願っており、より一層の
農作物の病害虫に対する管理指導、収穫作業等
の事故防止に留意して、徹底した啓蒙・啓発に
努めらるよう願う。
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★ 調査事件①：公営住宅の空き家状況と今後の★ 調査事件①：公営住宅の空き家状況と今後の
公営住宅の建設計画公営住宅の建設計画

★ 調査事件②：農作物の生育状況調査★ 調査事件②：農作物の生育状況調査

◆調査事件『農作物の生育状況』◆調査事件『農作物の生育状況』
　＊調査実施日：令和２年９月３日　＊調査実施日：令和２年９月３日

～豊作を期待収穫作業等の事故防止の啓発を～～豊作を期待収穫作業等の事故防止の啓発を～

◆調査の経過と結果（作物の状況）◆調査の経過と結果（作物の状況）
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委員会調査報告
産 業 建 設産 業 建 設
常 任 委 員 会常 任 委 員 会

委員長委員長　　
　澤口敏晴　澤口敏晴

副委員長副委員長
　栗山博文　栗山博文

委員委員
　高橋　匠　高橋　匠

委員委員
　安藤忠司　安藤忠司

委員委員
　阿部　優　阿部　優

◆調査の経過と結果
　公営住宅をはじめとした各住宅の空き家対策
として、公営住宅12団地、改良住宅３団地、特
定公共賃貸住宅２団地の現在の入居状況と空き
家住宅の状況把握、また、入居者募集方法や入
居者選考決定について確認を行うとともに、今
後の公営住宅等の建設計画について聞き取り調
査を行った。
　全戸数は478戸で、令和２年６月１日現在の
入居戸数は278戸、空き家戸数は200戸、政策
空き家は全体で128戸あり、実質空き家戸数は
72戸で空き家率は20.57％となっている。
　町営住宅の入居者決定については、浦幌町営
住宅入居者選考に関する事務取扱要綱により、
原則として３月・６月・９月・12月開催の町営

　
住宅運営委員会で決定される。
　入居者募集については、町ホームページ及び
町内回覧などに掲載し周知している。また、随
時入居が必要な方には、この事務取扱要綱によ
り随時募集する住宅を定めて、困窮度合いの高
い方から町において入居者を決定し、直近の町
営住宅運営委員会で報告している。
　「浦幌町公営住宅等長寿命化計画」は、平成28
年度から令和７年度までの10年間を計画期間と
し、中間年（令和２年度）での見直しをする。
今後、入居に対するアンケート調査や、人口推
計等に基づいた管理戸数の設定などを行い、11
月下旬までに素案を作成し、12月にパブリック
コメントを実施し決定する予定である。

◆調査事件『公営住宅の空き家状況と今後の公営住宅の建設計画』◆調査事件『公営住宅の空き家状況と今後の公営住宅の建設計画』
　＊調査実施期日　＊調査実施期日
　　・調査実施：令和２年７月１５日　　・事前研修：令和２年７月７日　　・調査実施：令和２年７月１５日　　・事前研修：令和２年７月７日
　　・事後研修：令和２年７月３１日　　・事後研修：令和２年７月３１日

◆所　見
１．現在、募集をかけても応募がないに等しいことから、今後の人口減少を考えても、そのストック
　　戸数については不足していないと考えられる。今後の公営住宅等の建設に関しては、これらの状
　　況を鑑み、町民等の意見も聞いた上で十分な議論を望む。
２．複数年入居者がいない公営住宅等において、清掃や雑草処理等の管理が不十分な所も見受けられ
　　る。こういった環境整備はもちろんだが、地域のニーズを把握し、新築や改築だけではなく、部
　　分改修も取り入れ、入居率を上げていく努力を望む。
　　公営住宅には公営住宅法により所得制限等があるため、移住者や転居を望む町民のニーズに応え
　　られないこともある。今後、そういった方々にも対応できるような柔軟な対応策の検討を望む。
３．空き家率が、平成25年には12.5％、平成30年には18.6％、令和２年６月現在では20.57％と上
　　昇してきている。現在、浦幌町では適正な空き家率を算出する根拠はないようだが、浦幌町全体
　　として空き家問題を認識する意味でも、適切な空き家率の設定も必要である。

公営住宅等の建設に関しては公営住宅等の建設に関しては
　町民等の意見も聞いた上で十分な議論を望む　町民等の意見も聞いた上で十分な議論を望む
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