
1

第３回室蘭市地域公共交通活性化協議会議事録 要旨

１．開催日時 平成 30 年 10 月 31 日（木）10：00～11：30

２．開催場所 室蘭市役所 2階 3号議室

３．出 席 者 別紙 1のとおり

４．議 事 （1） 基本方針・施策体系・目標について

（2） 検討事業について

（3） その他

■議事要旨：以下

ž 事務局より、「基本方針・施策体系・目標について」の資料説明が行われた。

有村会長：５ページまでが前回の協議会で指摘された室蘭の公共交通の現況と課題に関す
るもので、６ページ以降が基本方針、施策の体系、最後に９ページめで目標が書かれてお
ります。国の指針に対しては概ね満たしていますか。大丈夫ですか。

A委員：はい、大丈夫です。

有村会長：最後の９ページ目の目標の評価指標ですけども、これに関して何かご意見ござ
いませんか。

A委員：それぞれ、出して頂いた評価指標は適切だと認識しています。ひとつ思ったのは、
今回公共交通として、バスを中心にとした計画になっていると思いますが、タクシーも重
要な公共交通の一つの手段なので、利用者数の向上や満足度の向上について、タクシーや
JR についても入れたほうが良いかと思います。

有村会長：９ページ目の評価指標につきましては、まだ確定ではないという理解でよろし
いですか。例えば路線バス評価指標で年間利用回数データを取るということになると、毎
年これを記録する必要が出ます。毎年このデータを全部取るというのはなかなか難しいで
すし、パーソントリップ調査を昨年度に行っていますが、次回は１０年後にあるかないか
という話になりますので、それぞれの業務の中で基本的に「ここの評価指標が蓄積される
ようなモニタリングする仕組み」を考えておかないと非常に手間がかかり大変だと思いま
す。１番目の公共交通圏域のバス停の人口カバー率に関しては、地点が分かりますし人口
分布も分かりますのでこれは自動的に取れるということでいいと思いますが、評価指標２、
３や満足度ということになると、どこかで調査をする必要が出てきますので、本当にここ
で確定してしまうか、まだ確定版ではなくて今日の意見を聞きながらもう一度専門部会で
見直すという理解でよろしいですか。

事務局：評価指標２の部分については、室蘭市統計書で輸送人員が毎年掲載されているの
で、その時々の人口で割り返した一人当たりの年間利用回数を算出する手法は可能です。
最終的には専門部会や第５回協議会で最終案として協議して頂きたいと考えています。
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B委員：４ページの上の二つめの、「人口減少による公共交通利用者の減少」の記載ですが、
「高齢化による自動車運転困難者の増加し」ということは公共交通機関を使う人が増える
という概念になるのかなと思いますので、この表現は少し違うのではないかと思いました。
ですので多分、「高齢化による自転車運転困難者が増加するものの、人口減少による公共交
通利用者の減少」という表現にならないと違和感があるというのが一つあります。それと、
６ページの基本方針４の「持続可能な提供に向けた取り組み強化」の部分で、一番最後の
センテンスにある「持続可能な公共交通サービスの提供を目指します」という表現ですが、
８ページの基本方針１には「持続可能な公共交通網の構築に向けた取り組み」となってい
て、基本方針４では「情報発信に取り組む」という表現になってます。ここの整合が取れ
ていないのではないかなというところがまず１点。それから９ページの目標２の公共交通
全体の活性化のところと、目標１と２の公共交通という概念は、公共交通全体のことを言
っているのか、上の目標１と２は一部分を言っているのか、目標には公共交通全体と書い
てあるので、この違いが何かということ。あと、資料１、２の中で公共交通網と公共交通
ネットワークと公共交通幹線軸と表現されていて、この３つの違いが何なのかよくわから
ないので、これを統一するか注釈を入れるなど、骨格交通軸が何なのかをきちんと整理し
たほうが良いと思います。

有村会長：ありがとうございます。私からもひとつ注文で、9ページの公共交通圏域とい
う言葉は、公共交通軸と圏域とイメージが違いますので、用語のばらつきと統一してもら
いたいと思います。事務局の方は、これは対応できますか？

事務局：はい。文言等の整理ですので、調整させていただきます。

有村会長：9ページ目の目標 1と 3で、例えば公共交通の利用しやすさをどう評価するか
ということがあって、目標 3が公共交通の利便性向上を評価するということですが、この
2つにあまり差が無いように読めますので、まだ少し整理が必要かなと思います。ただ、
資料が言わんとしていることは分かります。例えば 6ページ目の公共交通サービスの持続
的な提供に向けた取り組み強化というのは、事業者さん側である供給サイドへの支援です
よね。担い手も含めてどうしていくかっていうところを取り組みたいということと思いま
すので、文言の整理はお願いいたします。

有村会長：C委員に質問ですが、この資料 1の最初 3ページ目で、実は室蘭市のバス停の
カバー率は非常に良く、あまり問題は無いということが書かれていますが、4ページ目で
人口減少が始まって、高齢者の数が増えて自動車を運転できなくなる方々が増えるとか、
あとはタクシー運転手がいなくなっていくことが書かれています。免許の返納の状況につ
いて教えてください。現況で返納は進んでいるのか、まだまだ自動車に乗ってる状況なの
か。自動車に乗っていること自体は、私自身は否定はしないですが、事故も増えています
ので。

C委員：具体的な数は用意してきていませんが、まず全国レベルの話としては、運転免許
証については高齢化が進むに従って返納を促す方針はあります。その上で、法律的には 75
歳以上の高齢者について、現状ですが免許証更新前に認知機能検査を義務付けて実施して
います。点数が 1点以下に対しては認知症の疑いがあるとして、認知症の専門医の診断に
よる診断書の提出を義務付けております。それによって、もし認知症と確認された場合は、
その症状の程度が初期であっても重度であっても一律で公安員会としては運転免許証の取
り消し処分を行っております。私も実際見たわけではないのですが、大阪あたりでは大々
的に有名なタレントを使ってコマーシャルを行い、だいぶ自主的な返納を促している一方
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で、北海道は高齢化が進んで自身でも運転に自信が無いけれど、返納しても交通手段が無
い。資料 1を見ましても、本人の運転について記載がありますが、実際には家族の方がど
うしても病院に行かなくてはならず、やむなく運転する。そういう方も結構いらっしゃる
ような話をうちの窓口にくる高齢者の方がおっしゃっています。ですから現状では、数に
ついては北海道は少ないと思います。

有村会長：ありがとうございます。室蘭市民の場合は 4ページ目になるんですかね。室蘭
市の人口構造は、全体の人口が減少するなかで、高齢化率が上がってくることになると予
想されています。人口が減るということになると、バスのネットワークをこのままの形で
維持するとあまり人が乗らない状態になるため、経営資源を集中させるとか、そういうこ
とがこれから出てくるかもしれないですし、市としては立地適正化計画のなかである程度
人口は誘導したい。そうした発想の中で、これからどういう施策に出るのかということが
決めていく必要があると思います。それで具体の施策については議題 2の方で協議してい
ただくということで全体的な施策の体系そのものが 4つの基本方針に分かれていて、1番
目が土地利用ですね。都市計画的に人を誘導しようということと、公共交通を手厚くカバ
ーするところを考えていきましょうということが基本方針 1。基本方針 2が地域の特性を
踏まえてさまざまな公共交通手段を部分的にも地域的にも確保しましょうということだと
思います。基本方針 3が市民意識の醸成ということで、モビリティマネジメントとありま
すが、積極的なプロモーションを打っていくとか、高齢者への支援もありますが、転入で
入ってくる方にバス、タクシーの乗り方とか病院がどこにあるかとか、そういう施策につ
いても、もう少し考えてみましょうというのが基本方針 3。基本方針 4が、路線バスやタ
クシーの運転手の高齢化も実は進んでいる。その中で新しい担い手を育てていくというよ
うな事業に対しても施策として支援していくということが書かれています。この 4つの方
針の中で 9ページ目なんですが、目標 1が公共交通網の維持確保を目指す。目標 2が公共
交通利用者の増加を目指す。目標 3が公共交通の利便性向上を目指す。ということで、目
標 1は維持していく、無くさないように努力しましょう。目標 2がそれと連動しますが、
高齢者が増加したときに、公共交通を使うっていうことに動いていくにしても、全体的な
パイは小さくなっていくので、数そのもので数えると絶対数が減る可能性がありますが、
自家用車ではなく、バスやタクシーで動けるような利用しやすいような環境を創る、増加
させる。目標 3がそのための環境づくり、利便性の向上を目指して、そのための評価指標
を構築いくことだと私は理解してます。評価指標そのものに関してはまだご議論の余地が
あるのかと思います。先ほどご指摘がありましたが、若干文言が錯綜している部分がある
ところについては、統一をするということでよろしいでしょうか。

では、議事 1に関してはこの方針で進めていくことでよろしいでしょうか。

ž 議事1について承認が得られた。

ž 事務局より、「検討事業について」の資料説明が行われた。

有村会長：事業イメージなので、これで全てが網羅されているわけではありませんが、全
て実施するわけでもないと思います。実施できるものと実施できないものですとか、あと
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それぞれ管轄は違うと思いますが、なかなかこの場で確約できるものではないですけれど
も、こういう補助金を上手く使えば支援できますよとか。個人的には 2ページ目のこちら
の方向に行くとバス停がありますよとか、今当然あってしかるべきものがこの中にもいく
つかあるかと思います。あとは例えば 4ページ目の地域コミュニティ交通事業ですが、こ
れは昔からお付き合いしていたもので、平成 25年の地域振興商工組合のバスは途中で止ま
ってしまったんですが、石川町のほうではまだ行っているので、こういう地域コミュニテ
ィ交通も場所によってはもう一度見直す可能性があるかと思います。その分、道南バスさ
んの負担が少なくなるようなダイヤがつくれるのであれば相乗効果が期待されますし、コ
ミュニティバスで道の駅の方へお客さんを運んでいって、そこで乗継させて、基幹となる
ところは道南バスさんで走っていただいて、すると 1時間に 2本か 3本増えるとか待ち時
間も少なくなるので、改めて地域コミュニティ交通に対して要望があるから導入するので
はなく戦略的に導入することを含めて市の方で検討することが必要だと思います。あとは、
5ページ目の高齢者割引バスであるふれあいパスの見直しと書かれていますが、こういう
ことが出てくると民生にも関係してくると思うんですが。

D委員：昨日海岸町という地区に住んでいる人たち６人で食事をする機会があり、なぜ免
許を返納しないのかについて話したときに、自分の家に自家用車があって、すぐ乗れて、
費用がどれだけ発生したか分からないためすごく安いように思う。結論はそこでした。そ
のためには年間自家用車を保有した場合と公共交通を利用した場合の費用が分かれば、高
齢者があまり利用しない公共交通に乗換するよねっていう結論が出ました。ここにいらっ
しゃる方はみなさん現役世代ですから、お話を聞いていると年金で暮らしている方と全然
違うなって思うんです。高齢者に対しては、免許証返納後に自分にメリットがあることに
ついて、金額で出された方が公共交通の方に流れていくのではないかと思います。また、
ハイヤーを利用しても自家用車と比べたら年間的にはハイヤーを利用した方が安いとか。
高齢者が 80歳近くになっても歩ける距離は、実際に見てますと 1.5 キロくらいです。そこ
で気が付いたことは 1.5 キロくらいで終わるんだなって。それより先に行く場合はみなさ
ん自動車を利用するということも分かりました。まずは、自家用車の保有と公共交通の利
用の費用の差を金額で示してあげたほうが免許の返納率も良くなるし、公共交通の利用に
流れるんじゃないかと思います。そして今の時代の流れとして、女性が働くようになって
ます。そうなると、ますます公共交通は乗らないと思います。時間的に家庭の時間、仕事
の時間を考えるとやはり自家用車を持って移動すると思いますので、なるべく費用負担に
ついて金額を出していただければ、私たちはありがたいなと思います。

有村会長：ありがとうございます。具体な金額で出してくださいとのことでしたが、全国
的な金額としては自家用車を買って最後まで利用したら家が一軒建つという金額だそうで。
だいたい自家用車を持たずにタクシーなどで暮した方が、多分そちらの方が安いという。

D委員：室蘭市は坂が多いので、冬になったら本当に危険なので、その時に公共交通を利
用した方が安心できるということをきちっと示した方が良いのではないかと思います。

有村会長：コミュニティバスの話を先ほどしましたけれども、指定管理者制度みたいな形
態になっていて、デマンドで事前予約をすれば迎いに行くが、場所はある程度ゾーンが決
まっていて、道の駅とかある程度結節点のところまでで、その先は道南バスさんに乗って
くださいとか。ただそのやり方でも多分自家用車を購入すると 100 万とか 200 万とかしま
すし、ガソリン代もかかってきます。年間の費用にしたら相当な金額がかかると思います。
タクシーがあることを前提で考えてもドライバーさんの方が減ってくだとか。あとは髙本
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さんにお伺いしたいのですが、８ページ目を見ていいなと思ったポスターなんですけれど
も、人材確保取り組みについて、路線バス運転体験合同就職相談会は反響があるんでしょ
うか。

E 委員：こちらの方は先週の日曜日に「はぎの自動車学校」で行われました。主催は北海
道庁やバス協会です。運転手不足というのは全道的な問題で、運転者が足りないがゆえに
公共交通が維持できなくなるというのは非常に大きな問題と認識し、バス協会などで主催
しています。今回は胆振日高で実施しましたが、来月ぐらいには札幌、あとは函館、もう
既に終わったところは十勝とかですね。全道的なスタンスでやらせてもらっています。28
日は私たちどもも、この体験相談会に出席させていただきまして、我々はバス 2台を持ち
込み、一応バスの運転体験について取り組みさせて頂きました。私の担当としては、20 分
程度の自社 PRを午前の部と午後の部で分けて 2回実施しましたが、年齢も結構幅が広く
若い方から 50歳代くらいの方までまんべんなくいました。午前の部では参加者が 16 名お
りました。午後は 5名、全部で 31名いらっしゃいました。男性は 8割、女性は 2割だっ
たかな。あとは大型 2種をお持ちの方が多数おられました。地域の分布としては、萩野で
実施したにもかかわらず、室蘭、伊達、日高町の方が結構いらっしゃって、一番近い苫小
牧からはあまり来なかったですね。このような取り組みを実施していかないと、運転手を
今までのようにハローワークに出して募集しても、応募者が来ないのが現状です。普通免
許から大型 2種まで免許を取得するとしたら大体 40万円くらいかかりますからね。この免
許を取ってまで稼げるのかなあと費用対効果みたいなことを考えるとなかなか免許も取り
づらいということもありますし、今の若い人は特に車に対して興味が無こともあると思い
ます。我々の若い時だとどんな車に乗りたいという興味がありましたが、今ではそんなこ
とよりスマホの新しいのがどうのっていうですね。全然違う世界になっています。移動手
段はバス、しかも都心部に行けばいくほどそういう傾向が強くなっている中で、バスの運
転手になりたいという若い人はまずいないということが現状です。

有村会長：ありがとうございます。同じく平館さんに質問なんですけれども、例えばタク
シー、ハイヤーなどでこういう就職の相談会の取り組みをこれから実施されるとか、必要
であればある部分を網形成計画の中の事業として市の方にお願いしたいなど考えが何かあ
ればお願いします。

F委員：全国的には、首都圏大手のタクシー会社さんは、大学生の方等を対象に色々な説
明会を実施して大々的に募集しているところもあるそうです。実際に大学を卒業した方が
はじめて就職されるところが、タクシー会社という方々も相当数いたようです。ただ、結
果的には、ほぼ 1年、2年の間にほとんどの方が離職されているという状況のようです。
大学を出た方々は、それだけの費用をかけて大学を卒業し、実際タクシー運転手になった
ところが、下世話ですが元が取れないということなんじゃないだろうかと思います。それ
だったら転職を考えた方が良いのではないかということが現状としてあります。やはりタ
クシーの場合は若い方をどう取り込むかっていうことを考えるとイメージの問題が一番強
いと思います。結局今の若い方が生業(なりわい)としてトラックでも、バスでもそうです
が、運転手になろうという発想そのものが非常に少ないことがアンケートの結果からみら
れています。あと、特にタクシーの場合は 24時間ドアツードアのサービスです。これには、
若い方の体力と頑張ろうという気持ちが無いとサービスの維持が非常に困難な状況にある
ことを前回も申し上げました。高齢の方に就業して頂く働き方を用意すればという考えも
ありますが、やはり 24時間ドアツードアのサービスを維持するためには若い方に仕事と思
ってもらうためにはどうするか、これが一番の問題だと思います。それを全国のタクシー
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会社やタクシー協会で知恵を絞って考えているところではありますけれども、なかなか柔
和な発想が出てこないという現状に苦労している状況です。バス事業者の方々の取り組み
も参考にしたいところですが、空振りの可能性が非常に高いのではないかと思ってます。

有村会長：ドアツードアということで、この網形成計画の協議会の中で年齢構成をみると、
室蘭市内は年齢構成が偏っていてドアツードアが非常に大事なんだけれども、本当に 5年
後 10 年後に 8割の運転手がいなくなる。全体の網形成の網の底をつなぐ部分がバスだけだ
とどうにもならなくて、バスはある程度集まって拠点と拠点の間、バス停とバス停の間を
移動するものですから、きめ細かいサービスのところまで考えるとやはり難しいところが
ありますね。そこで、イメージが悪いところをどう変えていくかというところもあるし、
あとはドライバーさんとなる担い手がいないわけではないという気もします。連続で例え
ば 12時間連続乗務だと、なかなか体力的に厳しいので、もう少し短い時間で勤務できるよ
うなタイムシェアリングのような考え方もおそらくあるでしょう。外国ではウーバーが出
てきていますが、日本はまだ安全面のところで立ち止まっているというところです。ただ、
現政権の成長戦略の中では繰り返し市町村を選定したシェアリングのあり方を検討すると
いうことが書かれていたりします。辻栄さんにお伺いしたいのですが、まだ国としての方
針は決まってないですよね？

A委員：国土交通省としてはウーバーのような自家用車を使った運用は認められない。で
も交通手段としてはきちんとした安全性の確保できるタクシーを中心としたもので進める
という中で、ウーバーもタクシー会社と連携してタクシーの配車システムとして活用して
いることが日本国内でも一部出てきてます。

有村会長：ありがとうございます。新しい技術がこの中だと自動運転が出てきています。
すぐこういう話にはならないと思いますが、ウーバーそのものを見ていると、北海道の今
後の公共交通でどう考えるのか、どう捉えるのかという話をよくしています。大学の先生
方や関係者の方々とは労働力のシェアリングのところは評価すべきだと話しています。安
全面については、安全性を確保できる形で免許の講習をして頂くとか。ある程度ご高齢の
方ですとか、時間がある方がその時は運転手となって働いて、その分費用が支払われると
いう仕組みづくりがうまくできると、まだドアツードアは成り立つのではないかと思って
います。今後環境が 5年間くらいで変わる中で、国側の制度設計の変化にも期待していま
す。

A委員：道内でウーバーを使った配車システムだと、中頓別ではボランティアベースです
けども実施しているところもありますし、また道北の方では notteco(ノッテコ)という相乗
りシステムで手塩と稚内間を相乗りしたりですね、実際に事業としてではなくて、あくま
でもボランティアで実施しています。室蘭市に関しては、まだそこまで担い手がいない、
青ナンバーが足りない、交通手段が無いという状況には追い込まれていないと思いますが、
過疎地域によっては、実際にそうした取り組みを行っています。今後、どんな地域にどの
ような運用で実施していくかが課題だと思いますので、それについては研究を進めていき
たいと思います。

有村会長：ありがとうございます。この議事 2は内容が盛りだくさんで、どれを実施する
かしないかをこの場で決める話ではないと思うのですが、9ページ目で先ほどの議事 1で
施策体系目標というものがあって、その中で短期でできるもの、中期で出来るもの、長期
でできるものについて、今ここでリストであげられてきた施策をこれから専門部会の方で
持ち帰りながら整理していくような作業が出てくると思います。施策案は色々ありますが、
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もっとこんなことを考えなくてはいけないんじゃないかというご意見がありましたらこの
場で聞きたいと思います。

A委員：施策について 6ページ目の ICTを活用した利用環境の向上ですけども、国の方と
しても、バスロケーションシステムとか、また交通系 ICカードの導入にあたっては、制度
等用意していますので活用の検討をして頂きたいと思います。今後、公共交通の利用は地
域の方々のみを対象にすると人口減少で利用者が減るのは目に見えておりますので、観光
客の方ですとか、出張等で来て頂く方等、外から来て頂く方にとっても使いやすい公共交
通を目指す必要があると思います。そのためには、バスロケーションシステムやバスの案
内システムで、どこにいくにはどのバスを使えば良いか、いつバスが来るのか、タクシー
で移動するとどのぐらいの目安になるのか、そういうことが分かれば使いやすくなると思
います。そのためにはシステムの導入を検討していただきたいと思います。また、ICカー
ドについても ICカード１枚で移動ができる環境にあり、そういう方に対しては簡単に移動
できるし気軽に乗って頂けることができます。特に、外国人観光客の方にとっては、バス
に乗ことは非常に分かりづらいんです。日本の小銭で支払をしなければならないため、非
常にハードルが高いのでが、IC カードはかざすだけで清算できますので、気楽に利用して
頂ける環境になります。そういう部分も非常にメリットが大きいのではないかと思います。
5ページ目のユニバーサルデザイン車両の導入検討ですが、高齢者に利用してもらうため
にはこうしたユニバーサルデザインの車両の導入が非常に重要になってくると思います。
市内のバスですが、実は道内の主要都市の中でもワンステップバス、ノンステップバス導
入の割合が少し低い状況です。今後、高齢者の方、障害者の方にも使いやすい公共交通を
目指すためには、ノンステップバスの導入促進という部分も考えていかないといけないで
すし、国の方としても補助金を用意していますので、市、自治体の方も協力して頂けたら
と思います。それにあわせてタクシーもユニバーサルデザインのジャパンタクシーという
のも発売されておりまして、室蘭市内でも 2台程度実際に運行しています。これにつきま
しても、国の補助制度がありますが、ただし自治体との協調補助が前提となっております
ので、自治体の方の補助制度がなければ、タクシー会社さんも使いづらいっていうふうに
なっていきますので、そちらの方の制度検討もあわせてお願いしたいと思っています。

有村会長：ありがとうございます。ICT活用部分はやっぱり私も期待をしているところで
す。先ほどの施策の目標値を決めてモニタリングをする話が出ましたが、事業所さんのデ
ータではなく、公共のデータで密に各路線ごとに乗降客を見ながら、バス停を増やすとか
上屋の整備をするとか、施策そのものの評価にも結びついていと思いますので、導入の仕
方をよく考えてもらいたいなと思います。Google に載るだけでも随分変わりますし、一番
便利な交通モードはどれかという選択だけでも良いと思います。町内会連合会で先般講演
させて頂いたのですが、海外の動向を見ているとMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)
という言葉がどんどん使われるようになってきてます。日本でも、自分で車を保有しない
でサービスとして移動を買うというイメージに変わってきています。先進事例としてフィ
ンランドのヘルシンキの街中にある公共交通は全て統合化されていて、月額の金額を計算
してみたところ 6,500 円程度支払うと 5キロ圏内までを含めて、タクシー、バス、カーシ
ェアリング等、ヘルシンキ市内にある公共交通手段を移動として買うことができます。結
果的には潜在需要と言いますか、動きたかったんだけど我慢して動かなかった方々が6,500
円ならちょっと行ってみようという行動が随分街中に出てくるようになって賑わってきて
いるという報告があります。日本版のMaaS のあり方については、やはり今の段階だと合
法化も進んでいないですし ITも導入されていない状況です。一方でモビリティの危機は目
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の前にあるという状況が今あると思います。そういう技術が出てきたときにも網形成計画
の中で対応できる形でまとめて頂く、短期・中期・長期とありますが、環境が整った段階
で新技術も導入できるような形で仕上げて頂きたいと思います。

C委員：先ほどお話に出たふれいあいパスのことですが、今後事業内容については詳細に
検討しますということは了解しましたが、例えば道内の各市町村がどんなことを実施して
いるか、企画しているのか等の調査をされているのでしょうか。

事務局：道内各地の高齢者向けのバスの支援策は比較検討しています。ふれあいバスと同
じ規模のものから 1利用者 100 円で市内の移動を利用できるものもあります。ふれあいバ
スの場合はユーザーの方が偏っている傾向があり、高齢者の内の約 5％が主に利用してい
るので、もう少し広く高齢者の方々に利用して頂くことを検討していきたいと考えていま
す。

C委員：警察署の窓口から感じられることですが、現状のふれあいパスが必ずしも免許証
の自主返納を促す起爆材とはなっていないと感じられています。もう少しきめ細かく検討
しなければならないのかなと感じています。

有村会長：ありがとうございます。この件につきましても調整していきたいということで
お願いいたします。それでは、今皆様からいただいた意見を反映させる形で次回、第４回
の協議会に向けて専門部会の方で議論をしていきたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。それでは最後の議題、その他です。その他、全体を通じてご質問、ご意見等ござい
ますか。

G委員：先日テレビで白タクの問題の特集をみました。特に新千歳空港あたりでは中国人
による白タクがかなり進出してきており、道内の観光地でもかなり脅威だなと感じました。
その辺の実態は今の段階では掴みづらいとは思うんですけれども、テレビを見た限りでは
バスやタクシー業界に対する脅威が広がっていくことを感じた次第です。

F委員：今の白タクの問題は、特に北海道内においては千歳空港で横行しており、我々タ
クシー業界も非常に由々しき事態だと認識しています。我々業界では友達タクシーだとか
親戚タクシーとかとも言いますが、「いや友達なんです」とか「いや親戚なんです」と言
われると我々としては、もうそれ以上何もできないことが実態で、法的にも証拠が挙がら
ないとなかなか摘発できないというような状況です。ついこの前も苫小牧で中国籍の方の
白タク行為が裏づけされて逮捕されたということで少しづつですけれども進んでいってる
状況です。室蘭においては、最近では外国籍の客船が入港した時に、私たちも実際にそれ
らしきワゴン車が端の方に来て何人かの荷物を積んで走っていく現場を実際に見ました。
室蘭地区でも対岸の火事ではないなという危機感は抱いているのが現状です。

有村会長：似たような話で、先ほど議事 2の方で自転車のシェアリングみたいなものが室
蘭市内でできないかといった話がありました。ofo(オフォ)という中国資本のシェアサイク
ルが和歌山市の方で実証実験をやるということで全部段取りした段階で撤退してしまった
んですね。今週月曜日くらいのニュースで、モバイクも札幌で実証実験を行いましたけど、
1年経たずに撤退をして、ユーザーは集めたけども全然告知していなく、今も事務所は連
絡がつかない状態になっているような状況がありますので、室蘭で検討をするときにはそ
うしたリスクも含めて考えていく必要があると思います。

その他、ご意見等ないでしょうか。それでは事務局に進行をお返しします。
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事務局：次回の第 4回協議会開催は 11月の下旬ごろ、約 1ヶ月後を予定しています。詳
細の日程が決まり次第、開催案内を送付いたしますので皆様の次回もご出席よろしくお願
い致します。以上をもちまして第 3回室蘭市地域公共交通活性化協議会を終了いたします。
本日は皆様お忙しい中お集まり頂き、ありがとうございました。

以 上
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