
音更町
町民ワークショップ
《実施報告書》

令和４年 10月

TOWN OF OTOFUKE



１．町民ワークショップの実施概要

実 施 目 的

実施日時 実施場所 対象者 参加人数 事前アンケート

令和４年 ８月２４日（水)
１３：００～１５：００

総合福祉センター大集会室 民生児童委員 ２０名
配付枚数９４部
３９部(回収率:41.5％)

令和４年１０月１１日（火）
１４：３０～１５：００

総合福祉センター中集会室 老人クラブ連合会 １８名
配付枚数２４部
１８部(回収率:75％)

実施日時・実施場所・対象者・参加人数・事前アンケート

事前アンケート調査

地域公共交通のマスタープランとなる「音更町地域公共交通計画」の策定作業を進めるに当たって、移動に制約のある高齢者の皆さんの
公共交通の利用実態などを把握し、計画の内容に反映させることを目的に、音更町の民生児童委員及び老人クラブ連合会の皆さんを対象に
した町民ワークショップを実施した。

<開会の様子> <説明の様子>

＜意見交換会の様子＞

事前アンケートの内容

1. まず、あなた自身についておたずねします。

2ｰ1.把握している移動実態について

2ｰ2.よく利用する医療機関・商業施設について

3．公共交通や移動に関して、把握している要望・意見について

事前に地域の実態を確認するため、アンケート調査を実施した。
なお、このアンケート結果を基にワークショップを進めた。

【事前アンケート調査の実施目的】
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・子供が近くにいないので、移動の際に頼れない
・「宝来地区」は7,000～8,000人の人口が住んでいるが、路線バスの利便性が低いため、高校への通学は親が送迎していることも
ある

２．意見交換会集約 ～地域の課題・要望等について～

・「雄飛が丘」からバス停まで歩いている人がいるのが現状であるため、運行ルートを見直してほしい
・「乗車時間が長い」、「運行ルートが分かりづらい」、「乗車時間が合わない」等の点から利用しづらい
・現状、コミュニティバスの利用は不要であるが、免許返納後や家族の送迎が難しくなる等の事態を踏まえ、運行便数を増やして
欲しい

・町外でバス利用をした際に、バス停以外の場所で自由に乗り降りすることが出来て、便利だと思った
・自宅からバス停までが遠いので小さなバスを運行させて、住宅街を細かく走らせてほしい。もしくは、
コミュニティバスの乗降場所について、現在のバス停以外で自由に乗り降りしたい。特に冬は苦労している。

・本町コースを乗り換えなしで「帯広徳州会病院」まで走らせることができないか

① コミュニティバスの運行について

・「北藤が丘」、「藤が丘」について、移動に不便を感じている人がいる
・周囲に農村部の乗合タクシーを利用したい人がいるが、予約に対して不安があり、利用したくても利用していない人がいる。
・乗合タクシーより、個別で移動できる手段(タクシー等)を増やしている人が多い

② 農村地域予約制乗合タクシーの運行について

③ バス停の環境について

・買い物で歩くと疲れるため、バス停に椅子を置いてほしい
・高台に住んでいるが、バス停から家までの距離を歩くのが辛い

④ 移動に係る要望について
・有償のボランティア等が増える仕組みを作れないか
・買い物等の専用の乗り物を出して欲しい(大型タクシー等)
・町民は帯広の病院へ通院することが多いので、コミュニティバスを充実させるよりも、タクシー料金の補助制度を導入する
ほうが町民の利便性が高まると思われる

・帯広市では70歳以上の市民を対象に、バス料金の無料制度を導入しているが、音更町でもバスやタクシーなどの公共交通料金
の支援制度の導入を検討して、免許を返納した後でも、外出しやすいまちにしてほしい

⑤ その他

※意見を一部抜粋して掲載
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３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》

１．まず、あなたが担当する地区についておたずねします。

N=３９
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２ｰ１．把握している移動実態について

①一人で外出できる方のご意見 ②一人で外出が困難な方のご意見

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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①一人で外出できる方のご意見

【各交通機関】
・高齢になるとバス停に行くのも大変であり、特に冬に寒い中バスを待つのは身に応える。
・運転免許証を自主返納された方に、コミュニティバスの回数券を交付すると利用者拡大につながると思います。
・帰りの時間が合わず困る事がある。ホーマックへ行きたいが、バスがないので困る。
・スーパー等に行くのに、交通手段の運行内容(運行時間が長い・運行便数が少ない等)が原因で、片道はタクシーを利用する必要がある。
・コミュニティバスについて、運行時間が長く、体に負担がかかり不便を感じている。 など

【自家用車】
・日常の移動は自家用車を使用しているため、公共交通は使わない。
・自家用車で用事を済ませているほか、配偶者の移動をフォローしている。 など

【家族等の送迎】
・高齢であるため、基本的には家族(子供など)の自家用車で買い物や通院に行っている。
・バス利用のほかに、家族や友人に送迎してもらっている。 など

【福祉・介護タクシー】
・利用したいバス停までが遠く、歩くことが大変であることから、福祉タクシーを週３回利用し、通院及び買い物をしている。
・歩行困難な障害者の場合、介護タクシーを利用している。

【自転車】
・免許返納後は、病院・買い物・金融機関等の移動に電動自転車を利用。
・夏場は自転車を利用することが多い。

【移動販売等の利用】
・「駒場地区」には、お店がないため、移動販売車を利用している。但し、移動販売車で取り扱っていない商品は、通院に合わせて直接
お店へ行って買う必要がある。
・車の運転に自信がない方が増えてきたせいか、食品等の配達「トドック」を利用する人が多くなってきている。 など

【その他】
・道の駅に行きたいけど行けない。 ※空港線を利用して「道の駅」まで行くことは可能
・免許返納をしたため、大型スーパーに行くことが出来ない。 など

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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※意見を一部抜粋して掲載



②一人で外出が困難な方のご意見

【家族等の送迎】
・家族にお願いして曜日を決めて来てもらい、３カ所回ってもらっているが気を使う。本音は自由に行動したい。
・子供、兄弟が音更町や帯広市などに居住しているので、病院や買い物への送迎をお願いしている。 など

【タクシー】
・子供達も近くにいない方が多いので、タクシーしか頼れない。なお、タクシーはお金がかかるため、買い物に行く回数を減らすなど
工夫しながら生活をしている。
・タクシーを利用するが、福祉タクシーがあればと思います。 など

【介護施設又は病院の送迎】
・何らかの介護認定を受けた方は、デイサービスやショートステイ＆介護施設に入所されている。また、透析患者は家族(子供)が送迎を
している。もうじき、介護認定を受けられたらタクシー通院も頭に入れてあるとのこと。
・病院や施設から出ている送迎バスを定期的に利用するほかに、家族の付き添いのもとで通院する。１人で外出が困難な方は外出に
躊躇しているので、安心できる方の付き添いが大事かと思います。 など

【移動販売等の利用】
・各家庭に来る移動スーパーなどを利用している。
・宅配等を利用している。

【その他】
・免許証の返納を役場でも奨励しているか不明であるが、返納後の交通手段が困るため、交通弱者を出さないための施策を
お願いしたい。また、実際の移動については、バス停まで遠く、荷物があると歩けない。
・シルバーカーを使っているが乗降するときのヘルパー(サービス)が欲しい。

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
※意見を一部抜粋して掲載
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２ｰ２．よく利用する医療機関・商業施設について

①医療施設

〈町内〉 〈町外〉

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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全利用者数：７９人 全利用者数：２８人
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２ｰ２．よく利用する医療機関・商業施設について

②商業施設

回答数(人)

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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〈町内〉

〈町外〉
・ぴあざフクハラ札内店 １人



３．公共交通や移動に関して、把握している要望・意見について

①一人で外出できる方のご意見

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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【移動について】
・高齢者２人世帯で住み、腰痛、めまい、難聴の持病を
持っている。免許返納後の買い物、通院が不安になる。

・帯広方面へのバスの便が少なく、車を持たない方には
不便である。 など

※意見を一部抜粋して掲載

【運行内容について】
・十勝バス・拓殖バスの本数が少なくなり大変不便してい
る。また、乗車したバスに時刻表を用意してほしい。

・コミュニティバスについて、運行便数が少なく、乗車時
間が長い。また、バス停まで遠く移動が大変である。

・あまり不便を感じてないが、コミュニティバスが町道に
も入ってくれればもっといいと思う。 など

【運賃について】
・時々、コミュニティバスの乗車状況をみますが、誰も
乗っていない時があります。町内限定のもと、タクシー
での高齢者向け割引料金(割引チケット)でもって、対応
した方が喜ばれると思います。

・高齢者、障がい者の料金を無料にしてほしい。 など



３．公共交通や移動に関して、把握している要望・意見について

②一人で外出が困難な方のご意見

３．事前アンケート調査結果 《民生児童委員》
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※意見を一部抜粋して掲載

【移動について】
・高齢者のひとり暮らしのため、病院・買い物等の移動の
際、子どもの支援が受けられない時は不安である。

・病院関係は帯広への移動のため、一般のタクシーを利用
する など

【運行内容について】
・無理だと思うが、自宅前で乗降できればよい。

・商業施設の駐車場に乗降場所を作って欲しい(イトー
ヨーカドー、厚生病院)。 など

【運賃について】
・タクシーを利用することが多く経済的に大変である。

・タクシー利用が主であり、可能であれば半額でも補助し
ていただければありがたい。 など

【その他】
・町内外への外出について、誰に相談したら良いかわから
ない。

・家族の支援を受けられるので安心。



４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》

１．まず、あなたが担当する地区についておたずねします。

N=１８
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２ｰ１．把握している移動実態について

①一人で外出できる方のご意見

４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》
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①一人で外出できる方のご意見

【各交通機関】
・コミュニティバスはかなり遠回りになり時間もかかる。
・乗合タクシーの利用料金を考えると、個人タクシーを利用した方がまだよい。 など

【自家用車】
・私共夫婦は、88才と84才で今は元気で車を運転しているが、近い将来のことを考えるとどうすれば良いかなと考える。これより、
老人クラブの会員証を作って、この会員証を提示し、タクシー割引になるようなことはできないものでしょうか。
・今は、車を運転することが出来るため不便を感じてないが、いずれ車の運転が出来なくなれば、どこにも行けなくなる。 など

【家族等の送迎】
・運転免許を返納したため、町へ出る時は困る。結局一人では行けず、家族にお願いしてやっと行くことが出来る。
また、乗合タクシーやバスの利用が不慣れであるため、どうしても家族に頼るしかない。

・外出には家族に頼んで移動しているが、自由がきかない。友達に（高齢者）に乗せてもらうのも問題あり。 など

【自転車】
・自転車、夏は良いが冬は銀行やスーパーに行くのに不便を感じる。

【その他】
・不便に感じている事は無く、近所でも不便さについて聞かない。
・なるべく子供に迷惑をかけたくないので無理して（頑張って）出かけるが、途中で疲れてしまうことがある。また、高齢になると行きたい
スーパーまで行けない。

４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》
※意見を一部抜粋して掲載
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２ｰ２．よく利用する医療機関・商業施設について

①医療施設

〈町内〉 〈町外〉

４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》
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全利用者数：１５人 全利用者数：５人



２ｰ２．よく利用する医療機関・商業施設について

②商業施設

４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》
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３．公共交通や移動に関して、把握している要望・意見について

４．事前アンケート調査結果 《老人クラブ連合会》
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【運行内容について】
・バスの時間と乗合タクシー、コミュニティ
バスと路線バスの乗り継ぎが悪く、利用し
づらい。

・往路はバスに間に合うが、復路は運行間隔
が長いので、もう少しバスの本数を増やし
てほしいです。 など

【運賃について】
・タクシーを利用するが、料金が高く大変である。

【移動について】
・1人で外出できないため、家族にお願いして
通院や買物をしているが、家族の都合がつ
かないときに利用できる公共交通がほしい。

・歩くのが大変になってきているので、公共
交通の利用はしたいが、思う様にならない
ことが多い。そのため、通院・買い物は、
家族にお願いしている。 など

※意見を一部抜粋して掲載



・コミュニティバスの利用について、自宅及び目的地からバス停までの移動が大変であることから、住宅街を細かく運行、
もしくは、コミュニティバスの乗降場所について、現在のバス停以外で自由に乗り降りしたいとの意見がある。

・コミュニティバスの運行について、町民の利用したい時間帯(買い物や通院など)に運行しておらず、「便数の増便」や
「運行時間帯の見直し」を求める意見がある。

・また、運行内容に係る意見として、「乗車時間が長い」ことや「運行ルートの見直し」を求める意見もある。

・バス停に椅子を置いてほしい等、バス停の環境について改善を求める意見がある。

５．町民意見交換会から見えてきた現状・問題点

・乗合タクシーの運行地域である、「北藤ヶ丘地区」、「藤ヶ丘地区」において、移動に不便を感じている人がいる。

・農村部の乗合タクシーを利用したい人がいるが、予約に対して不安があるとの意見がある。

17

・コミュニティバスの乗降場所について、現在のバス停以外で自由に乗り降りをしたいとの意見がある
・コミュニティバスのサービス改善を求める声が多い

・乗合タクシーに不便を感じていると指摘する声がある
・乗合タクシーの将来の利用需要が見込まれる

● 現状・問題点

● 現状・問題点



５．町民意見交換会から見えてきた現状・問題点

・町民は、町内の病院のほかに、「帯広市」の病院にも通院している。

《老人クラブ連合会》

・「自家用車」や「家族の送迎」を利用している町民は、免許返納後に不安を感じており、交通弱者を出さないための施策を
お願いしたいとの意見もある。

・農村部の乗合タクシーを利用したい人がいるが、予約に対して不安があるとの意見がある。(再掲)

・路線バスなどの公共交通の利便性が低いため、高校への通学は親が送迎していることもある
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【町内】 【町外】 【町内】 【町外】

・町民の生活移動の実態として、「帯広市」まで移動している

・高齢者の免許返納後の不安は大きい
・乗合タクシーの利用意向はあるが、予約に対しての不安があるとの意見がある
・居住地区によって、通学に伴う移動負担に差が生じている

● 現状・問題点

● 現状・問題点

《民生児童委員》
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