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１ アンケート調査関係 

(1) 単純集計 
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(2) クロス集計 
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地区 年齢 職業 意見・要望等

棚倉中心地区 ～19歳 高校生 バス停の改善等があれば使用したいと思うし、もっと気軽に乗車できる改善を。ガソ
リン代が高くなっているので、バス停の数を増やす等して改善されれば利用したい。

棚倉中心地区 20歳代 会社員 車があるからどうでもいい。
棚倉中心地区 20歳代 公務員 公費負担や赤字などの問題はあるが、足を持たない学生や高齢者の交通を確保す

る上でも、少なくとも現状を維持できるよう努めて欲しい（バスの小型化や自由に乗
り降りできるバス、町内周回バスなど）。

棚倉中心地区 20歳代 公務員 自家用車を運転する人のマナ-が悪い。
棚倉中心地区 20歳代 無職 高齢者向けにする。バリアフリ-にする。本数を多くする。他の公共交通との連絡を

よくする。バスを小さくするなどしてはどうか。
棚倉中心地区 20歳代 その他 自家用車が使えない人は路線バスが重要な移動手段になる。そのため、利用する

側としては、運賃の低価格化とラッシュアワ-時における座席数の多い車両の使用、
事前に運賃がわかるようにバス停などへの料金表表示等を希望する。

棚倉中心地区 30歳代 会社員 路線バスを利用しているのは学生がほとんどなので、スク-ルバス（今までのバス料
金で）を利用する。高齢者などは、医療機関などで送迎すれば患者の囲い込みがで
きると思う。医療機関でこのようなサ-ビスをしなければ、大きな病院に患者を取られ
てしまう。

棚倉中心地区 30歳代 会社員 車を持っていない、塙厚生病院へ通院する人が、「バスや電車の本数がなくて困る」
という声をよく聞きます。お年寄りなどが通院しやすいよう考えてください。

棚倉中心地区 30歳代 公務員 公共交通については、周辺の市町村との連携もあり、難しいことだと思います。どの
部分を手厚くし、また逆にするかについては、一概には言えませんが、試験運転な
ど一定の期間運行をして、じっくりと見定めてから決定してほしいと思います。

棚倉中心地区 30歳代 自営業
（農林業
含む）

自宅の前がＪＲの停留所になっていますが、乗る人降りる人は朝晩に学生が数人で
す。なくなると困る人もいるのでしょうが、日中誰も乗っていないと思われるバスが通
過しています。効率的に運行する方法はないでしょうか。

棚倉中心地区 30歳代 主婦 学生、お年寄り以外、バスを利用することはあまりないと思います。車も１人1台が当
たり前だし、ムダに運行していると思う。

棚倉中心地区 30歳代 主婦 ほとんどの人が自家用車を利用していると思うが、バスがまったく無くなってしまうの
も困ると思います。棚倉町はいろいろな事に努力していると思います。これからもよ
い町の為にがんばって下さい。

棚倉中心地区 30歳代 主婦 現在は子どもも小さく、自分で運転して出かける事が多いですが、高齢になったとき
や、何かあったときの事を考えると、たとえ本数が少なくとも路線バス等の公共交通
があると心強いです。

棚倉中心地区 30歳代 その他 新幹線で、新白河から帰ってくるのにバスの時間がいまいちでした。乗り継ぎが悪
いと思いました。現在の公共交通は維持してくれないと、現在５歳の子どもが白河
の学校に通学できないかと心配です。

棚倉中心地区 40歳代 会社員 子供の通学に必要なため、ないと困る。テスト時期に昼の時間帯のバスがないこと
もあり、結局時間つぶしの名目で、制服のまま盛り場をうろつくのはどうかと思う。

棚倉中心地区 40歳代 会社員 今40代ですが、将来車が運転できなくなった時（老後）、今以上に交通機関を利用す
ることになると思う。20年後、30年後を思うと町が何らかの交通手段の手配を考えて
欲しい。低価格で利用できる交通機関（町営バス等）を行政サ-ビスとして考えて欲
しい。財政の見直しをして町民が住みやすい町づくりに期待します。

棚倉中心地区 40歳代 会社員 高齢者のことを考えれば、縮小するわけにはいかないと思う。震災の時に、「バスが
運休したら、病院に行けない」という声をたくさん聞きました。

棚倉中心地区 40歳代 公務員 公共交通機関の利用推進のため、ノ-マイカ-デ-を設定するなどしてはどうでしょう
か。

棚倉中心地区 40歳代 主婦 高齢者の一人暮らしの方が買い物の不便さを訴えています。何か良い方法があれ
ばよいのですが。

棚倉中心地区 40歳代 主婦 公共交通を必要とする学生等に支障をきたさないようお願いします。
棚倉中心地区 40歳代 その他 以前は免許がなくて、バスを利用したいと思いましたが、ル-トや乗り継ぎの悪さから

不便を感じました。町内の買い物や病院へ行くのも徒歩でしたので、荷物が多い時
は大変でした。お年の方はもっと大変かと思います。車を運転する方が、日中は仕
事へ出て行くという家族も多いと思うので、公共交通は必要だと思います。利用しや
すい交通であれば、利用者も増えると思いますが、利用しにくい交通ですと、利用者
はどんどん減っていき、悪循環になると思います。

棚倉中心地区 50歳代 - 子どもが通学で利用する時間帯の増便。老人が気軽に利用できる町営バスの設営
（買い物で重い荷物が買えるよう－重い牛乳、ペットボトル、かさばるトイレットペ-パ
-など）。

棚倉中心地区 50歳代 会社員 交通手段（自家用自動車）がない方のために、利用しやすく、少しでも便利になるよ
うに。そのために不要なバス等の運行はやめて（縮小して）、そちらにお金を回せば
いいのではないでしょうか。

棚倉中心地区 50歳代 公務員 他市町村で実施しているレトロバスを運行し、そのバスを運行することにより、町を
明るいイメ-ジにする。

(3)　棚倉町地域公共交通に関する意見・要望等（自由記載）
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地区 年齢 職業 意見・要望等

棚倉中心地区 50歳代 その他 娘が郡山への通勤のため、水郡線を利用していたが、本数も少なく、交通費も高い
のでアパ-ト住まいとなった。せめて、1時間に1本の運行があれば、通勤も可能かと
思い、本数を増やしてほしいと思います。

棚倉中心地区 50歳代 その他 学生はほぼ毎日利用するので最低でも現状維持すべきと考えます。高齢者が利用
する時間帯は別の方法も必要かと思います。

棚倉中心地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

公共交通をなくすことはできない。町の衰退を加速させる要因となる。

棚倉中心地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

自家用車の増加で、大人の利用は確実に少なくなると思う。それなら、学生専用に
バス時間、停留所を合ったものにする。町が負担しているとのことですが、どのよう
な使い方をしているのか公表してもらいたい。

棚倉中心地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

高齢者を街中に誘導する。街中に休憩施設を増やす。城跡周辺を大規模施設、情
報集積地区にする。

棚倉中心地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

免許証が無い老人のために、町内買い物用の循環バスを1日3回位走らせるなどし
て欲しい。

棚倉中心地区 60歳代 主婦 車の運転ができなくなった時（年をとって）、買い物、病院へ行く時が心配です。

棚倉中心地区 60歳代 主婦 水郡線の郡山からの便で、夜9時ころ着く電車があれば、郡山に買い物に行ったと
きや通学に便利だと思います。

棚倉中心地区 60歳代 主婦 駅又はバス停近くに無料（？）の駐車場があれば公共交通も利用しやすい（有料で
も町民には低料金で）。

棚倉中心地区 60歳代 主婦 病院などは、バスがないと老人は自由に行く事が出来なくなるので、電話で予約な
ど、利用できるように様に。空席が見受けられるので、バスの小型化。

棚倉中心地区 60歳代 主婦 塙へ行くときは、福島交通を時々利用していますが、本数が少ないので不便を感じ
ています。１時間に１回あるといいかと思いますが。利用者が少ないので仕方がな
いです。

棚倉中心地区 60歳代 無職 白河とか行く時不便。それと病院に行く時、有料でもいいので、町で送り迎えしても
らえれば、助かります。

棚倉中心地区 60歳代 無職 朝夕の通学交通（特にバス）の改善が必要と考えますが、他の時刻の稼働率はひ
どい状況にあると思います。大幅な合理化（廃止、縮小、小型化）が必要と思いま
す。1100万円の税金を一刻も早く減じる対策をすべきと考えます。消費税増税やむ
なしの時に・・・まずいです。

棚倉中心地区 60歳代 その他 大型、中型のバスではなく小型バス（20人～30人）にして、本数を増やす、停留所を
増やすような利用者の利便性を優先させる必要がある（敬老対策）。また、利便性
の周知をすることが大切。

棚倉中心地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

路線バスが無くなったら困る（常に利用しているわけではないが）が、あまり負担に
ならないように維持してほしいと思います。

棚倉中心地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

町内の循環バスが欲しいです。と同時に、時刻表がないので利用しにくいです。

棚倉中心地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

自分で運転するのでバスはいらない。

棚倉中心地区 70歳代 主婦 今は運転できますけど、この先体がきかなくなることが不安です。
棚倉中心地区 70歳代 無職 公共交通の現在の状況、路線などを住民にもっと知らせて欲しいと思う。
棚倉中心地区 70歳代 無職 町内循環するバス（小型バス）があると便利である。
棚倉中心地区 70歳代 無職 町営の福祉バスを運行してはどうか。
棚倉中心地区 70歳代 無職 あまり良くわかりません。
棚倉中心地区 80歳以上 無職 朝夕、買い物バス（バス券発行）を町内運行して、古町などの茶店とか米店、ス-パ-

、新町などのス-パ-や菓子店などは利用客があると思う。バス券は回数券として
少々高くても利用したい（月に１～２回でも）。

棚倉中心地区 80歳以上 無職 私は足が悪いので週は一度か二度タクシ-を使っております。タクシ-代使用分のい
くらかでも町の方で助けていただけるとありがたいです。タクシ-代は往復で1400円
です。私たち老人はみなそれを希望しています。

棚倉中心地区 80歳以上 無職 中学、高校の登下校に配慮願えれば。
棚倉中心地区 80歳以上 無職 私の場合、家に車は2台あっても若い人は朝7時頃出発するので利用できないし、年

をとると足腰が弱くなり、目も不自由になる。医者に行くのはタクシ-の方が安全かと
思うが、バスがあったらと思う。

棚倉中心地区 80歳以上 無職 高齢者のために町内バスを走らせてほしい。
その他の棚倉地区 20歳代 会社員 車の運転が出来ない学生や高齢者にとっては現状より運転本数を減らしてしまった

ら、すごく不便だし、かわいそう。今のような大型なバスじゃなくて中型、小型の低燃
費なバスにした方がいいと思う。朝、夕だけ大型にするとか。

その他の棚倉地区 20歳代 会社員 高齢者や自家用車がない方が利用しやすい交通機関がもっと必要だと思います。
学生さんが通学しやすい時間や本数など。
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地区 年齢 職業 意見・要望等

その他の棚倉地区 30歳代 会社員 個人的には、町民プ-ルを早く使用できるようにすればいいのではないかと思いま
す。

その他の棚倉地区 30歳代 会社員 老人ホ-ムなどでは、送迎も料金をとっている。それでも利用者は支払いをしている
のだから、バス運行についても、安い料金で効率良く収入を上げることを考えて欲し
い。

その他の棚倉地区 30歳代 会社員 車の無い方にとって、なくなるのは困る。現状がわかりません。
その他の棚倉地区 30歳代 会社員 町内を車で走っていても、バス停で学生しか見たことがありません。他の利用者は

どのくらいいるのだろうか？学生のためのバスとしか自分には思えません。
その他の棚倉地区 30歳代 自営業

（農林業
含む）

負担は増やさずに改善できることがあれば改善する。

その他の棚倉地区 30歳代 主婦 子どもが小さくて車を運転して乗せるのが大変なので、タクシ-の様なサ-ビスがある
とうれしい。タクシ-の割引や無料券など。バスはさっぱり使い方が分からない、せっ
かくだからパンフレットでも作ってはどうか。

その他の棚倉地区 40歳代 公務員 駅の整備。駅までの道路（車、徒歩ともに）の整備。
その他の棚倉地区 40歳代 主婦 小型バスにすればよいと思う。ＪＲバスも通っているので、福交バスはいらないと思

う。

その他の棚倉地区 50歳代 会社員 自分がいざ高齢になり、運転もできなくなり、家族もいなかったらバスやタクシ-は必
要になると思う。利用しやすい回数券タクシ-的な運行があれば、きっと利用しやす
いと思う。大型でなくていいから、細かな路線があれば便利だと思う。

その他の棚倉地区 50歳代 会社員 利用する人達の意見をよく聞いて、必要となる時間帯及び目的地の選定を行い対
応する。

その他の棚倉地区 50歳代 自営業
（農林業
含む）

町の負担がこれほどとは知りませんでしたが、白河方面の学校に通う子供たちには
絶対に必要なので、朝夕の通学のための本数は減らすことはしないでいただきたい
と思います。地元の人だけが乗るのではないので、運転手の教育ももっとしてほし
い。

その他の棚倉地区 50歳代 その他 1年間で約1100万円を町で負担していることを初めて知りました。町全体が赤字経
営と聴いています。お金（税金）の使い道を考えて、子供に借金を残さない経営をお
願いします。町の事を考える町長が出て欲しい。

その他の棚倉地区 60歳代 会社員 冬雪道の運転は自信がないので、利用し助かってました。　できれば新幹線の時間
にあわせてほしい。

その他の棚倉地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

主に通勤通学の利便性を図るべき。

その他の棚倉地区 80歳以上 主婦 商店が集まっている「流」とか、そういうところに一日に何本か定期的にお買物バス
のようなものを走行してもらえると助かります。駅からでいいですが。

その他の棚倉地区 80歳以上 無職 福祉センタ-や役場に行くとき、送迎してもらいたいです。
その他の棚倉地区 80歳以上 無職 高齢なので利用出来ない。
その他の棚倉地区 80歳以上 無職 町の講座やその他文化センタ-の催しが多いが、自転車では坂が急で、参加しにく

い高齢者がいるようです。私は近いし、健康のため徒歩で行きますが、良い方法が
ないでしょうか。

社川東部地区 20歳代 無職 中学生になる時、近くのバス停がなくなってしまって残念に思いました。あったらもっ
と利用していたと思う。

社川東部地区 20歳代 その他 自動車があるので公共交通はほとんど利用しませんが、学生や高齢者のために公
共交通の維持や改善が必要だと思います。

社川東部地区 30歳代 主婦 小・中・高校の登下校にバス（スク-ルバスが必要）　を使いたい。大型でなくても、
ジャンボタクシ-のようなものでいいと思う。学校付近は送り迎えの車で出入りが多
く、危ない。バスがなく、各家庭で車を出しているのはもったいない。

社川東部地区 30歳代 主婦 自宅から遠いので利用することがない。
社川東部地区 30歳代 主婦 ＪＲ浅川～棚倉間（福井辺）に駅ができれば大いに利用する。高齢者も多いので、平

日など自分で棚倉町内や塙厚生病院などに自由に行動でき、子供の通学なども楽
になる。

社川東部地区 40歳代 会社員 棚倉町自体が良くしようと考えている様子が全然見当たらないので、どうなっても知
りません。町こそ、良く考えろ!!

社川東部地区 40歳代 会社員 縮小ではなく路線バス利用者が不便にならない様にして欲しい。棚倉独自よりも他
県、他地域の学べるところを取り入れてはどうか。

社川東部地区 40歳代 自営業
（農林業
含む）

目的を持って、絞った公共交通。

社川東部地区 40歳代 主婦 地方において、どこに行くにも車は必要ですが、車を運転しない高齢の方の買い物
難民は増えています。病院に行くのにも買い物に行くのにも送り迎えが必要で、家
族に毎回依頼するのを申し訳なく思って、病気を我慢してしまったり、買い物では自
由に見て回ってストレス解消する機会がなくなっています。車両を小さくして、本数を
増やしてくださるといい。

社川東部地区 50歳代 - 高齢者が暮らしやすい便利な公共交通を充実させて欲しい。定期巡回（時刻表各戸
配布）。
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社川東部地区 50歳代 会社員 1100万円の負担は驚いています。自分は全く利用しないけど縮小も仕方ないのかと
思う。

社川東部地区 50歳代 公務員 学生と免許の無いお年寄りにとっては、大切な足である公共交通は何とか工夫して
維持する必要があると思います。

社川東部地区 50歳代 自営業
（農林業
含む）

町中以外の部分、町外隣接部分への交通機関を充実してください。子供に放射能
被ばくをさせない事。なぜ3.11後、すぐにスク-ルバス通学させなかったのか。費用
は東京電力に賠償させれば良い。

社川東部地区 50歳代 無職 低料金で、バス停が近くにあるといいです。観光名所コ-スetcがあると良いと思いま
す。それから本数（運行数）も少し多くするといいと思います。

社川東部地区 50歳代 無職 今の時代バスが通らない所が多く、昔のようにバスが通っていれば中学生以上利
用できるのですが。

社川東部地区 50歳代 その他 年寄りが安心してバスに乗り、病院、買い物などへ出掛けられるようになるとよい。
社川東部地区 60歳代 公務員 バス、鉄道、タクシ-の路線、運行時間、料金について、町民に周知する。町内周回

バスの運行（ルネサンス棚倉の送迎バスの活用など）。高齢者利用タクシ-の補助・
割引制度（実施していたなら周知）。

社川東部地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

利用者（必要と思っている人）の意向に沿った方法を考える。

社川東部地区 60歳代 主婦 上台地区からバス停までは大変遠く、バスを利用する時もバス停まで自家用車で
送ってもらっています。バス停の位置、数、行き先が増えないと難しいような気がし
ます。

社川東部地区 60歳代 主婦 町の負担があるのに通ってない部落はたくさんあります。町で負担しているというの
であれば、全町にバスを通さなくてはとも思います。一部だけの町の負担は不公平
とも考えますが、バスが通っても本当に利用しているかが問題で、空回りして欲しく
ないと思います。年間1100万円の負担は驚きです。

社川東部地区 60歳代 無職 福祉バスなどを運行させて、自家用車を利用出来ないお年寄りの方に便利を図った
ら良いのではないでしょうか。

社川東部地区 60歳代 無職 路線バスといっても、街の中での買い物はほとんどないと思います。公共の施設は
高齢者には不便な所ばかりですので、路線バスではなく、小型のバス（マイクロバ
ス）で、行きたいと思う所に行けるような便利な乗り物がいいと思います。

社川東部地区 60歳代 無職 上台はバスが通っていないので、通して欲しいです。
社川東部地区 60歳代 無職 上台もバスが通るようにして欲しい。高齢者の多くは、タクシ-で行っているようで

す。せめて予約ででも利用できると良いのでは。
社川東部地区 70歳代 自営業

（農林業
含む）

中学生、高校生がいない。学校へ子供の送り迎えをしているようだ。

社川東部地区 70歳代 無職 学生が通学で利用しているようなので、縮小はしない方がいい。現状維持でいい。
社川東部地区 80歳以上 無職 棚倉、鮫川間のバスが廃止されてとても不便です。家族や友人の送迎タクシ-を利

用しています。小さなバスでもいいと思いますが、それでも利用者が少ないので駄
目なのでしょうか。でなければ高齢者がタクシ-を利用する時の割引券などがあった
ら助かります。年に何枚かでもいいです。年金生活者にはタクシ-代はとても負担で
す。

社川西部地区 20歳代 会社員 利用者の意見を優先し、負担があれば町民に理解を求める。
社川西部地区 20歳代 会社員 自分は車があるので不便に思わないが、老人など自分で車移動が困難な人に対し

ては、縮小しながらも足の確保が必要だと思います。
社川西部地区 30歳代 会社員 ２８９号線を中心としたル-トを作る。浅川駅経由の便を作る。通学を中心にルートを

作る。集落地を経由するなど。
社川西部地区 30歳代 会社員 運行ル-トを周知させたり、巡回バス的なものがあってもよいのかも。
社川西部地区 30歳代 会社員 使用しないので税金のムダ、無くせば住民税安くなるのでは
社川西部地区 30歳代 主婦 町内は、バス利用がしやすいと思うが、郊外ではバス停などがなく高齢者の足がな

いので、そういう所を改善していくべきだと思う。
社川西部地区 30歳代 主婦 生徒専用（小中高）のスク-ルバス（各方部に分かれて）を朝1回、夕1回でも、各コ

ミュニティセンタ-発着でもいいので、運行していただけるとありがたいです。実現を
早期に希望します。

社川西部地区 30歳代 主婦 町の負担が年1100万円というのは、おどろいた。社川学区から、中学校へのスク-
ルバス運行に回してほしい。

社川西部地区 30歳代 その他 近所に住んでいる方のお話ですが、流の方までバスがないと、お薬を取りに行けな
くて困るとの話を聞きました。調剤薬などを公共交通を利用して宅配してもらうことな
どは難しいのでしょうか？大きいバスでなくともいいので小さめのワゴンを定期的に
まわしてもらうとか・・・。

社川西部地区 40歳代 会社員 家族の負担が大きいので、通学にはバスが利用できるようにしてほしい。
社川西部地区 40歳代 会社員 中学・高校生の時はほぼ毎日利用していたが、自家用車を持つと路線バスは利用

しなくなりました。自家用車なら自由に好きな所に行けますが、路線バスは無理な事
が多く不便。

社川西部地区 40歳代 会社員 町内循環路線バス。
社川西部地区 40歳代 主婦 学生が一番利用しているのでは？利用している学生中心に考えて、他は小型バス

（ちょこバス）の導入を検討されてはいかがですか？
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社川西部地区 40歳代 主婦 老人が多くなる時代にバスは必要になる。
社川西部地区 50歳代 会社員 町の負担額をはじめて知りました。大変だとは思いますが、少数でも利用している

人たちがいる限り、路線バスがあった方がよいと思います。
社川西部地区 50歳代 会社員 お年寄りや学生には路線バスが大変必要なので、今より少なくなったりするのは困

ると思います。
社川西部地区 50歳代 会社員 ますます老人がふえるのでバスをふやした方がよい。
社川西部地区 50歳代 会社員 特にありません。
社川西部地区 50歳代 公務員 この調査は、バスのみであったが、水郡線と連携した利用を考える必要があると思

います。文化センタ-、棚倉駅、役場、中央病院、近津駅を通る巡回バスを考えては
どうですか。駅には駐車場を整備して欲しい（自家用車と公共交通機関の共存）。社
川地区（玉野～板橋）に駅を新設してはどうか。

社川西部地区 50歳代 主婦 路線バスや電車の本数が多くないと、利用者が少なく、どうしても車の利用になる。
もっとサ-ビスを良くしないとダメだと思う。

社川西部地区 50歳代 無職 通勤、通学の時間以外は小さいバスにする。負担している金額を少し別に回して、
お年寄りなどに電話をもらって、時間調整して、ワゴン車のような車で家の近くまで
行き、買い物したい店まで送れば良いと思う。

社川西部地区 50歳代 無職 家の前がバス停で、ゴミを捨てる利用者が多い。バス停を移動するか、本数（便数）
を減らして欲しい。

社川西部地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

多目的バスの運行。

社川西部地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

町独自で経営する。

社川西部地区 60歳代 主婦 よくわかりません。
社川西部地区 60歳代 主婦 棚倉トンネルを通るバスがあれば利用します。
社川西部地区 60歳代 主婦 自家用車の普及で公共交通を利用しない人が増えてきていることは仕方ないことか

と思うが、高齢者は先行不安に思うこともある。
社川西部地区 60歳代 主婦 現在自家用車利用のため、意見を述べることが出来ませんが、要望としては、Ⅵの

③④⑥等の改善があれば良いと思います。
社川西部地区 60歳代 主婦 他県でも利用しているけど、乗る人が少ないのにバスでは維持費もかかるしもった

いない。町の車位の大きさでも。病院へ行くにしても、白河は何とかなるが、塙へ
は・・・バスも電車も病院へ行くには思うように利用できない。

社川西部地区 60歳代 主婦 今は子どもが少ないため利用者が少ない。バスを一回り小さいのにしては。
社川西部地区 60歳代 無職 高齢者が気軽に利用できるようにしたいものです。家にこもりがちな人たちのために

も、車内で色々な人に出会ったり、会話が出来たり。
社川西部地区 70歳代 無職 学生が利用しやすいように停留所を多くする。
社川西部地区 70歳代 無職 最近、私は小学生の登下校を大変心配しています。その理由は学校入口のところ

（社川小学校入口）の交通量が年々増加しているからです。子供たちが車の通りに
非常に気を使っていますが、行く行くは対応しきれなくなるのではないかと思われま
す。何とか早期に対策（社川小学校入口の交通問題）を講じては、と思います。

社川西部地区 70歳代 無職 ＪＲバスが棚倉駅止まりが多く、古町～下町まで行く回数を増やしてほしい。
社川西部地区 80歳以上 自営業

（農林業
含む）

本数が少なくなるので、ますます利用しなくなってしまいます。

社川西部地区 80歳以上 無職 1日1回くらいは町のバスを運行するのがよいと思います。
高野地区 20歳代 会社員 矢吹町方面へ行く交通手段があれば利用者（特に学生）も増えると思う。
高野地区 20歳代 主婦 町民の為になることにお金を使ってほしいと強く思います。お願いします。
高野地区 20歳代 その他 町内をぐるぐる廻る路線がわからない。あるのが分かったら、高齢者は買い物や病

院に行きやすい。町内は今走っているような大きなバスじゃなくて、スク-ルバスか、
それよりも少し小さいものなら、皆乗りやすくなるかも？また、コストも抑えられるか
もしれない。

高野地区 20歳代 その他 スク-ルバスに一般住民が乗れるようにするなどすれば、バス停が遠い住民は片道
だけでも便利なのでは。

高野地区 30歳代 公務員 町営タクシ－にして、ワンボックス車などで利用客の少ない路線は対応する。
高野地区 40歳代 会社員 スク-ルバスの利用希望者にパスを支給して、利用できるようにする（一人住まいの

高齢者など）。
高野地区 40歳代 会社員 近くにバス停もなく、目的地までの路線が少ないので、運転免許のない家族の送迎

が大変である。年寄りなどが病院へ行く時などは事前予約などのタクシ-型は良い
かもしれない・・・。

高野地区 40歳代 自営業
（農林業
含む）

幼稚園は有料でスク-ルバス運行がありますが、中学生や高校生も有料で乗れるシ
ステム（バスが走っていない所は、スク-ルバスの空きがあれば、定期券や回数券で
乗れる）を考えて欲しいです。

高野地区 40歳代 自営業
（農林業
含む）

自家用車での移動が困難な人のためと考えるなら、公共タクシ-の導入や、タクシ-
チケットの配布も検討の価値があると思います。
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高野地区 40歳代 主婦 高野地区にも１日２回くらい、路線バスを走らせて欲しいです。
高野地区 40歳代 その他 車の運転ができなくなったとき、公共交通がないと困るので維持して欲しい。
高野地区 50歳代 - バスが通っていません。前みたいにバスが走ればいいのですが、よろしくお願いしま

す。

高野地区 50歳代 会社員 高齢者のためには一日に数回の運行が望ましい。
高野地区 50歳代 会社員 老人のための路線を作ってほしい。
高野地区 50歳代 会社員 乗客が少ないなら、バスを小型にする等、経費を安いものにしてはどうか。
高野地区 50歳代 公務員 路線バスがない地区については、スクールバスの運行表を知らせ、公共交通として

利用しやすいようにする。
高野地区 50歳代 主婦 町内を回るバスがあったらいいのにね。ルネサンスで運動するのにも少し遠い！！

町内からルネサンスへのバスがあったら利用するのにね。お年寄りや子供達もいつ
でも行けると思います。町民のために、少し考えたらいいと思う。

高野地区 50歳代 主婦 運転本数が少なかったり、バス停が遠かったりした場合、ますます利用しなくなると
思います。自分が運転をするので不便な感じはありません。しかし、運転をしない人
たちのことを思えば、公共交通は大変大事だと思います。

高野地区 60歳代 会社員 自宅近くに公共交通がないので、よくわからない。
高野地区 60歳代 会社員 高野地区にはバスがないので、ふれあいバスを検討してほしい。
高野地区 60歳代 自営業

（農林業
含む）

やがて車の運転が出来なくなったとき、交通手段をどうしたらよいか不安です。年金
生活者のタクシ-利用はきついと思います。路線バス等があれば安心できると思い
ます。

高野地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

勝手に廃止しておいて、利用しているところの負担までやっていられない。

高野地区 60歳代 主婦 私は自家用車利用で路線バスのことを考えた事があまりなかったけれど、身体が不
自由になったら（運転できない）の事も考えさせられ、家の前から乗れる巡回バスの
運行を望みます。小回り出来るバスがいいですね。

高野地区 60歳代 主婦 ミニバスなどで、運転本数が午前、午後ともにあれば良いと思う。
高野地区 60歳代 無職 高野方面はバスが運行されておらず、学生のほか、大人でも自転車（バイク）に乗る

人がいるので、歩道を広くし通れるようにしてほしいです。車を運転していて危険だ
と感じることがあります。富岡付近では歩道に車を停車している方もいます。

高野地区 60歳代 無職 瀬ヶ野地区は高齢者が多く、また、車の運転のできない方の世帯もある。ミニバスで
もよいから定期的に運行するような手段を取って欲しい。

高野地区 60歳代 無職 高齢者世帯の買い物、病院等のための町内循環バスの運行を検討していただきた
い（週2日程度）。

高野地区 60歳代 無職 町長専用車を無くして、公共交通にまわせ。
高野地区 60歳代 無職 公共交通があっても利用者が多数いなければ意味がない。一カ所で買い物、食事、

遊び、リラックスができる場所があれば最高です。
高野地区 60歳代 その他 現在は自分で車の運転ができるので病院とか買い物に行けるのでいいのですが、

将来年をとった場合を考えると、自宅から病院とか買い物に行けるような送迎用の
バス（又は車）があると安心です。

高野地区 70歳代 - 自家用車なのであまり関係ない。
高野地区 70歳代 自営業

（農林業
含む）

棚倉町に路線バスがあるとは思っていない。

高野地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

現在バスが通っていないので、1日2往復ぐらい路線バスがほしい。

高野地区 70歳代 主婦 町のバスをもっと利用できるようにしてほしい。
高野地区 70歳代 主婦 高野地区にも１日２回くらい小さい車でいいから走らせてください（朝とお昼の時

間）。

高野地区 70歳代 無職 町民だれでも利用出来るようなバスをお願いします。
高野地区 70歳代 無職 バスが来ていないので何とも言えないが、今後も自家用車を利用して外出すること

になります。
高野地区 70歳代 その他 路線バスのない地区（高野地区）に、午前、午後の2本だけでも運行してほしい（町

営バス）。
高野地区 80歳以上 無職 高野線にバスを通してください（昼頃と夕方）。年寄りのために。
高野地区 80歳以上 無職 毎日1回又は2回の運行を希望します。高野地区を廻って山本地区に寄って旧棚倉

に出るコ-ス。旧近津地区から山岡地区によって旧棚倉町に出るコ-ス。
高野地区 80歳以上 その他 自家用車で送迎する人が多いと思うので、バスを利用する人が少なくなったと思う。

特に高野地区は利用しないと思います。
近津地区 ～19歳 会社員 あってもなくても同じ。
近津地区 20歳代 会社員 路線バスにお金をかけすぎだと思います。
近津地区 20歳代 会社員 自分は車が運転出来るため、公共交通機関を利用する事がない。しかし、移動手

段が公共交通機関しか無い人もいるため、現在の町の負担は仕方が無いと思う。
近津地区 20歳代 主婦 公共交通がある事すら知らなかった。棚倉は、住民税が高いのにバスを維持する前

に、できる事があるのでは？バスを増やしても、高齢者の利用で、若い人や子ども
の利用はないと思う。税金のムダ！！！！！
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近津地区 30歳代 会社員 デ-タ等だけではなく、利用する人の立場になった維持等、使いやすくする事が一番
です。

近津地区 30歳代 会社員 役場などの公共機関に直結する路線があれば良いと思う。
近津地区 30歳代 会社員 交通弱者の方が利用しやすいよう、交通弱者の方にタ-ゲットを絞り意見を聞く方が

よい。
近津地区 30歳代 主婦 中学生の通学時間に合わせたバスの運行を望みます。
近津地区 30歳代 主婦 子供が中学校に行くようになった時に、中学校前までバス停があると便利でいいな

と思います。
近津地区 40歳代 会社員 これから高齢社会が進んで行くので、質問Ⅵ-⑥のように、高齢者が行きたいところ

に行けるものを考えていただきたい。
近津地区 40歳代 会社員 私は車があるので公共交通についてあまり知らないのですが、時々娘が利用しま

す。忙しい時はありがたいことです。高齢者の方や運転しない方が、買い物袋を
持って歩いているのを見かけます。バスが通らない所は、1時間は歩くと思います。

近津地区 40歳代 会社員 中型バスにして経費を減らす。
近津地区 40歳代 会社員 これから高齢社会になるにつれ、車を運転する者が高齢になり、公共交通機関の重

要性が考えられます。今後も公共交通機関に対する助成が重要と思いますので、よ
ろしくお願いします。

近津地区 40歳代 会社員 年々の高齢化に伴い、バスは必要だと思うが、あまりにも一日の本数が少なく、ま
た、運賃が高い。むしろ病院用のために運行した方が利用する人が多くなるのでは
ないだろうか？利用したことがない児童・学生のために体験乗車とかがあっても良
いのでは・・・と思う（乗り方が分からないから利用しないのだろう）。

近津地区 40歳代 会社員 学生用にもう少し本数を増やして欲しい。
近津地区 40歳代 会社員 通学のための公共交通として考えれば、スク-ルバスとしてチャ-タ-するもの一つの

方法だと思う。
近津地区 40歳代 会社員 大変なのはわかりますが、現状維持をお願いします。
近津地区 40歳代 会社員 土日は現在運行していないが、飲み会などで自家用車を使用できない時不便。土

日の夜に運行してもらえるとありがたい。
近津地区 50歳代 - お年寄りや町内の学校に通学している中・高校生の方たちが、どの位利用している

かが、問題だと思います。スク-ルバスの活用や町所有のバス等を、お年寄りの
方々に利用できるようにすると良いのではないでしょうか。路線バスの維持の負担
金額に驚いています。利用されている方は年々減っているように思います。

近津地区 50歳代 会社員 自分の車があるからしょうがない。
近津地区 50歳代 会社員 バスを小型にして、コストダウンを図り、運行本数を増やす。夜間にバス（棚倉、矢

祭間）を運行する。＊塙、矢祭から棚倉に飲みに来る。棚倉の活性化が必要。アン
ケ-ト結果公表と結果に沿った改善実行をしてほしい。

近津地区 50歳代 会社員 高齢者が増えているため、病院通院の便数の増加をしてほしいと思います。
近津地区 50歳代 会社員 無料バス、高齢者向け車両を導入して欲しい。足がないので病院、買い物に行くこ

とができない。
近津地区 50歳代 会社員 町民が運行しやすいバスの運行ル-トや料金にしてほしい。
近津地区 50歳代 会社員 無作為にアンケ-トの依頼をしても、どれだけの情報が得られるのか？このアンケ-

トが有効なのかが不思議です。学生やご年配の方に限られているかと思われます。
その中でのアンケ-トなら利用状況もわかるのではないかと。このアンケ-トで何を得
たのか確認したいですね。

近津地区 50歳代 公務員 予約制の乗合タクシ-のようなもので、運賃が安い。
近津地区 50歳代 自営業

（農林業
含む）

路線バスは廃止でよい。幼小中はスク-ルバスでよい。

近津地区 50歳代 自営業
（農林業
含む）

白棚線の始発を近津駅に。

近津地区 50歳代 主婦 買い物などに利用する場合、荷物がかさばったり、重かったりした時や、冷凍食品、
生鮮食品など早く自宅に戻りたい時に、バス利用は無理だと思う。保冷ボックスなど
のサ-ビスがあれば利用可能だとは思うけど・・・。なかなか難しいですね。

近津地区 50歳代 無職 バスの本数を少なくするのは、余計利用者が少なくなるのではないか。車等の無い
人はバスは必要です。

近津地区 50歳代 その他 これから高齢者がもっと増えるので、公共交通はなくしてはいけないと思います。
近津地区 60歳代 会社員 運転免許、車ともに、成人（18才以上）はほぼ全員が必要であり、そのため、公共交

通利用者は年々減少している。将来、縮小もやむを得ない。
近津地区 60歳代 会社員 高齢化に伴い、交通手段のあり方を考えるべきと思う。いつまで自分で運転できる

のか不安であり、子供たちも勤めている昨今、公共交通手段に依存しなければなら
ない時がそこまで来ていると思う。

近津地区 60歳代 会社員 転入して４ヵ月ぐらいで、まだ分かりません。
近津地区 60歳代 会社員 高齢者になったら公共交通を利用すると思いますので、よろしくお願いいたします。
近津地区 60歳代 会社員 朝の時間のバスで行かせると、小学校に間に合わないため、各家庭で送り迎えして

いるという話を聞きます。
近津地区 60歳代 自営業

（農林業
含む）

今まで全く利用していないので特にありません。
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近津地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

マイカ-ボランティアを募集登録し、事前予約で交通弱者の送迎をする（町内のみ）。

近津地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

小中学生、老人の方々のみ利用している。老人は病院への利用。

近津地区 60歳代 自営業
（農林業
含む）

バスを小型化し、運転本数を多くして、老人、免許証を持たない人達が利用しやす
いようにして欲しい。

近津地区 60歳代 主婦 私は今、公共交通にはお世話になっていません。しかし、家に若い人がないので、
これから年がいったら、やはり公共交通も利用することになると思います。

近津地区 60歳代 無職 自分で運転ができなくなった時が不安です。どこにも行けなくなってしまう。
近津地区 60歳代 その他 現在は自分で車を運転しますので公共交通について特別考えたことはありません。

しかし、将来は利用することになると思うので、現在の状況を確保してもらいたいと
思います。

近津地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

小型バスにして回数をふやすとか。

近津地区 70歳代 無職 ほとんどの人が自家用車ですので、子供、年寄りのための交通のことを考えた交通
整備をしていくのが町としてもいいのではないかと思っています。

近津地区 70歳代 無職 運転本数を増やして欲しい。
近津地区 70歳代 無職 路線バスを廃止し、町のバス維持費分をタクシ-割引券として出す。学生等は役場

のバスを運行する。
近津地区 70歳代 無職 今は自分の車でかなりの範囲で買物、通院が出来るが、高齢者となり、運転ができ

なくなった時、日常生活の買物が課題である。（通院も含め）公共交通を積極的に利
用するつもりでいるので、いろいろ改善を期待する。

近津地区 70歳代 無職 現状からみて縮小もやむを得ない。
近津地区 70歳代 無職 高齢者が利用しているので、今のままで良いと思います。
近津地区 70歳代 無職 今のところは車を使っていますが、やがては使えない時がきます。その時は、公共

交通に頼ることになると思いますので、考えておくことにします。
近津地区 80歳以上 無職 高齢（８４才）のためタクシ-を利用する場合もある。
近津地区 80歳以上 無職 昨年まで自家用車を自分で運転しましたが、今は年齢を考えて運転を止めました。

今後はタクシ-を利用した町タクシ-を考えてほしい。
近津地区 80歳以上 無職 これから先、車の運転をしなくなったら、タクシ-を利用するしかないと考えている。バ

スの乗降は身体的に無理になると思う。
近津地区 80歳以上 無職 乗る機会がないので分からない。税金での維持はやめてほしいと思う。
近津地区 80歳以上 無職 高齢のため利用しないのでわかりません。
近津地区 80歳以上 無職 公共施設への利用が全くできない。役場、ルネサンス、色々な行事や催しものが

あっても行くものがない。
近津地区 80歳以上 その他 今のところ特にない。マイカ-で往復していますが、使用できなくなった場合は、公共

交通（路線バス）を利用しなければ生活できないと考えます。その際はよろしくお願
いします。

手沢・塚原地区 ～19歳 高校生 高齢者が多いので、バスに介護者もしくはガイドが乗り、案内してくれるような人が
いれば、もっと利用が増えるのではないか？家族も楽になれます。

手沢・塚原地区 30歳代 会社員 高齢者が利用しやすいような仕組みを作って、税金を有効に使って欲しい。
手沢・塚原地区 30歳代 会社員 路線バスの運行を実施してもらいたい。
手沢・塚原地区 40歳代 会社員 今のところ、車の運転ができるのでバスはぜんぜん利用していません。子供が通学

するのにバスを利用していましたが、バスがあって良かったと思いました。
手沢・塚原地区 70歳代 無職 10人乗りくらいの小さなバスにする。
山本地区 30歳代 会社員 公共交通も大事だが、町商店街がかなり活気が感じられず、そのことも公共交通の

利用減につながっていると思う。もっと商店街のことについて話し合ったらどうです
か。

山本地区 40歳代 会社員 自家用車を持っている人へのアンケ-トは意味がないと思います。自由がきかない
子供たちや車のない人にとっては切実な問題だと思います。バスを利用したいのに
時間が合わず、利用できない不便さを耳にします。

山本地区 40歳代 会社員 JR棚倉へのル-トを作っていただきたい（中山本→ＪＲ棚倉→ダイユ-エイト→棚倉
町役場）

山本地区 40歳代 会社員 水郡線の電化と沿線の活性化。
山本地区 40歳代 会社員 ジャンボタクシ-等を利用して、電話で予約制にする。
山本地区 50歳代 会社員 利用者の少ないところはバスではなくワゴン車でもよいのではないか？役場の職員

でも運転・運行は可能ではないか。
山本地区 50歳代 会社員 小中学生用のスク-ルバスを運行した方がよい。
山本地区 50歳代 会社員 乗車数のデ-タをきちっととって、それによって運営したら良いと思う。
山本地区 50歳代 会社員 小学生の通学には利用しているが、他の利用者は見ないので、幼稚園も含めてス

ク-ルバスの運行を考えてもどうか。
山本地区 50歳代 会社員 これから高齢化に伴い、バス利用も多くなると思います。通学時間帯以外はマイク

ロバス等の小型を運行するようにしてもらいたいと思います。
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山本地区 50歳代 公務員 タクシ-券の交付（一人暮らし高齢者世帯）。
山本地区 50歳代 自営業

（農林業
含む）

便の良い町にいる人にはわからないと思いますが、バス停を近くにしていただけれ
ば子供たちともどもうれしく思います。私たちの部落にも回転場所があるのに私の
家の方にはバスは来ません。ダンプが数百台近く走っていて子供達をバス停まで歩
かせるには不安があります。平等にしてほしいです。

山本地区 50歳代 自営業
（農林業
含む）

通学バスと公共交通を同じ運行にできないか。

山本地区 50歳代 主婦 路線別の利用者数を公開してください。スク-ルバス以外で１日の利用者が１０人を
下回る路線は廃止すべきである。

山本地区 60歳代 会社員 細く必要なところへ。
山本地区 60歳代 自営業

（農林業
含む）

通勤時間帯を最優先に運行されれば良い。その他の運行については、地域の意見
等を聞きながら改善されれば良い。

山本地区 60歳代 無職 中学校に孫がいますが、毎日部活動で遅いです。子どもの教育を考え若い者達と
別居生活し、今後ますます山間部はさびれてしまう。農家では生活できない。

山本地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

私達の部落、北山本と中山本の部落は棚倉町の協力により不便はありません。

山本地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

公共交通の増便は負担増となりましょうから現状維持もやむなしと思う。

山本地区 70歳代 自営業
（農林業
含む）

通学バス利用者以外、利用者は無に等しいと思います。通学バス以外の方法も検
討してはと思います。

山本地区 70歳代 無職 現在の公共交通の各路線、乗車数を把握して乗車時間を決める。乗車客のない箇
所等についてはよく検討して運行ダイヤを調整してはどうか。

山本地区 70歳代 無職 各方面によって利用目的が違うと思いますので、各方面ごとに意見を聞きながら路
線バスの運行本数を減少すべきだと思います。

山岡地区 30歳代 主婦 人数も少なく、町内から遠いなどの理由から、公共交通はあきらめています。しか
し、高齢者世帯の方たちは不便な生活をしていることと思います。

山岡地区 40歳代 会社員 バスが通っていても1日の本数が少なくては利用されないと思う。タクシ-型のバスの
ようなものを整備して頂くと高齢者などはよいのでは。

山岡地区 50歳代 会社員 公共交通が発達しなければ町の発展は無いと思う。
山岡地区 50歳代 自営業

（農林業
含む）

高校卒業と同時に皆子供たちは免許を取得する時代です。一方、自家用車の利用
が増す中、高校生までの学校通学は、バスが通っていないということで親等の送迎
が大半をしめているように思います。我家も10年以上続けております。人口は増え
ず、なかなか維持していくのは大変かとも思いますが、私自身高齢者になった時は
どうなるのか？不安な気持ちはなくもありません。

山岡地区 50歳代 自営業
（農林業
含む）

地域の通学用バスの運行を要望します（中学校）。

山岡地区 50歳代 主婦 私の住む所は自家用車無しでは生活が出来ません。今は車の運転が出来るので、
不便は感じませんが、行く末、高齢と共に運転が出来なくなった場合、生活環境に
不安を持っています。財政をゆるがすほど、町に負担を強いる気持ちはありません
が、今現在に於いても困っている人達は大勢居るように見受けられます。何か改善
策などあればお願いしたいですね。

- 70歳代 無職 路線がいつなくなったかも知らされず、意見や要望を聞くのもおかしい。何のための
アンケ-トか意味も分からない。町税の無駄使い。
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(4) 棚倉町地域公共交通に関する意見・要望等のトレンド分析 

 

地域公共交通アンケートにおける、棚倉町の公共交通に関する意見・要望等の自由記載

内容について、出現頻度の高い重要キーワードを抽出し、地区別、年齢別、職業別に分析

を行った。関連性の強い単語ほど単語間の距離が近く図示される。 
（分析ツールとして、「トレンドサーチ 2008」株式会社社会情報サービス社を用いた。） 
 
１ 地区別 

意見・要望を地区別にみると、路線バスの走っていない高野地区は、「路線バスが欲し

い」というニーズが高く、路線バスの充実している棚倉中心地区は町内循環バスを求める

傾向がみられる。また、近津地区は路線バスの本数を増やして欲しいというニーズが高く、

山間地の山本地区は子どもの通学の足としてのバスとしての位置づけが強い傾向がみら

れる。地区によりニーズが異なり、それらのニーズを踏まえた、バスの運行が求められて

いる。 
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２ 年齢別 

意見・要望を年齢別にみると、20 歳代は自家用車を所有しているためか、バスには関
心があまりなく、子育て世代の 30歳代、40歳代は、子どもの通学のためバスを望んでい
る傾向がみられる。特に、70歳代の方は、バスの本数を求めるニーズが高く、80歳以上
になると、バスというよりは、タクシーのニーズが高いと推定される。 

 



123 
 

 
 
３ 職業別 

意見・要望を職業別にみると、高齢である無職の方や主婦の方のバスへのニーズが高

い傾向がみられる。一方、会社員や公務員は、目的地に行くための路線がなく、自家用車

を所有しているためか、バスへのニーズは低いと推定される。 
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● 性別

● 年齢

● 職業

　●

　●

　● ①　知っている（バス停名：　　　　　　　　　　　）

*自宅から（　　　　　　　）ｍ

②　知らない

棚倉町地域公共交通に関する町民アン ケー ト調 査票

※該当する番号に○を付けてください

①　～19歳　　　②　20歳代　　　③　30歳代　　　④　40歳代

⑤　50歳代　　　⑥　60歳代　　　⑦　70歳代　　　⑧　80歳以上

①　高校生　　　②　大学生等（専門学生含む）　　③　会社員　　　④　公務員

Ⅲ　あなたは、ふだん、路線バスを利用していますか。

Ⅰ　お住まいはどちらですか。（大字名のみで結構です）

Ⅱ　あなたご自身についてお伺いします。

①　男性　　　　②　女性

⑤　自営業（農林業含む）　　 ⑥　主　婦　　　⑦　無　職　　　　⑧　その他

運転免許書
の　有　無

①　あ　り　　　　②　な　し

世帯で所有する
自家用車の台数

（　　　　　　） 台

　　　棚倉町大字（　　　　　　　　　　　  　）

自宅最寄り
の バ ス 停

　　　①　よく利用している　　　②　たまに利用する　　　③　利用していない
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Ⅳ

　　　　　（　　　　　　　　　）

　⑤　その他（　　　　　　）

よく行く病院は、どこですか 一番利用する交通手段は何ですか。（１つ選択）

　　　　　（　　　　　　　　　）

毎回の交通費はいくらですか。

＊　町内は店名のみ、町外は市町村名と店名

　　①　知っている　　　　　　　　　　②　知らない

何時頃に自宅を出て、何時頃に帰宅しますか。

　だいたい（　　　　　　）時頃　自宅を出て

　だいたい（　　　　　　）時頃　帰宅する

　鉄道・バス・タクシーを利用している方は

　だいたい片道（　　　　　　　　）円くらい

　⑩　 その他

月に何回くらい行きますか。（１つ選択）

　①　おおむね週に（　　　　　　　　）日

　②　月２日～３日

　③　月1回以下

（該当曜日を全て○→日　月　火　水　木　金　土　）

　⑤　自転車

　⑥　徒歩

　⑦　タクシー

　⑧　バイク

　⑨　病院送迎バス

　●　町外（　　　　　　　　　）市・町・村

　①　自家用車（自分で運転）

　②　自家用車（家族・近所等の送迎）

　③　鉄道

　④　路線バス

よく行く病院まで、公共交通を利用した行き方を知っていますか。

　ア　日常の買い物（日用品や食材などの買い物）

よく行くところは、どこですか。

　●　町内（　　　　　　　　　）

　●　町外（　　　　　　　　　）市・町・村

週何回くらい行きますか。（１つ選択）

　①　ほぼ毎日　　　　　②　週３日～４日

　③　週1日～2日　　  　④　月に数日

よく行くお店まで、公共交通を利用した行き方を知っていますか。

　⑤　自転車

　⑥　徒歩

　⑦　タクシー

　⑧　バイク

　⑨　その他

一番利用する交通手段は何ですか。（１つ選択）

　①　自家用車（自分で運転）

　②　自家用車（家族・近所等の送迎）

あなたの、ふだんの外出行動についてお伺いします。ア～エの外出行動で、該当するも
のすべてにご回答ください。

　③　鉄道

　④　路線バス

　　①　知っている           　　　　    ②　知らない

　イ　病院へ行く

＊　町内は病院名のみ、町外は市町村名と病院名

　●　町内（　　　　　　　　　）

何時頃に自宅を出て、何時頃に帰宅しますか。

  だいたい（　　　　　　）時頃　自宅を出て

  だいたい（　　　　　　）時頃　帰宅する

毎回の交通費はいくらですか。

鉄道・バス・タクシーを利用している方は

だいたい片道（　　　　　　　　　　　）円くらい
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会社や学校の所在地はどこですか。 一番利用する交通手段は何ですか。（１つ選択）

　⑤　その他（　　　　　　）

毎回の交通費はいくらですか。

だいたい片道（　　　　　　　　　　　）円くらい

一番利用する交通手段は何ですか。（１つ選択）

毎回の交通費はいくらですか。

  だいたい（　　　　　　　）時頃　自宅を出て

  だいたい（　　　　　　　）時頃　帰宅する

鉄道・バス・タクシーを利用している方は

だいたい片道（　　　　　　　　　）円くらい

週何回くらい行きますか。（１つ選択）

　①　ほぼ毎日　　  　　　②　週３日～４日

　③　週1日～2日　　　　④　月に数日

　⑤　その他（　　　　　　）

何時頃に自宅を出て、何時頃に帰宅しますか。

よく行く目的地まで、公共交通を利用した行き方を知っていますか。

　　①　知っている                     　②　知らない

　⑤　自転車

　⑥　徒歩

　⑦　タクシー

　⑧　バイク

　⑨　その他（                 　　　　　      ） 

　●　町外（　　　　　　　　　）市・町・村

　　　　　（　　　　　　　　　）

　①　自家用車（自分で運転）

　②　自家用車（家族・近所等の送迎）

　③　鉄道

　④　路線バス

エ　その他の目的での外出（習い事・趣味など）

よく行くところはどこですか。

＊　町内は施設名のみ、町外は市町村名と施設名

　●　町内（　　　　　　　　　）

  だいたい（　　　　　　　）時頃　自宅を出て

  だいたい（　　　　　　　）時頃　帰宅する

鉄道・バス・タクシーを利用している方は

　　①　知っている                       ②　知らない

　⑩　その他

会社や学校まで、公共交通を利用した行き方を知っていますか。

週何回くらい行きますか。（１つ選択）

　①　ほぼ毎日　　　　　　②　週３日～４日

　③　週1日～2日　　　  　④　月に数日

何時頃に自宅を出て、何時頃に帰宅しますか。

　⑤　自転車

　⑥　徒歩

　⑦　タクシー

　⑧　バイク

　⑨　会社送迎バス

　●　町外（　　　　　　　　　　）市・町・村

　①　自家用車（自分で運転）

　②　自家用車（家族・近所等の送迎）

　③　鉄道

　④　路線バス

ウ　会社や学校に行く（パートの方も含む）

＊町内は会社（学校）の大字名、町外は市町村名

　●　町内（大字　　　　　　　　）
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Ⅴ

Ⅵ

Ⅷ

Ⅸ

　④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

棚倉町の公共交通について、ご意見やご要望等がございましたら、ご記入ください。

　①　運転本数が少ない

　②　利用したい時間帯に運行していない

　③　目的地に行く路線がない

　④　路線や運賃がわかりにくい

　⑤　自宅からバス停が遠い

　⑥　他の交通機関への乗り継ぎが悪い

　⑦　時間通りにこない

　⑧　運賃が高い

　⑨　バス停にいすや日よけがない

　⑩   路線バスを利用しないので、分からない　

日常生活でバスを利用する際の利用しにくい点や不満点を伺います。（３つまで選択）

　③　負担のことは知っていたが、金額は知らなかった

今後、棚倉町の路線バスを中心とする公共交通をどのようにするのが良いと思われます
か。

　①　町の負担を増やしてでも、公共交通を今以上に充実する

　②　現状なみの負担で、現在の公共交通を維持する

　③　縮小もやむを得ない

　⑨　車があるので利用しない

　⑩　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

町内の路線バス維持のため、町は 1年間で約1,100万円負担していることをご存知でし
たか。 （*平成23年度）

　①　知っていた

　②　知らなかった

Ⅶ

　⑪　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　④　手を上げればどこでも乗れるようにする

　⑤　事前予約制にして、路線や時間を気にせず、行きたいところに行けるタクシー型運行の導入

　⑥　高齢者向け車両の導入（乗り降りしやすい床の低いバスの導入など）

　⑦　バスの乗り継ぎを良くする

　⑧　路線バスについて、詳しく知らないのでわからない

あなたは、町内のバスをどのように改善した場合、利用しますか。   （３つまで選択）

　①　運行ルートの見直し（分かりやすく、行きたいと思うところを通るなど）

　②　外出する時間帯の便数の増加

　③　バス停の改善（位置の変更・箇所の増加、ベンチの設置など）

ご協力ありがとうございました
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２ デマンド交通導入の検討に向けて 

○ デマンドの検討の前にやるべきこと 

・ 既存路線バスの路線・ダイヤの見直しの検討 

・ 既存タクシー事業者の活用の検討 

・ スクールバス、福祉バス等の活用可能性 

・ 地元地域（団体・住民）による協力可能性（無償運行など） 

・ タクシー運行費の補助 等 

つまりは、費用対効果、地域振興効果、実現可能性などの総合的な検討により判断する

ことになるが、路線バスやタクシーによる運行が困難な場合に選択する場合が多い。 

○ デマンド交通導入の検討の手順について 

最初に、地域の課題に対して、どのような人を対象にどのような移動サービスを行うか

といった目的・目標の明確が必要となる。棚倉町の場合には、目標設定の例として「公共

交通不便地域に住む高齢者などの交通弱者が利用しやすい公共交通サービスの提供を図る」

などが目的例として挙げられる。 

このような目的･目標を明らかにすることで、デマンド交通の導入に向けての方針が明ら

かとなり、具体的なシステムの選定、運行形態の設定などを行う上で、検討内容が明確化

しやすくなる。 

○ 具体的な検討手順 

具体的な検討内容は地域の特性に応じて多様な可能性が考えられるが、以下に一般的な

検討の流れを示す。 

参考図表1  デマンド交通導入検討フロー 

 

検討体制（検討委員会：市町村、学識経験者、地域住民、交通事業者、商工団体等）

＜デマンド交通システムの検討＞ ＜運行形態の検討＞

① デマンド交通導入の可否の検討 ○利用対象者

～ デマンド交通 or 路線バス ～ ○利用者数

同時並行 ○運行形態

路線バス等 検討 （基本ダイヤ・路線の有無）

デマンド交通 ○運行エリア

バスの路線・ダイヤの見直し （エリア制採用の有無）

タクシー運行費の補助 等 ○運行日・運行時間帯

○車両サイズ・台数

② デマンド交通実現手法検討 ○システムに必要な機能

～ＩＴ活用型 or 非ＩＴ型～ ○コスト

○運賃 等

非ＩＴ型

ＩＴ活用型

既存タクシー事業者の活用 等

③ ＩＴ活用型システムの選定

住民・利用者の意見聴取、交通事業者との調整 等
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○ 検討体制づくり 

デマンド交通の検討にあたっては、検討体制づくりが必要である。特に、デマンド交通

の運行申請においては、公共交通の検討委員会（協議会）での合意形成が必要となる（有

料運行の場合）。その場合の検討体制としては関係する利害関係者、すなわち市町村、地域

住民、交通事業者、商工団体、アドバイザーとして学識経験者等を構成員とする検討委員

会を設置することが多い。 

 

デマンド交通導入の検討 

○ 需要量の想定 

検討の基本は、需要量（利用者数）の把握から始まる。需要量は、交通手段選択の最も

重要な要素である。道路に沿ってある程度“まとまった需要”がある場合には、定時定路

線型が適する一方、時間的にも地理的にも“需要が分散”している場合は、非定時非定路

線型などが適していると考えられる。 

また、デマンド方式を選択する場合には、ＩＴ型、非ＩＴ型の選択が必要となる。その

選択の際に重要なポイントは、やはり需要量であり、地方小都市規模ならば新たなシステ

ム費用が不要となる非ＩＴ型で十分（1日あたり50人程度までの利用）である。 

（参考情報） 

利用者が一定の人数まではＩＴなしで人手でも十分対応できるが、利用者数が一定以上

になると、ＩＴを活用した方が効率的に運用できる。ＩＴ活用型の場合、システム導入費

用、維持管理費用が高額となりやすい問題がある。他方、メリットとしては大量データ（利

用者）の処理が可能になるとともに、利用状況に関するデータを詳細に把握することがで

きる。利用者の商店等利用状況・滞在時間・乗り継ぎ等のデータを分析することにより、

商店街の活性化などの対策を講ずることに活用できると考えられる。さらに、人の動きが

ある程度把握できることから、病院や高齢者施設利用等の福祉政策やスクールバス対策な

ど、幅広い対策を行う際にも活用できる可能性がある。 

○ 運行形態の検討 

デマンド交通導入に関して、システムの検討と並ぶ、もう一つの重要な検討の柱が「運

行形態」である。「運行形態」とは、およそ以下のとおりである。以下に、主要項目の考え

方について検討する。 
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参考図表2  デマンド交通導入に際して検討を必要とする項目 

検討項目 考えられる選択肢 

運営主体 ①市町村が自ら運営主体 

②市町村以外が運営主体 

（商工会、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等） 

運行方式 ①ドア・ツー・ドア方式 

②基本路線方式（バス停あり） 

車両サイズ ①中型 or 小型バス、②ジャンボタクシー、③セダン型タクシー 

※車両台数も課題 

運行エリア ①全域＋隣町一部施設、②全域、③一部エリア（or 旧町内） 

運行曜日 ①毎日運行、②平日・土曜運行、③平日のみ運行 

運行時間帯 ①昼間時間帯のみ、②朝夕の通勤・通学時間帯も含む 

運行ダイヤ ①基本ダイヤあり、②基本ダイヤなし 

運賃の形態 ①ゾーン制運賃、②均一運賃、③対キロ運賃 

運賃水準 100 円～500 円程度 ※１つのエリア内の場合 

利用対象者 ①制限なし（外部からの来訪者も利用可）、②自治体住民限定、 

③高齢者限定 

利用者登録 ①あり、②なし 

予約期限 ①当日（リアルタイム、３０分前まで等）、②前日まで 

オペレータの雇用形態 ①タクシー業務兼務、②自治体職員等の兼務、③専属 

運行事業者及び参入事業者

数 

①バス事業者、②タクシー事業者、③ＮＰＯ法人、④ボランティア 

等 ※1 社のみ or 複数 

契約方式 ①運行経費定額補助、②赤字欠損補助、③タクシーメーター精算 

※インセンティブの有無 等 

 

○ 運営主体の検討 

運営主体の選択としては、大別して、①市町村が自ら運営主体となるケース、②市町村

以外が運営主体となるケースの２つがある。一般的には、市町村、商工会、社会福祉協議

会、ＮＰＯ法人などがあり、またバス会社やタクシー会社に委託する場合もある。 

なお、デマンド交通は、既存の路線バスあるいはタクシー事業と競合する可能性がある。

したがって、なるべく地元に関係するバス会社、タクシー会社に委託したほうがスムーズ

に進みやすい。 

○ 運行方式の検討 

運行方式の選択肢としては、大別して以下の2 つがある。 

① ドア・ツー・ドア方式 

自宅を登録して、自宅と目的施設間を運行する。ドア・ツー・ドア方式のメリットは、

バス又はタクシーが利用者の戸口から目的地の戸口まで運行することで、バス停まで歩く

必要がなくなり、特に高齢者にやさしいサービスである。ただし、ドア・ツー・ドア方式

を実現するためには、車両が戸口から戸口まで運行できるための道路整備等がなされてい

ることが条件となる。 
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② 基本路線方式 

基本路線を設定し、基本路線上の共通のバス停間の移動を原則として、予約状況に応じ

て決められた範囲で基本路線外のバス停にも立ち寄る運行を行う。 

いずれの場合でも、地域の地理的事情、導入の背景・経緯、利用者動向等を勘案した上

で、サービス水準とコスト節減を両立させるための創意工夫が求められる。 

○ 運行車両サイズの検討 

運行車両のサイズの選択肢は需要量に応じて、大別して、①中型または小型バス、②ジ

ャンボタクシー（7～10 人程度）、③セダン型タクシー（3～4 人程度）の 3つのケースが

あり、これらの車両を組み合わせて利用するケースも多い。 

○ 運行エリアの検討 

運行対象エリアの選択肢としては、大別して以下の2つがある。 

① 町村域内のみ（全域あるいは一部エリア） 

② 当該市町村＋隣接市町村 

運行エリア選択のポイントとしては、通常は、当該市町村域内のみとしている。隣接市

町村までとするのは、当該市町村に総合病院・駅などがなく、隣接する市町村にこれらの

施設等がある場合や、代替対象となったバス路線が隣接市町村まで運行していた場合など

である。 

ただし、この場合、当然隣接市町村との調整が必要となる。さらに、交通事業者との調

整に関しても、隣接市町村の事業者との調整も必要となる場合がある。 

（参考事例） 

愛知県設楽町、東栄町、豊根村では、生活圏が一体化していることから、域内主要集落

から病院・高校への移動手段を確保するという目標をたて、町村営バスを複数町村で共同

運行し直通化を実現することにより、主要集落から乗り継ぐことなく病院や高校へ行くこ

とができるようにした。 

３町村は町村間の調整や具体的なアドバイスを受けるため愛知県、学識経験者にも協議

に加わってもらい、北設楽郡としての公共交通のあり方を検討するため北設楽郡公共交通

活性化協議会を結成した。なお、この取り組みは、平成24年地域公共交通優良団体表彰（国

土交通大臣賞）を受賞している。（第4章も参照） 

○ 借り上げ賃料水準の検討 

 デマンド交通の多くの場合、運行に関してはバス会社やタクシー会社に委託しているが、

その賃料水準は、各種事例を参照すると、車両維持費、運転手人件費、燃料費、保険料な

ど全て含んで、2,000円～2,500円／台・時間前後と言える。 

したがってデマンド導入の検討にあたっては、一台あたり2,500円／時間、1日8時間借

用として2万円、月 20日（土日を除く）として 40万円、年間にすれば 480万円となり、

年間計算とすれば一台当たり約500万円という想定が可能となる。 

 なお、利用客から徴収する利用料金については、100 円～500 円程度 （１つのエリア内
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の場合）が多く、事業としての採算性よりも、高齢者ら利用客の利用しやすさを優先して

いると考えられる。 

参考図表 3 デマンド交通の各事例における収支率 

導入地域 
収入※1（千円）

Ａ 

支出※2（千円）

Ｂ 

収支(千円）        

Ａ－Ｂ 

収支率（％）       

Ａ／Ｂ 

1 川西町（山形県） 4,645 10,842 -6,197 42.8% 
2 安芸太田町（広島県） 5,823 54,988 -49,165 10.6% 
3 東近江市（山形県） 282 2,297 -2,014 12.3% 
4 みなべ町（和歌山県） 2,689 10,800 -8,111 24.9% 
5 高畠町（山形県） 7,877 18,151 -10,274 43.4% 
6 飯綱町（長野県） 4,096 17,900 -13,803 22.9% 
7 斐川町（島根県） 1,920 9,798 -7,878 19.6% 
8 神栖市（茨城県） 6,834 52,478 -45,644 13.0% 
9 女川町（宮城県） 5,980 32,160 -26,180 18.6% 
10 南相馬市（福島県） 7,877 19,677 -11,800 40.0% 

11 只見町（福島県） 6,640 24,807 -18,167 26.8% 
12 酒々井町（千葉県） 7,573 26,016 -18,443 29.1% 
13 前橋市（群馬県） 6,201 34,842 -28,641 17.8% 

※1 デマンド交通事業に係わる収入 ：運賃収入、広告収入、その他（視察研修費 等） 
※2 デマンド交通事業に係わる支出 ：運行経費、オペレータ人件費、システム関連費用 
（通信費、システム保守費）、その他（事務所家賃、水道光熱費等） 
参考データ 

導入地域 人口（人） 
車両

台数

（台） 

車両の種類 
中型また
は小型 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ
ﾀｸｼｰ 

ｾﾀﾞﾝ型
ﾀｸｼｰ 

1 川西町（山形県） 18,018 (H21.2 末) 3   ● ● 
2 安芸太田町（広島県） 7,948 (H21.2 末) 8   ●   
3 東近江市（山形県） 118,635 (H21.2.1) 4     ● 
4 みなべ町（和歌山県） 14,453 (H21.2 末) 2   ●   
5 高畠町（山形県） 26,050 (H21.2.1) 3   ●   
6 飯綱町（長野県） 12,122 (H20.11.1) 4   ●   

7 斐川町（島根県） 28,363 (H21.1 末) 4   ●   
8 神栖市（茨城県） 91,522 (H21.1.末) 9     ● 
9 女川町（宮城県）※1 9,922 (H20.3 末) 5 ●   ● 
10 南相馬市（福島県）※2 13,079 (H20.12 末) 4   ● ● 
11 只見町（福島県） 5,090 (H21.2.1) 4   ● ● 
12 酒々井町（千葉県） 21,477 (H21.1.1) 4 ● ●   
13 前橋市（群馬県）※ 3 38,054 (H19.9 末) 4   ●   

※1 女川町は、離島を除く人口 
※2 南相馬市は、デマンド運行エリアの小高区のみの人口 
※3 前橋市は、デマンド運行エリアの大胡・宮城・粕川地区のみの人口 

 

○ 契約方式の検討 

運行事業者との契約方式の選択肢には、大別して以下の3 つがある。 

① 行政経費定額補助 

② 赤字欠損補助 

③ タクシーメーター精算 

赤字欠損補助については、大きく分けて、行政による定額補助と、利用料に応じた実費
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割合負担があるが、赤字額を全て行政が補助するケースが多く、交通事業者のリスクはほ

とんど発生しない。 

メーター精算は、実費を精算するため交通事業者は大きな利益もないがリスクもない。

行政側は必要経費が変動するため予算計画を立てづらい。 

なお、運賃収入に対してインセンティブを設ける契約方式もあり、前年度実績を基に算

定した基準乗車収入額を越えた場合に運行事業者の収入になるケース、想定した利用者に

対し運行事業者が設定した経費と運賃収入の差額を定額で行政が負担し、想定した利用者

増の収益は運行事業者の収入になるケースなどがある。 

（参考事例） 

インセンティブ契約については、和歌山県みなべ町で行われており、運賃収入が一定額

を超えた場合、目標利用者数を越えた場合の運賃収入がインセンティブとして運行事業者

に支払われている。 

○ 利用定着に向けた工夫の検討 

（周知・広報活動が重要） 

通常のパンフレット・チラシ・テレビ・ラジオ等による広報活動がある。また、フェイ

ス・トゥ・フェイスによる周知活動が効果的で、高齢者が多い地域などでは、自治会や老

人会を通じた広報が有効と考えられる。 

さらに、口コミは最も有効な広報手段と考えられる。実際に利用した近所の高齢者らが

「便利で使いやすかった」、「運転手さんが親切で助かった」などの感想を、色々な人に話

してもらうことが利用促進につながると考えられる。 

（体験乗車会の開催等） 

開設当初は利用になれてもらうために、無料乗車券の配付なども有効である。 

（病院・学校・商店街・役場等とのタイアップ、サポート体制の整備） 

病院などに出かける場合、診察時刻が決まっているため行きの予約は取れるが、診察の

終わる時間がわからず帰りの予約を取れない場合がある。そのような場合、出かけた先か

らの予約が必要となるが、用務先である、病院・学校・商店街・役場等とのタイアップ、

サポート体制の整備が有効である。 

○ デマンド交通の成功のカギ 

デマンド交通の成功のカギは、低コストで使い勝手がよいことに尽きる。低コストで使

い勝手がよいデマンド交通を実現するためには、地域の実情、住民のニーズに的確に応え

るデマンド交通システム・運行形態が選択される必要がある。 

様々な調査・ヒアリングを行い、住民のニーズを的確に把握するとともに、説明会や住

民との意見交換会等を開催することで、住民の意向を十分に踏まえた手順や段取りを経る

ことが重要である。さらに経営環境が厳しい今日では、地域の公共交通手段の確保に主体

的に参加している、といった意識を強く持ってもらうことが求められている。 

利用者がいなければ、デマンド交通でも最終的には廃止されてしまう可能性のあること
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に留意し、公共交通を地域自らの問題ととらえ、利用促進・活性化に住民自ら取り組んで

もらうような体制を整えることが重要と言える。 

（本稿の内容の多くは、以下の資料からの編集あるいは引用に拠っている） 

 

資料： 

国土交通省『地域公共交通に関する新技術・システムの導入促進に関する調査』平成21年 

国土交通省『地域公共交通に関する新技術・システムの導入促進に関する調査』デマンド

交通編、平成21年 

国土交通省関東運輸局「地域公共交通の活性化・再生の進め方に関する調査報告書」平成

22年 
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