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今回の研究の目的と成果発表の内容
人口減少や高齢化の進行による交通弱者の増加に対応し、

持続可能な地域公共交通体系の形成に向けた研究を行う。

今年度から研究がスタートしたことに加え、地域公共交通に関す
る施策は綿密な調査や実証実験を行い、決定することが望ましいと
されていることから、今回は、 上地域の現状と問題点を分析
し、課題と推進施策の考え方、その考え方に基づく、

具体的な施策の骨子を発表する。
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研究のターゲット
前回の中間報告の際には、観光客を対象とした２次交通

の視点からアドバイスもいただいておりましたが、

将来の高齢化などの社会変化を踏まえ、今回の研究は、

高齢者を中心とした交通弱者

をターゲットとして考えております。
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地域公共交通に関する
国の施策の状況と動向
交通政策基本法（ H25.12施行）

交通に関する施策について、基本理念およびその実現を図るの
に基本となる事項を定める。また、国と地方公共団体の責務等を明
らかにした。

その後、公共交通ネットワークの再構築や生産性向上などの取り
組みを促すため地域公共交通再編事業を創設し、同事業を実施す
るための地域公共交通再編実施計画の認定制度を創設。

⇒公共交通自体の稼ぐ力、特に利用者増のための取り組みを国
がバックアップするようになってきている。
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高齢化が進む 上地域
・2030年の 上地域の老年人口割合は40％を超え、2035年に75歳以上の高
齢者数はピークを迎える。
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高齢者の年齢区分別将来推計 65‐74歳

75歳以上

85歳以上2035年まで
増加！

65－74歳の
高齢者は減少
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10/1基準 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

0～14歳 9,987 8,591 7,273 6,387 5,701 5,210 4,792 4,363 3,898 3,41

15～64歳 46,124 41,378 36,778 32,634 29,410 26,919 24,221 21,639 19,545 17,89

65歳以上 23,252 24,020 24,884 24,930 24,061 22,447 20,996 19,393 17,576 15,71

計 79,363 73,989 68,934 63,951 59,172 54,576 50,009 45,395 41,019 37,03

年少人口割合 12.6% 11.6% 10.6% 10.0% 9.6% 9.5% 8.8% 8.0% 7.1% 6.3%

生産年齢人口割合 58.1% 55.9% 53.4% 51.0% 49.7% 49.3% 44.4% 39.6% 35.8% 32.8%

老年人口割合 29.3% 32.5% 36.1% 39.0% 40.7% 41.1% 38.5% 35.5% 32.2% 28.8%

総数 9,874 10,280 11,667 11,148 9,713 7,566 6,841 6,762 6,071 5,07

男 4,534 5,053 5,775 5,282 4,390 3,513 3,235 3,269 2,950 2,42

女 5,340 5,227 5,892 5,866 5,323 4,052 3,605 3,493 3,121 2,65

総数 13,378 13,740 13,219 13,781 14,658 14,878 14,156 12,632 11,505 10,63

男 4,908 5,077 4,935 5,500 6,012 6,055 5,660 4,916 4,488 4,18

女 8,470 8,663 8,283 8,281 8,647 8,823 8,496 7,716 7,017 6,45

総数 3,582 4,842 5,427 5,477 5,207 5,821 6,450 6,416 5,855 5,07

男 1,052 1,469 1,651 1,697 1,658 2,066 2,301 2,224 1,986 1,66

女 2,530 3,373 3,776 3,779 3,549 3,755 4,149 4,192 3,868 3,40

85歳以上

高齢者の将来人口推計　（ 上地域）

国勢調査 将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）

65-74歳

75歳以上
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免許を持たない高齢者の増加
現在の75歳以上の女性の免許保有者率は10％未満であり、このままの割合
で推移したと仮定した場合、免許を持たない女性の高齢者が増加する。
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国の道路交通法の改正
・一定の違反をした場合に臨時に認知機能検査を受検

・75歳以上の運転免許保有者に対し、認知症のおそれがあると判
断されたものは、医師の診断を受けなければならない。

⇒認知症の診断を受ける人は5万人程度増加の見込み

⇒国では、持続可能な地域公共交通網を形成するため、自治体等
の連携・協力を要請
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運転免許の申請取消(自主返納)の急増
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高齢者の運転免許自主返納を促す理由
運転事故死者数の４割は高齢者

（主な理由：漫然運転、運転操作不適、一時不停止）

高齢化により注意力などの身体機能が低下する。

高齢者の交通事故は年々増加傾向にあるため、免許の自主返納
を促したい。

しかし、免許返納した後に、不自由なく移動ができるという安心が
無ければ、免許の自主返納は進まない・・・。
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上地域の地理的特性
住民は、単独自治体だけで、目的（通院・通勤・通学等）の全てを満た

すことはできていない。

特に、専門的な医療機関として県立新庄病院への依存度は高い。

各市町村において次の目的をどのようにまかなえているか頭の中で
イメージしてください。

・通院（週に１回、歯医者・整形外科など）

・買い物（週に２回、日用品・雑貨品）

・通勤、通学（毎日）

・娯楽（週に１回、温泉・運動・文化活動）
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地域公共交通の現状と問題点
～地域公共交通の現状（１）～
○地域公共交通の利用者数と運賃収入の減少

民間バス、市町村営バスなどについて利用者数と運賃収入が減少している。

○公共交通事業者の撤退によるサービスレベルの低下と行政負担
の増加

山交バス株式会社が運行していた路線が減少し、市町村が代替バスなどの

交通施策を実施するようになってきた。

山交バスに至っては、利用者の減少により、ここ20年で減少した路線は

6路線。

平成２９年３月末をもって、肘折線を廃止する予定である。
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地域公共交通の現状と問題点
～地域公共交通の現状（２）～
○交通事業者の経済的疲弊と存続問題

交通事業者業界全体の問題として、乗務員の高齢化と現場の人手不足によ
り事業継続が困難になってきている。

市内の交通事業者へヒアリング調査をした結果、後継ぎがいないとの声も。

○８市町村の地域公共交通関係事業費の増加

平成２７年度の 上地域全体での地域公共交通事業費の合計は

約１億７５００万円。

地域公共交通への期待がある以上、地域公共交通は持続させなければ・・・。
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地域公共交通の現状と問題点
～地域公共交通の問題点～
○地理的、時間的公共交通空白地帯の存在

８市町村の現在の地域公共交通をみた場合に、地理的・時間的に地域公共
交通が通っていない空白地域が存在している。

○住民や事業者との協働体制の不構築

８市町村の担当者にヒアリングを行った結果、住民や事業者と話し合う機会
が限られているため、十分な協議が為されていないことが分かった。

○地域公共交通の目的、意義、可能性を研究しきれていない。

地域公共交通についての研究が不足しており、担当者で取り組み姿勢が変
わってしまい、近い将来を見据えた視点が不足している。
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上地域の
地域公共交通の４つの課題（１）
＜ 上地域を取り巻く社会環境に係る課題＞

① 社会環境の変化により、高齢者を中心とした交通弱者
の増加に対応する利用者にやさしく安心安全な移動手段の
確保が必要。

＜ 上地域の地理的特性に係る課題＞

② どの市町村からでも住民の目的を満たす地点（病院、
買い物施設、学校など）までを繋ぐ交通手段の確保が必
要。
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上地域の
地域公共交通の４つの課題（２）
＜地域公共交通の課題＞

③ 運行面で地域公共交通を守るためには、運行を担う交
通事業者の人材確保による事業継承と効率的な人員配置
が可能な運行が必要。

④ 協働を進めるため、それぞれの自治体がどのように地
域公共交通に取り組むかを検討した上で、事業者・住民と
の協議が必要。
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推進施策の基本的な考え方（１）
Ⅰ．人口減少・少子高齢化に対応し、まちづくりと一体性を
持った地域公共交通の確保

バスのバリアフリー化・福祉タクシーや子育てタクシーなどの交通
弱者が安心して移動できるための交通サービスの提供、

公共交通空白地帯の解消と環境等にやさしい地域公共交通

Ⅱ．地域特性に応じた多様な交通システムの組み合わせ

既存の地域公共交通（鉄道・バス・タクシー）の組み合わせによる
効率的な接続、既存の地域公共交通の補完的な新制度の導入
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推進施策の基本的な考え方（２）
Ⅲ．住民と事業者、行政の連携による公共交通活性化

課題共有のための協議の場の構築、マイバス運動等の住民の地
域交通の利用促進、運転手の確保、関係団体によるイベント実施

Ⅳ．広域連携による生活圏の確保

市町村の連携による地域公共交通の「軸」と「拠点」と「枝」の創出
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課題と推進施策の対応図

課題
① 交通弱者への対応

② 広域による機能の補完

③ 交通事業者問題

④ 協働の推進

推進施策
Ⅰ高齢化等に対応した公共交通

Ⅱ地域特性に応じた多様な交通
システムの組み合わせ

Ⅳ広域連携による生活圏の確保

Ⅲ住民と事業者、行政の連携によ
る公共交通活性化
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施策を推進するためには、乗降客数調査やニーズ調査を実施した上で、目標設定を行
い、住民の必要とするサービスの提供と持続的な制度構築のため、定期的な見直しが必
要。

具体的な施策の骨子について
これまでの研究で、 上地域の地域公共交通の現状から課題を

把握し、その解決のための基本的な考え方を検討してきました。

下半期の研究では、広域連携に関する具体的な施策の研究を進
めていきます。

具体的な広域連携施策の骨子
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上地域における「軸」と「拠点」と「枝」の創出



具体的な施策の骨子について
～「軸」と「拠点」と「枝」の創出（１）～
○各市町村を繋ぐ「軸」となる地域公共交通の機能強化

市町村間を繋ぐ鉄道、山交バス、路線バスなどを「軸」と設定し、
利便性向上により、利用促進を図る。

○各市町村の移動の結節点となる「拠点」の機能強化

駅や病院などを拠点と位置付け、利便性を高める。

○拠点と集落や目的地を繋ぐ「枝」となる移動手段を確保

デマンドタクシーや路線バスなど、多様なシステムを組み合わせ
て実施。
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今後の具体的な施策の研究について
～「軸」と「拠点」と「枝」の創出（２）～
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地域間を繋ぐ「軸」
各町村の移動の

「拠点」
駅、役場など

集落

集落

集落

集落

新庄市の移動の
「拠点」
新庄駅

買い物

病院

職場

学校拠点と集落を
繋ぐ「枝」

拠点と目的地
を繋ぐ「枝」



事例～兵庫県豊岡市～
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多様な交通手段を組
合せ、各生活拠点と中
心拠点を繋げる。

資料：

地域公共交通の活性化及び再
生の将来像を考える懇談会
（吉田委員）

具体的な施策の骨子について
～「軸」となる地域公共交通の機能強化～
市町村間を繋ぐ鉄道や地域を跨ぐ路線を「軸」と設定。

・「軸」を中心としたまちづくりの推進

・効率的なルートやダイヤの見直し

・「軸」となる路線等の利用拡大に向けた取り組み

⇒目的別時刻表（通院、買い物、温泉等）の作成

⇒マイバス運動の展開

⇒イベントに併せたお試し乗車体験の実施
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事例～「軸」の設定（青森県八戸市）～
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中心街を起点に、

「幹線軸」を設定。

沿線と鉄道駅周辺を

「公共交通の利用が便利
な居住区域」と表現。

資料：八戸市地域公共交通網形成計画

具体的な施策の骨子について
～結節点となる「拠点」の機能強化～
・「拠点」の創出のため、地域公共交通の接続を増やす。

・点在しているバス等の停留所を集約

・「拠点」の待合環境の充実

⇒屋根、壁、ベンチなどの設置し、休める空間

・ICTの導入により、高齢者でも分かりやすい案内表示
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事例
～まちなかターミナル（岩手県北上市）～

27

資料：

地域公共交通の活性化
及び再生の将来像を考
える懇談会（吉田委員）

具体的な施策の骨子について
～拠点と集落や目的地を繋ぐ「枝」～
・タクシーの利用促進（ワンコインタクシー・回数券の導入）

・まちなか循環バス

・デマンドバス、デマンドタクシー

・地域住民による送迎サービスの導入

既存のシステムを活用し、「枝」の移動手段を確保する。

しかし、新庄駅から病院や買い物に行くための移動は、タクシー
に頼っている部分が大きい。
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事例
～中心市街地のイメージ（山形県鶴岡市）～
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鶴岡駅・Ｓモールから

シビックコア地区（市役
所・病院等）を繋ぐ手段と
して、循環バスを導入。

資料：
鶴岡市地域公共交通網形成計画

具体的な施策の骨子について
～広域連携を推進するためには～
広域連携を推進し、 「軸」・「拠点」・「枝」を創出する

ためには 上地域の問題を認識し、それぞれの市町村
が役割に応じて課題に対応することが大切。

～そのための手段～

地域の公共交通のマスタープランとしての位置づけである地域公
共交通網形成計画の策定

・国からの財政的支援も期待

（策定経費や計画に基づく事業実施に補助）
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発表内容の振り返りと今後の研究（１）
国の道路交通法の改正（H29.3施行）により、交通弱者が今後も

増大してくる。

⇒国では、持続可能な地域公共交通網を形成するため、自治体等
の連携・協力を要請

上地域においては、広域的に生活機能を補っているが、

移動手段が限られる交通弱者には、対応できているか。

Ex. 「地域の医療の中心である県立新庄病院まで不自由なくいけ
るか（移動手段があるか）」
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8市町村の地域公共交通担当者を集めた会議では、現状維持で
問題がないと考えている市町村があったり、地域公共交通の考え
方に違いがあった。

今後の研究は、それぞれの市町村が課題を把握し、どう対処する
か考えた上で、連携について協議を進めるための枠組み作りが必
要である。

・市町村担当者、交通事業者等との勉強会

・先進地事例研究

・利用者へのニーズ調査
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発表内容の振り返りと今後の研究（２）



今後の研究スケジュール
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H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3 H29.4 H29.5 H29.6 H29.7 H29.8 H29.9 H29.10 H29.11 H30.4

政策
研究所

山形県
市町村

具体的

施策提案勉
強
会
・
事
例
研
究

広域連携に向けた

検討・協議

随時

情報共有

勉
強
会
・
事
例
研
究

施策

実施

施策研究

ニーズ調査
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＜解説＞ 

「交通弱者に対応した地域公共交通システム～最上地域の課題と対策～」 

●はじめに 

私たちの班は、「交通弱者に対応した地域公共交通システム～最上地域の課題と対策」を

テーマとした。 

今回は、人口減少や高齢化の進行による交通弱者の増加に対応し、持続可能な地域公共

交通体系の形成に向けた研究を行うことを目的とする。地域公共交通に関する施策は、綿

密な調査や実証実験を踏まえたうえで策定することが望ましいとされていることから、半

年で結論を出さずに、数年という期間の中で地域全体の施策を考えていく必要があると判

断し、今年度は、最上地域の公共交通の現状と問題点を分析したうえで、高齢者等の交通

弱者の移動手段の確保に向けた課題と推進施策の考え方、その考えに基づく具体的な施策

の骨子について検討する。 

 

●地域公共交通の現状 

国の施策の状況と動向として、国は、平成 25 年 12 月に交通政策基本法を施行。その

中で、基本理念およびその実現を図るのに基本となる事項、また、国と地方公共団体の債

務等を明らかにしている。国は、少子高齢化の進展を踏まえた交通の利便性の向上、公共

交通自体の稼ぐ力、特に利用者を増加させるための取組をバックアップするようになって

きている。 

 

●最上地域の現状（高齢化） 

今後高齢化がますます進み、2030 年の最上地域の 65 歳以上の人口割合が 40％を超

え、2035 年に 75 歳以上の高齢者数がピークを迎える。 

そして、2040 年、24 年後には、85 歳以上の高齢者数がピークを迎え、全体の 13％

を占める推計がでている。逆に、65 歳から 74 歳の人口は減少していくことが予想され

ている。 

また、高齢化に伴い、現在の 75 歳以上の女性の免許保有率が現状の 10％未満のまま

推移したと仮定した場合、免許を持たない高齢者、特に女性が増加していくことが予想さ

れる。 

来年 3 月には道路交通法が改正される予定で、現在は、免許更新時に一定の違反があっ

た場合に限って医師の診断を受けることになっているが、改正されると、免許更新以外で

も一定の違反をした場合臨時に認知検査を受け、認知症のおそれがあると判断された方は

違反の有無を問わずに医師の診断を受けなければならなくなり、認知症の診断を受ける人

は、全国で 5 万人程度増加する見込みである。それに伴い、今後、免許の自主返納、行政

処分による返納が増加していくことが予想される。高齢者の移動手段を確保することの重

要性がますます高まり、国では、持続可能な地域公共交通網を形成するため、自治体等の

連携・協力を要請している。 

現段階においても、免許の申請取消件数が年々増えており、ここ 10 年で 10 倍以上に



なっている。 

高齢者の免許自主返納を促す理由として、高齢者の交通事故の増加が挙げられる。運転

事故死者数の 4 割は高齢者となっており、注意力などの身体機能が低下するため、事故を

起こしてしまう。高齢者が加害者となるケースも増加しているため、免許の自主返納を促

したいが、不自由なく移動ができるという安心がなければ、自主返納が進まないのが現状

である。 

 

●最上地域の現状（地理的特性） 

次に地理的特性の問題として、通院、通勤、通学等は単独自治体だけでは満たすことが

できないところがあり、特に県立新庄病院への依存度は高く、そこへの移動手段の確保が

必須となる。県立病院以外でも、歯医者、整形外科、精神科などの専門的な医療機関への

通院、食料品やホームセンターなどへの買い物、高校等への通学、娯楽など、主に新庄市

への乗り入れが必要となる。 

 

●最上地域の現状（公共交通） 

次に最上地域の公共交通の現状として、利用者数と運賃収入が減少していることが挙げ

られる。それに伴い、山交バスなどが運行していた路線が減少し、市町村がその代替バス

などを実施しているため、行政負担が増加している。ここ 20 年の間で、最上地域で山交

バスは６路線廃止になっており、またこの３月には肘折線の廃止も予定されている。この

ように、交通ネットワークの縮小やサービスの低下が利用者を減少させることになるなど、

負のスパイラルに陥っている厳しい現状となっている。 

また、民間の交通事業者においても、乗務員の高齢化と人手不足、また事業者によって

は後継者もいないといった、事業の継続が困難な状況になっており、経営にも大きな影響

が出ている。さらに、自治体それぞれがバス運行を実施しているため、８市町村の交通関

係事業費が増加している。平成 27 年度においては、最上全体で１億 7500 万となり、こ

の金額は路線バス廃止に伴い、増加の傾向にある。それぞれの自治体では、住民に要望が

ある以上、持続させなければならないし、運賃などの収入も減少することから、これらの

経費はますます膨大な額になると思われる。 

次の問題点として、地理的・時間的空白地域が存在することである。また、それぞれの

自治体の担当者とのヒアリングの結果、住民の本当のニーズを聞く機会がない、また事業

者との話し合いの場がないなど、十分な協議がなされていないため、協働体制が構築され

ていない。地域公共交通についての目的・意義、可能性の研究が不足しており、どうして

もその場その場の対応となり、また、担当者で取り組み姿勢が変わってしまうなど、将来

を見据えた視点がないといったところがある。 

 

●課題整理 

これらの現状・問題を整理して、課題を４つにまとめた。 

１つ目は、社会環境の変化により、高齢者を中心とした交通弱者の増加に対応する利用

者にやさしい、安心安全な地域公共交通の確保が必要となる。 

２つ目は、どの市町村からでも住民の目的を満たす、病院、買い物施設、学校などの地



点までを繋ぐ交通手段の確保が必要となる。 

３つ目は、運行面で地域公共交通を守るためには、運行を担う交通事業者の人材確保に

よる事業継承と、効率的な人員配置が可能な運行が必要となる。 

４つめは、協働を進めるため、それぞれの自治体がどのように地域公共交通に取り組む

かを検討した上で、事業者・住民との協議が必要となる。 

 

●推進施策の基本的な考え方 

以上の課題を踏まえ、推進施策の基本的な考え方、方向性を４項目提案する。 

１つ目は、人口減少・少子高齢化に対応したまちづくりと一体性を持った地域公共交通

の確保である。具体的には、バスのバリアフリー化、乗換がない福祉タクシーや子育てタ

クシーなどの交通弱者が安心して移動できるための交通サービスの提供、空白地帯の解消、

エコ問題を意識した環境にやさしい公共交通が挙げられる。 

２つ目は、地域特性に応じた多様な交通システムの組み合わせである。具体的には、既

存の鉄道・バス・タクシーなどの交通機関を組み合わせた効率的な接続や新システムの導

入を行い、賢く使うことで財政的・人的負担を少なくするものである。 

３つめは、住民と事業者、行政の連携による公共交通活性化である。具体的には、課題

共有のための協議の場の構築、マイバス運動など、身近にバスを感じてもらい、利用を促

進させるための施策、運転手の確保、外出・お出かけの機会を増やすためイベントの実施

などが挙げられる。 

４つめは、広域連携による軸と拠点と枝の創出である。 

前述した課題と推進施策の対応図についてまとめている。これら施策を推進するには、

乗降客数調査やニーズ調査を実施した上で目標設定を行い、住民の必要とするサービスの

提供と持続的な制度構築のため、定期的な見直しが必要となる。 

 

●施策研究の方向性（広域連携による軸・拠点・枝の創出） 

以上、これまでの研究で、最上地域の地域公共交通の現状、問題点から課題を把握し、

その解決のための基本的な考え方を検討してきたが、今後は、広域連携による軸と拠点と

枝の創出についての具体的施策の研究を進めていく。 

軸とは、各市町村間を繋ぐ鉄道、山交バスや村営バスなどがこれにあたり、その利用促

進と機能強化を図る。拠点とは、駅や病院などがこれにあたり、移動の結節点となる。枝

とは、拠点と集落や目的地を繋ぐ移動手段のことで、デマンドタクシーや路線バスなど、

多様なシステムを組み合わせることで足の確保を目指す。 

この事例として、兵庫県豊岡市では、民間が運営する路線バスや、市営バス、デマンド

バス、地域が運営するデマンド交通、中心部を走る循環コミュニティバスなど、多様な交

通手段を組み合わせ、各生活拠点と中心拠点をつなげていく。効果としては、交通空白地

域の発生を防止する、運行経費の抑制、バス交通の効率化が挙げられる。 

次に、軸、拠点、枝のそれぞれの機能強化策についてである。 

まず、「軸」となる部分を機能強化するためには、「軸」を中心としたまちづくりの推進、

効率的なルートやダイヤの見直し、「軸」となる路線等の利用拡大に向けた取り組み、具体

的には、通院、買い物、温泉などの目的別の時刻表の作成、利用促進のためのマイバス運



動の展開、バスに乗るきっかけづくりのため、イベントに併せたお試し乗車体験の実施が

挙げられる。 

この軸の事例として、青森県八戸市では、「中心街ターミナル」を起点に、幹線軸・準幹

線軸を設定し、沿線と鉄道駅周辺を公共交通の利用が便利な居住区域と表現している。 

結節点となる「拠点」の部分を機能強化するためには、拠点の創出のため、地域公共交

通の接続を増やす。点在しているバス等の停留所の集約、屋根、壁、ベンチなどを設置し、

雨風をしのげる空間を作るなど拠点となる待合環境の充実、さらに、ＩＣＴ導入による高

齢者でもわかりやすい案内表示の設置が挙げられる。 

この拠点の事例として、岩手県北上市では、百貨店周辺に点在していた停留所を集約し、

市内の全路線が停車する運行経路に再編。さらにこの百貨店にバスの接近表示を設置する

などし、バスターミナルとしての機能強化を図っている。そうすることにより、ここに来

ればバスに乗れるという頼れる停留所をつくり、さらには、人が集まる場所として、まち

づくりの観点からの拠点づくりも行っている。 

次に、拠点と集落や目的地を繋ぐ「枝」の部分を機能強化するために、ワンコインタク

シーや回数券の導入によるタクシーの利用促進、まちなか循環バス、デマンドバス、デマ

ンドタクシーの活用、地域が運営する送迎サービスの導入などが挙げられる。現在、新庄

駅からの枝となる移動手段として、バスも運行しているが、高齢者が新庄駅から病院や買

い物に行くための移動は、タクシーに依存しているところが大きいのが現状である。 

この枝の事例として、鶴岡市では、鶴岡駅・Ｓモールと市役所・病院があるシビックコ

ア地区を繋ぐ循環バスを導入して、買い物と通院が同じバス路線で行えるようにしている。 

以上、事例をあげて提案したところであるが、広域連携を進めるためには、最上地域の

地域公共交通の問題や共通認識を持って課題に対応することが大切で、それぞれの自治体

が役割に応じた取り組みも重要になってくる。そのための手段のひとつとして、地域の公

共交通のマスタープランとしての位置づけである地域公共交通網計画の策定がある。 

 

●まとめ 

全体的なまとめとして、今後、高齢者が増加し、また道路交通法が改正され、運転でき

ない交通弱者の増加が予測されており、その方たちの移動手段を確保することの重要性が

高まっている。最上地域全体の８０歳代の高齢者が県立新庄病院に乗り継ぎなどの不安な

く通院できる状況を 10 年、20 年後にも維持しなけれなならないことを考慮すると、地

域公共交通は、福祉サービス、インフラの一部だという認識で政策を考え、いまから検討

していかなければならないと考える。 

しかし、それぞれの自治体の担当者と意見交換した際、最上地域が連携しての交通施策

について検討したのだが、現状維持で問題がないという意見も多く、具体的な施策までは

なかなか出てこなかったのが現状である。これまで、それぞれの自治体の公共交通の充実

を図り、住民の足を確保することが最重要課題で、連携して公共交通を考えるという視点

がこれまでなかったからだと思われる。 

今後は、それぞれの市町村が課題をしっかりと把握し、それぞれの市町村でどう対処す

るか考えたうえで、広域連携について協議を進めていくことが大切であると考える。その

一助として、持続可能な交通網の形成に向けて、市町村担当者、交通事業者等を対象とし



た共同の勉強会の開催や、先進地事例研究、地域のニーズ調査を行っていきたい。 

来年度でこれら研究を行い、平成 29 年 10 月には具体的施策提案、30 年 4 月には施

策実現を目指していく。 

実際、私たちもいずれは高齢者となり、その時不安なく県立病院まで通えるか、今回の

研究を通して不安になったところである。住民の方々のそういう不安を払しょくするため

にも、安心安全な交通ネットワーク構築の研究を進めていかなければと考えている。 
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