
ＮＰＯ法人環境文明 21 主催による 

第３回「東北の復興を担う地元キーパーソン育成・支援」活動  

気仙会場のまとめ 

 

日 時   気仙会場 2012 年 7 月 7 日（土）10：00～17：00 

 

話題提供１ 「バス計画作成のポイント」 岩手県立大学総合政策学部 元田良孝 氏 

私と高田市役所の関係は昨年、交通調査を依

頼していただいたことである。現在、実際に陸

前高田で運営しているバスをより良いものにし

ようと市役所の方とは話を進めているが、それ

とは別に、今日は、コミュニティバスを考える

上でヒントになるようなことをお話したいと思

う。自分が行った調査の結果をお見せし、自治

体の方と話してわかったことや悩んでいること

などを入れて話をする。 

まず、コミュニティバスの背景から説明する。

バスは身近な公共交通機関で JR 等に比べても多い。しかし、一番多かった昭和 43 年ごろ

から輸送人数が減ってきている。原因としては経済成長で車を持つ人が増えたことと、高

校生が減少していること（少子高齢化）が挙げられる。 

では、バスがいらないのかと聞かれればそうではない。2030 年までの高齢者年齢層の変

化予測を見ると、65 歳以上はそれほど大幅に増えるわけではないが、80・90 歳といった

超高齢者が増えてくる。認知症の発生率と年齢のグラフを見ると、85 歳以上は 3 割くらい

の人が認知症という結果がでている。そして、こういう人が運転免許を持っている現状が

あり、全国で認知症の運転者は 10 万人くらいだと言われている。これを懸念して警察で

はシニアの免許更新の場合色々なことを聞くようになっている。あまり車社会に依存した

まま高齢化社会を迎えるのは難しい。非運転免許保有者は減っても、運転困難者が増えて

くるだろうと考えている。  

コミュニティバスの動機として、2009 年からブームが出て武蔵野市がムーバスを開設し

た。これはコミュニティバスの中ではおそらく唯一黒字の路線である。もうひとつは平成

14 年にバスの規制緩和が行われた。これにより撤退と参入を活発化させ、自由競争を促そ

うとしたが、結果としては、参入がほとんどなく撤退だけが増えてしまった。その理由は

赤字が続いている路線だったから。  

ここで、コミュニティバスについての誤解を話させていただくと次のようなものがある。 

交通とは街づくりの段階から考えなければいけない。街づくりが終わってから交通を考

えても遅い。沿岸の自動車を前提とすると、環境負荷、維持コスト、高齢者の負担が大き

い。公共交通が町づくり失敗の尻拭いにならないようにする。例として、岩手県立病院を

考えると、中心市街地から不便なところに病院を移している。これは岩手県立病院だけで

なくほとんどの病院がそうだ。高齢者になるほど送迎されている人が多い。高齢者は特に

自分が動こうと思っても動けず手伝ってもらっている。  



そもそもコミュニティバスの必要があったのだろ

うか。誰が何の目的でどこへ運ぶ手段なのかを考え、

バスに固執せずに他の手段も考える必要がある。我

孫子市の例として民間無料バスの利用が挙げられる。

市内に病院や大学などがあり、この間をバスが循環

している。 

地元が利用するというからという理由でバスを設置する場合、きちんと調査をしないと

過大な需要予測になってしまう。地元利用のアンケート調査を行ってみると「乗る」と回

答しておきながら、実際に乗らない人も多い。どうアンケート調査を立てて予測するのか

は技術である。また、意向調査も過大な推計をしている場合が多い。  

バス事業は一度始めてしまうと、乗客を集めることが目的となってしまいやすい。そも

そも自治体がバスを運営する目的とは何か、その確認は必要である。利益を上げることが

目的ではない。したがって、採算の合う路線はむしろ民間に任せてしまい、合わないなが

らも市民に必要とされる路線を運営すべきである。  

地方でコミュニティバスをする場合、個人の利用にあわせて毎年見直しする必要がある。

バス運営経費の大半は人件費であり、大型小型にそれほど差はなく、新たに小型を購入す

るよりは既存の大型を利用した方が経費は少ない。また、小型を購入して利用者がオーバ

ーして大型に乗り換えた例もある。燃料費はせいぜい 10％くらいであまり経費に影響ない。 

税金を使うなら通院、通学、通勤、観光、環境問題の解決など多目的に使いたいと思わ

れるだろうが、この問題点としては、それぞれ利用者の需要や特性が違い、ルートやダイ

ヤも別々で、色々なものを実現しようとすると中途半端なものになり誰も利用しなくなる。 

コミュニティバスが通勤に使いづらいこととして、朝は利用できるが夜が利用できない

という例がある。通院は朝や昼がメインで午後の利用は少ない。大きな循環は不便であり、

人が乗りすぎても乗らなすぎてもデマンドは成立せず、あくまで定時定路線のバスが基本

で循環やデマンドは応用である。ムーバスの事例は、都市の真ん中で人口密度が高いため

運行間隔が 15 分で料金は 100 円。循環の失敗例として一周 4 時間 10 分であったり、公共

でやるのだから公共施設を結んだりして失敗した例がある。誰がどういう目的で乗るのか

というニーズを考えて路線設定をする必要がある。  

環境を考えて自家用車から転換させるという気持ちはよくわかる。しかし、私の経験か

ら、自家用車に匹敵するようなサービスをバスで行うというのは予算的な面も含めて地方

では正直厳しい。都会ならすぐに電車があるが、地方でバスだけで自家用車の利用を減ら

すことは無理と考えている。 

環境対策という例で、岡山ではてんぷら廃油を使ってバスを走らせている。  

今回は既存のものの他に、需要予測して実際の利用者と比較することが必要である。何

のために公共交通を走らせるのかという目的の明確化が必要で、何か地域全体の方針を作

ったほうがいい。  

評価としてどれだけニーズを充足できたのか。市役所主導だと住民が要求ばかりで無責

任になり乗らない可能性もあるので、住民が主導して責任を持たせる仕組みが必要。住民

のプロジェクトに行政が応援する形が望ましい。  

「B-ぐる」という文京区が企画したバスで沿線協議会があり、支援活動を目的として



NPO 団体を発足させた。また、温泉施設と結ぶバスは高齢者に好評で買物、通院という最

低保障だけでないサービスとして注目されている。コミュニティバスは利用者が乗らない

ことで有名だが、温泉バスは利用者がいて、ほとんどが高齢者である。33％くらいは車を

保有していないか運転をしないという背景がある。 

最後に、大船渡線を利用して BRT の利用の話があるが、あれはどうかと思う。BRT（バ

ス・ラピッド・トランジット）はバス専用の走行空間を与えることにより、バスの運行効

率を上げるもの。路面電車と似ているが、バスの方が安価である。しかし、今回の計画は

大船渡線の跡地と聞いている。都市の中の渋滞の中に BRT をすることに意味があるが、

郊外の山の中を BRT にしてどれほどの効果があるかは分からない。  

 

Q 陸前高田でコミュニティバス走らせることについて、どの程度まで計画が進んでいるの

か。 

A 話の中にもあったが陸前高田ではコミュニティバスではすでに走っている区間がある。  

 

Q 市民が実際に関われるのか、関われるとしたらどう関われるか  

A アンケート調査などで意見をいただく。そしてユーザーの意見を取り入れていくことが

必要。また、NPO でやる場合はニーズの調査をしっかり行う必要があると思う。  

 

Q 陸前高田のコミュニティバスの運営主体は  

A 陸前高田市が運営している。現在は補助金で運営しているが、いずれは持続可能な状態

にしていく必要がある。そのためには料金も適正な価格に設定する必要がある。  

 

 

話題提供２「被災地カーシェアリング報告」 

（一社）日本カーシェアリング協会 吉澤 武彦氏 

こうやって皆さんの前で話をするような人間

ではないので緊張している。今日は震災以降、

やってきたことを紹介させていただく。  

 私は車の運転が苦手で、車とは縁のない人生

を送ろうとしていた。もちろんカーシェアリン

グという言葉も知らなかったが、あることがき

っかけで、こういったことをさせて頂いている。

現在は、石巻で 50 数台のカーシェアリングが

実現している。今日は、スタッフを連れて 2 台

で会場に来たのだが、それは今日泊まる一ノ関にカーシェアリング用の車を置きに行くた

めである。一ノ関では、これでカーシェアリングが 3 台目となる。  

 「やってみたらどうや」。神戸の震災の時に 7 年間支援をしていた方が知り合いにいる。

彼に呼ばれて、神戸の震災の時の経験をもとにカーシェアリングをしてみたらどうか、と

進められ、引き受けたところから私たちの活動は始まった。  

 2011 年 4 月にアースデーが東京で行われた時に、カーシェアリングの相談を仲間にした。



そして 4 月 20 日に東京でカーシェアリング協会の活動が始まった。  

まずは何をするにも足となる車が必要だと思い、近所の上場企業を巡り営業車をもらう

ところから始めた。中々、車というものは「ください」と言ってくれるものではない。し

かし、そういった動きを粘り強くしていると、逆に声をかけてくれる人がでてきた。ある

時、タカラ物流の社長さんに呼ばれ、話しをする機会をいただいた。その時、社長さんの

理解を得て、車を手に入れることができた。4 月末から探し始めて、5 月の終わりころに

やっと 1 台目を手に入れることができた。また、そういう活動をしているときに、知人が

中古車販売のガリバーを紹介してくれた。そこへカーシェアリング協会の活動を説明した

ところ、まだ実績もない人間に協力してくれるとの約束を頂くことができた。  

 6 月の半ばに提供先を探しに石巻にたどりついた。まず、提供先である仮設住宅の状況

を把握しようと思い、役場に行ったり現場に入ったりしたところ、自治会ができるような

状態でないことが分かった。そこで、もっと色々な人と会話していくことで何か分かって

くるだろうと、色々な仮設を回りアンケートを配り、様々な人と出会い意見を頂いた。  

 その内、万石浦公園で良い出会いがあり、そこでカーシェアリングをやってみようとな

った。車を手に入れて、提供先が決まった。その時点で、やっとカーシェアリングについ

て勉強を始めた。カーシェアリングについてはオリックスの部長さんを始め、様々な人が

丁寧に教えてくださった。ようやく私の中でもイメージが出来て、7 月に法人化の手続き

をとった。 

 7 月 24 日に記念すべきカーシェアリングの車第 1 号を万石浦に届けて、最初のカーシェ

アリングが 3 人で始まった。そこでカーシェアリングを広げるために、石巻の仮設住宅に

ある集会場を利用し、説明会を開催した。  

 カーシェアリングは自分たちで管理して費用なども考えていく必要がある。そういった

ことは、私たちが決めるのではなく、カーシェアリングする 3 人に話し合ってもらい、決

めてもらった。そんな話をしていくうちに、カーシェアリング以外の自治体の問題につい

ても話し合うようになっていった。例えば、ゴミの問題になれば、そういった問題にも周

りを巻き込んで取り組んでいくようになった。この活動を続けていくうちに、石巻では、

この万石浦がもっともスムーズに自治会をつくることができた。自治会が出来たときには

会長と副会長は、最初のカーシェアリングの 3 人から選ばれたことからも、この活動の有

意性が分かるかと思う。結局、もっともスムーズに自治会を結成することができた万石浦

の自治会長が石巻の自治会連合会の会長を務めるようになった。  

 さて、大変だったことは 8 月ころに行った車両の手続きであった。私は、陸運局も警察

署も行政も事前に手続きを取って持って行ったのだが、いざメディアにも取り上げられる

ようになってくると、陸運局から呼び出され再度説明を求められた。そこから様々な厳し

いチェックを受けるようになり、車庫証明一つ取るのに 1 カ月以上かかってしまった。た

だ、それを毎日１つずつ丁寧に説明し解決していくことにより、一つの形を作っていった。  

カーシェアリングは車を数人で使うこと、と簡単にできるものだと思っていた。しかし、

いざ利用者の立場になると、例えば他人が自分名義の車を使用するなど、懸念事項が多い

ことがわかった。名義人に誰がなるかという問題が 1 番大きかった。次に車検や自動車税

の経費についてなどの問題が挙げられた。そこで、名義人については協会が引き受けるこ

とにして、経費はカンパで行う、管理者は利用者の一人が協会の社員（正会員）になり、



その人が行うこととした。そのほかのことについても話し合って決めた。  

万石浦のカーシェアリングが最初に運行できたのは 10 月 20 日になってしまったが、カ

ーシェアリングの車の提供者、希望者と行列ができていたので、そこからは水を得た魚の

ように主に仮設住宅でカーシェアリングしてきた。11 月に入ると在宅の方のカーシェアリ

ングも始まった。  

そうやって地道に活動をしていたところ、再びガリバーより話がきて、今度は車 25 台

を提供していただいた。11 月 11 日にガリバーより、車検付きで我々の希望を全て聞いて

いただいた 25 台をいただいた。  

カーシェアリングからコミュニティが生まれて、自治会、そして自治連合会ができた。

そして車の台数も増えていった。このことを市が評価してくれた。市も集会所を貸してい

ただくところからお付き合いが始まって、今では相当な協力をいただいている。その一つ

として、カーシェアリングコミュニティサポートセンターとして、市が仮設住宅の 1 室を

開設し、委託として協会を入れていただいた。我々はいただいた委託料で職員を雇った。  

新しくメンバーになった方々が、広く活動を展開してくれた。これまでの石巻での活動

から、石巻以外へ展開するようになった。  

カーシェアリングのオリジナルキャラクターを東京学芸大の授業の一環で作ってくれ

た。それがアルパカのキャラクターで、石巻にちなんでスートン（石）とローリー（巻）

というもの。さらに住民協力のもとてんぷらカーのシェアリングも始まった。  

現在の状況として、車両台数 58 台、利用者数 180 名、実施自治体は石巻市、一関市、

気仙沼市、常勤スタッフ 3 名、非常勤スタッフ 5 名となっている。ただ、もっと上手に運

用するための課題も残されており、そこは話し合いを持ちながら丁寧に決めていきたいと

考えている。その一つとして、月 1 回、乗り合いでどこかに出かけるイベントを催したり

している。 

 また、これまでの活動の中で、色々なところとコラボレーションしてきた。姫路から整

備の専門学生がきて整備をしてくれた。タイヤはミシュラン、ダンロップ、東洋タイヤさ

んが提供してくれた。また、安全運転講習や会計タイアップ、学生送迎事業、地元の車屋

さんなども行い、人が活躍できる機会を作ることを大切にしていきたい。  

 想定していた課題として、まず、もめごとが起こるのではないかと思っていたが、これ

までのところ大きなもめごとは起きてはいない。一人の人が独占してという問題について

は、頻繁に使う人と、あまり使わない人がうまくグループを作って折り合いをつけている。

また、共同で車を使うということを経験していないことから、中々活用されないのではと

も思ったが、時間の経過とともに利用者は増えていった。予約の重複についてもそこまで

聞かない。またマナーについても、みんなが使うものとして大事に使ってくれている。そ

のほかの問題も些細なことだけ。これからの問題として、これから迎える車検など経費の

負担が正念場になるかと思う。  

 私たちが目指しているのは、車を共同で気軽に使うことのできる社会づくりである。そ

れに是非協力してほしいと思っている。やっていて思うのは、環境がなかなかできていな

い要因として、自動車税などの経費をどうするかという問題。カーシェアリングすること

による未来のメリットは必ずあるはずだから、減税の措置など配慮してくれることを望ん

でいる。また、カーシェアリングに適した保険がないのが現状であり、保険商品の開発が



求められている。この 2 つが解決すると、カーシェアリングは日本で一気に進むものと思

っている。そのために平成 24 年度は、海外の事例等について学んでいきたいと思ってい

る。また公益認定の取得も進めていく。石巻の軽自動車の減税を動かしたいと思っている。  

 また、これからの課題として、車両のより活発な活用、各車両の経費負担への対応、組

織の自律的な経営、そして最後に地元への引き継ぎというのが最終的な目標となる。これ

らを 1 歩ずつ進めていきたいと思っている。  

 最後に、プロジェクトを進める上で私が大切にしていることとして、まずは出来ること

から「動く」こと。次に「一人」から無限の可能性が生まれる。また、人が活躍できる・

成長できる「機会」を作ることを大事にしたい。カーシェアリングはあくまで材料であっ

て、本当に大事なことはこっちだと思っている。そして、雛型をつくることが全体をつく

ることの最短距離だと思っている。全部を自分でやろうとは思っていない。  

 

 

話題提供３ 「『リオ＋２０』の結果と課題」   環境文明 21 加藤 三郎 

今から 20 年前に地球サミットが開かれ、様々

な条約ができるといった成果が見られた。しか

し、決まった形が実現できているかというと現

実はそうではなく実体を伴っていない。温暖化

は進行しており、生物多様性も 20 年前に比べ

よくなっているわけではなく、砂漠化も進行し

続けている。地球サミットで決まったこととは

違う結果になってきている。この 20 年間で世

界人口は 16 億人増加。この数字は日本の総人

口の 12.5 倍である。エネルギー使用量も約 1.5

倍ほど増加した。自動車は 6 億台が 10 億台に増加し、CO2 排出量も 1.5 倍になっている。 

リオサミットをもう一度見直してみようと開かれた「リオ＋20」は 190 カ国以上から 4

万人以上の人が集まったが、あまり良い内容にならず「リオ－20」と言う人がいるほどで

ある。その背景として相変わらず先進国と途上国の間の利害の溝が埋まらないことがある。

この対立は 1972 年のストックホルムの国連人間環境会議において既に存在しており、先

進国は途上国に何かしらの努力を求めている。現在では、中国が世界第 2 位の経済大国と

なり、CO2 排出量では 1 位になっていることから、中国にも温暖化対策が求められている

が、中国はあくまで途上国の 1 位であり、先進国が悪化させた環境をどうにかすべきだと

主張した。そのような議論の流れから、あまり良い答えを得ることは出来なかったが、「The 

Future We Want」という A4 で 50 ページの政治宣言（成果文書）がまとめられた。その

中に盛り込まれるべき注目されていた項目として「グリーン経済」があった。先進国はこ

の言葉を文書の中に入れたかったが、途上国は開発の邪魔になるという恐れを持ってグリ

ーン経済に対してネガティヴな評価しかしなかった。そのため、グリーン経済という言葉

の定義の確認すらできず、結果的に先送りになった。膨大な文書は出来上がったものの、

中身、一番大事なところは全部先送りになり、そういった意味で内容の乏しい会議となっ

てしまった。  



私たち環境文明 21 もグリーン経済部会を立ち上げ、日本社会のためのグリーン経済に

ついて議論し 2005 年にレポートにまとめた。グリーン経済とは、経済と環境が調和し、

人間社会が生き生きと脈動する「持続可能な社会」を支える経済だと考え、この経済の下

では環境対策のためにとった措置が経済にも人間が生きる社会にも役に立ち、また逆に経

済対策としてとった措置が環境にも良い施策となり、事業、企業活動そしてライフスタイ

ルにつながる。太陽光や風力といった環境対策が環境に対してだけでなく、環境対策によ

る雇用促進など経済を良くするために利用される。また、雇用や地域経済など経済対策と

してとった措置が長期的に見て環境に良いものとなる。環境にも良くて経済にも良いもの

をグリーン経済としようということである。ではグリーン経済とはどういうものかという

ところで各論が出てくる中、議論をしてきた。  

もう一つ特徴的に言うと、我々が見ている経済からグリーン経済に移行するまでにもっ

と時間はかかると思っているが、50 年、100 年先では困る。10 年から 20 年くらいの時間

でグリーン経済に移行してほしいと考えている。今は生命の軽視、環境の破壊など様々な

ことが起こっており、できるだけはやくグリーン経済に近づけるようにしていきたい。野

田総理が大飯発電所を動かす際、経済を守るため、国民を守るためという説明を行ったが、

これをおかしいという人は野田総理の言う国民・経済とは何か、命を危なくして経済が成

り立つのかというような意見を出している。  

私たちのグリーン経済への提言に注目すると、「食べる」「働く」「買う」「制度的な問題」

の 4 面があり、「食べる」では食料自給率など、一つ一つに対して説明をしている。また、

具体的な姿の一つとして経営者を表彰する環境力大賞というものを行っている。  

今のような日本ではなく、未来が見通せ、希望が持て、子供や孫に安心してバトンタッ

チができるようにしなければならい。そのためには一定の経済も維持しなければならない。

その経済も命や多様性を大事にするなど様々な経済を考えている。今後のワークショップ

で持続可能な社会について具体的にお話できたらと思う。  

 

藤村コノヱ 

地域の個性と伝統を大切にし、それを根にもつ地域経済を育てよう、地産地消を進めて

日本の風土に合った食生活をしよう、農業の価値を再認識し若者が安心して農業に就職で

きる仕組みを作ろう、自分のためだけでなく家族・地域・社会・次世代が幸せになる働き

方をしようなど、東京型の経済ではない。地域が元気になる、地域の特色を活かしながら

地域の人たちが健全に暮らしていける世の中にならないといけないというのが大前提。自

分との直接の関係に疑問が出るかもしれないが、東京型の儲かれば良い、早ければ良い、

効率だけを求めれば良い、自分さえ良ければ良いという経済では、地球環境などを考えた

ときに成り立たない。地域の人たちが働くことに生きがいを持ちながら、地域がそこそこ

元気で長持ちするような経済に変えていかなければならない。今日の吉澤さんの話もそう

いうところにつながるのではないか。  

復興のための事業は復興が終わればそこで終わってしまう。その後どうするのか、長く

続くためにどうすれば良いのかということに知恵を絞る必要がある。これからの話し合い

も移動の話も再生可能エネルギーの話もそこにつながる。そういう意味で今日の議論をし

ていただきたい。  



４．地域の移動についてのフリーディスカッション  

 

・若いうちはいいが、年を取ってからの運転

は大変で、やむを得ず運転しているという

感じ。 

・バスも往復 1 便か２便しかない。  

・12 世帯の仮設で、各世帯への駐車場割り当

ては 2 台弱。 

→地域における交通網がなく、車がないと

生活が出来ない。各家庭では軽トラック

も入れて 3 台ということもある。 

・車を使う時間帯が同じ →カーシェアリングが厳しくなる。但し、そこの問題が解決で

きればカーシェアリングした方が経済的にも望ましい。  

・今は電車がストップしている。  

・高校生は結果的にスクールバス。クラブ活動等で遅くなると両親が車で迎えに行く必要

が出る。 

・近くにスーパーやコンビニがないと車で行くしかない。高齢者は子供を頼るなどしなけ

ればならない。 →町づくりが大事になってくる。車じゃなくても通える（歩きなど）  

場所の町づくりをしていく形にしないと車社会は変わらない。  

・祖父母は車がないと動けない。生活空間が狭くなっている。  

・1 人暮らしのお年寄りで山の中に住んでいると、町から約７km も離れている。若い人が

いても、身内がいないため頼むに頼めない。  

・バスの便が悪いため病院にいくのも大変。  

・あまりにも高台だとバスも入れない。町づくりにおける考慮が必要。  

・カーだけでなくドライバーのシェアも必要。 

・130 世帯の仮設に住んでいるが、9 割 9 部車を持っている。それはそれで悪くない。  

・バスの利便性は悪いが、スクールバスも入っている。  

・カーシェアリングも悪くないと思うが、どこに重点を置くかによる。  

・町づくりで何を目指しているのかがよく分からない状況で、車社会をどうするかと言っ

ても基盤が出来ていないのにとも思う。  

・将来的にというのがあるのであれば、できれば町等を使うのが理想的。  

→しかしこの地域を考えると困難。それならば自由な車社会の方がまだいいのではない

かと思う。 

・津波にあって町を作るとなったときに、何を目指しどこに進もうとするのかによって違

ってくるので答えは出せない。  

・車が好き。  

・方向性をちゃんと示す必要がある。  

・車は仕方なく使っている。使わなくて済む仕組みがあるならそちらのほうが良い。  

・平地なら自転車もありだが、オールマイティではない。  

・同じ状況にいる人が大多数を占めているわけではない。地域、職業、暮らし等。  



→どれを持ってきても良しとなるか答えがない。  

・車が好きなので、カーシュエアリングはちょっと考える。 

・公共の交通機関を指摘するが、莫大な費用をかけて作るのに、使う側は頻度が少なく、

あるには越したことがないという程度。運営側はそれでは成り立たない。欲しいという

からには維持するのに協力する必要がある。  

・外から盛岡に移ってきて、市内の人達は市内でしか動いていない。  

→ＪＲ等を復活させても利用数は伸びないのでは？  

・環境的にいったら車社会は変えていかなければならない。  

・カーシェアリングに関しては、仮設住宅と高台に移転した後とで状況が異なる。  

・老人の足を考えたときにバスしかないのでは。利益とかは維持できる範囲で無視せざる

を得ない。 

・環境未来都市の大船渡市では、オンデマンドバスの導入が決まった。  

・病院に行くにしても、バスに乗れないこともある。  

→補助券などでタクシーを利用する方が、可能性が高いのでは？  

・タクシーが一番安くなれば高齢者が町に出かけやすくなる。  

・バスを行きに利用しても帰りの時間がばらばらになる。  

・スクールバスの利用者が時間帯で集中してしまう。  

  →便の少ないバスだと柔軟な対応が出来ない。  

・郊外との行き来でも車の運転がないと足がない。  

  →活性化のためには外からやってくる人も大事。高田に来てもらえる何かが必要。そ

ういう資源はあるが、地元の人は気づいていない。  

・実際にカーシェアしたが、うまく回らなかった。仕事に行く人たちではうまくいかない。  

・三陸鉄道は料金が高く、利用者も少ない。何かしらの方法を取らないと。  

・軽トラックのカーシェアリングはやってみると一番面白いのでは。  

 

 

５．グループ討議「市民が担う地域交通－コミュニティバス・カーシェアリン

グを進めよう」  

フリーディスカッションの議論も踏まえ、この地域での多様な交通・移動手段の具体的

な可能性について話し合った。  

 



バス

回数が少ない
ため利用できない

社福の車
・見守り
・カーシェア
リング

タクシー会社
が主体

カーシェアリング

運転者
必要な場合
２種

タクシー

タクシー
自由が利く

事故の対応

仮設の見守り
誓約書を
書いてもらう

役所が
名義人になる

↓
自己・保険の問題

名義人の問題

・協会が名義人
・但し費用負担
の話

軽トラ

土日に
公共車を活用
→復興の車

カーシェアリング

役所と住民
が近づく

各企業の補助

職場雇用

役所の負担
が増える
↓

持続的でない

ワゴンタイプ 料金の補助

・カーシェアリングしても高齢者では運転できない。
・バスはなければないで困る人がいる。
・公共車の利用で役所と住民が近づく。
・福祉の人がカーシェアを兼務することで住民との壁がなくなる。
・懲戒で車を保有して、市も住民も使えるようにすると言う手も。
・軽トラの利便性の高さ。市役所にも軽トラがある。
→ただし、責任の問題が課題。
・人を派遣すると一日7～8万かかってしまう。
・震災があったから色々支援を受けている。
→恒常的なことを考えなければならない。

Ａ．交通弱者の移動、軽トラのカーシェアリング グループ 



   
時々来る
高田ファンを
増やす

ここに来て
食べてもらう

水産加工品
輸送

高速道路

高規格道路

空港

水上飛行機

津波で壊れた
港を活用

天候を
左右される

遅い
鉄道は

現実的でない？

景色が見えない
（トンネル）

バスでつなぐ？

ロマンのある
景色

車両を開発

鉄道の意味づけ

地元向け？
観光向け？

駅の周り
シャッター街

駅→町
バス？

カーシェアリング？

高田のいい所
教えて！！

軽トラの
カーシェア

軽バス

自治体運営主体
馬で町歩き

・鉄道・高速ではすぐ帰ってしまって意味がない。　→ここに来て獲って食べてもらう
・車社会ではない交通→鉄道
・今までの鉄道はどうだったのか、鉄道ならどういう方向にするのか。
・ボランティアに来た人からも高田のいい所を教えて欲しいという話も出ている。
・運営主体は自治体のほうが長く続けられるのではないか。
・若い人達が自治会に参加できるような仕組み。
・仮設でもコミュニティの集まりが出来ている。
・自治会が機能していない地域も。
・若い人でも人の目を気にして活動できないところがある　→とにかくやってみることも大事。

Ｂ．外の人を呼び込む、軽トラのカーシェアリング グループ 


