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５章 公共交通に密接に関連する各分野へのヒアリング 

１)  ヒアリングの概要 

(１) ヒアリングの目的 

関連する分野ごとに各組織・団体がそれぞれ密接に連携することから、下記の３つのヒ

アリングに集約し、関連する団体の方が公共交通に関して自由に意見交換しながら、網計

画に盛り込むべき施策検討に向けた参考とするために実施しました。 

(２) 実施概要 

 ①健康・福祉 ②商業・地域振興・ 

観光まちづくり 

③教育・交通安全 

議題 高齢者の外出支援、健康

増進、介護予防など福祉

施策などの分野におい

て、公共交通政策に期待

すること 

中山間地・農村の活性

化、市民協働（互助・共

助）などの分野におい

て、公共交通政策に期待

すること 

交通事故防止、運転免許

返納、学生の通学交通、

通学時のマナーや公共

交通利用促進などの分

野において、公共交通政

策に期待すること 

メンバー 

（関連団体） 

 

 白山市各種団体女性連絡

協議会 

 白山市老人クラブ連合会 

 白山市身体障害者団体連

合会 

 白山ののいち医師会 

 白山石川医療企業団（公立

松任石川中央病院） 

 白山市社会福祉協議会 

 

 白山市町会連合会 

 白山市観光連盟 

 白山商工会議所 

 美川商工会 

 鶴来商工会 

 白山商工会 

 

 白山市 PTA 連合会 

 （学）金城学園 金城大学 

 松任高校 

 翠星高校 

 鶴来高校 

 白山警察署 
 

メンバー 

（白山市） 

 

 

 障害福祉課 

 いきいき健康課 

 長寿介護課 

 生涯学習課 

 都市計画課 

 定住支援課 

 商工課 

 観光課 

 都市計画課 

 協働推進室 

 定住支援課 

 地域安全課 

 学校教育課 

 都市計画課 

 

実施日 平成 30 年 11 月 28 日 平成 30 年 11 月 26 日 平成 30 年 11 月 29 日 
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２)  ヒアリング結果（議事要旨） 

(１) 健康・福祉分野 

【概 要】 

・日 時：平成 30年 11月 28日（水）14：00～15：10 

・場 所：白山市民交流センター ３階 企画展示室 

 

【会議の流れ】 

・開  会 

・あいさつ 

・出席者紹介 

・白山市の公共交通の現状説明 

・ヒアリング 

・閉  会 

 

【意見概要】 

■市民（特に高齢者等）の移動実態について 

＜医療福祉施設への移動＞ 

・車をもっていない人が病院にくるのは大変と思う。 

・病院には「めぐーる」や路線バスなど、たくさんのバスが来ているが、いずれも数人しか利

用していないように見受けられる。車利用者のほうが多い。 

・鶴来病院と中央病院の直通便がないのが残念と思う。両病院の行き来に際しては、家族の

お見舞いなどのために職員がサービスで送ることもある。公共交通があれば、と思う。 

・福祉ふれあいセンターに関しては、基本的に車でくる人がほとんど。 

・高齢者などの公共交通利用者のニーズの多い時間帯は明るい時間帯である。夜間は若い年

齢層のニーズが高いが、そういう人は自家用車での移動が便利なのかなと思う。 

・普段は家族の送迎だが、送迎者も高齢化で送迎が負担となるため、現在は公共交通の利用

者は少ないかもしれないが、必要になるとの声はある。 

・老人福祉センターでは送迎バスを運行しているが、あまり乗られないケースが多い。 

・移動支援事業は、金銭面では利用者の持ち出しはないが、利用時間帯の制限が不便とのの

悩みを聞く。 

・福祉バスは 1 日 1 団体だけしか利用できず、全ての要望に応えられるわけでない。一方で

誰でも使えるようになると白バスになってしまい、悩ましい。暖かい時期は稼働率が高く、

冬は低い。 

・健康センター松任で大人、乳幼児の検診を行っているが、来訪者には、車がないと不便と

いう意識が強い。 

・車がない人は中央病院でバスからおりて徒歩できている。 

・健康センターに来訪者に伺うと、健康センターに直接用事がないがバス待ちのために訪問
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する方もいる。そういう方は、その他にイオン買物にもいくなど、1日がかりの移動になる

という話である。 

・若年の転入者は、子育て世代でも車を 1 人 1 台持たない人もいる。そういった方は徒歩や

送迎で移動しているようである。ただ、そういった方は病院の受診回数自体が減ってしま

う。 

・直接公共交通に対する意見はないが、公共交通についてよく分からないという人も多いの

では。 

・医療機関各々で送迎サービスを実施している例がある。 

・高齢者だけでなく、障碍者などの交通弱者としてとらえて考えてほしい。 

・移動支援事業の制度もあるが、寝たきり度などのランクによる利用要件がありだれでも使

えるものではない。 

・白山市生涯学習課が管理するバスもあるが、予約が殺到している状況である。利用理由と

しては、公共交通だと接続や時間が不便で、イベントへの集まりが悪くなるからとのこと

である。 

・公立つるぎ病院への通院に電車を使う人もいるが、鶴来駅から病院まで遠く、歩くのが大

変とのことである。 

＜その他の移動＞ 

・白峰には生活のための店があるが、鳥越などは地域内だけでは物がそろわない。 

・若い人は平地に移り住み、高齢者だけが山麓に残っているが、山麓にはバスや電車が少な

く移動に支障がでている。 

・買い物体験などにより、公共交通を地域として考えていく事例が参考になるのでは。 

・自分一人で動けない方が増えていく中でどうフォローしていくか考えるべきである。 

＜「めぐーる」について＞ 

・終バス時間が早く、夜帰れないとの話を聞いた。 

・道法寺では公立つるぎ病院に通うひとが多いが、行くのに時間かかり、診療でも時間がか

かるので 1日費やすという声をきく。 

・福祉ふれあいセンターへ経由するバスを増便してほしい。 

＜その他＞ 

・自分自身は松任駅近くに住んでいるので免許もっていなくても不便を感じたことはないが、

民生委員をしていたとき、病院への行き方の相談を多く受けた。 

・夫が介護タクシーを利用していたが、タクシーは高額で困った。 

・自転車で移動する方も多いが、万が一の事故に対する不安がある。 

・美川駅のバリアフリー化に是非取り組んでほしい。 

・目の不自由な方が、どこ行きのバスか方向幕を読めなくて困っているという話はきく。 

・金沢の話だが、観光客は駅から東山まで歩いている。歩く習慣づけも重要と思う。また、朝

はバス専用レーンでバスのほうが早いくらいに金沢ではなっているので、白山市でもその

ような方策を実施することも一つの策なのではないか。 
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■公共交通に対する期待、改善してほしい事項、施策として取り組んでほしい事項 

＜「めぐーる」について＞ 

・高齢社会のなかで、手段としての公共交通は重要。1 億円使っているとの話だが、税金を投

入してでも維持してほしい。白山市は広い市域、それをつなぐコミュニティバスには公費

を費やすのは安心して暮らす社会づくりへの貢献を期待する。 

・デマンド方式があったらいいという話が出る。予約があれば自宅に来てくれるようなサー

ビスがあればいいと思う。 

・障害者にとってみると、仕事にいくときに車は運転できずそうなると通勤手段がないので

就職できないという状況になる。朝夕の部分を公共交通で対応できないか。 

・公立松任石川中央病院で疾病予防・介護予防でスポーツジムを建設しているが、その利用

者が増えればバス利用も増えることを期待している。 

＜免許返納について＞ 

・自分自身について考えると、自分の運転技能の低下に不安を感じているので免許を近い内

に返納することを考えている。一方で、免許返納をすると自分で自分の移動をコントロー

ルできなくなるということへの精神的な不安感を感じる。 

 

■意見に対する事務局の考えなど 

・将来免許がなくなったときの不安から、窓口によく相談にこられるが、公共交通の使い方

がわからないという声が多いという印象を受ける。中央病院の行き方をまずは答えると、

つぎは買い物施設へ、という流れが多い。 

・金沢大学の取組によると、公共交通使うと歩くようになるとのことである。公共交通と健

康分野でタイアップできればと思う。健康に良いと言われる 1 日 6000 歩の達成のために、

公共交通を試しにのってみようという気持ちになっていただければと思う。 

・若くて健康でいるときに、公共交通を使って慣れていくということができればよいと考え

ている。 

・公共交通利用者は、図書館や公民館などを乗り換えの待ち時間の調整で利用される方も多

い。便数が少なくても、有効に時間が使えるような取組を施設でしてもらえばありがたい。 

・イベント全てを公共交通で対応するのはかなり厳しい。恒常的に使う人がいないと公共交

通は成り立たない。イベント時の対応は貸切りバスを利用してもらうといった割り切りも

必要ではないか。 

 

－以上－ 
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(２) 商業・地域振興・観光まちづくり分野 

【概 要】 

・日 時：平成 30年 11月 26日（月）14：00～15：10 

・場 所：白山市民交流センター ３階 企画展示室 

 

【会議の流れ】 

・開  会 

・あいさつ 

・出席者紹介 

・白山市の公共交通の現状説明 

・ヒアリング 

・閉  会 

 

【意見概要】 

■地域別に見た市民の移動実態について、課題について 

＜鉄道＞ 

・鉄道が IR に移行したら、本数や料金がどうなるか。市民の負担が少ないようにお願いした

い。 

・石川線については、観光客の利用がかなりいる。そういった方は、鶴来駅から白山さんま

で公共交通で送るよりも、（鶴来駅～白山さんの間のまちなみを）歩いてもらい、無電柱の

まちなみや、店舗めぐりを楽しんでほしい。 

 

＜バス＞ 

・ICaに対応するなど、キャッシュレス化を進めてほしい。 

・「めぐーる」を利用する人はあまりいないという印象である。お年寄りが通院のために利用

しており、買い物のための移動は少ないのではと思う。 

・美川では「めぐーる」はあまり利用ない印象を受ける。 

・「めぐーる」をレッツの買い物に利用している方の話をきくと、待合所で会話を楽しめて、

とても助かっているとのことである。 

・通学便は、高校生が数人いるかいないかという印象。実際には自家用車での送迎が多く、

特に帰りはそうだと思う。 

・山麓について、バスの時間があわないとのことで、多くの方は送迎に頼るという状況であ

る。鶴来まで送迎しているようである。 

・幹線バスは利用されているが、「めぐーる」は利用が少ない印象を受ける。 

・買い物の往復の不便さを「めぐーる」には感じる。特にかえりまでの時間が長い。 

・学生にも利用しやすい形態が山麓でも必要と思う。 
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＜観光＞ 

・山麓に関しては、鶴来まで親が送迎しているのが実態ではないか。 

・鶴来方面について、白山開山 1300 年の影響もあり、観光客が増えて生きている。 

・鶴来駅から白山比咩神社への交通の足がなかなかない。路線バスは本数少なく、コミュバ

スは土日休業であり、レンタサイクルがメインである。レンタサイクルは、昨年は前年の 3

倍の利用、今年も前年並みであった。ただ、レンタサイクルは天候によっては使いにくい。 

・レンタサイクルの利用は、ほとんどは石川線の鶴来駅でのりかえて、白山比咩神社へ向か

っているものと考えられる。 

・金劔宮の参拝者も増えている。 

・一方で、観光客は、鶴来でとまっているという印象ホワイトロードの入れ込みも年々少な

くなっている。 

・北海道の事例だが、自然が相手では路線バスは難しく、レンタカーの活用が重要とのこと。

一方白山市では、レンタカーは松任駅にもなく、市外の金沢駅や小松駅にしかないという

状況である。 

 

＜道路状況＞ 

・国道 8号線が混雑している。特に小松から金沢方面のイオンやアピタ付近の混雑が大きい。

交差点付近は 3車線にしてほしいとの話を聞く。緊急車両の動きも妨げられている。 

・それ以外では、旧国道、大阪屋ショップ付近の混雑の話もきく。 

・白山車両基地の近くに地下道ができたが、地下道によって踏切がなくなり、便利になった

とのことである。 

 

■公共交通に対する期待、改善してほしい事項、施策として取り組んでほしい事項 

＜鉄道＞ 

・北鉄石川線のサイクルトレインが現在は野町駅と鶴来駅だけでしか乗降できない。途中の

他の駅でもできるのがよいと思う。 

・西松任駅の新設の話もあるが、その話も進めてほしい。 

 

＜「めぐーる」について＞ 

・税金をつぎこんでいるのに批判の多い事業という印象を受ける。 

・利用のターゲットを絞るのがよいのでは。 

・福祉面をどこまで鮮明にするのか、ここが重要と思う。例えば朝晩の本数が少なく、会社

や学生も使いにくいのが現実。買い物通院に関しては、曜日を決めるなど。 

・移動販売スーパーのような形態のほうがよいのかもしれない。 

・目的をはっきりさせ、できるだけ直通に近いルートにすれば使いやすくなるのでは。 

・通勤通学利用は、試験的に、6、7時台に鳥越や吉野と鶴来を接続させ、需要を測るとよい

のでは。 

・買い物利用と通院利用も曜日別の運行を試行的にやってみるのも手かと思う。 

・「めぐーる」の路線が複雑なのは、様々な市民の要望を聞いた結果であり、限界が近づいて

いるのではと思う。 
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・試験的に自家用車が入れないエリアをきめて、どれだけ使われるか測ってもいいかも。 

・今の状況で市民の要望を上乗せするのは厳しいのでは。 

・山ろく地域に関しては、乗らない時間帯はいっそやめてしまうのも手では。 

・石川県自体が自動車依存。公共交通の要望を充実したところで乗らない可能性もある。 

・福祉としてのバスなのか、通勤通学のためなのか、「めぐーる」の方向性をはっきり整理す

るほうがいいのでは。 

 

＜観光＞ 

・白山登山観光客を増やしたいと思っているが、松任駅から一の瀬までの直通バスがないの

で、金沢駅からみなバスに乗っている。 

・登山は朝早いので、前泊しなくても松任に立ち寄ってもらえる仕掛けづくりができればよ

い。 

 

■意見に対する事務局の考えなど 

・松任駅の利用増加は新幹線の開業効果。従前は飛行機で東京だったがものの転換が想定さ

れる。 

・松任駅の立体駐車場の利用率は高い。 

・「めぐーる」を目的別に運行してはとの意見があったが、買物への移動が店側で無料送迎バ

スを出しているのであれば、「めぐーる」は通院や通学にターゲットを絞って利便性をあげ

るのも可能かもしれない。上記の動きがとれれば、市としてもありがたいので、情報提供

いただきたい。 

・コミュニティバスは、現状運賃を支払いう方式なので、ルートや時間を変えるのは制度上

容易ではない。無料あるいは会費制であれば、ある程度運行に弾力性も持たせられるかも

しれない。 

・白山市に合併する前は、各自治体でバスを運行していたが、これらは福祉バスに近かった。

合併後、「めぐーる」に統合した際に、さらに様々な目的を内包したので、複雑になったの

かもしれない。 

・路線バスの廃止の代替がコミュニティバスの原点であり、交通空白地の解消が主目的であ

る。その後、利用者の意見をきいて現在のルートになったが、今回見直しをかける必要も

あるかもしれない。 

 

－以上－ 
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(３) 教育・交通安全分野 

【概 要】 

・日 時：平成 30年 11月 29日（木）14：00～15：10 

・場 所：白山市民交流センター ３階 企画展示室 

 

【会議の流れ】 

・開  会 

・あいさつ 

・出席者紹介 

・白山市の公共交通の現状説明 

・ヒアリング 

・閉  会 

 

【意見概要】 

■生徒・学生の移動実態、課題について 

＜全体＞ 

・特に冬になると山麓をはじめとして通学が不便であり、保護者が送迎せざるをえない状況

である。コミュニティバスで通学できるようになったらよい。平地でも中学校は広い校区

なのでやはり不便である。 

 

＜金城大学・短大＞ 

・クルマ利用者が 6割で 4 割が公共交通。公共交通はほとんどが北陸本線を利用している。 

・北陸本線が風や自然災害で運休した場合に 4 割の学生が登校できなくなり、すなわち休校

措置を大学ではとることになり、運休の影響が大学運営に大きな影響を与えている。 

・直前になるのは仕方ないかもしれないが、運休情報をできるだけ早く出してほしい。 

・松任駅から金城大学に「めぐーる」で向かうことができるものの、大学の無料シャトルバ

スを使うことがほとんどである。もし土日に運行していれば利用があるかもしれない。 

 

＜松任高校＞ 

・交通手段は、ＪＲ129人、バス 10人、北鉄電車 2人、自転車 287 人となっている。ただし、

自転車は雨天時にはほとんど自家用車による送迎である。 

・商店街の裏手に学校があるので、送迎の駐停車が周辺から苦情がくることもある。 

・送迎を控える情報提供しているものの、そのような状態。 

・バスを増やしてほしいという直接の要望はない。 

 

＜翠星高校＞ 

・金沢、野々市、白山方面の学生が多く、ほとんどは自転車通学である。一部は松任駅から徒

歩で通学している。 
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・雨天時は保護者の送迎に頼っている。 

・バスについて、朝はいいが、帰りの時間が生徒により異なることに対応できないか。 

 

＜鶴来高校＞ 

・交通手段は、自転車 47％、電車 26％、バス３％、徒歩５％、送迎 15％となっている。 

・地理的な条件から石川線への依存が高い。 

・金沢市内ふくめ北鉄石川線沿線中学校区から通学する生徒が多い。 

・山麓地区から通学する生徒は、1本バスを逃すと何時間も待つケースもある。 

・台風や大雪で授業をうちきっても、夕方まで帰れないケースもある。 

 

＜交通安全＞ 

・自転車の事故はほとんど学生で、増加傾向である。 

・高齢者の事故の比率が上昇しており、運転免許証自主返納は重要になってくると思うが、

そのさいの足の確保が必要。土日も含め。高齢者向けのバスの運行もあればと思う。 

 

＜その他現況課題など＞ 

・平成 27 年の人口ビジョン策定時に実施したアンケートによると、転出意向の理由として、

交通が不便だからが１位、買い物不便だからが２位、通勤が不便だからが３位と、移動に

関する意見が多かった。 

・高齢者の運転免許自主返納支援制度について、電車・バスの補助とタクシーの補助の選択

だと圧倒的にタクシーを希望される。「めぐーる」が便利になればバスの補助の人気がでて

くるのかもしれないが。 

・「めぐーる」と路線バスは競合しないように走っているとのことだが、両方使える共通券な

どがあればいいと思う。 

・スクールバスについて、おおむね２km以上離れている生徒はスクールバスで通学してもら

っている。２km以内だが、徒歩では遠い微妙な距離の便利なバスがあればと思う。 

・山麓はコミュニティバスと加賀白山バスを利用しており、登校１便、下校１便あるが、天

候などにより下校時刻が早まった場合でも、バスを待つ必要がある。難しいと思うが、3 便

くらいは帰りの便があればと思う。 

 

■公共交通に対する期待、改善してほしい事項、施策として取り組んでほしい事項 

＜鉄道（ＪＲ）＞ 

・北陸本線は金城大学学生の利用が多く、7 時台 8 時台の朝の便、17，18 時の増便があれば

いいと思う。朝はすごく混むため、学生だけでなく、地域住民の方が大変そうな様子を見

る。 

・北陸本線と北鉄の相互乗り入れができないか。 

＜鉄道（石川線）＞ 

・廃線やバス転換はやめていただきたい。 

・石川線は鶴来駅どまりだが、実際折り返しのために山麓方向にもう少し走っている。その
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区間で地域住民が近道のために本来禁止の区域を横断して危ないという話をきく。 

・北鉄石川線はＪＲに比べて高い。もう少し運賃に配慮があればと思う。一方良いところと

しては、定時運行率が高いということがある。 

 

＜「めぐーる」について＞ 

・「めぐーる」の平日以外の運行をしてほしい。 

・バスの路線図（バス停添付のもの）がわかりにくいと思う。 

・自転車通学の生徒が雨天時バス利用できないか。ちょうど下校に合うのであれば、自家用

車の送迎が減るかもしれない。 

 

■意見に対する事務局の考えなど 

・運休情報早めにという要望に関連して、前日の朝５時には情報を出すように取り組んでい

る。携帯のアプリでも早めに情報を出しているので、活用してほしい。 

・各事業者なるべく早く情報出すようにしているが、計画にも改めて記載したい。 

・「めぐーる」の休日や雨天時の要望非常に多い。ただ、定時定路線の運行は法律で決まって

おり、晴れの日も運行しなければならず、雨の日だけの運行は難しい。 

・「めぐーる」の休日運行実験を過去 2回実施したが、利用は平日の半分程度であり、本格運

行を見合わせている。 

・イベントがある場合の臨時便も定時定路線の「めぐーる」での対応は難しく、そういう場

合は貸し切りバスを主催者側で準備するのが良いと思う。 

・今後、スポット的にバスを動かせるような手法は検討課題として承る。 

・石川線の北陸線への乗り入れは、新幹線の高架により難しくなったとのことである。 

・北陸本線の IR化に伴っては、本数の現状以上は確保や、車両編成が減らないよう、県に要

望していく。 

 

 

－以上－ 

 

 


