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第１回 石川中央都市圏地域公共交通協議会 

議事概要 

【概 要】 

日 時：令和４年５月２６日（木）   １０時００分～１２時００分 
場 所：金沢歌劇座 大集会室 

【次 第】 

１ 開  会 
２ 議  題 

（１）協議会設置の趣旨及び圏域内の公共交通を巡る現況          …資料１ 
（２）交通事業者からの報告                       …資料２ 
（３）石川中央都市圏地域公共交通協議会 令和４年度予算案         …資料３ 

３ 閉  会 
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【議 事 記 録】 

１．開 会 

挨拶（会長） 

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、一昨日は感染者数が100人台になり収まった

かと思いきや、昨日は500人を超えてしまった。以前のような、感染者数数人や０人には程遠い

が、以前よりはコロナウイルスに対する恐怖感が薄まってきて、社会がwithコロナを容認する形

に変わってきた。しかしながら、公共交通の利用者は減っており、以前の７、８割となった。今

回、石川中央都市圏で地域公共交通協議会が設立し、広域的な地域公共交通計画を作成すること

となった。自治体の個々の計画も大事であるが、交通というのは都市圏など広域で考えて公共交

通計画を策定することも大事であると述べてきた。石川県内で初めて広域圏の協議会が実現した

ことは喜ばしいが、会議を発足して満足するのではなく、公共交通を含めた社会を考えていく場

として、本日は皆さんで真剣に議論いただきたい。 

 

２．議題 

（１）協議会設置の趣旨及び圏域内の公共交通を巡る現況 （説明：事務局） 

 ３ページについて、石川中央都市圏では、市町をまたぐ移動が多く、戦災を受けなかった歴史あ

るまちが所在している。歴史あるまちで道路空間が限られているからこそ、輸送力が大きく環境に

優しい鉄道やバスなどが果たすべき役割は大きい。また、コロナ禍、燃料価格高騰により危機に瀕

する鉄道・バス等の広域交通は、住民の不可欠な移動手段であるため、その持続性確保が必要であ

る。このため、地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会として「石川中央都市圏地域公共交

通協議会」を設置し、４市２町における広域的な地域公共交通計画を策定する。 

進め方について、第１回協議会で、事務局と交通事業者から現況報告をし、石川中央都市圏にお

ける地域公共交通計画の検討に必要となる基礎情報を共有する。夏頃に第２回を開催し、石川中央

都市圏における公共交通のあり方についての認識を共有し、具体の取組の検討に進みたい。冬頃に

は地域公共交通計画の骨子案を決定し、パブリックコメントを行い、来年２月頃、マスタープラン

としての地域公共交通計画の策定につなげる。なお、地域公共交通活性化再生法に基づき、公共交

通維持のための具体の取組を行う場合、特定事業計画という個別の計画策定が必要となるが、令和

５年度以降の取組となる。 

４ページ、特に検討が必要な事項が４つある。 

１つ、石川中央都市圏における公共交通の位置付けについて、公共交通は、多くの県民・市民・

町民の通勤、通学、通院、買い物などのため、欠かせない移動手段である。また、高齢者の移動手

段の確保、フレイル予防、環境負荷の低減といった社会の変化に対応していくためにも必要である。

こうした認識を改めて確認した上で、具体的に、交通事業者や地域・行政が互いに歩み寄って公共

交通を守っていかねばならないのではないかという点を検討する必要がある。 

２つ、これまで、新幹線、特急、高速バス、観光等の収益をもって、赤字の地域鉄道や路線バス

の運行経費に充てるというビジネスモデルがあったが、コロナ禍や燃料価格高騰により、内部補助

の仕組みが必ずしもいつも機能するものではないことが明らかになった。地域鉄道や路線バスが、

単体では民間の事業として成立しない状況の中、地域の公共交通を維持していくために行政がどこ

まで関与していくのか。 

３つ、北陸鉄道からは、鉄道線について行政の支援による上下分離方式の導入を検討してほしい
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との声が上がっている。北陸鉄道として鉄道線にどのようなスタンスで臨むのか、持続性を確保す

るために取るべき手段が上下分離なのかといった点などを整理する必要がある。 

４つ、国の制度を活用することを検討する。 

７ページ、公共交通を巡る現状について、地域鉄道と国の赤字補助を受けている広域的なバス路

線を示している。西日本 JR バスが運行する名金線については、北部の不動寺より南砺市側が廃止

されることとなっている。金沢市としては、代替として７月から AI デマンド交通の導入を目指し

ている。 

８ページ、今後とも公共交通を確保・維持した上で、さらに利便性を高めることが必要と考えて

いる。４市２町では、これまで７つの課題を定めて事務的な議論を行ってきた。計画の策定に当た

っては、７つの視点を基本として議論していくこととなる。 

９ページ、公共交通と渋滞緩和の視点も欠かせない。圏域内の移動のうち、鉄道やバスなどを利

用しやすい環境にある金沢の中心市街地、都心軸を経由する移動は２割にとどまるが、そのうち６

割程度が自家用車を利用している。一方で、特に金沢市から白山市にかけて、渋滞による損失時間

が特に高い。渋滞緩和策の１つとして、輸送力の大きい鉄道やバスのさらなる活用の必要性は高い

と考えらえる。 

10 ページ、市町をまたぎ通勤・通学をしている人は１日約８万人だが、自家用車と共存しながら

公共交通利用を高めるため、パーク・アンド・ライドに取り組んできた。 

11 ページ、金沢では道路空間に制約がある中で、経済活動をしていく必要がある。京都やヨーロ

ッパの歴史ある都市のように、限られた空間を車中心から人中心に再編する必要がある。 

12 ページ、金沢市の人口密度は富山市や福井市より高いが、１人当たりの道路延長は半分強しか

ない。渋滞を緩和しつつ、効率的に道路空間を活用するため、輸送力の大きい公共交通の活用がカ

ギになる。 

13 ページ、環境負荷の低減や、高齢者や子供などの移動環境確保のため、歩いて暮らせるまちづ

くりを進めることが持続可能な社会の実現に向けて不可欠である。 

14 ページ、公共交通のもたらす効果は移動だけでなく、介護給付費の抑制、送迎の時間や費用の

抑制、交通が便利な土地の地価上昇なども認められる。 

15 ページ、路線バスは全国的に利用者が減少し、ほとんどが赤字というのが実態である。 

16 ページ、コロナ禍で、収益源であった高速バスや貸切バスは厳しい状態が続き、赤字の路線バ

スに収益を回せない状況となっている。 

17 ページ、鉄道の場合は、交通事業者が土地や線路などを保有・管理しており、日常の維持はも

ちろん、老朽化対策にも自ら取り組まねばならない。 

18 ページ、全国的に自動車運転に関する職業は有効求人倍率が平均の２倍以上となっており担

い手が慢性的に不足している。また、運転手の高齢化が進んでおり、定年退職による減少を新規採

用で賄えない可能性が高い。資料に記載はないが、車、自転車、人などが錯綜する都市部での自動

運転も導入の目途が立っていないため、自動運転で解消できる状況にもない。 

20 ページ、県内では、北陸新幹線の開業効果もあり、鉄道やバスの利用は増加傾向にあったが、

コロナ禍で急減した。交通事業者も、大きな赤字を計上しており、特に北陸鉄道からは、鉄道線の

存続に向けて上下分離を求める声が上がっている。 

21 ページ、コロナ禍でそもそも外出が減少し、また、混雑や密集を避けるために鉄道やバスでの

利用が減った。 

22 ページ、コロナ禍に追い打ちをかけた燃料価格の高騰の状況である。バスはもちろん、電気を
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使う鉄道も電気代の上昇により影響を受ける。 

23 ページ、鉄道の突如の運行停止による市民生活の混乱、「負の社会実験」の紹介である。行政

が関与して鉄道の運行を再開させるまで、２年間にわたってバスや自家用車での移動を余儀なくさ

れたが、バスは満員で乗れない、学校や職場に遅刻するなどの大きな影響が生じた。公共交通の喪

失による県民生活の混乱を防ぐことが必要であるとの示唆が得られる。 

25 ページ以降は、公共交通に関する国の制度、行政の政策等を紹介している。この協議会で策定

を目指している「地域公共交通計画」はマスタープランであり、法律により、自治体による策定が

努力義務とされている。黄色の部分は、マスタープランに基づき個別のプロジェクトを実施する場

合に策定が必要な「特定事業計画」の例である。これにより、規制や予算上の特例を受けることが

できる。 

26 ページ、地域公共交通計画には、地域旅客運送サービスの持続可能な提供に資する取組、目標、

事業・実施主体等を記載する必要がある。 

27 ページ、この法律の枠組みに基づく事業の事例の紹介である。鉄道の上下分離については、上

から４つ目、これまでに１１件の事例がある。 

28 ページは、上下分離の説明である。継続が困難である鉄道について、自治体と鉄道事業者が共

同で事業再構築の計画を策定し、その上で、鉄道事業者が保有していた施設や土地を自治体などが

保有し、それを鉄道事業者に貸与するというのが基本的な仕組みである。 

29 ページ、鉄道の上下分離の事例である。 

30 ページ、各市町が個別に策定している地域公共交通計画の紹介である。今回、石川中央都市圏

で策定を目指すものは、各市町の個別のものとは異なる広域的な計画となる。 

31 ページ、政府においては、従来からの支援に加え、コロナ禍や燃料価格高騰に対応するための

予算措置が講じられている。また、政府が措置した臨時交付金も活用し、自治体独自の支援も行え

るようになっている。 

32 ページ、昨年冬の経済対策でも大幅な予算が措置されている。 

33 ページ、国レベルでの地域公共交通、鉄道のあり方の議論を紹介する。コロナ禍によって急速

に悪化した状況を踏まえ、地域交通の「リ・デザイン」が検討されている。様々な関係者が歩み寄

り、①官と民、②交通事業者相互間で、③多分野とも、「共創」を進める方策を探るとされている。 

単に公共交通は鉄道・バス会社任せにするのではなく、行政や住民も積極的に関わっていく。一

方で、交通事業者も、地域や行政に歩み寄り、共に地域を支えていくという意識を高める。こうし

た取組が求められている。 

34 ページ、鉄道に関する国の議論である。全国的に、危機的な状況にあるローカル線では、鉄道

事業者と沿線地域の間で、あるべき公共交通に関する前向きな議論が進まない状況だが、両者が歩

み寄り、利用者の視点に立って協議が進むようにすべきという観点で議論されている。 

鉄道の特性が発揮できる線区については、鉄道輸送を維持・改善、難しい地域については輸送モ

ードの転換も視野に入れて検討するとされている。 

35 ページ、交通事業者の声である。国民の移動を支えていきたいが、自助努力だけでは限界であ

り、行政や地域の支援が必要とされている。 

36 ページ、交通事業者の連携事例である。コロナ禍や燃料価格高騰の中でも県民の移動手段を確

保するため、垣根を越えて北陸鉄道と西日本 JRバスが連携し、デジタル乗車券「のりまっし金沢」

を活用した利用促進キャンペーンが行われている。 

37 ページ、公共交通の利用が減少したとのアンケート結果を紹介したが、交通事業者では消毒・
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換気を行い、安全性を確保しており、行政としても PR している。 

38 ページ、石川中央都市圏における公共交通の持続可能性確保のため、利用者にとっても社会に

とっても望ましい状況を実現する取組、モビリティ・マネジメントの推進と、利便性の向上の２つ

に取り組んでいる。今後、国、県や市町での連携を深め、取り組んでいく必要がある。 

39 ページ、金沢 MaaS コンソーシアムの事例、デジタル交通サービス「のりまっし金沢」等を紹

介している。 

43 ページ、特に厳しい状況であるとされている北陸鉄道の石川線について、スマホで利用できる

「のりまっし金沢」を活用し、利用促進を図る。 

具体的には、石川線沿線から香林坊へ向かう場合、野町駅まで鉄道を利用し、その後バスに乗り

換える方が早く到着でき、悪天候時も含めて時刻表通りに運行されるため、バスよりも到着時間を

予測しやすいというメリットがあるが、料金が高いという課題があった。そこで、北陸鉄道と金沢

市が連携した実証実験により、バスよりも運賃が安くなるよう割引を行い、また、乗り降り自由と

することで利便性を高めることとしている。 

49 ページ、公共交通に関する世界的な動向を紹介する。諸外国においても、公共交通を市民生活

に不可欠なインフラと位置付け、低価格のサブスクリプション、定額料金によって気軽に利用でき

るスタイルを提案し、自家用車からの転換を進めるなど、公共交通に関しては、単なる民間事業で

はなく、行政も関与した社会の基盤とする取組が進んでいる。 

ベルギーでは、安い料金で公共交通が乗り放題となる措置が講じられ、また、自家用車をやめ、

ナンバープレートを返納すると 12万円のボーナスが進呈される。 

51 ページ、特に検討が必要な事項、52ページ、今後の検討スケジュールを再掲する。 

  

（２）交通事業者からの報告 

（説明：Ａ委員） 

この度は法定協議会を設置いただき、また、説明の機会をいただいたことに深く感謝を申し上

げる。当社は、来年で 80 周年を迎えるが、これまで日々の通勤、通学、買い物などを支えるた

め、鉄道とバスの輸送を提供し、地域に貢献してきた。また、当社に対し、厳しい意見があるこ

とも承知している。これまでの至らない部分についてお詫びするとともに、今後もお役に立てる

よう必死に頑張っていきたい。 

資料２－１に沿って説明。 

まず、３ページであるが、「地域の発展に貢献し、人々の生活を豊かにする」というのが我々の

目指す姿である。「地域便益の維持確保」、「まちづくりに貢献」、「伝統文化産業の発展による地域

振興に貢献」これらのことを心掛けている。 

次に４ページ、コロナ禍における回復状況である。断続的に人流が抑制されたため、結果的に

令和３年度の連結決算では、10 億円の最終損失となった。乗合バスや特急、貸切、高速などを含

めたバス合計は 60％程までしか回復していない。鉄道については 80％程まで回復している状況

である。 

続いて、５ページ、ビジネスモデルの崩壊について、2015 年は北陸新幹線開業により、運輸業

事業別収支は好調に推移してきた。2018 年頃から乗合バス事業が赤字となってきたが、高速乗合

バス事業や貸切バス事業の利益で何とか賄っていた。2020 年に入るとすべての事業が赤字となっ

た。高速乗合バス事業は、「髙山線」がインバウンドにより高い収益を上げていたが、全く回復が
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見込めない。また、貸切バス事業については、修学旅行需要は少し戻ってきてはいるが、マイク

ロツーリズムにより客単価が下がっている。また、団体旅行の回復も見込めず、非常に低迷した

状況が続いている。 

６ページ、経費の節減について、2018 年コロナ禍前と比較して約２割、金額にして約 10 億円

の経費を節減した。緊急措置的な人件費カットを継続中であり、減価償却費を抑えるため、バス

車両への投資をストップしている。令和４年度も車両更新の予定はない。しかし、燃料費の高騰

により、経費の削減幅が鈍ってきている。 

７ページ、経営の安定度だが、大きな赤字が２年続いており、利益剰余金が新幹線開業前の水

準まで落ち込んでしまった。今期も赤字がでているため、このままの状況が続くと債務超過とな

ることを大変危惧している。 

８ページ、北陸鉄道グループでは、「コロナ克服戦略」を作り、今期は収支均衡を目指している。

経費削減だけではなく、様々なサービス向上策にも取り組む考えであり、特徴的なものとして、

金沢市の協力を得て、デジタルチケット「のりまっし金沢」を開発した。また、城下まち金沢周

遊バスの全国共通交通系ＩＣカードへの対応は、現在、検討に入っており、先般、金沢市長へ要

望を提出したところである。 

９ページ、バス事業について、市内中心部と郊外の直通運転を行っており、今後、路線再編も

視野に入れる必要はあるが、現在、中心部に向けて１日約 1,000 本、往復で約 2,000 本のダイヤ

となっている。南町のあたりでは、朝は１時間に 67 本（1分に 1本以上）、昼の時間帯でも 35 本

（2分に 1本）走っているため、非常に高い頻度で走っている状況である。 

  10 ページ、運転士不足の状況だが、運転士の充足率が 90％を下回るとこれまでの経験上、非

常に厳しい状況となる。2014 年頃からそのような状況が続いている。2018 年が一番厳しい状況

だったが、2020 年コロナ禍に入ると状況が緩和しているように見える。しかし、これは、需要が

激減した貸切バスの運転士を乗合バスの方へ回しているためであり、運転士の年齢構成や、石川

県内の大型二種免許保有者数の年齢も 2/3 が 60 歳以上であり、高齢化が進んでいることがわか

る。これらのことから、運転士不足については今後も厳しい状況が続く。 

  11 ページ、鉄道事業についてである。路線ごとの収支であるが、石川線、浅野川線ともずっと

赤字が続いている状況であり、このコロナ禍でより大きなものとなった。 

  12 ページ、バスと比較した際の鉄道の優位性について、満員をイメージした場合、鉄道は 400

人、バスは 50 人となり、バスに対して鉄道は 8 倍の輸送力がある。その他、定時性や速達性、

環境負荷の低減の面で優位である。また、北陸のような豪雪地帯では、安定した運行が可能であ

ることも挙げられる。 

  13 ページ、鉄道沿線には学校、特に高校が多く点在している。また、朝の新西金沢駅にはＪＲ

線に乗り換える人も多くいる。 

  14 ページ、石川線の利用状況について、鶴来を 7 時 20 分に出発し、野町に向かう列車が一番

混雑している。この列車では鶴来から徐々に乗客が増加していき、押野で 257 人と最大になり、

新西金沢で多くの人が降車し、その後、西泉、野町で残りの乗客が降車していく。これが朝の通

勤、通学で一番混雑する時の状況である。前後の列車も含めた朝ラッシュ輸送をバスに転換する

と、バス 11 台、運転士も 11 人、勤務時間まで考慮すると 16 人以上が必要となり、運転士不足

のなか、バスへの転換は難しい。また、道路混雑も危惧され、定時性も失われることが予想され

る。 

  15 ページ、鉄道の維持費について、電路設備に年間約 4,000 万円、車両設備に年間約 9,500 万
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円、線路設備に年間約 5,700 万円かかっており、合計すると約２億円の維持費がかかっている。

これらは、自治体からの支援を除く金額である。また、老朽化が進んでいる石川線車両について

は、更新時期が近づいており、令和５年度中には方針を決める必要がある。 

  16 ページ、バスと鉄道の共存について、浅野川線については、内灘駅を結節点としてパーク＆

ライドやフィーダー輸送などの利用が期待できる。 

  17 ページ、石川線については、四十万駅以北のエリアではバス輸送が優位であり、鉄道線に関

しては、西金沢駅経由で金沢駅への輸送に優位性がある。また、井口駅から道法寺駅では住宅地

も増えているため、移動需要の鉄道転換も期待できる。 

  18 ページ、全力で地域公共交通の維持存続に努めたいが、皆様のご支援が必要である。地域公

共交通は、移動を支えるインフラでありまちづくりの観点からも必要である。また、利益を追求

するためではなく、地域の発展に貢献して人々の生活を豊かにすることを目指しているが、持続

的なスキームが構築できない状況に陥っている。さらに、新しい生活様式の定着等により人流の

回復も見込めないと考えている。人件費や設備費が大部分を占めているため、経費削減にも限界

がある。しかし、キャッシュレスの推進など様々なサービス向上に努めてまいりたい。 

  鉄道線については、上下分離による持続的運行により地域に貢献していきたい。地図にも標記

され、子供たちが学ぶ機会を提供するインフラであること、バスの代替が難しいこと、事業者が

施設をすべて保有しているため、収入の多寡にかかわらず多額の維持管理費が必要であり、自助

努力での維持管理が難しくなっていることなど、上下分離方式が最も持続性があると考えている。 

  先人より受けついだかけがえのない財産である。上下分離方式により是非ともご支援いただき

たい。 

（説明：Ｂ委員） 

資料２-２に沿って説明 

中高生の修学旅行においてタクシー利用が増えてきた。主に関東の方で、沖縄や北海道に行く

よりも近場の金沢を選ぶ学校が増えている。ひとつの修学旅行で 30～100 台のタクシー利用があ

り、学生自らが計画して観光地を回っている。しかし、金沢駅周辺にはタクシー駐車場が少ない。

また、夜に学生が泊まって食事をする場所がないという声があった。 

（説明：Ｃ委員） 

全社的な経営状況について、2021 年度決算は 1,131 億円の赤字であった。今年のＧＷは３年ぶ

りに行動制限のないもので、2018 年と比較し全社的には 75％、北陸新幹線は 82％まで回復して

いるが、それ以外はそこまで回復していないのが現状である。北陸新幹線敦賀延伸が２年後に控

え、「北陸デスティネーションキャンペーン」を北陸三県で実施することが決まった。今後も金沢

をはじめとした北陸の魅力を発信し、ご利用の回復・促進に向け、成長戦略を進めてまいりたい。 

４月 11 日に平均通過人員輸送密度 2,000 人以下の路線について収支率や営業経費などを公開

している。今後も人口減少があるなかで、地域のまちづくりとあわせた持続可能な社会を地域の

みなさまと一緒に作り上げていきたい。鉄道のみでなく公共交通全体で考えていく必要があり、

そのような考えのもと議論に参加させていただきたい。 

（説明：Ｄ委員） 

平成 27 年３月の開業後、昨年初めて 1.5 億円の赤字を計上した。新幹線の開業効果や出張な

どの県外利用で黒字を計上していた。利用状況について、定期外は半分ぐらい、通勤・通学定期
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についても１/４減少した。利用の回復状況についても、定期利用については、大きく落ち込んだ

中である程度回復したが、大学等ではオンライン講義なども普及し、回復が見込めない状況であ

る。定期外利用については、昨年２度のまん延防止等重点措置があり、旅行利用などは減ってい

る。 

感覚的に電車を利用する人は、普段自動車を利用している人が飲み会などで利用するケースが

多かった。飲み会の機会も減ってしまい、夜間の飲食店利用が復活すれば、鉄道の利用が見込め

るのではないかと考えているが、その他の利用ニーズについても掘り下げるために今後取組を進

めてまいりたい。経費削減についても、修繕費を減らすということは安全面で危険であるため、

将来のメンテナンスコストを削減できるような新たな設備投資をしていき、第三セクターとして

地域に貢献して参りたい。 

（説明：Ｅ委員） 

2020 年度より赤字に転落した。西日本ジェイアールバスは８営業所あるが、存続に向けて乗合

バスや貸切バス、高速バスなどの運行を見直すこととなり、金沢市内の乗合バス（森本などの山

間地域）について、４月から大幅に減便した。また、７月から名金線を廃止することとなった。

この間、金沢市や北陸鉄道と買い物乗車券や一日フリー乗車券など調整していただいたが、利用

者は回復しきってはいない。乗合バスについてはコロナ前と比べ 60％台、貸切バスは 40％台、

高速バスについても 38％で推移している。昨年８月に 21 億円あった資本を１億円に減資したと

ころでもあるため、このような状況をご理解いただきたい。 

 

（１）、（２）までの説明、報告に対する各委員の意見等 

（Ｆ委員） 

説明を伺いコロナの影響が大きいと感じた。コロナ禍に対し何ができるのかということを考えた。

公共交通を利用すべきであるということは理解しているが、どうしても自動車は便利なため利用が

減らないのが現状である。まちなかに移動する際、自動車の駐車スペースを考えると鉄道を利用す

るが、毎日利用するとなると難しい。 

（会長） 

私も普段は自動車を利用し、公共交通を利用することは少ないが、飲み会などは公共交通を利用

する。極力、公共交通を利用する努力はしてきたが、地域ごとに公共交通の利用しやすさに差があ

るのではないか。 

（Ｇ委員） 

昔から浅野川線を利用しており、鉄道に思い入れが深く、以前から利用促進や経営上の課題など

町の協議会などで議題に挙がっていたところではあるが、コロナの影響が拍車をかけている状況を

改めて認識した。 

以前は朝夕の通勤以外に、飲み会などでの鉄道利用も見受けられたが、昨今はほとんど見られな

い。また、大雪時に「浅電最強説」が話題となった際、沿線地区が住宅地として人気になったと聞

いており、存続するためのＰＲや周知が大事であると感じた。 

（Ｈ委員） 

鉄道については、津幡町から金沢市まで利用経験があり、金沢駅からは各方面のバスがでており
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非常に便利であるという認識である。今後とも公共交通を維持・確保してほしい。 

（Ｉ委員） 

公共交通機関はほとんど利用しないが、現状を伺い、事の重大さを理解した。観光など回復の兆

しがあるような報道を拝見し、少しは回復が期待できるのではないか。野々市市ではバス路線が充

実しているが、石川線は１両編成となってしまった。通学等便利な路線であるため、何とか残して

いただきたい。 

（Ｊ委員） 

私もほとんど自動車利用であるが、自宅から宇野気駅まで歩いて 20 分以上かかるため、自動車

の方が便利である。次回協議会では鉄道やバスを利用したい。 

（Ｋ委員） 

私は団塊の世代ということで免許返納を考えていかなければいけない。鶴来や鳥越、美川の方た

ちは、買い物や通院、市役所の手続きなどの際は公共交通が無ければ特に困る。テレビ等で交通事

業者の大変さは重々承知しており、利用を呼び掛けてまいりたい。 

環境面においても、バスや鉄道の利用を促進したい。障害者に対しても親切にしていただき感謝

している。悪天候でも時刻通り運行いただいているため、行政としてもサポートをお願いしたい。 

（Ｌ委員） 

説明資料が膨大で、事前に資料を配布いただいた方が理解しやすかった。 

高齢化が進むと周辺の集落に取り残される方が増え、地域コミュニティを集約してサービスを充

実することになるが、そこまでの移動手段を確保する必要がある。収支も必要な視点であるが、福

祉の観点も必要であり、移動手段を確保することは社会的な投資であり使命であると考えている。

町会連合会は金沢市だけで 62 町会あるが、具体的な課題について議論は少ない。地域の活性化の

視点からも、交通は非常に重要だと感じ、町会連合会の中でも身近な議題として議論していきたい。 

（会長） 

非常に重要な意見と感じた。普段公共交通を利用しない人もいずれ公共交通を利用する可能性が

ある。免許を持っていない小中・高校生も公共交通を利用せざるを得ない。また、金沢は観光客も

多く、レンタカーだけでなく公共交通の利用も進めていただきたいと考えており、一定のサービス

を確保していただきたい。 

（Ｍ委員） 

コロナ禍で交通事業者の赤字について報告があったが、交通を取り巻く現状として、20年ほど前

に規制緩和があり、今より倍以上の貸切事業者がいたが、大打撃を受け弱肉強食の中で淘汰された。

全国各地での事故により料金制度が整えられ、労働環境は改善の兆しがある。 

高速バスはある程度の料金変動は認められており、企業の自助努力で進められている。収入が激

減している中で、労働者にとっては賞与のカットやベアゼロ、退職金カットもやむを得ず飲まなけ

ればならない状況である。低賃金・長時間労働が基本で、残業ありきの生活を行っており、その結

果が担い手不足になっている。色々と改善されつつあるが、まだまだ魅力ある業種ではない。 

鉄道については、人口減少と共に、以前からコストと収入のバランスがあっていない状況が続い

ており、バスの利益で埋め合わせていたが、それが厳しい状況である。その点を考慮して議論を進

めていただきたい。 
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（Ｎ委員） 

公共交通の重要性として、道路管理者の視点としては、公共交通の輸送力が足りなくなり、自動

車交通に転換すると渋滞につながるという点がある。道路空間が限られる金沢市では公共交通の削

減は負の側面が大きいと考えられ、今後の方針について議論を深めていくことが重要と考えている。 

（Ｏ委員） 

国交省として、地域公共交通は日常生活や産業活動に必要不可欠なエッセンシャルサービスとい

う位置づけをしている。運行事業者の方々はコロナ禍で厳しい状況となっているが、生活圏や交通

圏を踏まえて広域的に持続可能なあり方を検討していただき感謝申し上げる。運輸局としても石川

中央都市圏の協議会で決定された事項について、予算面での後押しも含め、どのような関与の仕方

があり得るのか検討して参りたい。 

（Ｐ委員） 

公共交通として多様なモードを扱っていただき感謝申し上げる。公共交通は、観光や福祉といっ

た視点もあり、鉄道や幹線バスをしっかりと残していただきたい。訪日客を招き地方を活性化しよ

うという動きもあるため、外国人に対しても公共交通の利便性を向上し、活性化を促していただき

たい。 

石川線が大変厳しいとのことであるが、白山市でもジオパークや国立公園などがあり、鶴来駅か

らのサイクリングも考えられるため、鉄道を観光面での１つのコンテンツとして考えていただきた

い。 

（Ｑ委員） 

地域の路線バス事業や鉄道事業は厳しいこともあり、コロナ禍において問題が顕在化した。公共

交通をどのように持続するかということで、運行事業者の自助努力が大前提であるが、自助努力で

どうにもならなくなった時に、さらなる財政負担を伴ってでも残していくかということについて議

論していただく必要がある。住民合意や地域としての交通まちづくりのあり方を踏まえた議論が必

要である。 

（Ｒ委員） 

北陸鉄道より現状を聞いたが、私も石川線やバスを利用して通勤している。今の状況として決定

的に厳しいと思うところは、野々市営業所を廃止されたとのことで、本当に大丈夫かということを

危惧している。県土木部として直接的な経営改善には携われないかもしれないが、バスレーンの拡

充やバスルートの再編等携われる部分もあるため、協議を通じて何ができるか検討していきたい。 

（Ｓ委員） 

警察は安全で円滑な交通の確保が責務である。公共交通がなくなって自家用車に転換すると、通

行車両が増え事故件数が増加するため、事故抑止の観点からも公共交通は重要である。 

警察としても高齢者の免許の返納を進めているが、その際に交通インフラとして公共交通は非常

に重要と認識している。 

（Ｔ委員） 

関係者には参加いただき感謝申し上げる。国、県、市町において持続可能な交通体系について危

機感を持って議論を進めてまいりたい。 
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（Ｕ委員） 

鉄道については、継続した運営が必要である。上下分離については、単純に赤字だから補填する

ということではなく、なぜ必要なのかということや、上下分離の方法も色々あるため、メリット・

デメリットをしっかりと整理し、検討していきたい。 

（Ｖ委員） 

かほく市として直接的な路線対象はないため、上下分離については発言を控えるが、当地を走る

JR七尾線についてはなんとか維持されている状態である。コロナ禍によって変わった利用形態や回

復状況を踏まえながら検討が必要である。行政としてどのように路線を確保していくか、かほく市

から金沢市にどのようにつなぐかということもあるが、コロナ禍での維持確保が最優先課題である

と考える。 

（Ｗ委員） 

野々市市にはJR野々市駅や石川線、路線バスも走っており、多くの市民が公共交通を利用してい

る。石川線沿線の自治体で安全施設に対し補助している状況であるが、補助については国が方向性

を示し国の補助を利用していくのが重要である。通勤・通学の足として公共交通を確保して参りた

い。 

（Ｘ委員） 

持ち帰り庁内で検討させていただきたい。 

（Ｙ委員） 

内灘町は金沢市のベッドタウンであり、金沢市への通勤・通学が多い。地域の足として浅野川線

が重要な役割を担っており、内灘駅周辺整備の計画に取り組んでいるため、中央都市圏の各首長と

も連携しながら今後も積極的に協力して参りたい。また、大きな問題でもあるため、国や石川県に

も積極的に協力いただきながら検討して参りたい。 

（会長） 

本日は初回のため皆さんからご意見をいただいたが、各位には課題を持ち帰っていただき、次回

さらに検討を深めたい。 

 

 

（３）石川中央都市圏地域公共交通協議会 令和４年度予算案 （説明：事務局） 

（会長） 

石川中央都市圏地域公共交通協議会 令和４年度予算案について、異論がなければ拍手で承認

いただきたい。 

一同拍手にて承認 

 

３．閉会 

 

－閉        会－ 


