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第１章 はじめに                   

第１節 事業の目的                           

 
 近年の地域公共交通を取り巻く状況は、人口減少、少子高齢化の進展、自家用車の普及な

ど社会情勢の変化に伴い、一層厳しいものとなっている。 

最大の問題は、利用者の減少である。網走市の路線バスの状況として、通勤、通学の時間

帯には一定の利用があるが、その他の日中の時間帯については利用が非常に少なく、定時、

定路線のバス運行では、乗客のほとんどいない大型バスが走行している場面がしばしば見ら

れる。さらに、２０２０年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用者の減少に

拍車がかかっている。 

 利用者が大きく減少する一方で、高齢者や学生を中心に、自家用車を運転できない市民に

とって、地域公共交通には底堅いニーズがある。現時点では日常的に自家用車で移動してい

る市民も、将来、運転が困難になった際には公共交通が必要であるという認識が広くあり、

総じて、現時点での小さな利用規模のみをもって単純に公共交通サービスを削減することは

望ましくない。 
利用減少と並行して、バスの利便性の確保の問題がある。バス利用者からは、バスの運行

間隔や頻度、停留所までの距離について改善を求める声が聞かれている。路線バス事業の持

続可能性の観点からすると、利用者が減少して収益性が落ちた場合、減便、既存路線の廃止、

一人あたり利用者にかかる負担の増加などの影響が出る可能性があり、これらが利便性を低

下させ、さらに利用者が減少するという悪循環が生じることが懸念される。 
加えて、公共交通の担い手の確保も問題である。人口減少と少子高齢化を背景に、交通事

業者においても運転手等の確保が課題になっている。とりわけ、移動ニーズに合わせて交通

サービスを提供するオンデマンド制を導入する場合は、時々刻々の状況に応じて的確なルー

ト選択や配車の判断など、高度なオペレーションが必要になり、人材確保のハードルは一層

高いものになる。 
 以上のような問題を解決し、持続可能な交通ネットワークを構築するためには、ＡＩ技術

を活用して地域の公共交通ニーズと交通資源を的確にマッチさせ、効率的かつ効果的なサー

ビスを提供することが有効と考えられる。本事業では、網走市の人口が集積している地域を

フィールドとして、利用者のリアルタイムの移動ニーズに応じて最適な経路で運行するデマ

ンドバスの実証実験を行い、実際の旅客輸送実績や利用者の声のデータを収集し、デマンド

バスの導入が地域公共交通にもたらしうる社会的インパクトについて検証した。 
 ＡＩ技術を活用したオンデマンドバスの実証実験は全国で取組があるが、本事業のような

人口密集地において、長期間にわたる実験事例はなく、先駆性は高い。また、人口減少、少

子高齢化を背景とする地域公共交通の維持は、全国に共通する課題であり、本実証実験で得

られるデータや知見は、モデル性が高いと考えられる。 
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第２節 調査研究会の設置・開催状況                   

地域公共交通に関する課題解決へ向けては、網走市地域公共交通活性化協議会において多

方面から協議及び検討が行われている。 
令和２年度以降、市が行う AI 技術を活用したデマンドバスの実証実験については、従来

の路線バスやタクシーとは異なる新しい公共交通システムであり、事業の実施にあたっては、

地域の意見反映及び関係団体との連携が必要であることから、町内会連合会等をはじめ、市

関係部局、関係団体、学識経験者、事業者等によって構成する当該事業実施のための調査究

会である「網走市デマンドバス運行実証実験事業に関する調査研究会」を設置した。 

 
＜開催状況＞ 
■第１回 令和２年４月２４日（書面協議） 
      ・事業内容の検討 
■第２回 令和２年６月２６日 
      ・事業内容の決定 
■第３回 令和２年１２月１８日 
      ・結果の報告 
■第４回 令和３年６月３０日（書面協議） 

       ・事業内容の確認 
■第５回 令和３年７月３０日（書面協議） 

       ・運行エリアの追加 
■第３回 令和３年８月３１日（書面協議） 

       ・無料乗車券の配布及び小学生運賃の割引について 
■第４回 令和４年１月２６日（書面協議） 
      ・実施結果の報告及び令和４年度の実証実験について 

 
 

  



3 
 

第２章 地域公共交通の課題               

第１節 網走市の概況                          

１．地域特性 
網走市は、北海道の北東沿岸に位置する。総面積は４７１ ㎢で、丘陵地が多く、市街地

は網走川河口付近と、その南側に続く丘上の平地にある。人口密度は、市の中心部で高く、

郊外部で低くなっている。 

図 １ 位置 

 
図 ２ 人口密度 

２．人口動態 
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直近の国勢調査（２０１５年）において、人口は３９，０７７人、高齢化率（65 歳以上）

は２７％であり、今後も人口の減少、高齢化率の上昇が見込まれている。 

 
図 ３ 人口の推移と推計 

３．自動車保有台数 
  市民一人あたりの保有台数は増加傾向にあり、全道の数値と比べても高い。 

 
図 ４ 自動車保有台数 

 
４．高齢化に伴う公共交通ニーズ拡大の可能性 
  自動車運転免許の自主返納件数は、毎年、増加傾向となっている（図５）。また、市民

アンケート結果からは、将来運転が困難になった場合、バスなどの公共交通を利用すると

資料: 国勢調査（～２０１５） 国立社会保障・人口問題研究所（２０２０～） 

資料:北海道自動車統計（各年度末時点） 
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いう意向を持つ市民が一定数いることがうかがわれる（図６）。 

 

 

図 ５ 自動車運転免許の自主返納 
 

 
 

図 ６ 運転が困難になった場合の移動手段 

  

資料:市市民活動推進課 

資料:網走市民アンケート（Ｒ元） 



6 
 

第２節 路線バスの現況                          

１．概況 
市内路線バスは４路線１３５便、コミュニティバスは１路線１０便、乗り合いタクシー

は１路線６便、郊外線は５路線４８便が運行している。また、空港と結ぶ路線は２路線２

３便、観光利用の路線は１路線８便が運行している。 

 

表 1 市内を運行する路線バスの概要 

 
資料：交通事業者提供資料 

乗車数は令和元年９月以降に実施したバス乗降調査結果より引用 
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２．路線バスの利用者 
  １９８５年に約３８７万人いた利用者は、２０１９年には約５分の１の約７６万人ま

で減少している（図８）。実際の市民の移動データを把握するパーソントリップ調査にお

いても、交通手段の大部分は自動車によるものとなっており、バスなどの公共交通の利

用割合は小さい（図９）。また、バス路線が多く通る市街地在住の市民を対象としたアン

ケートの結果でも、バスを利用する割合は１５％程度に留まる（図１０）。 

 

資料：網走バス㈱、人口数「市統計書」 

図 ８ 路線バス利用者の推移 
 

 
資料：北見網走都市郡パーソントリップ調査（H25） 

図 ９ 年齢階層別交通手段別のトリップ割合 
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資料：網走市民アンケート（R 元） 

図 １０ バスの利用頻度・認知度 

３．バス利用者の満足度 
市民アンケートの結果によると，実際に路線バスを利用している顧客の総合的な満足度

は、満足１０．７％、やや満足８．９％、普通４９．１％、やや不満２０．５％、不満８．

９％となっており、不満の理由では「運行間隔や頻度」の指摘が最も多い。 

 
資料：網走市民アンケート（R 元） 

図 １１ 路線バスの満足度 
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４．路線バスの運転手 
  市内の主なバス事業者である網走バスは、６９名の運転手を雇用しているところ、平均

年齢は５０．１歳、最も多い年齢層は５５～５９歳となっている。被雇用者が６０歳以降、

順次退職した場合、現在運行しているバス路線の維持のためには、一定数の運転手の確保

が必要となる。 

 

資料：網走バス㈱（R2） 

図 １２ 網走バス運転手の年齢層 

第３節 小括 地域公共交通の課題とデマンドバス導入の可能性      

人口減少、少子化、自家用車の普及を背景に、公共交通の利用は大きく減少している一方、

自ら運転のできない学生や高齢者を中心に底堅い公共交通のニーズがある。高齢者の免許返

納の増加傾向、「将来、公共交通が必要になる」と認識している現役世代の市民の存在を併

せて考慮すると、利用者が減少する中にあっても、公共交通を維持する必要性は高いと考え

られる。 
 実利用者にとっての路線バスの利便性を高めることも課題である。現在のところ、利用者

から不満として挙げられている最大の要素は、バス運行の間隔や頻度であり、必要な時に必

要な場所へ運んでほしいという実態がある。多数の旅客がいれば、バスの増便も可能な選択

肢の一つであるが、利用者の減少の中にあっては現実的と言えない。 
 これらの問題は、利用者のニーズに応じて配車を行うオンデマンドバスの導入により同時

的に解決できる可能性がある。すなわち、リアルタイムの移動ニーズに対し、交通資源を最

適に配分することにより、不効率なバス運行を減らすとともに利用者の利便性を高めること

ができる。 
固定の路線がなく、乗り合いも前提とするバスの配車や運行には、リアルタイムで移動ニ

ーズを把握する高度な判断が必要であり、今後増加が見込まれる経験の浅い運転手等にはな

じみにくいと考えられるが、この点は、ＡＩ技術の導入により解決できる可能性がある。 
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第 3 章 デマンドバス運行実証実験の概要         

第１節 デマンドバス                          

 デマンドバスは、利用者から予約があった時のみ運行するバスであり、定路線、運行ダイ

ヤ、発着地の設定により、多様な運行形態がある。 
本事業では、一定の時間帯、エリア及びバス停を設定した上で、路線及び固定の運行ダイ

ヤは設けず、予約に応じて最短ルートでバス停間を結ぶ方式を採用した。 
複数の予約があればバスの乗合いが発生するところ、最適な乗合せ、異なる発着地点を結

ぶルート、待ち時間をＡＩ技術により出力する方式を活用した。予約については、電話また

はウェブサイトによるものとし、事前予約ではなく利用時に予約するものとした。 

第２節 運行実証実験の概要                       

１ 実施主体 
  運行実証実験は、網走市、網走バス株式会社、株式会社 NTT ドコモ北海道支社の３者

の協働により実施された。 

表 ２ 運行実証実験における役割分担 
団体名 役  割 

網走市 ・事業主体 

・費用の負担 

・地域住民、関係団体、施設への説明・調整 

網走バス株式会社 ・運行、予約業務 

・既存停留所の提供 

・利用データの取得 

株式会社 NTT ドコモ北海道支社 ・「AI 運行バス」システムの提供 

・ドコモショップでの利用相談窓口の設置 

２ 車両 
  使用した車両はハイエース５台であった。 

 

図 １３ デマンドバス外観 
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３ 対象地域 
  網走市内の人口密集地の市街地エリアを対象とした。停留所については、同エリア内に

おける既存バス停１６１か所のほか、住民のニーズを考慮して７５か所を追加し、計２３

６か所とした。運行区域はショッピングセンターが多く集まる住宅街をＡ区域、網走駅や

商店街、市役所など官公庁が多くあるＢ区域に分けている。 

 

図 １４ デマンドバス運行エリア 
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４ 対象期間 
  令和３年６月１日から令和４年１月３１日の間、実証実験を行った。運行時間は昨年の

利用者からの意見を参考に１時間早くし、午前９時から午後４時までとした。対象期間中、

既存の定時・定路線バスは通常どおり運行した。 

 
５ 利用料金 
  令和２年度は、１回乗車３００円としていたが、令和３年度からは運行区域の拡大に伴

い、区域内の移動は４００円、区域をまたぐ移動は１回乗車７００円とした。 
そのほか、利用者に応じた回数券（販売額３，０００円）を設定した。 

表３ 令和３年度料金 

区分 

料金（片道） 

同一区域内の 

移動 

エリアをまたぐ 

移動 

一般利用 ４００円 ７００円 

小学生 ２００円 ５００円 

障がい者 ２００円 ３５０円 

 

表４ 回数券 
対象者 額面 

６５歳以上 ４，０００円 

ネット予約（スマホ） ４，０００円 

65 歳以上かつ 

ネット予約（スマホ） 
４，５００円 

 
６ 分析対象 
  対象期間中、デマンドバスの予約をした実利用データと、利用者のうち、事後の電話調

査に応じた方と車内で配布したアンケート調査用紙を返信してくれた方の意見を分析対

象とした。 

 
７ 運行実証実験の周知 

実証実験開始前にデマンドバスの概要及び利用方法について、対象エリアの住民に対し

て説明会を行うとともに、高齢者ふれあいの家や老人クラブで訪問説明会を行った。また、

運行前から運行期間中、市公式サイト、チラシ配布、ラジオなどを通じて、デマンドバス

のＰＲを行った。 

 
８ 実利用のログ記録 

デマンドバス運行を行う網走バス株式会社によって、実利用にかかるログデータが記録

された。主な記録内容は次のとおり。 
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９ 利用者のアンケート調査 

令和２年度は、デマンドバス運行を行う網走バス株式会社により、予約者に対し、電話

による聞き取り調査を行った。令和３年度は、バス車内にアンケート用紙及び回収箱を設

置するとともに、令和３年１０月１６日から１１月１５日の間は利用者に返信用封筒を配

布し、アンケートの回収を行った。調査項目は次のとおり。 

 
 
 
 
 
 
１０ モニター事業の実施 
  本格運行に向けてニーズや改善点を把握するため、モニター事業を実施し８名のモニタ

ーから回答をいただいた。 

 
１１ 分析手法 
（１）デマンドバスの実利用ログデータについて、記述統計の集計及び乗降データのマッピ

ングを行い、実利用の実態を把握する。 

 
（２）電話調査により得られた利用者の意見データについて、記述統計を集計し、利用者意

見の実態を把握する。また、デマンドバスの利用頻度とデマンドバスの選好度の影響要

因を多変量解析により検証する。 

 
（３）アンケート用紙により得られた利用者の意見データについて、記述統計を集計し、利

用者意見の実態を把握する。 

 
１２ 高校との連携 
  網走桂陽高校３年生が取り組んでいる課題研究事業と連携して、高校生モニター事業を

実施しニーズを把握するとともに、イベント等で事業の周知を行った。 

 
１３ スマートフォン教室の開催 
  ㈱ＮＴＴドコモ北海道支社と協力して、スマートフォンからデマンドバスを予約する方

法を学ぶ教室を市内ドコモショップで開催した。 

 

年代、職業、運転して外出できるか、普段の主な移動手段、普段の外出時の主

な目的、デマンドバスをどれくらい利用するか、デマンドバスへの改善要望、

改善がされた場合にデマンドバスをどれくらい利用するか、路線バスとデマン

ドバスのどちらが便利か 

予約日時、予約種別（電話予約-アプリ）、乗車人数、乗車ポイント、降車ポイント、

乗車日時、待ち時間、乗車予定日時 
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第４章 結果と考察                   

第１節 運行実証実験の結果と分析                       

１ 令和２年度利用状況 
運行実証実験の期間中、９５９人の乗車があり、１日平均の乗車は７．８６人であった。

実験期間中、利用者は増加傾向が認められ、８月と１１月の利用実績は２倍近い差がある。 
新たな交通手段の導入から、実際の利用が広がるまでには、数か月程度の時間がかかる

ことが推察される。また、期間中の利用は一貫して上昇しており、時系列データにプラト

ーが認められないことから、運行期間を延ばした場合、さらに利用が広がっていた可能性

も指摘できる。曜日別では平日の利用実績が多く、時間帯別では午前中の利用が多い。 
乗合いの発生件数は６９件（０．５７回／日）、待ち時間の平均は５分５２秒（標準偏差

３分３２秒、最小値１分以内、最大値２７分）、全体の８９．５％の予約について１０分以

内に利用者の元にバスが迎えに来ていた。 

表 ５ 利用実績（月別） 

８月 ９月 １０月 １１月 全体

合計 156 223 282 298 959

１日平均 5.03 7.43 9.1 9.93 7.86  

  

表 ６ 利用実績（平日・土日祝日） 

平日 土日祝

合計 720 240

１日平均 8.89 5.85  

 

表 ７ 利用実績（利用時間帯別） 

10:00~ 11:00~ 12:00~ 13:00~ 14:00~ 15:00~

合計 261 197 156 97 138 111

１日平均 2.14 1.61 1.28 0.80 1.13 0.91  

 

表 ８ 予約方法 

電話 アプリ

合計 717 242

割合 75% 25%  
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２ マッピング 

表 ９ 乗降回数の多いバス停 
バス停 目的・施設 乗降回数 順位

154_駒場８丁目 買い物 114 1

108_潮見２丁目 買い物（コンビニ） 97 2
26_なかむら内科ハートクリニック 通院 94 3

136_駒場ショッピングタウン東口 買い物 93 4

178_こが病院乗降場 通院 81 5

30_駒場眺洋集会所 集会所 65 6

3_しおみ自動車 63 7

19_つくし4丁目通り 買い物 63 8

150_つくしヶ丘３丁目 57 9

134_駒場ショッピングタウン西口 買い物 49 10  
 

 

図 １５ 乗降数の多いバス停の分布 
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２ 令和３年度利用状況 
  運行実証実験の期間中、５，２０２人の乗車があり、１日平均の乗車は２１．６人であ

った。新型コロナウイルス感染に係る緊急事態宣言発令中の８月から９月は利用が落ち込

んだが、宣言解除後は利用が定着してきている傾向が見られる。 
昨年と比較すると運行エリアが異なるので一概には言えないが、利用者の１日平均乗車

数は約２．７倍とエリアの拡大に伴い病院や商業施設、公共施設などが増えたため利用の

促進が図られたと思われる。 
曜日別では平日の利用実績が多く、時間帯別では午前中の利用が多い。 
乗合いの発生件数は７５件、待ち時間の平均は約７分（最小値１分以内、最大値５１分）、

全体の約８０％の予約について１０分以内に利用者の元にバスが迎えに来ていた。 
高齢者の利用者が多いためインターネットからの予約は約２割にとどまっている。 

 

表 １０ 利用実績（月別） 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 全体

合計 536 753 529 455 733 789 714 693 5,202

１日平均 17.9 24.6 17.0 15.1 23.6 26.3 23.8 24.8 21.6
  

 
表 １１ 利用実績（平日・土日祝日） 

平日 土日祝

合計 4,117 1,085

１日平均 25.02 14.19  

 
表 １２ 利用実績（利用時間帯別組数） 

9:00~ 10:00~ 11:00~ 12:00~ 13:00~ 14:00~ 15:00~

合計 950 788 718 736 609 478 405

１日平均 3.94 3.27 2.98 3.05 2.53 1.98 1.68  

 
表 １３ 予約方法 

電話 インターネット

4,130 1,072

79% 21%  
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表 １４ 乗降回数の多いバス停 
バス停 目的・施設 乗降回数 順位

130_こが病院乗降場 通院 431 1

229_駒場８丁目（ＢＴ行） 買い物 382 2

75_厚生病院玄関前 通院 307 3
217_駒場ショッピングタウン東口（ＢＴ行） 買い物 266 4
26_なかむら内科ハートクリニック 通院 245 5
218_駒場ショッピングタウン東口（駒場8行） 買い物 194 6

115_潮見２丁目（ＢＴ行） 買い物（コンビニ） 192 7

520_エコーセンター（ＢＴ行） 公共施設・買い物 179 8
713_子育て支援センター（ＢＴ行） 公共施設 160 9

519_エコーセンター（大曲行） 公共施設・買い物 155 10  
 

第２節 利用者の声の分析                       

１ 令和２年度調査結果 
（１）調査対象者の特性 

対象者の特性を表８に示す。デマンドバス利用者１０５人中、電話調査に応じたのは６

１人だった（応答率５８％）。デマンドバス利用者の構成比をみると、女性、高齢者、無職

者、運転しての外出ができない人の割合が高く、調査サンプルとして、網走市民の全体を

代表しているとは言いにくい。一方で、令和元年の市民アンケートにおいて「普段バスを

利用する」とした市民の特性と比較すると、女性、高齢者、運転ができない割合の高さに

おいて類似した偏りが認められる。このことから、本調査サンプルは、公共交通ニーズの

ある市民について、一定程度の代表性を有するものと考えられる。 
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表 １５ 調査対象者の特性（n = 61） 

 
（２）記述統計（デマンドバスに係る項目） 
  本事業で運行したデマンドバスに関する意見項目を表９に集計した。なお、乗車回数で

月当たりの乗車回数の回答があった場合は４で除し、週当たりの乗車回数とした（例：月

１回→週０．２５回）。また、「月に１回以下」、「試しに乗車しただけ」といった回答につ

いては、週に０．１２５回の乗車とみなした。 
   デマンドバスが本格運行した場合の週当たり乗車回数については、現状であれば平均で

週０．７３回、不満点が解消された場合は週１．１３回だった。 
  不満点については、運行エリアに関するものが最も多く（６７％）、運行時間に関する

ものが続いた（４４％）。 
  デマンドバスと路線バスを比較しての意見では、デマンドバスが便利とする意見が８

５％と多く、路線バスが便利は３％、わからないは１１％だった。 

人数 割合 人数 割合

男 13 21% 49 31%

女 48 79% 108 69%

60歳未満 14 23% 48 31%

60歳以上 45 74% 108 69%

無回答 2 3%

学生 4 7%

会社員・公務員 5 8%

自営業 1 2%

パート・アルバイト 3 5%

主夫・主婦 13 21%

無職 35 57%

学生又は無職 39 64%

できる 15 25% 50 33%

できない 46 75% 101 67%

徒歩・自転車 18 16%

自動車（自分） 12 11%

自動車（送迎） 15 14%

バス 40 36%

タクシー 26 23%

バス又はタクシー 47 77%

普段の主な

移動手段

本調査
参考（R1市民調査）

普段バスを利用する市民

運転

職業

年代

性別
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表 １６ 記述統計（n = 61） 

人 割合 平均 標準偏差 最小 最大

0.73 0.74 0.125 3

 料金 6 10%

 運行エリア 41 67%

 予約方法 7 11%

 待ち時間 1 2%

 運行時間 27 44%

 その他 4 7%

 不満なし 7 11%

1.16 1.01 0.125 5

 デマンド 52 85%

 路線バス 2 3%

 わからない 7 11%

買い物 25 41%

飲食 2 3%

病院 29 48%

私用 12 20%

仕事 1 2%

帰宅 3 5%

試しに乗車 5 8%

主な

利用目的

不満

デマンド

選好

変数

（カテゴリー）

不満解消時の

乗車回数／週

乗車回数／週

 

 
（３）多変量解析 
①デマンドバス選好への影響因 

   表１０に記載のとおり、本調査対象者においては、デマンドバスを便利とする意見が

多く（８５％）、路線バスが便利（３％）、わからない（１１％）は少なかった。出現頻

度の低い後２者のカテゴリーは合計し、デマンドバスを便利とする意見とそれ以外の意

見の２値変数を作成し、被説明変数とした。 
   説明変数については、表７及び表８から選択的に投入した。出現頻度の少ないカテゴ

リーについては類似のもの同士を統合するか、分析から除外した。年代（高齢者かどう

か）、性別、職業のほか、デマンドバス利用に影響を与える可能性がある要因として、

普段の移動に関する変数（自分で運転して外出ができるか、普段の移動手段）、デマン

ドバスの利用目的に関する変数を採用した。 
   ロジスティック回帰分析の結果、デマンドバスの選好に統計的有意な影響を与える要

因は認められなかった（p > .05）。 
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表 １７ デマンドバス選好への影響因 

ｂ SE β

60歳以上 1.03 1.18 0.87

女性 -1.21 1.30 -0.93

運転して外出可能 -1.47 1.21 -1.22

普段の移動がバス

又はタクシー
-0.17 1.03 -0.16

無職又は学生 0.52 1.06 0.49

買い物目的 0.64 1.01 0.64

通院目的 -1.01 1.22 0.83
* p<.05  

 
②利用回数への影響因 

     デマンドバスが本格運行した場合にどのくらい利用するかについて、（１）と同じ説

明変数を用いて重回帰分析を行ったところ、無職又は学生であることに統計的に有意な

効果が見られた。すなわち、無職又は学生である人は、そうでない人に比べて、他の条

件が同じだった場合、１週間当たり０．５６回（±０．４６回）多く利用することが示

唆された。 

表 １８ 利用頻度の影響因 
 
 
 
 
 
 
  

 
③不満点が解消された場合の利用回数への影響因 

運行エリア、運行時間など、各自が感じた不満点について解消された上でデマンドバ

スが本格運行した場合にどのくらい利用するかについて、（１）及び（２）と同じ説明変

数を用いて重回帰分析を行ったところ、自分で運転して外出ができること、無職又は学

生であることについて、それぞれ統計的に有意な効果が見られた。すなわち、自分で運

ｂ SE β

60歳以上 0.13 0.26 0.50

女性 0.12 0.25 0.49

運転して外出可能 0.26 0.28 0.92

普段の移動がバス

又はタクシー
0.15 0.25 0.62

無職又は学生 0.56 * 0.23 2.42

買い物目的 0.14 0.21 0.64

通院目的 -0.21 0.23 -0.91
* p<.05
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転して外出できる人は、そうでない人に比べ、他の条件が同じだった場合、１週間当た

り０．７８回（±０．７６回）多く利用することが示唆された。また、無職又は学生で

ある人は、そうでない人に比べて、他の条件が同じだった場合、１週間当たり１．２１

回（±０．６２回）多く利用することが示唆された。 

表 １９ 不満点が解消された場合の利用回数への影響因 

ｂ SE β

60歳以上 -0.25 0.35 -0.71

女性 0.49 0.33 1.48

運転して外出可能 0.78 * 0.38 2.05

普段の移動がバス

又はタクシー
0.02 0.33 0.06

無職又は学生 1.21 * 0.31 3.90

買い物目的 0.47 0.29 1.62

通院目的 -0.11 0.31 -0.35
* p<.05  
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２ 令和３年度利用者アンケート調査 
（１）対 象 者 デマンドバス利用者 １４６名 
（２）調査内容 利用者の年代など属性、普段の主な移動手段 
        デマンドバスを利用する主な目的、利用回数、改善点など 
（３）回収方法 車内に設置した回収箱及び返信用封筒 
（４）調査結果 
   ５０代以上の利用者が７割以上を占めており、職業は主婦や無職が多く高齢者の利用

が多い。また、利用者の８割以上が自分で車を運転できない方ということで、普段はバ

スやタクシーなど公共交通を利用している方が多く、実証実験後もデマンドバスを引き

続き利用することが見込まれる。 
   利用の目的としては、高齢者の利用が多いため通院・買い物が多い。改善点としては

利用料金が最も多く、改善されれば利用回数を増やしたいという回答が多かった。その

場合、週５日以上利用したい人も多く、路線バスより利便性も高いということから日常

的に利用したいというニーズも多くあると思われる。 

表 ２０ 調査対象者の特性（n = １４６）  

人数 割合 人数 割合

60歳未満 28 19% 48 31%

60歳以上 96 66% 108 69%

無回答 22 15%

学生 4 3%

会社員・公務員 4 3%

自営業 4 3%

パート・アルバイト 16 11%

主夫・主婦 55 38%

無職 54 37%

学生又は無職 9 6%

できる 23 16% 50 33%

できない 123 84% 101 67%

徒歩・自転車 83 27%

自動車（自分） 17 6%

自動車（送迎） 31 10%

バス 103 34%

タクシー 69 23%

その他 16 26%

普段の主な

移動手段

本調査
参考（R1市民調査）

普段バスを利用する市民

運転

職業

年代
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２ 記述統計（デマンドバスに係る項目） 
 本事業で運行したデマンドバスに関する意見項目を表９に集計した。 

表 ２１ 記述統計（n =１４６） 

人 割合

 料金 85 58%

 運行エリア 31 21%

 予約方法 36 25%

 待ち時間 8 5%

 運行時間 3 2%

 その他 28 19%

 不満なし 19 13%

 デマンド 112 77%

 路線バス 11 8%

 わからない 16 11%

買い物 79 54%

飲食 2 1%

病院 101 69%

私用 57 39%

仕事 7 5%

帰宅 22 15%

試しに乗車 12 8%

無回答 4 3%

主な

利用目的

不満

デマンド

選好

 
全体を通じて、料金、運行エリア、運行時間についての意見が多かった。料金について

は、エリアをまたいだときに移動距離が短い場合に料金が割高に感じるケースが多いと思

われる。エリアを統一して料金を一律にした場合、エリアをまたぐ利用者は恩恵を受ける

が、エリア内の移動が中心の利用者にとっては、値上げになってしまうので、一概にエリ

アを統一することが利用者のメリットになるとは言えないが、料金を一律することでわか

りやすくなるというメリットはあると思われる。 
運行時間については、病院への通院をしている方は８時からに、仕事をされている方は

１８時までという意見が多かった。今回の実証実験は、路線バスの利用の少ない運行時間

帯に代わりになる乗り物という目的もあるので、これ以上の運行時間の延長は難しいと考

えている。競合するタクシー事業者の理解も必要であることから、運行時間を変更する場

合は研究会での協議が欠かせない。 
待ち時間は、現在のところ約７分と短いため特に不満はないようだが、今後利用者が増

えることで待ち時間が増えることも想定される。その場合、病院の予約など決まった時間
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に行かなければならない予定の際には、乗車時間や到着時間が定まっていないので、デマ

ンドバスの利用は向かない可能性がある。ケースによっては、タクシーを使った方がいい

場合など、目的に応じた移動方法を利用者が選ぶことが求められる。 

 
２ モニター事業 
（１）対 象 者 デマンドバス利用者 ９名（１名未回答） 
（２）調査内容 デマンドバスに４回乗車後、アンケートを実施 

利用者の年代など属性、普段の主な移動手段 
        デマンドバスを利用する主な目的、利用回数、改善点など 
（３）回収方法 返信用封筒 
（４）調査結果 
   幅広い年代や普段車を運転している方から意見を聴取するため、モニター事業を行っ

た。 
免許返納を検討している方からは、日常的に利用したいという意見があったほか、車

はあるが日中は夫が使用しているので、平日に子どもを連れて買い物に行くのに便利だ

ったという意見もあった。 
料金については、病院に行ってから買い物に行って帰宅する場合、３回分の利用料金

がかかって割高に感じるという意見もあり、今後は定期的に利用する方のために定期券

を設けることを検討する。 
予約については、受付時間が１５時４５分までとなっているが、運行終了時間の１６

時に目的地に到着できない予約は受け付けないことになっており、そのことが利用者に

伝わっていないことがわかった。来年度以降は、パンフレットに掲載するほか、説明会

でも周知する。 
運転できない方からは、路線バスのように時間を気にせず、外出ができて目的地まで

かかる時間が短くて済むので短時間で用事を済ませられ便利、冬になると買い物や病院

に行くのが大変なので利用したいという意見もあった。冬期間の運行は今年度からの試

みだったが、車を持っていても冬はあまり運転したくないという方や徒歩で移動するの

が大変という方も一定数いると思われるので、冬期間の潜在的なニーズがある可能性が

ある。 
モニターのうち、普段バスを利用している方が５名いたが、デマンドバスの方が便利

という方がほとんどだった。今後は、路線バス利用者に対してもデマンドバスの周知を

図っていきたい。 
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（５）主な意見 
・ 路線バスのように時間を気にせずに外出可能なため、あちこちの用足しが短時間に

終えられる。目的地までかかる時間が少なくて済む。 
・ 細かな箇所にも停留所があるので良いと思う。 
・ 次回免許を返納したら 3～6 回乗りたい。 
・ バス停遠い住宅街、路線バスのない地域のバス停がもっと増えてくるとありがたい

です。 
・ 700 円は少し高いです。もう少しお安くなれば利用する回数も増やせます。 
・ 高齢の母やお友達のために試乗させていただきました。 

 
３ 住民説明会 
（１）日程及び参加者数 

  

開催日 会場 参加者数

4月22日 南コミセン 10

4月23日 潮見コミセン 16

4月24日 桂町住民センター 14

4月26日 北コミセン 7

4月27日 西コミセン 11

5月10日 羽衣会館 2

5月10日 錦町会館 17

5月11日 駒場住民センター 8

5月11日 天都山丸善会館 6

5月12日 向陽ヶ丘住民センター 14

5月13日 新町新星町内会館 12

5月13日 エコーセンター 6

合  計 123  

  デマンドバスを運行する各エリアで説明会を開催した。市民から寄せられた主な意見は

以下のとおり。 
・ 昨年から利用率を上げるなら９時から１６時は短いのではないか。夕方は１７時ま

で運行した方が乗る人は多いと思う。 

・ ろうあ者は電話で予約することはできない。ＦＡＸ番号を掲載することを検討して

いただきたい。 

・ 定期券があると利用しやすい。 

・ 町内会としても乗車する人を増やしていきたい。 

・ 高齢化が進んでおり免許を返納している人も増えているので、まちなかまで行ける

どこバスの利用は今後増えるのではないか。 

・ バス停は住宅に近い方が利用しやすい。特に高齢者が一人で暮らしている場合、移

動する足がないので利用しやすいのではないか。 
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・ 高い料金になることによって、市民が我慢して路線バスを使うことになるとどこバ

スの利用が増えないかもしれない。 

 

４ 訪問説明会 

（１）日程及び参加者数 

  

開催日 会場 参加者数

6月30日 エコーセンター2000 40

7月14日 新町新星町内会館 15

7月27日 向陽ヶ丘住民センター 27

7月30日 西コミセン 15

8月2日 東地区住民センター 19

8月3日 オピッタの家 16

8月5日 駒場住民センター 25

合  計 157
 

 

デマンドバスを主に利用する高齢者を対象として、各地域の高齢者ふれあいの家に訪問

し、説明会を開催しデマンドバス体験試乗会を行った。 
説明会では、料金や乗車方法についての質問が多くあった。説明会後に体験試乗会を行

い、実際に乗車すると「車内は快適」、「路線バスのようにバス停に止まらないからスムー

ズ」など肯定的な感想があった。高齢者は、乗るまでのハードルが高いようなので、体験

試乗会などデマンドバスに親しむ機会の提供を検討したい。 

 
６ 高校等の連携 
（１）概要 

網走桂陽高校では、商業科３学年課題研究の授業において、高校生による地方創生をね

らいとして、働く意識・地域の活性化・社会貢献の意思などを一人ひとりが持てるように、

様々な部門に分けて活動している。その一つの部門として公共交通について研究している

グループと網走市・網走バス㈱が連携して利用促進の取り組みを行った。 
グループでは「デマンドバスの知名度を上げる」、「より良いデマンドバスへ」という二

つの目標を定め、デマンドバスの利用率を高めるために校内アンケートや校内モニター、

商業施設での街頭インタビューなどに取り組んだ。 

（２）調査内容 

  ①校内アンケート 

   〇対 象 者 生徒及び教員 ３６５名 
   〇調査内容 デマンドバスの知名度、意見 
   〇調査結果 
    ・デマンドバスを知っている人は３２％、知らない人は６８％という調査結果が得

られたことから、知名度を上げることで利用率も上がるという仮説を立て、知名
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度が上げられるような活動を進めていくこととした。 

 
     デマンドバスに対する主な意見は以下のとおり。 
     ・料金を一律にしてほしい。 
     ・定期券を使えるようにしてほしい。 
     ・終わる時間が早いので遅くしてほしい。 
     ・学割を作ってほしい。 

 
高校生にとって４００円、７００円という料金は高く感じるようで、普段定期券で路線

バスに乗車している人には、デマンドバスを利用するハードルは高い。一方、デマンドバ

スは時間に縛られず、乗りたいときに乗れるので、部活の帰りなど路線バスの少ない時間

帯に利用したいというニーズがある。 

 
②街頭インタビュー 
〇対 象 者 市民 ９９名 
〇場  所 ＢＡＳＩＣ橋北店 
〇調査内容 デマンドバスの利用状況、知名度 
〇調査結果 
 ・スーパーに来た人を対象に声をかけ、街頭インタビューを行った。６８％の人が

デマンドバスを知っており、３１％の人が知らないという結果で一般の人の知名

度はある程度あることがわかった。一方、利用したことがある人は５％程度でほ

とんどの人が利用したことがない状況であった。校内アンケート結果の時点では、

知名度の向上が利用率の向上につながるという仮説を立てたが、知名度を上げる

だけでは利用者を増やすことは難しいということがわかったため、より利用しや

すいデマンドバスにするということを第二の目標に設定して活動を進めていくこ

ととした。 

 
 デマンドバスに対する主な意見は以下のとおり。 

    ・前日予約ができるようにしてほしい。 

    ・予約方法などをもう少しわかりやすくしてほしい。 

    ・料金を安くしてほしい。 

    ・デマンドバスのことを知らないのでもっとＰＲしてほしい。 

 

  スーパーに来ている人のほとんどが自家用車で来ているため、公共交通を乗る機会がほ

とんどないと思われる。一部、タクシーや路線バスを利用してきている人もいるので、今

後は公共交通を利用している人に向けたデマンドバスのＰＲに重点を置く必要性がある。 

 ③高校生モニター 

〇対 象 者 桂陽高校生１～３年生 各１０名（計３０名） 
〇調査内容 待ち時間、移動時間、料金、利用方法、今後の乗車希望など 
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〇調査結果 
 ・デマンドバスを予約して来るまでの時間は９８％、移動時間は９７％と時間につ

いては適当ということがわかった。 
 ・料金を払って乗りたいかという質問に対しては、乗りたくないが６７％だった。

乗りたい人が約４割いるので、デマンドバスは便利と感じている人も多い。料金

が適当かという質問には、現行より１００円下げて欲しいという人が７７％だっ

た。 
 ・今回はインターネットを通じて予約をしてもらったが、９１％が今のままでよい

ということだった。 
・今後も乗りたい人は５８％で乗りたくない人は４２％だった。乗りたい理由とし

ては、早くて便利、来てほしいときに来てくれるということで利便性を感じてい

る人は今後も乗車すると思われる。一方、料金が高いので乗りたくないという人

もいるので、今後の利用促進を図るためには適正な料金設定が必要と思われる。 
・６７％が路線バスの方が便利だと回答しており半数を超えている。高校生は定期

券で普段から路線バスを利用しており、料金の部分で利用しにくいと思われる。

また、下校時はデマンドバスの運行時間外のため、利用する機会が少ないという

ことも要因の一つだと思われる。 
 

   デマンドバスに対する主な意見は以下のとおり。 
   ・運行エリアを拡大してほしい。 
   ・料金を少し下げてほしい。 
   ・時間を長くしてほしい。 
   ・路線バスの定期券を使えるようにしてほしい。 
   ・料金を一律にしてほしい。 
   ・早く目的地に着くのでいい。 
  

  高校生の意見の傾向は、校内アンケート時と同じ傾向がみられた。高校生が利用しやす

い料金設定をすることで、運行時間が合わない平日の利用は難しいが、土日祝日の部活動

終了後に利用できる可能性はあると思われる。 

 

７ スマートフォン教室の開催 
〇対 象 者 市民 ４名 
〇場  所 ドコモショップオホーツク網走店・つくしヶ丘店 
〇内  容 スマートフォンからデマンドバスを予約する方法を学ぶ。 
〇結  果 

    ・主に高齢者を対象にスマートフォン教室を行ったが、受講者は想定より少なかっ

た。お店までの往復のデマンドバス料金を無料とする期間も設けたが、あまり効

果はなく、高齢者がそもそもスマートフォンを持っていない、スマートフォンか

らの予約は難しいから諦めているということが考えられ、自ら教室に行くという
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こと自体のハードルが高いと思われる。 
    ・今後は教室に来てもらうのではなく、高齢者が集まっている場で説明することな

どを検討したい。 

 

第５章 まとめ                     

第１節 研究結果のまとめ                           

１ 利用周知について 
前年度の利用者から運行エリアの拡大についての意見が多かったことから、今年度は運

行エリアを拡大して運行したが、当初は拡大したエリア内でのデマンドバスの知名度は低

く、乗車人数も少ない傾向にあった。より多くの方に利用してもらうため、高齢者ふれあ

いの家での説明会や高校生と協力して商業施設やイベントで周知した効果もあり、１０月

以降は利用者が増え１日の平均利用人数も２０人を超えている。８月から９月の間に新型

コロナウイルス感染症拡大の影響で北海道内に緊急事態宣言が発令され、公共施設の休館

や外出自粛により利用も少なくなり、イベントなども中止になったことから思うように広

く周知することができなかったのが残念であった。 

 
２ 利用実態について 
  アンケート結果の傾向を分析すると、高齢者の通院や買い物目的の利用が多かった。自

家用車を所有している人で特に若い世代は、基本的に路線バスなど公共交通を利用するこ

とがほとんどないことからデマンドバスもあまり利用しないと思われる。 
高校生のアンケート結果からは、料金が高くて使いにくい、通学・下校時間に運行時間

が合わないので利用できないという声が多かったが、土日祝の利用については、料金を改

善すれば今後利用の可能性が高まると思われる。 

 
２ デマンドバスの認識について 
 路線バスよりデマンドバスの方が便利とする意見が多かったが、一部路線バスの方が便

利という意見も見受けられた。路線バスはデマンドバスより料金が安いので、一定程度利

用を続けたい層がいる。今後、料金を改善すればさらにデマンドバスの方が便利という認

識が高まると思われる。 

 

第２節 今後の展望                           

１ デマンドバス制度の横展開に向けた知見 
本調査は、ＡＩ技術の活用という先駆性、全国に広がる公共交通の維持という課題解決

に焦点を当てるモデル性を踏まえて実施された。 
本調査の分析の範囲では、デマンドバスを便利であるという認識を促進する要因は認め
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られなかった（表１０）ものの、特段の介入を行わなくとも、デマンドバスを路線バスよ

りも便利とする意見は多く、今後、デマンドバスの普及を検討する意義は大きいと考えら

れる。なお、２か年の長期にわたる実証実験の期間中、一貫して利用件数の増加傾向がう

かがえ、本事業のような新たなシステムの導入に当たっては、丁寧に市民への周知を図っ

た上で、さらに数か月単位の普及期間を想定する必要があると考えられる。全国の他の実

証実験では、数日から数週間程度の期間を設けている事例があるが、実際に効果を測定す

る上では、新しいシステム導入から浸透まで、数ヶ月単位の期間を要することが指摘でき

る。 
  本調査で挙げられた不満（運行エリア、運行時間）を解消された場合の利用回数では、

自分で運転して外出できる人、無職又は学生の人について、利用回数が有意に多いことが

示された。直感的には、自分で運転して外出できる方がデマンドバスの利用回数は少なく

なりそうであるが、本調査では逆の結果が得られた。自家用車で運転できるような層に対

しても、デマンドバスを積極的に PR することで、予想以上に利用回数の増加が見込める

可能性がある。また、無職又は学生の層についても、積極的にデマンドバスの PR をする

ことが有効といえる。 
  オペレーションに関しては、バス運営の事業者からは、電話予約が多いことが課題とし

て挙げられた。本事業のオンデマンドバスの多くは高齢者であり、スマートフォンや携帯

電話を持っておらず、このため、自宅からの電話は可能であるが、外出先から帰路の予約

を入れることが難しいといったケースが報告された。多くの利用者が想定される公共施設、

商業施設において、予約の手伝いを行うなど、地域が連携することがサービスの維持に肝

要であることが判明した。また、オペレーターの配置は事業運営にとって負担となる。既

存のアプリないし他の予約を自動化するシステムを導入することができれば、デマンドバ

ス運営の効率化につながることが期待される。 

 
２ デマンドバス実証実験事業の最終年に向けて 
  本調査では、令和５年度からの本格運行に向けて、デマンドバスに対しての認識や利用

の改善点など多くの意見をいただくことができた。 
本調査期間は、市内の路線バスを並行して運行していたが、デマンドバスの本格運行の

際は、運行している時間帯の路線バスを減便し利用をデマンドバスに置き換えていくとい

うことも考えている。定時にバスが来る路線バスのメリットもある中、急激な変更は市民

生活にも大きな影響を及ぼすことから、減便については計画的に丁寧に市民への周知を図

る必要があると思われる。 
デマンドバスの利用方法や運行エリアを掲載したパンフレットを全戸に配布し、各地域

で説明会等を開催して周知を図っているところであるが、知っていても利用まで至らない

ことも多くあると思われる。今後も地道に様々な機会に市民向けて周知をする必要がある。 

 
 
３ 調査の課題と展望 
  本調査で最も大きい課題として料金が挙げられる。今年度は２つのエリアを設定したが、
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エリアをまたいだ場合の料金が、乗車場所によっては距離が短く不公平感が強いケースも

あった。このようなことから来年度は、市街地のエリアを統一して一律の料金にすること

を検討している。一律料金にすることで、現在の料金から値上げになる人、値下げになる

人がいることから利用しやすいように１か月乗り放題の定期券の導入も合わせて検討し

たい。現在の利用者は高齢者が中心となっていることから、少しでも負担を和らげ利用を

促進したい。 
また、高校生から路線バスの定期券を持っている人に対して、デマンドバスに乗車する

インセンティブを設けてはという意見があったことから、定期券を持っている人はデマン

ドバスに１００円で乗車できることも検討したい。土日祝日は通院の利用がほとんどなく

利用が少ない。高校生が、部活動の行き帰り等で使うようになれば土日祝日の利用も増え

ていくと思われる。 
  運行エリアについて、拡大の意見も多くあったため、新型コロナウイルスの感染が落ち

着いた後の観光需要も見越して、主に観光施設が多く立地しているエリアに拡大し、観光

客を対象とした利活用も進めていきたいと考えている。 
デマンドバスは乗り合いを想定しているが、実証実験期間中の件数は１日あたり０.３

１件とほとんど発生していない状況である。最低でも１日５０人くらいの利用がないと乗

り合いはほとんど発生しないと思われる。また、待ち時間についても平均７分程度で、全

体の約８割の予約が待ち時間１０分以内となっている。今後利用が増えると待ち時間も増

えることになり、利用者にとっては不便な部分も出てくるかもしれないが、デマンドバス

の特性を理解し利用していただくために、引き続き広く周知をしていきたい。 
２０２０年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用者の減少に拍車がかか

り公共交通サービスの状況は厳しい状況である。また、運行事業者も路線バス以外の利用

が落ち込み、運転手も減るなど現在の運行を維持するのは難しいと思われる。今後、この

ような状況が早急に好転するとは考えられないことから、持続的な公共交通サービスを維

持していくためには、定時定路線の路線バスからデマンドバスへの転換は避けられないも

のと考えている。利用者にとっては大きな転換となることから。路線バスを減便しても利

用者の利便性を損なわない公共交通サービスの維持について、引き続きデマンドバスの効

果を検証していきたい。 
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第６章 資料                     

資料 調査研究会の規約                        

網走市デマンドバス運行実証実験事業に関する調査研究会規約 

（設置） 

第１条 地域公共交通に関する課題解決へ向けては、網走市地域公共交通活性化協議会において多方面

から協議及び検討が行われている。令和２年度以降、持続可能な公共交通の在り方を模索すべく、市が

行う AI 技術を活用したオンデマンドバスの実証実験事業（以下「事業」という。）については、スマホ

や電話からの予約を受付し、AI による最適な運行ルートのデータを車両端末へ送信し運行するもので

ある AI バスの運行について実証実験を行うものであり、従来の路線バスやタクシーとは異なる新しい

公共交通システムである。そのため、事業実施にあたっては、地域の意見反映及び関係団体との連携が

必要であることから、町内会連合会等をはじめ、市関係部局、関係団体、学識経験者、事業者等によっ

て構成する当該事業実施のための調査究会を設置する。 
 
（名称） 

第２条 この会の名称は、網走市デマンドバス運行実証実験事業に関する調査研究会（以下「調査研究

会」という。）とする。 
 
（事務所） 

第３条 調査研究会の事務所は、北海道網走市南６条東４丁目網走市役所庁舎内に置く。 
 
（目的） 

第４条 調査研究会は、事業に関する地域の意見を反映させることにより、地域の実態に即した事業を目

指すことを目的とする。 
 
（協議事項等） 

第５条 調査研究会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を協議する。 
（１）事業内容に関すること。 
（２）地域の公共交通利用実態等に関すること。 
（３）地域の実情に応じた適切な料金に関すること。 
（４）調査研究会の運営に関すること。 
（５）その他調査研究会が必要と認めること。 

 
（組織） 

第６条 調査研究会は、次に掲げる委員又は、組織を代表する委員をもって構成する。 
 （１）国土交通省北海道運輸局北見運輸支局 首席運輸企画専門官 
 （２）国土交通省北海道開発局網走開発建設部 道路計画課長 
 （３）国土交通省北海道開発局網走開発建設部 網走道路事務所長 
 （４）北海道オホーツク総合振興局 地域創生部地域政策課長 
 （５）北海道オホーツク総合振興局 網走建設管理部地域調整課長 
 （６）北海道北見方面網走警察署 交通課長 
 （７）公共交通事業者 
 （８）住民又は利用者の代表 
 （９）学識経験者その他調査研究会が必要と認める者 
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 （１０）網走市長が指名する網走市職員 
 
２ 調査研究会に、次の役員を置く。 
 （１） 会 長 １人 
 （２） 副会長 ２人 
 （３） 監 事 ２人 
３ 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。 
 
（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、次のとおりとする。 
 （１）委員のうち行政機関の職員については、その職にある期間とする。 
 （２）前号以外の委員については、２年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、

前任者の残存任期とする。 
 （３）委員は再任できる。 
 
（会長） 

第８条 会長は網走市副市長をもって充てる。 
２ 会長は、調査研究会を代表し、会務を総括する。 
 
（副会長） 

第９条 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代理する。なお、この場合においては、会長

があらかじめ指名した順序により、その職務を代理する。 
 
（事務局） 

第１０条 調査研究会は、調査研究会の運営に関する事務を行うため、網走市観光商工部商工労働課内

に事務局を置く。 
２ 事務局には事務局長を置き、商工労働課長を充てる。 
３ 事務局員は、会長の指名する網走市職員をもって充てる。 
４ 前項に定めるもののほか、調査研究会の運営そのほか事務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
（調査研究会の会議の運営等） 

第１１条 調査研究会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集し、議長となる。 
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ

会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみな

す。 
４ 調査研究会の議決の方法は、会議出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 
５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障

を生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 
６ 調査研究会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
７ 調査研究会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。 
 
（調査研究会の解散等） 

第１２条 事業が完了し、事業評価が済み次第、調査研究会を解散する。 
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（規約の変更） 

第１３条 この規約を変更する場合は、調査研究会の承認を得なければならない。 
 
 
   附 則 
１ この規約は、令和２年６月１日から施行する。 
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