舘田るみ子活動だより５５号（１）

低床バス、県病・市民病院への直通便を

に切り替え 、黒字の中 心
部分を市営 バスが運行 す
なりました。
舘田市 議は、アン ケー

スは、低 床バスは一 台だ
けだった ことも明ら かに

的な効 果が生まれ ると言
われて いる。高齢 化社会

なり、 また商業、 観光等
も活性 化するとい う総合

になれ ば、自治体 が負担
する医 療費負担が 少なく

笹 森沼の周りには、ベン
チ 付きの遊歩道が整備さ

三内と石江の間にある

日本共産党市会議員

るという交 通戦略を進 め
てきました が、バスか ら

略は市民 の願いに逆 行す の公共 交通を考え る場合、 ス停には屋根とベンチを」
る方法だ った」「バ スは、 大事な 視点でない か」と 「バ ス空白地域 に循環バ

トの結果 を紹介しな がら
「市が進 めてきたバ ス戦

スを 」などを取 り入れる
よう要求しました。
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青森市中央三丁目二一ー十五
℡七七七―七二四一
市役所内℡七二二―八九〇四

バスに「乗 り継ぐこと へ
の強い抵抗 感にこのま ま

青森市 がめざすべ きバス
交通の あり方につ いて市

１４０名
１０２名

５、青森駅・新青森駅行きのバス

８２名

必 要だと求め ています。

が いなくなり 、野鳥も少
な くなったの で、浮島が

撤 去されてい ます。舘田
市 議は、サギ などの水鳥

基もありました。
浮き島も老 朽化のため

調 査をしたら 、グラグラ
し て座れない ベンチが８

ベンチが壊れて座れな
いという訴えが寄せられ、

れ ていて、毎日多くの人
が散歩を楽しんでいます。

修繕され る

笹森 沼のベンチ

進めていけ ばバス交通 の
混乱が予想 される」と 路

車を運転 できない高 齢者
や子ども、障がい者にとっ

（複数回答可）

「利 用者の少な い昼間は
小型 バスの運行 を」「バ

線の再編を 立ち止まっ て
再検討する ことにして い

３、高齢者のバス無料制度の復活
４、ワンコインでの地域循環バス

舘田るみ子 市議が西 部
ます。

の考え をただし「 費用対
効果の 考えでなく 、市民

１５０名

増やしてほしい

地 域の皆さん にバス交 通
に ついてのア ンケート を

２、県病・市民病院の直通便を

市営バスの低床バ
スは４５両（導入率
３０・８％）今年は
１５両導入予定で、
今後も導入していく
と答 弁がありました。

１、低床バスなど高齢者・障がい者に
やさしいバス
２０３名

市民が必要として

てはなく てはならな い移
動手段で あり、高齢 化が

市政への意見・要望
生活相談などお気軽に
お寄せください。
が本当 に必要とし ている
交通網にしていくべきだ」
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進んでい けば、身近 なバ
ス交通の 役割はいっ そう

舘 田る み 子 事務 所
開 設しま した。

いる公共交通を

設問３バス交通に望むことは何ですか。

お 願いしたと ころ、４ ９
３ 名の方がア ンケート に

３４名

と求めました。
最後 に再検討の 際には

電車

大きくな ることは明 らか
だ」と指 摘し「高齢 者が

４８名

舘田市議 の質問で、 民

タクシー

答 えて下さい ました。 一
番 多かったの が「高齢 者

５５名

「１０ ０円バスの 導入」

家族の車

気軽に外 出し、健康 増進

設問２、マイカーを運転出来なくなった
時の主な乗物は何ですか。

間会社の運 行する市民 バ

４９３名

や 障がい者に やさしい 低
床 バスを」次 に多かっ た

合計

の は「県病や 市民病院 ま
で の直通便を 増やして ほ

１８８名
１１６名
９１名
５２名
２５名
２１名

し い」という 要望でし た。
主 な移動手段 は、バス が

２９７名
合計

６名
その他

一 番多く、次 に自分が 運
転 する車でし た。そし て、

バス
家族の車
マイカー
タクシー
電車
その他

http://www13.ocn.ne.jp/~tateda/

ブログも始めました。

第５５号
１５４名
バス

車 が運転でき なくなっ た
時 の交通手段 の一位は バ

移動手段としている主な乗物
設問１

スでした。

「交通戦略」は
立ち止まり
再検討
青森市は利 用者の少 な
い 赤字路線を 民間の運 行

アンケートのご協力
ありがとうございました。

壇上から質問する舘田議員

舘田るみ子活動だより

高齢者・障がい者にやさしいバス交通を

舘田るみ子活動だより５５号（２）

市と市民・事業者が力を合わせて、発生抑制と分別を

環境と資源を
守るために

か、ご み処理に伴 って排
出され ていたＣＯ ２削減

でごみ の減量化と リサイ
クルが どこまで進 んだの

舘 田市議は「 減量化が

有料化や指 定袋などの 強
制的な手段 によるので は

に更なる減 量を求める こ
とになるわ けですから 、

減らすため に、減量努 力
をしてきた 市民の皆さ ん

墓に関 する調査でも「 子孫による管理 が不要な合

埋葬す る合葬式墓地と いう新しい形の 墓地を整備
する自 治体も増えてき ました。市がお こなったお

家族が 増えています。 一カ所に多くの 人の遺骨を

うえで整 備時期を検 討し
たいと言 ってきた。 少子

岡町線も 他の街路整 備事
業の実施 状況を見極 めた

舘田市 議は「都市 計画
道路３・ ４・１６号 油川

していく 」と同じ答 弁を
繰り返しました。

したが「 他の道路整 備事
業の状況 から時期を 検討

置するこ とになると 考え
ている」 と答弁があ りま

命化を図 ることにな った
ので、新 たに歩道橋 を設

質問に「 岡田橋は架 け替
えでなく 修繕により 長寿

てきました。
今議会 での舘田市 議の

の歩道拡 幅が必要だ と認
識し整備 すると答弁 をし

市は、 これまで岡 田橋

会の浜 通りで、側 溝改良
工事が始まりました。

るみ 子事務所を 設置さ
せて頂 いた油川・ 館町町

後に行 うと連絡が ありま
した。

と答弁がありました。
後日 、七月十七 日の午

現場を 点検し、設 置につ
いて検 討して参り たい」

通診断に おいて、現地
で関係者 立会いにより

設置を求 めたところ、
「七月上 旬から行う交

見えず事 故が起きてい
ます。ロ ードミラーの

線に出る 時に右側から
来る歩行 者や自転車が

松丘保 養園前バス停
付近の県 道鶴ヶ坂千刈

ロードミラー
の 設置 を

がどの くらい減ら すこと
が出来 たのか、市 民に説

想定 通り進まな かったか
らと 言って、有 料化して

なく、市民 の皆さんに よ
く理解して もらえるよ う

高齢化の 時代に立派 な道
路ばかり 出来ても、 費用

何年 も前から要 望を続
けてきた所です。

岡田 橋の
歩道 橋
設置を 早く

舘田市 議は、資源 や環
境を守る 問題だとい う視

明をし 、今、燃や すごみ
を早期 に減らさな ければ

も、 ごみの減量 化が進ま
ない ことは他都 市の例か

な丁寧な説 明で、市と と
もにごみの 減量活動へ の

対効果が期待できるのか」
「いつ完 成するか分 から

よるもの だと言われ てい
ます。自 治体の施設 のな
かで、温 室効果ガス を一
番多く排 出している のが、

割の人が利用したいと答えています。
舘 田市議が 「経済的理由 やさまざま な理由から
う声もよせられている 。本市にも合葬墓の整備を」

埋葬で きずに何年も遺 骨を抱え、困っ ているとい

ごみの焼 却施設です 。で
すから、 環境や資源 を守

体の調 査を行うなど、 事業化の場合の 課題を整理

有 料化して も
ごみは減らない

している」と答弁がありました。

と求め たところ、鹿内 市長から「現在 、先進自治

るために 燃やすごみ を減
舘田 市議は「こ れまで
らさなけ ればなりま せん。 の取り 組みと市民 の努力

ごみ の減 量化 が
想定どおり進まず

余 剰 ご み発 生

http://www13.ocn.ne.jp/~tateda/

少子高齢化や核
家族化などで、お

点からその他のプラスチッ
クを燃や さず、分別 ・リ

ならな い理由を市 民の皆
さんに 理解しても らい、

らい っても明ら か」と有
料化 を主張する 他党議員

参加・協力 を続けても ら
うよう働き かけていく こ

ない道路 に多額の費 用を
かけるく らいなら、 交通

墓の承継が困難な

サイクル するよう求 め、
現在、市 民の皆さん の協

ごみを 減らす努力 を市と
ともに 続けてもら うよう

を批 判し、ごみ の２０％
減量 を目指そう と、８０

とこそが、 今、求めら れ
ている」と 述べて、ご み

安全対策 としての岡 田橋
の歩道橋設置を急ぐべき」

継 承 者 が不 要 の
合 葬 墓を 青 森 市 にも

力のもと に分別収集 が行
われています。

お願い しなければ ならな
い」と 市の姿勢を ただし

％ま での指定袋 を無料に
して 取り組んだ 新潟市が

の有料化反対の立場から
議員提案の 『ごみの減 量

と提案し ました。桜 庭都
市整備部 理事は「ご 指摘

かつて 経験したこ とが
ないよう なゲリア豪 雨や

市は、 老朽化がは げし
い梨の木清掃工場に代わっ

ました。
とこ ろが、自民 党や公

さら に減量を進 めようと
全量 有料化に切 り替えて

化推進に関 する決議』 に
反対を表明しました。

の３・４ ・１６号に つい
ては、見 直しを検討 して

たつまき など、異常 気象
の原因は 、地球温暖 化に

て、来年 ４月から最 終処
分場の隣 に建設中の 新ご

明党・ 市民クラブ の議員
は、ご みを減らす ために

し まっ たこと を紹 介し
「指 定袋の導入 もごみの

有料化に つながる指 定
袋導入に賛 成したのは 、

葬墓を 利用したいと考 えているか」と の問いに三

み処理施 設で焼却す るこ
とにして いましたが 、ご

は有料 化すべきだ と言い
出し、 ２４日の閉 会日に

減量 化を市民に 押し付け
るも の。とりわ け、本市

いる」と 答弁があり まし
た。

き委託 することに なりま
した。

みの減量 化が想定ど おり
進まず、 このままで は処

議員提 案の「指定 ごみ袋
制度の 実施」等を 求める

自民・公明・市民クラブ・
社民・無所属の議員

浜通りの
側溝の改良が
始まりました

理できな い余剰ごみ が発
生するこ とがわかり 、脱

は、 喫緊の課題 となって
いる 燃やすごみ を早期に

石江

決議を 賛成多数で 採択し
てしまいました。

油川

退を決め ていた黒石 地区
清掃施設 組合に、引 き続

その他のプラ収集日

