
「ウォーキングバス」で安全・安心なまちづくりを�
　運転手役と車掌役の大人が乗客の子どもを囲み共に歩く「ウォーキングバス」。

苫小牧市では、子どもたちの登校時に新しい試みが行われている。�

　地域ぐるみで「ウォーキングバス」を運行することにより、子どもを犯罪から守

るばかりでなく、地域の人々のあたたかな「絆」をつくり、「自分自身のため、わが

町のため、わが町の未来のため」をモットーに、安全・安心なまちづくりに取り組

んでいる。�

　「ウォーキングバス」の運行方法や、地域で「絆」を構築するまでの道のりを

紹介する。�
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情報誌�

◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース1

ウォーキングバス運行風景�

ＮＰＯ法人エクスプローラー北海道�
人　員　体　制�活　動　概　要�

・理事： 6名�
・会員：10名�

・国際理解教育、環境教育、安全教育の推進・�
  指導を実施。�
�

苫小牧市（北海道）�



――「ＮＰＯ法人エクスプローラー北

海道」は、地域や学校と連携して「ウ

ォーキングバス」を運行しているそう

ですが、ウォーキングバスとは何かお

聞かせください。�

�

�

�

　運転手役と車掌役の大人が、乗

客の子どもを囲み、共に歩くのが「ウ

ォーキングバス」です。日本ではまだ

新しい取組ですが、イギリスでは既に

実践されています。�

　現在、苫小牧市では、拓勇小学校

のある沼ノ端地区で、小学生の登校

時に「ウォーキングバス」を運行して

いますが、子どもたちを犯罪から守る

ことにとどまらず「安心・安全のため

の人と人との絆づくり」を目標として

運行しています。�

�

――「ウォーキングバス」は毎日運行

しているのですか。�

　「ウォーキングバス」は、平成20年9

月から本格的に運行を開始しましたが、

毎月第1回目の登校日に、定期便を

運行しています。しかし、子どもたち

が不安に思うような事件が起きた場

合は、臨時便を運行します。「ウォー

キングバス」を本格的に運行する以

前にも、地域内で「車による子どもの

連れ去り未遂事件」が起きたため、

子どもたちが安心して登校できるように、

臨時便を2便、運行しました。�

�

――「ウォーキングバス」は、いわゆ

る「集団登校」とは違うものなのですか。�

�

�

�

�

　沼ノ端地区では、「集団登校」は緊

急災害時に実施するものであり、平

常時に実施するものとは考えられて

いません。�

　しかし、「ウォーキングバス」は、子

どもの安全を守るだけではなく、地域

住民みんなの絆づくりを目的としてい

るため、緊急災害時ではなく、平常時

に運行しています。�

　また、運転手や車掌の大人と子ど

もが会話を楽しみながら学校に行く

ことも大切にしていることが、大きな

違いとなっています。�

　�

――「ウォーキングバス」の運行方

法について詳しく教えてください。�

�

�

�

�

　運転手と車掌役の大人はオレンジ

色のジャンパーを着て、バスの始発

場所で子どもたちを迎えます。�

　運転手は「ウォーキングバス運行中」

と書いたボードを持ち、先頭を歩きます。�

　車掌は、子どもたちの最後尾につ

きますが、横断歩道を渡るときは、子

どもの横断を手伝い、乗車客が多い

路線では、車掌が3、4人ついています。�

　「ウォーキングバス」の停留所は、

第2車掌、第3車掌が参加する場所で、

通過時間は決まっていません。子ども

たちは、「乗ります」といえば、どこから

でも乗れることになっています。運転

手や車掌は、子どもにバスに乗ること

を誘いはしますが、強制はしていません。�

�

――「ウォーキングバス」には、どの

ような子どもが乗車していますか。�

　低学年生が多いのですが、バスに

乗車しなくても、その回りを一緒に歩

く中高学年の子どももたくさんいます。�

�

――どのような方が、運転手や車掌

になっているのですか。�

　保護者や地域住民などが運転手

や車掌となり、人手が足りないときは

教頭先生も手伝っています。�

　沼ノ端地区では、不審者が見られ

るようになったため、平成17年に保護者、

学校、「エクスプローラー北海道」が

協力して、「拓勇小学校子どもの安

全サポートボランティア」を発足し、70

名の地域住民や保護者が登録しま

した。運転手や車掌は、このボランテ

ィアに呼び掛け協力者を募りました。�

　現在、「ウォーキングバス」は、子ど

もたちの居住地域に合わせ、時間差

で9路線運行しています。これを運行

するためには最低18名の運転手・車

掌が必要となりますが、毎回20名以

上の協力があり、運転手役を、毎回、

引き受けてくださる方も9名います。�
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「ウォーキングバス」と「集団登校」
の違いは、遊び感覚とコミュニ
ケーションを重視していること�

地域の大人が運転手と車掌に。�
町内会の防犯部や、地域のシ
ニアもバス停などで見守りを�

見えないバス「ウォーキングバス」�

◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース1

ＮＰＯ法人エクスプローラー北海道�
代表理事�

●佐藤一美さん�

　地域と連携し、「ウォーキングバス」を運行している「ＮＰＯ法人エクスプローラー北海道」代表理事 佐藤一美さんにお話を

伺いました。�

さとう  ひ と み�

たくゆう�

ぬまのはた�



　協力している保護者はお母さんだ

けでなく、お父さんもいます。学校の

先生には、授業の準備に専念してい

ただきたいので、運転手や車掌をお

願いすることは考えていませんが、校

長先生は校門で「ウォーキングバス」

を出迎えてくれています。�

�

――「ウォーキングバス」には、運転手

と車掌以外の大人も参加していますか。�

　「ウォーキングバス」の運行時には、

運転手や車掌がバス停に到着する

前から、町内会の防犯部や、地域の

シニアの方が交差点などに立ち、早

目にバス停に来た子どもたちを見守

ってくれています。�

　「ウォーキングバス」が発車すると、

この方たちも、学校の途中まで一緒

に歩きますが、中には万歩計をつけ

て歩いている方もいます。沼ノ端地

区は郊外にあり、どこに行くのでも車

を多く使います。防犯を考えると、な

おさら大人も子どもも歩くことが少な

くなるため、「ウォーキングバス」で歩く

ことは、健康増進にもなっています。�

�

――運転手や車掌になるための研

修はあるのですか。�

　研修は行っていませんが、運転手

や車掌には、「エクスプローラー北海道」

が作成した「運転手や車掌の心得」や、

「ウォーキングバス」の概要などを紹

介したマニュアルを配布しています。�

　「ウォーキングバス」の運行時は、

防犯協会の研修受講経験者の「町

内会の防犯部」の方もいますので、

集団で移動することに慣れている大

人も少なくありません。�

�

――子どもや保護者は、「ウォーキン

グバス」の運行スケジュールなどを、

どのように知るのですか。�

�

�

�

　「エクスプローラー北海道」が、「ウ

ォーキングバス」の路線図と運行時

間を作成し、学校にメールで送ります。

学校は、それらの情報を盛り込んだ「お

知らせ」を作成し、子どもたちを通じ

て各家庭に配布します。�

�

――運転手や車掌は、路線図や運

行時間をどのように知るのですか。�

　運転手や車掌が「拓勇小学校ＰＴ�

Ａ」の場合は、子どもを通じて、担当

のバス停や、路線図、運行時間を配

布し、運行時に必要なジャンパーも一

緒に配布します。運行時間については、

学校がメールでもお知らせしています。�

　運転手・車掌が地域住民の場合は、

保護者の許可を得て、近隣に住む在

校児童が情報を届けています。�

�

――運転手・車掌以外の地域の方

にもウォーキングバスの運行情報な

どをお知らせしていますか。�

　子どもの見守りをしている２つの町

内会などにも、情報を届けていますが、

これは、教頭先生が届けています。�

沼ノ端地区には回覧板がないため、

電話などではなく、あえて、直接届け

る体制としています。�

�

――台風による運行休止などの緊

急連絡はどのように実施していますか。

　悪天候の時のほうが、通学上の危

険が多いため、「ウォーキングバス」は

雨天でも運行します。このため、雨に

よる運行中止の緊急連絡は、現在の

ところ発生していません。�

　臨時便を運行する場合は、通常の

連絡網ではなく、「エクスプローラー

北海道」と「学校」で、手分けをし、関

係者に電話で連絡をとり、運行準備や、

運行案内を行います。�
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ウォーキングバス路線図と出発時間　※番号は、バス停を指す�
�

ウォーキングバス運行風景�

「ウォーキングバス」の運行連
絡網では、学校・児童が活躍�
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「拓勇小学校子どもの安全サポートボランティア」交流会�

「ウォーキングバス」支援者は、
交流会や広報誌を通じて情報
交換�

最初は理解されなかったが、地
域の人間関係が構築されることで、
「ウォーキングバス」が成功�

◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース1

――「ウォーキングバス」の支援者で

ある地域の方同士のコミュニケーシ

ョンを図るために、どのようなことをし

ていますか。�

�

�

�

�

　「ウォーキングバス」の協力者が所

属する「拓勇小学校子どもの安全サ

ポートボランティアの交流会」が、支

援者の情報交換の場となっています。�

　この交流会は、以前は、年１～２回

程度しか開催していませんでしたが、

平成20年4月より毎月１回開催してい

ます。この交流会では、登下校時の

子どもたちの様子や、地域内の危険

な場所などについて、学校、保護者、

地域住民間で情報の共有を行って

います。�

　また、交流会で話し合われたことや、

日々の地域の活動は、「エクスプロー

ラー北海道」が作成している「チーム・

オレンジ通信」で紹介し、全児童の保

護者に配布しています。�

�

――「エクスプローラー北海道」が「ウ

ォーキングバス」を提案したそうですが、

提案した際に、すぐに地域や学校か

ら協力が得られましたか。�

�

�

�

�

　平成18年に、「ウォーキングバス」を

学校に提案しましたが、大雪のときに

先生が引率して帰る集団下校のイメ

ージと混同され、学校、地域、子ども

のいずれにも理解してもらえませんで

した。�

　平成17年に発足した「拓勇小学

校子どもの安全サポートボランティア」

は、登録者のそれぞれが「見

守り作戦」や「ステッカー作戦」

などを行っていましたが、横

の連携はなく、地域が連携し

た活動ができない状態が3

年続きました。�

　しかし、平成20年3月に、

隣接の校区で、女児が刃物

を持った男に追いかけられ

たため開催した「拓勇小学

校子どもの安全サポートボラ

ンティア」の会合で、「ウォーキ

ングバス」の前身ともいえる「ウ

ォーキングパトロール」を「エ

クスプローラー北海道」が提

案したところ、協力者が徐々

に増えるようになりました。�

　それまでも、街角や家の前

に立ち子どもの登校を見守

る方々はいたのですが、それでは点

と点の見守りにしかならないため、子

どもとともに歩きながら見守る「ウォー

キングパトロール」を提案したのです。�

�

　�

�

�

�

�

�

　「ウォーキングパトロール」を実施す

るにつれて、地域住民同士が顔見知

りとなり、メールアドレスの交換をした

りするようになりました。�

　そのような時に、「拓勇小学校ＰＴＡ」

が「拓勇小学校子どもの安全サポー

トボランティア」に、オレンジ色のジャン

パーを配布したり、「ウォーキングパト

ロール」実施者のための保険に加入

したりしてくれたため、ボランティアの
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「ウォーキングバス」についての子どもの感想�

将来的には、子どもによる運
転手・車掌も�

「ウォーキングバス」は絆づく
りであることを忘れずに�

●苫小牧市の基礎データ�
○人口：172,758人�
　（出典：平成17年度国勢調査）�

○小学校児童数：9,722 人（公立小学校23校）
　（出典：平成19年度学校基本調査）�
　 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/�
  　chosa/gakkou-i/2007gakkou-i.htm�

○沼ノ端�
　千歳空港や国際流通拠点となっている苫
　小牧港から車で20分のところにある新興
　住宅地�

◆NPO法人エクスプローラー北海道�
http://blog.canpan.info/explorer �

問合せ先�
�

連帯感がますます高まりました。そこ

で再度、「ウォーキングバス」を提案し

たら、今度はすぐに、試運転を行うこ

とが決定され、20年の秋から本格的

に運行を開始することができました。�

�

――子どもたちの「ウォーキングバス」

についての感想はどうでしょう。�

　子どもたちにアンケートをしたところ、

「ウォーキングバスに乗ったら友達が

できました」、「雨の日もいてくれてうれ

しいです」、「挨拶してくれてありがとう」

など、「ウォーキングバス」を楽しんで

いる感想が聞かれました。�

　保護者からも、「『ウォーキングバス』

に参加するようになってから、徒歩で

の登校を嫌がっていた子どもが、自

分から友達を誘って登校できるように

なりました」といった言葉が寄せられ

ました。�

�

――今後、「ウォーキングバス」の運

行回数を増やす予定はありますか。�

�

�

�

　保護者に実施したアンケートでは、「週

1回」の割合で運行を希望する声（3

割弱）が聞かれたため、運行回数を

増やす可能性はあります。�

　しかし、「ウォーキングバス」は、「楽

しいから続けたい」という気持ちを重

視したいので、保護者を当番制にし

て運行回数を増やすということは考

えていません。�

　ただ、「運転手や車掌をやってみ

たい」との子どもの声があるため、乗

客の中心である低学年生が高学年

になったときには、子どもたちによって「ウ

ォーキングバス」が運行される可能性

もあると考えています。�

�

――これから「ウォーキングバス」を

開始したいと考えている地域にアド

バイスをお願いします。�

�

�

�

　「ウォーキングバス」は、人と人との「絆

づくり」であることを、忘れないように

実施するとよいと思います。�

　事件が起きると、「知らない人とは

話をしない」というように、地域の人と

のコミュニケーションも閉ざしがちにな

ります。とくに新興住宅地では人間関

係が希薄なため、このような傾向が

強くなります。�

　しかし、地域のコミュニケーション

力を高めれば、犯罪者が地域に侵入

しても、すぐにその存在を発見でき、

事件を未然に防ぐことができるはず

です。�

　「エクスプローラー北海道」は、「地

域安全マップコンテスト」や「安全マッ

プ講演会」も、校長会・教頭会、警察署、

防犯協会、町内会の防犯部、地元の

ショッピングセンターなどと連携して実

施しています。これらも「最強の安全

は人と人との絆づくり」と考えて行っ

ています。�

　沼ノ端地区では、「ウォーキングバス」

を運行することによって、「子どもたち

の安全を守ること」から一歩踏み込み、

「自分自身のため、わが町のため、わ

が町の未来のため」をモットーに「安全・

安心なまちづくり」を考えるようになっ

てきました。�

　「ウォーキングバス」も「安全マップ

づくり」も「絆づくり」の手段です。「絆

づくり」により地域力を高めることがイ

メージできれば、どこの地域でも、「ウ

ォーキングバス」を開始することがで

きるでしょう。�

　　　　　　　　―平成20年10月取材―
（本文に掲載の写真及び図は、「ＮＰＯ法人エクスプローラー北海道」提供）�

�


