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概  要 

 

 

 

 

 

 

○議事 

（1）交通事業者の意向について 

 資料-1に基づき、事務局より説明を行った。 

～主な意見等～ 

（金杉委員） 

基本的に公共交通とは交通弱者を対象とするものであると考えている。 



 

 

 

 

 

 

 

山武市の道路事情として、地域的に狭いところが多く、山間部もあるという

ことを考えると、大きい車両は難しいだろうと考えていた。 

本日、皆さんのほとんどは自家用車でここへ来たと思うが、もし自家用車が

無かったらどういう手段で来るか、自らの身に置き換えて考えてみると、も

っと活発な意見が出てくるのではないか。 

前々から発案していたが、私は時代性や地域性、また費用対効果を踏まえる

と、デマンドを導入する形が 1番良いと考えている。利用者の要望にあった

スタイルでやっていければ良いと考えている。 

（吉原委員） 

既にデマンドを導入している市町村は、高齢化率が 30％を超えている所が多

い。将来の山武市の高齢化率はどれくらいなのか。また、現在は社会福祉協

議会が運んでいる要介護者、要支援者がどのくらいいるのか。 

先ほどの資料でタクシーはドア to ドアとあったが、ヘルパーの 2 級を持っ

ていれば、ベッド to ベッドのサービスまで出来る。 

（平野委員） 

今の話で行くと、コミュニティバスよりデマンドタクシーの方が良いという

ことになってくるが、八街市では、コミュニティバスを導入し、お客様の支

持を得てうまくいっている。 

バスかタクシーどちらが良いという問題になると利害が一致しなくなって

しまう。 

（吉原委員） 

バスとタクシーどちらが良いかということではなく、将来の公共交通のあり

方を考えた上で、前回もお話したが、うまく住み分けをしていけば良いとい

う考えである。 

（平野委員） 

バスとタクシーどちらかではなく、住み分けしてやっていきたい。 

（成田委員） 

交通事業者のヒアリングの際に、どのような目的地や運賃といった前提条件

を想定した上でこの意向が示されたのか関心があるので伺いたい。 

（事務局） 

現時点の状況を踏まえた中で、どのようなご意見があるのかをお聞きしたの

で、具体的な前提条件をお示ししたヒアリングではない。 

あくまでも今現在のご意見を頂いたと理解している。 

（成田委員） 

今後どのような路線や目的地を検討し、そのサービスに対する対価を設定す

るかにより、今現在の交通事業者の意向は変わる可能性があるということを

ご出席の皆様に知って頂きたい。 

（今関委員） 

従来の公共交通システムはＪＲ駅を中心として組み上がっており、今までの

社会の中ではベターだったと思うが、新たな公共交通システムでは、例えば

成東病院を中心にするなど、市民がどのようなところへ行きたいかという要

望を中心にして今ある路線や運行形態を検討することが重要である。 

路線の再構築については、どのような考えを持っているのか。 

（事務局） 

この後、いくつかの案を提示させて頂くので、その上で議論して頂きたい。 

 

 

（2）山武市の公共交通の課題について・(3)今後の山武市の公共交通のあり



方について 

資料-1 に基づき事務局より説明を行った。 

～主な意見等～ 

（吉原委員） 

山武市の要支援者、要介護者はどのくらいいるのか知りたい。千人くらいは

いるかと思うが、本当の交通弱者はそういった方を指していると思う。 

（事務局） 

詳しい人数については未確認なのでお答えはできないが、いただいたご意見

については検討させて頂きたい。 

（大槻会長） 

先ほど質問のあった市民がどのようなところへ行きたいかという要望につ

いて、市民アンケートを行なっていたかと思うが、どのような結果であるか。 

（事務局） 

アンケート調査の結果としては、前回配布済みの報告書（山武市の公共交通

体系の現状 Ｐ41）にあるが、市民が要望している施設は、1 番目が病院、

その次が駅、商業施設である。 

（佐瀨委員） 

交通システムを立ち上げていく中で、実現するにあたって財政的な裏づけが

ないと議論が難しい。 

旧山武町では、コミュニティバスが町内をきめ細かく回って、利用率も上が

ってきている。公平性を考えると、山武市全体に同じようなシステムが出来

上がれば良いと思うが、「全市をカバーすることは、財政的な観点から非常

に困難である」（Ｐ11）とある。 

市がどのくらいの財政支出が出来るのか、アバウトな額で良いから提示して

頂きたい。 

いくら良い交通システムが構築出来ても、予算的に出来ないとなってしま

う。 

（事務局） 

計画に予算は付き物ではあるが、今は住民のニーズをしっかり把握して、利

用者のための公共交通網を構築するということを大前提にしたい。来年度か

ら始まる法定協議会の中で議論して頂いて、良い計画を策定してから予算等

は決定したいと考えている。 

（佐瀨委員） 

アバウトでも構わないので数字を提示して頂いた方が、今後の立ち上げに向

けた検討において有効であると思われる。 

（事務局） 

資料のＰ19 からの案の中で具体的な数値も提示させて頂いているが、今後も

更に十分な検討が必要であると考えている。 

（猪野委員） 

今の段階では現状を把握し、基本理念をしっかり検討することが必要である

と思う。予算については今後の検討項目として分けて考えた方が良い。 

（金杉委員） 

ゼロベースが基本だと思うが、金額的なものを提示するには、現状のバス等

への負担金を、新しい交通システムに移す程度しか出来ないのではないかと

考えている。 

どんなに良いものを作っても、利用者の方がいなければ意味を成さない。 



利用する側にある程度の負担は必要であると思うし、あえて数字を挙げるの

なら、シビアな問題だが、どこかを削るしかないのではないか。 

補助金無しでやるつもりで考えていかなければならないと思う。 

（轟副会長） 

モビリティ･マネジメントは、決して公共交通だけではない。資料の中でも

賢い交通という言い方をしているが、車が 100％悪いということではなく、

車といかにうまく付き合っていくかということであると思う。Ｐ14 の②にあ

るが、公共交通だけで移動することは無理であり、例えば雨が降っていたり、

子供がいたり、荷物が沢山ある時は車を使って良いし、そうでない時はなる

べくバスやタクシーを使うという、使い分けを考えて頂きたい。そういった

連携についても書き込んで頂けると良い。 

（成田委員） 

先ほど予算について議論があったが、Ｐ12の上段に「公的負担の軽減」が 1

つの課題としてある。 

公共交通であるから、予算的な関係で急に無くなるというのは社会的な影響

も大きく問題がある。 

今の公共交通を支えている予算と未来の新たな公共交通への投資は、別に分

けて考えた方が議論が進みやすいのではないか。 

(4)山武市地域公共交通戦略計画（案）について 

資料-1 に基づき事務局より説明を行った。 

～主な意見等～ 

（今関委員） 

今日、この 3 つの案から 1 つの案を決めるということか。 

（事務局） 

今日はそれぞれの案について議論して頂いて、出来れば年明けの 3 回目の公

共交通会議で取りまとめたいと考えている。 

（平野委員） 

利便性を単純に各項目ごとにメリット、デメリットで評価すると、バスは利

便性が低いということになる。 

利便性とはなにかということを考えなければならない。例えば単に運賃が高

いか安いか等の視点ではなく、いかに目的地へお客様が移動できるかどう

か、使いやすいかどうかについて考えなければならないと思う。 

例えばタクシーだけで 50 人が 1 度に移動できるかどうか等の問題も踏まえ

た上で評価検討することが必要であると考えている。 

（今関委員） 

今回提示された 3 案について、費用の面ではさほど変わらないということに

なると、最終的に決定する計画案にはっきりとした優位性が無いと、市民の

方にきちんと説明できない。 

費用に差が無いとなると、市民が何を望んでいるかということになってくる

と思う。 

公共交通機関の必要性という問題は切迫していると感じている。 

一番感じたのはガソリンが高騰しリッター150 円、160 円となった時であり、

自家用車の使用に危機感を持った。 

もう 1つの考え方として、公共交通機関から自家用車にシフトしたのは、目

的地までにかかる時間の費用対効果の面で、自家用車が優位性を持って社会

が展開したのではないか。 

しかし、これからの高齢化社会の進展を考えると、時間に余裕がある高齢者

層が多くなってくるので、そういった意味でも自家用車から公共交通機関へ



のシフトを進めていかなければならないと思う。 

ただ、たくさんの市民に聞いてみて利用したいと思って頂けるものでなけれ

ばどうしようもないので、意見を聞いてから議論させて頂きたいと思う。 

（猪野委員） 

全体的な経費に大差がないとすると、一般の市民にとっては安くて便利なも

のが一番良いことになる。しかし、それが簡単には出来ないので議論してい

く必要がある。 

公共交通の利用者は、免許保有者よりも免許を保有しておらず自家用車を持

たない人が主である。その場合、個人の負担額がどれ程になるのかが利用す

るかどうかに非常に大きく関わってくると思う。 

個人の負担する運賃について、もう少し説明して頂かないと判断が難しい。 

（事務局） 

個人の負担額について検討し、情報をご提供する。 

（金杉委員） 

デマンドが良いと言われているのは、タクシー並みのサービスをバス並みの

料金で利用できるイメージして頂ければ良いと思う。 

（吉原委員） 

コミバスは 100 円、200 円だが、タクシーはすごく高いというイメージがあ

る。 

ランニングコストのうち、個人がどのくらい負担するのかがわからないと市

民は比べようがない。 

バス、タクシーのどちらにおいても、例えば病院に広告費を負担してもらう

とか、市の補助金だけを頼るのではなく、宣伝広告、車内吊り等で収入を得

るなどして事業者も努力しなくてはいけないと思う。 

（花﨑委員） 

デマンドタクシーは大体通常料金の半分くらいかと思う。 

バスについては燃料が高騰したため非常に苦しい状況で、黒字路線で赤字路

線もまかなっているという現状である。 

これから検討するコミュニティバスあるいは乗合タクシーでは、地域の利用

者にある程度の負担をして頂くような仕組みを考えたいと思う。 

（金杉委員） 

酒々井のデマンドタクシーの資料によるとエリア内 300 円である。 

（事務局） 

Ｐ28 に他の事例で、デマンドタクシーの料金について表記してあるので参考

にして頂きたい。 

（梅田委員） 

公共交通を利用する対象者が歩行困難な方に限定されているような印象を

うける。 

山武市の交通機関は、病院と駅を回るようになると思うが、電車との接続を

考えると通勤･通学者の利用も考えられる。交通弱者というと、学生も当て

はまる。学生に対しても家まで迎えに行くという形態はどうなのか。 

学生まで対象を広げると人数の問題もあるし、まず、利用対象者を決めては

どうか。 

また、旭市の例として聞いたが、公共交通機関が網羅されたことで高齢者が

自転車からコミバスに転換したことにより、事故が減ったと聞いている。 

利用者の声を聞くと、利用している人はとても便利だと言うが、利用してな

い人は不満を持っているという声も聞くことがあるので、運賃の問題なども



含めてよく議論するべきである。 

（成田委員） 

Ｐ20 の乗合タクシーについて、地域外への乗り入れを行う場合、法的な支援

を受けないタクシーとの差別化をどのようにするか、対象者を例えば要介護

の方や交通空白地域の方にする等の記述もあると良いのではないか。 

乗合タクシーが山武市の方に理解されるのかどうか、重要なファクターであ

る。 

乗合タクシーの必要台数を、似た地域である酒々井町を参考に面積的に 12

台としていることが気になる。人口が倍になったら台数も倍というのが本当

にそうなのか、比較費用も変わってくるので、もう少し丁寧に比較して頂き

たい。茨城県で、デマンドタクシーを導入している市町村がいくつかある。

ヒアリングを行い、台数の検討をして頂きたい。 

また、Ｐ31 の表の評価が一人歩きして、議論が先に誘導されてしまう危険性

もあるので、取り扱いを注意する必要があると思う。 

（事務局） 

ご指摘を真摯に受け止めて、今後の検討を進めていきたい。 

（花﨑委員） 

乗合タクシーを導入すると、福祉有償運送の取り扱いはどのようになるの

か。 

（事務局） 

出来ればこの場でそういった議論もして頂きたい。 

（川島委員） 

福祉有償輸送の会議の際に、運転手の年齢を 70歳から 73 歳に引き上げた。

通常の訓練した運転手ではなく、ボランティアの人の年齢を上げたのであ

り、当然リスクがある。なぜ引き上げたのかというと、ボランティアでやる

人が少なかったからであり、それでも福祉有償運送をやるのかという議論が

あったことをお知らせしたい。 

（猪野委員） 

Ｐ26 の③連携システムで、乗合タクシーの地域内とあるが、距離で判断する

ということは考えられるか。目的地がすぐ近くであるのに、ゾーン外だから

行けないというのはいかがなものか。 

（髙木委員） 

利用者の対象が高齢者か一般の人かで料金設定もルートも変わってくると

思うが、高齢者が対象の場合、この案のルートでは大勢の利用は無理ではな

いかと思う。 

高齢者を中心とするなら、先に市民の意見を聞いて作ると良いのではない

か。この案が一人歩きしてしまい、○×で行くと③の連携システムが良いと

いうことになってしまう。 

勉強したところによると、デマンドにすると、オペレーターが非常に大変で

あると聞いている。 

（事務局） 

本日ご指摘いただいた対象者、利用料金、福祉交通との兼ね合いなどについ

て、今後、検討していきたい。 

料金設定については、デマンドとバスの兼ね合いや利便性で変えていかなけ

ればならないと考えている。 

地域の設定については、戦略計画をイメージとして出させて頂いたのは、あ

くまでもこのような案があるということで、この案でやりますということで



はない。皆さんからご意見を伺った上で決めて行きたいので、持ち帰っての

ご検討をお願いしたい。 

（佐瀨委員） 

検討する際に対象者は市民全体ということでよいか。 

（事務局） 

市民全体を対象として検討していただきたい。 

(5)今後の検討の進め方について 

資料-1 に基づき事務局より説明を行った。 

～主な意見等～ 

（平野委員） 

導入計画案（Ｐ22～）の中に、千葉線は「事業者の努力において維持する」

とあるが、維持出来るとは言い切れない。「維持するように努力する」とい

うような文言に変えて頂きたい。市民の方に、誤解のないようにして頂きた

い。 

（成田委員） 

委員の皆様の共通認識を図るために、市民意見交換会で配布する資料を事前

に委員に配布して頂きたい。 

（事務局） 

資料作成後、資料を事前に配布させて頂く。 

(6)その他 

（轟副会長） 

コミュニティバスやデマンドタクシーなど色々な区分けがあるが、利用者

にとっては、どんな交通形態であっても、どこを走っているかの違いで同

じである。 

実は、コミュニティバスという定義は無く、市民にわかりやすく受けが良

いから使われている通称である。議論する際には、形態にあまりこだわら

ない方が良い。また、事業者のデータを基にＯＤのニーズは一度きちんと

した形で調査した上で議論する必要がある。 

また、潜在的需要のある目的地については、意識調査をすると良い。需要

を掘り起こす意味でも今後マーケティングをきちんとやっていくべきでは

ないかと思われる。 

運行形態については色々考えられる。路線を時間で分け、朝は駅経由、昼

は病院経由にするなど、時間帯や行き先(経由地)で変えることも出来る。 

あと、重要なのは費用負担の問題だが、運賃を利用者が 100％負担するのか、

市民全員で 100％税金という形で負担していくのか、地域によっては利用者

を会員制にしている所もあるし、地域の企業、病院や商業施設が負担して

いるところもあり様々なケースが考えられる。 

費用負担をどのようにするかについては、どちらが先かという話にはなる

が、良いシステムを考えた上で、それにかかる費用をどう負担するかしっか

り考えていくと良いのではないかと思う。 

                           以 上 

 


