
第１回山武市地域公共交通会議 議事概要 

開催日時 平成 20年 10月 22日（水） 10：00～12：00 
開催場所 山武市成東文化会館のぎくプラザ 2階 視聴覚室 
出席委員 委 員 中台 守親 （千葉交通(株) 取締役社長） 

［代理 椎名 義夫］ 

〃  平野 哲男 （ちばフラワーバス(株) 代表取締役） 

〃  石田 謙一 （(有)松尾タクシー 代表取締役） 

〃  金杉 雄幸 （房総自動車(有) 代表取締役） 

［代理 金杉 幸太郎］ 

〃  川島 正博 （両総観光(株) 代表取締役） 

〃  花﨑 幸一 （(社)千葉県バス協会 専務理事） 

〃  吉原 正己 （千葉県タクシー協会 副会長） 

〃  成田 斉  （国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 

首席運輸企画専門官（輸送監査）） 

〃  佐々木 浩一（千葉県総合企画部交通計画課交通企画室 室長） 

［代理 川本 一俊］ 

〃  石井 正一 （千葉県県土整備部山武地域整備センター 所長） 

［代理 木村 俊治］ 

〃  片桐 秀明 （千葉県山武警察署 署長） 

［代理 町田 健一］ 

〃  轟  朝幸 （日本大学理工学部社会交通工学科 教授） 

〃  野澤 源三郎（東日本旅客鉄道株式会社 成東駅 駅長） 

〃  今関 紘  （蓮沼地区地域審議会 会長） 

〃  佐瀨 孝一 （松尾地区地域審議会 会長） 

〃  猪野 源治 （山武地区地域審議会 会長）(欠席) 

〃  髙木 壽  （成東地区地域審議会 会長） 

〃  大槻 大輔 （山武市 副市長） 

 

事務局  山武市総務部企画政策課 

作業協力 （株）ライテック 
資 料 資料-1 山武市地域公共交通会議設置要綱 

資料-2 山武市の公共交通の現況とニーズ 
資料-3 第１回 山武市地域公共交通会議―今後の取り組み方― 
冊子 「山武市の公共交通体系の現状」 

概 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○委嘱状交付 

 大槻副市長から委員に対して委嘱状が交付された。 

○委員自己紹介 

 各委員から自己紹介を兼ねた挨拶を行った。 

○山武市地域公共交通会議設置要綱について 

 資料-1 に基づき事務局より説明を行った。 

○会長及び副会長の選出 

 会長に大槻副市長、副会長に日本大学理工学部 轟教授が選出された。 

 



 
 
 

○議事 

（1）山武市の公共交通の現況とニーズについて 

 資料-2 に基づき、㈱ライテックより説明を行った。 

～主な意見等～ 

（今関委員） 

山武市の地域の中に、公共交通機関をこれから整備していこうと市が決断

し、これから色々と知恵を出して、考えていこうということか。 

現実に交通弱者の方からはかなり切迫した要望があると理解していいのだ

ろうと思っている。それに対し市がどういう形で手を差し伸べていくのかと

いうことだろうが、かなり費用がかかる事であり、まず市の決意を伺いたい。

現在、毎年 5千万程度の費用がかかっている。さらに将来にわたって財政的

にどんな問題があるのか。その中で、どの程度の枠までをイメージとして持

っているのか。 

議論の前に、費用の問題として、どの程度までの覚悟があるのかお尋ねした

い。 

（事務局） 

山武市は合併して 3年目を迎えたが、公共交通に対して何も整備されていな

いという状況がある。 

市としては、ゼロベースで、まっさらな白紙状態として、委員の皆様の知恵

をお借りして、新たな交通体制を構築して行きたいというスタンスである。

費用対効果を考えれば、費用は安く、多くの住民が利用して、住民のニーズ

にあったものが良い。予算はどの程度と言われれば、少なければ少ないほど

良いが、あくまでも住民がどういったものを望んでいるか、住民のニーズを

優先したものでなければならないと考えている。 

費用はかかるかもしれないが、住民ニーズの 1番高いものなら検討していき

たい。 

（今関委員） 

現在の公共交通に要する費用の約 5300 万は、どのような内訳となっている

のか。 

（事務局） 

山武市の公共交通体系の現状の 14ページに記載のとおりとなっている。 
（平成 19 年度は、海岸線 308千円、八街線 1,607千円、蓮沼循環バス 3,029
千円、山武市巡回バス 28,439千円、空港シャトルバス 15,000千円、教習所
送迎バス 4,296千円） 
（今関委員） 

今後の考え方の基本としては、採算が取れることを重視していきたいのか。

東金では広告料収入等で、概ね出来ていると聞いた。 

（事務局） 

市としては、利用者の方には運賃を負担して頂かなければならないと考えて

いる。確かに採算がとれるような形が一番理想的だとは思うが、そうはいか

ない状況があるというのもまた事実であることから、市の支出をいかに少な

くして運営していくかということが大切であると思っている。 

しかしながら、山武地区の巡回バスの負担が大きく、他の地域の住民に対す

る不公平さの問題に対し、利便性が高く、経費が安い方法で、しかも全地域

を視野に入れた対策を講じなければならない。 

費用については、市の負担は極力少ない方が良いが、交通弱者の方の利便性

を主として考えていかなければならないと思う。 



議会や市民の方からやむをえない範囲との同意が得られれば、利便性をどこ

まで高められるかということを優先して考えたい。そのために十分な議論を

して、説明できるような形にして行きたい。 

（2）今後の取り組み方について 

資料-3 に基づき事務局より説明を行った。 

～主な意見等～ 

（椎名委員） 

成田市も大栄町と下総町との市町村合併で同じような問題がある。成田の状

況を見ると、山武市との地域性や財政面での違いはあるが、合併した地域に

もコミュニティバスを導入する形で、昨年から運行を開始している。 

（平野委員） 

旧山武町の地域は、コミュニティバスがかなり網羅されており、偏りが山武

町にあるのは事実だが、当時のいきさつは、今までずっと路線バスの運行を

頑張って来たけれどもこれ以上出来ませんよという本当に切羽詰った状況

で、コミュニティバスを走らせたという経緯がある。これを今回、見直そう

ということになり、これは大いに結構なことである。 

バス事業者は、地域の方のために赤字でもバスを走らせ、バス以外の事業で

その赤字を補填しているのが現状である。旧山武町を運行しているコミュニ

ティバスも決して黒字ではないが、地域の方々の足を確保することが昔から

の我々の使命であるという意識を持っている。バスの運行が苦しいからすぐ

やめますということは我々の使命から外れることであるから、現在も頑張っ

ている状況である。 

（花﨑委員） 

昨年の 10 月に地域公共交通活性化・再生法ができて、今後、国の支援をい

ただきながら交通計画を策定していくことになると思うが、今年度は本当に

この地域に合った交通のあり方について地域公共交通会議でしっかり検討

していければと考えている。 

（石田委員） 

こういう時代なので、交通に対しては非常に敏感になっていると思うが、あ

まりコミュニティバス等の導入が進むとタクシー事業を圧迫するのではな

いかという懸念はある。そういうところも考えながら長く皆様と一緒に細か

く研究していかなければと考えている。 

（金杉委員） 

今回の基本的なベースとしては交通弱者に手を差し伸べるというスタンス

があると思う。 
営利目的でタクシーをやっているものとしては、交通弱者に対しての交通が

あまりにも多様化してしまうと、自分で自分の首を絞めるという懸念はあ

る。実際に我々の会社内でお客様の声を聞くと、バス停までも歩けないお客

様がタクシー利用しているという現状があり、全国的にもコミュニティバス

やディマンドなどを運営するという話が出てきているが、財政難の中でやる

なら安いに越したことがなく、事業者にもメリットがあるものが 1番良いと
思う。東北などの地方都市にも例があるので、都市再生という面からも交通

弱者の方と事業者の双方にプラスになるというシステムが構築出来ると良

い。 
全体的に海岸から山間部まで網羅するようなもので、出来るだけ利益が出る

ようなものをベストな方法で出来るように考えていきたい。 
（川島委員） 
まず、考えなければならないのは公共交通を利用される方であり、そこを抜



きにして事業者だけの理論ではいけないと考えている。 
現在、東金の整形外科の委託で 3系統のバス送迎をしているが、高齢者の方
が 15 分も歩かなければならいないような場合、ルートから外れて送ってい
くことも結構ある。そうしなければならない気持ちも良くわかるし、やり過

ぎもどうなのかということで、本当に難しい問題だと実感している。そのよ

うな中で、バランスのいい方法を取れるように皆さんと考えていきたい。 
（吉原委員） 
今後の地域交通のあり方としては、持続可能な、地域社会（市民）に認めら

れた、行政主体の補助金から脱却した交通にするべきだと思う。 
自治体も財源の確保をするために、ただ補助金を出すのではなく、地域の住

民からも運賃をいくらか頂く、例えば宣伝・広告をするなど、多様なアプロ

ーチを考えていかないと、ただ補助金に頼ってコミュニティバスを走らせる

だけではいけない。それではある地域ではコミュニティバスが運行していて

ある地域では運行していないなどの地域格差が生まれる。税の公平性から見

ても、交通の住み分けが大事なのではないか。 
おそらく山武市にも要介護者、要支援者の方がおそらく何千人といる。そう

いう方たちは、介護事業者・社会福祉協議会が自家用有償運送といって陸運

局の許可を貰ってたくさん運んでいる。そういう交通体系の全体を見回し

て、これからの地域の交通のあり方を考えてはどうか。 
財源も大変厳しい中、地域のコミュニティバスが入れない狭い所はディマン

ドのタクシーと結び付けて走らせている例も既にあるし、生活道路は路線バ

ス、路線バスでは採算が合わない所はディマンドタクシーにするなどの多様

な運営や住み分けをしながら考えていかなければならない。 
特に市にはただ補助金を出せば良いというのではなく、例えば企業から協賛

金を頂くなど、財源確保に対する多様なアプローチをしていただきたい。そ

の上で市民が良いと思える運賃をぜひ生み出して頂きたい。 
（今関委員） 
今後、色々議論して、最終的に 1つのプランが出来上がるのであろうが、一

回に全部やろうというのは大変難しい問題である。いくつかの地区をピック

アップして、テストケースとして始める形も考えてはどうか。 

新しい公共交通を具体化していく方法として、地区別にどうしたら良いかを

考え、優先順位をある程度付けて、最も必要なところから実現してみてはど

うか。 

（佐瀨委員） 

住民からすると、市政の公平なサービスというのは一番肝要な問題である。

今の交通体系を旧町村単位で考えた時に、不公正さがあり、それを是正する

という事が大きな問題である。 

今日もいろいろな話がでているが、営業的な収支バランスを合わせるのは非

常に難しい問題であると思う。今後、法定協議会を立ち上げ、事業を実施し

た場合、どの程度の補助をして頂けるのか、期間や費用等を含めてお聞きし

たい。 

（髙木委員） 

これから交通計画案を検討するにあたり必要な事は、住民のアンケートが非

常に大きなウェイトを占めると思う。 

これからコミュニティバスの再編やディマンドタクシーの導入などを検討

する際に、住民の意向にうまく合っていることも必要であるが、そのために

は事業者が民間会社である以上、我々利用者も応分の費用を負担することを

考えた上で、住民が納得できるような形で計画案の策定に参加していければ

良いと思う。 



（成田委員） 

昨年の 10 月に地域公共交通再活性化法が施行され、19 年度から補助事業も

セットで進んでおり、実際に総合事業という新支援制度は、今年度は全国ベ

ースで 30 億円が予算として計上されており、地域の熱意ある関係者の方に

は、積極的に支援している状況である。千葉運輸支局では、現在、精力的に

活動している市に対しては、協議会へ参加し、様々な形で支援をしている。

来年度も予算を 60 億円要求している。国は、地域公共交通を活性化・再生

させることに対して、ゆるぎない意思を持って取り組んでいる。 

ぜひ公共交通活性化協議会を設置に向けて調整を進めて頂きたい。また、全

体的な計画をまとめるのには時間がかかり、計画が出来上がるまで何も出来

ないという状態を避けるために、地域別に連携計画を作って進めて行くとい

う考えもある。 

地域公共交通会議は平成 18 年の道路運送法の改正によって生まれたもので

あるが、需給調整がなくなって競争が進んできた結果、旅客運送が非常に変

わってきており、マイカー利用の増加や過疎化の進展とともに旅客運送事業

自体が成立しない地域が出てきた。そのような状況の中で、地域の実情にあ

った公共交通サービスを提供するにはどうしたらいいのかという協議を行

うために規定されたものである。本日のお話しの中にも利用者の負担の話も

出てきたが、運賃についても地域の合意があれば国は弾力的な処理を行うと

いう様になっている。 

また、今後の市民意見交換会の際に、対価、対応、新しい公共交通の形、既

存の税金を入れていない公共交通を圧迫しないかどうか等の資料があると

わかりやすいのではないか。また、高齢化率、産業の集積、病院の今後の計

画など、現時点における今後の予測データもあると良い。 

タクシー業界について、現状の認識、把握の部分が少ないようなので、今後

のアウトプットと合わせた現状把握をしてはどうか。 

（川本委員） 

現在、県も路線バス等に対し補助金を出している。今後の検討についてのお

願いであるが、新交通をどうするかと言うことが議論の主になるであろう

が、現状の路線バスについても、事業者に全てをまかせるのではなく、地域

の自治体や住民を交えて、どのように活性化させるかという視点からも検討

をお願いしたい。 

（轟委員） 

皆さんのお話しを聞いていると、普段私が感じている問題や課題について、

十分認識があると感じた。 

少しまとめ的な話しをすると、今までの国が認可という形で管理をしていく

というものに対して、地域の熱意によってやりたい事が実現できるという、

地域公共交通活性化の法律が新しくできた。こういった法律は今まではなか

なか無かったと思う。そういった意味で、この会議で議論して計画したもの

を実現させるために、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を活用し

ない手は無いと思う。 

公共交通にはみんなが使える交通という意味と、行政がやっていくという 2

つの意味があると思うが、今回検討する公共交通はその両方が重なってい

る。 

行政が 100％運営していくものではなく、みんなが使えるものを事業として

成立させるという難しさがあるので、その点をいかにうまく成立させるかが

ポイントとなってくると思う。 

そのためには事業者が積極的に提案を行い、それに対して行政が調整、手当

てをしていくといという形が良いのではないか。それで良いものが出来上が

れば結果的に利用者の満足度も上がり、需要も増えるという良いスパイラル



が生まれるのではないか。利用者、事業者、行政全てにメリットがあるよう

なものにしたいと思う。 

そのために具体的にどうすれば良いかというのは非常に難しいが、まずデー

タ分析をして、客観的な将来のデータを踏まえて考えてはどうか。同時に、

利用者側としての市民への啓発活動も極めて重要であると思う。 

昨年度の現況調査の中にもあったが、公共交通があった方が良いかと言われ

ればみんなあった方が良いと答えるが、実際は使わない。将来のためにあっ

たほうが良いという認識では事業として成り立たなくなってしまうので、環

境問題や高齢者問題などの視点から、自動車は便利だが、多少不便でも公共

交通を利用するという意識を持ってもらえるような活動を進めていく必要

があると感じている。 

（３）その他 

会議の運営に関する事項について 

会議録の作成方法については、事務局による要点筆記とし、会議毎に会長の

承認を得た上で、市ホームページや広報市等を活用して積極的な情報提供を

図ることとする。また、会議の公開方法については、次回会議から傍聴を認

めることで了承された。 

                           以 上 

 


