
平成２５年度 第１回勝浦市地域公共交通活性化協議会 議事録 

 

１．日  時 平成２５年７月９日（火） １３時３０分から 

 

２．開催場所 勝浦市役所 ５階 第１委員会室 

 

３．出席者 

【委員】 関委員、泰間委員（代理池田委員）、伊藤委員（代理白土委員）佐藤委員、

大多和委員（代理高橋委員）、花﨑委員、中陳委員、久我委員、鈴木委員、古

川委員、古市委員、石井委員、渡辺委員、中村委員、藤平委員、花ヶ﨑委員、

軽込委員（吉清委員） 

     （欠席者）古谷委員、 

【事務局】関企画課長、平松係長、山口副主査 

 

４．会議次第 

 １ 開 会 

 ２ 市長挨拶 

 ３ 委員紹介 

 ４ 事務局職員紹介 

 ５ 議 題 

（１）勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約（案）について 

（２）役員の選任について 

（３）勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程（案）について 

（４）勝浦市地域公共交通活性化協議会財務規程（案）について 

（５）勝浦市地域公共交通活性化協議会事務局規程（案）について 

（６）平成２５年度事業計画（案）について 

（７）平成２５年度予算（案）について 

（８）その他 

 ６ 閉 会 

 

５．概  要 

（事務局・平松） 

定刻となりましたので、ただ今より、第一回勝浦市地域公共交通活性化協議会を開催

致します。 

本日進行を務めさせて頂きます、勝浦市企画課政策推進係の平松と申します。どうぞ

宜しくお願い致します。 

始めに、資料の確認をさせて頂きます。 

 ・次第書 

・勝浦市地域公共交通活性化協議会 出席者名簿 

・資料１ 勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約（案） 

・資料２ 勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程（案） 

・資料３ 勝浦市地域公共交通活性化協議会財務規程（案） 



・資料４ 勝浦市地域公共交通活性化協議会事務局規程（案） 

・資料５ 平成２５年度 勝浦市地域公共交通会議 事業計画（案） 

・資料５－２ １．勝浦市の現状（８頁） 

・資料６ 平成２５年度 勝浦市地域公共交通活性化協議会 収支予算書（案） 

それでは、次第に沿って進めさせて頂きますので、宜しくお願い致します。 

次第２の市長挨拶でございますが、猿田市長より、ご挨拶させて頂きます。猿田市長

お願い致します。 

 

（猿田市長） 

皆さん、こんにちは。勝浦市長を務めております猿田でございます。 

本日は、委員の皆さまにおかれましては、大変ご多用の中、第一回勝浦市地域公共交

通活性化協議会にご出席賜り、誠にありがとうございます。 

さて、本市におきましては、全国や千葉県全体に比べますと、高齢化率が高い現状と

なっており、交通弱者と言われます高齢者や障害者の方々、また、子供たちの安全な通

学など移動の確保が大きな課題と考えております。 

また、本市は、２社のバス事業所による路線バスの運行がされておりますが、公共交

通機関が存在しない公共交通不便地域も存在しております。 

このような状況といたしまして、本市では、平成十五年度より市民バスの運行を開始

し、十年に亘り公共交通の維持に努めて参りました。 

 また、昨年度におきましては、公共交通の利便性の確保や持続可能な交通体系を構築

するため、市民の方々や事業者の方々からアンケート調査やヒアリング調査などを行い

ながら、地域公共交通の需要に関する調査を実施したところでございます。 

 この調査結果によりまして、高齢になっても身近な買い物や、社会活動に参加し、行

きたい場所に容易に移動できることや、現在運行されている市民バスルートの見直し等

さらなる充実を求められている状況にあり、このような市民ニーズを的確に捉えながら、

新たな公共交通システムの構築を進めることで検討を進める予定です。 

委員の皆様におかれましては、市民の移動手段の確保、課題の整理、解決の方向性に

ついてご検討頂く場として「勝浦市地域公共交通活性化協議会」を組織させて頂きまし

たので、多くの勝浦市民、市内の各事業所さまにとって、よりよい生活交通ネットワー

クが実現できますよう、ご理解、ご指導を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶と

させて頂きます。 

 

（事務局・平松） 

なお、猿田市長につきましては、別の公務がございますので、会議の途中ですが中座

させて頂きます。 

続きまして次第の３委員の紹介に移りたいと思います。 

事務局より、各委員の皆さま方を名簿に添って御紹介させて頂きます。 

国土交通省関東運輸局千葉支局首席運輸企画専門官、泰間様が委員でございますが、

本日は代理の池田様でございます。 

千葉県総合企画部交通計画課企画調整班班長、伊藤様が委員でございますが、本日は

代理の白土様でございます。 

千葉県勝浦警察署交通課長、佐藤様でございます。 



 千葉県夷隅土木事務所所長、大多和様が委員でございますが、本日は代理の高橋様で

ございます。 

 千葉県バス協会専務理事、花﨑様でございます。 

千葉県タクシー協会常任理事外房支部長、中陳様でございます。 

 東日本旅客鉄道株式会社勝浦駅長、古谷様でございますが、お仕事の都合で欠席とさ

せて頂く旨連絡頂いておりますので、ご報告致します。 

 小湊鉄道㈱常務取締役、久我様でございます。 

 鴨川日東バス㈱常務取締役、鈴木様でございます。 

勝浦合同自動車㈲代表取締役、古川様でございます。 

 小湊鉄道労働組合書記長、古市様でございます。 

 続きましては、住民又は利用者の代表として２名の委員の方をご紹介させて頂きます。 

市政協力員連絡協議会副会長、石井様でございます。 

 民生委員・児童委員協議会会長、渡邉様でございます。 

 社会福祉協議会監事、中村様でございます。 

 勝浦市側の紹介をさせて頂きます。 

 勝浦市副市長の関でございます。 

都市建設課長、藤平でございます。 

 福祉課長、花ヶ﨑でございます。 

 教育課長、軽込の代理で吉清でございます。 

 次第４事務局職員紹介に移ります。 

 企画課長の関でございます。 

 企画課の山口でございます。 

 それでは、次第の５議題に移ります。 

 今回が本協議会の第１回目の開催になりますので、役員等の選任がされておりません。

したがいまして、規約案の役人の選任の議事が進むまで関副市長が仮議長として会議を

運営させて頂きますで、宜しくお願い致します。 

 

（関委員） 

改めまして、副市長の関でございます。 

この度はお忙しい中、本協議会に御出席頂きまして、誠にありがとうございます。 

議題２の役員が決まるまでの間、仮議長を務めさせて頂きますので宜しくお願い致し

ます。 

それでは、議事１の「勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約（案）について」を

議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局・山口） 

企画課山口です。それでは、「勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約（案）」につ

きまして御説明申し上げます。資料につきましては、資料番号１になります。 

規約につきましては、要点のみ御説明させて頂きます。 

まず、第１条は本協議会の目的に関する事項を定めたものであります。 

次に第３条は業務について定めたものであります。 



第４条の組織につきましては、協議会の委員の構成を定めたものであります。 

第５条の任期につきましては、協議会の委員の任期を２年と定めております。ただし、

資料１、３ページ附則に記載しております通り、今回の委員のみなさまの任期について

は、平成２７年３月３１までとさせて頂いております。 

資料１、２ページをお開き下さい 

第６条は、会長及び副会長について定めたものであり、会長は勝浦市副市長をもって

充て、副会長は委員の中から会長が指名するとされています。 

第７条は協議会の会議について定めたものであります。ただし、資料１、３ページ附

則に記載しております通り、第１回協議会は勝浦市が招集するとさせて頂いております。 

第８条は協議会において必要がある場合の関係者の出席について定めたものでありま

す。 

第９条は協議結果の取扱いについて定めたものであります。 

第１０条及び第１１条は、必要に応じて幹事会及び分科会を設置することについて定

めたものであります。 

第１２条につきましては事務局の設置について定めたものであります。 

第１３条から第１５条は協議会の経費の負担、監査及び財務に関する事項を定めたも

のであり、監査委員は２名で、会長が任命するとされております。 

第１６条及び第１７条は本協議会委員等の報酬、費用弁償について定めたものであり

ます。 

第１８条は、本協議会の解散した場合の収支決算を定めたものであります。 

以上が議事１「勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約（案）について」の説明で

あります。 

 

（関委員） 

ただ今、事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等がありますでしょうか。 

  

（各委員） 

質問、意見等なし。 

 

（関委員） 

無いようでしたら、本協議会規約に同意頂くことにご異議ございませんか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（関委員） 

ご異議が無いようですので、協議会規約は承認されました。 

それでは、規約が承認されましたので、規約の案を消して頂き、本日７月９日から施

行することと致します。なお、次回会議におきまして、ご承認頂きました規約を配布さ

せて頂きます。 

議題２「役員の選任について」ですが規約第７条に従い、議長は引き続き私が務めさ

せて頂きます。 



次に、規約第６条に従い副会長の指名及び第１４条に従い監査委員の任命についてで

すが、副会長に中陳委員、監査委員に渡辺委員と、中村委員にお願いしたいと思います。 

それでは、議題３「勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程（案）について」

から、議題５「勝浦市地域公共交通活性化協議会事務局規程（案）について」まで関連

がございますので、一括して議題と致します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局・山口） 

それでは、まず議事３「勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程」につきまし

て御説明申し上げます。資料につきましては資料番号２になります。 

この会議運営規程は、規約第７条第６項の規定に基づき会議の運営方針について定め

ようとするものであります。 

第２条では、会議を原則公開としております。 

第３条では、会議の円滑な進行を図るため、議長は迅速かつ能率的な運営に努め、委

員は会議の円滑な議事運営に協力しなければならないとしております。 

第５条及び第６条では、会議録等の作成、公開に関するものであります。 

第７条から第１４条は、会議の傍聴に関する規定、会議中及び会議場における規律で

ございます。 

次に、議事４「勝浦市地域公共交通活性化協議会財務規程」についてご説明します。 

資料につきましては資料番号３になります。 

本規程は、規約第１５条の規定に基づき、協議会の財務について必要な事項を定める

ものであります。 

第２条第２項であります。予算の編成につきましては、毎会計年度開始前に協議会の

承認を受けなければならないとありますが、今年度については、附則において本日の第

１回の協議会に諮るとしております。 

第３条は予算の補正について、第４条は歳入・歳出の区分についての規定で資料２ペ

ージの別表のとおりであります。 

第５条で予算の流用及び予備費の充当、第６条で出納、現金の保管等。第９条で、決

算について規定をしております。 

次に、議事５「勝浦市地域公共交通活性化協議会事務規程」についてご説明します。 

資料につきましては資料番号４になります。 

本規程は、規約第１２条第４項の規定に基づき、事務局に関し必要なものを定めよう

とするものであります。 

第２条の事務局の所掌事務につきましては、協議会の会議や会議資料の作成、協議会

の庶務、その他協議会の運営に関し必要な事項といたしております。 

その他第４条で専決事項の規定を盛り込んでおります。 

以上で、議事３から議事５までの説明であります。 

 

（関会長） 

ただいま、一括して説明がありました、議題３から議題５に関しまして、ご質問、ご

意見等がございませんか。 

 



（中陳委員） 

先ほど副会長の指名されました中陳ですけれども、副会長は１名だけなのでしょうか 

 

（事務局・山口） 

規約には１名という事は明記しておりません。 

 

（中陳委員） 

副会長はお受けしましたけれども、もしできればもう１人いて頂けると気持ち的に安

心できるのですが、検討して頂けないでしょうか。 

 

（関会長） 

副会長をもう１名ということでよろしいでしょうか。 

 

（中陳委員） 

はい 

 

（関会長） 

規約はあくまで案ですので、委員の皆さんのご同意を頂けるならもう１名副会長をも

うけることも可能です。 

委員の皆さんいかかでしょうか 

 

（中陳委員） 

皆さんそれぞれお忙しいかたばかりなので、そうして頂ければありがたい。個人的な

意見ですが、もしできれば、もう一人増やして頂ければ幸いです。どうしても無理であ

ればしょうがないですし、急な質問で申し訳ありませんけども。 

 

（関会長） 

規約の中では議長の指名ということですので、私の指名ということになるのですが、

会議を開催するにあたりましては、皆さんの都合を調整して開催しますので、規約にあ

りますような職務を代理して頂くようなことはないと思われますけども。事務局は、他

市の状況で２名とかあることに、こころあたりありますか 

 

（事務局・関） 

 特に２名にすることに問題はないですが、今からという事になりますと、皆さんに諮

る必要があります。 

 

（関会長） 

 副会長を２名にすることで予算に関係はでないですか 

 

（事務局・関） 

 ありません。 

 



（関会長） 

 ご意見がありましたので、もう一名副会長をすることとしてよろしいでしょうか。よ

ろしいという方は挙手をお願いします。 

 

（各委員） 

 挙手多数 

 

（関会長） 

 挙手多数ということですので副会長をもう一名とさせて頂きます。委員の人選につき

ましては、暫時休憩とさせて頂きまして、事務局と協議させて頂きますので。 

 

（休憩） 

 

（関会長） 

 それでは、会議の方を再開致します。先ほど御提案のあった事につきまして、勝浦市

地域公共交通活性化協議会設置規約第６条第２項にあります「会長は、勝浦市副市長を

もって充て、副会長は委員の中から指名する。」とありますけれども、そこを「副会長は

２名とし、委員の中から会長が指名する。」と変更することでよろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

 同意 

 

（関会長） 

 そうしましたら、そのように規約の方を変更させて頂きます。そうしましたら、もう

一人の副会長を、勝浦合同自動車代表取締役古川実さんにお願いさせて頂きますのでよ

ろしくお願い致します。 

他に先ほど説明のありました、議題３から５つきましてご質問等ありますでしょうか。 

 

（各委員） 

 質問、意見等なし。 

 

（関会長） 

 それではないようですので、ただいま説明のありました議題３から５につきまして、

本協議会規程につきまして、ご同意頂けるものとしてご異議ございませんか。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（関会長） 

 ご異議ないようですので、これを承認することと致します。それでは、規程の案を消

して頂き、施行日に本日の日付平成２５年７月９日をご記入お願いします。なお、次回

会議においきまして、規約ほか規程につきまして、改めましてご配布させて頂きます。 



 続きまして、次の議題に移りたいと思います。それでは議題の６、平成２５年度事業

計画（案）及び議題の７、平成２５年度予算（案）について一括議題とさせて頂きます。

事務局より説明を求めます。 

 

（事務局・山口） 

 そうしましたら、平成２５年度事業計画（案）及び平成２５年度予算（案）について

ご説明させて頂きます。資料の方は資料番号５、資料５－２、資料６の方を使わせて頂

きます。資料番号が前後してしまい申し訳ありませんが、資料５－２から説明させて頂

きます。 

 最初に先ほど市長からも先ほど挨拶で話がありましたが。昨年度本市で地域公共交通

の需要にかんする調査研究を行いました。資料の５－２は、その調査結果について抜き

出したものになります。 

 勝浦市の現状として、人口・世帯数の推移といたしましては、年々減少しており総人

口は約２万人、総世帯数は約９千人であります。人口は減少傾向でありますが、世帯数

は核家族化により増加傾向になっています。資料の※印にありますとおり、調査研究の

９ページより抜粋しているので、そちらの方も参考にして頂ければと思います。 

 続きまして、資料５－２、２ページ高齢化率の推移についてですが、平成１９年の６

５歳以上の人口は２９．9 パーセント、平成２３年においては３２．8 パーセントと約３

パーセント弱高齢化は進んでおり、人口の減少、世帯数増加、高齢者数増加により公共

交通以外を利用できない世帯が増加しているものと考えられる。 

 資料５－２、３ページ高齢化率の推移についてですが、上野地区、総野地区につきま

しては、平成２１年度におきまして、３３.4パーセント、３３.5 パーセント、平成２４

年度におきましては３５.2パーセント、３５.0 パーセントと高齢化率の割合は伸びてお

ります。市民バスが走っている上野地区が２番目に高齢化率が高く交通手段を確保して

いる状況です。 

 資料５－２、４ページについては主要施設の立地状況であり、鉄道駅及び国道１２８

号線に主要施設が立地している状況です。 

 続いて５ページにうつります。公共交通の運行状況です。現在鴨川から興津までを鴨

川日東バス、興津から勝浦駅、国道２９７号線を小湊鉄道で運行しており、市民バスは

上野地区を主に運行している状況であります。 

 これを踏まえまして、資料ページ６に移ります。公共交通カバー圏域といたしまして、

鉄道から１キロ以内とバス停から３００メートル以内を公共交通カバー圏域とする図に

よりますと、勝浦地区興津地区につきましては、公共交通を概ねカバーされている状況

であります。上野地区の大半、総野地区の一部の地区につきましては、公共交通空白地

域、公共交通不便地域といわれる公共交通がカバーしきれていない地域が多くみられる

状況であります。 

 資料７ページ８ページでは、買い物、通院、通学に利用する交通手段を利用する割合

は全体で６０パーセント超えており、マイカー依存度が高い状況であります。また公共

交通空白地域や公共交通不便地域と言われる、上野地区、総野地区については８０パー

セントを超える状況であります。 

 このような勝浦市の現状を踏まえまして、今年度の計画を立てさせて頂くにあたりま

して、資料５に移らせて頂きます。勝浦市の市民生活の基礎となる公共交通の確保、維



持、改善することを目的に、まちづくりの一環として地域公共交通総合連携計画及び生

活交通ネットワーク計画を策定することを目的と致します。また、計画には、会議にて

新たな交通手段が打ち出された場合、その実証運行計画を含むと①で掲げております。

計画案につきましては、この実証運行計画をするもので、７月から翌年３月まで計画し

ております。②におきましては、実証運行は国の地域公共交通確保維持改善事業費補助

金制度を活用して行うことで計画しております。 

 つづいて、資料６に移ります。 

平成２５年度勝浦市地域公共交通活性化協議会収支予算書についてご説明します。歳

入については負担金であり、勝浦市からのものになりして 522,000 円が負担金として入

ってくることになります。 

 歳出について１運営費１会議費として 490,000 円、２事務費 32,000円で歳入歳出合計

522,000 円になります。詳細と致しましては、会議費の主なものとして、委員の皆様の報

酬及び旅費についてであります。また事務費につきましては、先ほど規程で説明した協

議会長の印鑑のほか、切手代でございます。以上が説明であります。 

 

（関会長） 

 ただ今、事務局より説明がありましたがご質問等ありますでしょうか。 

 

（石井委員） 

 先ほど公共交通の状況として説明のあった、資料５－２、ページ５の上野地区の西原

～勝浦線（赤羽根経由）についてですが、上野地区の農免から赤羽を抜けて行く道路の

付近の高齢者からバスの運行がないもので、思うようにバスの利用ができないという意

見が出ているので、運行についてはいろいろ条件があるでしょうが、経路について検討

して頂きたい。 

 

（事務局・関）  

 今回この会議を開催させて頂いておりますけれども、この会議に先立ちまして平成２

４年度に「地域公共交通の需要に関する調査研究」の中でアンケート等ヒアリングを行

い作成しております。その中で現在の公共交通機関について調査行った結果、市民バス

の運行経路の再検討ですとか、見直しとかいろいろな提案がされておりまして、その様

な内容につきまして進めさせて頂きたいと考えております。 

 

（石井委員） 

 検討して頂ければと思います。 

 

（関会長） 

 他にありますでしょうか。 

 

（渡辺委員） 

 計画と予算の関係で、今の段階で会議の回数、また設置規約第１０条及び第１１条に

ある幹事会や、分科会をつくるのかどうか伺いたい。 

 



（事務局・山口） 

 資料５下段にあります。地域公共交通活性化協議会会議予定で行う場合で、７月８月

１０月１２月３月の５回を予定しております。幹事会や分科会につきましては、今後会

議を皆さんと進めるにあたりまして、必要であるならば、５回ある会議の間に随時入れ

ることになるかと思われます。 

 

（関会長） 

 他にございますか。 

勝浦の人口減少、高齢化の推移、マイカーの依存度の高さなどを踏まえまして、この

ような協議会を設け、開催させて頂き今後の勝浦市の公共交通を、どの様にすればいい

かご検討頂いている訳ですけれども、調査資料につきましても他にいかかでしょうか。 

  

（中陳委員） 

 たとえばなんですが、福祉とかみたいに補助する制度とかないですか。 

 

（事務局・山口） 

 福祉タクシーの様なものですか。 

 

（中陳委員） 

 準ずる様なものでなにか。 

 

（事務局・関） 

 福祉タクシーというかタクシー券という考えですけれども、先ほど市民バスでも運行

経路につきまして検討させて頂きたいことで、お話させて頂いたところですけれども、

デマンドタクシー等も検討しており、その様なものを含めてこの協議会で検討して頂け

ればと思います。 

 

（中陳委員） 

そういうものを含めまして、広く検討したらいいのでないかと思います。 

 

（関会長） 

 それにつきましては、いろいろ情報を集めさせて頂きまして、検討していくとこにな

ります。 

 それでは、他にご意見が無い様ですので、議題６平成２５年度事業計画（案）、議題７

平成２５年度予算（案）については終結とさせて頂きます。ご承認頂けますでしょうか。 

 

（各委員） 

 承認。 

 

（関会長） 

 次にその他でございますが、何かございますか。 

 



（事務局・山口） 

 先ほど、資料５において会議の開催が次回８月で予定しており、８月のご予定を調整

させて頂きたいのですけども、また後日に日程調整の通知をさせて頂き伺いますが、事

務局が予定している日程をご連絡させて頂きます。８月１９日月曜日、２１日水曜日、

２３日金曜日の３日の午後１時３０分を予定しており、後日調整のさせて頂きますので、

またその節にはよろしくお願い致します。 

 

（関会長） 

 他に、その他でございますが、何かございますか。 

 

（中陳委員） 

 佐藤委員に質問なのです。高齢者が免許証を返納しタクシーに乗った場合は、割引制

度があるのですが、勝浦警察署のほうで、ペーパードライバーも含まれると思いますが、

勝浦市の免許証の取得している人数とその中での高齢者の割合がいるのかということと、

また返納者がどれくらいいるのかわかれば教えて頂きたいのですが。 

 

（佐藤委員） 

 今すぐには、回答できませんが、確か昨年の免許証の返納者は１０件なかったと思い

ます。今回準備しておりませんので、次回に回答できるかと思います。 

 

（関会長） 

 それでは、次回の会議で資料の方よろしくお願い致します。 

 

（事務局・平松） 

 免許返納制度につきましては、以前勝浦警察署より勝浦市の市民バスを対象に、免許

を返納された方を対象に割引を検討されたらどうかというお話がございました。確か、

交通安全の観点から申し上げますと、高齢者が運転することは危険を伴うということか

ら、市民バスの料金を割引することにより、免許の返納を促してはいかがかとことでし

た。 

 そこで、地域公共交通の需要に関する調査研究の８０ページで、交通安全対策の推進

と致しまして、運転免許証返納制度の活用を検討するものとしております。この調査研

究は本協議会でつくるべき連携計画のイメージということで、計画の叩き台として勝浦

市は運転免許証返納制度の活用は認識しているところであります。今後本会議の２回目

３回目で、具体的素案等をお示しできればと思いますけれども、その中で皆様のご審議

等頂ければと思っております。また事務局より先ほど自家用車の依存度について、説明

致しましたけれども、依存度につきましては高いこともありますので、周知も合わせて

徹底する必要があるかと考えております。 

 

（鈴木委員） 

 参考ですが、鴨川日東グループでは免許証を返納した証明を持ってきた方は、ノーカ

ーサポート証というものを渡し、路線バス半額としております。鴨川管内では、制度が

始まり１年ほど経ちますけれども現在３５名程度いると思います。免許を持っている方



はたくさんいるかと思いますけれど、返納した証明を持ってきてノーカーサポート証を

受け取った方は３５名程度しかいないと現状です。日東グループ全体としては、４００

名程度いるかと思いますけれども、鴨川管内は３５名です。 

 

（関会長） 

 鴨川管内で３５名程度いるということなので、勝浦市でも今後検討していきたいと思

います。 

 

以上 


