
平成２５年度 第２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８月２３日（金） 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、佐藤委員（代理 渡辺委員）、大多和委員（代理 橋本委

員）、花﨑委員、久我委員、鈴木委員、古川委員、古市委員、渡辺委員、中村

委員 藤平委員（代理 鈴木委員）、花ヶ﨑委員、軽込委員（代理 吉清委員） 

     （欠席者）伊藤委員、中陳委員、古谷委員、石井委員 

【事務局】関企画課長 山口副主査 

 

４．会議次第 

 １ 開 会 

 ２ 議 事 

 （１）今後の勝浦市の公共交通のあり方について 

 資料１～６、地域公共交通の需要に関する調査研究、自動車運転免許証保有者数 

 （２）その他 

 ３ 閉 会 

 

５．概  要 

（事務局・関） 

ただ今より、第２回勝浦市地域公共交通活性化協議会を開催致します。 

始めに、資料の確認をさせて頂きます。前回の会議でご承認をいただき、本日お手元

にお配りしたものが 

・勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約 

・勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程 

・勝浦市地域公共交通活性化協議会財務規程 

・勝浦市地域公共交通活性化協議会事務局規程 

となっております。 

なお、勝浦市地域公共交通活性化協議会設置規約の第４条の(２)国土交通省関東運輸局

千葉運輸支局長及び(４)勝浦警察署長の箇所で、前回お配りした資料は、運輸支局長の長

と、警察署長の長の字が欠落しておりましたので、今日お配りの資料につきましては、改

めましたものにしております事をご報告致します。 

また、前回会議におきまして、委員から資料請求のあった 

・自動車運転免許証保有者数 

を、勝浦警察署から提出があり、本日お手元にお配り致しました。内容的には千葉県及び

勝浦市と大多喜町における自動車運転免許証保有者のうち、６５歳以上の方の人数とその

構成率となっておりますので、本会議におきましてご参考として頂ければと思います。 

続きまして、事前に送付させて頂きました資料の確認をさせて頂きます。まず、 

・次第書 



・資料１ 今後の勝浦市の公共交通のあり方について 

・資料２ 市内バス運行状況図  

・資料３ 勝浦市公共交通体系方針図(案) 

・資料４ デマンドタクシ-及び市民バス路線図(案) 

・資料５ 市民バス運行経路図 

・資料６ デマンド型乗合交通とは 

以上でございます。 

次に本日の出欠についてご報告させて頂きます。 

欠席者は４名で、また、３名の方が代理出席となっております。４名の欠席者からは

関会長へ委任状が提出されております。なお、欠席者の石井委員からは、意見付きの委

任状を頂いておりますので、その意見を読み上げさせて頂きます。 

「過日ご連絡したとおり出席できなく申し訳ありません。デマンド型交通システムの

導入向け、ご検討下さい。これも時代の流れ致し方ないことと存じます。」 

次に、本日の会議でございますが、勝浦市地域公共交通活性化協議会会議運営規程第

６条の規定に基づき、公開とさせて頂いておりますが本日は傍聴者がおりませんのでご

報告致します。 

それでは、議事進行につきましては、副市長関会長にお願い致しますのでよろしくお

願い致します。 

 

（関会長） 

 みなさんこんにちは、本日はお忙しい中また暑い中、本協議会にご出席頂きまして、

誠にありがとうございます。それでは早速ですけれども会議のほうを進めさせて頂きま

す。 

 前回第１回の会議では、本協議会の立ち上げに係る規約等につきまして、協議をいた

だき、ご承認頂いたところであります。また事務局よりこれからの協議会の事業計画及

び勝浦市の現状をご説明致しました。 

今回は今後の計画策定にあたりまして、勝浦市の公共交通のあり方について、皆様に

ご検討頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 それでは、議事１の「今後の勝浦市の公共交通のあり方について」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） 

それでは、議事１「今後の勝浦市の公共交通のあり方について」 ご説明申し上げま

す。資料につきましては、資料番号１から６になります。 

今回の議事の内容につきましては、地域公共交通総合連携計画及び生活交通ネットワ

ーク計画策定にあたり、現在の勝浦市の公共交通を確認して頂き、今後策定する計画の

基本方針を今回ご協議頂きたいと思います。 

 ご協議頂くにあたりまして、事務局で検討致しましたものを、今回（案）として、ご

説明させて頂きますのでよろしくお願い致します。 

 それでは、資料番号１今後の勝浦市の公共交通のあり方についてご説明致します。 

計画方針と致しましては、「公共交通の機能・役割を明確にした見直しにより、市民の

暮らしを支える便利で利用しやすい公共交通ネットワークの充実と都市間アクセス性の



向上を図る。」と致しております。 

冒頭の機能役割の明確に関しては、資料１地域公共交通のあり方①役割分担の明確化

として、広域幹線(都市間連絡)をＪＲ外房線、高速バス、地域幹線を国道２９７号線及び

１２８号線を運行している小湊鉄道㈱・鴨川日東バス㈱、広域幹線・地域幹線への乗り

継ぎを市民バスと新たな交通システムを導入することを方針としております。 

新たな交通システムの導入と致しましては、現行の市民バスではきめ細やかなルート

設定がしにくく、上野地区の山間地の狭い道路の走行も困難であることから、山間地で

も運行可能で、分散している小需要に対応した「ドアトゥドア」のデマンド型乗合交通

システム(事前予約型乗合タクシ―)を検討致しました。（以後デマンドタクシ―） 

このデマンドタクシ―を導入することでの効果として致しましては、現行の市民バス

の運行のような運行時間に縛られることがなく、デマンドタクシ―の形態によりますが、

市民バスよりも、柔軟な対応が可能になることにより広域幹線・地域幹線への乗り継ぎ

の向上が図れると考えております。 

 利用促進のための奨励措置と致しましては、運転免許制度の奨励措置及び運行状況の

提供として定期的な広報を検討しておりますが、運転免許返納制度の奨励措置につきま

しては、運転経歴証明制度は自主的に、免許証を返納してから５年以内なら運転経歴証

明書を発行できる制度であります。利用者は最初から免許をもっていない方、また制度

以前に免許を返納し、制度の期間を過ぎてしまっている方などもいることを考えますと

不公平な面があると言えます。 

 続ききまして、今回事前に資料配布致しました中で、電話でご質問等がありましたの

で、その点につきましてご説明致します。 

ご質問の内容としては、資料２市内バス運行状況図につきまして、小湊鉄道㈱（橙色）

と市民バス（青色）が平行に運行しているようになって見えるがどうなっているのかと

いうことです。 

勝浦市を縦断するような形で松野から西原まで、平行に運行しているよう見えており

ます箇所については、平日が市民バス、休日を小湊鉄道㈱で運行している状況からであ

ります。また勝浦駅から興津駅も同様に平行に運行しているように見えておりますが、

小湊鉄道㈱は国道１２８号を運行しており、市民バスは火曜日と木曜日に大型バスが入

れない住宅地を運行しているからであります。なお、詳細な運行状況につきましては、

地域公共交通需要に関する調査研究１６ページをご参照下さい。 

 続いてのご質問は、資料３勝浦市公共交通体系方針図（案）で勝浦市を縦断している

ような形で松野から西原の線がデマンドタクシー運行エリア内になると色が変わってい

るが、意図しているものなのかというご質問です。 

 これにつきましては、プリンターの出力の関係で色が変わっているだけでありまして、

意図して変えている訳ではありません。 

 以上が資料２、３について事前に質問頂いたことであります。 

では、市民バスと新たな交通システムの導入につきまして説明致します。資料２市内

バス運行状況図をご覧下さい。 

現在の市内バスの運行状況は、国道１２８号、国道２９７号は小湊鉄道㈱と鴨川日東

バス㈱が運行しており、上野地区を主に小湊鉄道㈱及び鴨川日東バス㈱が運行されてい

ない部分は、市民バスが運行している状況です。 

続きまして、資料３勝浦市公共交通体系方針図（案）をご覧下さい。こちらが、今回



事務局の方で検討致しました、今後の公共交通体系の方針になります。 

新たな交通システムの導入と致しまして、上野地区を主に勝浦地区の松部・串浜地区

の一部、総野地区の小松野、大楠地区、興津地区の上大沢の地区をデマンドタクシーの

運行エリアとし検討致しました。現在運行しております国道１２８号を運行しておりま

す市民バスにつきましては、興津久保山台から勝浦地区を運行するように見直しを行い

ました。 

資料４デマンドタクシー及び市民バスの路線図（案）をご覧下さい。この資料はデマ

ンドタクシーと市民バスの運行する部分のみを抜きだした資料になります。デマンドタ

クシー運行エリア（赤い点線内のエリア）は、タクシーのようにどこでも乗降可能なエ

リアとして考えております。エリアの外につきましては、デマンドタクシーの共通乗降

場所（赤い丸）として、バス停のように何箇所か乗降可能な場所決めるような運行で考

えております。また国道１２８号を運行している市民バスにつきましては、吉尾地区、

松部地区の小湊鉄道が運行されていない地区を残すように検討しております。 

経路図と致しましては、資料５市民バス運行経路図をご覧ください。赤い線で囲われ

た部分は、新たに導入致しますデマンドタクシーに移行する所であります。青い線で囲

われた部分は、見直しました市民バスの運行路線であります。廃止するバス停は、松野

から松野坂までと致しました。なお松野から松野坂は、現在小湊鉄道㈱が運行している

路線であります。 

資料６デマンド型乗合交通とはに移ります。今回新たな交通システムとしてデマンド

タクシーを検討しておりますが、デマンドという言葉が聞きなれない方もいらっしゃる

と思いますのでご説明致します。 

「デマンド」とは、要求、要請などに対して出来るだけ応えようとすることでありま

す。「乗合」とは、一定の運賃で不特定の人が乗り合うことであります。メリットとして

は、利用者の需要に応じて時間と路線を柔軟に対応することができ、勝浦市のような中

山間地域の需要には有効と考えられております。ただし、導入の際には、路線バスや一

般タクシー、既定同種手段の競合などに対して考慮が必要で、形態、運営手法は「時間

固定・路線固定型」、「時間固定・路線非固定型」、「時間非固定・路線非固定型」といろ

いろありますが、実情に応じた手法の選択が必要であります。 

以上で説明を終わります。 

 

（関会長） 

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

 

（久我委員） 

現状と今後ということで説明いただきました。小湊鉄道㈱は、興津から勝浦までは回

数までは不確かですが、かなりの頻度で運行していると思います。見直しをされた後の

市民バスは、興津から勝浦まで間は、すべて市民バスで運行するということでしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 市民バスについては、資料２になりますが、現行でも興津から勝浦間は運行している

状況であります。続きまして資料５に移りまして、青い縦線であります「ふれあい号、

西原～興津～勝浦線、興津久保山台経由」で火曜日と木曜日が現在運行している経路図



になります。 

 

（久我委員） 

 要するに、火曜日、木曜日は上野～勝浦間を運行しているという事ですね。 

 

（事務局・山口） 

 はい。現行はそのように運行しております。 

 

（久我委員） 

そうすると、この計画案ですと国道１２８号の運行については、全部市民バスで運行

するということでしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 見直し後も、今までのどおりの形を考えておりまして、市民バスは、小湊鉄道㈱が国

道１２８号の運行していない時間帯を埋めるような形と、小湊鉄道㈱の大型バスでは運

行できない吉尾地区、松部地区の砂子の浦、串浜地区の旧国道１２８号を運行するよう

な形で検討しております。 

 

（久我委員） 

路線は、今までどおりで、新たに市民バスが路線に入ってくるようなことはないとい

う事ですね。 

 

（事務局・山口） 

 はい、そうです。 

 

（久我委員） 

松野、北中、小羽戸を通って上野まで行く路線についてですが、市民バスが運行する

ようになった経過をご説明しますと、今までは北中学校の生徒が結構いた時はかなり利

用がいましたが、生徒数の減少に伴い利用者も少ななり、小湊鉄道㈱としてもこの路線

の運行を市役所のほうに辞めたい旨協議しました。ですが無くなっては困るということ

で休日のみ運行していますが、実際利用者はほとんどいない状況です。それと同時に、

休日以外は曜日限定ですが市民バスが運行しており、路線バスと市民バスでは運賃も違

うので安い市民バスに利用者は移ってしまい、路線バスの利用者はほとんどいない訳で

す。このような状況ですので、小湊鉄道㈱としても休日だけの運行は効率がよくないの

で資料３でいう勝浦を縦断する路線については運行しないということでよろしいでしょ

うか。 

 

（事務局・山口） 

今回のデマンドタクシーにつきましては、現行運行している市民バスをデマンドタク

シーに移行するかたちで検討しておりますので、デマンドタクシーの運行についても月

曜日から金曜日で検討しており、土日の運行は考えておりませんので休日運行されてい

る小湊鉄道㈱の運行への支障はないと考えております。 



（久我委員） 

 土日の運行も、ほとんど利用者はいませんし、路線の廃止は本当に難しく、このよう

な会議で認められないと廃止できない状況です。 

小湊鉄道㈱の路線でも土日の運行や、特定日の運行というのはしておりますが、これ

はある程度の利用者があって出来る話しですけれど、利用者がいない場合は非常に厳し

い状況です。勝浦市の方でも、事業者に配慮で廃止と書いてないですけれど、廃止を含

めた中での事前の話合いなどをしていければと考えています。 

 それ以外の大多喜に行く路線、御宿に行く路線、鴨川日東バス㈱から乗り継がれる興

津駅から勝浦駅への路線は主要幹線として捉えています。ただ山間地については、状況

の変化があれば別ですけれども、現時点での営業は無理な状況であることを申し上げて

おきます。 

 

（事務局・山口） 

そうしましたら、後日協議させて頂くということでよろしいでしょうか 

 

（久我委員） 

路線を廃止するということは、慎重にやらないといけないと思いますので、後日協議

させていただきたい。 

路線を廃止するということは、地域住民に非常に不便をかけてしまうことなので、表

立って廃止することはできないことですけれど、形だけでも残しておくという事でも、

土日に運転手と車両をそこにあてなくてはならない。現在運行している土日の運行は路

線を確保するためだけの運行になっており、実情は利用者がほとんどいないという事を

理解していただきたい。 

 

（関会長） 

 今の計画は、小湊鉄道㈱の土日運行、平日は市民バスで対応しているところの、平日

の部分を市民バスに変わるものとしてデマンドタクシーを導入しようとするものですが、

お話ですと土日の利用者がほとんどいないということで、小湊鉄道㈱としては廃止の方

向で協議したいということでよろしいですか 

 

（久我委員） 

そうですね。松野から北中を通って西原まで運行している路線ですね。 

 

（関会長） 

それについては、また市の方と協議するということにします。 

 

（久我委員） 

 別の話ですが、市民バスが現在運行している大楠の方は通らなくなるのですか。全部

デマンドに変えるのですか。 

 

（事務局・山口） 

資料４をご覧になっていただきたいのですが、デマンドタクシーのエリアと致しまし



ては、上野地区を主に勝浦地区の松部・串浜地区の一部、総野地区の小松野、大楠地区、

興津地区の上大沢の地区をデマンドタクシーの運行エリアとしております。 

 

（久我委員） 

 資料２の青色で線が引かれている市民バスを全部デマンドに変えるのですか。 

 

（事務局・関） 

資料２の青色で線が引かれているものが、現在市民バスが運行している路線になりま

す。資料４の青い線が、デマンドタクシーを導入した後も残す市民バスの路線になりま

す。資料２から資料４に変えた時に青い線が消えている部分が、市民バスを廃止する路

線になります。 

 

（久我委員） 

大楠の利用者は結構いるかと思いますが大丈夫ですか。 

 

（事務局・山口） 

平成２４年度の大楠の年間利用者は、５９０人、１日あたり１２人です。 

 

（久我委員） 

大楠の運行する曜日は週２日ですよね。 

 

（事務局・山口） 

運行は火曜日のみの運行で、１便あたり１.４人です。あくまで平均ですので、久我委

員の言うように、ピーク時の乗車数はそれなりの利用者がいるものと考えられます。 

 

（久我委員） 

大楠の利用者は結構いて、小湊鉄道㈱としても運行したかったが、道が狭くて運行で

きなかった路線です。これは市民バスだから運行できたものと考えられ、大楠の利用者

のためにも市民バスを残した方がいいのではないかと考えます。 

また、小湊鉄道㈱が、松野から北中を通って西原まで運行している路線をやめた場合、

興津駅から勝浦駅の路線の本数がかなり増えていくことが予想されます。これは、山周

りで勝浦に入っていたのをやめることで、運行本数が絞られるので海岸を運行する回数

が増えるということです。このとこから、残される市民バスの運行が海岸どおりを運行

されるのは、小湊鉄道㈱の運行を圧迫することが懸念されるのですがその点は大丈夫で

すか。 

 

（事務局・山口） 

 現在検討している国道１２８号を運行する市民バスにつきましては、火曜日、木曜日

を運行しているものを週３回の月曜日、水曜日、金曜日を運行することで検討しており

ました。理由としては、吉尾、砂子の浦の乗車率が高く、週にもう一便増やして欲しい

という要望があったことによります。 

 



（久我委員） 

 小湊鉄道㈱としても、興津駅から勝浦駅の路線は主要幹線として捉えておりますし、

今後休日のみ運行している松野からの路線の運行にもよりますが、本数も増加すること

が見込みです。もちろん、市と協調しながらやりますが、ここで運行本数を増やすとな

ると小湊鉄道㈱の運行も変わってきます。現行の週２日の火木の運行なら結構ですけれ

ど、市民バスの週３回の運行となると、路線を運行の収支に影響を与えてくるので、そ

の点については慎重に配慮をいただきたい。 

コミュニティバスそのものは、基本的に既存公共交通を侵さない範囲でのことであり

ますから、やはり本数を増やすということは基本的なルールから違ってくるので、小湊

鉄道㈱とすると市民バスの運行本数が増えるということに、了解できる段階にはいかな

いです。 

 

（事務局・山口） 

はい。 

 

（関会長） 

 海岸線の市民バスの運行本数を、増やす場合については路線バスへの影響があるとい

うことで、その辺は十分協議が必要だということですね。 

 

（久我委員） 

市民バスの吉尾の付近を運行することは、本来小湊鉄道㈱と路線がダブルということ

で、基本的にはできないことですが、両者協議の中で本数を抑えて既存の路線を侵さな

いということでの運行であったと思います。確かに吉尾付近や鵜原の街中の道路は狭く

て路線バスの大型は入れませんので利用者の方には国道まで出てきてもらわないといけ

ないのは確かですが、基本的な運行日数などを変えることなく、現行の本数でなければ

承服できかねます。 

 

（関会長） 

それでは、久我委員のご意見ご要望につきましては、今後市としても、先ほどの松野

から小羽戸を通っている路線を含めまして、協議させていただくということに致します。 

 

（渡辺委員） 

 民生委員協議会の立場でお聞きしたいのですが、ご承知のとおり勝浦市も高齢化が進

行しておりまして、今日配られました警察の資料にもあるとおり、６５歳以上の構成率

も２４.５％とあるように、これから益々高くなると思われます。その中にあって運転免

許を持っていても運転が出来ない方が増えていくと思います。この状況の中でデマンド

タクシーの導入は非常にありがたいことだと思うのですが、デマンドタクシーのエリア

で上野地区は全部が入っているかと思います。 

また、総野地区については小湊鉄道㈱の幹線の関係でデマンドタクシーのエリアに入

ってないと理由だと思います。沿線については了解しますが、佐野、市野川、市野郷、

中倉については、路線バスが入っていますけれど、生活上の利用可能な時間帯に運行し

ているのかという点では疑問があります。 



そういう中にあって、総野地区のほとんどがデマンドタクシーのエリアに入っていな

いことは、いずれ高齢者は増えていく現状で路線バスを利用していけばいいと考えてい

るのか、あるいは当面はこのエリアでいくけど、いずれは、総野地区もエリアに入れる

のかを初めに伺っておきたいと思うのですがいかがですか。 

 

（事務局・山口） 

渡辺委員の言うように佐野、市野川、市野郷、中倉は交通空白地域、不便地域に入っ

ております。今後のことで申し上げるならば、総野地区もエリアに入れることを公共交

通活性化協議会で検討すべきだと考えます。今回のデマンドタクシーを運行するエリア

と致しましては、現在市民バスを運行しているエリアで協議させて頂きますが、今後高

齢化が高まる中で不便な方が増えていけば別の交通手段を検討すべきだと思います。 

 

（渡辺委員） 

 もう一つは、デマンドタクシーの共通乗降場所も総野地区がないのは、路線バスの関

係で入っていないのでしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 共通乗降場所につきましては、現在運行しております市民バスで乗降率が高い勝浦駅、

塩田病院、興津駅、興津郵便局前、勝浦診療所を考慮しデマンドタクシーの共通乗降場

所と致しました。ちなみに共通乗降場所というのは、デマンドタクシーではエリア外運

行になりますので、エリア外ではバス停のように、その場所でしか乗降できないルール

がありますので、その点も含めて共通乗降場所を検討致しました。 

 

（渡辺委員） 

了解しました。今後デマンドタクシーを導入するとなると、総野地区の住民は不公平

を感じる方もいると思います。高齢化が進展する中では、いわゆるドアトゥドアでなく

ても近くにそういう乗り場があれば、そこまでは何とか行ってもらうのは当初はしょう

がないと思います。いきなり全域をデマンドタクシー導入というのは出来ないのは理解

していますけれど、地域全体のことを考えていただきたいと要望を含めてよろしくお願

いします。 

 

（関会長） 

総野地区の実施ついては今後検討するということで、ご要望は受け止めました。 

 

（久我委員） 

デマンタクシーを運行するにあたり、６５歳以上の方とか制限はあるのですか。 

 

（事務局・山口） 

現在市民バスを利用している中には小中学生の利用もおりますので、年齢制限は考え

ておりません。 

 

（久我委員） 



運行時間と車両の台数は。 

 

（事務局・山口） 

 運行時間は８時から１７時、車両の台数は２台を予定しています。 

 

（久我委員） 

そうしますと最大乗れても１０人ということですね。 

 

（事務局・山口） 

 車両に関して申し上げますと、今のお話ですとセダンになるかと思いますが、多少大

きな８人乗りを１台入れて検討しております。８人乗りなどを入れた上で検討しません

と、２台運行するのが不可能な場合があります。朝、病院に行くピークの時間をカバー

できることなど、時間帯を確認しながら８人乗りなどを検討しております。 

 

（泰間委員） 

 勝浦地区、興津地区、上野地区、総野地区をデマンドタクシーにした場合の需要予測

はあるのでしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 ４地区での需要予測はありません。市民バスからデマンドタクシーへ変更することに

より、今までの利用者の方が移ることを想定してですが、年間約５０００人になります。 

 

（泰間委員） 

 よくいう話として、デマンドタクシーの要望はあるのですが、実際運行してみると、

路線バスのように簡単に乗降できないということ、予約が必要であったりすることで利

用者が離れることが懸念されるので、デマンドタクシーをやるというならば、利用者へ

の周知をしっかりしないと、デマンドタクシーにしたけど乗ってくれないなど、県内で

もそういった事例があるので注意してください。 

 税金を使ってやる話なので需要予測と収支率などをしっかりやること、また利用率が

どの程度まで下がった場合には見直しを図るなど、事前に決めておくことで利用者意識

が高まるということもあるので事例として申し上げたまでですが、検討してください。 

 

（事務局・山口） 

はい。 

 

（久我委員） 

資料４にもあるように、デマンドタクシーエリアで８時から１７時まで、年齢制限な

しで運行するということですが、本当に２台で足りるのかということと、予約が入った

時の配車は誰がやるのでしょうか。 

また、デマンドタクシーの運賃は４００円で見ているようですが、市民バスの運賃は

現在大人と小人で運賃がいくらになりますか。 

 



（事務局・山口） 

配車はデマンドタクシーの事業者で、市民バスの運賃は、大人が２００円、小人１０

０円です。 

 

（久我委員） 

そうするとデマンドタクシーにするときは、市民バスの料金を移行するということで

すか。 

 

（事務局・山口） 

 運賃で関しては、収支等を検証しまして協議会に諮らせていただきたいと思います。 

 

（久我委員） 

 たとえば、月ごとなり年なりで、この地域にはこれぐらいしか利用者がいないから、

もうやめましょうというような数値目標はあるのですか。 

 この広い地域を２台の車でどのように運行するように検討していますか。 

普通なら８時から９時まで、１つの地域を周遊するようなかたちで幹線などに結束す

るように運行すると思うのですが。この案では、８時から１７時まで広範囲を不定時、

不定路線で運行するわけですよね。 

 

（事務局・山口） 

 資料６をご覧下さい。周遊するようなかたちは、時間固定・路線固定になると思われ

るのですが、今回に導入しようとしているデマンドタクシーは時間非固定・路線非固定

を検討しております。 

 

（久我委員） 

 単純に広範囲話ですから、普通デマンドタクシーをやるとなると、ある一定のブロッ

ク、ブロックに分けて、そのブロックの中で不定の人がその時間帯で乗り合わせて、同

方向にいくと思うのですが、これだけ広い範囲をどうやって２台で運行するのか。例え

ば、駅に行きたい１人の利用者がいて、その途中に利用者がいるようであればいいので

すが。これから実証運行でその点は検証するのかと思うのですが、年齢制限がないとい

うことになると２台で供給力が足りていくのかどうか。 

 

（事務局・山口） 

 需要と供給の関係で申し上げますと、現在利用されている市民バスから、どの方向へ

の乗車率が高いのかは、ある程度予測しているところであります。資料４の主要道路を

黒字太線で記載されている部分をご覧いただきたいと思うのですが、荒川を中心として

大楠の方面と赤羽根の方面に、市民バスの利用者は２分化されております。そのことか

ら、２分化されている大楠方面に１台、赤羽根方面に１台で運行を考えております。 

 また利用目標についてですが、先ほど泰間委員よりもご意見をいただいておりますの

で、目標数値を定めたいと思います。 

 

（久我委員） 



 これから話を詰めていくかと思いますが、先ほど利用率の話になりましたが、最初か

ら本格運行ということではなくて、実証運行をやっていった場合で利用率を設定するこ

とにするのですか。 

 

（事務局・山口） 

 実証運行で確認するべきところがあるかと思っております。 

 ちなみに、先日国土交通省、千葉県、市町村、バス事業者、タクシー事業者の会議に

出席致しまして、デマンドタクシーをすでに実施している方々に、伺ったのですがデマ

ンドタクシーが、市民に定着するのは時間がかかるので、実証運行の中ですぐ答えが出

るかと非常に難しいのではないかと言われましたところであります。 

 

（関会長） 

 他にないようでございますので、議事１は終決とさせて頂きます。 

 次にその他でございますけれど、事務局よりご連絡がります。 

 

（事務局・山口） 

それでは、次回の会議の日程につきまして、ご連絡させて頂きます。 

 次回の会議には１０月１７日、木曜日、１３時３０分からを予定しておりますので、

よろしくお願い致します。 

 

（関会長） 

 それでは、また日が近づきましたら開催通知を致しますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

以上 

 

 


