
平成２５年度 第４回勝浦市地域公共交通活性化協議会 議事録 

 

１．日  時 平成２６年３月２０日（木） １３時３０分から 

 

２．開催場所 勝浦市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席者 

【委員】 関委員、泰間委員、杉本委員、花﨑委員、久我委員（代理 平野委員）、鈴木

委員、古川委員、古市委員、石井委員、渡辺委員、藤平委員、花ヶ﨑委員、

軽込委員 

     （欠席者）伊藤委員、大多和委員、古谷委員、中陳委員、中村委員 

【事務局】関企画課長 山口副主査 

 

４．会議次第 

 １ 開 会 

 ２ パブリックコメント結果について 

３ 議 事 

 （１）勝浦市地域公共交通総合連携計の成案化について 

 （２）デマンド型乗合タクシー実証運行計画について 

 （３）平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計画・予算（案）について 

 （４）デマンド型乗合タクシー事業者選定委員の選考について 

 （５）その他 

 ４ 閉 会 

 

５．概  要 

（事務局・関） 

定刻となりましたので、ただ今より、第４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。 

次第書 

・委員名簿 

・座席表 

・資料１ パブリックコメント結果について  

・資料２ 勝浦市地域公共交通総合連携計画（案） 

・資料３ 勝浦市デマンド交通実証運行計画（案） 

・資料４ 共通乗降場所（案） 

・資料５ 平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計画 

・資料６ 平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会収支予算書（案） 

の以上となっております。ご確認のほどよろしくお願い致します。 

それでは、本日の出欠についてご報告させて頂きます。 

欠席者は５名で、また、１名の方が代理出席となっております。３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。 



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） 

 この度は年度末で大変お忙しい中、本協議会に御出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

本日は先日、２月７日から３月４日まで行いましたパブリックコメントの内容をご報

告させていただき、本市の地域公共交通総合連携計画の成案化、１２月からの事業経過

及び今後の計画につきまして、事務局よりご説明致しますので、皆様にご検討いただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、次第２「パブリックコメン

ト結果について」の報告であります。事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局・山口） 

それでは、「パブリックコメントの結果について」ですが資料番号１になります。 

資料は上段にパブリックコメント結果、下段にパブリックコメント募集時における電

話での質問になります。 

 実際に頂いたパブリックコメントにつきましては上段の１件であります。パブリック

コメントの内容と致しましては、３月３日７４歳男性より頂いており、２点ございます。 

 １点目は市民バスの路線変更をして欲しい。各路線の中にある「市役所、塩田病院間

に梨の木地区を入れてほしい」、小湊バスは梨の木第一団地前がある。 

 ２点目は、小湊バスの路線、ルート変更のお願いということで、現在運行されている

「勝浦駅、御宿駅間の国道路線を海岸ルート一本化」して欲しいということであります。

ちなみに、２月１９日に質問のあった方と同一の方でございます。その方には、今回の

市民バスは、勝浦市地域公共交通総合連携計画において、デマンド型乗合タクシーに移

行する説明をしたところでございますけども、パブリックコメントとしてはこの２点に

ついて提出するということでした。 

 パブリックコメントに対する回答と致しましては、市民バスの系統を路線バスに移行

するものについて、今後小湊鉄道㈱と協議していきたいと考えております。 

 また、電話での質問の中での意見として頂いている主な内容としては、デマンド型乗

合タクシーの内容についての質問でございます。それ以外のものとしては、２月２７日

の「電話を一々かけないといけないのが面倒」「到着時間が確実でないことで受け入れら

れないのではないか」という意見をいただいております。３月３日の本人も障がい者、

甥っ子も障がい者で普段市民バスを利用していることから「市民バスが無くなっては困

る」ということで来庁されました。市民バスが無くなっても移動手段を無くすことでは

ないことを説明したところでございますが、その中で３点意見がありました。１点目は、

市民バスの時は障がい者は無料だったが、障がい者でも２００円とるのはボッタクリで

はないかという意見があり、公共交通機関との料金調整、障害者の料金負担は利益者負

担からも検討しており、ＪＲなどの公共交通機関でも障害者手帳の提示で半額割引にな

っていることを説明致しました。２点目３点目の質問につきましては、他のデマンド型



乗合タクシーの質問と同じ用なものでした。 

 以上がパブリックコメント結果と募集時における電話での質問に対する対応は以上で

あります。説明は以上になります。 

 

（関会長） 

 ただ今、「パブリックコメント結果について」の報告がございましたけれども、質疑ご

意見等ございましたらお受けしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 確認ですけれども、パブリックコメントは資料１の上段３月３日の部分一件だけとい

うことでよろしいですね。 

 

（事務局・山口） 

 はい。下段につきましては、正式に提出して頂いているものではないので、上段の１

件になります。 

 

（関会長） 

 そうすると、１件提出のあったパブリックコメントには、本人に回答をするというこ

とですか。 

 

（事務局・山口） 

 パブリックコメントの回答につきましては、募集時にも明記してありますが個別の回

答ではなく、公表による回答することになっております。 

 

（関会長） 

 公表する回答については、今後小湊鉄道㈱と協議していくことになっておりますけれ

ども、平野委員いかがでしょうか。 

 

（平野委員） 

 はい、細かなところは協議してしたいと思います。 

 

（関会長） 

 他に委員の皆様ございますでしょうか。 

 

（藤平委員） 

 字句の訂正かと思いますけれど、３月２日の国道１２９号は１２８号の誤りかと思い

ます。 

 

（事務局・山口） 

 申し訳ありません、国道１２８号に訂正致します。 

 

（関会長） 

 ご意見等よろしいでしょうか。無いようでしたら次に議題に移ります。 

 「議題１勝浦市地域公共交通総合連携計の成案化について」と「議題２デマンド型乗



合タクシー実証運行計画について」を一括議題と致します。事務局より説明をお願いし

ます。 

 

（事務局・山口） 

 「議題１勝浦市地域公共交通総合連携計の成案化について」と「議題２デマンド型乗

合タクシー実証運行計画について」をご説明させていただきます。資料につきましては、

資料番号２、資料番号３、資料番号４になります。 

 資料番号２勝浦市地域公共交通総合連携計画（案）につきましては、パブリックコメ

ントを頂いたところでありますけれども、今回の意見に対する対応につきましては、内

容等変更する部分ございませんでしたので、前回お配りさせて頂いたものと変更はござ

いません。 

次に資料番号３に移りますけれども、前回会議でも勝浦市デマンド交通実証運行計画

（案）にお配りしておりますが、その中で何点か前回会議で協議を頂きました内容で変

更しております。変更点につきましては、２運営主体の予約センター業務は事旅客運送

事業者がするのかご質問いただいており、予約センター業務は旅客運送事業に業務をし

て頂く旨回答しておりましたので、「２運営主体の車両の運行及び予約センター業務は事

業認可を有する旅客運送事業者へ委託する」に訂正致しました。３運行区域につきまし

ては、別紙１参照となっておりますが、勝浦市地域公共交通総合連携計画（案）５２ペ

ージになります。５使用する車両及び台数につきましては、勝浦市地域公共交通総合連

携計画（案）の中でも、勝浦市内は狭隘な道路も多くデマンド型乗合タクシーの導入で

ドアトゥドアを目指しているところでございます。その中で大型ワゴンでも車幅が１.７

ｍ以下の車両もあることから、今後プロポーザルを実施する中で事業者のなかで走行可

能ならば、大型ワゴン車２台と予備車両のセダン１台での運行も考えております。６運

行日・時間帯におきましては、月曜日から金曜日の平日とさせていただくように考えて

おります。前回の会議におきまして土曜日、日曜日の運行についてご質問を頂いており

ましたので運休日に入れております。 

資料番号４に移ります。今回の勝浦市地域公共交通総合連携計画（案）５２ページに

も記載されておりますけれども、運行エリア外には鉄道駅、医療機関、商業施設、公共

施設に共通乗降場所を設置するとしております。事務局として検討しております共通乗

降場所と致しましては３９箇所、大きくは駅、公共施設、病院・診療所、金融機関、そ

の他として商業施設や高速バスの停留所などを考えているところであります。 

説明は以上になります。 

 

（関会長） 

ただ今説明がありましたけれども、ご質疑、ご意見等ございましたらお願いします。 

 

（各委員） 

意見等なし。 

 

（関会長） 

 確認ですけれども資料番号３の５使用する車両及び台数に、通常は９人から１５人乗

りのワゴン車１台と４人乗り普通乗用車１台を運行する計画ですよね。※印で９人から



１５人乗りのワゴン車で運行エリアを走行可能であれば、乗用車を使わずにワゴン車２

台で運行するということですか。 

 

（事務局・山口） 

 はい。 

 

（関会長） 

 それに伴いまして、９人から１５人のワゴン車は結構大きいと思うんですけれど、市

道でもかなり狭い場所があり乗用車もやっとという所もありますが、その辺は大丈夫で

すか。 

 

（事務局・山口） 

 車両につきましては、１４人、１５人乗りのワゴン車をみて判断したところですが、

車幅が１.７ｍ程度のものありますので、セダンタイプより全長が長いんですが対応でき

る事業者が今後プロポーザルを行っていくなかで、現れた場合のことも考えて運行計画

に明記したところでございます。当初予算の見積もりを各事業者に依頼したところ、同

タイプの車の方がいいという意見もありました。 

 

（関会長） 

 １人の利用者しかいない場合も、ワゴン車で目的地に行くということですよね。 

 

（事務局・山口） 

 はい。そのようになります。現在運行しております市民バスにおいても、時間帯によ

っては、７、８人乗っている状況もありワゴン車での対応が必要と考えております。 

 

（関会長） 

 他にご意見等ございませんか。 

 

（石井委員） 

 車の予約についてですが、出発時刻の３０分前に予約するとなっていますが、予約が

重複した場合などはどうなるのですか。 

 

（事務局・山口） 

 計画の中では、１日６便で考えているところでございまして、１便に関しては、前日

までに予約が必要になります。予約の重複ですが、勝浦から遠いほうから迎えに行くよ

うにして時間調整するように考えております。ですので予約の時間は前後するかと思わ

れます。 

 

（渡辺委員） 

 同じ予約の関係で、行きはわかりました。例えば病院に行って帰りの予約は、行き段

階で頼むことなど出来ないですか。例えば、降りるときに何時に終わるから迎えに来て

という様な予約はできないですか。 



 

（事務局・山口） 

 実際に、すでに病院が終わる時間が予測されるならば、そういった予約方法も検討す

るところです。基本電話での予約を考えているところもございますが、その他の予約方

法については利便性を考えて検討させて頂きます。 

 

（渡辺委員） 

 そういうことですと、基本的に帰りの予約も電話をするということですね。 

 

（事務局・山口） 

 はい。 

 

（渡辺委員） 

 お年寄りなどの利用を考えると、今後帰りの予約方法について検討して下さい。 

 

（石井委員） 

 お年寄りは、携帯電話をもっていない人もいるので、外出先での連絡が出来ない人も

いて困ると思います。 

 

（事務局・山口） 

 そういった部分も踏まえまして、今後の事業計画にもありますが、地区への説明など

を経て詳細な部分について詰めていきたいと考えているところであります。 

 

（平野委員） 

 デマンド型乗合タクシーは学校輸送も含めているんですか。運賃の中に学生料金があ

りますが、通学に使うということも出来るんですか。 

 

（事務局・山口） 

 はい。勝浦市地域公共交通総合連携計５３ページにも記載しておりますが、中高生は

２００円、小学生１００円ということで料金設定させて頂いているところであります。 

 

（関会長） 

 他にご意見等ございませんか。それでは無いようでございますので、ただ今説明のあ

りました「勝浦市地域公共交通総合連携計の成案化について」と「デマンド型乗合タク

シー実証運行計画について」ご同意頂くということで、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（関会長） 

 それでは、ご異議無いようですので「勝浦市地域公共交通総合連携計の成案化につい

て」と「デマンド型乗合タクシー実証運行計画について」につきましては、承認をされ



ました。そうしましたら案を消していただくようお願いします。 

 次に「議題３平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計画・予算（案）に

ついて」に移ります。事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局・山口） 

 「議題３平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計画・予算（案）につい

て」の資料番号５、資料番号６になります。 

 それでは事業計画からご説明させて頂きます。事業計画につきましては前回第３回勝

浦市地域公共交通活性化協議会からの部分を含めまして、ご説明させて頂きます。平成

２５年１２月に地域公共交通活性化協議会第３回を開催させて頂きました。その後、本

年２月４日にパブリックコメント案書面議決を受け、２月７日から３月４日までパブリ

ックコメント実施致しました。議員の方には１月３１日に説明を行い、２月２７日から

３月１９日まで市議会が開催されており、３月１９日に平成２６年度予算が可決され、

１０月１日より運行致しますデマンド型乗合タクシー運行業務委託 6,131,000 円の予算

も可決されたところでございます。本日３月２０日第４回勝浦市地域公共交通活性化協

議会開催し、先ほど承認頂きました勝浦市地域公共交通総合連携計画の成案化までが現

在までの報告になります。 

 今後の平成２６年度の事業計画と致しましては、予算・契約では現在検討しておりま

すプロポーザル案に基づき、４月に実証運行事業者選定準備、５月に実証運行事業者決

定・運行委託契約、６月に共通乗降場所協議を進める予定です。また事業者が決定に伴

い５月に補助金申請準備を進め、平成２６年度第１回の地域公共交通活性化協議会を開

催致します。地区説明会、広報・ホームページの事業計画と致しましては、現在日程調

整しておりますが、４月に各地区への説明会の準備、説明会の開催を予定しております。 

説明会終了後、利用者登録を開始し、広報ホームページとして、小湊鉄道㈱と協議し

市民バスの廃止、デマンド型乗合タクシーの説明、路線バスの運行経路の変更について

原稿の準備を進めてまいります。 

 ８月には第２回の地域公共交通活性化協議会を、具体策の検討を議題に開催し、翌年

の３月にデマンド型乗合タクシーの検証を報告できればと考えております。 

 事業計画については以上になります。続いて資料番号６平成２６年度勝浦市地域公共

交通活性化協議会収支予算書（案）についてご説明させていただきます。予算につきま

しては、歳出から説明させて頂きますけれども、会議費と致しまして 211,000 円になり

ます。内容と致しましては、各委員への報酬として３回分になります。事務費として 3,000

円、内容と致しましては振込み手数料になります。合わせて 214,000 円になります。歳

入としては、負担金として 214,000円であります。説明は以上です。 

 

（関会長） 

 ただ今説明が終わりました。平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計

画・予算（案）につきまして、ご質問等ございましたら、お願い致します。 

 

（平野委員） 

 デマンド型乗合タクシーをする車種は、決まっているんですか。 

 



（事務局・山口） 

 車種についてですが、プロポーザルの実施の段階で規格を示した上で、運行事業者よ

りご提案を頂くように考えております。 

 

（平野委員） 

 実証はその車で運行するということですか。 

 

（事務局・山口） 

 はい。そのなります。 

 

（平野委員） 

 実証は先ほど説明のあった車で、本運行になったら違う様なことになると困るのです

が。 

 

（事務局・山口） 

 実証運行後の車両の使用については検討し、プロポーザルを実施したいと考えます。 

 

（泰間委員） 

 事業計画についてですが、国庫補助を受けてデマンド型乗合タクシーの運行をされる

ということですので、生活交通ネットワーク計画を作成し、本協議会の承認を受けて６

月３０日に国庫補助申請になりますので、平成２６年度第１回の勝浦市地域公共交通活

性化協議会の議題に加えたほうがいいと思います。 

 

（事務局・山口） 

 スケジュールに生活交通ネットワーク計画を入れて、事業計画を進めたいと思います。 

 

（関会長） 

 他にございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 意見なし。 

 

（関会長） 

 それでは、ご意見等ないようですので、「平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議

会事業計画・予算（案）について」は、ご同意頂くということで、ご異議ございません

でしょうか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（関会長） 

 それでは、ご異議無いようですので「平成２６年度勝浦市地域公共交通活性化協議会



事業計画・予算（案）について」につきましては、承認をされました。そうしましたら

案を消していただくようお願いします。 

 

（関会長） 

次に、「議題４デマンド型乗合タクシー事業者選定委員の選考について」でございます。

事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局・山口） 

「議題４デマンド型乗合タクシー事業者選定委員の選考について」でございますが、

先ほど事業計画でご説明させていただきましたが、４月実証運行事業者の準備、プロポ

ーザルの実施し、５月には事業者の決定させていただくように考えております。また、

その中で勝浦市地域公共交通活性化協議会の皆様の中で、事業者選定に入って頂きたい

と考えております。事務局案と致しましては、交通事業者に利害関係が無く本日ご出席

して頂いております、石井委員と渡辺委員に選定委員をお願いしたいと考えております。 

 

（関会長） 

ただいま、事務局より説明がありましたとおり選定委員につきましては、住民利用者

の代表と致しまして、石井委員と渡辺委員にお願いしたいということですが、いかがで

しょうか。 

 

（石井委員・渡辺委員） 

 同意。 

 

（関会長） 

 それでは、選定委員に石井委員と渡辺委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。次にその他でございますけども、ございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 意見なし。 

 

（関会長） 

 それでは、その他としてご意見等無いようですので事務局よりありますか。 

 

（事務局・山口） 

 今回、勝浦市ホームページの地域公共交通活性化協議会にメールが届いておりますの

で報告いたします。袖ヶ浦にお住まいの方で、勝浦の高速バスの停留所についてですが、

勝浦駅の構内に入ってないので、入って頂きたいというもの。また、松野の交差点に高

速バスの発着場をつくって欲しいというものです。 

 

（平野委員） 

 松野の発着場は小湊鉄道がやっている時にはありました。ただ今は鴨川日東バス、京

成バス、小湊鉄道で運行しているので、それから無くなってしまったんです。 



（事務局・山口） 

 今回地域公共交通活性化協議会が立ち上がって、地域公共交通に対して検討する場が

あるということで、高速バスの勝浦駅構内への乗り入れや松野への発着場の設置の要望

があったところです。今後の対応につきましては、３社と協議の方を進めて報告させて

いただきたいと思います。その他としては以上です。 

 

（関会長） 

 それでは、その他としてご意見等無いようですので、次回平成２６年度の第１回の会

議につきましては、後日日程の調整をさせて頂きますので、よろしくお願い致します。 

 本日の会議はこれをもちまして終了とさせて頂きます。皆様長時間にわたり、ご協議

いただきありがとうございました。 


