
平成２５年度 第３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１２月１９日（木） 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、伊藤委員（代理 辻内委員）、大多和委員（代理 高橋委

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（会議途中より出席）、花ヶ﨑委員、軽込委員（代理 井上委

員） 

     （欠席者）杉本委員、中陳委員、古谷委員、石井委員 

【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 小湊鉄道（株）との協議結果について 

３ 議 事 

 （１）勝浦市地域公共交通総合連携計画案について 

 （２）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３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 

・小湊鉄道㈱との協議結果について 

・資料１ 勝浦市地域公共交通総合連携計画（案） 

・資料２ 勝浦市デマンド交通実証運行計画（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４名で、また、３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） 

 みなさんこんにちは、年末の大変押し迫った中、また足元の悪い中、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。 

 今回の第３回の会議開催にあたりましては、小湊鉄道㈱との協議に時間をとらせて頂

きました、ありがとうございました。本日は、小湊鉄道㈱との協議結果の報告及び勝浦

市地域公共交通総合連携計画（案）につきまして、事務局より説明致しますので皆様に

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、早速ですが次第２「小湊鉄道㈱との協議結果について」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、資料番号が無く申し訳ありませんが、「小湊鉄道㈱との協議結果について」

をご用意願います。 

２回目の会議より小湊鉄道㈱と協議を重ねてまいりまして、協議が整いましたので説

明致します。 

まず資料２枚目は、１２月現在運行しております小湊鉄道㈱、鴨川日東バス㈱及び市

民バスの市内にて運行しておりますバスの状況であります。 

 現在、上野地区を運行している市民バスにつきましては、上野地区、上大沢地区、小

松野地区、大楠地区及び松部・串浜地区の一部をエリアにして、デマンド型乗合タクシ

ーに移行することで、検討致しました。 

 次に、資料１枚目、国道１２８号を運行する②西原～興津～勝浦の市民バスは、小湊

鉄道㈱に移行することで検討し、上野地区はデマンド型乗合交通、海沿いの国道１２８

号は小湊鉄道㈱による路線バスというかたちになります。 

 また、２回目の会議でもありました、現在日曜日に運行しております松野坂から西原

まで運行している路線バスは運行を取りやめることで協議しております。 

これによる、メリット、デメリットにつきましては、資料１枚目にまとめさせて頂い

たものになります。メリットと致しましては、①デマンド型乗合タクシーに移行するこ

とにより、自宅から目的地までドアトゥドアに近くなります。②西原～興津～勝浦線（興

津久保山台線）を市民バスから小湊鉄道㈱の路線バスに移行することにより、市民バス

では火曜日木曜日の１日３便運行されていたものが、毎日運行され１日の運行便数が増

えることになります。デメリットと致しましては、①デマンド型乗合タクシーに移行す

ることにより、市民バスのように定時定路線の運行と違い、目的地に到着する時間がそ

れなりに変更になります。②市民バスから小湊鉄道㈱の路線バスに変更することについ

ては、距離に応じて運賃が上がることにより、市民バスの運賃２００円を越える場合が

あります。③松野坂から西原まで運行している路線バスの運行を取りやめることにつき

ましては、高齢者等の日曜の外出機会が失われるということがデメリットとして考えら

れます。 

 以上が小湊鉄道㈱との協議結果でございます。 

 

（関会長） 

 ただいま事務局より協議結果につきまして報告がありましたが、小湊鉄道㈱の久我委



員より補足等の説明がありましたら、よろしくお願いします。 

 

（久我委員） 

 市民バスから路線バスに移行する部分につきまして現状と致しましては、路線バスが

勝浦駅を出て興津、西原までの運行をしております。その系統を興津からミレーニア勝

浦のある興津久保山台まで延伸し、新たに浜勝浦の方を回り市役所、塩田病院を通り終

点を勝浦駅とするように致しました。これにより勝浦駅及び興津駅の前後を延伸するよ

うな形をとりました。また、鵜原、吉尾の中間路線といたしましても大きいバスなもの

ですから、市街地に入らなかったのでけれどもこれを、市民バスが通っている方へ細か

く中まで路線バスを毎日運行しますので、路線バスを利用されていた方がより便利にな

ると思われます。 

 運行本数については、勝浦、興津間を４往復程度と考えています。 

 上野地区につきましては、小湊鉄道㈱が委託を受け曜日別に運行している市民バスは

無くなり、デマンドに切り替えまして、日曜日、祭日に松野から興津まで運行しており

ました路線バスにつきましては、止める方向で準備をしております。 

 料金につきまして、市民バスから路線バスに移行することで市民バス２００円からの

格差問題についてですが、路線バスの最低１６０円、この路線を運行しますと５００円

を超える料金になるかと思いますけれども、現在協議中でございます。 

 私ども小湊鉄道㈱は、勝浦から興津、大多喜、御宿の外房線沿線３方向を継続してい

ければと考えております。上野、北中学校前の路線につきましては、長い間住民の方に

御利用いただいたんですけれども、継続していくことが困難なことから、今回ご提案さ

せていただいて、撤退させていただければと思います。 

バス事業全体として、民営で黒字の事業者は大体６０％で、後の４０％は赤字経営と

いう状況であります。私ども都市部の千葉の内陸部、外房、山武、長生と大きなエリア

を運行しておりますけれども、全体の中で路線バスを何とか維持している状況でありま

す。圏央道の完成がありましたけれども、今後も千葉県の個々の地点が活性化され自立

できるようになるまで、主要路線を決め、主路線としてキープして、地域の方にご支援

いただいてバスを継続していく考えでおりますので、ご理解いただければと思います。

勝浦市とはこのようなことで協議させていただいて、一様の目処が立ちました。 

 

（関会長） 

ありがとうございました。ただいま久我委員からもご報告がありましたけれども、上

野地区を走っている日祭日の１便の路線バスを廃止し、デマンド型乗合タクシーを運行

する。国道１２８号の路線バスは興津久保山台の方に延伸、その他に市民バスが走って

いるルートを運行する形で鵜原・吉尾地区は住宅街を通って串浜地区は春日台を回って

臨海荘に出て、市役所・塩田病院を運行し勝浦駅の方に向かいうということで興津駅、

勝浦駅前後が延伸されるということになります。これに対して、皆様ご意見等ございま

すでしょうか 

 

（各委員） 

 意見なし 

 



（関会長） 

 それでは無いようですので、次に議題に入らさて頂きます。 

 議事１「勝浦市地域公共交通総合連携計画案について」を議題と致します。事務局よ

り説明をお願い致します。 

 

（事務局・山口）立会い 

それでは、議事１「勝浦市地域公共交通総合連携計画案について」についてご説明さ

せて頂きます。また１回目、２回目の会議でご説明させて頂きましたことを再度説明さ

せて頂きますけれどもご了承願います。 

前回までの会議で勝浦市における公共交通の問題点、課題ということでご説明させて

頂いたところでありして、そちらの説明は総合連携計画案で申し上げますと、１ページ

から３６ページにあたります。そちらをまとめたものと致しまして、３７ページ、地域

公共交通の問題点・課題の抽出になります。 

勝浦市の現況特性と致しましては、（１）人口減少、少子高齢化が問題となっておりま

して、千葉県内では、４番目に高齢化率が高くなっております。 

（２）生活サービスの地域格差と致しまして海側と山側に高低差があり、ＪＲ勝浦駅

を中心として商業施設や医療機関が点在し、上野地区は市民バスと一部の路線バスのみ

の運行になっており、海側のようにＪＲ外房線や路線バス、市民バスなどが競合してい

る部分がなく、そのために公共交通を利用するには非常に不便な地域となっております。 

また、市民バスが曜日において運行経路が異なることも、不便な点となっております。 

（３）交通空白地域及び不便地域の点在と致しまして、地図で交通空白地域及び不便

地域の表しておりますのは、４１ページの図３－１の通りです。鉄道駅がない上野地区

及び総野地区の一部では、毎日運行されていない市民バスと先ほど報告致しました日曜

日祭日運行に一日１本の路線バスの運行のため不便地域となっており、その周辺の集落

はバスも走行できない空白地域となっております。また、上野地区には、赤文字で表示

されている公共交通空白地域及び緑文字で表示されている公共交通不便地域が点在して

いる状況であります。 

（４）公共交通利用者の減少としと致しましては、鉄道、路線バス共に利用者は減少

傾向にあります。 

以上の（１）から（４）までの問題点、課題を抽出し、今後勝浦市の公共交通をどの

ようにするべきかということで、４２ページの地域公共交通の基本方針に移らせて頂き

ます。 

基本方針と致しましては、「機能・役割を明確化した地域内の公共交通のネットワー

ク再編成及び地域内の公共交通機関相互の連携」を目的としております。これにつきま

しては、市民バスや新たな地域公共交通のシステムは、広域幹線や地域幹線に位置づけ

られる鉄道や民間バスの維持確保を図るため、そのフィーダー交通としての役割を担う

ものとしております。この為今回小湊鉄道㈱との協議したところでありますけれども、

既存路線バスとの競合は極力避けるとともに、市域外の大多喜、鴨川へのアクセスはＪ

Ｒ上総興津や主要バス路線のバス停に接続し、広域幹線交通や地域幹線交通に乗り継ぐ

ものとして考えております。 

２番目として「民間交通事業者を基本に行政はそれらできないことの補完」を目的と

しております。 



３番目に「地域存在する既存交通システムを活用した効果的・効率的な運用」を目的

に勝浦市内におきましては、市民バス等の小型バス車両でも走行できない山間地域の狭

い道路が存在すること、また低密度の多様な需要に柔軟に対応するため、ドアトゥドア

を担っているタクシー、スクールバス、介護タクシー等の既存交通システムについては、

利便性の高い市民の生活の足として効果的に活用するため、新たなシステムへの統合、

情報の一元化、他の交通システム及び福祉政策との連携等を図りながら効果的かつ効率

的な運用・活用を図りたいと思っております。 

４番目として「公共交通サービスをサポートし、利用促進に資する地域公共交通体系

の実現」を目的に、高齢者等の移動制約者だけでなく、一般市民にとってもわかりやす

く利用しやすい公共交通の提供が重要であり、また、そのためには、公共交通のサービ

ス水準を高めると同時に、乗り継ぎダイヤの接続、乗り継ぎ運賃割引、シェルターやベ

ンチ等の待合環境の整備、バリアフリー施設の整備等の乗り継ぎの円滑化を図り、低床

車両の導入、公共交通マップ等による情報提供の充実等、既存の公共交通システムを最

大限に活用するよう利用促進策との組み合わせによる地域公共交通体系の実現を図れる

ように検討を進めたいと思っております。 

最後なりますけれども「行政、事業者、地域との協働による持続可能な公共交通サー

ビスの確立」することを目的と致します。勝浦市におきましても、財政負担には限界が

あり、そういう中で交通空白地域や交通不便地域等、行政及び交通事業者の努力だけで

は公共交通が成立しない地域の生活交通維持のためには、地域住民自ら地域内生活交通

の維持・存続に対して責務を負う「協働」の意識が必要であると考えております。 

４４ページの地域公共交通のあり方に移らせて頂きます。今回の勝浦市地域公共交通

総合連携計画の目標と致しましては、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

ス性の向上を図ることを目標としております。 

計画区域と致しましては、公共交通計画の区域は、鉄道、民間路線バス、市民バス等

コミュニティ交通との相互連携を図り一体的に進める必要があるため、勝浦市全域とし

ております。 

計画期間と致しましては、平成２６年度から平成２８年度の３年間としております。 

地域公共交通のあり方と致しまして、先ほども申し上げましたけれども、広域幹線、

地域幹線、地域内フィーダーとしてのシステムの構築、役割分担の明確化を考えており

ます。 

交通結節機能の強化として、ＪＲ上総興津駅、主要バス停松野坂上への利便性の向上

を図れるように考えております。 

市民バスの新たなシステムへの移行として、市民バスの現行車両ではきめ細かなルー

ト設定がしにくく、山間地の狭い道路の走行も困難であるため更なる延伸拡大による交

通空白地域及び交通不便地域の解消は難しいことから、市民バスから、山間地も運行可

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公共交通システムへ

の移行を検討しております。 

次に４６ページ図４－２をご覧いただきたいと思います。先ほど図３－１の公共交通

空白地域、公共交通不便地域が点在する上野地区を主に、地域内フィーダー交通を勝浦

市内の各ＪＲ駅、松野にあります勝浦診療所へ運行させることで、公共交通体系を作成

しております。 



４７ページ、コミュニティ交通の運行方式・運行サービス等の検討に移ります。（１）

コミュニティ交通の基本的な考え方として、主な利用者としては、高齢者など自動車利

用に依存しない移動制約者と考えております。現在運行中の市民バスは６５歳以上の利

用者が全体の８割を占めており、市民意向調査におきましても、交通手段が無くて困る

場所として病院や買物などの移動に対しての割合が高くなっているためであります。 

導入目的としては、通院、買物、公共施設の利用と考えております。現在市民バスの

利用目的の多くは、通院、買物を目的として利用されており、市民意向調査においても

同様であることからであります。 

コミュニティ交通については、現行運行している市民バスや、主な利用対象者及び導

入目的を踏まえて次の３つの観点から導入を考えています。 

①市民バスの利用サービス圏域をカバーする新たな交通システム導入として、勝浦市

は、沿岸部の勝浦地区、興津地区、山間部の上野地区、総野地区の４地区に分かれてお

り、市全体として高齢化の進展が顕著でございます。 

②山間部の上野地区は、市民バスが運行しておりますが広範囲で公共交通空白地域及

び公共交通不便地域が点在しており、道路網も不十分で小型なバス車両でも走行できな

い狭隘な道路が存在しており、バス停までの距離がある等制約があるため、市民バスの

新たな利用者の掘り起こしは期待できないと考えられます。 

③このため、日常の通院や買物目的での移動手段としてのサービス確保し、地域ごと

の小需要に利用者に対応したドアトゥドアのデマンド型乗合公共交通システムの導入を

目指すところでございます。 

厳しい財政状況の中での持続可能な交通システムとして、当市は財政状況が確かに厳

しいところでございまして、平成２４年度の市民バスの利用実態と致しましては、運行

収入は１，６６０千円、運行経費は９，５３３千円でございました。これを差引きます

と７，８７３千円を財政負担しているところであります。１人当たりの運賃換算いたし

ますと運賃２００円に対して１，０００円の経費がかかっております。財政状況が厳し

い中効果的で効率的な運行体系を確立し、持続可能な交通システムを構築したいと思い

ます。 

 デマンド型乗合公共交通システムの導入するにあたりまして、運行形態に種類がござ

います。その中で、勝浦市が検討しているデマンド型乗合タクシーについてご説明致し

ます。 

 ４９ページをご覧下さい。デマンド型交通システムの運行サービスイメージ図で、運

行形態については、区域運行型で特徴としては運行ルートを定めず区域内で運行するこ

と、個人宅と目的地を結ぶことができます。 

 ５１ページのデマンドシステム運行計画に移らせていただきます。運行方式は、コミ

ュニティ交通の基本的な考え方を踏まえつつ、各種システムの利点・欠点や、市民バス

の利用状況及び人口集積状況等を考慮すると、区域運行型と致しました。  

導入するエリアにつきましては、市民バスを運行していた上野地区を主に、上大沢地

区、小松野地区、大楠地区及び松部・串浜地区の一部をデマンド交通へ移行するように

考えております。運行エリアと致しましては、先ほど申し上げたエリアにエリア外とし

て通院、買物、公共施設に共通乗降場所を設置しアクセス出来るように致しました。 

 運行時間帯については、通院、買物等の利用に対応することを基本と致しまして、路

線バスの運行時間帯を考慮し、概ね午前８時から午後６時までと致しました。 



運行本数につきましては、上野地区から勝浦地区への移動時間を９０分と想定し、１

日６便と致しました。現在運行しております市民バスは曜日による系統が異なりますが、

１日６往復から８往復の運行しているものと比べても同程度の水準は確保しているもの

と考えております。 

 運行日につきましては、アンケート調査による買い物外出頻度が『週に１～２日』未

満が約３割程度を占めているため、各地域とも週３日程度でもよいと考えられますけれ

ども、現行サービス水準以上を確保するため、１２月２９日から１月３日を除かせて頂

きますけれども、平日運行を考えております。 

 運賃につきましては、民間路線バスの運賃や、行政負担を考慮しまして大人４００円、

中高校生が２００円、小学生が１００円、未就学児が無料、障がい者手帳所持者及び介

助者は２００円としております。４００円の運賃につきましては、現在の市民バスの２

００円より値上がるところでございますが、近隣市町村の状況及び民間交通事業に影響

を与えないことも考慮して検討致しました。  

利用方法と致しましては、予め利用登録を行った方で勝浦市内に居住されている方を、

対象者とさせて頂きました。また、電話連絡による事前予約制、ただし翌日最初の便の

予約は前日までとさせて頂きました。 

使用する車両につきましては、タクシー事業者が所有する車両か勝浦市で購入する車

両で考えており、狭隘道路が多い地域特性と分散的な小需要があることを考慮して、ワ

ンボックス車両を用いたジャンボタクシー１台と、現行のセダン型車両１台の合計２台

で考えております。 

デマンド運行システムにつきましては、タクシーなどはオペレーターがいて配車してお

りますが、勝浦市も同様に考えておりまして、これを非ＩＴ型といいます。ちなみにＩＴ

型は、携帯電話のインターネット回線やＧＰＳ等を活用し配車システムのことをいいます。 

ただ今説明致しました、内容につきましては、資料２勝浦市デマンド交通実証運行計画

（案）にまとめさせていただいております。 

説明が足らない部分につきましては、１日の運行本数６便についてでありますが、１便

が８時、２便が９時３０分、３便が１１時、４便が１３時３０分、５便が１５時、６便が

１６時３０分で検討しております。 

事業採算の検討と致しまして、現在の１日あたりの利用者数は、需要予測推計の計算に

当てはめますと１日１８．９人が見込まれているところであります。また現行の市民バス

の利用者でデマンド運行エリア内の利用者計算いたしましたところ、１日１８．２３人の

利用者がおりました。このようなことから、１日１９人の利用者が見込まれるところでご

ざいます。 

 運行経費につきましては、年間１３，０００千円が見込まれており、先ほど説明いた

しました４００円に１日１９人の利用者と年間運行日数を掛けた収入を差引きますと、１

１，３００千円の行政負担が見込まれます。 

 最後に今回の計画の目標達成のために行う事業と致しましては、利用促進方策として、

①広報かつうらによる地域住民等への周知、②チラシ・ポスター等の作成・配布、③デマ

ンド交通の利用ガイドの作成・配布、④地域の集まりやサークル活動等による説明会の開

催、⑤ホームページ等への掲載、⑥公共交通のバリアフリー化の推進、⑦利用しやすいバ

ス運賃の検討を推進していく方針で考えております。なお、⑦利用しやすいバス運賃の検

討につきましては、⑥公共交通のバリアフリー化の推進と同様のものになっておりますの



で、利用しやすいバス運賃の検討を平成２６年度から２８年度まで行う内容に訂正させて

頂きます。 

 本計画を推進するために、ＰＤＣＡサイクルに基づく事業評価を実施すること致して

おります。 

説明は以上でございます。 

 

（関会長） 

 それでは、ただいま問題点、課題の抽出に伴いまして、地域公共交通の基本方針につ

きまして事務局より説明がありました。これから、各委員の皆様よりご質問ご質疑をい

ただきたいと思います。その際には、ページ数もお示しいただいてご質問いただければ

と思います。 

 

（久我委員） 

 資料２の勝浦市デマンド交通実証運行計画（案）の利用時間帯ついてですが、出発時

間１便が８時とありますがこれは上野地区を出発する時間ですか。 

 

（事務局・山口） 

 到着時間と致しましては、資料１の５３ページにあります様に、営業所から顧客まで

のアクセスを３０分程度でみておりますので、８時とありますのは営業所を出発する時

刻でございますので、８時３０分をお客様宅ということで想定しております。 

 

（久我委員） 

 そうすると営業時間は８時から１８時で１便あたり戻りの時間を含めてどのように考

えているのですか。 

 

（事務局・山口） 

 １便あたり９０分を目処に考えております。 

 

（関会長） 

 先ほどの時間の確認ですが、８時に出発すると上野地区には約３０分程度で到着する

ということで考えているんですね。例えば３件の予約があり、１人が小松野、もう１人

が荒川、最後に名木と迎車して、勝浦に到着となると約９０分かかるという時間的な計

算でこれを組んであるということですね。 

 

（事務局・山口） 

はい、そのとおりです。 

 

（関会長） 

 久我委員、よろしいでしょうか。 

 

（久我委員） 

 わかりました。 



（関会長） 

 １人しかいなかった場合、場所によってはもっと早く着いて対応することも可能なわ

けですね。最大９０分で見ているということですね。 

 

（事務局・山口） 

はい。時間についてはあくまで目安でして、上野地区でお客様を降車して、上野地区

のお客の迎車することも可能と考えております。 

 

（久我委員） 

 デマンド運行エリア内の市民バス年間利用者が約４，５００人いて、１日１９人の利

用者を見込んでいるわけですが、計画ではジャンボタクシーとセダンで考えているよう

ですが、対応できるのでしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 そちらにつきましては、１日６便で１９人の利用者ですと、１便３人乗車していただ

く計算になりますので可能かと考えております。また、市民バスの利用時間帯の集中等

も考えますと、朝の１便の乗車が大変多い状況でありことから、今回ジャンボタクシー

の導入で対応しているところでございます。 

 

（久我委員） 

わかりました。 

 

（渡辺委員） 

 資料１、計画書の５２ページの地図のオレンジの○は何でしょうか？ 

 

（事務局・山口） 

 説明がついてなくて申し訳ありませんでした。そちらにつきましては、エリア外運行

における共通乗降場所を示しております。 

 

（渡辺委員） 

 そうすると、デマンドエリア外では、このオレンジの○の所なら乗れるということで

すか。 

 

（事務局・山口） 

 はい。勝浦地区、興津地区、総野地区の方は共通乗降場所から上野地区に行くことも

可能です。共通乗降場所の設定につきましては、エリア外でどこでも降りられるとなり

ますと、民間タクシー事業者と遜色なくなってしまいますので、場所を指定して共通乗

降場所と致します。 

 

（中村委員） 

 日曜とか運行しないのですか。 

 



（事務局・山口） 

 デマンド型乗合タクシーの導入の目的としては、買物、通院を主としているところで

すので、日曜日の運行はする予定は現在のところございません。 

 

（泰間委員） 

 資料２、勝浦市デマンド交通実証運行計画（案）の予約センター業務は公益法人等へ

の委託とする。とありますが、この公益法人等は今後想定されるようなところはあるの

でしょうか。 

 

（事務局・山口） 

 勝浦市で想定している公益法人等はございませんでした。 

 

（泰間委員） 

そうしますと、予約業務は運送事業者に行ってもらうということでよろしいですか。 

 

（事務局・山口） 

 はい。運行計画（案）の予約業務は、旅客運送事業者への委託とすると訂正させてい

ただきます。 

 

（花﨑委員） 

 デマンド型乗合タクシーの運行は、平成２６年度からの運行で、実証運行ではなく本

格運行をすることで考えているのですか。千葉県でもデマンド型乗合タクシーで成功し

ているところは数箇所しかないんですけれども、例えば１日平均１９人として目標を達

成しなかった場合、どのようにするのですか。 

 というのも５８ページの利用促進方策にもあるように、④地域の集まりやサークル活

動等による説明会の開催は、必要に応じて開催するかと思うんですけれども、地域の方

に知っていただくためにも出向いて利用喚起しないと維持が難しいと思うので、その辺

の適切な働きかけと、本格運行ではなく実証運行ということの部分の確認したいのです

が。 

 

（事務局・山口） 

 本格運行か実証運行かのご質問につきましては、実証運行で考えております。運行計

画につきましても、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用する形で平成２

６年６月に国庫申請、１０月から実証運行の計画でおります。また、利用促進方策にも

あるように、地域の集会にて説明を致しまして周知に努めたいと考えております。目標

の達成しなかった場合についてですが、６０ページにもありますようにＰＤＣＡサイク

ルにに基づき事業評価を行い見直しを図りたいと考えます。 

 

（鈴木委員） 

 日東バスの鈴木でございます。資料２の勝浦市デマンド交通実証運行計画（案）にあ

ります運行日について「ただし、祝・祭日及び年末年始は運休」とありますが土曜日は

どのようになるのでしょうか。 



（事務局・山口） 

 土曜日につきましては、運行致しません。 

 

（鈴木委員） 

 そうしますと、月曜から金曜まで運行して、土曜、日曜、祝祭日、年末年始は運行し

ないということですね。 

 

（事務局・山口） 

はい。 

 

（関会長） 

タクシー事業者として古川委員いかがですか。タクシーと競合することも考えられま

すけれども。 

 

（古川委員） 

 そうですね。今後はそういった時代が来ることは避けられないと思います。他の地区

でもデマンド型乗合タクシーのメリット、デメリットが色々あって、先ほどお話があっ

たように成功している地域もあるようですが、立ち上がりは非常に難しいと聞いており

ますので、その辺を市の方と協力しながらやっていければと考えております。 

 

（関会長） 

 よろしくお願いいたします。住民の方にデマンド型乗合タクシーを周知して、それで

乗って頂かないと、運行も続けられなくってもいけませんし、他市ではデマンド型乗合

タクシーを取りやめたと新聞に載っていたところもありますので、そのようにならない

ように周知を徹底していくとこ、また地域の皆様の協力もいただかないといけないと考

えます。 

 他にご質問等ありますでしょうか。 

 

（各委員） 

質問なし。 

 

（関会長） 

よろしいですか。ただ今、ご協議いただきました計画（案）につきまして、何点か修

正する部分がございました。その点につきましては、今後の日程によるかと思いますけ

れども、市民の皆様にパブリックコメント行う予定でおりますので、今回この案につき

まして、ご意見がないようでしたら質疑を終結したいと考えます。 

 

（各委員） 

 質問、意見なし。 

 

（関会長） 

 それでは、計画（案）につきましては修正致しまして、パブリックコメント実施前の



１月中に正誤表をつけました計画（案）を、委員の皆様に郵送させていただいて、書面

による決議とさしていただければと思いますけれどもいかがでしょうか。 

 

（各委員） 

 異議なし。 

 

（関会長） 

 それでは、よろしくお願い致します。 

 次に議題のその他でございますけれども、事務局の方からありましたらお願いします。 

 

（事務局・山口） 

 今後のスケジュールと致しましては、本日委員の皆様にご協議いただきました結果に

伴いまして、今後の予定をご説明致します。本計画（案）を修正致しましたものを、書

面決議１月中旬、その後１月下旬か２月初旬から約１ヶ月間パブリックコメントの実施、

その後３月の中旬を目処にパブリックコメントを踏まえて計画の決定の予定でおります。 

 

（関会長） 

 皆様より、その他としてありますでしょうか。 

 

（各委員） 

 意見なし。 

 

（関会長） 

 それでは、ご意見等無いようですので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。今年も残すところ後わずかとなりましたけれども、新しい年が午年と

いうことで飛躍の年だそうですので皆様にとって素晴しい１年になるようご祈念致しま

して、今日の会議を終了させて頂きます。本日はご苦労さまでございました。 

 


