
第１回下野市公共交通検討委員会次第 

 

日時：平成２１年６月２５日（木） 

午後２時～         

場所：国分寺庁舎 ２０１会議室  

 

１． 開 会 

 

２． 委嘱状交付 

 

３． 市 長 挨 拶 

 

４． 出席者自己紹介 

 

５． 議 題 

（１） 会議の公開について 

 

（２） 下野市公共交通検討委員会の設置について 

 

（３） 下野市公共交通の現状について 

 

（４） 今後の検討テーマ・スケジュールについて 

 

 

 

６． 閉 会 



下野市公共交通検討委員会委員名簿

№ 委員区分 役職 所属名 氏　　　名

1 学識経験者 委員長 宇都宮大学 工学部建設学科 准教授 森本　章倫

2 各種団体代表 自治会連絡協議会 南河内支部 岩上　久男

3 国分寺支部 小川　善吉

4 石橋支部 高山　恒夫

5 老人クラブ連合会 君島　武男

6 身障者福祉協議会 山本　　隆

7 社会福祉協議会 諏訪　　守

8 民生児童委員協議会 渡辺　欣宥

9 女性団体連絡協議会 平出　文子

10 副委員長 商工会 国分寺商工会長 長　　光博

11 公募委員 加藤　尚徳

12 公募委員 上野　惠子

13 公募委員 小堀　晴美

14 行政職員 栃木県県土整備部交通政策課 課長 川上　和彦

15 行政職員 下野市副市長 篠崎　和雄



下野市公共交通検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市民生活に重要な役割を果たしている公共交通について、市内交通システム

のあり方を検討するため、下野市公共交通検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所管事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。 

（1）市内公共交通のあり方に関すること。 

（2）その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は１７名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 公募に応じた者 

(4) 事業者 

(5) 行政職員 

(6) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事項の検討が終了するまでの間とする。 

 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会において、委員長が必要があると認めたときは、委員以外の者を会議

に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。 

（報酬） 

第８条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例（平成18年下野市条例第44号）の規定による。 



（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 



下野市公共交通検討委員会の会議運営に関する確認事項について 

１ 会議について 

(１)会議は、原則として公開する。 

(２)会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生

じることが明らかに予想されるときは、会議を公開しないことができる。

この場合、会議の非公開の決定は、委員長が会議に諮って行う。 

 

 

２ 傍聴について 

(１)傍聴人の定員は、開催する会場の状況等を勘案して、委員長があらかじ

め傍聴を認める定員を定める。 

(２)会議の傍聴を希望する者が、定員を超えるときは、先着順により決定す

る。 

(３)傍聴人が、会議の録音、写真撮影(ビデオ撮影を含む)等を希望する場合

は、あらかじめか会長の許可を得るものとする。 

 

３ 会議録の作成について 

(１)会議終了後、事務局において、次の事項を記載した会議録を作成する。 

① 会議名、開催日時、開催場所、出席者 

② 議題 

③ 傍聴人の数 

④ 審議内容(発言委員名を明記し、発言の要点のみ記載する。) 

⑤ その他、必要な事項 

(２)会長は、毎回の会議において会議録署名人２名を指名し、会議録への署

名を求めるものとする。 

(３)会議録は、会議資料とともに市ホームページにおいて公開するとともに、

生活安全課において閲覧に供する。 

 

４ 会議資料について 

会議資料については、原則として会議終了後、市ホームページ及び生活安全

課において公開する。 
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会 議 録 

開催日時 平成２１年6月 25日（木）午後 2時から午後 4時 

出席者 森本章倫、岩上 久男、小川 善吉、高山 恒夫、君島 武男 

山本  隆、渡辺 欣宥、平出 文子、長  光博、加藤 尚徳 

上野 惠子、小堀 晴美、鈴木 伸一、戸田 英次、篠崎 和雄 

欠席者 諏訪  守 

会議名 下野市公共交通検討委員会 第1回 

 

広瀬市長あいさつ 

 本日は第 1回の下野市公共交通検討委員会ということで委嘱状をお渡しさせ

ていただきました。皆様におかれましては公共交通検討委員会委員になってい

ただきましてお礼申し上げます。下野市もご承知のとおり 3年目に入りました。 

 これからの下野市において、公共交通というものがどのように調整が図られ

ていくのか問われているのかと思います。この課題に取り組むタイミング・時

期、また、どういった形態になっていくのか。皆様の様々な職業・年齢構成の

中から、様々な角度から検討いただき、将来の下野市造りのために皆様のご協

力を心からお願い申し上げ、ご挨拶に代えさせていただきます。 

 

自己紹介 

（各委員による自己紹介） 

 

事務局 下野市公共交通検討委員会設置要綱にありますように、会議にお

きましては、委員長に委員会を進めていただくことになっていま

すが、委員長・副委員長をどのように選任をしたら宜しいかお諮

りしたいと思います。ご意見ございましたらお願いします。 

委員 事務局の選考案あれば、提案願いたい。 

事務局 外にありますか。なければ事務局案といたしまして、委員長に森

本章倫、副委員長に長 光博委員を提案します。 

全委員 異議なし 

事務局 それでは森本委員、長委員よろしくお願いします。委員長席・副

委員長席の方へお願いします。 

委員長 私自身、都市計画・交通計画の件で、県内を始め宇都宮市、鹿沼

市、佐野市、高根沢町の公共交通関係の委員委嘱を受けています

が、現実の問題として、現状は非常に厳しい状況です。栃木県内
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の交通移動は 90％が車を利用して生活をしている。これが栃木

の現状です。宇都宮の中心市街地ですらそうなっているので、下

野市においてこれから公共交通を考えていくことは、並大抵のこ

とではない。皆さんの知恵を借りながら、地域に喜んでもらえる

乗り物を創って行けたらいいと考えています。よろしくお願いし

ます。 

早速議題に入ります。（1）会議の公開について、事務局から説明

願います。 

事務局 「下野市公共交通検討委員会の会議運営に関する確認事項につ

いて」資料により説明 

委員長 何かありますか。なければ事務局原案のとおり進めさせていただ

きます。 

次に、（2）下野市公共交通検討委員会の設置について、議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

事務局 下野市公共交通検討委員会設置までの、庁内検討・報告経過を説

明、合わせて下野市公共交通検討委員会設置要綱内容説明。 

委員長 今の説明について、質問ありますか。 

委員 アンケート調査を行ったと思いますが、その内容報告はあります

か。 

事務局 （3）下野市公共交通の現状についての中で、説明します。 

委員 循環バス運行調査の実績を報告してほしい。 

事務局 （3）下野市公共交通の現状についての中で、説明します。 

委員長 後ほど、運行調査実績やアンケート調査を踏まえた庁内プロジェ

クトチームの報告があるかと思いますが、当委員会としては、そ

れに捕らわれることなく、自由な発想で提案願いたい。 

（3）下野市公共交通の現状について、事務局の説明を願います。 

事務局 説明資料「下野市の現状」及び「下野市公共交通検討委員会（第

1回）資料編」により説明。 

委員長 事務局の説明について、各委員の質問を受けます。 

委員 市循環バス運行調査のアンケート調査報告がありましたが、内容

をもう少し深く吟味した方が良いのではないか。 
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委員長 市循環バス運行調査のルート設定について、旧三町を1周するコ

ース設定は、1周が長すぎる。ルート設定に限界があり、利用者

数が少なかったのではないか。 

委員 きらら館、ふれあい館の来館者数のデータは調べてありますか。 

事務局 本日は用意していない。 

委員長 次回に、用意をお願いする。 

委員 福祉タクシーの経費約 1千万円と、きらら号・ふれあい号の運行

経費約 1千万円のどちらが有効に使われているのか考えると、き

らら号・ふれあい号の利用者数が少ないことから、福祉タクシー

で、80歳以上の方ということではなくて、必要な方というのを

再検討して、利用を図って行けば良いと思う。 

委員長 無駄を省く検討することは、是非必要なことだと思う。 

委員 きらら号・ふれあい号の実績を見ると、利用者は少なく、経費は

かかる。利用者を増やす方法に「運行コースを変える」等の利便

性を高める検討も必要ではないか。また、スーパーマーケットと

の連携による付加価値を高めることも必要ではないか。 

委員 説明の中で、アンケート調査結果報告として「国分寺地区の方が

公共交通を必要としていない方が４割」があったが、現状とは違

っていると思われる。市内循環バス運行の方法として、運行ＰＲ

が足りなかった。市内循環バス運行が身近に感じられなかった。

それには、旧三町を１周するコースではなく、国分寺地区を 30

分程度で巡回した方が利用度を増したのではないか。 

委員 きらら号・ふれあい号、循環バスにしても、停留所の変更を考え

た方がいい。手を上げて乗車できる方法であれば、利用者負担が

増えてもいいと思う。福祉タクシーの基本料金分補助を引き上げ

て利用を増やす方法が良いのではないか。 

委員 市内循環バスを利用してみたが、利用が低いことが実感できた。 

デマンドシステムの提案もありましたが、アンケート調査結果か

ら、利用者に必要な、経費のかからない下野市ならではの交通シ

ステムを検討してどうか。 

委員 きらら号・ふれあい号、福祉タクシーの利用が低い。市内循環バ

ス運行調査でも乗車が少ない。しかし、アンケート調査では「公

共交通が必要」の意見が多いが、本当に必要なのか。再度確認す

る必要があるのではないか。 
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委員 市内循環バスアンケート調査で、利用者の利用目的・要望を細か

く把握出来る調査が必要ではないか。 

委員 高齢化社会に近づき、老人方の利用が増える状況になっていくと

思う。こういった方は何らかの交通手段を必要としているのでは

ないか。 

委員長 公共交通が何のために必要なのか、一般の方にあまり認識されて

いない。ＰＲ不足もありますが、ＰＲをしていく中で、市民に合

った交通体系を考えていくことが、我々に使命がある。公共交通

を無くすという方向ではなく、どういう形が下野市に合った一番

良い方法なのか議論していただきたい。 

委員 地域のコミュニティーを活用してはどうか。地域の特性を理解し

た地元の活躍できる方達の、地域の融通性など利点を活かした部

分を取り入れて、活用できないだろうか。 

委員 市内循環バス運行は、利用者の声を聞いて、運行コース・時刻を

設定したものではない。高齢者の利用・希望に沿うような、市内

交通の検討をすべきと考える。 

委員 駅から離れた方が利用するケースが多いと思うので、その方達の

ニーズを集約してみてはどうか。 

委員 子育て支援の立場から、お母さん方から聞くのは、各種育児検診

時に、会場施設までの交通手段に困っている場面を多く聞いてい

る。こういった検診などがある時だけ、運行するようなバスがあ

っても良いのではないか。 

委員 きらら号の運行ダイアが合わないため、きらら館に行きたくても

行けないという話をよく聞きます。運行時刻の検討が必要と思い

ます。 

委員 ふれあい号の利用の中で、地域のコミュニティーセンターへの利

用が多い日がある。いくつかの施設利用状況を調べて、運行コー

ス・時刻を設定してはどうか。 

委員 

 

市内循環バス運行とアンケート調査について、なぜ乗車数が少な

かったのか、アンケート調査内容を深く調べる必要があると思い

ます。デマンド方式について話題が出ていますが、いくつかの種

類があるので、地域の特性、利用目的、経費の関係について、デ

ータを深く見て、意見を出し合っていく必要があると感じる。 
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委員長 公共交通への経費は、県平均を下野市に換算してみると 6千万円

ぐらいになります。現状１千万円ですから、他市町と比べると少

ないと思いますが、現状の金額に左右されることなく、我々が理

想とする形を考えてみてはどうか。 

委員 財源的な問題は、委員として参加している中で、皆さんと一緒に

検討してみたい。皆さんの様々な意見を金額によって、制約して

しまうようなことはしたくない。 

委員長 次に(4)今後の検討テーマ・スケジュールについて 議題を進め

ます。事務局から提案願います。 

事務局 スケジュールについては、21年度は22年 3月までに 5回ほど開

催したい。今後は 2ヶ月に 1回程度の開催を計画している。 

次回の検討テーマについては、今日皆さんから出た意見の中から

皆さんで決めていただきたい。 

委員長 それでは、皆さんから次回の検討テーマについて提案あります

か。なければ、デマンド交通方式について、県内の自治体で取り

組んでいる事例を調べて、下野市に合うのか議論を進めたい。 

よろしいでしょうか。 

委員 ありません。 

委員長 それでは今日予定した審議事項については、すべて終了いたしま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

下野市公共交通検討委員会の会議運営に関する確認事項により署名する。 

 

 

            議事録署名人  小川 善吉 

 

 

            議事録署名人  岩上 久男 




