
　

広瀬寿雄、森本章倫、高山恒夫、君島武男、山本　隆、諏訪　守、渡辺欣宥、

平山文子、長光博、加藤尚德、上野惠子、小堀晴美、川中子伸之、島田昌司　

鉢村敏雄、荒山　栄、保坂和夫、大橋秀夫、沼野孝雄、小矢島応行、船山通　

矢倉利雄

事務局 　改めまして、こんにちは。何かとお忙しい中、またこの暑い中ご出席頂きま

して誠にありがとうございます。それでは、第1回下野市地域公共交通会議をあ

たりまして委嘱状の交付を行いたいと思います。代表しまして、森本委員。

お願い致します。

広瀬市長 　委嘱状、森本章倫様。貴方を下野市地域公共交通会議委員に委嘱します。任

期は平成22年8月5日から2年とする。平成22年8月5日、下野市長　広瀬寿雄。

事務局 　その他の皆様につきましては省略をお願い致します。

それでは会議が始まりますので、広瀬市長よりご挨拶を頂きます。

広瀬市長挨拶 　それでは皆さん、改めましてこんにちは。第1回の下野市地域公共交通会議と

いうことで、皆様方には大変お忙しい中、そして猛暑というより酷暑という位

の暑さじゃないかと思いますけれども、そういった状況の中でご出席頂きまし

たこと厚く御礼申し上げます。

　平成21年度に下野市におきましては公共交通検討委員会を設置させて頂きま

して、本市の公共交通のあり方を公募による委員を始めとする多くの皆様から

ご意見を頂きまして方向性というものをある程度見て頂き、報告書を頂きまし

た。そういった中で、平成22年度におきましては新たに下野市地域公共交通会

議を設置致しまして、交通事業者の代表者の皆様、そして交通関係行政機関の

参画を頂きまして、実現に向けて具体的な検討をして頂くという、より現実的

に、そしてよりスピーディな状態の中で前へ進むという状況の中で公共交通を

考えて頂くということで、設置させて頂きました。今、森本先生に委嘱状をお

渡しさせて頂きましたけども、大変狭い会議室ということで皆様にはご迷惑を

お掛けしてしまったなと思っている訳ですけども、本市だけではなく、この

公共交通のあり方というものが様々な所で論議され始まっています。という

のも、やはり高齢化、少子化、そういった交通弱者という皆様とのこれからの

公共交通体系における動き等を真剣に考えていかなければ、自治体における住

民の皆様の生活環境の向上が望めなくなるという状況になろうかと思います。

そういった中で、どうしても意識の中に入っていくのがJRの前身だった国鉄の

公共的な交通機関の赤字というものが重くのしかかっているという認識があり
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ます。そういったものを踏まえて、今、世界の動きというのは新たに日本のか

つての状況を見習いながら公共交通のあり方を考えていくことが今多いという

話になっています。国においても、それと同時に、地域的にも公共交通のあり

方を一生懸命考えなくてはなりません。行政はインフラの整備と言って道路は

作ります。しかし、そこを走る、また利用する皆様においてはここにお任せを

している状況は強くあります。こういった中においても将来を含めた上で我々

も公共交通のあり方についてもう一度検証し、そして新たな考え方の基で進めて

いかなくてはならないと考えておりますので皆様方の建設的な、またプロフェ

ッショナルの見地から、また利用者サイドの見地から、様々な見地より実現的

なお考えを頂きながら下野市におけるあり方を、また進め方を考えて頂ければ

と考えておりますので宜しくお願い申しあげまして冒頭のご挨拶にかえさせて

頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

事務局 　ありがとうございました。初めての会議ですので出席者のご紹介をしたいと

ころでありますが、自己紹介でお願いしたいと思います。森本先生からお願い

致します。

(各委員、事務局自己紹介)

事務局 　宜しくお願い致します。ここで何点かご報告がございますので、ご報告させ

て頂きます。まず、この本会議につきましては公開を原則としておりまして、

会議の傍聴はできる限り認めることになっております。それと会議録につきま

しては次回の会議時に承認を得た後、回書と共に市のホームページに掲載する

ことになっております。個人名称は公表せずに、会長や委員という形で掲載す

ることになります。それと各委員の報酬につきましては、官公庁の職員の皆様

方には報酬はございませんので宜しくお願いしたいと思います。

　さっそくですが、会議に入る前に役員の選出をしたいと思いますが、会長、

副会長、監査2名を選出する訳でございますが、これにつきましては事務局案が

ございますがそれで宜しいでしょうか。

各委員 了解

事務局 　ありがとうございます。それでは、会長に森本委員、副会長に長委員、監査

員に渡辺委員、諏訪委員にお願いしたいと思いますが宜しいでしょうか。

各委員 了解

事務局 　ありがとうございます。議事につきましては会長の進行に従いますので、会

長は変わって頂きます。

(森本先生が会長席へ移動)

事務局 　森本会長、ご挨拶お願いします。

森本会長挨拶 　改めまして宇都宮大学の森本と申します。大役をおうせつかりまして、会長
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という役を務めていきたいなと思っております。昨年、下野市の公共交通の利

用方針ということで1年間、この中の何人かの委員の方と一緒に議論させて頂い

て、基本的な方針については議論してきたつもりでございます。今回はそれを

受けまして、是非、具体的な案を詰めて近い将来に本格的な運行ができるよう

に努力していきたいと思っております。ご協力のほどどうぞ宜しくお願い致し

ます。

事務局 　それでは、会長の進行で会議を始めさせて頂くことなりますので、会長宜し

くお願い致します。

会長 　それではさっそく、議事に従って進めていきたいと思います。まず議題の(1)

公共交通会議の設置の目的についてですが、事務局宜しくお願い致します。

事務局 　まずお手元にある資料の確認をさせて頂きます。次第の他に下野市公共交通

会議設置要綱という2枚綴りのものがあるかと思います。それに今回の委員名簿

、それと第1回の会議資料、以上になります。それと昨年度よりここで行ってお

ります検討委員会に出ていた方につきましては都市計画マスタープランを手元

に置いてございません。昨年お渡ししておりますのでお渡しできませんが、今

回、公共交通会議の中で新たに委嘱して頂いた方につきましては、マスタープ

ランを1部ずつ配布させて頂きますので宜しくお願いします。最後に栃木運輸支

局の方で5分程度で説明をするということで資料が入っていると思います。以上

ですが資料に問題はありませんか。問題なければもう1つあるのですが、傍聴者

に対する資料の配布をどう致しますか。

会長 　宜しければお願いしたいと思いますが、皆様宜しいでしょうか。特段異議は

ないようですので資料は配布して頂いて結構です。

事務局 　資料を配布させて頂きます。

(事務局より傍聴者に対して資料配布)

会長 　それでは宜しいですか。では議題(1)設置目的についてお願いします。

事務局 　はい、1番目。下野市地域公共交通会議の設置目的につきましてご説明させ

て頂きます。先程、資料の中で設置要綱をお手元にお配りしたかと思いますが、

設置要綱をお手元に置いて頂きまして、まず第1条にあります地域における需要

に応じた住民生活に必要なバス、タクシー等の旅客運送の確保その他旅客の利

便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を

協議するために、下野市地域公共交通会議を設置するという大きな目的がござ

います。平成21年度におきまして、先程市長も申し上げましたが、下野市公共

交通検討委員会を設置致しまして下野市の公共交通整備の方向性を策定しまし
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た。平成22年度におきましては具体的な施策を検討しまして、下野市公共交通

の将来ビジョンとなります地域公共交通総合連携計画の策定を行うという1つ

大きな目標がございます。この地域連携計画につきましては法的な話ですが、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定メンバーの参画を受

けなければなりません。今回の設置要綱の中でもそれを網羅した委員を参画頂

いていると思います。またこの公共交通の事業の実施につきましては、国の補

助を織り込んだ取組みというのが必要となりまして道路法に基づく組織編成を

つくることによって補助を受けるという二つの法を組み合わせたものを今回は

要綱として作り上げていったわけです。目的としましては、大きな目的(1)公

共交通総合連携計画の作り、将来ビジョンを作っていく、もちろん具体的な施

策も作っていきます。もう一方では、事業を進めるうえでの補助の部分も受け

なければならないというところでの今回の設置となっております。設置要綱に

戻って頂きまして、協議する事項については第3条に出ております。この中で

も、やはり地域公共交通総合連携計画が（5）として出ております。次に先程

から出ている法定メンバーによる参画を得るということで、｢組織｣という事で

第4条2項の（1）～（12）に該当する方々を委嘱しております。設置要綱の中

で、少しとびますが第11条におきまして監査員を決めるとなっております。

先程、監査員の方2名を選出させて頂きましたが、補助事業を実施する、申請

する、交付を受けるという場合、今回は地方公共団体の市長がその申請を受け

る対象ではなくて、協議会がその受け皿となっていくという観点から地域公共

交通会議の中でも監査を設けて財産管理等していくということから監査を設置

したわけです。地域公共交通会議の設置目的について掻い摘んで説明させて頂

きました。以上です。

会長 　はい、ありがとうございます。只今のご発言でご質問等ございませんでしょ

うか。たぶん初めての方もいらっしゃいますので会が進むに従って、我々の目

的、何をしなくてはいけないのかを肌身に感じて分かっていくのかなと思いま

すが、法定会議ということで法定会議に則ったメンバーで行くということです。

ありがとうございました。議題の(1)は皆様にご承認頂いたということで議題

(2)方向性策定までの経過について事務局お願いします。

事務局 　続きまして、第1回公共交通会議資料になります。こちらにつきまして少し長

くなるかもしれませんがご説明したいと思います。まず、出ておりますのが資

料の1ページです。平成21年度に実施しました大きな流れをいくつかの区分に分

けまして表現したものです。言葉だけの表現だとさらっと行ってしまうのです

が、後ほどこれと並行しまして図を示しながら説明していきたいと思います。

まず左の方からです。1番目の大きな括りは現況データの収集と言えばそれまで

ですが、下野市の地勢、人口、学校や公共施設の分布状況、年齢別また男女別

の人口分布、それに基本となっている市総合計画、都市計画マスタープランと
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の関係等、基本的なところをまず整理しました。次に公共交通の運営状況、そ

れと利用状況のデータ収集を行いました。4番目に住民意識の収集・整理という

ことでアンケート調査を実施しております。これもまた細かい話は後でしてい

きたいと思いますが、この流れと共に、今、挨拶等の中でもありました各自治

体で運行されている様々なデマンド交通システムの事例調査も一緒に見ながら、

デマンド交通についての認識を高めながら1番右側にあります下野市公共交通検

討委員会の中で検討を行いました。この4つ、もしくは5つのデータを各データ

毎に図示化しましてまとめてみたものが、その下にある総括図であります。そ

のまとめ上げた図から市内公共交通の問題点、課題点が見えてまいりまして、

これを整理しました。またその問題点や課題点に対して、どういった対応がで

きるのかを検討しまして平成21年度の3月に公共交通整備の基本的なところ、基

本方針を策定致しました。平成21年度につきましては下野市公共交通検討委員

会を5回開催させて頂きました。先程ご挨拶の中にもありましたが、公募委員の

参加を募りまして5回を重ねながら3月に取りまとめの報告がありまして、その

内容につきましても最後にまとめた図が出てまいります。それでは先程から細

かなデータと言っておりますが、そのデータがどういったものだったかという

ところを頭に入れて頂きたいと思います。まず、お手元の資料の3ページを開い

て下さい。総合計画についてということで、総合計画の中で、下野市におきま

しては公共交通の計画につきまして大きなタイトルとして「人に優しい交通環　

境の整備」。また次の大きな項目としまして「現状と課題」、次に「基本方針」

というまとめ方をしております。この総合計画に中に表現されている内容を見

てみますと、この正面に出ている図、お手元の図でもそうなんですけれども、

鉄道では宇都宮線の3つの駅があります。石橋駅、自治医大駅、小金井駅等があ

りまして、恵まれた条件を有しております。現在、バリアフリー基本構想に基

づく整備を行っている。一方、市内の民間バス路線は、石橋駅を基本とした2路

線、自治医大駅を基本とした1路線のみで、市内間の公共交通での移動はほぼ不

可能な状況である。子供や高齢者等の交通弱者の市内での移動手段の確保が課

題となっている、これが現状の課題であります。次に基本的な方針としまして

は、これは総合計画の中での方針です。市民の市内での公共交通機関による移

動の利便性を高めるため、公共施設を結ぶ交通手段の検討を進め、子供や高齢

者・障害者等、全ての人にとって利用しやすい交通環境の整備を推進するとい

う大きな目標を掲げております。その下にあります図が下野市都市計画マスタ

ープランの将来都市構造図であります。まず下野市は南北に15km、東西に11km

です。面積としては74km2という状況です。そういった状況の中で、将来都市構

造図の中で先程も出ました石橋駅、自治医大駅、小金井駅のJR3駅を結ぶ縦の線

、それと同じように、ここに4号線が走っております。こちらが新国4です。こ

の中で、この赤線。都市機能集積ゾーンと言っているのですが、これを囲う中

に石橋駅、自治医大駅、小金井駅、商業拠点施設がありまして、これが縦軸に

囲い込むような形で枠組みがされています。その中で縦軸を市街地ネットワー
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ク軸ということでこのネットワークのひとつが示されているのと、後にも出て

きますが、南河内の公共交通空白地域という表現がまた出てきますが、ここと、

こちら国分寺の西の地域、石橋の西の地域、同じように集落環境形成ゾーンと

言っていますが、後で出てきます公共交通空白地域と重なっていくような状況

であります。そこに対しての東西方向での幹線上に地域ネットワーク軸を築い

ていこうというのが都市計画のマスタープランの中で出てきている内容となっ

ています。基本的なネットワークについては以上です。次のページに行きます。

4ページ。これは市内のバス路線の運行状況です。まず石橋駅から宇都宮駅間を

１日34便の便が走っております。次に石橋駅の東口に上三川の巡回バスが運行

されています。1日3便運行されています。石橋駅から真岡車庫に行く路線があ

ります。自治医大駅と自治医大病院内を運行する路線があります。これが１日

63便。次に、これはスクールバス的なものなのですが、小金井駅と小山北桜高

校を走る路線があります。１日６便。それと小山のおーバスが小金井駅西口に

来ております。１日９便。ということで民間バスは4系統ですが、おーバスや上

三川の巡回バスも運行されているというのが現状です。この図面を見ながら次

の5ページをご覧頂ければと思います。下野市の入浴施設への送迎バスがござい

ます。こちら、きらら館。もう一箇所、ふれあい館、ゆうゆう館とありますが、

送迎バスがあるのはきらら館、ふれあい館です。5ページに示したのは運行実績

を示しました。きらら号につきましては、毎日5コースを2往復しています。火

曜日から日曜日の週6日運行しています。20年度実績、21年度実績の中で、ほぼ

実績は変わらず、1台平均にしますと2人乗ってるか、乗ってないかという実績

です。次に6ページに行きます。同じくふれあい号です。こちらはきらら号とは

若干運行回数やコースの設定の仕方が違うのですが、20年度、21年度実績を見

ますと伸びてきているところが見られます。１台平均約5人から6人乗っている

というようなことであります。次にまいります。7ページをご覧下さい。先程、

昨年アンケート調査を実施しまして貴重なデータが得られたと思っております。

昨年の11月にアンケート調査を実施しまして市内2,682の世帯に配布致しまし

た。回収は1,053件、約40%の回収を得ました。設問は自由意見欄を含めると、

7つの大きな項目に内訳総数を総計しますと、約40項目位の設問のアンケートを

実施しました。その中で今回全ては載せられませんが、いくつか説明したいと

思います。まず現在の移動手段について聴いております。

免許は9割の方が持っていて、8割の方が自動車を所有しているということで全

く車依存の傾向がよく分かりました。次に、

バス交通への転換。バス公共交通があれば利用したいですかという質問に対し

て、｢利用したい。｣と答えた方が約5割。バス利用回数につきましては｢週に1～

3回利用してみたい。｣という意見が多くありました。こういったことから見える

のは週に1～3回買い物、通院や余暇施設等に行ってみたいといったところが出

ております。次にまいります。8ページ。同じように今度は運行頻度を聞いてい

ます。8ページから9ページまで時間帯を切りまして希望運行頻度に対する要望
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を聞いておりまして、朝の7時から9時については、主には通勤となりますが、

最低でも1時間1便、1時間に3便くらいあれば便利かと思っております。昼間の

9時から16時におきましては、｢1時間に1便｣が36%。｢1時間2便｣が38%ということ

で通勤・通学ではなくて買い物や先程出ました余暇施設利用、病院等に行かれ

る方がこの時間帯にこれ位便数があればいいというものが出ていると思うとこ

ろであります。次のページです。夕方の16時から19時は帰宅に使うもので、ほ

ぼ朝の状況と同じであります。同じようにもっと遅い時間の19時から22時につ

きましては、やはり｢1時間に1便位ほしい。｣、｢1時間に2便位ほしい。｣という

通勤・帰宅での要望です。アンケートにつきましては様々なデータがいろいろ

ありまして、全てお見せするのは不可能だと思いますので次にまいりたいと思

います。10ページをご覧下さい。市内バス交通の課題ということで南河内地区

から国分寺地区、石橋地区と各地区毎に問題点と課題点を表現してみたいと思

います。まず南河内地区です。南河内地区の課題としましては、薬師寺、仁良

川、三王山地区は公共交通空白地帯となっております。次に東西方向への希望

に対応できていない。また、この地区は高齢者の比率が高い。まとめると薬師

寺地区、仁良川地区、三王山地区は公共交通空白地帯となっており、主に東西

方向に対応できていないことに加えて、高齢者の比率が高い。次に石橋地区、

11ページになります。石橋地区の課題としましては、様々な施設が集約する石

橋地区への希望がほぼ市内全域から発生しています。南北方向の公共交通空白

地帯である下石橋地区、上古山地区との結びつきを求める声が強い。それと下

石橋地区は、高齢者、交通弱者の比率が高い。石橋地区をまとめたものを読み

上げると、様々な施設が集約する石橋地区への希望は、ほぼ市内全域から発生

している。さらに現在の南北方向の公共交通空白地域である下石橋地区、上古

山地区との結びつきを求める声が強い。また、下石橋地区では、高齢者、交通

弱者の比率が高いことが課題である。次にまいります、国分寺地区。ページ数

は12ページ。国分寺地区の課題は、石橋地区との結びつき(南北方向)を求める

希望が強い。それから公共交通空白地域から東西方向への移動の確保が課題で

あります。やはり同じ様に、高齢者や女性の占める割合が高い。この国分寺地

区についてまとめると、国分寺中心部は、自治医大駅周辺と連なって重要な拠

点が点在していて生活の要衝となっており、石橋地区との結びつき(南北方向)

を求める希望が強い。また、バス利用希望者は少ないものの、高齢者や女性の

占める割合が高いことや公共交通の空白地域から東西方向への移動の確保が課

題である。申し遅れましたが、ここが国分寺庁舎、これが石橋庁舎、これが南

河内庁舎で、ここに下野市新庁舎建設予定地を示してみました。今までの3地区

の課題点等を整理し、対応ということで示したものが最後の13ページです。

13ページにつきましては、課題と対応について大きな2つの項目に分けて整理

しています。まず1つ目は、空白地域である西部地区の国分寺、東部地区の南

河内への対応ということになります。もう1つは中央部の連携強化であります。

まず東西方向の対応でありますが、南河内地区や国分寺地区は、市の中心部に
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鉄道、医療等の重要な施設があるにも関わらず、公共交通の空白地域となって

いるため、東西方向の移動に対しての希望が強い。

また利用希望者のうち移動制約の多い高齢者や女性の比率が高いことから、通

院、買い物等の日常生活の移動手段を確保することに配慮しなければならない。

次が対応となりますが、運行システムとしては、需要密度が比較的低いと推測

される中で、効率的に広い範囲をカバーできるデマンド型バスの導入が有力な

候補となるのではないか。この際、より利便性を高め、効率的な運行を実施す

るために、利用者層や目的等、地域の実情を踏まえたデマンドのタイプ(ドア・

トゥー・ドア型等)を基本としながら、①利便性、②採算性等について詳細な検

討を行う。これが空白地域である東部・西部地域への対応です。次に2番目。中

央部の連携強化ということです。石橋地区等の一部でバス路線は整備されてい

るものの、石橋地区と自治医大周辺地区を結ぶ希望が特に強い。石橋地区でも、

上古山地区と石橋地区を結ぶ希望が強く、南北方向のさらなる強化が求められ

ています。バス利用希望者の特性分布を見ても、比率が高いゾーンは市の中心

部に集中しており、今後の対応が必要である。1)で示した東部・西部地域と比

べて、比較的需要密度が高いことから、定時定路線型とデマンド型の比較、シ

ステムの最適化(例えば、朝夕のピーク時は定時定路線型、その他の時間帯につ

いてはデマンド型)等について詳細に検討を行う。また特に既存バスや鉄道との

連携強化策、これも1つ必要な案だと思います。東西方向への対応策との連携を

図る公共交通の対応策を検討するということで、次の14ページにも今お話しま

したが、今年の3月にバス交通整備の方向性ということで、大きく2つの項目を

設けまして示したところです。以上です。

会長 　はい、ありがとうございました。それではご質問、質疑の方に進みたいと思

いますがいかがでしょう。

委員 　地図ですが、国分寺庁舎の位置が間違っています。

事務局 　大変申し訳ございません。3ページにあるマスタープランの図が出ています

が、これが正しい位置です。

会長 　これは後で資料の修正をしておいて下さい。他にいらっしゃいますか。

委員 　ここで公共交通空白地域と言われていますが、公共交通空白地域の定義を教

えて下さい。

事務局 　鉄道やバス停から500ｍの位置、そこまでが公共交通の利用圏域に入ると考

えております。それ以外のところが公共交通空白地域ということになります。
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会長 　通常だと駅からの距離とバス停からの距離の双方比べた距離を一定距離以外、

通常歩ける距離ということで400～500ｍにセットすることが多いです。今回の

場合は、3つの駅とバスも基本的に少ないので面積的に言うと市域ほとんどが

空白地域にほぼ等しいとご理解頂ければと思います。通常、空白地域を定義す

る時にバスの本数を言う場合があります。ここの場合は本数で切る間もなく、

ほとんどが公共交通を使えない場所であります。全域に公共交通を網羅するよ

うな公共交通網が必要ではないでしょうかという問題認識の中で議論して頂け

ればと思います。

委員 　バス交通と鉄道については理解できましたが、その他の施策で例えば外出支

援施策的なもので福祉タクシー券等、下野市の中でそういう仕組みがあるのか

お聞きしたい。また、タクシー券は買い物や病院に行くとかに使えますか。

今後は、バスとデマンドタクシーを組み合わせた仕組みで３つの地域すべてを

網羅していくことでよろしいですか。

また、それを今後、何年間のうちに考えているのかということ構築していくの

かわかれば教えてください。

会長 　まずは福祉タクシー券等を含めた他の公共交通施策について教えてください。

事務局 　21年度に協議しました下野市公共交通検討委員会での現状の中で福祉タクシ

ー券の現状ももちろん配布しておりますのでそういった現状も説明させて頂い

ております。福祉タクシー券は下野市でも交付しております。細かなデータは

必要でしょうか。

委員 　年間何枚位ですか。

事務局 　大変失礼致しました。福祉タクシー券につきましては月3枚。補助は基本料金

額分だけのタクシー券です。ですから、おーバスの方は個人負担という形にな

ります。

委員 　障害者だけですか。

事務局 　80歳以上の高齢者の方も対象です。

会長 　もう1つ、2つご質問があったら先に答えてもらってから次に行きます。その

他の予定も含めて何かご説明ありましたらお願いします。

事務局 　議題の(3)です。地域公共交通会議の計画・目標ということで、資料としまし

ては2ページに22年度の計画を載せました。22年度会議を6回開催しまして運行
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計画案、連携計画を今年中に策定したい。23年度につきましては、その内容を

基に地域への周知活動を行う。実際の運行は来年の10月を目標としています。

委員 　全てを23年度10月にという話なのか、それとも23年度10月に一部スタートさ

せて、その後中長期的に進めるのですか。

会長 　それはこの会議の中で皆さんと討議しながら進めていくことになります。

委員 　南河内のひだまり線では約40人が通っている。バス路線が廃止になるのか、

非常に心配。今後どうなるのかが早くはっきりさせたい。アンケートだけでは

なく、やはり、実態を我々も調べてみるべき。こういう協議の上ではなくて、

半日ぐらい歩いてみてはどうでしょうか。

会長 　コメントとご提案もありました。まずは、ひだまりまで今使っている実情が

あるのですが、これはどうなるのかということですが、これもこの中でもしか

すると議論することになるのかもしれません。基本的には今使っている方々の

利便性を損なうことは考えてはいない。いかに代替できるのかと、もしかする

と別々のシステムとして残していくのがいいのか、それとも合わせて便利なシ

ステムをつくるのかと、そちらの方が全体としていいのか、その辺も議論の対

象になろうかと思います。今の段階で特段ひとつのことについて議論というこ

とにはならないと思います。

事務局 　ひだまりですが仁良川のコミュニティセンターで週２回実施してますが、ふれ

あい号はあそこに停留所が無かったので停留所をつくり、なるべく使えるよう

にしてきた。ふれあい号、きらら号も含めて、利用者がより利用しやすい方向

性をこの会議で考える。決して、廃止にするということではありません。さら

に利便性を高めるための検討を行っていくということです。

事務局 市長は所用で退席させていただきます。

（市長が退席）

会長 　実態については、是非ともいろんな形で皆さんに周知していただきたいとい

うことと、こういう実態がある、こういう困ったことがある、等はこの会議で

ご発言いただいて、皆さんで情報共有できればと思います。勿論、このメンバ

ーで、早速見て回るというのもひとつかもしれませんが、それも皆さんの合意

の中で議論できればと思います。他にいかがでしょうか。

委員 　アンケート調査の中で、公序と共助について聞いているのか。要は、市で全

てをやりますよとか、地域でやってくださいとか。
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会長 　今の段階では聞いていません。システムの運行・運営については、少し我々

で理想的なあるべき姿を描いてから、運行・運営の議論に入っていくことにな

る。最終的にはご提示がありましたように、地域に公序や共助を使ってシステ

ムを皆で支えていくといった形が地域公共交通の元々の趣旨でございますから、

そういうところへ繋がっていくのではないかと思っております。

　他にいかがでしょう。今回は第一回目なので、出来ましたらそれぞれのとこ

ろの要望や希望をご発言いただきたい。

委員 　5ページにきらら号の運行コースが示されているが、6ページのふれあい号の

運行コースの流れがわからない。

会長 　それは次回、資料をつくっていただきます。

委員 　デマンドとなりますと、24時間となるのか、一般のタクシーにも影響してく

る。一般のタクシーも共存できるような形で検討していただきたい。

会長 　県内の事例でいうと、24時間は無い。一般的には朝から夕方の6時ぐらいに

終ってしまう。また、あくまでも乗り合いなので、タクシーのように何時何分

にという仕組みではない。その辺りのすみ分けをしつつ、利用者に混乱がない

ように説明していくべきと考える。

　他にないようのであれば、今後の予定もありますので、次の議事に移ります。

事務局 　三番目の議事になります。資料の2ページですが、今年度の地域公共交通会議

につきましては、今回を含めて6回を予定をしています。内容としては運行シス

テムや料金等も先進事例を参考にしながら実験運行に向けた実現可能な施策を

検討していきます。今年度の目標ですが、公共交通総合連携計画を下野市にお

いても策定していくと共に、具体的な運行計画案をまとめ上げたい。23年度は

ＰＲ期間を経て、実験運行を10月に着手できればと考えています。

会長 　ご質問はございませんか。

委員 　アンケート調査の結果から、女性・高齢者が着眼点でありターゲットである

ことは読み取れたのですが、その他の需要は何か見えているのか。

会長 　これは私の感想になりますが、マイカーを持っている方に利用していただく

のは難しい。基本的にはマイカーを持っていない方、もしくはご高齢で今後運

転ができなくなる方となると思います。他事例を見ても、７割８割が女性の高

齢者というのが一般的な数値となっています。今回調査をしても、そういった
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層が見えてきている。そういった必要と思っている方がどこに住まれていて、

どこに行きたいのかというのを昨年度調べている。それは、本来資料としてお

出しすればよかったのでしょうが、1ページ目の下のところに小さな図ですが

需要線という形で表しています。これを見ますと、かなり色々なところに行き

たいという需要がありますので、固定路線でまわすというよりはむしろデマン

ドに近い形が望ましいと昨年度結論づけています。

　他にいかがでしょうか。今年度6回会議の中で運行計画を作らなくてはいけ

ないという大きな宿題があります。もう1つは、中長期的にどうあるべきかとい

う将来ビジョンについてもこの会議で議論していく。この二本立てで議論して

いきます。皆さんの方で中身について必要な情報や議論に足らないものがあれ

ば事務局に言っていただき、次回会議資料で用意させていただいて将来ビジョ

ンについて皆様と議論できればと思います。その流れでお話しますと、最後の

14ページにあくまでも素案でございますが、方向性をまとめて、合意を取りた

いと考えている。これについて何かございませんか。

委員 　個人的な考えですが、この旧石橋町のグリーンの点線、4号線には既存の石

橋・宇都宮の乗り合いバスが運行されていて、4ページ目ですが、赤い円がおそ

らく既存の乗り合い等の駅勢圏だと思うのですが、よろしいか。

委託業者 　はい、そうです。

委員 　次に、11ページの石橋地区の公共交通空白地域ということで、正確にいうと

一部ラップしてるところもあるようですが、いずれにしてもこの地域につきま

しては、石橋駅、さらには石橋駅から南の自治医大駅に行きたいという方が多

いという理解をさせていただいた。一つの方法としては例えば、ダイレクトに

こう行くのではなく、既存の乗り合いバスとの関係を考慮して連携していくと

いう方向も考慮していただけたらと思う。

会長 　それは具体的にはどういったところをイメージしていますか。

委員 　例えば、この距離は分かりませんが、既存の乗り合いは利用できないものな

のか、場合によって利用できるのであれば石橋の先に行くことについてはデマ

ンド型バスと既存バスを連携するとか。

会長 　わかりました。それは是非考慮を入れて考えていければと思います。

委員 　いろいろ聞かせていただいて、今の話に絡んでですが、実は私は下野のすぐ

上の宇都宮の境に実家があります。昔、私の母は関東バスを乗り継いで自治医

大まで通っていた。いつの頃からか、石橋駅まで運行止まりとなって、自治医
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大まで直接行けなくなったので、タクシーを利用して行くようになった。これ

までを聞いていますと、旧石橋地区は、町内に出てくる要望がある反面、町内

から自治医大周辺に行きたい方も多いと思う。調査結果の方から14ページ以外

に何かないのか。大型施設が宇都宮との境にありますので、そちらに直接行く

ことを望んでいるとか。

委員 　今の話を聞いて、今日の委員の中には、前回の検討委員会のメンバーの

方とそうでない方がいる。前回の検討委員会でアンケート等を検討した結果を

この資料として渡してはいるが、新たな委員には詳細が伝わりきれない部分が

ある。全体のアンケート調査結果を次回の会議までに見ていただくために、新

委員に行政の方で郵送して、内容を掌握していただいた方がいいのではないか。

会長 　わかりました。それについては対応させていただきます。

委員 　14ページの図を見まして、先ほど石橋駅から自治医大病院にバスで直接行け

たというお話が出ましたけれども、私も5年前までは実際にバス乗務員をやって

いてこの路線も走っていた経験がある。情報と捉えていただきたいのですが、

自治医大、以前は小山駅まで走っていたのですが、如何せん利用者が少なくな

ってしまったというのが現状。その関係から、かれこれ5、6年前から宇都宮か

ら石橋駅止まりになった。そういう経過がある。今でも、宇都宮駅から石橋駅

へ行くお客さんが少ないので、一部日中の時間帯では雀宮の陸上自衛隊止まり

のものもある。そういうことを考えると、石橋駅から小金井駅までの4号で公共

交通を走らせても、利用者が増えるとか利便性が高まるとか考えづらい。下野

市としては、空白地域を駅の方に走らせようとしているのか、また、別の考え

方があってこの図になったのか、教えていただきたい。

事務局 　アンケートの結果から、東西方向のいわゆる公共交通空白地域と中央のＪＲ

を中心とした縦軸を結ぶ需要が多かったということ。会議の中で新たなご提案

等があれば十分に検討をしていただく。

会長 　今まで様々なご意見いただく中で、グリーンのラインは円を大きくして自治

医大駅が入るように修正していただきたい。この図はあくまでもイメージであ

って、実際にどこを運行させるかは皆さんと議論するのですが、このコンセプ

トは、東西に住まわれている方に対して東西軸をつくるということと、中央部

も一本だけでは不便ですから、中央部にお住まいの方にもある程度縦方向に移

動できるようにという意味です。どの程度被せさせるのかということと、おそ

らくこの3つの輪の全て重なるところに新庁舎等が必要となる。こういった議

論も皆さんとしていきたい。他に何かありますか。
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委員 　一番に東西の連携が必要となっていると感じているのは、この空白地域にも

う商業施設が無いことが大きい。昔は商店等があり、自転車でちょっと行けば

買物できた。しかし現在は、薬師寺地区やどの地域にしてもお店はどんどん畳

まれてしまい、結局買物が出来ないような状況になっている。そういう状況で

交通弱者が買い物をするためにどうすればいいか考えてあげることが今回のこ

のシステムを導入する1番の狙いだと思う。宇都宮の病院に行く等もあるとは思

いますが、私は一番は買物ではないかと思います。そして、駅周辺には大型の

お店がありますので、そのための足が必要となっているのだと思う。

委員 　私どもはタクシーをやっておりますが、グループ内で県内で3社運行させてい

ただいております。その経験上、具体的なやり方について。まずはどこに住ん

でいる方をどこにお連れするのか、この一言なんです。今は東西とか難しいこ

とを言ってますけども、どのエリアとどのエリアを結ぶのではなくて、今渡辺

委員がおっしゃったように、具体的にこのスーパーに行きたいとか、この病院

に行きたいということだと思う。しかし、14ページにはその施設が無い。我々

がやろうとするデマンドは、エリアの中を動けばいいということではなく、エ

リアの特性によってはそのエリア外に出ることも十分あるのです。例えば、宇

都宮市の古賀志地区、これは大谷の外れにあるのですが、こちらで今デマンド

の導入を検討しているが宇都宮の外に出るような計画がある。宇都宮に行くよ

りも鹿沼の方が近いものですから、目的地は鹿沼の病院やショッピングセンタ

ーが中心になっている。ここ下野市でいうと、例えば旧南河内、小金井周辺で

は石橋駅の方ではなく、思い切って小山市の方に行くとかも十分に考えられる。

こういう視点を持った方がいいのではないか。デマンドの場合は乗られた方は

途中下車はないので、どこに住んでいる方がどこに行きたいのかということを

プロットした方がいいと思います。決して、3つのブロックを運行すればいいと

いうことでは無いと思います。

会長 　ありがとうございます。正しくおっしゃる通りで、去年はそういうことも議

論させていただいて、調査の中でどこに行きたいのかその施設名も尋ねている。

その具体的な施設名を地図に落としたものもございまして、それをベースに3

つのエリアを仮に設定させていただいた。これを全域にすると、ご存知の通り

運行効率、サービス水準が悪くなりますから、ある程度のエリアを絞ってサー

ビスしていただくと考えている。これは全国的にそういったサービスをとって

いて、ここでは15×11kmというエリアの中で動きやすいエリアを設定した。そ

れがこの3つだとご理解いただければと思います。ただし、これらの円は案で

あって、この会議で議論する中で修正していくものです。例えば、ニーズによ

ってはこの3つの円が2つになったり、場合によっては1つになったり、それら

はデータを提示しながら議論できればよろしいかと思う。他にないでしょうか。
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委員 　今老人会で問題となっているは、免許証を返納した後の足をどうするのか。

そういう人のことも考えなくてはいけない。こういった問題等も他の近隣市町

の事例を大いに参考にして、早いうちにやっていただきたい。

委員 　先ほど渡辺さんがおっしゃったように、今の私達は乗用車を運転できるから

どこでも行ける。インターパークやベルモールには多くの需要がある。下野市

の方が今は石橋の上古山に行きたいというのは、おそらくヨークタウン等に買

物に行きたいという希望が含まれているのではないか。それと、お年寄りの方

は直通で自治医大の方へ行きたいという希望を、といったようなある程度具体

的なことからコース設定等を行うべきではないのか。

会長 　冒頭ありましたが、去年分析した結果も含めて皆さんと議論するための情報

が足らなかったように思います。ある程度調べているものに関しては次回まで

に見ていただいて、この議論の続きをしていきたいと思います。

　特にございませんでしょうか。今日頂いたご意見を事務局の方で整理してい

ただいて、必要な資料等はこちらで収集した後にご議論していきたい。最終的

にはどこをいくらでどう通すのかというところまで集約させなくてはなりませ

ん。今後も活発な議論やご意見をいただければと思います。

　全体を通して皆さんの方から何かございませんか。無いようですので、交通

基本法の資料の方を説明お願いします。

委員 （交通基本法に関する資料説明）

会長 　これで今日ご用意しました資料は一通り説明しましたが、皆さんの方から報

告事項もしくは少し議論としてお願いしたいことがあればお受けいたしますが。

　無いようですので、事務局へお返しいたします。

事務局 　本年は6回を予定していますが、次回は9月14日（火）午後1時半からで、場

所はここで手狭なので別を用意します。また正式に決まりましたら、改めてご

連絡いたします。

会長 　では次回9月14日1時半ということで、お忙しいでしょうが宜しくお願いしま

す。

事務局 　以上を持ちまして、第一回下野市地域公共交通会議を終了いたします。本日

はどうもご苦労様でした。

下野市地域公共交通会議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　　　高山　恒夫

議事録署名人　　　山本　　隆
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