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会 議 録

開催日時 平成 24 年度 8月 2日（木）午後 2時 00 分～午後 3時 40 分

出席者 森本章倫、広瀬寿雄、高山恒夫、山本 隆、川俣一由、平出文子、加藤

尚德、小堀晴康、小堀晴美、上野惠子、川中子伸之、久保庭優治

半田芳正、小堀義晴（代）、大橋秀夫、高村由総、青山行夫

福田晴康、小矢島応行

欠席者 君島武男、君島武男、渡辺欣宥、荒山 栄、

会議名 平成２４年度第１回 下野市地域公共交通会議

生活安全課長

森本会長

広瀬市長

事務局

森本会長

事務局

森本会長

委員

皆様、こんにちは。本日は、お暑い中、会議に出席下さいまして、誠に有

難うございます。本年度第 1 回目の下野市地域公共交通会議を開催させて

いただきたいと思います。

はじめに森本会長よりご挨拶をお願いいたします。

(森本会長挨拶)広瀬市長が見えているので、一言お言葉を頂きたいと思い

ます。

私も、市内でおでかけ号とすれ違う機会が多くなったなと思っております。

そういう状況の中で、高齢者の女性の利用率が高いという事、また、特定

の時間帯での利用が高いという事、様々な場面での広報の仕方、更に要望

等の課題に対して、どのように対応していくか、課題がクリアできない場

合には、どのようにしてご理解をしていただくかを、しっかりと対応して

いきたいと考えております。委員の皆様にも、ご意見をいただきながら進

めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。それでは、さっそく議事に入らせていただきた

いと思います。議事進行につきましては森本会長にお願いしたいと思いま

す。宜しくお願い致します。

それでは協議事項に沿って進めていきたいと思います。まず、最初にデマ

ンドバスの運行状況報告についてです。事務局お願い致します。

(下野市デマンドバス運行状況報告について説明)

ありがとうございました。皆様からのご意見、ご質問を受けたいと思いま

す。いかがでしょうか。

事務局より説明をいただいたわけですが、６、7 ページの利用促進改善の

ところで、まず 1 点目で市外利用者の件ですが、我社の判断で市内在住者

が同乗する場合に限っては、利用していただいております。次に予約方法
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で、携帯電話はつながるわけなのですが、どうしてもつながらない場合は、

施設の方にお願いする等の方法を取りたいと思います。ピンク電話の場合

は、直通電話の番号を貼り出させていただいております。ですから、申し

出のあった施設等については、全て対応させていただいておりますが、利

用される方が、高齢者であるためにリダイヤルでかけているためにそのよ

うな状況が起きていることがあり得るのですが、できる限りの対応はさせ

ていただいております。次に予約についてですが、時間通りに迎えに行け

ないというのは記載のとおりなのですが、予約を断られるということは、

オペレーターにもしないように指示しております。勿論、予約がいっぱい

の時には、前後にずらせないかという事をお願いしているのですが、どう

してもその時間でないという事ですので、その場合には、予約を断られた

という表現になってしまうのでしょうが、基本的には、予約を断るという

事はしていません。次に乗継についてですが、乗り継ぎが面倒なので、市

内どこでも乗継無しで運行して欲しいという要望なのですが、これについ

ても市の了解は取ってあるのですが、その日その時間帯の運行状況によっ

ては、他のお客様に迷惑が掛からないのであれば、直接、乗継無しで運行

しているケースがあります。ただし、料金は乗継をした 500 円を頂いてお

ります。そのようなイレギュラーな対応をとっておりますので、前回は直

接行けたのに、今回は行けないのかという言葉が出ておりますが、前回が

イレギュラーな対応であって、お客様の利便性を考えての処置です。しか

し、それが紛らわしいというのであれば、直通運行は廃止して、必ず乗継

をするという対応は、すぐにでも可能でありますので、協議をしてどのよ

うにするか決定したいと思います。

丁寧な運行をしていただいているようですが、ルールと丁寧の間の判断が

難しそうですが、他に皆様からご意見等ございませんでしょうか。

遅ればせながら、私もおでかけ号の登録をして、利用してみました。実際、

利用してみると、市、オペレータ、運転手さんの対応は良かったのですが、

運行開始後 8 か月もたったのですから、民間ではありえないとこですよ、

8 か月というと半期を経過しているのですから、もっときめ細かな対応が

必要になります。登録申請をする際に、市外局番が記載されていないとい

う事で、登録されていないと言われた。また、予約センターに電話したと

ころ、関東交通おでかけ号ですと言われたが、下野市おでかけ号でないで

すかと言わせていただきました。確かに関東交通が委託を受けた業者かも

しれないけれど、市民からすれば、どこが委託を受けているか知らないわ

けですから、下野市おでかけ号の予約センターですと言うべきではないで

しょうか。その時、私は自宅からきらら館までお願いした時に、かましん

で乗り継ぎができますと言われ、何時に乗り継げるか尋ねたところ、当日

の 1 時間前に電話してくださいと言われました。その後、5 時過ぎに国分
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寺庁舎で乗り継ぎができますという丁寧な電話を頂きました。担当の方が、

乗継箇所を知らないのではないかと思いました。今後、利用客を増やして

いくためには、増やすための材料があると思います。そこで、この委員会

の中から、そして生活安全課、運行業者等で小委員会をつくるなり、生活

安全課が運行業者に投げやりになっているとは思いませんが、連携が足り

ないと思います。もっと連携を取って運行マニュアルの精度を上げるべき

ではないでしょうか。私は民間出身ですが、民間では一つの目標を作りま

して、進めていって欲しいと思います。また、市民の中には、おでかけ号

を知らない方もいます。前回の会議でも出たように、もっとピーアールを

して欲しい。

他にご意見はございませんか。無いようですので、先程のご意見について

事務局から回答できることがあればお願いします。

貴重なご意見、有難うございます。予約センターの対応の件ですが、実施

主体が下野市であることを考えると、下野市おでかけ号という表現をして

いただければと思うのですが、事業所と調整をして改善していきたいと思

います。また、運行マニュアル等の精度を上げるべきというご意見もあり

ました。昨年の 11 月 15 日から運行開始したわけですが、市内循環バス等

との並行運行であったため、本稼働というものは、今年 4 月 1 日からと考

えています。今回、4 月から 6 月分の実績等も示させていただきましたの

で、それらを参考にしながら、運行マニュアル等の精度を高めていきたい

と考えております。更に登録者を増やしていくことに対するピーアール活

動についても、努力していきたいと思いますので、先程のご意見は肝に銘

じて進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

登録証を市役所から送付されるときに、一緒に送られてくる案内文をご覧

になっておりますか。この文章では、おでかけ号の運行開始にあたりとな

っています。既に運行開始後 8 か月が経過しているのだから、文書の中身

も検討すべきではありませんか。

早急に対応したいと思います。

他にご意見はありませんか。

先程、バスが足りないという話がありましたが、今年 3 月 31 日できらら

号が廃止になりましたね。これを利用することは出来ないのですか。

きらら号については、再整備して、処分することになっております。ふれ

あい号については、社会福祉協議会のものなので、そちらで利用するよう
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になりますが、きらら号については公売にかけることになっております。

他にございませんか。

先程、委員からでた小委員会を設ける意見ですが、マネジメントの問題と

して、PCDA といったものの中で検証していくということが重要でありま

して、チェックを掛けるというのが、交通会議であったり、その下の小委

員会であったりするわけですが、その方法は地域ごとであったり様々だと

思いますが、検証する仕組みは必要であると思います。それがきめ細かい

ところで必要であれば、小委員会を立ち上げることも一つの手段であると

思います。それと利用者の声を吸い上げる仕組みが確立されていれば、改

善につながるのではないかと思います。

小委員会については、皆様の総意であればつくることは可能でしょうけれ

ど、人選等の問題も出てくるでしょうから、事務局で検討いただければと

思います。他にいかがでしょうか。なければ、私の方から、登録者数も実

績も右肩上がりで増えていますが、気になるのは、時間帯によって利用者

数に差があることで、車両数が足りないという事で増やすと、過剰投資に

なってしまうので、オフピーク時である 11 時頃から 14 時までの間に利用

していただけるようなアイデアを出していくことも必要でなないでしょう

か。利用者の大半が高齢者という形になっておりますので、目的も決まっ

てきますが、もう少し多様な利用者が入っていただければ、オフピーク時

の利用率も上がってくるのかなと思うのですけれど、この辺の利用促進に

ついて、皆様からご意見はありませんでしょうか。例えば、オフピーク時

の料金を下げるとか、日曜日の利用の少ない時に料金を抑えるとかいった

ようなものを、実態を見ながら工夫していく必要があるのかな、他市の例

でいうと、イベント日に無料開放したり、お試し券を発行したり、努力し

ている自治体はたくさんあるのですが、下野市としても、300 円という固

定料金は決めたのですが、アイデアを出す時期に来ているのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。

南河内地区の火曜、金曜日の陽だまり事業の日は、タクシーを 2 台出さな

いと間に合いません。また、それ以外でも、ほぼ毎日タクシーを出してい

ます。おでかけ号は、最大で 9 名乗れるのですが、高齢者の場合、助手席

の乗ることが、現実的に不可能なので、8 人定員のような形で運行してい

ます。ただ、8 人乗せてしまいますと 1 時間内で運行することが厳しい状

況になる。以前から話しているのですが、80 歳代、90 歳代の方が車に乗

るという事は大変なんです。そういう時間帯もあるかと思えば、1 日 1 人

も乗らなかったことが 1 エリアでありました。こういう時間帯で利用者が

増えればと思います。現在、月 2,000 人程度の利用でありますが、これを
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月 3,000 人、4,000 人と増やすためには、火曜、金曜日以外の日を利用し

ていただくための、何らかの方策を考えなければならない。以前、市の担

当者の方に申し上げたのが、お試し券だったのですが、それを取り入れた

のが 80 歳以上の方だけだったのですが、そういった形で何らかの手をう

っていただければと思います。

海外などでは、家族で乗るとチケットが安くなるといったこともあります。

例えば、日曜日のファミリー割引といったものなどが可能なのでしょうか。

こういったものは、この会議で得られれば、可能なのですよね。

他に皆様からございませんでしょうか。

日曜日の運行はしないというのはどうでしょうか。日曜日は家族がいるし、

病院関係は休みになるのですから、もし、急病になった場合は、救急車が

あるのですから、日曜日の利用者を増やすというのは難しいと思います。

やはり、高齢者が利用するという事になれば、平日ですよ、今後利用者が

増えてきた時には、増車することも考えなければならないと思います。

日曜、土曜をフリーにする。今は 3 地区ですが、道の駅などへは直行で行

けるようにするのも一つの手ではないかと思います。

今のような意見の実現可能性はありますか。

可能だとは思いますが、現在、地区を超えて直行する場合は、500 円を頂

いております。

ファミリー料金なども踏まえて考えていただければと思いますが。

シュミレーションも踏まえて、事務局で検討していただければと思います。

いずれにしても、同じ時間帯の利用者ばかりが増えるのでは、支出ばかり

が増えてしまって収支率が下がってしまうので、このシステムを持続可能

なものにするためには、オフピークを避けて、常時利用してもらうことが

重要になる。この辺を理解しながら進めていただきたいと思います。

他にいかがでしょうか。無いようですので、次に進みたいと思います。

(下野市デマンドバス運行事業実施要綱（案）について説明)

意見はございますでしょうか。

私の方からひとつ、第 4 条の 2 項ですが、普通乗合自動車 1 台とあるので

すが、委員からの説明の中で、場合によっては、2 台必要な場合も出てく

る可能性もあるという事ですので、台数の記載はやめたほうがよいのでは
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ないかと思うのですが。

今回の要綱は、仕様書や契約書に基づいて作成したものでして、住民サー

ビスを考えれば、外したいのですが、それらの中身の検討もお願いしたい

と思います。

要綱は、外に出ていくものであるが、契約書などは外には出ていかないも

のなので、実際は 2 台動いているのに、要綱で 1 台と記載する方が問題に

なるのではないでしょうか。ですから、台数の記載を外しておけばよいの

ではないでしょうか。

実態に合わせる方がよいのではないでしょうか。事務局が、仕様書なり契

約書にこだわるのであれば、そちらを直すべきではないでしょうか。

私も以前から言っているのですが、ワゴン車で 9 人まで乗ると 1 時間では

運行しきれない、つまり、有効な運行ではないと考えています。私の記憶

違いでなければ、いっぱいになったら次の便に回しますという説明であっ

たかと思います。そして、どうしても足りない場合は予備車両 1 台を出す

という事だったと思いますので、事務局としては 1 台と記載してよいのか

なと思いますが、実態からいけば、ワゴン車ではなくセダンで運行したら

よいのかなと思います。それと文言からいけば、乗合普通自動車をセダン

型自動車にした方がよいのではないかと思います。

他に意見はございませんか。

第 6 条で、変更することは出来ないといいきっているので、変更されるこ

とも視野に入れて、原則としてという文言を入れたほうがよいのではない

でしょうか。

ついでに、第 7 条も原則として、本市に住所を有するとして方がよいと思

います。他にございませんか。

教えていただきたいのですが、第 2 条で、委託内容が明確でないのですが、

こうゆう文章でよろしいのでしょうか。

第 2 条については、デマンドバス事業は下野市でやるのですよ、もちろん、

直営も考えられるのですが、専門業者への委託が可能であることをうたっ

ているだけですので、委託内容までは記載しておりません。要綱は、あく

までも概要であり、詳細については、仕様書なり契約書に記載されること

になります。

第 2 条で、事業主体ではなく、運営主体にした方がよいと思います。



- 7 -

事務局

森本会長

事務局

森本会長

事務局

森本会長

委員

森本会長

委員

森本会長

広瀬市長

貴重なご意見ありがとうございました。要綱につきましては、精度の高い

ものにしたいと考えておりましたので、皆様の意見を参考に訂正等をさせ

ていただきたいと思います。

皆様の意見を反映していきますが、最終的な部分は事務局に一任いただき

たいと思います。では、次の議題に入りたいと思います。

(地域公共交通確保維持事業等について説明)

特段、質問等が無ければ、その他の議題に入らせていただきます。

1 点、皆様にお願いしたいことがございます。委員の皆様の任期が、8 月 4

日までとなっておりますが、年度で区切るのが本来の筋ではないかと思い

ます。そこで、皆様方のご理解がいただければ、来年の 3 月 31 日までの

延長をお願いしたいと考えていますが、いかがでしょうか。また、皆様方

の手元にある委任状には、8 月 4 日までとなっておりますので、ご承認が

いただければ、平成 25 年 3 月 31 日までの委任状を作成したいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

事務局の提案に対して、いかがでしょうか

老人会会長について、変更になりますので、お願いします。

最後に、全般に対して質問を受けたいと思います。

利用者等の実績は、報告を受けて十分に理解できたのですが、収支につい

ての報告をして欲しい。

今回は、利用実績についての報告を受けましたが、次回会議において、収

支報告を受けたいと思います。それでは、最後、広瀬市長に締めていただ

きたいと思います。

大変有難うございました。貴重なご意見いただき有難うございました。公

務の場合、石橋の上にコンクリートを流すというように、慎重に進めてお

りますことから、対応の方は早めにしたいと思います。民間ですとコスト

の上で動いているところがありますが、公共交通は様々な法律が絡んでく

る。また、他市町からは、下野市への乗り入れの打診等も受けています。

デマンドバスで近隣との連携をどうしたらよいのか考えておりました。近

隣との連携も大切ですが、まずは市内での利用促進に重点を置いていきた

いと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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それでは、事務局お願いします。

本日は、貴重なご意見等、有難うございました。これをもちまして本日の

会議を終了させていただきます。


