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会 議 録

開催日時 平成 22 年度 9月 14 日（火）午後 1時 30 分～午後 3時 30 分

出席者 広瀬寿雄、森本章倫、高山恒夫、山本隆、諏訪守、渡辺欣宥、平出文子、

加藤尚德、上野惠子、長光博、小矢島応行、古谷学、大栗寿夫、直井薫、

大橋秀夫、小堀義晴、島田昌司、鉢村敏雄、池田元彦

欠席者 君島武男、小堀晴美、荒山栄

会議名 下野市地域公共交通会議 第 2回

事務局

会長

事務局

会長

事務局

委員

事務局

委員

会長

事務局

皆様、改めましてこんにちは。2 名の方がお見えになっておりませんが、

定刻となりましたので第 2 回地域公共交通会議を始めたいと思います。ま

ず、開催にあたりまして森本会長にご挨拶頂きたいと思います。

(森本会長挨拶)

ありがとうございました。さっそく議題に入りますが、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。宜しくお願いします。

それでは議題に沿って進めていきたいと思います。まず、1 つ目に前回の

資料の確認についてということで、事務局お願いします。

(第 2 回地域公共交通会議資料の説明)

(第 1 回地域公共交通会議議事録の確認)

1 枚目の出席者名で抜けている方がいらっしゃると思うのですが。

小矢島委員が抜けています。大変申し訳ございません。

私も抜けています。

出席者名に不備があり、今の段階で 2 名の方が抜けているようですが、そ

の他にないでしょうか。事務局宜しいでしょうか。今の 2 名を加えて頂い

て訂正した議事録をお願いします。

申し訳ございません。訂正後に第 1 回の議事録の署名を高山委員と君島委

員にお願いしたいところでしたが、今日欠席ですので山本委員にお願いし

たいと思います。宜しくお願い致します。訂正版をお持ちして署名して頂

くように致します。第 2 回の会議録の署名につきましては、諏訪委員と渡

辺委員宜しくお願い致します。訂正後に署名を頂きに参りたいと思います。

以上です。
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議事録に関しましては宜しいでしょうか。出席者名は修正させて頂きます。

すいません。11 ページですが、川中子委員の発言となっているところは私

が発言しました。

こちらも修正と言うことで宜しくお願いします。他にお気付きの点はあり

ますでしょうか。よろしいでしょうか。特になければ先程の指摘点を直し

て第 1 回の会議録としたいと思います。ありがとうございました。

次の議題に移らせて頂いて、平成 21 年度の調査資料について事務局お願

いします。

(きらら号、ふれあい号の運行状況についての説明)

今の内容は(3)具体的施策の検討に入りますか。

入りません。あくまでも議題(2)平成 21 年度調査資料についての内容です。

(平成 21 年度調査資料についての説明)

ありがとうございました。それでは皆様へのご質問に入っていきたいと思

います。いかがでしょうか。無いようなので、まず私に最初にご質問させ

て下さい。

1 ページの 1 番最初にご説明頂いた高齢者と女性にターゲットを当てて調

べて頂いているのですが、女性の利用希望者が約 3 割というのはどういう

ことでしょうか。

平成 21 年度の第 5 回の会議におきまして、アンケート調査を頂いた方の

中からバスの利用を希望したいという方を抽出しました。その方々が全体

の 53%で、人数は 415 人でした。その中で高齢者 5 割、女性が 3 割となっ

ております。

ということは、アンケート結果では半数がバス利用を希望していて、その

415 人のうちの 5 割、過半数が高齢者で女性が 3 割しかいなかったという

ことですか？

そうです。

ちょっと少ないような気がします。一般的には女性の利用希望者は 7 割～

8 割になると思います。データ的になぜこうなったか分かりますか。間違

ってはないですか。
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間違ってはないです。

利用希望者が 415 名いて、その中の比率で見たら高齢者が 50%、女性が

30%、その他高齢者以外の例えば若い方等が 20%いたというその構成比を

ここでは言っているのだと思います。

高齢の女性はどちらに入りますか。ちょっと違うと思います。事務局そち

らの方で答えられますか。これはアンケート回答者に男性が多かったとい

うことですか。

男性の回答数が多かったということです。

男性の回答数が多く、それに引っ張られた可能性があるということですね。

そうです。

これについては、私も不思議なのでデータをもう一度確認させて頂きたい

と思います。その他いかがでしょう。

先程のご説明だと仁良川コミュニティセンターの利用が多いということで

したが、アンケート結果から作成した図面では仁良川コミュニティセンタ

ーへの希望線が出ていないかと思うのですが、それについて伺いたいと思

います。

これはあくまでも全体のサンプリング調査です。特定の陽だまりという

NPO 法人が特定の曜日に利用しているという数字は特異なデータですの

で、このデータにそういった皆様から出てきた特殊な事例のデータをさら

に付加させた形で最終的な考え方を詰めて行かなければいけないと思いま

すが、この調査のやり方ではおそらく陽だまりのようなケースは抽出でき

ないと思います。宜しいでしょうか。

第 4 回のアンケート調査についてまとめたものがございます。その中に目

的 1 の中に下野市の施設があります。その中で下野市コミュニティセンタ

ーと大きな括りでアンケートはまとめてあります。具体的な箇所は再分析

すれば把握可能かと思いますが、まとめる方向としては大きな括りでまと

めてありますので、それで表現されていないのだと思います。

他にいかがでしょう。
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地域、施設が大きなターゲットとなっていますが、その中で商店街の活性

化や地域的なものはアンケートで出なかったでしょうか。自治医大病院等

の大きな所は移動性がありますが、市内の活性化ということで、そういう

動きも知っていきたいと思うのですが。

それは昨年度の調査の中で委員の意見としてでしょうか。

今のご質問はアンケート調査の中のお話でしょうか。それとも昨年度の議

論の中でのお話でしょうか。

いいえ、このデータは無作為にとったと思いますが、どういう移動だった

かということです。

今回のデータはアンケート調査から抽出したデータです。アンケート調査

の中では商店街発展に対しての考え方等については聴いておりませんの

で、今回は出てきておりません。

他にいかがでしょうか。宜しいでしょうか。もし特段この時点でご質問が

なければ議事を先に進めさせて頂いて、もし関連するようであれば戻って

議論させて頂きますが宜しいでしょうか。

それでは、昨年度の調査結果の資料については終わりにさせて頂いて、本

日の中心的な議題である具体的な施策の検討ということで説明お願いしま

す。

(具体的な施策の検討についての説明)

ありがとうございます。それでは質疑に移りたいと思います。

デマンド交通ということで伺っておりまして、ドア・トゥー・ドアの方向

でいくという流れになっていると思います。1 つの案としては、本日、こ

の席にもご出席されているタクシー業界に是非ともこの中に入って頂きた

いと思います。小金井駅を見ていますと、潮田タクシー、小金井タクシー、

国分寺タクシー、羽川タクシー等、何社かあります。このタクシーを有効

に利用するという方法はないかと考えております。はっきり申し上げて、

日中等は待ち時間が多いと思います。タクシー業界の方はお分かりになっ

ていると思います。タクシーとデマンドの二足の草鞋になりますが是非と

もお願いしたいと思います。下野市のデマンド、ドア・トゥー・ドアとい

うことで、なぜタクシー業界かというとタクシー乗務員は住所をお分かり

になっていると思います。そういう点で、すぐに対応できるということが

あると思います。またワゴン車となると入っていけない所もあるのではな

いかと思います。今回の場合のようにドア・トゥー・ドアということで高
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齢者や独居老人等の方々を対象とする場合は、どこでも入っていける、ま

た道を分かっているタクシー業界のご協力を仰ぎたいと思います。提案で

す。

はい、ありがとうございました。デマンドタクシーの実態を見ますと、バ

ス事業者の場合もありますし、タクシー事業者がやっている場合もありま

す。県内では高根沢町はタクシーという形でやっております。いくつかの

ケースがあると思います。どこにどういった形がいいのかという議論はも

う少し先の議論になろうかと思いますが、貴重なご意見ありがとうござい

ました。他にいかがでしょうか。

教えて頂きたいのですが、13 ページ。一般的な定時定路線型とデマンド型

の比較がございますけども、こういう比較でよろしいのでしょうか。とい

うのは定時定路線に対して相反する不定期運行というのがございます。区

域として運行できるようなケースです。それから定時定路線型、さらに定

時定路線型にも昔、東急のデマンドがやっていた基本コースがあって迂回

する型、さらにはコースを決めずに不定期で運行する型、さらには乗合タ

クシーのような型等、色々な形態がございます。あまりにもマルバツが簡

略すぎるような気がします。またデマンドシステムそのものには本来、形

態によって変わってきますが、設備投資するのに相当な費用がかかると聴

いております。そういったことも考慮しながら少し検討した方がいいかと

思います。これではもう答えは決まっています。このマルバツで見ていき

ますと、簡単な言い方をすればこうなりますということですが、ただ実際

に需要がどうなのかとどこの地区の何人位をどこに運びたいのかというこ

とが根底になければ、アンケート結果から 1 便あたり何人で、アンケート

によると 200 円が望ましいから 200 円で、コースは 1 時間で走れるコース

はこういうコースです、ということで基本的な考え方は分かるのですが、

さらに付加するならばどこにどういう人がいるからどういう人の為にこう

いう運行形態で運行するということが見えてこないとかかる経費が膨大に

なります。市は最終的にどこまで負担できるのか、そこまで考えて計画を

組んで頂かないと最終的には市の負担となってきます。そこまで考慮して

案を出して頂かないと、単にアンケート結果で 200 円が多いから 200 円が

いい、では需要予測したらどうなるのか。たぶん事務局は需要予測検討を

始めていると思いますが、この地区からだいたいアンケート結果等を踏ま

えながらこの地域の高齢化率がこの位だと利用運賃はどの位になるであろ

う、それに基づいてこの路線はこれ位乗るであろうということから具体的

な運行主体や運行方法を検討された方がいいのかなと思います。マルバツ

でこっちが望ましいからいきなり 15 人のデマンドにするというようなこ

とが本当にそれでいいのかと私は懸念しております。
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ありがとうございます。需要予測については昨年度にも一度行っておりま

すが、皆様との議論の中で精緻化していくということは当然その過程とし

てあり得ると思っております。いかがでしょう。一通り皆様のご意見を伺

いたいと思いますが、他にございますか。

お伺いしたいのはまず需要予測についてです。ここで 15 人乗りワゴン車

と言っていますが 15 人乗りワゴン車は座席の間隔が狭く、構造的に高齢

者が乗る際は非常に大変だと思います。現在、予測として何人位利用され

るのかをお伺いしたいのが一点です。それからもう一点が運行時間帯につ

いてです。要望によって午前 8 時から午後 6 時ということですが、これに

つきましても長時間に亘りますとタクシー協会としては受注されてた会社

はいいですが、それ以外の会社に非常に影響が出るということがあります

のでもう少し検討して頂きたいと思います。それから先程、島田委員から

お話がありましたように 3 地区に分けているのですが、石橋地区を見ます

と壬生町に行ったり、小金井に行ったりと広範囲に移動希望があるという

ことであれば、これを考慮して 1 時間というのがいいのか、あるいは 1 時

間 30 分まで延ばしても利用客の利便性を確保するのがいいのか、そうい

ったことも検討された方がいいかと思います。以上です。

ありがとうございます。ご指摘があったのは 3 点です。15 人乗りワゴン車

がいいのか、運行時間帯、エリアの分割の話があったかと思います。一通

り意見を頂いて、それからまとめてお答えします。他にいかがでしょうか。

今、タクシー協会から出た意見と同じような意見なのですが、利用対象者

をどこまで絞っているのか、それとも全然絞られていないのか、下野市民

全員なのかが、はっきりと分からないかと思います。できれば市域は狭け

れば狭い程いいかと個人的に思っております。あまり広い地域で運行をし

ない方がいいというのが一点。それから 11 ページの検討条件の①「下野

市バス交通整備の方向性」の 2 番目の利用者ニーズ、地域の実情を踏まえ

たサービスの提供ですが、利用者をあまり重視してしまうと特に高齢者を

対象とした運行となった場合、ニーズがあり過ぎて対応しきれなくなると

いうことになりますので、ある程度は目をつぶって頂くところは目をつぶ

って頂く。行き先の選定についても指定した行き先以外は不可能なのか、

それともニーズに応じてどこにでも行くのか（、その辺り）を、あらかじ

め決めておいた方がいいかと思います。運行してから「どうしてここへは

行ってくれないのか。」というような意見は必ず出てくると思いますので、

そういう点は事前にはっきりさせておいた方がいいのではないかと思いま

す。

ありがとうございました。その他にいかがでしょうか。
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先程のアンケート資料に出ていましたが、下野市 21,000 全世帯で 2,600

世帯に抽出してアンケートを送付して、その回答が約 40%でこのアンケー

ト結果は 1000 世帯からの回答です。その希望がアンケート調査となって

いるので需要予測はまだ無いと思います。ですから需要予測を掴むにはま

たさらにこういう考えでデマンドシステムを計画したというようなことが

必要になってくると思います。我々としては高齢者等の交通弱者にバスを

使ってもらおうという趣旨で検討していると思いますが、需要予測を掴む

のは非常に難しいので、最初からワゴン車を入れるのは危険性があるので

はないかと思っております。

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

17 ページです。前回の会議でもお話しましたが、宇都宮の方から石橋駅ま

で乗り合いバスが運行しておりまして、この部分と今回の下野市のバス運

行については乗り継ぎを考慮して頂きたいとことで意見を言っていると思

いますので、その辺を考慮したコース設定をお願いできればと思います。

それと先程、加藤委員からもお話がございましたが、この地域の足の確保

につきましては基本的には高齢者、身障者の利用が大きいと思います。し

かし高齢者や身障者だけをターゲットにせずにストライクゾーンをもう少

し広げて利用できる形態もいいかと思います。

ありがとうございます。他にいかがでしょう。

こういう協議会の中で、市町村等で出てくる数字自体に独自性が出てくる

ことが少ないので、下野市ではどういう形態、どういう運賃でという設定

をもう一度見直すということはないでしょうか。というのは、どういう形

にしてもデマンドとかそういう形の枠内ですが、どこの市町村も同じよう

なやり方ということであまり地域性がない。実際は各地域には地域性があ

ると思いますが、やり方として横並び的なものになりがちです。その点を

考慮して下野市独自の運行体系等をもう少し模索した方がよろしいかと思

っております。

分かりました。ご意見という形でお受け取りします。

他にいかがでしょうか。

今、色々とご意見を聴きましたが、いかなる調査をしても需要予測を確実

に捉えるのは難しいと思います。私が思っているのは行政がこういうもの

に対処してやっていくということを考えた場合、高齢者や女性等、いわゆ

る交通弱者にターゲットをある程度絞ってスタートした方がいいと思いま
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す。どこまでもターゲットを広げていけば、その対処は拡大する一方です

し、それと共に全てのニーズを捉えていけば限りないものになってしまい

ます。ですから、最初のスタートではある程度ターゲットを絞って始めて

行くしかないのかという気がします。

ありがとうございます。他にいかがでしょう。

今の渡辺委員の意見に同感ですが、ドア・トゥー・ドア型のデマンド交通

は公共交通として考えられる中では一番サービスレベルが高い。自宅のド

アから目的地のドアまで移動できるのは一番利便性が高いシステムであ

り、もしかしたら、それ以上のサービスはないのかもしれません。段階的

にやっていくということが非常に重要であると思っています。例えば、バ

ス停を設置するデマンドでもいいですし、一部定時定路線を入れるタイプ

でもいいと思います。それと公共交通がほとんど無いという段階で、需要

予測をきちっとやって、完璧なシステムを一度に入れるというのは難しい

と思います。

この 3 つのエリアに同時に入るのではなく、需要の高そうな所から入って

いくのかもしれませんし、公共交通空白地等への対応も、走らせながらニ

ーズを把握してエリアを拡大する等、実際、走らせてから学ぶ部分も非常

に大きいと思います。ですから最初は、なるべくコンパクトで経費の抑え

ることのできるシステムで入っていって、長期的な展開として「こういっ

た所を目標とする。」というような理念を掲げるやり方がいいかと思ってい

ます。

ありがとうございます。他にいかがですか。

以前にも伺いましたが、先程、費用的なことが出ましたが、下野市として

平成 20 年度に福祉タクシー券で 1,100 万円、それから、ふれあい号で 360

万円、きらら号で 510 万円ということで約 2,000 万円の費用が決算として

出ています。デマンド交通により発展的に解消するということになると現

在まで下野市としては約 2,000 万円の支出をしているということが参考資

料として伺っております。

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

今回、3 つの地区でのドア・トゥー・ドアですが、イメージとして自宅か

ら拠点まで行くということなのか、自宅から友達の家まで行くというのも

可能なのかをお聴きしたいのと。サービスレベル等、持続していく公共交

通を考えた時にレベルを上げれば当然費用がかかりますので、対象者をま

ず誰にして、時間帯はこの時間帯というような形で市からの支出をある程
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度抑えなければいけないし、それから収入も増やさなければいけない。そ

の地区で最終的に誰が乗るべき人かを把握して、その人達がこのシステム

を利用できるような形を構築して頂くのが一番だと思います。

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。意見としては出尽くしま

したでしょうか。それではいくつかご指摘を頂きましたが、事務局の方で

お答えできるものがあればお願いします。

(質問に対する回答について)

議論は色々な議論して頂ければいいと思いますが、少しずつ集約させてい

く必要がありますので、皆様のご意見を伺いながら共通的な意識として共

有できる所は共有していきたいと思っております。まず前回から今回にか

けて大きな話でエリアの設定について事務局からは 3 つのゾーンを一つの

ベースにしてはどうかという提案がありまして、これをどういう形でとっ

ていくのか、これは今後の需要予測にも大きく関わってきますのでこれに

ついていかがでしょうか。3 つのエリアに分けた理由として大きいものと

しては、できるだけサービス水準を上げたい、1 時間に少なくても 1 便は

回したいということがありました。かつ費用をある程度抑えるためにエリ

アを 3 分割すれば需要があった場合、概ね 1 時間に 7～9 箇所程度回せる

のではないかという推計での枠組みがとっておりますがいかがでしょう。

3 つのエリア区分のところですが、本日の資料の 3 ページに石橋地区の希

望線が描いた図があるかと思いますが、南河内地区と国分寺地区について

は概ねエリア内での移動が多いということが図で一目見てわかるのです

が、石橋地区についてはかなり南北の広域な移動が大きいというのが気に

なっています。石橋駅付近への移動が多いということもありますし、自治

医大病院や国分寺庁舎への移動も非常に大きくて、この辺りを石橋地区と

して入れていくのか、それとも乗換えを考えていくのかというところが気

になるところです。

ありがとうございます。基本的なスタンスとして石橋地区の人については

直接的な要因に加えて、先程、島田委員からもお話のあった路線バスの活

用や駅の活用を併用して移動して頂くということを前提に考えてはどうか

というのが事務局の提案でございます。ただし、エリア分割はしますが、

17 ページをご覧下さい。17 ページに 3 地区共通エリアというものがござ

います。このエリアについてはどの地区からでも行けるようなサービスに

してはどうかというのが事務局提案となっております。他に何かあります

でしょうか。
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もし 3 つのエリアに設定したと仮定した場合、それぞれのエリアに必ず共

通する場所というかどこかの地点を一つ設けて降りて頂ければ、乗り継ぎ

の方法で確実に行けるということがあると思います。ですから、そういう

設定をして頂ければと思います。

ありがとうございます。拠点を基準にしながら隣のゾーンに行けるという

ような仕組みで考えていきたいと思います。共通地区につきましては皆様

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。17 ページに掲げたエリアを

基本として需要予測を詰めていけばと思います。エリアについては概ね共

通の認識を得られたということで話を進めていきたいと思います。

それと 22、23 ページの運行時間帯、運行頻度、運賃、車両についてはか

なり議論の余地が残っていると思います。まず運行頻度。1 時間に 1 便程

度のサービス水準をとってはどうかということについてはいかがでしょう

か。もちろんサービス水準が上がることに超したことはありませんが、他

市等の事例を見てもデマンド導入する際はこの辺りが落とし所かと思いま

す。よろしいでしょうか、異論はございませんか。では運行頻度について

は 1 時間に 1 本とします。それから運行時間帯と車両についてはご意見ご

ざいましたが、運行時間についてはアンケート調査からすると皆さんが欲

しいのは朝 6 時位から夜の 11 時位まで欲しいということになりますが、

実態を見ますと殆どその時間帯は使われないというのが実態ですので、先

程の皆様の意見を勘案するとあまり利用されない時間帯に過度の投資を最

初からしていくというのは無駄ではないかと思います。将来的に皆さんに

使われるようになって運行時間を拡大していくというのは当然あるべき方

向性だと思いますが、最初の初期設定としては皆さんに使って頂ける位の

ところからスタートしてはどうかという提案なのですがいかがでしょう

か。

ターゲットを高齢者等に絞れば、昼間の時間帯の午前 8 時から午後 5 時位

が適当かと思います。それは午後 6 時、7 時までになると通勤されている

方等、色々な人が乗ってくると思います。利用者が増えるのはいいのです

が、タクシー業界にとっては一般のタクシー会社に影響が出ますと共存し

ていけなくなってしまいますので、それらを考慮して最初は午前 8 時から

午後 5 時位にして頂ければと感じております。

ありがとうございます。ご意見がございましたが運行時間帯についてその

他いかがでしょう。

運行時間帯と並行して曜日というか、平日にするのか、それとも土・日曜

もやるのか、その辺りも検討された方がいいかと思います。
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基本的には平日、休日の両方という前提で考えておりました。休日も合わ

せて運行するという認識でよろしいでしょうか。

参考までにこのコースだと循環線だと思います。循環線は気を付けないと

乗りたいところを遠回りして 1 周されてしまった等色々ありますので、運

行時間帯も右回りや左回り等を頭に入れておかないとトラブルの元になり

ますので、それらを考慮した時間設定をして頂ければと思います。

18 ページの図はあくまでも最大のルートを通った時を前提に回している

ので、こういうルートで運行するということではなくて、基本はドア・ト

ゥー・ドアというのが原案ですので、ルートはございません。指定された

行き先を一番適切なルートを通って運行するということでご理解下さい。

運行時間帯ですが、昨年度かなり細かなアンケートをやっていますので、

利用希望者を高齢者、女性に絞った分析というものも見てみたい気がしま

す。

おっしゃる通りです。それは次回までに私の冒頭の質問と合わせて昨年度

のデータの精査をもう一度させて頂きますので、その時に本当に利用して

くれる方、我々がターゲットにしている方がどういう希望になっているの

かをもう少し詳しく見てみたいと思います。ありがとうございます。他に

いかがでしょう。無ければ運行時間帯については運行開始が午前 8 時で、

最終はタクシー協会の方から午後 5 時位にして頂きたいということです

が、午前 8 時～午後 5 時位をベースに原案を作成するということでよろし

いですか。異論が無ければ需要予測の時はその位の数値で計算していきた

いと思います。運賃については、これは少し先になるかもしれませんが、

原案では 200 円という形になっています。皆様どうでしょうか。

下野市の福祉施策としてタクシー券等があります。そういうものを考えま

すと、このデマンドを利用した中でも、ある程度の特定の方に対しては無

料というものを考慮して頂きたいと思います。また私の個人的な感覚では

当初は 300 円位でスタートした方がいいと思います。安いところからスタ

ートして高くするのは非常に難しいと思います。

おっしゃる通りです。今の話についていかがでしょうか。

金額についてですが、一般的にデマンドというのは路線バスとタクシーの

中間的なシステムと考えておりまして、市町村運営のいわゆるコミュニテ

ィバスが 100 円～150 円くらいで、タクシーは 710 円です。300 円くらい

というのがその中間の乗り物のサービスになりますので、一般的には 300
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円が妥当かと思います。

他にいかがでしょうか。

先程、場合によっては無料という意見があったかと思いますが、300 円で

やってみて、例えば高齢者の方は 200円にする等の他市の事例はあります。

他にいかがでしょうか。よろしいですか。原案としましては、先程から 300

円という意見が出ていますが、200 円、300 円をベースに需要予測をして

みて最終的には収入と支出の関係になってきます。確かに安ければ安いに

超したことはありませんが、それによって大赤字になって財政的に維持で

きないシステムになってしまっても困りますので、その辺りの兼ね合いを

持たせる意味で 200 円、300 円をベースに分析をさせて頂きたいと思いま

す。最後は車両ですが、タクシーの有効活用ももちろんいい方法でしょう

し、相乗りタクシー、それからワゴン車でまとまった人数を運ぶというニ

ーズもあるでしょう。また冒頭にお話のあった NPO 法人の陽だまりでし

ょうか。まとまった人数で行くのに少し大きな車両があった方がいいとい

う意見もあるでしょう。どうでしょう。皆様の方から追加で意見ございま

せんか。

現在、15 人乗りの小さいワゴン車はメーカーでも殆ど作られていません。

あるにはありますが少ないです。タクシー業界ではワゴン車というのは大

体 10 人以下ということになります。15 人乗りのワゴン車となりますと新

たに車両を購入しないとなかなか無いというのが現状だと思います。その

分経費がかかってくるということになるかと思います。それと既存のタク

シーを利用することが可能であれば経費はかかってこないということにな

ります。それらを考慮して設定して頂ければと思います。

他にありますでしょうか。

昨年の需要予測でたしか概ね 1 日 100 人位の結果だったと認識しているの

ですが、3 つのエリアに分けた場合、1 エリア 30 人程度で 9 時間あるとす

れば 1 台で平均 3、4 人位になるかと思います。ただ、ピーク時に合わせ

れば当然 10 人乗りや 15 人乗りの車両が必要になります。ピーク時に車両

を合わせると当然費用がかかりますので、タクシー事業者等の車両を一時

的にお借りするというようなことも考えられますので、セダンタイプでも

可能ではないかと感覚的には思います。

ありがとうございます。これについてはいくつかの事例もございます。私

の知っている事例では町がワゴン車を購入して、それをタクシー業界の方
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にお貸ししてまとまった需要のある時はその車両を使ってもらって、少な

い需要の時はタクシーを使ってもらうという事例もございます。今回、3

つのエリアで分割しますが、1 つのエリアに車両 1 台という訳にはいきま

せんので、おそらくエリア毎に 1 台ずつ大きめの需要予測に基づいたもの

と小さな需要についてはタクシーのようなセダンタイプで対応するという

組み合わせも考えながら適切なケースを考えていければと思っておりま

す。他にいかがでしょう。

タクシー業界へのお願いですが、タクシー業界としてまとまってやって頂

きたいと思います。タクシー運転手は地元のことを知っていて、すぐに対

応できると思います。是非とも地域の活性化を図るためにも下野市のタク

シー業界で運営等をやって頂ける範囲でやって頂きたいと思います。ワゴ

ン車を購入するよりは現在のタクシー業界の車を有効に活用された方が、

タクシー業界の発展にも繋がると思いますのでよろしくお願いします。

はい、どうぞお願いします。

タクシー業界も大変疲弊しております。乗務員も待っているというような

状況です。できれば下野市のタクシー事業者が公平に仕事をできるのが一

番いいかと思っております。そういった意味でタクシーについては現在あ

るタクシーを活用して頂いて、町の活性化にも繋げていきたいと思います。

先程からおっしゃられていますが、乗務員はやはり地元ですから道や地理

的なものも非常によく知っていますので効率的な配車もできると思います

ので、ご協力していきたいと考えております。タクシー業界としてもこれ

から頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

さらに下野市でのデマンドということを考えた場合、私の将来的な案です

が、タクシーに防犯パトロールを兼ねたり、独居老人宅を回る等、そうい

う面もプラスアルファとしてお願いしたいと思います。市から委託を受け

た場合、近い将来には防犯関係等、それから不法投棄も目立ちますので地

域のそういった面についてもお願いして、地域と密接な関係のタクシー業

界になってもらいたいと思います。

ありがとうございます。運行システムについて皆様と議論してきましたが

他にございますか。もし、この段階で特に意見が無ければまとめに移りた

いと思いますがよろしいでしょうか。ここでおさらいをさせて頂きます。

今日、皆様から貴重な意見を頂きました。全て議事録という形で起こさせ

て頂いて、貴重なご意見を反映させたいと思っています。概ね今日、皆様

と議論してきてある程度の方向性は見えたという気がしています。一つは

運行エリアの話です。17 ページにあるようなゾーンとしては 3 つ位のサー
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ビスエリアにしながら中央部分に共通エリアを設けるという形をベースに

して議論していきます。それから運行時間帯については、午前 8 時から午

後 5 時までを基本ベースとします。運行頻度は少なくても 1 時間 1 便のサ

ービス水準をとれるようにします。それと運賃は 200 円から 300 円。これ

は最終的な収支に影響を及ぼしますので、それを勘案しながら決めていき

ます。車両については、意見に出ましたセダンタイプをベースにしながら

少し大きな需要に対応できるようなシステムでバックアップ体制をとって

いくということで考えさせて頂きたいと思います。中身については路線バ

ス、デマンドについては概ねデマンドということで議論が進んでいると思

います。最終的決定は需要がきちんと出てからのお話になると思いますが、

ベースとしてはフルデマンドに近い、ドア・トゥー・ドアに近い形でまず

試算してみてはどうかとことでご理解頂いたと思っております。以上のよ

うな認識でよろしいでしょうか。

今の話ですと、12 ページにある完全デマンド応答/ドア・トゥー・ドア型

ということで話が進んでいて、個人的な意見になりますが、この下野市に

は色々な施設があります。これらの施設を高齢者や女性が利用したいとい

うことがあるかと思いますが、その中でこの出発地まで迎えに行き、目的

地まで送り届けるということで言いますと、1 時間で 1 回りといっても 1

エリアに 1 路線では間に合わないという気がします。その中で経済的、効

率的な方法でいくとすれば、私は完全デマンド応答/迂回停留所設定型とい

うのも一つ検討して頂く必要があるかと思います。

分かりました。需要予測をしてみないと分かりませんが、エリア内を 1 時

間で 7、8 件位ですので、おそらくフルデマンドでいっても 1 時間で行っ

て、帰って来られるのではないかと想定はしております。完全にケースが

被っている訳ではないので、合わせて議論していきたいと思います。よろ

しいでしょうか。他にいかがでしょうか。大体の方向性という形でご了解

頂けますでしょうか。特に異論が無ければ、まとめさせて頂いた方向で次

の資料の作成を事務局にお願いしたいと思います。全体を通して 3 つの議

題がございました。もし、この段階で全体を通して発言し忘れたこと、も

しくは次回の会議に向けての事務局への宿題等、何でも結構です。皆様の

方から何かございますか。

先程のデマンドのタイプの件で確認したいのですが、自宅から施設へは当

然ドア・トゥー・ドアになると思いますが、先程、小矢島委員からもあり

ましたが、例えばＡさん家からＢさん家に行けるというドア・トゥー・ド

アと、Ａさん家から病院にしか行けないというドア・トゥー・ドアでは大

きく意味合いが違ってきて、目的地を固定することで乗り合いが生じやす

いという面もあると思いますが、そういった検討というのも今後していく

というふうに捉えてよろしいですか。
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細かな設定については是非、皆様ともう一度議論したいと思います。また

今日の資料では議論するだけの情報がございませんので、もう少し情報を

出してどんな形がいいのか議論させて頂ければと思います。他にございま

すか。事務局の方から何かございますか。特に無ければ広瀬市長に全体を

通してご意見があれば頂きたいと思います。

(会議全体を通しての感想について)

広瀬市長、ありがとうございました。それでは最後に次回の予定等がある

と思いますので、事務局お願いします。

(次回の第 3 回地域公共交通会議の予定について)

ありがとうございました。よろしいでしょうか。今日の審議事項は全て滞

りなく終了致しましたので、司会の方を事務局に返したいと思います。

森本会長ありがとうございました。皆様には大変貴重なご意見を頂き、誠

にありがとうございました。以上をもちまして、第 2 回地域公共交通会議

を終了させて頂きます。ありがとうございました。

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 渡辺 欣宥

議事録署名人 諏訪 守


