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会 議 録

開催日時 平成 24 年度 3月 26 日（月）午前 10 時 00 分～正午

出席者 森本章倫、高山恒夫、川俣一由、渡辺欣宥、平出文子、加藤尚德、

長光博、上野惠子、小堀晴美、古谷学、吉田 隆

沼野孝雄、大橋秀夫、小堀義晴、鉢村敏雄、川中子伸之

欠席者 君島武男、山本隆、高山和正、荒山 栄、半田芳正、広瀬寿雄

会議名 平成２３年度第３回 下野市地域公共交通会議

事務局

事務局

森本会長

事務局

森本会長

事務局

森本会長

皆様、おはようございます。年度末のお忙しいところの会議開催、誠に申

し訳ございません。本年度第 3 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。

(森本会長挨拶)

ありがとうございました。それでは、さっそく議題に入りたいと思います。

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。

それでは議事次第に沿って進めていきたいと思います。まず、最初に前回

の議事録の確認です。事務局お願い致します。

(平成２３年度第２回下野市地域公共交通会議議事録の確認)

議事録につきまして何かございますか。宜しいでしょうか。訂正等が無け

れば、皆様にご了解頂いたということでよろしくお願いいたします。それ

では本日の議題に入りたいと思います。

議題①下野市デマンドバスの運行状況の報告ということで事務局ご説明お

願い致します。

（①下野市デマンドバスの運行状況の報告の説明）

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。

無いようですので、私の方からコメントをさせていただきたいのですが、

当初、皆様と議論をしながら推計をしたわけですが、その数値がどのよう

になっているかという事を確認させていただきますが、一般的にデマンド

バスというもの、ドア・トゥ・ドアで家から家まで送るタイプのものの実

績値というものを全国的に 62 の自治体のデータを調べたところ、利用率

が平均で 0.33％になります。この 0.33％という数値は、人口に対して

0.33％の方が乗っているという状況になる。この数値を下野市に当てはめ
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ると、6 万人の人口に 0.33％を掛けると約 200 人になる。つまり 1 日 200

人の方に利用していただくと全国並みの数値になるとことになります。当

然、利用開始からその数値にはならないだろうということで、議論した結

果 1 日当たり 150 人位は利用して欲しいという事で作った数値でありまし

て、1 日当たり 150 人を目標値として、1 か月 4,500 人という数値が出て

いるわけですが、今の実態をみると極めて低い状況です。ちなみに栃木県

内の高根沢町の状況ですが、先程の全国平均の 0.33％上回る 0.44％という

状況で、茂木町の数値が 0.6％ということで、全国平均を上回る状況を県

内の自治体が示しているのですが、下野市の場合はそこに至っていないと

いうことです。事務局から説明があったように、これは下野市の特徴なの

ですが、通常の場合は、市内の公共交通がなくなった状況で立ち上げてい

るのですが、きらら号とふれあい号が存在しながら立ち上げています。そ

れらを勘案すると事務局から説明があったように、両方を足せば目標値に

なるのだけれど、簡単にはいかないというのが実感で、きらら号、ふれあ

い号を無料で利用している方々に、有料になることの理解を得るかという

部分で知恵を使っていただかないとならないというのが、率直な感想です。

よろしいでしょうか。今の話なのですが、私の聞くところでは、きらら号

なら無料なんだよ、300 円では高いよという、200 円なら利用するんだけ

どという声も聞こえてくるんですよ。今までの説明を聞いていると、大体

がその位の数値になる感じもするのですが。

おっしゃる通りです。料金については、どうしても無料という状況が先行

して根強いと思います。そして、そこから抜け出すのは大変なことだと思

います。一方で、料金の 300 円がどうなのかというと、全国的データから

は決して高い料金ではないんです。大体が 300 円を取っています。ワンコ

インとして 100 円で運行しているバスは、ルートが決まっていてバスに非

常に近いタイプです。ただし、フルデマンドという自宅から自宅へのタイ

プはタクシーに近いので、その料金に近づいているのが現状で、300 円を

200 円に落とすのであれば、この会議で決めればいいのですが、利用実態

をみながら調整していかないと、採算性の方で苦しい思いをする可能性も

あります。料金を下げるのであれば市民から大きな苦情もないと思います

が、上げることはほぼ不可能に近いと思いますので、皆さんで真剣に議論

しながら決めていただきたいと思います。

今のところ、きらら号とふれあい号が運行していますね。これが廃止にな

った後の数値を、２，３か月後の利用率をみてみないと何とも言えないと

思いますが、無料バスがなくなったから、乗っとけという事になるのかど

うかはわかりませんが。
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きらら号については、それ程大きな変化はないのですが、ふれあい号につ

きましては、ここにきて駆け込み利用が増えています。もう一つ、仁良川

コミュニティセンターで展開している陽だまり事業の利用者が多くなり、

その結果ふれあい号の利用率が伸びていると聞いております。

そのような現象は、公共交通を廃止するという話になった時に、全国的に

起きる現象です。

福祉タクシーの 4 月以降の運行について、身障者の方々には 4 月以降も利

用できる話があったと思うのですが、解っている範囲で教えてください。

下野市の福祉タクシーにつきましては、80 歳以上の高齢者の方と、身障者

向けの 2 種類があります。その中で、80 歳以上の高齢者向けの部分が 3

月いっぱいで廃止となりますが、身障者向けの部分は 4 月以降の継続する

ことになっております。

他にはございませんでしょうか。なければ②利用促進改善策の検討につい

ての説明をしていただき、議論していきたいと思います。

（②利用促進改善策の検討の説明）

それでは皆様からのご意見、ご質問をお受けしたいと思います。

利用者からの意見という事で説明頂いたわけですが、これからは利用者を

増やしていこうというわけですが、例えば 65 歳以上については割引をす

る方法を考えられないのでしょうか。きらら館なども 65 歳以上者は割引

になっていますよね。また、回数券等もありますから、様子を見るという

事ではなく、利用者からの意見という事で、即座に対応できることは、対

応していただきたいと思います。

それと、運転手さんも苦労していることと思いますので、運転手さんの

意見も聞いてみたほうがよいと思います。

私としては、エリアをなくして運行してはどうかと考えています。デマ

ンドバスは市民のためのものなので、利用しやすい制度とすべきではない

かと思います。特に利用していない方に利用していただく方法を考えるべ

きではないでしょうか。利用促進を図るためには、広報紙等を利用してし

つこい位お知らせすべきと思います。

利用される方々の意見等は分かったのですが、運行されている方々の意見

や感想をお聞きしたいのですが。
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運行後、半年が経過したわけですが、11 月は半月分で 188 名が、先月は

794 名と順調に伸びているのですが、当初予定している数には、まだまだ

届いておりません。3 月までは無料バスが運行していたり、お試し券があ

ったりしたわけで、4 月以降どのように利用者が増えるのか、状況がつか

めず、現状でも時間帯によっては、予約が目一杯のところもあるし、曜日

や時間帯によっては全く予約が入らないところもある。予約の入らない時

間帯は、決められた場所で待機をさせていただいております。忙しい時と

全く予約が入らない時との格差が激しい状況にある。忙しい時間帯に予約

が入った場合は、自社所有のタクシーを 12 台登録して、対応ができるよ

うに準備を進めているところです。高齢者が利用するケースが多いという

事で、乗り合いのバスだという事を理解してもらえません。電話をすれば

すぐ来てもらえると思っているようで、その辺の理解が難しいのかと思い

ます。広報紙を読んでいる方はいいのですが、大半の方が読んでいないの

ではないかと思いますので、様々な媒体を利用して周知して欲しいと思い

ます。

予約方法のところで、予約が大変という意見がありましたが、障がいを持

つ人の件で良く出る話ですが、ファックスを使った方法は考えられないの

でしょうが。県内での事例はないのですが、事業者との協議の中で可能で

あれば検討していただければと思います。

現在の電話予約は無料ですが、ファックスだと有料になると思いますが、

オペレーターとの関係でどうなのでしょうか。

ファックスでの予約は可能ですが、出先での予約は困難であると思います。

最新のシステムが入っているので、電話での予約をお願いしたいのですが、

サービス面から考えるとファックス予約も考えて良いのではと思います。

現状では、広報ピーアールというものがそれ程されていないのかなという

感はあります。3 月できらら号やふれあい号が廃止されるときのスムーズ

な移行という課題もあります。皆様の方からアイデア等はございませんか。

特に利用者の 7 割が高齢者ですから、広報紙等を読むよりも一度乗ってみ

てくださいというようなことの方がよいのかと思いますが。

広報紙に載せることは可能でしょうか。

毎月 1 回発行していますので、掲載は可能です。

広報紙に載せるのは可能だと思いますが、文字で書くのではなく、絵など

で見てわかるような工夫をしてもらえるとよいのですが。

それと免許返納制度のことが出ていますが、免許を持っていない人もいる
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のですがその辺はどうなのでしょうか。

現在、免許証を返納する方は、月に数件程度です。

免許返納制度に関しては、タクシー業会としては運転経歴証明書があれば

県内事業者はほとんど 1 割引きで利用していただいております。実績では

年間 2,500 件程度の利用者がおりますが、デマンドバスについても、利用

促進をする意味からも利用券の発行をお願いしたい。また、それを目玉に

してピーアールしていただければと考えております。日光市については来

年度から 1 人 11,000 円のタクシーや電車まで乗れる券を初回だけ発行す

るようです。

利用促進のためには、予算措置をする必要があると考えています。

公民館等で高齢者学級等が開催されていますので、そういった場でのピー

アール活動として、体験乗車や利用者からの声を拝聴する場を設けてもら

いたい。

大変良い提案だと思いますので、是非とも実現していただきたいと思いま

す。

出前講座などに積極的に出向きピーアールをして欲しい。また、利用した

ことのない方にお試し券を配るとかして利用促進をして欲しい。

お試し券の発行には予算が必要と思いますが、可能なのでしょうか。事務

局お願いします。

お試し券については、23 年度予算で措置しましたが、24 年度については

予算措置されておりませんが、体験乗車の件などについては、運行業者と

も相談をしながら検討していかなくてはならないと考えております。実施

できるかどうかについては即答できませんが、平成 24 年度は予算化され

ていないことを報告します。

公共交通会議から下野市にお願いして、そのような機会を作っていただき

たいと思います。

デマンドバスの利用先で自治医科大学病院が多いようです。かましん自治

医大店が 3 エリアの乗継地点になっておりますが、自治医大へ直行で行け

るようにすれば、乗継が高いという意見もなくなるのではないですか。



- 6 -

事務局

森本会長

委員

森本会長

事務局

森本会長

3 つのエリアの中に共通施設というものを設けました。その中には、自治

医科大学附属病院と下野市の国分寺庁舎とかましん自治医大店の 3 か所が

ありますが、この 3 か所へはどのエリアからも乗継無しで行けるようにな

っております。

私の方から、このデータを見ていて、7 歳未満の利用が高齢者を除いた部

分で異常に高い数値になっていることから、母親等が乳幼児を連れて出か

けているのかなと思います。また、登録者数からすると複数回利用してい

ることが考えられ、リピーターになっていると予想されます。このことか

ら、お子さんをお持ちのお母さんへの利用促進を図ることも必要ではない

でしょうか。この辺も注目ポイントになると思います。

会長の言われた親子利用に関してですが、親子を対象として講座等もある

ので、そういった場でのピーアールもお願いしたいと思います。また、広

報紙への掲載の際に、表紙に利用者の写真とコメントを掲載するなどの工

夫をしてみてはどうでしょうか。

モニター制度などを活用するのも一つの手段ではないでしょうか。

他になければまとめさせていただきますが、次の公共交通会議はどうしま

しょうか。

10 月に予定しています。

今回の課題として、3 点ほどあります。一つ目は共通乗継施設が 3 か所、

自治医大駅を入れると 4 か所になるのでしょうか。それ以外に共通施設と

なるところが他にあるのかどうか。運行エリアが市町村合併当時の旧行政

区ごとになっているがそれでよいのかどうか。これについては時間をかけ

ていかないと業者等の対応もあると思いますし、簡単に変更しては利用者

の困難も招くでしょうから 1 年くらいかけて委員の皆様方と議論していき

たいと思います。二つ目は料金の件ですが、利用状況も上がっていくでし

ょうから、それらを視野に入れながら検討していきたいと思います。一方

でお試し券とか、温泉施設等とジョイントで進められるのかどうかを考え

ていただきたいと思います。三つ目は、広報ピーアールです。先程から出

ております出張講座等へ出かけて行くとか、できるところから実施し、早

く浸透させる、利用率をできるだけ早く目標値に近づける必要があること

から、今後、会議に掛けずに進めていただくという事でよろしいでしょう

か。最初の二つの問題については、会議で諮っていくためにも、しっかり

データを取っていただいて進めていきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。
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1 点確認させていただきたいのですが、国分寺地区と南河内地区のエリア

の問題ですが、特に入り組んだ所にお住まいの方が不公平ではないかとの

意見がありまして、それを今日の会議で JR の東西で分けるとかいうこと

は出来ないのでしょうか。

現在、手元にデータがないので、検討できないのですが、そういう問題は

早急に検討しなくてはいけないと思っておりますが、利用状況も目標値に

達していない状況下で実施するのか、きらら号やふれあい号が廃止される

4 月以降で検討した方がよいのか皆さんと協議したいと思っていたのです

が、皆さんいかがでしょうか。

状況がわかっている業者と事務局で検討してもらってよいのではないでし

ょうか。

事務局としては、もう少しデータを取ってから進めたいと考えていました。

次回の会議を待たずに、実施できるのであればお願いしたいと思います。

状況を見ながら検討していって欲しい。

事務局で状況を見て、10 月を待たずに実施するという形でよろしいでしょ

うか。

異議なし

もう一点、ご提案したいのですがよろしいでしょうか。配車システムなの

ですが、この会議で議論を頂き決めたものなのですが、そのシステムの中

でいくつかの不都合が発生しておりまして、できましたら、下野市で掲げ

ている仕様書の中では、そのシステムを使用するというのが条件になって

いるのですが、それに一文加えていただければと思います。「運行している

業者に独自のシステムがある場合、そちらのシステムを使っても良い。」と

いう文言を入れていただければという提案なのですが。

理由なのですが、現在使用しているシステムが、全国共通のサーバを通っ

ており、特に平日の午前中に不都合を起こすのですが、フリーズする状態

が頻繁に起こっています。つまり、配車自体が行えない状態になります。

もうひとつ、事前登録が大前提になっているシステムのため、現在、電話

登録も行っているが、そのシステムでは使えないんです。それは、毎日、

深夜 12 時を過ぎないと更新ができないのです。つまり、翌日でないと登

録が完了しません。これは、行き先についても同じで、登録されていない

行き先へは対応していないんです。基本的に下野市の予約受け付けは、1
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時間前という事になったのですが、車が空いていれば即対応できるのです

が、現システムでは、一定時間がたたないと対応できないようになってい

ます。また、1 か所から 6 名の方が乗車するような場合、機械が勝手に 3

名、3 名に振り分けてしまいます。その訂正がききません。そのような理

由のため、自社のシステムが利用できるようにして欲しい。

事務局はどう考えているのですか。

協議会の中で、当初のシステムをコンビニクルシステムという決定をして

いただいて、今、使っているのは運行業者の関東交通になっています。市

と関東交通の業務委託の中では、そのシステムを使ってくださいという事

でお願いしておりますが、様々な問題が出てきておりますことから、シス

テム業者の運行業者の間で改善できるように打合せをする場を設定したい

と思います。ただし、それでも改善できない時は、このシステムの排除も

含めて、検討させていただきたいと思います。

東京大学で開発したもので、安いという事、運行実績もあるという事で入

れさせていただいたわけですが、使ってみると不具合も発生しているとい

う事であれば、ご提案の一文の追加も良いかもしれません。使わないけれ

ど、市は委託料の一部として払い続けるというのもどうなんだろうと思い

ますので、運行事業者が持っているシステムで良いのであれば契約更新を

しないこともありうると思います。技術的な面は事務局と議論した中で適

切な処置をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

異議なし

その他の議題に移りたいと思います。

（③その他の説明）

今回の資料、現状の実績データについては、きらら号、ふれあい号、や福

祉タクシーとの並行運行という事もあり、４月以降大きな変動があること

を予想すると公表する状況にはないと考えられます。従って、委員の皆様

には、他の方に見せるという事が無いようお願いしたいと思います。

皆様の委嘱期間は平成 24 年の 8 月 4 日までのなっております。つきまし

ては、次回の 10 月の会議の時は、新委員になりますが、各団体等で代表

者等が変更になる場合は氏名等を事務局までご連絡くださいますようお願

いします。公募委員に関しましては、もう１期ありますのでよろしくお願

いいたします。
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生活安全課長 本日は、長時間にわたりご審議いただき有難うございました。また、貴重

な意見をお聞かせいただいたことに、併せて感謝申し上げます。これをも

ちまして会議を終了させていただきます。


