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会 議 録

開催日時 平成 23 年度 2月 24 日（木）午前 10 時 00 分～午後 11 時 30 分

出席者 森本章倫、高山恒夫、渡辺欣宥、君島武男、山本隆、諏訪守、平出文子、

加藤尚德、長光博、上野惠子、小堀晴美、古谷学、菅井規、沼野孝雄、

大橋秀夫、小堀義晴、島田昌司、鉢村敏雄、川中子伸之

欠席者 熊倉雄一

会議名 下野市地域公共交通会議 第 6回
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事務局
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皆様、おはようございます。まだ、お二人の方がお見えになっていません

が定刻となりましたので、今年度、最後となる第 6 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、森本会長にご挨拶を頂き

たいと思います。

(森本会長挨拶)

ありがとうございます。早速、議題に入る訳ですが、議事進行については

森本会長、宜しくお願い致します。

それでは、議題に沿って進めていきます。まずは前回の会議録の確認とい

うことで事務局お願い致します。

（第 5 回地域公共交通会議議事録の確認）

事前に配布されているということですが、皆様何かございますか。特に無

ければ、ご確認頂いたということで進めたいと思います。それでは、早速

今日の本題に入ります。まず、地域公共交通総合連携計画について議論し

たいと思います。それでは、事務局から説明お願い致します。

（地域公共交通総合連携計画についての説明）

ありがとうございます。小学生が 200 円、未就学児が無料というご提案で

す。5 ページ以降に参考資料という形で高根沢町や野木町等の情報が記載

されています。事務局から説明がありましたが、委員のご意見を伺います。

前回、この運賃についてのご提案をさせて頂いた時には、いくら位という

ことはあまり考えていませんでした。私は小学生については 100 円でワン

コインという形の方が子供を乗せる場合には便利かと思います。ただ、経

費や赤字等のことを考えると、100 円というのはきついのかもしれません。

意見として 100 円ではどうかと思っています。
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利用料金は安ければ安い方が良いというのは、利用者にはとっては全くそ

の通りだと思います。大人料金の 300 円も 200 円の方が良いという意見も

あると思います。いかがでしょうか。一通り、皆様のご感想を伺えればと

思います。

運賃についてですが、公共交通のバスに関しては、小学生は大人料金の半

額ということがあります。先程、小堀委員が言われたようにワンコインと

いう考え方も一つあるかと思います。一般的な公共交通のバス料金は大人

料金の半額ということもあるので、その辺も含めて金額を設定したらどう

かと思います。

150 円が良いのではというご提案でしょうか。他にいかがでしょうか。

当初のスタートは、この金額で良いという気がします。小学生の利用度合

いに応じて決めた方がいいかと思います。利用が本当に多いのであれば、

今、話に出たワンコインか 150 円にしてもいいと思います。以前にも言い

ましたが、継続して実施していくということを考えると、少しでも運賃収

入を増やすことを当初は考えておいて、運行開始後に値下げする等を検討

してもいいかと思います。ですから、当初から安い運賃を設定して、財政

的に厳しいから値上げさせて下さいといった方向に持っていくよりは、当

初はこの料金にして、利用度合いに応じて検討していくという方向がいい

かと思います。

ありがとうございます。そういうご意見もありますね。スタート時点なの

で、将来ずっとこの金額ということではなく、状況に合わせてという現実

的なご意見だと思います。他にいかがでしょうか。

金額を下げるのは誰も反対しないと思いますが、上げるのは大変です。で

すから、200 円と 300 円で運行し、結果を見てから採算が取れるのであれ

ば、金額を下げるという方法が宜しいかと思います。

他にいかがでしょうか。

大人が 300 円で子供が 200 円ではやはり金額が少し高い気がします。上げ

ることは出来ないと言っても、高いから最初から利用しなかった人達、子

供達が下がった途端に乗るようになるでしょうか。安いから利用しようと

いう気持ちになるように最初は持っていった方がいいのではないかなと思

いますが、いかがでしょうか。

そういうご意見もありますね。他にいかがでしょうか。
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今回のデマンド交通は、高齢者等の交通弱者を主体とするということにな

っています。小学生は日中ほとんど使うことがなくて、休日の利用になる

と思います。主体は高齢者の方なので、その方は 300 円で良いと思います

が、小学生は利用を増やす意味でも、100 円という意見に賛同したいと思

います。

ありがとうございます。もちろん、そういう意見もあります。私から一つ

参考までにお話したいと思います。このシステムの運行はタクシー事業者

にお願いするという形で議論を進めています。その場合に、これもまた皆

様と議論しなければいけませんが、一般的に一定の予測をしておいて、そ

の予測の数値に合わせた運行委託費を出します。そして、プラスアルファ

でタクシー事業者に一生懸命サービスを向上して頂いて、利用者が予想よ

りも増えた場合はタクシー事業者の収益にあがるようにします。これが市

場原理を考えた上で一番良いかと思います。つまり、委託を受けてサービ

スをしてもしなくても事業者に入るお金が全く変わらないとなると、サー

ビスを向上させるというインセンティブにつながらないと思います。高根

沢町では一定の料金プラスアルファの部分は事業者の利益いう形で行って

います。ただ一つだけネックがありまして、料金が安いとインセンティブ

になりません。つまり、高根沢町の事例を見ると、運賃 100 円だと走らせ

れば走らせるほど赤字になってしまい、タクシー事業者にとってインセン

ティブになっていないということがあります。200 円、300 円位になれば

走らせた分だけ収益が上るので、サービス改善をするというインセンティ

ブが出てきます。料金の設定は利用者の便益とそれを請け負った事業者が

どういう形で運営・運行していくのかという話に直結するので、総合的に

この会議の中で議論すればいいかと思っています。もちろん、主体は 6～7

割は高齢者が利用になると思います。必ずしも子供を 100 円にしたから赤

字額が広がるという訳ではないのですが、そういう視点もあるということ

をご理解頂ければと思います。他にいかがでしょうか。

タクシー協会としては、森本会長が言われた通り、サービスの向上といっ

た面からすれば 200 円にして頂きたいと思います。事業者の収益になるよ

うにすれば、サービス等も充実できるのではないかと思っております。今、

ほとんどの事業者が非常に大変で、景気も苦しい状況であるということが

あります。是非、その辺もご理解頂いて、運賃は出来れば 200 円というの

が私の意見です。

収益のことを考えれば、当然、運賃が高いにこしたことはないというのは

業界として同じ考えだと思います。ただ以前の会議でも出ましたが、38 ペ

ージの表の 4-1 で、需要予測の各地区 1 日あたりの利用者数が 50 人、60

人という予測が出ております。アンケート調査結果からこの数値が出てい

ると思いますが、需要予測というのは掴むのが非常に難しく、ほぼ不可能
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な状況です。実際に運行してみないと、どの位の利用者が出るのかは分か

らないというのが正直な所ではないかと思います。その利用者の気持ちを

考えると、先程、小堀委員が言われたように利用者の心理というのは、そ

ちらの方が強いのかなという気がしますので、ここで結論を出すのはなか

なか難しい面はあると思いますが、利用者側と事業者側との関係という正

反対のものです。業界としては運賃は高い方がいい。ただ、理想的な運行

を続けていくには、もしかするとそうではないのかなという所が正直な今

の考えです。

他にいかがでしょうか。

今回、行った需要予測はあくまでもアンケート結果からの需要予測です。

その中で年齢構成まで細かくは分かりませんが、ほとんど小学生が単独で

乗るというのは含まれていないのかなという実感を持っています。考え方

としては、通常 300 円取るべき小学生が 200 円になってしまうというより

は、小学生の分が付加されるというイメージを持っています。例えば、大

人の方が 2 人の子供と乗る時に 200 円だと片道 700 円払う訳です。もし

700 円以上で子供が 3 人、4 人になると、通常のタクシー料金初乗りが 710

円程度でやっているかと思いますが、それと同等になってしまいます。こ

のデマンド交通はすぐに来てくれる訳でもないですし、乗り合いになって

しまうという、タクシーと違う側面を持っているのに、2 ㎞程度の利用だ

とタクシー料金と同じになってしまうということだと利用者としては、そ

れであれば、すぐに来てくれるタクシーの方が良いということにもなるか

と思います。やはりこの小学生というのは小さい子供を持つお母さんやお

父さんが乗ってくれて、小学生分も 100 円ないし 200 円を頂いて、その分

がプラスされるというイメージかと思っております。

タクシーの利用とデマンドの利用は特性の違いがあるので、それに応じた

利用の仕方をして頂いた方がいいかと思います。ですから、タクシーの利

用者よりもデマンドの方が条件を良くしようという設定の考え方よりは、

そういう状況の時はタクシーをお使い下さいというのが自然かという気も

しますが、子供を持つ親御さんの気持ちも分からなくはありません。もち

ろん、おっしゃる通りです。他にいかがでしょうか。

野木町は 75 歳以上の後期高齢者の料金を設定しておりますが、下野市で

はお考えでしょうか。それとも、一般の方と同じく 300 円ということにな

るのでしょうか。以前、80 才以上の方はタクシー券を利用していました。

そういう方達のことも考えてはいかがでしょうか。

（後期高齢者の料金についての返答）

もちろん、野木町のような設定の所もあるかと思います。75 歳以上の利用
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者の方がかなり多いと思いますので、この料金を変えるとなると全体の経

費に大きく影響を与える可能性があります。まずは運行して状態が良けれ

ば下げていくというのが妥当という気がしています。他にいかがでしょう

か。大体、意見出尽くしましたでしょうか。事務局提案の 200 円という形、

半額の 150 円、100 円という 3 案が出ていますがいかがでしょうか。

今、お話を聞いていると金額が問題になってくるかと思います。出来れば

安くしてもらえるのが一番良いということですが、やはり一度 300 円で決

めてダメだから 400 円ということでは大変なことになると思います。まず

300 円ということを決めてやって行きながら下げる方法、利用してもらう

方法、それを一番考えていけば非常に市民の方が喜んでくれるのではない

かと思います。これが決まれば市の老人クラブの人達への PR を市の方か

ら来て頂いて、お話をして頂ければ非常に効果的ではないかと思います。

支払いのことで考えているのは、現金で払うのか、それとも 10 枚区切り

で払うのかということです。高齢者はそういうことを考えています。その

辺のところの基本的な部分を検討して頂ければと思います。

ありがとうございます。料金を上げるのは難しいというのは総意だと思い

ます。一度決めると、下げるという提案は可能ですが、上げるという提案

はかなり難しいでしょう。経済学で言うと、価格弾力性という言葉があり

ます。簡単に言うと、料金を半分にした時に利用者が 2 倍以上増えれば儲

かるということです。ですから、料金を 200 円にするより 100 円にして小

学生が倍乗るということになれば収益がプラスに働きます。ここでその話

までするのはおかしいのですが、料金に対しては経営的発想からすると、

そういう発想がどこかであるのかもしれません。一方で、子供達、それか

ら利用者の便益、それから乗りやすさ、使いやすさということを考えると、

ある程度の需要がほしいので料金を下げた方が良いということになりま

す。少し難しい選択ではあるかと思います。あと、もう一つ皆様にお話し

しておいた方がいいと思うのは、運賃に関してはこれから様々な対策をと

っていかなければいけないと思います。今日は回数券の話も出ていて、回

数券を 1 枚余分にという案もあります。場合によっては、例えば閑散期の

土・日曜日の小学生の料金を無料する等、そういうこともあると思います。

つまり、空車で走らせるよりはそういう形で利用して頂いた方が良いとい

う話が出てくると思います。いずれにせよ、新しい施策を行う時に収支率

が極めて厳しい状態のところで、新しい案というのは出てきにくいと思い

ます。私としては最初のスタートの段階からある程度、皆様の合意を取り

ながら、収支率が悪い状況でないようにしておき、収支率を改善しつつ料

金を下げていく。それから、新しい割引制度を作る、定期券を作る等とい

う形が良いかと思います。プラスの発想をしていくためには、どうしても

母体となっているものがある程度、良好な状態になっていないと次のステ

ップを踏めないこともあるので、事務局が提案している料金そのものにつ
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いて異論はあるかと思いますが妥当かと理解しています。もし、皆様の方

からこの案でご了解頂けるのであれば、これでいきたいと思います。やは

りもう少し変えた方が良いというのであれば、民主的な方法で挙手制にし

て多数決で決めたいと思っていますが、いかがでしょうか。

これからスタートする訳です。経営がこれから始まる訳ですから、どうし

てもそこにはそれなりの人件費等がかかります。全く予測がつかない状況

で動き出す訳なので、ある程度の経営状況等を見て、そこでサービスが出

来る部分があればサービスをする。こういった形でスタートをしないと、

委託を受けた方は業務を受けたのはいいが破綻してしまったというので

は、この会議でいろいろ協議してスタートしたことがゼロになってしまい

ます。まずは経営をスタートさせる方向で考えた方が宜しいかと思います。

一般的ということを考えると、半額の 150 円が妥当かと思いますが、150

円という金額は子供には不便という感じが致します。また、この事務局案

通りとすると、大人が 300 円、子供が 200 円だとやはり少し高い気がしま

す。この案だとおそらく子供の利用はないのではないかと私は予測します

し、ただ 100 円だと大幅な赤字が出てしまうということを考えると、そこ

を強く押せないということでとても難しく感じています。先程、県の古谷

さんが言われていたように、子供はプラスアルファという考えで乗ってく

れればいいという考えに同感していますが、なかなかそこをうまく伝えら

れませんでした。それと加藤委員も言ってくださったように、弱者に優し

いバスということですが、今、市内を走っている「ふれあい号」等は無料

で走っているので、そことの差があまりにも大きすぎると、市民はそこを

分けて考える方はなかなかいないと思いますので、料金はあまり高くしな

い方がいいかと思います。

一般的にバスの子供料金は半額だという話をしました。いずれにしても、

とりあえずはこれでやったらどうかというのが率直な意見です。確かに安

ければ安い方が良いと思います。ただ収支のバランス等、いろいろなこと

を考えて、当初はこの金額設定で始めて、実際に小学生の利用が多ければ

半額にするなり、ワンコインにするなり今後の課題の一つだと思います。

この需要予測の数値は、実際の乗ると思われる人の予想の数値かと思いま

す。ですから、実際に利用する人がこんなにいるのか、もしくはもっと利

用者が多いかもしれないということもやってみなければ分からないところ

があるので、とりあえず当初はこれで始めて、いろいろな状況を見たうえ

で料金を下げる等という形が良いかと思います。当初はこの案でやってみ

てはどうかと思います。

古谷委員と加藤委員いかがでしょうか。もし、ご意見あれば伺います。
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先程の小学生はプラスアルファなのではないかという意見を申し上げまし

たが、確かに走り出してみないと分からないというのも多分にあると思い

ます。1 ヶ月、2 ヶ月走れば、小学生がどれ位乗っているのかという状況

は分かると思います。200 円で始めてそれを 100 円にすると、どういう収

支バランスになるのかということも走ってみればすぐ分かると思います

し、走りながら利用者に対して満足度調査等のアンケートを引き続きやっ

ていくと思いますので、そのような中で利用促進策として検討するという

のも一つの良い案だと思います。まずはこの値段でやってみることについ

ては、私も良いかと思います。

加藤委員は宜しいでしょうか。

このデマンド交通をなんとか成功させるためにも、利用客がなかったら採

算についても言っていられない訳です。やはり小学生はプラスアルファと

いう考え方で、土、日曜日や夏休み等に利用する時に、親御さんもワンコ

インだったら、｢デマンドバスに乗せてみよう｣と考えることができると思

います。小学生の値上げというのは将来も考えず、やはり高齢者等をメイ

ンにして考えて小学生は 100 円という料金で、下野市のデマンド交通の目

玉として最初から打ち出した方が良いと思いました。私は 100 円の案を持

っているということをご承知して頂きたいと思います。

いかがでしょうか。皆様と 6 回に渡って議論してきた訳ですから、できれ

ば皆様の同意を受けた中で料金を決めていきたいと思っています。話は変

わるかもしれませんが、海外の事例でヨーロッパの公共交通を推進するた

めに上手くいっているのが、グループチケットというものです。これは 1

日乗り放題が例えば 600円だとすると、グループチケットが 800円位です。

200 円プラスアルファで 4 人程度が同時に動いた時でも同じ 800 円という

ものです。ですから、家族チケットみたいなものを作って、子供 2 人まで

は 500 円で実質上、子供は 100 円で行けるというようなアイデアもこれか

ら沢山あるのではないかと思っています。ですから、これからそういうい

くつかの施策も同時に考えていきたいと思います。そして、気持ちとして

は子供達にはできるだけ公共交通に乗って頂きたいという気持ちは皆さん

あって、それをどういうふうに具現化していくのかという話だと思います。

だから、その部分についてはその気持ちを出来るだけ残しておくというこ

とと、子供料金については、費用負担分をできるだけ一番最初に軽減した

いという気持ちがあることを議事録もしくは報告書、計画等に書き込むと

いうことで、当初は 200 円ということで合意頂けますか。全体の概ねの合

意がとれれば、この案で行きたいと思います。また、採決をとる方法もあ

りますが、如何致しましょうか。

今、採決を取るという話になっていますが、十分に今まで検討してきた訳
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です。今の話を聞いていまして、いろいろな意見がありましたが、そうい

う中で今まで検討してきてこの料金で一度やってみて、先程、森本会長が

見直しを約束するようなことを付け加える話をされましたが、そこまでし

なくても将来的には見直していくという形で現在のこの案で実施をしてみ

たらどうかと思いますがいかがでしょうか。

ありがとうございます。全体の総意と高山委員がご発言頂いたような意見

が多数を占めるという会議の雰囲気ですので、総意ということでお認め頂

ければと思います。宜しくお願い致します。それでは、運賃につきまして

は当面は事務局提案でやっていくということと利用促進策については十分

にやっていくということでご了解を頂けたと理解しています。それでは、

この議題は終わりまして、次の議題に参ります。

（連携計画の修正についての説明）

ありがとうございました。それでは、皆様からご質問あれば伺いたいと思

います。連携計画の素案ということになっていますが、これは今年度中に

「素案」の「案」の部分を消して、市長に提出するということでしょうか。

（森本会長の発言を受けての事務局の説明）

この会議でまず皆様にお認め頂かないと、3 月上旬のパブリックコメント

に入れません。そういった意味で今日は最後のチェックになろうかと思い

ます。皆様と今まで議論してきたものに合わせて、中身の文章を変えたと

いうことなので、特段、新しい修正を加えている訳ではありません。なお、

最後の需要予測については、他の事例から初年度と 2 年後ではおおよそこ

れ位の開きで伸びていくというものを参考にさせて頂きながら、数字を初

年度は 60％というような形で設定しています。

他の先進事例がここにいくつか載っていますが、会長の知られている所で

現在の実施状況はどのようなものがあるのか、どこか一つ例を取ってお話

して頂ければと思います。

本市と極めて似たシステムなのが、県内で言うと高根沢町だと思います。

Ｔ町は比較的推定の数値に近づいていて、初年度に比べて 1 年後に利用者

数が 3 割～4 割位増えています。これは周知活動や実際に乗ってみて口コ

ミで広がっていったというようなこともあって、それで目標に近づきつつ

あるというように聞いていますし、利用者の方の満足度もかなり高いとい

うことも聞いております。また他の事例でＫ市が少し厳しい状態になって

おりまして、収支率でいうと 10％を切るようなところも出ております。鹿

沼市の場合はリーバスとの連携の問題もあり、エリアが少し広く、バラバ
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ラの体制になっているので少し苦しんでいるのかなと思います。それとＳ

市の状態は 3 ヵ年社会実験を経て行っています。デマンドの部分について

は先程お話しましたが、委託方式が一括委託方式になっていて、事業者の

方が努力をしなくてもお金を支払うというような仕組みになっているの

で、収支率が上がりにくくなっています。そういう意味では十分考慮する

必然性があるということで、次の改正に向けてその辺を練っているという

状況でしょうか。

車両のことで一点だけ確認させて頂きたいと思います。先程の別冊の 1 ペ

ージの図 1-1 の車両を購入するということになりましたが、この赤枠で囲

んであるスーパーロングボディという車両を購入する予定であると見受け

られます。図でロングボディとスーパーロングボディというように表記が

ありますが、スーパーロングという位なので多少ボディが長いのかと感じ

ています。実際に両方とも 10 人の乗務員を含めた定員ですが、座席の配

置が少し違います。スーパーロングボディの座席の配置が高齢者等の交通

弱者が乗降する際に果たしてこの配置がいいのか、それともロングボディ

と言われるこちらの座席の配置の方が実際に乗降する際にどうなのかとい

うことも事務局で調査しているのかということを確認したいと思います。

実際に購入し、運用してみたら「やっぱりこういう座席よりも、ロングボ

ディの方が乗降する際に便利だった」ということにならないかという懸念

があります。その辺について説明頂ければと思います。

（質問を受けての車両に関する事務局説明）

これもどちらが良いかは実際に使った利用者の方々の情報をよく聞いて決

めることだと思います。必ずしもこの時点で赤枠になっていますが、これ

が決定ではないとご理解頂ければと思います。

いくつかご指摘をさせて頂きたいと思います。まず、この素案の 3 ページ

です。5 行目からの「古来より開けた平坦で安定した」というのはどうい

う意図で使ったのかと感じます。それから 4～5 ページの人口の推移です

が、これは平成 22 年に国勢調査をやっていると思いますが、その数値は

まだ使えないのかと思います。それから 13 ページです。上位関連計画の

中の下野市総合計画及び下野市都市マスタープランとなっていますが、こ

れは都市計画マスタープランかと思うのですが、その辺を確認させて頂け

ればと思います。また8ページから図がいくつか載っておりますが、図2-12

で国分寺公民館･国分寺庁舎の下に小金井中央病院がありますが、この場所

が違っているかと思います。それから、国分寺庁舎から北へ延びる紫色の

道路に関してですが、これは計画図を載せているのですか、それとも予想

図を載せているのですか。実際にはまだ道路は無い訳なので、その辺をど

のように処理されているのかと思います。それと、南は小山市境まで線が

延びていますが、実際にはその手前に北側に細い道が示されていますが、
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そこまでしか道路はありませんので、その辺をどのように処理されている

のかと思っております。申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いします。

それから、先程、購入車両の件でご指摘があったと思いますが、ここまで

考えるのならば、ロングボディの他にハイルーフ仕様というのもあります

ので、ハイルーフ仕様の方がなお利用者には快適かと思います。それから、

改造するのであれば荷物を載せる場所を作ることも可能かと思います。今

後の検討になるかと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

ありがとうございます。誤記がありますし、凡例不足もあります。これは

修正するという形で宜しいでしょうか。

（質問への回答･訂正等の説明）

宜しいでしょうか。ご指摘頂いたところは修正させて頂きます。車両につ

いては先程ご意見ありましたが、どの車両にするかということは皆様のご

意見を賜りながら適切に車両選定させて頂くということでご理解頂ければ

と思います。他にいかがでしょうか。

料金設定でもう一言だけ言いたいと思います。いろいろな料金が JR やバ

ス等、中学生以上が大人となっているのは重々承知の上なのですが、先程

おっしゃっていた大人 300 円、小学生 200 円でスタートするのは仕方ない

としても、中学生までは 200 円としてはいかがでしょうか。義務教育まで

は優しく育てていくというようなことをやっていってはどうかと思いま

す。先に行っている他の市町事例を参考にするのはいいのですが、どこか

下野市らしさがあればいいと思います。私と同じ位の年代の方がここにい

らしたら、もっと、このような意見が出たのではないかと思いまして発言

させて頂きました。

料金のことなので、先程の議論に戻りますがいかがでしょう。

料金を設定するという以前のことになるかと思いますが、これは場所の座

席の占有料の問題だと思います。小学生は道路交通法で 3 人を 2 人という

ように計算することもある訳です。中学生はそういうことは無く、大人と

同じ体格になっているという前提だと思いますので、小学生は 200 円、中

学生以上は大人扱いということが通常考えられるかと思います。その方が

良いと思っております。

社会通念上、そう処理しているのでその方が宜しいのではないでしょうか

ということです。いかがでしょうか。確かに、主婦の立場になれば、少し

でも安いようにというのは私も分からなくもないですが、皆様の総意で決

めております。小堀委員からご提案ありました意見、それから原案でいい
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のではというご意見もありましたが、何人かご発言頂いて総意としたいと

思います。いかがでしょうか。

学生の扱いですが、私はこの学生が例えば通学等の目的で利用するのであ

れば、ある程度、運賃面は考慮してあげなければと思います。しかし、バ

スの利用の目的はどこかの目的地に行くためということで考えると一般の

小学生でも同じだと思うので、私は原案のまま行って良いと思います。

ありがとうございます。このデマンド交通というのは、バスとタクシーの

ちょうど中間のような物です。タクシー料金は小学生だからといって、割

引にはなりません。公共交通になると子供料金がある等、料金体系が少し

分かれています。その中間的な部分でありますので、折中案をとって良い

形を取ればいいかと思います。今のご意見は貴重なご意見として受けとめ

させて頂いて、少し状況を見ながら議論させて頂ければと思います。

細かい所で恐縮ですが、先程の地図の 8 ページ目の国分寺図書館です。こ

れは市道の上側となっていますが、下側ではないかと思いますのでご確認

を頂ければと思います。

ありがとうございます。是非、確認頂いてご指摘あれば実体に合わせて修

正致します。他にいかがでしょう。特段なければ、この形でお認め頂くと

いう形になろうかと思いますが、宜しいでしょうか。それでは、公共交通

会議として 1 年間の集大成として総合連携計画を取りまとめたいと思いま

す。頂いたご意見で誤字や不明瞭な箇所等は適切に修正させて頂きます。

ただ、その確認のために再度会議を開くというのは、皆様もお忙しいと思

いますので最終確認については会長一任でという形で宜しいでしょうか。

（了解）

ありがとうございます。それでは私が最終的に確認させて頂いて、3 月か

らパブリックコメントという形で市民の皆様に見て頂くということで進め

させて頂ければと思います。ありがとうございました。それでは、事務局

の方から他に何かありますか。

（平成 23 年度の取り組みについての説明）

皆様の方から今の事務局の説明、または今日全体を通して言い足りなかっ

たこと等があれば最後に聞きたいと思いますがいかがでしょうか。宜しい

でしょうか。それでは、活発なご審議頂きまして誠にありがとうございま

す。1 年間皆様とご一緒にさせて頂いて、ようやく総合連携計画を取りま

とめることができました。皆様で議論してきましたが、実際、蓋を開けて
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みないとはっきりと分からないようなこともありますし、これで完璧な状

態とは私も認識しておりません。運行しながら実態を把握したうえで、先

程の料金の話も含めて皆様にとにかく使って頂けるようなシステムになる

よう来年度、引き続きデータを見ながら議論をさせて頂ければいいかと思

っております。引き続き、ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。それ

では、会議の進行をお返しします。

森本会長、どうもありがとうございました。パブリックコメントが 3 月い

っぱいありますが、皆様の貴重なご意見を頂きまして、総合連携計画がま

もなく策定できるということで大変ありがとうございました。以上を持ち

まして、今回の会議を終了したいと思います。本日はありがとうございま

した。


