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平成２３年度 第１回 四街道市地域公共交通会議 会議録（概要） 

 

日 時：平成２３年１１月２２日（火） １４：００～１６：１０ 

場 所：四街道市役所 新館５階 第１会議室 

出席者 委員：榛澤会長、芦沢副会長、山原委員、池上委員、花﨑委員、土屋委員 

古舘委員、小林委員、松澤委員、池田委員、飯髙委員、石川委員 

鈴木委員、石井委員、武富委員 

事務局出席者：林田経営企画部参事、大野政策推進課長、萱沼副主幹、伊藤主査補、多

田副主査、三好主任主事、㈱トーニチコンサルタント 

傍聴者   ：０名 

 

―――――――――――――――― 会議次第 ―――――――――――――――― 

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長挨拶 

４．委員紹介及び事務局職員紹介 

５．会長及び副会長の選出について 

６．会議録の作成について 

７．会議録署名人の指名について 

８．傍聴及び傍聴人への資料配布について 

９．議事 

（１）市民ニーズの把握について 

（２）路線バス利用者ニーズの把握について 

（３）ヨッピィの現状と利用者のニーズについて 

（４）四街道市の公共交通における課題について 

（５）公共交通不便地域の設定 

（６）四街道市の公共交通のあり方（案）について 

（７）ヨッピィの改善策（案）について 

（８）今後のスケジュールについて 

（９）その他 

１０．閉会 

 

――開会―― 

 

 

【事務局】 ただ今から、平成２３年度第 1回四街道市地域公共交通会議を開催い

たします。 

 

  ――委嘱状交付―― 
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【事務局】 本日、所用のため、市長代理として副市長からごあいさつを申し上げ

ます。 

 

――副市長挨拶―― 

  ――委員紹介及び事務局職員紹介―― 

――会長及び副会長の選出について―― 

 

【事務局】 続きまして、本会議につきましては、四街道市地域公共交通会議条例

第５条第１項におきまして、「会長が議長となる」旨が定められており

ますが、現時点では会長が選出されておりません。会長を選出するまで

の間、副市長が仮座長として会議を進めさせていただきたいと存じます

ので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、副市長の進行により、会長の選出をさせていただきます。 

 なお、本会議の会長は、条例第４条第２項の規定において、委員の皆

様の互選によって定め、副会長につきましては第４条第４項の規定によ

り、会長が指名することになっております。 

 では、副市長、お願いいたします。 

【副市長】 会長の互選にあたりまして、仮議長を務めさせていただきますので、

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 会長の選出は、委員の皆様の互選となっておりますが、いかがいたし

ましょうか。 

【池田委員】 前身である交通問題連絡協議会で会長だった榛澤委員にお願いして

はどうか。 

 

       （賛成の声多数あり） 

 

【副市長】 ただいま、「榛澤委員にお願いしたい」とのご発言がございましたが、

ほかにご意見はございますか。 

 

（意見なし） 

 

【副市長】 無いようですので、榛澤委員に会長をお願いするということでよろし

いでしょうか。榛澤委員、よろしいでしょうか。 

【榛澤委員】 はい、わかりました。 

【副市長】 それでは、会長は榛澤委員にお願いしたいと思います。  

会長が決定しましたので、ここで、仮議長の役目を解かせていただき

ます。ご協力ありがとうございました。 

【事務局】 つづきまして、副会長ですが、会長が指名するということになってお

ります。榛澤会長から指名をお願いしたいと存じます。 

【榛澤会長】 これまでの交通問題連絡協議会と同じく、有識者委員の芦沢先生にお

願いしたいと思います。  
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【事務局】 それでは、芦沢委員には副会長席に移動をお願いいたします。 

それでは代表して会長からごあいさついただき、以降の進行は会長・

副会長にお願いいたします。 

 

――榛澤会長挨拶―― 

――会議録の作成について―― 

 

【榛澤会長】 

 

 

 

 

 

 

【榛澤会長】 

それではこれより進行を務めさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

議事に先立ちまして、はじめに、会議録における発言者名については、

「審議会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」の規定により、

原則として明記することとなっておりますので、本地域公共交通会議に

おいても明記する取扱いとしたいと存じますが、委員の皆様のご意見を

お伺いします。 

（意見なし） 

異議なしと認めます。 

なお、このあとの議事進行におきまして、会議録を作成する関係上、

発言をされる際は、マイクを使用してくださるようお願いします。 

 

――会議録署名人の指名について―― 

 

【榛澤会長】 続きまして、本日の会議の会議録署名人は、古舘委員、池田委員に 

お願いします。 

 

――傍聴及び傍聴人への資料配布について―― 

 

【榛澤会長】 続きまして、傍聴希望の方がいるか確認をします。事務局、いかがで

すか。 

【事務局】 おりません。 

【榛澤会長】 それでは、本日の議事に入らせていただきたいと思いますが、この地

域公共交通会議が法律等でどのように位置づけられているか等につい

て事務局から説明をお願いしまして、それから議事に入りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

【事務局】 （説明） 

【榛澤会長】 それでは本日の議事に入ります。 

本日の議事は「市民ニーズの把握」「路線バス利用者ニーズの把握」

「ヨッピィの現状と利用者ニーズ」「四街道市の公共交通における課題」

「公共交通不便地域の設定」「四街道市の公共交通のあり方（案）」「ヨ

ッピィの改善策（案）」「今後のスケジュールについて」でございます。 
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―――――――――――――――― 議事概要 ―――――――――――――――― 

 

――――― 議事１：市民ニーズの把握について ――――― 

【事 務 局】 ○資料（pp.1～17）の説明 

【榛澤会長】 ここでは現況把握の結果であるため、こういったことはどうなってい

るか、といったご質問をお願いしたい。 

【古館委員】 H13 年からヨッピィが運行し始めたが、当時の民間バスの運賃はいく

らだったのですか。 

【山原委員】 現在の運賃は H9 年から変わっていないため、当時も初乗り 160 円で

あった。 

【小林委員】 大変わかりやすい資料を作成いただき感謝している。これにより、こ

れからの計画が見えてきたのではないか。 

【芦沢副会長】 図にある交通手段分担率について、たとえば、バスに乗って駅まで行

って、そこから電車に乗る場合など複数の交通手段を利用している場合

もあるが、代表交通手段を聞いていると解釈してよろしいか。 

アンケートの回答率は非常によく、事務局のご尽力と市民の関心の賜

物である。 

p.3 に誤差率と表記があるが、どのような条件で、何％確率で算出さ

れたのか。質問項目ごとでも誤差率は変わってくるが。 

【事 務 局】 アンケート票において「主な交通手段は」という質問をしているので、

代表交通手段として捉えている。 

鉄道利用については、端末交通手段、つまり駅にアクセスした交通手

段もお聞きしている。 

誤差率は 95％確率の条件で算出している。 

【芦沢副会長】 誤差率の算出条件は、資料に記載しておいてください。 

 

――――― 議事２：路線バス利用者ニーズの把握について ――――― 

【事 務 局】 ○資料（pp.18～20）の説明 

 ○質問・意見なし 

 

――――― 議事３：ヨッピィの現状と利用者のニーズについて ――――― 

【事 務 局】 ○資料（pp.21～34）の説明 

【芦沢副会長】 ヨッピィの利用者は大日保育園まで多いことから「東関東自動車道南

側で利用が多い」と記載しているが、土地利用規制との関係が分かりづ

らいため、「市街化区域までは利用者が多い」という表現に修正しては

どうか。 

それから西の方面については、鹿放ヶ丘は市街化調整区域に入ってい

るが、比較的利用者が多いということですので、ここはある程度多く人
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が住んでいる地域と考えていいか。 

【事 務 局】 付近に山王病院があるため利用者が多いということもあると思う。 

【芦沢副会長】 p.32 のグラフは複数回答を計上しているのか。 

【事 務 局】 その通りである。 

【芦沢副会長】 p.32 のグラフは、ヨッピィの運行にあたり多額の税金を投入し、ど

のような社会的効果があったかを理解する上で興味深い。 

ヨッピィがなかった場合、自ら自動車を運転する、家族に送迎しても

らう、タクシーを利用するなど、自動車利用をしただろうという回答が

多く、自動車利用の抑制につながっているといえる。その一方で、路線

バスを利用するという回答もあり、路線バス利用者が減った、という解

釈もできる。 

p.32 の下表の結果から、自由に買い物できるようになった、レジャ

ーに行く機会が増えたなどがあるが、これは単に市民の活動機会の増加

につながっただけではなく、今非常に重要なテーマになっている都心の

活性化に寄与しているものと考えられる。 

選択肢のその他については、自由記述であれば具体的な内容を記述い

ただきたい。 

これらの知見より重要なことは、ヨッピィ運行に投入した税金の額に

見合った効果があったのか、いわゆる費用対効果がどうだったのかを見

極めることである。 

【榛澤会長】 表現として、市街化調整区域など土地利用との関係を示した表現へ修

正してはいかがという提案を頂いた。それと病院等の周辺施設について

も地図に加えた方が良いと思う。また、p.32 図 44 の「その他」の回答

の内容について次回報告をいただきたい。 

 

―――――― 議事４：四街道市の公共交通における課題について ―――――― 

【事 務 局】 ○資料（p.35）の説明 

【武富委員】 課題１の表題には「公共交通空白地域・公共交通不便地域の解消」と

あるが、課題１の８行目では「公共交通不便地域の解消」と記載されて

いる。空白地域は対応しないということか。あるいは記載漏れか。 

【事 務 局】 記載漏れである。 

 

―――――――――― 議事５：公共交通不便地域の設定 ―――――――――― 

【事 務 局】 ○資料（pp.36～39）の説明 

【土屋委員】 不便と感じる最寄バス停留所までの距離 400m は、健常者からすると

妥当といえるが、課題３において高齢者の外出機会拡大と挙げているよ

うに、高齢者からすると適切な距離なのか。検討の余地があるのではな

いか。 

また、運行間隔 40 分の設定根拠を教えていただきたい。 

【事 務 局】 バス停留所までの距離の件は p.11 図 19 において、「非常に不便」「不

便」と回答する割合が 50％を超える距離が 400m となっており、市全体
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ということで算出しているが、高齢者に配慮という点については少し検

討したい。 

運行間隔についても、図 20 において 30～40 分未満で「非常に不便」

「不便」と回答する割合が 50％を超えているため、そのように設定し

た。 

【土屋委員】 30～40 分未満ということであれば、運行間隔 30 分と設定してはどう

か。 

【事 務 局】 運行間隔について、20～30分の不便度合いが44％であり、30分で50％

を超えることはないことから、上限の 40 分で設定した。 

 

議事６：四街道市の公共交通のあり方(案)，議事７：ヨッピィの改善策(案)について 

【事 務 局】 ○資料（pp.40～42）の説明 

【榛澤会長】 公共交通のあり方、およびヨッピィの改善策は、次回第２回の会議に

おいて具体的な検討内容をご議論いただく予定である。 

今回は、これらの案についてご意見をいただきたい。 

【小林委員】 改善策に民間移譲という言葉が入っていなかった。10 年間赤字が続

き、一つの地域に 2,000 万円以上のお金をかけてきたが、これからは違

う交通手段、新しい交通が必要と市民は認識している。ヨッピィはバス

も古くなっており、これからまた税金を投入するとなるとヨッピィがな

い地域の方からは公平ではないという話も出てくると思う。 

ヨッピィが運行を開始する前に運行していた路線バスの利用者数と、

現在のヨッピィの利用者数を比較すると、例えば民間移譲という考え方

もあるのではないか。 

【事 務 局】 ヨッピィ運行開始以前の路線バス利用者は、1便あたり 5名程度しか

なく廃止に至ったと聞いている。今回、ヨッピィの乗降調査を行い、バ

ス停よりかなり乗降者数に差があることが明らかになりましたので、今

後はより効率的な運行ということを考えていく中で、民間路線バスを再

度導入できるか、その可能性について、収支予測もしながら検討してい

きたい。 

今回提示した改善策は大きな方向性を示しているものであるが、次回

12/19 の第２回会議では、収支予測や料金、ルートなど具体的な内容を

示したい。 

【榛澤会長】 具体的な内容を詰める前に、方針２において市の負担において「見直

し、廃止」ということにも触れており、採算が合わなければ運行を止め

るという考え方もある。まずは市の基準を確立することが必要と考え

る。 

本日は具体的検討には触れず、大まかな方向性についてご議論いただ

きたい。 

【芦沢副会長】 基本方針において、地域別の負担の公平性、平等性という観点につい

て触れておく必要があるのではないか。 
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――――― 議事８：今後のスケジュールについて ――――― 

【事 務 局】 ○「四街道市公共交通のあり方検討業務（概要）」の説明 

 ○質問・意見なし 

 

――――― 議事９：その他 ――――― 

【榛澤会長】 資料の p.43 以降に、事例紹介やアンケート票が記載されている。委

員の皆様には各自でご確認いただきたい。 

本日は、現況把握と四街道市の公共交通のあり方、およびヨッピィの

改善策の考え方についてご確認いただいた。 

資料の内容について、加えたい視点等などがあれば事務局へ連絡いた

だきたい。 

 

【事務局】 本日は、お忙しい中ご出席くださいまして、ありがとうございました。 

本日、『地域公共交通会議』として、新たな体制となりました。ご審

議いただく事項も、本日の内容を含め、今後、相当多くなることが予想

されます。特に今年度から来年度にかけまして、新たな交通システムの

導入の可能性につきましてもご審議いただきますことから、委員の皆様

には、会議開催回数も含め、相当にご負担をおかけするところでござい

ますが、引き続きよろしくお願い申し上げるところでございます。 

次回は１２月１９日午後２時３０分よりとなっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

【榛澤会長】 それでは、以上で本日の地域公共交通会議を終了いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 


