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令和元年度 第１回 四街道市地域公共交通会議 会議録 

 

日    時：令和元年８月１日（木） １４：３０～１５：４０ 

場    所：四街道市役所保健センター３階 大会議室 

出席者 委員：榛澤会長、芦沢副会長、池上委員、成田委員、土屋委員、鈴木委員、 

荒張委員、飯塚委員、銅委員、武富委員 

事務局職員 ：永易経営企画部長、和田経営企画部副参事、荒巻政策推進課長、大坂係長、

田中主任主事、藤谷 

傍聴者   ：６名 

―――――――― 会議次第 ―――――――― 

１．開会  

２．会長挨拶 

３．議事 

（１）市内循環バス「ヨッピィ」の運賃改定等について 

（２）デマンド型乗合タクシーについて 

４．その他 

５．閉会 

 

 

―― １．開会 ―― 

【事務局】  定刻になりましたので、ただ今から、令和元年度第１回四街道市地域公共

交通会議を開会いたします。 

本日は１０名のご出席をいただいており、四街道市地域公共交通会議条例第５条第２項

に規定する過半数に達しておりますので、本日の会議が成立しておりますことを、ご報告

いたします。 

 初めに、会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

―― ２．会長挨拶 ―― 

【榛澤会長】 みなさん、こんにちは。榛澤でございます。 

本日はお忙しい中、地域公共交通会議にお集まりいただきありがとうございます。 

本日の会議では、デマンド型乗合タクシーの実証実験について、実施に向けての取りま

とめがなされたと伺っております。前回会議でも議論しましたとおり、デマンド型乗合タ

クシーは、公共交通空白地域等の解消に向けての新たな交通手段となりますため、市民の

立場にたっての積極的なご意見やご質問をいただき、進めて参りたいと考えております。 

公共交通におけます交通空白地域・不便地域への対応や、利用促進策など、市でも取り

組んでいるところでございますが、この会議は、公共交通にかかる様々な関係者にお集ま
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りいただいておりますことから、専門的なご意見はもとより、市民ニーズを的確に判断し、

将来を見据えた広い視野でのご意見をいただければと考えております。ご協力をお願いし

ます。 

 

【事務局】  ありがとうございました。ここで、前回会議から、委員の異動がございま

したので、ご紹介いたします。前任者の東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 早川和利委員

から森原大輔委員への異動でございます。 

 なお、森原委員、三沢委員、平委員、北島委員より、ご欠席の連絡をいただいておりま

す。小林委員は、遅れているようでございます。 

 それでは、このあとの進行につきましては、地域公共交通会議条例第５条第１項の規定

により、会長にお願いします。  

 

【榛澤会長】 それでは着座にて進行させていただきます。はじめに、会議録の作成につ

いてお諮りします。 

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。 

 

  （異議なし） 

 

ありがとうございます。 

 続きまして、本日の会議の会議録署名人は、土屋委員と荒張委員にお願いしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

 

  （はい） 

 

 それではよろしくお願いします。  

 次に、会議の公開・非公開についてですが、「審議会等の会議の公開に関する指針」の「３．

会議の原則公開」の規定により、議事運営に支障が認められる場合は非公開になりますが、

本日の議事内容におきまして支障はないため、公開としたいと思います。 

また、会議資料につきましては、「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、傍聴人の閲覧に供するものとしますが、次第及び報告事項にかかる資料を

配布することについて、委員の皆様の意見をお伺いします。 

 

（異議なし） 
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ご異議なしと認めます。 

それでは、傍聴者の入室を許可し、資料を配布することとしますが、傍聴人はいらっし

ゃいますか。 

 

【事務局】 はい、いらっしゃいます。 

 

―― ３．議事 ―― 

【榛澤会長】 それでは次第３．議事に入りたいと思います。 

 それぞれの議事について事務局から説明があった後、私から、委員の皆様を指名させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議題１「市内循環バス『ヨッピィ』の運賃改定等について」事務局より説明

をお願いします。 

  

【事務局】  それでは、市内循環バス「ヨッピィ」の運賃改定等についてご説明しま

す。 

資料１をご覧ください。まず、運賃についてです。 

今年度１０月より、消費税が８％から１０％に変更予定となっており、民間バス路線

においては、消費税増税に伴う運賃改定が行われる予定となっております。 

そのため、市内循環バス「ヨッピィ」の運賃につきましても、市内主要な路線の民間

バスの初乗り運賃以上となっていることから、運行事業者である千葉内陸バスの初乗り

運賃に合わせた運賃の改定を行いたいと考えております。 

金額としましては、ＩＣでの運賃は、大人運賃が１６５円から１６８円、６歳以上１

２歳未満の小児運賃が８３円から８４円となります。また、現金での運賃においては、

１０円単位としておりますことから変更が生じず、１７０円のままとなります。 

続きまして、運賃区分についてです。 

現在、大人、６歳以上１２歳未満の小児、６歳未満の小児と３つの区分にしておりま

すが、民間バス事業者におけるわかりやすい表記を参考として、運賃区分を、大人（中

学生以上）、小児（小学生）、小児（未就学児童）の３区分に変更したいと考えておりま

す。 

一番下の表が、運賃及び運賃区分の改定案となります。ご審議のほどよろしくお願い

します。 

 

【榛澤会長】 ありがとうございました。運賃及び運賃区分の変更のご説明でしたが、ご

意見やご質問等ありましたらお願いします。 

意見がございませんので、承認するということでよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

 

ありがとうございました。本日、配布している参考資料について、事務局よりご説明を

お願いします。 

 

【事務局】  本日、配布しております道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条  

 第２項に掲げる協議が調っていることの証明書は、千葉内陸バスが運賃等の申請の際に、

添付することになっております。ご確認をお願いいたします。 

 

【榛澤会長】 この証明書は、関東運輸局千葉運輸支局に提出する書類というご説明でし

た。この書類は回収させていただくということでよろしいですか。 

 

【事務局】  よろしくお願いします。 

 

【鈴木委員】 どの書類になりますか。 

 

【事務局】  クリアファイルに証明書（案）が２枚入っており、市内循環バス「ヨッピ

ィ」の運賃等改定ともう１つは、次の議事でありますデマンド型乗合タクシーについて

のものでございます。 

 

【榛澤会長】 続いて、議題２『デマンド型乗合タクシーについて』事務局より説明をお

願いします。 

 

【事務局】  それでは、説明させていただきます。 

このデマンド交通につきましては、昨年の第１回地域公共交通会議において、デマンド

型乗合タクシーの検討について委員より意見が出され、本年２月の第２回会議において、

市原市の取り組みをベースとした地域主体によるデマンド型乗合タクシーについて提案を

させていただき、制度の方向性につきましては、その後の補足資料なども含め、おおむね

了解をいただいたと認識しています。 

今回は、具体的な実証実験の中身につきまして、さつきケ丘地区、タクシー事業者及び

本市の三者で協働しながら、実証実験の運行方法等の具体的な内容を取りまとめましたの

で、実証実験の可否について、この地域公共交通会議にお諮りし、了承を得たうえで、道

路運送法第２１条に基づく申請を行いたいと考えておりますので、よろしくご審議をお願

いします。 

なお、本日資料の差し替えをさせていただきましたが、文言の加除修正の部分と、当初

はタクシー事業者としてニュー千都タクシーも加わって協議をしていたところですが、今
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回の実証実験については、会社として正式な回答ができないということでしたので、運行

事業者から削除させていただいております。 

この実証実験で終わりということでもございませんので、今後も、ニュー千都タクシー

とは情報共有を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

また、実証実験の内容に入る前に、市原市をモデルとした地域主体による交通手段の確

保・維持の考え方について、少し補足させていただきたいと思います。 

まず、デマンド交通というものは全国的にも様々な手法で行われておりまして、運営主

体についても行政が主体に行うもの、タクシー事業者が主体で行うもの、自治会などの地

域が主体となって行うものなど様々でございます。 

いずれにしましても、特に過疎地域における交通手段の確保、公共交通空白地域への対

応として導入する形態が多いように見受けられます。 

この背景には、今、日本は少子高齢化による人口減少社会に突入しており、出生者より

も死亡者が上回る自然減で推移しております。日本の人口は、この先２０６０年までに現

在の約１億２千６百万人から約８千７百万人程度まで減少することが見込まれています。 

このような状況の中、現在でも人口が増加している県は、東京都、沖縄県、埼玉県、神

奈川県、愛知県、千葉県、福岡県のわずか７都県となっており、その他については、すべ

て人口減少となっています。 

なお、千葉県においては、１５市が人口増加基調で推移しており、本市もその中に含ま

れていますが、本市においても令和５年をピークに社会増よりも自然減が上回る人口減少

となることが見込まれているところです。 

日本の人口減少は、特に労働力のある生産年齢人口が減少となることから、地域社会の

維持、労働力の確保、公共施設やインフラの維持、そして地域公共交通の衰退など市民生

活に及ぼす影響も懸念されておりまして、自治体の役割の転換や行政サービスの見直しな

ど人口減少社会への対応が今から求められております。 

現在、公共交通の対策については、行政によるコミュニティバスの運行などで対応して

いる自治体も多くございますが、今後は、生産年齢人口の減少とともに税収も減少となる

ほか、利用者の減少による廃線等の増加なども想定しますと、行政だけで公共交通を維持

していくことは大変難しい状況も来るものと考えます。このためには、今から地域が主体

的に交通手段を確保すること、関心を持って公共交通を利用していただき維持していくこ

とも、公共交通施策の重要施策の一つと考えております。 

このようなことから、市が考えるデマンド交通は、国土交通大臣表彰を受賞した市原市

をモデルに、地域が主体的にデマンド交通の確保・維持することを主眼においた実証実験

内容を取りまとめておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料２「四街道市デマンド型乗合タクシーの実証実験について」をご覧くだ

さい。 

まず、この実証実験の取りまとめについては、全８項目で構成しています。 
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１頁目には、「１．目的」「２．背景」「３．基本的な考え方」を 

２頁目には、「４．デマンド型乗合タクシーの仕組み」「５．運行経費の負担方法」を 

４頁目には、「６．実証実験の基本的事項」を記載しておりまして、ここまでが実証実験に

おける総体的な内容となります。以降の項目からは具体的な内容となっています。 

７頁目には、「７．実証実験地の現状」を 

そして１４頁には、「８．試行運行の内容」としています。この試行運行の内容を地域、事

業者及び本市の三者による協働により取りまとめた内容となります。 

それでは、１頁目の「１．目的」から説明いたします。 

まず、公共交通空白地域・不便地域の解消に向けた新たな交通手段のひとつとしてデマ

ンド型乗合タクシーの導入について実効性についての検証を行うということ。そして、地

域が主体となって公共交通を確保、維持していくための仕組みを構築することを目的とし

て実証実験を実施するものでございます。 

次に「２．背景」ですが、これまでの取り組み経緯を説明した項目となります。 

内容につきましては、記載のとおりです。 

次に「３．基本的な考え方」ですが、ここでは、デマンド型乗合タクシーを進めるうえ

での基本的な考え方を整理しています。 

このデマンド型乗合タクシーの活用は、公共交通空白地域・不便地域に限定するととも

に、狭隘道路によりバスが運行できない地域における交通手段の一つとして検証を行い、

市内バス路線を補完し、双方が共存できるよう進めること。そして、地域、事業者、本市

の三者が協働しながら実証実験に取り組むこととすることを基本的な考え方としています。 

次に２頁目「４．デマンド型乗合タクシーの仕組み」ですが、市が考えるデマンド交通

の基本的な仕組みについて記載しています。 

デマンド交通というのは全国的にも進んでおりますが、本市が目指すデマンド型乗合タ

クシーは、先ほどもご説明したとおり運営主体が地域となります。 

このため、該当する地域の自治会において、運行の維持管理及び利用促進を担う協議会

等の組織を設置していただき、地域住民による推進体制を構築することが前提条件となり

ます。なお、この後も「協議会」という名称が出てきますが、あくまでも自治会が組織す

る地域住民が構成員となる組織を指しています。 

この協議会では、利用者登録者名簿を作成し、その名簿に登録された者が電話予約によ

り利用できます。 

また、協議会において、運行区域、乗車場所及び目的地を市内に設定し、運行日、運行

本数などの運行ダイヤ及び運賃を定めて、利用者から予約があった場合のみ運行する形態

となります。 

運行するタクシーは、タクシー事業者に委託し、セダン型のタクシーを利用します。 

予約があった利用者の自宅から目的地（上り便としています）、目的地から自宅（下り便と

しています）を利用者相互に乗合しながら運行する利便性の高い、ドア・ツー・ドアでの
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運行を目指します。 

これが基本的な制度の概要となります。 

次に「５．運行経費の負担方法」についてですが、運行経費については、１運行（１便）

あたりの経費を算出し、運行があった場合のみ協議会等がタクシー事業者に委託費として

支払うこととし、協議会等が委託費から運賃を差し引いた額を市の財政支援のもと、乗合

率向上に向けた創意工夫を行いながら負担することとなります。なお、市は委託費の１／

２について上限を設けて支援します。 

具体的には、３頁の例示をご覧ください。 

１運行の委託費を１，５００円とした場合、１人分の運賃を４００円、市の補助を委託費

の１／２とした場合の協議会の負担ですが、１人で乗った場合は委託費の１，５００円か

ら 1 人分の運賃の４００円を差し引いて、市の補助が委託費の１／２の７５０円も差し引

きますと地域の負担は３５０円となります。 

２人で乗り合った場合は、２人分の運賃が８００円、市の補助が７５０円となりますの

で、協議会の負担は－５０円となります。 

ここでマイナスとなりますが、最終的には合算した金額を請求することとなりますので、

仮にこの２運行だった場合は、３５０円から－５０を引いた３００円が地域の負担額とな

ります。 

このように、乗合率が高まることにより、地域の負担が少なくなる仕組みですので、地

域での乗合率向上に向けた取り組みがカギとなります。 

次に４頁の「６．実証実験の基本的事項」をご覧ください。ここでは、実証実験期間と

実証実験地の条件、実証実験地、運行事業者について記載しています。 

まず、今回の実証実験の期間ですが、「試行運行」と「実証運行」の２段階で実施したい

と考えております。 

試行運行では、協議会、タクシー事業者及び本市の三者で協議するうえで、運行をして

確認が必要な事項もございまして、試行的に実施したうえで検証する必要がございました

ことから、制度における課題を検証し、制度の基本的事項を検証するための期間として、

本年度中を試行運行期間として設定し、その費用については、市が運賃収入から差し引い

た額を負担します。 

次に実証運行は、この試行運行の検証及び運行方法等の見直しを行ったうえで、再度、

地域公共交通会議に見直し案を諮り実施することとなります。 

この実証運行では、本運行と同様に地域の負担が生ずることとなりますので、地域にお

ける継続性の可否が主な検証となります。期間については、1 年間の期間を設けています。 

実証実験全体の期間としては、試行運行、実証運行と合わせて１年半を予定しています。 

次に５頁の「③実証実験地」に移ります。 

ここでは、前回の会議でもご意見をいただいているところですが、３点ほど定義していま

す。 
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まずアとして、狭隘道路でバスが運行できない地域であり、公共交通空白地域・不便地

域において、バス路線への影響が少ないと見込まれる地域であること。 

次にイとして、主体となって、デマンド型乗合タクシーを導入する意思のある地域であ

ること。 

次にウとして、地域、タクシー事業者及び本市の三者で協働しながら交通手段の確保維

持に向けた取り組みが可能な地域であること。 

としておりまして、③の実証実験地として、今回、この条件に合致したさつきケ丘地区を

実証実験地としています。 

さつきケ丘地区と条件設定の関係ですが、まずアの条件に対しては、さつきケ丘地区は

公共交通空白地域で狭隘道路によりバスの運行ができない地域となっています。 

イの条件といたしましては、自治会総会において実証実験参加を決定し、導入に向けた

「さつきケ丘乗合タクシー運営協議会」を設置しております。 

ウの条件に対しましては、すでに説明会の開催、アンケート調査の実施、三者協働によ

る定例会を６回ほど実施しております。 

その経過につきましては、６頁に記載しています。 

次に、タクシーを運行する事業者ですが、今回、千葉県タクシー協会と協議したうえで、

市内のタクシー事業者に依頼することとしまして、飛鳥交通千葉となります。使用するタ

クシーは、事業者のセダン型のタクシーとなります。 

続いて７頁をご覧ください。 

「７．実証実験地の現状」ですが、概要のみ説明させていただきます。 

この地域は、本年４月１日現在で５５７人の人口となっておりまして、３階層別人口割合

では、老年人口が４４％と高い割合となっており、市の平均の２８．２％を大きく上回り、

生産人口、年少人口は市の平均を下回っている高齢者の多い地区となっています。 

また、③からは協議会によるアンケート調査の結果を記載しております。 

このアンケート調査を行う前には、協議会主催によるデマンド型乗合タクシーに関する

説明会を開催し、本市が出席して、平成３０年度第２回地域公共交通会議でご説明した資

料を用いて、住民に対して説明を行い、例示を用いて運行日程、運賃、地域負担などの制

度の仕組み等について説明を行っています。 

最終的には、協議会で決定することもお伝えしており、この取りまとめた内容について

も、協議会において既に利用者説明会を開催しております。 

それでは、アンケート調査結果ですが、デマンド型乗合タクシーを「利用したい、今後

１，２年には利用を検討したい」と考えている人が１０４人いました。 

これは、地区人口の１８．７％に相当し、利用者が相当数見込める地域となります。 

次ページ以降は、運行設定に必要な利用予定頻度、希望時間、希望運行日、希望の曜日、

目的地などの項目のアンケート調査結果となっておりまして、定例会では、これらを参考

に運行に係る協議を進めています。 
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また、バス路線への影響でございますが、１１頁をご覧ください。 

⑫にバスの利用者がございます。１０４人中、１７名の方がバスを利用しており、その

頻度は、次ページの⑭にありますように月に１，２回程度が９人、週１，２回程度が６人、

週３，４回が２人となっており、このうち７人は千葉内陸バスが運行する長沼線を使って

おり、週１，２回程度１名、週３，４回程度が１名、月１，２回程度が５名となっており、

バス路線への影響につきましては、影響がないわけではありませんが、人数的にも利用頻

度からも影響は少ない見込みであることが伺えます。 

また、タクシーの利用については、６４人が使っておりまして、６６．７％となってお

ります。利用頻度としては、月に１，２回程度が４７人、７５．８％となっており、主に

雨の日に使っているような状況でございます。 

その他の交通手段としては、自家用車や家族等の送迎が合わせて６３．６％となってお

り、この地区では車中心の生活スタイルであることが伺えます。 

次に１４頁の「８．試行運行の内容」をご覧ください。 

この内容につきましては、アンケート調査結果をもとに、定例会において運行の内容を協

議し、決定した内容となります。 

まず①試行運行時の名称ですが、「仮称さつきケ丘乗合タクシー」としています。 

 次に③利用者ですが、協議会において作成する「さつきケ丘乗合タクシー利用者名簿」

に登録された中学生以上の者としており、小学生以下は、同居するものに限定し、小学生

以下だけの利用は不可としています。 

 次に１５頁の「⑤利用者証の発行」ですが、協議会において利用者証を発行し、乗車時

に提示することとしています。 

次に⑥予約については、利用日の前日のみ受け付けとし、１７時までに運行事業者に電

話で予約することとしています。 

予約の変更は、当日の予約便のみの変更が可能で、１時間前までに連絡することとして

います。キャンセルについては、必ずタクシー事業者に連絡していただくこととしていま

す。 

また、１便は１台で運行するため、その便の最大人数は４人までとなります。 

次に⑦タクシー車両への掲示と乗車方法ですが、１６頁をご覧ください。タクシー車両

の前ドア部分に「さつきケ丘乗合タクシー」と記載したマグネットを掲示します。また、

助手席前方には、「さつきケ丘乗合タクシー」と記載したプレートを掲示します。 

逆に、タクシーの乗務員が利用者だとわかるように利用者にはオレンジ色のストラップ

を用意して、首から利用者証を下げることとしています。 

次に⑧運行区域ですが、図で示した通りとし、目的地は、自宅のほか、四街道駅、イト

ーヨーカドー、下志津病院、四街道市役所、Ｍ２プラザの５か所となります。 

なお、乗降場所は、この５か所の目的地内に指定しまして、この場所以外での途中下車、

降車は不可となります。 
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次に１７頁の運行日程ですが、週 4 日とし月曜日、火曜日、水曜日、金曜日に運行しま

す。 

また、１日６便運行しますが、自宅から自宅以外の目的地を上り便として３便、自宅以

外の目的地から自宅までを下り便として３便としています。上り便ですが、１便は９時３

０分頃、２便は１０時３０分頃、３便は１１時３０分頃、下り便は、４便が１１時頃、５

便が１２時３０分頃、６便が１４時頃に運行し、それぞれ希望する目的地から目的地まで

を利用者が乗合しながら運行します。 

次に⑩運賃ですが、２区分ございます。大人運賃（中学生以上）として 1 人４００円、 

小人運賃（小学生以下）は無料としています。 

また、家族と乗合する場合に１人１００円割引をする予定ですが、タクシーの料金とし

ては４００円を支払っていただき、協議会から何らかの方法で１００円を戻すことを考え

ております。詳細については、現在、協議会で検討しております。 

次に⑪運行委託費については、１，５００円としています。算出方法としましては、今

回は、乗合率を１．５人程度だと考えており、２人が別々の場所から、別々の目的地まで

運行した場合の実費と、１人で乗合がなかった場合の実費の平均金額で設定しております。

２人で乗り合った場合を１，８００円、１人で乗り合った場合を１，２００円とし、平均

をとって１，５００円としております。この委託費は試行運行時の設定となりまして、今

後、検証する項目となります。 

なお、予約がない場合は支払いが発生しないこととしておりますが、当日キャンセルで

運行がなかった場合は、運行費を支払うこととしております。 

次に１８頁をご覧ください。⑫協議会における創意工夫ですが、ここでは、協議会とし

ての工夫策などを記載しています。ＪＲやバス路線への利用促進、デマンド型乗合タクシ

ーの利用案内チラシの作成、乗合率向上に向けた周知などを行います。 

次に⑬協議会における目標値ですが、はじめての制度となりますので、指標の設定も難

しいと思いますが、やはり協議会としてどのようなことが、この実証実験の成功につなが

るのか、その目標をクリアーできない場合に、どのようなことが想定されるのかを考えて

いただき、目標値を設定していただきました。 

ひとつめとしては、乗合率の向上が成功のカギを握っておりますことから、乗合率を１．

５人以上として設定しています。 

また、運行率が上がることによりタクシー事業者としても事業としての価値も高まりま

すし、それだけ利用することとなりますので１週間２４便中、１０便程度が運行すること

を想定して４０％以上として設定しています。 

次に⑭検証内容ですが、この試行運行後の検証内容を掲載しています。協議会、タクシ

ー事業者、本市のそれぞれ行う検証項目を記載しておりますが、最終的には、三者による

協議を行い、確認して参りたいと考えております。 

最後に１９頁の⑮本運行を想定した運行経費のシミュレーションをご覧ください。今回
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は、２パターン作成しました。 

まず、今回の試行運行条件で目標値である乗合率１．５、運行率４０％を達成した場合

の各金額をシミュレーションしました。 

この試行運行時の協議会の負担は、６か月で５５，２０４円となりますが、今回は市が

負担しますので、協議会の負担はございません。 

また、市の試行運行時の補助金額は、２２８，００４円となります。 

シミュレーションの二つ目として、運行条件を週２日、１日６便とし目標値を達成した

場合は、協議会の負担は６か月で２７，６０２円となる見込みです。 

このように試行運行後にシミュレーションを行い、協議会の負担を確認しながら、今後

も運行日程も設定して参りたいと考えております。 

以上が、実証実験内容の説明となります。 

なお、実証実験の内容のご承諾をいただいた場合ですが、先程のクリアファイルに入っ

ております資料に「道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議

が整っていることの証明書」の案も添付させていただいておりますので、ご確認をお願い

します。 

 

【榛澤会長】  ありがとうございました。このことについてご意見・ご質問等がありま

したらお願いします。芦沢委員。 

 

【芦沢副会長】 デマンドタクシーについて、地元、市、タクシー事業者三者の緊密な連

携協力のもと、着々と進んでいることに対し、大変すばらしいと感じております。ぜひ、

成功につなげていただきたいと思います。 

 まず、質問ですが、市原市を参考にされたということですが、基本的な枠組みが市原市

とどのように違っているか教えていただきたい。市原市では、どのような地区にどのよう

な条件で行われており、利用状況がどうなっているかの３点を知りたい。それにより、四

街道市にて、どのような示唆が得られるか知りたい。具体的には、四街道市と市原市との

比較の項目として、前日予約かなどの予約方法、運行区域の面積や人口、人口密度、また

最寄り駅からの距離、１週間の運行日数、１日の便数等の運行日程、運賃、委託費、そし

て実際の利用状況として、これが非常に大事ですが乗合率、運行率、公的補助の設定条件、

実際の補助金額について、お答えできる範囲でお願いしたい。 

 

【榛澤会長】  事務局より回答をお願いします。 

 

【事務局】   お答えできない項目もありますが、お答えいたします。市原市の基本的

な運行形態については、ほぼ同じです。市原市の制度を前提に、四街道市も設定をしてお

ります。ただし、少し違うところは、予約方法について、市原市は１週間前から前日１７
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時まで、四街道市は前日のみの１７時までです。また、運行区域ですが、市原市は３地区

で運行しています。その中の２地区についてお答えします。平成２５年８月から実証運行

を行っている戸田地区と平成２５年９月から実証運行を行っている養老地区という場所で

す。市原市は、臨海部分から南東方向の房総に向かって、縦長に伸びている市です。その

中央を小湊鉄道が走っていますが、小湊鉄道を挟んだ形で沿線沿いに、隣り合って位置し

ているところです。面積は、戸田地区がおよそ５㎢、養老地区がおよそ２２㎢です。人口

は両方とも約３，３００人が居住しています、最寄りの駅ですが、戸田地区については、

小湊鉄道の光風台駅であり、その周辺を目的地としています。また、養老地区は小湊鉄道

の上総三又駅、上総山田駅、光風台駅となり、その周辺を目的地としています。現行と違

っている部分もありますが、平成２７年度実績でご説明しますと、運行日程はどちらも週

２日、１日８便、上下４便ずつです。戸田地区は月・木曜日運行、養老地区は火・金曜日

の運行となっています。運賃は、戸田地区が１人５００円、養老地区は１人５２０円です。

委託費ですが、実証実験では１，６００円と２，０００円となっていましたが、本格運行

では戸田地区が２，３８０円、養老地区が２，０６０円となっています。利用状況でござ

いますが、乗合率は戸田地区が１．４３人、養老地区が１．５１人、運行率は戸田地区が

１４％程度、養老地区が４０％程度になっています。補助金は四街道市の考え方と同じで、

運行経費の１／２となっていますが、戸田地区は２１万円程度、養老地区は４０万円程度

です。 

 

【芦沢副会長】 最寄りの駅までの距離は、どの程度でしょうか。対象地域の中心からお

願いします、あるいは対象区域は駅を含んでいるということでしょうか。さつきケ丘地区

から四街道駅までというイメージでお願いします。 

 

【事務局】   戸田地区につきまして、小湊鉄道の駅が運行区域の端にあり、地域自体

が２．５㎞ありますので、概ね２．５㎞あるかと思います。養老地区につきましては範囲

が広く、５，６㎞となっておりますので、６㎞程度はあるかもしれません。 

 

【芦沢副会長】 デマンドタクシーの運行内容に違うところがあるが、どういう観点で違

うのですか。たとえば、市原市は週２日になっているが、四街道市では週４日である。根

拠はどういったものですか。 

 

【事務局】   今回の試行運行にあたりまして、アンケート結果から週３日程度がいい

のではないかと意見が出されましたが、情報収集のために多めにしたほうがいいというこ

とで、週４日に設定をしております。実証運行につきましては、見直して、日数が減るか

もしれません。あくまでも、情報収集のための日数設定です。 
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【芦沢副会長】 私から提案がありまして、デマンドタクシーを成功させるためには、乗

合率をいかに高めるかが重要です。その方法ですが、複数人乗車した場合は、運賃を割り

引くということはいかがでしょうか。例えばですが、１人乗車した場合の運賃を５００円、

２人以上乗車の場合の運賃を１人あたり３００円にする、そうすれば相乗りへのインセン

ティブが働くのではないか。それに加え、予約状況が利用希望者に伝わるような仕組みは

いかがか。ホームページの公開や電話で照会できるようにすれば、時間をずらしてでも相

乗りするのではないかと思います。さらに、乗合率を高める方法として、前日の１日のみ

予約を認めているが、１週間前から予約を可能とする。予約状況の公開と合わせれば、予

約が入っているところに予約し、相乗りが増えると思う。さらに言えば、予約がある便に

関しましては、乗合するために当日でも受け付ける、便の直前でも受け付ける。そうすれ

ば、かなり乗合率が上がるのではないかと思う。 

 

【榛澤会長】  芦沢副会長からの提案は、乗合率を上げるための割引や予約方法でした

が、今後どうしていくかであって、今この段階ではこういう方向でやり、次に改める情報

をその間に集めようということでございますので、事務局の案でいいのではないでしょう

か。承認をいただいてから、芦沢副会長の提案を取り入れていくのはいかがでしょうか。 

 

【芦沢副会長】 私の提案が問題なく受け入れられるのでしたら、試行運行の段階からや

っていくほうが話しは早いと思います。難しいということでしたら、今後への提案という

ことで受け取っていただきたいと思います。 

 

【榛澤会長】  事業者と地域の方々が協力していかないとできませんので、芦沢副会長

の提案を頭に置きながら進めるのはいかがでしょうか。始めることが先決であって、運行

してみないとわかりませんので、それから試行錯誤してやっていく。まずは、試行運行を

事務局案にて行い、状況を見ながら芦沢副会長の提案も可能であれば、取り入れさせてい

ただきたいのですがいかがでしょうか。 

 

【成田委員】  副会長のご提案を取り入れるとなると、改めて資料の作成の必要があり

ますし、運輸局への手続きも延びます。本日の会議が、仕切り直しになりますので、会長

のご提案のように一度運行し、実証運行の際に、副会長の案を取り入れるというのも一つ

の方法です。改めて提案をし、議決を取ればいいですが、今この段階で副会長の提案を協

議というのは、会議のやり直しになります。事務局でこれだけ詳細に調整されましたので、

まずは、事務局案に対して承認するかどうかを確認した方がいいと思い、意見させていた

だきます。 

 

【榛澤会長】  ありがとうございました。 
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【芦沢副会長】 仕切り直しでは時間がもったいないので、私も成田委員の考え方で構い

ません。今後への一つの提案としていただきたいと思います。 

 

【榛澤会長】  ありがとうございました。 

 

【榛澤会長】  考え方を提案していただきましたので、頭において進めていただくとい

うことで事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】   はい、承知しました。 

 

【榛澤会長】  事務局の案にて、試行運行させていただくことでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【榛澤会長】  ありがとうございました。 

 

―― ４．その他 ―― 

【榛澤会長】  次に市から、何かありますか。 

 

【事務局】   本日、時間都合上、参考といたしまして「市内公共交通の状況について」

という資料をお配りしております、説明は今回割愛させていただきたいと思いますけれど

も、何か質問等ありましたら事務局までご連絡いただければと思います。 

 

【榛澤会長】  ありがとうございました。参考資料が３枚ございますけれども、現況の

報告でございますので、ご質問等ありましたら事務局までお問い合わせください。先程の

クリアファイルに入ったものは、回収させていただきます。市内循環バス「ヨッピィ」の

運賃等改定及びデマンド型乗合タクシーについてお諮りしたものの証明書案が入っていま

す。この証明書を運輸局に提出ということでございますので、よろしくお願いします。他

に事務局から何かありますでしょうか。 

 

【事務局】   ございません。 

 

【榛澤会長】  以上で本日の日程については終了させていただきます。ご協力ありがと

うございます。事務局に進行をお返しします。 
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―― ５．閉会 ―― 

【事務局】   本日は、ありがとうございました。 

市内循環バス「ヨッピィ」の運賃改定及びデマンド型乗合タクシーにつきまして、ご承

認いただきありがとうございます。今後、関係交通事業者及びさつきケ丘自治会に報告の

うえ、手続きを進めてまいります 

また、いただきました貴重なご意見、ご提案につきましては、事務局にて取りまとめ、

今後の施策推進に活かしてまいります。 

次回の地域公共交通会議は、来年２月ごろ予定しております。 

 以上をもちまして、「令和元年度第１回四街道市地域公共交通会議」を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

  

 

以上 

 

 

 

 

 

 


