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平成２４年度 第３回白井市地域公共交通会議 

＜会議録＞ 

 

日  時：平成２４年１１月８日（木） 午前１０時～午前１１時２０分 

場  所：白井市役所 ３階 第２会議室 

出席委員：宇井隆浩会長、池田和弘委員、岡田崇志委員、金綱昭夫委員、腰川昌男委員、 

小林敬子委員、瀬戸雅一委員、高中秀樹委員、田中徹委員、戸澤健太郎委員、 

平川進委員、内藤健作委員、福田孝一委員 （五十音順）全１３名 

欠席委員：赤松茂委員 １名欠席 

傍 聴 者：１名 

 

○委員自己紹介 

・前回開催した会議以降１名の委員変更があり、その委員を含め今回初めて出席の３名より一言ご挨

拶をいただいた。 

 

○議事 

【会長】 

・それでは、次第に従いまして議事を進行させていただきます。議事（１）循環バスアンケート結果

について、事務局より説明お願いします。 

 

○（１）循環バスアンケート結果について 

【事務局】 

・前回の会議で循環バスのアンケートの実施について了承をいただき、９月４日から９月２４日の２

１日間において見直しアンケートと乗務員アンケートを、９月１１日から９月２８日まで団体アンケ

ートを実施いたしました。 

・見直しアンケートにつきましては、８４１枚の調査票の持ち帰りに対して、３６６枚の回答があり

ました。回収率は、４３．５％でした。前回は、３１０枚の回答でしたので、約５０枚ほど増えてい

ます。 

・団体アンケートにつきましては、１９の団体に対して配布したところ、１２の団体から回答があり

ました。回収率は、６３％でした。内訳としましては、小学校９校中６校、中学校５校中３校、また、

高齢者クラブ連合会、自治連合会、商工会、工業団地協議会、社会福祉協議会の５団体に配布してお

りまして、高齢者クラブ連合会、工業団地協議会、社会福祉協議会の３団体から回答をいただきまし

た。 

・乗務員アンケートにつきましては、各バス事業者を通じて乗務員に対してアンケート用紙を配布し、

循環バス車内にある回収箱に投函してもらうようお願いしました。全乗務員２２名に配布したところ、

１０名より回答がありました。回収率は、４５％でした。前回は、１２名から回答がありましたので、

残念ながら回答者が減少したところですが、実際に運転している乗務員からの情報ですので非常に貴

重な意見と捉えております。 

・詳細については、このあと担当より報告させていただきますが、その前に、前回の会議で宿題とさ
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せていただきました、シルバー回数券の利用状況の報告とあわせまして、９月までの利用状況の報告

から説明させていただき、アンケート調査結果に移らせていただきます。 

・利用状況報告については、前回の会議で詳細に報告させていただいておりますので、今回は、平成

２４年９月までの概要を報告させていただきます。 

・資料の２ページになりますが、平成２２年度以降の月別の利用者の推移となっております。またあ

わせて、３ページの月ごとの１日平均利用者数の推移をご覧ください。 

・全体を見ますと、１日平均利用者数は、平成２２年は４７２人、平成２３年度は４９７人、前年比

２５人、５．３％の増。平成２４年度の現時点で５２５人。前年度比２８人、５．６％の増。と毎年

増えている状況にあり、見直し前の平成２１年度と平成２４年度の現時点を比較すると、平成２１年

度の１日平均利用者数が４６７人でしたので、約６０人、１２．５％増という状況になっております。 

また、利用者増加の結果として、１人あたりの市負担額を見ると、平成２１年度は３８２円でしたが、

平成２４年度現時点で３４１円と一人あたり対して約４０円ほど負担が減っているという状況となっ

ております。 

・続きまして、月ごとルートごとの１日平均利用者数の推移をご覧ください。西ルート、南ルートに

関しましては、見直し直後から平均でおよそ４０人程度増加しております。北ルートにつきましては、

通学便など児童の利用状況に左右されるところが大きいのですが概ね１２０人程度の利用があります。 

東ルートにつきましては、平成２３年度に若干減少が見られましたが、現在は、概ね１００人強の利

用があります。 

・４ページにつきましては、各ルート各便の利用者数を示しております。ページの下部に利用者の多

い便と少ない便を示しておりますが、見直し後２年間で一番利用者が多かったのは、北ルートの通学

便で１日平均利用者数が２２．３、乗車率６７．６％。バスの定員が３３人で、座席が１２人という

ことを参考にしていただきたいと思います。以下順に、北ルート今井⇒平塚回りの第１便、南ルート

新鎌ケ谷駅⇒冨士回りの第２便、南ルート冨士⇒新鎌ケ谷駅回りの第２便、南ルート新鎌ケ谷駅⇒冨

士回りの第１便となっております。 

・これとは逆に、利用者が少ない便としては、西ルート鎌ケ谷総合病院⇒市役所回りの第１便で１日

平均利用者数が３．１人、乗車率９．４％となっております。以下順に、西ルート市役所⇒鎌ケ谷総

合病院回り第６便、東ルート白井駅⇒福祉センター第４便、北ルート今井⇒平塚回り第４便、南ルー

ト冨士⇒新鎌ケ谷駅回りの第５便となっております。 

・次に５ページには、曜日ごとの利用者の推移を示しております。月曜日から金曜日の平日について、

概ね５００～５３０人程度の利用があり、土曜日に関しましては、約３５０人程度の利用となってお

り、平日の約７割程度の利用状況となっております。 

・５ページの下の方の表は、各バス停ごとの乗降者数になります。利用者が も多かったのは新鎌ケ

谷駅でした。その下には、利用者が少なかったバス停が順に並んでおります。 

・ 後に６ページにつきましては、前回の会議の中で、高齢者の利用状況がわかるように回数券の利

用数を示して欲しいというお話がありましたので、用意した資料になります。 

・上部の表は、回数券の販売冊数の推移を示したものです。今年の７月以降減少が見られますが、一

般回数券よりもシルバー回数券方が売れているという状況にあります。下部の表につきましては、回

数券の利用券数を示しており、販売冊数と同様に一般回数券よりもシルバー回数券の方が利用されて

いるという状況にあります。このことから、循環バスの目的の１つである、高齢者等交通弱者の交通

手段の確保につながっているものと考えております。 
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・以上、利用状況報告とさせていただきます。 

 

・続きまして、資料「循環バスアンケート結果」をご覧ください。 

・循環バス見直しアンケートにつきましては、持ち帰り枚数８４１枚のうち、一番多かったのは循環

バス車内で２４６枚、全体の約３０％を占めています。また、回収数３６６枚のうち、一番多かった

のも循環バス車内で１０６件と全体の約３０％を占めています。なお、白井コミュニティセンターに

つきましては、持ち帰り枚数が３枚と 小で、回答件数においては、１枚も回答がありませんでした。 

・３ページには、基礎属性データとして、男女比、年代、地区について示しております。男女比につ

いては、女性からの回答が多く全体の 2/3 を占めています。 

・年代につきましては、６０代からの回答が も多く、２６．２％と全体の約 1/4 を占めています。

以下、７０代以上、４０代と続いています。 

・地区につきましては、第 4 地区からの回答が多く３１．７％と全体の約 1/3 を占めています。第

４地区というのは、清水口、大山口、七次台、西白井などいわゆる西白井駅圏といわれる地区で、

も利用者が多いとされる地区になります。以下、第５地区（冨士地区）、第２地区（平塚、今井、河原

子地区）と続いています。 

・４ページからは、アンケートの回答結果を問１から順に示したものです。 

・問１の循環バスの利用状況に関しての質問に対して、利用していると回答した人が２８７人と約８

割を占める結果となりました。 

・問２では、利用頻度に関する質問に対しては、月に１～３日程度と回答した人が８８人と約３０％

を占め、次に週に１～２日程度という人が７４人と約２５％という結果になりました。 

・５ページに移りまして、問３では、利用していない人の理由を質問したものです。 

車があるから必要ないとの回答が３２人、４５％と も多く、以下、「必要な時間帯の便がないから」、

「運行本数が少ないから」と続いています。その他の意見で主なものとしては、「バスが停車しないか

ら」、「バス停の位置がわからない」、「時刻表や経路図がないとどのバスなのか、どこを走るのかわか

らない」などという意見がありました。 

・続きまして６ページ、問４では、どこに行くときによく利用しているか、利用したいかという質問

に対して、駅という回答が も多く、以下 市役所、市外への買い物、病院と続いています。その他

の意見で主なものとしては、「白井の湯」、「さわやかプラザ軽井沢」、「学校、学童、学習塾」などとい

う意見がありました。 

・続きまして７ページ、問５では、どの時間に利用するか、利用したいかという質問に対して、「9～

10 時台」と回答した方が も多く、以下「15～16 時台」、「17～18 時台」と続いています。通勤

等に利用したいという要望の割には、朝の６時台、夜の１９時以降の利用や利用したいという回答が

少ないという結果となりました。 

・問６は、運賃についての質問をしました。「現行のままでよい」という回答が、圧倒的に多く全体の

７割を占めており、「値上げしたほうがよい」、「値下げしたほうがよい」という回答は約１０％とどち

らも同じくらいの割合でした。主な意見について、「値上げした方がよい」と答えた方の意見でもっと

も多かったのは、高校生以上 200 円という回答で、 も高い運賃設定では、受益者負担を原則との

考えから高校生以上 500 円と回答された方がいました。逆に「値下げしたほうがよい」と答えた方

では、高校生以上 100 円、小学生以下、障がい者、シルバー無料という意見もありました。  

・続きまして８ページ、問７は、運行日、運行便数について質問しました。「運行日、運行便数は見直
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したほうが良い」という回答が も多く全体の約 64％を占めています。「現在の運行日、運行便数で

良い」という回答は 24％でした。 

・続きまして９ページ、問 7 の補足質問として、見直した方が良いと答えた方に、見直し内容を質問

したところ、「毎日運行とし、運行便数も増やしたほうが良い」という回答が約 30％と も多く占め

ています。 その他の意見で主なものは、「便数の増加」これは、１時間に１本は欲しいという要望が

多かったものです。「日曜祝日運行の実施」などという意見がありました。 

・続きまして１０ページ、問８は、ルートについて質問をしました。「定着しているので現行のルート

で良い」という回答が約 38％と も多かったのですが、「現行ルートを基本に一部見直した方が良い」

という回答も約 30％ありました。主な意見としては、「１つのルートが長い」、「新鎌ケ谷への便を増

発」、「各駅を直接結ぶルートの新設」千葉ＮＴ中央駅から新鎌ケ谷駅までを繋ぐという意見。「河原子

街道を通るルートの復活」、「市役所中心ではなく、駅を中心としたルート設定」、「乗り継ぎ時間に対

する配慮」。これは、同時刻での到着・出発や、待ち時間に対する配慮をして欲しいなどという意見が

ありました。 

・意見の中には、「特定のルート、地区が優遇されている」というものがあり、これは西ルート、西白

井駅圏を指しており、逆に桜台地区、冨士地区、神々廻地区、平塚・今井・河原子地区からは冷遇さ

れているという意見がありました。 

・１１ページからは、自由記入欄として設けた、循環バスに対する意見・要望になります。主な意見

としては、「バスの表示、行先案内、バス停の時刻表、バス停の表示などがわかりづらい」、「路線バス

と連携して、重複しないような時刻設定」、「日曜運行。イベント時だけでも運行して欲しい」などと

いう意見がありました。 

・意見の中には、本来の循環バスの目的よりも日常生活を送る上での利便を求める意見が多くありま

した。 

・また、バスの存在に非常に有難味を感じている方の意見もありました。 

・以上、見直しアンケートについての報告とさせていただきます。 

・続きまして４２ページをご覧ください。ここからは、団体アンケートについての報告をさせていた

だきます。 

・質問項目は、運行コースについて、運行時刻について、その他と記入いただくようお願いしたもの

です。 

・各質問項目をとおして、学校からは、通学に利用できるようであるとか、社会科見学で使えるよう

な時間帯の設定など、高齢者クラブ連合会からは、午前中の早い時間帯に福祉センターへ向かう 8：

50 市役所発東ルートのバスへ、各コースからの連携を望む意見、工業団地協議会からは通勤退勤時

に利用できる便の増便など、社会福祉協議会からは、所管する福祉センターへの乗り入れ便数が減少

していること、乗り継ぎが悪く利用しづらくなったなどという意見やそれを改善するための要望など

が寄せられました。 

・続きまして４５ページをご覧ください。乗務員アンケートについて報告いたします。 

・質問項目は、団体アンケートと同様に、運行コースについて、運行時刻について、その他と日頃運

転している中で感じることなどを記入いただくようお願いしたものです。 

・運行コースについての意見としては、「いまのままでよい」という意見もありましたが、バスの乗降

口は２ヶ所あるのにバス停の乗降所は１ヶ所しかないところがあるという、バス停環境に関するもの

や、道が狭いなどというルート上の危険個所の指摘、朝の第二小到着後２台並走するのでなく河原子
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街道を運行したらどうかという提案などがありました。 

・運行時刻についての意見としては、「全体的に時刻に余裕をとって欲しい。余裕がないから乱暴な運

転になる」、「西ルートの鎌ケ谷総合病院での休憩時間１５分あるが、時間通りに到着できないので休

憩時間や調整時間をもう少し見てほしい。」、「東ルートと南ルートが同時刻到着、出発となるので福祉

センターから帰ってくる人がうまく乗り継ぎできないことがある。」、「南ルートの１７：０５発の新鎌

ケ谷駅到着の遅れが常態化している」という意見がありました。 

・その他の意見としては、乗り継ぎ券の使用方法や乗り継ぎそのものに対する指摘が多く寄せられて

おり、バス停環境の整備についての意見もありました。 

・以上、アンケート結果についての報告とさせていただきます。 

【会長】 

・ただ今、事務局より報告がありましたアンケート結果について、委員の皆様から、ご意見をいただ

きたいと思いますが、その前に、事務局に確認ですが、前回の会議や議会等で今回の見直しは、前回、

大幅な見直しを行ったこともあり改善を基本とするとお答えしてますが、そのスタンスで委員の皆様

よりご意見を伺くということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

・今回の見直しでは、平成２２年９月の改定の際に、運行形態や導入車輛、運行ルート、時刻などす

べてを地域公共交通会議で検討した結果を受けて、バスの切り替えや運行コース等の大規模な見直し

を実施しており、今回は利用者が現行ルートに慣れ始めていること、利用者数が増加傾向にあること、

また、事業仕分けでも要改善という指摘を受けていることなどから、改善を基本として考えておりま

す。 

【会長】 

・それでは、ただ今の事務局の発言を踏まえて委員の皆様よりご意見を伺いたいと思います。ご意見

のある方は挙手をお願いします。 

【委員】 

・「循環バスアンケート結果」の５ページの円グラフと表示されているパーセンテージの比率とがあっ

ていないと思いますが。足して１００％にならないということですが、どのような円グラフとなって

いるのでしょうか。 

【事務局】 

・回答が複数回答となっていることから、パーセンテージをすべて足しても１００％になりませんが、

円グラフにつきましては、全体の回答比率をもとに、円グラフ化したものになります。 

【委員】 

・「循環バスの利用状況報告」の６ページですが、回数券の利用状況が示されていますが、こちらは枚

数ということでよろしいですか。 

【事務局】 

・こちらにつきましては、枚数となります。１枚５０円ですので、高校生以上であれば１５０円です

ので３枚、小学生であれば５０円ですので１枚というようになります。誰が使ったということまでは

分かりませんので、トータルの枚数となります。 

【委員】 

・アンケート結果というのは、前回の会議で申しましたけど、私の予想通りであった。 

・今掛かっている経費の中でどう改善をしていくかということになると思うのですが、市民のみなさ
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まの要望をどこまで取り入れることができるかということになる思うのですね。私の希望としては、

できるだけ取り入れて欲しいと思います。出来るのであれば、事務局より改善案が示されれば良かっ

たかなと思います。 

・例えば、新鎌行きの便を増やして欲しいという要望があって、それができるのであればやって欲し

いと思いますし、どうなのでしょうか。 

【会長】 

・増便という要望がアンケートの中で多くあったところですが、このことに対して事務局のスタンス

としてはどうなのかという質問でした。 

【事務局】 

・今後の予定としては、前回の会議で示したとおり今年度あと２回の会議の開催を予定しており、そ

の中でできるもの、できないものを判断して示していきたいと考えているところです。 

【会長】 

・難しいところもあると思いますけど、みなさんの意見を踏まえて決めていきたいということなんで

すけど、増便というのはありですか。 

【委員】 

・例えば、８ページに「運行日、運行便数は見直した方が良い」回答が６４％いました。日曜日も運

行して欲しいという要望も多かった。これを実施するというのは難しいんでしょ。このまま実施した

らお金だけかかって効果が薄いというわけでしょ。だから、こういうことを含めて案というものを出

していただかなければ我々も考えようがないと思うんですよ。 

【事務局】 

・増便というのはなかなか難しいのかなと捉えておりますが、全体の中でメリハリがつくのであれば

対応していきたいと思います。予算もかなり影響しますので、できるだけ現行を維持しながらと考え

ているところです。 

【委員】 

・日曜祭日の話が出たのでお話しさせていただきたいと思います。平塚地区には白井聖地公園という

墓地があるのですが、ここには松戸から主に高齢者の方が来るのですが、やはり日曜祭日の利用者が

多くて、平日は少ない。運行すれば、そういう方々が利用するのではないかと思うんです。それから、

白井の湯があり、環境塾というのが平塚の延命寺の近くで地区で活動しているんですけど、ここは、

日曜日にイベントなどをやることが多いので利用者がいるのではないかと思います。そこでお聞きし

たいのは、何人ぐらいの利用者がいれば市としては良いのかということをお聞きできればと思うので

すが。 

【会長】 

・日曜祭日の運行した際の、需要の目安ということですけど、いかがでしょうか。 

【事務局】 

・需要の目安としてはっきりした数字というのは捉えておりません。あくまで行政として考える上で、

費用対効果ということを見ますので、やはり平日並みは乗っていただきたい。現在土曜日に運行して

おりますが、平日に比べると３０％程度乗客が減ります。このようなことを踏まえまして、平成１５

年４月から日曜運行をやめています。廃止した際も、利用者が少ない、費用対効果が見込めないとい

うことで、地域公共交通会議の中で議論していただいてやめたという経緯がございます。委員ご指摘

の北ルートに需要があるということは事務局としても感じていたところですが、北ルートのみ需要が
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あったとしても、４台すべてを運行して初めて循環バスとして成立するので、そこだけを見て日曜運

行を再考するというのは難しいのかなというのが今のところの正直な意見です。 

【委員】 

・結果を見ますとシルバー層の利用が多いということと、シルバー層からの例えば字を大きくして欲

しいとか、分かりやすくして欲しいという要望が多いと感じます。アンケート結果からそう見えてく

ると思います。だから、そのことを重点的に取り上げて欲しいなと。シルバー層の利用が多くて今で

も不便を感じている。ここのところを充足して欲しいなと資料を見ても感じているところです。私は

普段車で移動することが多いのですが、将来的には必要となるものと考えておりますので対応してい

ただきたいなと思います。もう一つ、地域的には新鎌ケ谷を要望する意見が多いなと感じました。 

【会長】 

・委員さんからはシルバー対策というのが重要ではないかということと、便数に限らず文字を大きく

するとかそのような対策もあるのではないかということ、新鎌ケ谷への要望が多いなということでし

た。 

【委員】 

・アンケートの結果を見させていただいて、４点程気になることがあったのですが、駅を通って欲し

いという意見が非常に多いなと感じました。私も思うのですが、新鎌から千葉ニュータウンまで駅を

直行して、いわゆる北総線に対抗するということになるんですけど、それを作ることですごく利便性

が上がると思うので、アンケートをした以上耳を傾けるべきではないかと思いました。それから、白

井市役所での乗り継ぎなんですが、必ず市役所をとってしまうので不便を感じてしまうというのが私

の印象で、駅での乗り継ぎして欲しいという意見が多いことから駅での乗り継ぎという考えも必要な

のかなと感じました。あと、時間が被っているというのは私が新鎌を利用していて思うのですけど、

２時間３時間もバスが来ないにも拘らず、１０分１５分間隔で２本来ることがあったりと、これを等

間隔にというのがベストなのかと思います。欲を言えばアンケートにもありますように１時間に１本、

しかも同じ時間帯、例えば新鎌だったら１時ピッタリ、２時ピッタリだとみんなも利用しやすいのか

なと思いますし、結局近所の若いお母さんたちもなんでナッシー号を利用しないのと聞くと時間がバ

ラバラで時刻表を手帳に挟んで見ても訳が分からなくなってくるからと、若い人でも訳が分からなく

なってくるから、行ったら帰って来れない、時間をどこかで潰さなければならないという方が多かっ

たりするので、子供連れで１時間も潰さなければならないというのはとても苦労がありますのでそう

いった配慮、それから定刻通りという意見も多かったと思うのですけど、行ってしまったのかとただ

でさえ本数が少ないのに定刻通りに来ていないので不安になる。大抵みなさん１０分前に来て待って

いるんです。でも結局来るのは２０分遅れだったりすると、３０分待つことになるんです。ただでさ

え本数が少ないのにこれだけ待たされると、ただでさえ利便性が悪いなと感じて足が遠のいてしまう

ので、もう少しその辺を考えていただければなと思いました。 

【会長】 

・いろいろご指摘をいただきましたが、新鎌から千葉ニュータウンまで北総線に対抗するようなルー

トをというのが１つ。それから、市役所ではなく駅乗り継ぎというのもあるではないか。全部市役所

を通る必要はないのではないか。それから、ダイヤの濃淡があるということ。それを解消するには増

便がベストかなということ。それから、定刻通りに来ないというのが問題がある。そういうことがあ

って非常に待ち時間が多くなる。このようなご指摘をいただきました。 

【事務局】 
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・循環バスに対して今回アンケートを取らさせていただいて、また委員さんから貴重なご意見を賜っ

ておりますが、条件としまして４台のバスをどのように効率良く回すかという中での組み立てという

ことがまず前提にあるということ。したがいまして、等間隔にバスをある一定の目的地に回すという

ことは不可能な場合もございます。ですから、今改善を前提にお話しさせていただきますということ

で議論させていただいておりますが、今ある４台でどのようにアンケートで出てきた結果や要望に応

えられるようにルートなりを変えることができるかという部分を、これから事務局で検討させてご提

案をさせていただきたいというのがまず一点考えているところです。それと需要というのは確かに駅

への需要が高いということなんですが、市内全域を見ました時に交通弱者を救うという視点から見ま

した時に、北ルートで通学便を確保しなければならないといった目的もございますので、そちらの方

へ優先的な配慮をせざるを得ないという目的もございますのでその辺を総合的な面で判断するという

点もございますのでご理解をいただきたいと思います。また次回の時に具体的な案を示させていただ

きますので、この分は逆にこうすればできるのではないかという形でのご意見をいただきたいと思っ

ているところですのでよろしくお願いします。 

【委員】 

・私は以前から委員をやっているのですが、第二小学校の場合はこのルートになる前は、４つのルー

トが全部集まって乗り継ぎできるようになっていたところです。それが、平塚分校がなくなって、平

塚分校に通うお子さんが第二小学校に通う足がなくなって、朝は何とか確保したのですけど夕方はど

うしても時間にあわない。このルートを作った時に第一優先として第二小学校の下校を考えますよと

いうことでつくっているわけですから、その際、乗継はどうしましょうかという点については、ある

程度乗り継ぎに関しては犠牲にするしかないといとうでやっています。そうしないと、どうしてもル

ートを組むことができない。第二小学校へ通うお子さんと、福祉センターへ通うお年寄りを何とかし

ましょうということで考えたものですから、要望とかありますけど、それにはバスも人も増やさなけ

ればならないということになりますから、今もバスは休みなしで走っているわけですからこれ以上増

やすとなると市の負担がかなり大きくなってくるということになります。そういったことを考えると、

これ以上は考えることができないということで、乗り継ぎは、市役所しか出来ないとしていたものを

西白井の駅でもできるようにしたりとその辺も考えてこのようになっている。もしルートなどを見直

す時は、お子さんの帰る時間を配慮して決めていただかないといけませんので委員みなさんも配慮し

て欲しいと思います。 

【会長】 

・委員さんからは、現行ルートを決めた時の考え方を紹介していただきました。第二小学校の児童へ

の配慮、福祉センターへ通う方へ配慮した時刻となっているということでした。 

【委員】 

・その割には福祉センターの評判が悪いですよね。 

【委員】 

・行く時の時間と帰る時の時間は福祉センターの方で要望された時間ですから、それに合わせていま

す。センターは４時５時までやっていますけど２時半から３時にはみんな帰ってしまいますからその

時間に合わせてくれということでそれに対応した形になっています。朝は一番で良いのでしょうけど

帰りの足はどうしてもお昼過ぎには帰ってしまいますので、２時半から３時のバスにしてくださいと

いうことでこの時間帯に福祉センターへ着けるようにしてあるんですね。それが狂ってしまうとどこ

かにしわ寄せが来てしまいます。 
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【委員】 

・小学校の通学というのは朝と夕方ですよね。それからシルバーについても、福祉センターへ向かう

朝とその帰りということですので、昼に走らせてもあまり意味がないということなんですかね。極端

かもしれませんが、その空いている時間をほかの要望のあるところに回すというのはできない相談な

のでしょうか。 

【事務局】 

・北ルートにつきましては、先ほど委員さんが仰っていたようにある程度帰りの時間に合わせたよう

になっておりますので、このバスについて時刻の変更というのは事務局としましてはあまり考えたく

ないというのが今のところの考えです。あと他のルートに回すというのは循環バスの目的であります、

交通弱者等を対象とした交通機関としてやってきていますので、どの程度までできるかということを

含めて考えなければいけないのかなと。今すぐできますとかできませんというものではありませんの

で、そこを含めて考えたいとは思っております。 

【会長】 

・可能性の一つとしてバスルートを固定しないということも有りなんではないかということでした。 

【委員】 

・市役所中心にルートを考えられていることなんですけど、これが良いのかどうかってことですよね。

これが基となって編成されていくから、時間が長くなったりとかね。これを駅中心となったら、また

違った形になってくるということですよね。利用者からすれば、駅中心となると良いわけですよね。

今の現行ルートの都合上、市役所を起点にしてルートが決められているということですよね。これを

駅中心に考えられると新鎌だと、朝は北総線が１０分おきに来るのでこれは良いと思うんですよ。９

時台１０時台というのは新鎌行きのバスというのは少ないんですよね。利用者を増やすということで

あればここを走らせれば良いんですよね考え方としては。もう一つは、不便なのは表示がわかりづら

い。定期的に乗っている人は良いかもしれないけど、たまに乗る人というのは、どうもわかりづらい。

間違えちゃうんですよね。西白井駅なんかで見ますと時々間違えている人なんかいますよね。新鎌行

くにはこうですよ。市役所行くにはこうですよというように分かりやすく表示してもらいたいですね。

市役所行くのに１５分で行けるのに４０分かかってしまうこともあるんですよね。その辺をうまいよ

うに表示の方法を変更してもらうと、全部というのは無理だと思うんですが主なところだけでもやっ

ていただきたいと思います。行先をはっきりと示すだけでもお願いしたいと思います。 

【会長】 

・３つ意見をいただきました。１つは、市役所中心という時刻になっているけれど、駅中心というこ

ともあるんではないかということ。それから、利用者を増やすのであれば新鎌行きの便を増やすとい

うのもあるのではないか。それから、バスの表示について。バスの表示が非常に分かりづらいという

ことでした。 

【事務局】 

・まず市役所中心ということなんですけど、こちらにつきましては、バスの待機所、それから乗務員

の休憩所ということがございますので今の形となったと捉えています。新鎌ケ谷駅の関係ですけど、

こちらにつきましては便数の関係ですので全体の中でできるのかどうなのかというのを踏まえた上で

検討していきたいと思います。バスの表示につきましても、窓口等でも分かりづらいというような意

見もございましたので、簡易的ではありますけど、各バスのダッシュボードのあたりに何か表示でき

ないかどうかということでバス事業者と調整しているところです。 
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・バス停の表示につきましては、見やすいという意見と見づらいという意見とありました。意見とし

ては、圧倒的に見づらいという意見が多かったです。どういう表示の仕方が良いのか他市の状況等を

含めて現在検討中です。どういう風に変るのかというのはお示しできないのですがバス停の表示につ

いては変更したいと考えております。 

【会長】 

・委員さんを踏まえて例えば、こちらへ行くにはこうですよというような例示を示すということも検

討されるということで良いですね。 

【委員】 

・２つ時刻表があると間違えて乗ってしまうことがあるんですよね。だから、市役所へ行くには、何

時と何時の便に乗ってくださいということで表示して欲しいわけですよ。何か工夫できないかという

要望です。 

【会長】 

・要望を踏まえて改善策を検討して欲しいということです。 

【委員】 

・例えば時刻表についてですけど、これはすべて載せていますよね。でも、自分に必要ないところっ

てありますよね。だったら４枚綴りとかにして自分に必要なところだけを持っていくようにして、地

図は例えば、西白井の駅のところを大きくして時刻を書くようにするとか。本数が少ないのでそれを

地図に載せて、矢印で方向を示してこっちだと何分かかります。反対だと何分かかりますというよう

にしてやったりとか、１枚にして集約させようとしてしまうことに無理があるのかと思います。１枚

にしなくても良いのかなと思います。 

【事務局】 

・現状のルート図につきましては、作成する段階で意見を聞いた際にお年寄りが使用しやすいように

１枚の方が良いのではないかという意見がありました。そういう意見を受けて作成したのですが、や

はり見づらいという意見がございまして、市のホームページの方でアップしている時刻表の方は、ル

ートごとに取れるようにしております。こちらを１ページごとにして数ページにしてしまうと印刷経

費の方が大分掛かりますので、総合的に判断してこの１枚のものを使わせていただきまして、配布し

ているところです。 

・それから補足ですが、利用の形態も様々で先ほども乗り継ぎという話がございましたが、そういう

方々もかなりいらっしゃいますので、１つのルートだけではなくてそれぞれのルートを使ったりする

場合もございますので、そういう面での配慮というのもございます。 

【委員】 

・料金についてのアンケートがありますが、回答としては今の料金が妥当だろうということでしたが、

私も妥当だと思っております。他の市町村でも１００円均一でやられているところもあるんですよ。

千葉市だと一般のバス、京成を利用してある一定のところまでは１００円なんですけどそっから先は

急にガンって上がってしまうんですけどね。そういうところもありますけどね。白井としては、地域

事情というのもありますけど現状でよろしいのではないかと思います。他の方はどうですかね。 

【委員】 

・北総線が高いということがあって時間が合えば利用したいとみなさん考えるところであって、北総

線が安ければわざわざバスを利用することもないんでしょうけど、新鎌へ行くということであれば、

定刻で行く人には電車を利用される方が多いと思うのですけど、時間を気にしなければ北総線の半額
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で乗れるということがあるので利用されると思うのです。金額はいろいろと負担はあると思うのです

が、あまり変えないでいただきたい。このままの利便性で金額を高くしてしまうとみなさん誰も使っ

てくれなくなってしまうので、利便性がすごく良くなったら少し上げるようにしたらどうかと思いま

す。 

【会長】 

・これ以上料金を上げてしまうとかえって人は増えないだろうという意見でした。現行料金が適正で

はないかという意見でした。 

【委員】 

・バスのチケットについてですが、アンケートの中に運転手から市役所に行くように言われたという

ような意見があったのですが、バスの中で買いづらいということなんですかね。どういうことなんで

すかね。 

【事務局】 

・市役所では事業者の売り上げに関するものを収受することはできないので取り扱っておりません。

バスの中で販売、もしくはバス会社の車庫で販売ということで行っております。このアンケートの意

見につきましては、このような事実は把握しておりませんので、こちらとしてもよく分からないとこ

ろですが、意見はすべて記載しておりますのでこのような意見があったということでご理解いただけ

ればと思います。 

【会長】 

・アンケートではそのような意見があったけれどもそのようなことはないということですね。 

【事務局】 

・はい、その通りです。 

【委員】 

・事業の総額、チケット代等の収入とか、バス代とかの支出というのはどうなのでしょうか。 

【会長】 

・全体の収支ということで良いですかね。 

【事務局】 

・平成２３年度の実績としてお答えいたしますと、運賃収入が１，５２０万円。運行会社に支払った

総額が５，２００万円。年間でかかる経費がこれらを合わせた金額で６，７２０万円。というのが、

１年間バスを４台走らせた場合の経費となります。 

【会長】 

・今のは運賃収入にチケットが含まれているということでよろしいですか。運賃収入として、利用者

に負担いただいているのが１，５２０万円。市が持ち出しているのが５，２００万円。運行総経費が

６，７２０万円ということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

・その通りです。 

【会長】 

・それでは今回いろいろな意見をいただきました、また、アンケートの意見等もございますが、これ

らを踏まえまして、次回までに事務局の方で具体的な方向性について示すということで進めてまいり

たいと思います。 

・次回についてはいつ頃になりますでしょうか。 
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【事務局】 

・次回については、１月下旬から２月上旬にかけて開催させていただきたいと考えております。また、

改めて日程調整をさせていただきたいと考えております。 

【会長】 

・それでは、議事については以上で終わりにさせていただきたいと思います。 

【会長】 

・続きまして次第の２．その他につきまして、何かご意見ありますでしょうか。会議自体についてご

意見や、今後の進め方についてなど何かご意見ありましたらお願いします。 

【委員】 

・西白井のところで北総線の回数券の自販機ができたと聞いたのですが、これはどこが設置したのか。

これから先、白井駅や中央駅の方までやる予定があるのかどうか。どうなのでしょうか。 

【会長】 

・西白井の駅の外のお店の前に回数券の自動販売機が置かれていることについて知っているかという

ことですね。 

【事務局】 

・北総線の割引チケットが自販機に置かれているということは確認しております。実際に物を見てお

りまして、内容的には一民間会社が会社の業として行っているものということを確認しております。

その業者の方については、古物商の免許を取られている方できちんとした販売をされているというこ

とです。この業者の方ははっきりとは言っていませんが今後広げていきたいような感じはうかがえま

した。ただ、実際そう言ったわけではありませんので分かりません。どうしてそこに置かれたかとい

うのも商行為のことですのでこちらでは捉えておりません。 

【委員】 

・今までは自主的に駅前のお店でサービス、ボランティアでやってくれていた。これとは料金が違う

ような話を聞いているが、民間がやっているのでそれはそれで良いのですが。この循環バスだって市

役所で買えないかというような話がありましたけど、自販機があればいつでも買えるわけですよね。

ただ循環バスの回数券だけで自販機を作るとなると高いから無理だと思うのですが、自動販売機を京

成のバスの回数券と合わせてやったらどうかと思いましてちょっと発言させてもらいました。 

【会長】 

・ありがとうございました。 

【会長】 

・以上をもちまして、平成２４年度第３回白井市地域公共交通会議を閉会いたします。 

・みなさまお疲れさまでした。 

 

○会議終了 （午後３時２０分 閉会） 


