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平成２４年度 第４回白井市地域公共交通会議 

＜会議録＞ 

 

日  時：平成２５年３月２７日（水） 午後２時～午後４時 

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、 

瀬戸雅一委員、高中秀樹委員、田中徹委員、戸澤健太郎委員、内藤健作委員、 

福田孝一委員 （五十音順）全１１名 

欠席委員：赤松茂委員、小林敬子委員、平川進委員 ３名欠席 

傍 聴 者：３名 

 

○開会 

【事務局】 

・本日の会議の流れについて説明させていただきます。 

・会議の時間は、2 時間を予定しています。 

・初めに、資料「循環バス運行見直し（案）について」の１ページから３ページまで、大項目１「導

入経緯」から５「今回の見直しの方向性」までの説明をいたします。 

・その後、３ページの下段から、６「循環バス運行見直し（案）について」の項目ごとに審議いただ

き、承認をいただきたいと思います。 

・本日の予定としましては、５ページの「運行ルートについて」までとしておりますが、時間の許す

限り「時刻について」「その他」についても審議いただければと思います。 

 

○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）循環バス運行見直し（案）

について、事務局より説明お願いします。 

 

○（１）循環バス運行見直し（案）について 

【事務局】 

・初めに、循環バス「ナッシー号」の 導入経緯、目的などについて確認の意味を含めまして、資料

に基づき説明させていただきます。 

 

１ 導入経緯について 

・循環バス「ナッシー号」は、平成７年頃から全国の自治体において、「高齢者福祉」「廃止路線の代

替え」「公共施設利用促進」などの目的で循環型のバスが導入されるようになり、白井市でも市民から

運行の要望が多く寄せられるようになったことから、平成８年度から循環バスの運行の検討をはじめ、

平成元年から福祉センターの送迎用のバスとして運行を行っていた「福祉号」のほかに小型バスを１

台購入し、平成１０年１０月より２台体制で試験運行を開始したところです。 

・平成１２年９月からは４台体制で本格運行を開始し、以降、概ね３年を目途に見直しを重ね、直近

では、平成２２年９月１日に車両の買い替えなどを含む大幅な見直しを行ったところです。 
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２ 目的について 

・循環バス「ナッシー号」の目的は、高齢者や小学生を含む交通弱者の通勤、通学、買い物、通院等

日常生活を送る上での交通機関として循環バス「ナッシー号」を運行することにより、交通不便地域

の解消や公共施設の利用促進を図ることとしています。  

 

３ 現在の運行状況について 

・ルートについては、市役所を中心として、東西南北へ向かって４つのルートが運行しています。 

・運行日については、月～土曜日で、日曜、祝日、年末年始の 12/29～1/3 までの期間は、運休日

となっています。 

・運賃については、高校生以上１５０円、中学生１００円、小学生及び障がい者が５０円となってい

ます。また、回数券を販売しており、一般回数券が５０円券２４枚つづりを１０００円で販売、７０

歳以上の方が対象としたシルバー回数券を、５０円券３０枚綴りを１０００円で販売しております。 

・回数券の販売状況につきましては、別添資料「利用状況報告」の６ページに示してありますので確

認ください。 

・バス車両については、バリアフリー型小型ノンステップバスを４台導入しています。いずれも、車

いす１台固定できるようになっています。 

・乗車定員は、乗務員を含んで３４人が定員となっています。内訳は、乗務員が１人、座席１２人、

立乗車で２１人となります。 

 

４ 現行ルートの考えについて 

・運行方法については、乗り継ぎ、待機場所及び乗務員の休憩所としての機能を有し、限られた台数

で市内全域を運行するために、市の中心に位置する市役所を拠点とした循環運行となっているので、

運行の分かりやすさという点を考慮し、東西南北のコース表示をすることとしています。  

・ルート・時刻設定上の留意事項としては、第一小、第二小への運行時刻は登下校の時間に留意し、

学校運営に支障がないようにすること。 

・福祉センター利用に係る運行時刻は、循環バスの運行経緯から利用時間に留意すること 

・各系統への引き継ぎ時間は、 低でも１５分はとること。これは、乗務員の休憩時間に配慮したも

のです。 

・利便性の向上のため、従来の市役所の他、西白井駅で乗り継ぎ可能とする。ただし、市役所及び西

白井駅での乗り継時間までは配慮しないものとなっています。 

・前回見直し時の各ルート設定の考え方ですが、西ルートについては、路線バスと競合しているとこ

ろが多く、西白井地区いわゆるベリーフィールドといわれる地区は、ちばレインボーバスの西白井線

が運行しており、この地区から新鎌ケ谷駅までの経路が確保されています。また、七次台地区は、新

京成バスの鎌ヶ谷大仏線が運行しており、西白井駅や鎌ヶ谷大仏駅までの経路が確保されています。 

・これらルートを設定する際に当時の委員より、市内の路線バスとナッシー号のバランスを保つよう

にという指摘があり、路線バスに配慮しつつ、利用者のニーズに対応するため、西白井地区からは西

白井駅方面・市役所方面へ、七次台地区からは新鎌ケ谷方面へ行けるようなルート設定になっていま

す。 

・東ルートについては、福祉センターへの利便向上を図るために、宗像神社先を曲がり福祉センター

へ直接行けるよう検討したところ、交通安全上道路状況が好ましくないということだったので当時の
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既存のルートの設定である、国道４６４号線へ出てから回ってくるルートを引き継いだ形の設定にな

っています。 

・また、第一小学校への登下校時間を第一に配慮し、福祉センターへの乗り入れ時間への配慮も行っ

た設定となっています。 

・南ルートについては、冨士地区生活圏等を考慮し、冨士地区から新鎌ケ谷地区へ運ぶという考えの

もとルート設定しています。 

・鎌ヶ谷大仏駅へは、ちばレインボーバスの白井線や新京成バスの鎌ヶ谷大仏線が運行しています。 

・北ルートについては、第二小学校の登下校の時間を第一優先に設定しています。 

・また、工業団地へのアクセスが１日７便となり平成２２年実施の見直しの際に、３便増便となって

います。 

 

５ 今回の見直しの方向性について 

・基本的考え方としましては、循環バス「ナッシー号」は、平成 22 年 9 月に車両の買い替えを含む、

ルート・時刻の大幅な見直しを実施しました。現在、見直しから２年が経過し、利用者も乗務員も現

在のルート等に慣れてきております。また、利用者数は、平成 22 年度の 1 月平均利用者数 11,334

人に対して、平成 24 年度（2 月末時点）の 1 月平均利用者数は、12,945 人と、12.5％の増、人

数にして１月あたり 611 人も増加していることからも、現行のルート・時刻をベースとした改善を

行うこととします。利用者数の推移につきましては、利用状況報告の２～３ページでご確認ください。 

・その中で、４台という限られた台数、費用面等を考慮し、アンケートや市民からの意見、事業仕分

けでの指摘、委員の皆様からの意見等を踏まえた改善を進めることとしたいと考えております。 

・改善に向けた検討事項としましては、昨年実施したアンケート結果や日頃利用者の方々からいただ

く意見・要望等、今回の会議日程調整の際に委員の皆様からいただきました意見等に配慮し次に掲げ

る事項について検討を行うこととします。 

・運賃について 

運賃値上げの有無、乗り継ぎ券の改善 

・運行日、便数について 

増便が可能かどうか、日曜日運行の実施の有無 

・運行ルートについて 

駅を基準とした考え方が可能かどうか、河原子街道の運行をどうするか、七次台小学校の通学対応 

・時刻について 

渋滞対策、乗り継ぎ時間の配慮 

・その他 

バス停時刻表の表示の関係、バス停の新設の必要性の有無、バス停付近の施設名変更等に伴うバス

停名称の変更など 

・事業仕分けで指摘された事項についての対応についてですが、事業仕分けは昨年度の 10 月に行わ

れました。 

・指摘された事項については、昨年 7 月に開催しました第 2 回の会議の際に報告させていただきまし

たとおりですが、今一度報告させていただきます。 

・交通事業は受益者負担が原則である。 

・採算性の観点からも、将来的には民間で担うべきではないか。既存の委託料の制度設計では、受託
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バス会社の業務改善によるインセンティブが働かない仕組みとなっているので、運賃や運行時間など

も民間事業者に決めさせて、インセンティブが働く内容に変えた方がいいのではないか。 

・目的はバス運行ではなく、市民を運ぶことである。運賃収入では採算が採れないことについて、交

通弱者の足を確保するために理解していただくか、もう少し負担しようとなるのか、オープンな議論

が必要と思われる。 

というものでした。 

・これらの指摘事項について、検討を行いましたが、受益者負担となると、値上げを実施しなければ

ならず利用者の費用負担を考慮すると困難であり、インセンティブに関しては、いろいろと検討を重

ねたところですが効果的な案は見当たらず、市としては設計書作成の際に運行経費の精査等十分に行

った上で契約をしたいと考えております。 

・以上、説明を終わります。 

【会長】 

・見直しの本格的な審議に入る前に、事務局より、これまでの経緯から見直しの方向性まで説明があ

りました。何か質問等ございますか。 

※質問なし 

 

・それでは、これから実質的な審議に入るわけですが、各項目ごとにご審議いただければと思います。 

【事務局】 

・循環バス運行見直し（案）について 説明させていただきます。 

・初めに、運賃について説明いたします。 

・運賃については、受益者負担という点から考えると、平成 23 年度実績で一人あたり負担額が 359

円という状況から、運賃を上げる必要性も考えられるところですが、アンケートで現状維持という意

見が多数あったこと、通学で利用する子供達や福祉センターなどに通う高齢者の費用負担等を考慮す

ると、値上げを実施することは厳しいと判断し、現状維持としたいと考えます。 

・乗り継ぎ券は、市役所と西白井駅での原則到着直後の発車便に限り、他ルートへ無料で乗り継ぐこ

とができます。乗り継ぎ券の目的は、バスを乗り継がないと目的地に行けない場合に利用者の負担を

軽減するため行っている制度です。 

・この制度を悪用し無賃乗車を行っている例が見受けられるという意見が乗務員からありました。 

・制度の悪用の具体例としましては、市役所にバスに乗ってきます。そして、他のバスに乗るので乗

り継ぎ券をくれと言ってもらって、市役所で用事を済ませます。そして、先ほどもらった乗り継ぎ券

を使って帰っていくという。帰りの運賃をタダにしてしまうというやり方です。 

・他には、いざという時に使うつもりで、もらえるだけもらって、カバンの中に仕舞い込んでいる人

を見かけたということもありました。 

・これらを踏まえて、現在全コース共通の乗り継ぎ券を発行しているところですが、コースごとに乗

り継ぎ券の色分けを行い、同じコースへの乗り継ぎができなくなるようにすることで不正使用等の防

止を図ることとしたいと考えます。 

【会長】 

・ただ今事務局から運賃について説明がありました。 

・運賃については、現状維持ということで、あとは、乗り継ぎ券について、運賃そのものではありま

せんが、不正乗車のような事例があるようなので、これについては改善を図りたいということです。 
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・委員の皆様ご意見いかがでしょうか。 

【委員】 

・市の財政的な負担は変わらないということでよろしいのでしょうか。 

【事務局】 

・基本的には、今の状況を大きく変えないようにということで検討を進めたところです。 

【会長】 

・財政負担としては変わらないということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

・まったく変わらないということではありませんが、概ね現状を維持していこうというところです。 

【会長】 

・他に意見等なければ、運賃については、現状維持。乗り継ぎ券については、色分けして改善すると

いうことで、ご承認いただけますでしょうか。 

※異議なし。承認 

 

・つづきまして、運行日、便数について説明願います。 

【事務局】 

・運行日、便数についてですが、まず、便数について説明します。 

・資料３「循環バス『ナッシー号』のタイムテーブル」を参照ください。１マスが 5 分単位となって

います。 

・左側が現行のタイムテーブル、右側が改善後のタイムテーブルとなります。 

・C 車の欄をご覧ください。午前中を中心に多少時間の余裕があるので、これを可能な限り詰め、 

7：00 市役所出発⇒鎌ケ谷総合病院行きを追加したいと考えます。この便を設定することで、七次台

小学校の通学に対応が可能となります。七次台小学校には、7：30 頃到着予定です。 

・七次台小学校の通学対応についての経過を説明させていただきます。 

・学校、市教育委員会と協議をしてきたところですが、学校側より通学路の整備が進み、新年度から

安全に通学できる環境が整ってきたこと、来年度の新一年生だけでも 60 人おり循環バスで乗り切れ

る人数ではないことなどの理由から、「登下校に配慮した時間設定をしなくても良い」という回答が、

市教育委員会を通じてありました。 

・しかしながら、アンケートや保護者から要望があったことなどを考慮し、すべての児童が対応でき

るものではありませんが、何かの際に対応できるよう、可能な限り時間を調整したところ１便追加す

ることが可能となったので、追加することとしたいと考えます。 

・またこの便は、7：50 頃に鎌ケ谷総合病院に到着予定となっており、病院の受付時間に間に合うよ

うにもなります。 

・日曜運行については、アンケートや利用者からの意見として要望が寄せられました。 

・しかしながら、日曜日運行を実施するとなると経費面で相当の負担がかかり、平成 12 年から 14

年までの 3 年間運行したところですが、利用者が少ないという理由で廃止した経緯があり、今回、日

曜運行は見送ることとしたいと考えます。 

・なお、経費面では、平成 23 年度の実績に基づき積算すると、14,656 千円の増となります。ここ

から、土曜日と同じくらいの利用があったと仮定した場合、運賃収入が約 2,308 千円の見込みとな

り、市の支出額となります委託料として年間約 12,348 千円の増額となります。これを、現在支払い
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をしている年間委託料の約 5,300 千円とあわせると約 6,500 千円になり、１人あたり市負担額が平

成 23 年度実績の 359 円から 444 円と増えてしまいます。 

・今後、実施にあたっては、大規模な見直しにあわせて、半年から１年程度の実証実験を行う必要が

あると考えます。 

【会長】 

・ただ今事務局から運行日、便数について説明がありました。委員の皆様いかがでしょうか。 

【委員】 

・資料３「循環バスナッシー号」のタイムスケジュールを見ると、ぎっしり詰まっているからもう追

加するところがないということですよね。 

【事務局】 

・タイムスケジュールをご覧のとおり、かなりタイトな状況になっています。 

【委員】 

・結局、新鎌ケ谷駅への要望も多く時間の調整した結果、1 便追加することができたということです

よね。 

・それから七次台小学校という話があるが、これは西白井３、４丁目が大山口小学校から七次台小学

校へ学区変更が行われるからそれに対応するということですよね。これは、帰る時ですかどの時間で

すか。 

【会長】 

・具体的にルート図で何のルートで何番のバス停か示しながら説明していただけますか。 

【事務局】 

・七次台小学校に関しては、委員の発言のとおり、新年度から学区変更が行われるので、それに対応

するということです。 

・具体的には、西ルートの 14 番西白井３丁目バス停、16 番西白井４丁目バス停あたりから黄色い

線をたどって 20 番七次台小学校へ通うようになります。 

・14 番 16 番あたりを 7 時台前半に通って、小学校には 7 時半頃到着するようになります。学校の

始業時間が 8 時 10 分頃だったと思いますので、これに間に合うように朝の時間に 1 便追加したいと

するものです。 

【委員】 

・資料３「循環バスナッシー号」のタイムスケジュールの見方が良くわからないのですが。どう見た

らよいのですか。 

【事務局】 

・バスの運行というのは、同じルートを同じバスがずっと回っていると思われていると思うのですが、

ナッシー号の場合は資料を見ていただくと、１台のバスが複数のルートを回って走っています。 

・無駄な時間をなくして効率よく回れるよう、また乗務員の休憩時間に配慮しながら組んでいるとこ

ろです。 

【委員】 

・今回は、C 車のところの朝のところに１便追加して、他は変わらないということで良いですか。 

【事務局】 

・大きくは C 車のところに１便追加して、あとは休憩時間の関係とか乗り継ぎ時間等５～１０分程度

の調整を行うところもありますが基本的には大幅な変更はありません。 
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【会長】 

・他に意見等なければ、運行日、便数について承認ということでよろしいでしょうか。 

※異議なし。承認 

 

・つづきまして、運行ルートについて事務局より説明願います。 

【事務局】 

・運行ルートについて説明いたします。 

・駅を起点にルート設定をして欲しいという意見がアンケートでありましたが、駅を起点とした場合、

バスの待機所や乗務員の休憩所を駅に設置することはできないため、別に待機所や休憩所を設けなけ

ればなりません。 

・仮に現在と同じ市役所を待機所や休憩所とした場合に、そこから駅との移動に係る回送時間を積み

重ねた結果、便数の減少にもつながることも考えられます。また燃料費等にも無駄が生じることとな

ります。 

・現行ルートの設定の基本的な考え方に、バスの待機所や乗務員休憩所を確保していて、市のほぼ中

心に位置する市役所を起点として、東西南北のコース設定している点からも現行どおりとしたいと考

えます。 

・次に、アンケートでは、千葉ニュータウン中央駅-白井駅-西白井駅-新鎌ケ谷駅を直接結ぶルートを

設定して北総線に対抗して欲しいなどという意見がありましたが、循環バス「ナッシー号」は、北総

線に対抗するためのバスではなく、「高齢者等交通弱者の交通手段」、「交通空白地域や交通不便地域の

解消」、「公共施設等の利用促進」という目的のもと運行しています。 

・駅と駅を結ぶのは鉄道の役目で、地域と駅を結ぶのが路線バスの役目、地域と地域、地域と公共施

設を結ぶのが「ナッシー号」であると考えます。 

・よって、駅と駅を結ぶルートの設定は行わないと考えます。 

・次に、駅を起点とすることや、駅と駅を結ぶことはできませんが、利用者の利便性の向上を図るた

め、西ルートと南ルートのそれぞれの 終便が、西白井駅止まりとなっているものを市役所までとし、

また、東ルートの第１便につきましては、白井駅始発となっているため始発を市役所に変更したいと

考えます。 

・お手元の時刻表をご覧ください。西ルート（鎌総→市役所）第 7 便が西白井駅終点となっています

ので、これを市役所終点へ。南ルート（冨士→新鎌）第 5 便が西白井駅終点となっていますので、こ

れを市役所終点へ。東ルート（白井駅→福祉センター）第 1 便が白井駅始発となっていますので市役

所始発に変更したいとするものです。 

・これにより、アンケートでもありましたが、西白井駅圏だけが優遇されていることが、少しでも改

善が図れ、利用者の利便の向上に繋がるものと考えます。 

・次に、河原子街道の運行についてですが、河原子街道というのは、循環バスのルート図をご覧くだ

さい。バス停番号 35 番から 88 番を結ぶ道路が、河原子街道になります。前回の見直し前までは、

平塚地区から河原子街道を通って市役所まで向かうルートがありました。 

・平成 22 年の見直しの際に、北ルートについては、第二小学校への登下校への対応、第二小学校か

ら第一小学校学童保育所への通学への対応を優先的に考慮した結果、ちばレインボーバスと路線が重

複していること、また、河原子街道を運行する区間の利用者が少数だったことなどから河原子街道の

運行を取りやめた経緯があります。 
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・河原子地区、平塚地区などの高齢者からは河原子街道の運行を望む声があることは理解していると

ころですが、今後の大規模な見直しを実施する際に改めて検討することとしたいと考えます。 

・次に、福祉センターに関しましては、利用者からは便数が減った、不便になったなどという意見が

寄せられています。 

・福祉センターへの運行は、平成 15 年の見直しの際に、それまで 18 回乗り入れていたところ 7 回

に減少し、平成 22 年の見直しの際は 6 回となっています。 

・当時、複数のルートが福祉センターへ乗り入れていたものが、１つのルートのみ乗り入れるように

なったことが主な原因と考えられます。また、市外へ運行を広げたことで従来走っていたルートを削

らざるを得ず不便になったことも考えられます。 

・福祉センターの利用者のことを配慮し、 低でも現行の 6 回は確保しなければならないと考えてお

ります。 

・今後の大規模な見直しを実施する際に改めて検討することとし、今回は現状維持としたいと考えま

す。 

【会長】 

・ただ今事務局から運行ルートについて説明がありました。委員の皆様いかがでしょうか。 

【委員】 

・河原子街道の運行に関連してですけど、私も平塚地区に住んでいるのですが、地区の高齢者は、買

い物や病院などは昔からある、スーパータイヨーや奥澤整形外科や伊藤診療所、豊田医院などに行く

ことが多いんです。 

・家に誰かがいれば車で連れて行ったりすることもありますけど、 近は勤めに出ている人も多いの

で、家族をあてにすることができない人もいます。 

・そういう人のためにも河原子街道を通るルートを作って欲しいという気持ちもありますが、今回の

見直しでは難しそうなので、その代わりというか、ひとつ提案をさせていただければと思います。 

・平塚地区を走る北ルートの終点が、33 番の第一小学校になっていますが、これをその先の 34 番

の天神前まで延ばしていただけると、お年寄りでもスーパータイヨーや、伊藤診療所、豊田医院に行

けるんじゃないかと思うのですが。 

・ルート変更ができないのであれば、ルートをもうちょっと先に延ばしてもらうということはできな

いでしょうか、検討をお願いします。 

【会長】 

・北ルートについて、第一小学校まで行っているものをもう一つ先に延ばして欲しいということです

ね。 

・すぐにというのは無理だと思うので、延ばすとどうなるかというシュミレーションを事務局の方で

やって、それから次回の会議で報告するということでよろしいですか。 

【委員】 

・駅と駅を結ぶのは鉄道の役目で、地域と駅を結ぶのが路線バスの役目、地域と地域、地域と公共施

設を結ぶのが「ナッシー号」であるということでしたが、ナッシー号というのは、そもそも交通弱者

のためにあるもので、交通弱者の方も駅に行くということも含まれるというふうに思います。地域と

地域、地域と公共施設を結ぶためだけのものではないと思うのですが。 

【事務局】 

・地域内にとどめるということではなく、あくまでも運行の中心の考え方として、地域と地域、地域
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と公共施設を結ぶというもので、現在も運行しているとおり、それぞれの地域から駅に運ぶというこ

とは当然維持したままと考えておりますし、今後の見直しの中でもその考えは変わらないとは思いま

す。 

・ただ、直接駅と駅を結ぶという考え方は、ナッシー号のようなコミュニティバスの役目ではないと

思っていますので、ご理解いただければと思います。 

【会長】 

・大きな異論というものはなかったのですが、委員より提案のありました北ルートのルート延長につ

いて、事務局でシュミレーションをして、利便性の更なる向上が図れるかどうか宿題ということでよ

ろしいでしょうか。 

※異議なし 

 

【会長】 

・ 低限、運行ルートまではということを、会議の冒頭で事務局より説明がありましたが、まだ、時

間がありますので、休憩を挟みまして、議事を続けるということでよろしいでしょうか。 

※異議なし 

 

 ５分間 休憩 

 

【会長】 

・それでは休憩前に引き続き議事を進めたいと思います。 

・資料の５ページからになります。 

・事務局より説明願います。 

【事務局】 

・時刻について、説明します。 

・福祉センターから来る東ルートの到着時間と南ルートの出発時間が 14：10 と同時刻となっていま

す。 

・この時間設定で乗り継ぐというのは非常に難しく、特に福祉センター利用者で冨士、西白井駅方面

の人からの改善要望が多く寄せられています。 

・冨士、西白井駅方面の人は、14：10 の南ルートに乗り継ぎができないと、次のバスまで約３時間

待つことになってしまいます。 

・そのため、福祉センターを利用する時間が少し短くなってしまいますが、東ルートの到着時間を５

分早め、また、南ルートのバスの時間も５分遅らせることで、10 分程度の間隔を設けることができ

るので、スムーズに乗り継げることが可能となります。 

・これにより、冨士、西白井駅方面の人が福祉センターを利用しやすくなればと考えているところで

す。 

・次に、夕方の新鎌ケ谷駅方面の運行が渋滞による影響で遅れるという意見がアンケートや乗務員か

らありましたが、全体的にバス停間の時間に余裕を持たせることができればよいのですが、スムーズ

にバスが流れてしまった場合、定刻前にバス停に着いてしまうとバスは時刻より前に出発することは

許されるものではありませんし、だからと言ってバス停とバス停の間で時間調整のために停車すると

いうことも難しいところです。 
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・そのため、大松集会所から新鎌ケ谷駅まで距離を長く走るところがあり、通常 10 分見込んでいる

ところを 15 分とし、５分程度調整するための時間を設けるようにしたいと考えます。 

【会長】 

・ただいま、事務局より時刻についての説明がありました。 

・福祉センターの利用者が多い 14：10 の同時刻発着を解消したいということと、夕方の新鎌ケ谷駅

方面の渋滞による遅れに対する対策ということです。 

・これについてご意見ご質問いかがでしょうか 

※意見なし 

・それでは、意見がないようなので承認ということでよろしいでしょうか。 

※異議なし。承認 

 

・引き続き、その他の項目について事務局より説明願います。 

【事務局】 

・その他につきましてですが、これに関しましては、運輸局への申請には必要がない事項ですが、こ

の場で協議いただければと思います。 

・バスの表示、バス停の表示については、バスの上部に電光掲示で表示しているところですが、字が

小さくて見づらいという声がありましたので、その対策として、本日配布しました資料に写真を見て

もらうとわかるように色別でルート名を表示しているところです。 

・バス停の時刻表については現在の表示が見づらいという意見もありますのが、慣れてきたという意

見もあります。そこで、一般的な路線バスの表示と同じ時系列表示にしたらどうかということで、同

じく資料として用意しております、市役所を例にして作った時刻表ご覧いただければと思います。 

・実は、この時刻表を 近まで市役所のバス停に掲示していたのですが、特に反応がなかったので委

員の皆様の意見をお伺いできればと思います。 

・また、 近バスの側面表示についての意見も寄せられております。現在の表示は、路線バスと同じ

始発地点から終点まで、途中３か所程度の経由地を表示しているものです。始発と終点が同じである

ためわかりづらい、また乗り間違えてしまったなどという意見が寄せられました。 

・他にどのような表示方法があるのか、バス事業者にも協力依頼しており現在研究中であることを報

告いたします。また、委員の皆様で何か良いアイデアがありましたらお願いしたいと思います。 

・つづいて、経費に関するものをお話しさせていただきます。 

・運行経費、委託料についてアンケート等で意見がありましたが、バスの契約、経費については、車

両の償却期間が５年間あり、平成 25 年 8 月に３年間の長期継続契約が満了しますが、車両償却期間

が残り 2 年あることからも更新するものとしたいと考えます。 

・アンケートを実施した中には、経費が高いなどという意見ありましたが、平成 23 年度実績から計

算すると、１日分の１台あたりの運行経費が 57,000 円、運賃収入を差し引いた委託料が 44,000

円となります。 

・比較対象になるかどうかわかりませんが、参考としまして一般的なレンタカー料金で小型バス 26

～28 人乗りですと 1 日あたり 38,000～60,000 円程度が相場となっているようです。 

・一般路線バスや循環バスのような形態でバスを運行させるとなると、乗務員とバスがあれば良いと

いうことではなく、予備のバス、運行管理者、整備士、車両保管所及び整備所など整備しなければな

らず、バス車両にも、運賃箱、運賃表示機などの設備を設置しなければなりません。 
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・これらを考慮して、市では設計書を作成し、レインボー、新京成、坂東交通、東武バスで見積もり

合わせを行った結果で契約を交わしたところです。 

・業者選定の際には、利用者の利便向上のため、パスモなどの IC カードに対応できることを一つの条

件にしましたが、八千代市に会社がある東洋バスについては、IC カードの対応ができないことから、

協議の結果、見積もり業者から除外したところです。 

・なお、６年目以降は、車両償却期間が終わるので運行経費から車両償却に関する経費がなくなるた

め、契約額が減少することになります。 

・次に、バス停に関しましてですが、バス停の新設について、アンケートで要望があったのは、富塚

—西白井４丁目間、大山口一丁目についてでした。 

・富塚—西白井４丁目間についてですが、ルート図でいうと、西ルートの 16 番と 17 番になります

が、ルート上の距離にして 1.15 ㎞、所要時間 2 分です。この周辺の住宅戸数は 40～50 戸、一番

住宅が密集しているところから近接のバス停までおよそ 400～500ｍ程度、徒歩 5～7 分程度であ

ることを考え、新設はしないこととします。しかし、今後住宅戸数が増えた際には改めて検討を行い

たいと考えております。 

・大山口一丁目については、西白井駅から鎌ケ谷方面に向かったところになりますが、設置するなら

ば、ちばレインボーバス大山口一丁目バス停付近に設置するものと考えますが、ここから近接の大山

口中学校バス停まで、ルート上の距離で 350～400m、直線距離でおよそ 300m であることを考え、

新設はしないことといたします。 

・「ナッシー号」は公共施設を回るという役目があるとしていますが、実は桜台小・中学校の名称のバ

ス停ありません。 

・ルート図で言いますと、東ルートの 46 番福祉センターと 47 番桜台センターの間に位置するとこ

ろになります。 

・桜台小中学校の近接に桜台センターのバス停があり、仮に桜台小・中学校としてバス停を設置する

としたら、４５番の清戸道の南側の交差点付近に設置することになると思いますが、この付近には住

居が数軒しかなく、利用者が見込めないことから新たに設置はしないことします。 

・バス停の名称については、前回の見直しの際から施設名等に変更が生じたものもあるため、資料に

あるとおり変更したいと思います。 

・続いて、７ページの８今後の見直しの時期について説明させていただきます。 

・これまで循環バス「ナッシー号」は、概ね３年を目途に見直しを行ってきたところですが、一般の

路線バス事業者や他市の状況等を確認する限り、次の見直しを実施する期間が短すぎる状況にありま

す。 

・路線バス事業者においては、鉄道駅との接続を考慮して見直しを実施するか、見直しを実施するに

しても、多少の時刻の変更を行うのみで全ての時刻の変更を行うことはせず、また、ルートそのもの

を変更することもないとのことです。 

・また、路線バスが大幅な変更を行わない理由の一つとして、１度実施した時刻表を継続することで、

利用者もこの時間に家を出れば、このバスに乗って会社にいけるなどの生活のリズムになり、そのリ

ズムを崩すことはしたくないという考えもあるそうです。 

・他市においては、印西市では、変更の必要が生じる環境の変化たとえば、合併や鉄道駅との接続な

どを考慮して一部見直しを行い、八千代市、富里市などは、運行開始から１０年近く見直しを行わず、

ともに今年度初めて見直しを行ったと聞いております。 
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・今後、白井市においても、全く見直しをしないということではありませんが、概ね見直しの期間を

３年を目途に実施してきたところですが、たとえば大きな区画整理事業が行われるとか、幹線道路の

新設など環境の変化があった際に見直しを検討したいと考えます。 

【会長】 

・ただ今、その他についてと、今後の見直しの時期について説明があったところですが、これに関し

まして、ご意見いかがでしょうか。 

【委員】 

・バス停の時刻表の案ということですが、これはそれぞれのバス停ごとにこのような形で作るという

ことでよろしいですか。 

【事務局】 

・すべてのバス停において、時系列に並べて表示したらどうかということを一つのアイデアとして考

えております。 

【委員】 

・バス停の表示の変更ということですが、「平塚キャンプ場」は「旧平塚キャンプ場」となっています

が、なくなってしまった施設の名称をあえて使うということですけれども、これが一番わかりやすい

ということなのでしょうか。 

【事務局】 

・利用者としては、キャンプ場の利用者が多かったわけではなく地元の人の利用者が多かったところ

でした。それで、他に何かあるかといわれると実は目印になるものがないんです。そのため、表示す

るとなると、旧をつけて「旧平塚キャンプ場」しかないのかなというところです。 

【委員】 

・その他の項目のどこに該当するのかちょっとわからないのですが、私が体験したことでお話しさせ

ていただきたいと思います。 

・西ルートで 6 番の清水口小学校 15：45 というのがあります、それから下にいって 16：12 に再

び清水口小学校というのがあります。私はこの 16：12 に乗って市役所へ行こうとバス停で待ってい

ました。 

・その日は、たまたまバスが遅れて 30 分位遅れていたのですね。遅れていたことがわからなくてそ

のまま乗ったんですよ。そしたら、ぐるっと回るわけですよ。 

・しかたがないのでそのまま乗って、時間に遅れてしまったわけですけど、こういうのは何とかなり

ませんか。 

・バスの運転手さんが言ってくれるのが一番良いんだけれども、どうなんですかね。 

【事務局】 

・バスの表示ということよりも、運転手さんから遅れていることの何かがわかるような一言なりが欲

しいということですよね。 

【委員】 

・運転手さんに言ってもらうというのが一番だと思うんですがね。 

【会長】 

・この対応については、何らかしらの対応、改善するとの方向ということでよろしいですか。 

【事務局】 

・この場にバス事業者の方がいますので、意見を聞いて改善の案ができればよいのですが、いかがで
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しょうか。 

【委員】 

・このバスは何分のバスですということを乗務員が言えればよいのですが、主なバス停の時刻は把握

していても、ひとつひとつのバス停の時刻までは乗務員は把握していないので、細かく何分遅れです

ということを言うのは難しいところですが、大体何分遅れですよということは言うべきなのかなとい

うことは感じております。 

・側面表示につきましては、今研究しておりまして、データを作っている会社さんと相談して何か分

かりやすい方法はないかと調整しているところですのでもう少しお時間いただきたいと思っておりま

す。 

【会長】 

・遅れた時は遅れた旨を乗務員の方が言えば間違えることはないだろうということですので対応をお

願いしたいと思います。 

【委員】 

・それから、少し工夫してもらえればよいのですが、どうもバスの表示が分かりづらいですね。 

・毎日乗っていれば慣れてくるのでしょうが、たまにしか乗らなかったりすると、特に年寄りなんか

には分かりづらいですよ。 

・西白井駅を例にすれば、新鎌に行くのか、鎌ケ谷総合病院に行くのか、市役所に行くのか、さわや

かプラザ軽井沢に行くのか、主な行き先はこの辺だと思うのですが。どれに乗ったら良いのかという

のが分かりづらいのでもう少し分かりやすく何かして欲しいと思うんです。 

【会長】 

・始発の白井市役所よりも経由地であり３つのルートが経由する西白井駅でお年寄りが戸惑ってしま

うということですね。 

【事務局】 

・すぐに対応というのは難しいので、バス事業者と調整しながら対応していきたいと思います。 

・先ほどのバスの側面表示の件もそうですけど、利便の向上につながるように何か対策は行っていき

たいと考えるところですので少し時間をいただければと思います。 

【会長】 

・他に意見等何かありますでしょうか。 

 ※意見なし 

【会長】 

・事務局に伺いますが、今後の見直し時期について、特に何かがあった時ということですけど、次の

節目ということで想定されることというのは何かございますか。 

【事務局】 

・今考えられる状況としましては、県道千葉ニュータウン北環状線が整備されているところですけど、

開通時期が遅れているということですが、これが開通したあとに一度検討する必要があるのかなとは

今の時点で考えているところです。それが、いつになるのかというのは今明確に伝えるものはありま

せん。 

【会長】 

・今後の見直しの時期として想定されるのが、県道千葉ニュータウン北環状線の開通ということです

けど、基本的にはそのような大きな外的要因があった時に見直したいということです。 
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【会長】 

・それでは、その他についてと今後の見直しの時期についても承認ということでよろしいでしょうか。 

※異議なし。承認 

 

【委員】 

・せっかくバス事業者がいらっしゃるので確認したいのですが、ルートや時間の変更は予定があった

り、考えてたりすることはあるのですかね。 

【委員】 

・ちばレインボーバスですが、白井市内で変更する予定はありません。 

【委員】 

・船橋新京成バスにおきましても、白井市内で変更の予定はありません。 

・今後、電車の時刻等に変更があった際などに併せて変更することはあるかもしれませんが、今のと

ころ予定はありません。 

【会長】 

・それでは、以上をもちまして本日の議事につきましては、すべて終了といたします。長時間にわた

りありがとうございました。 

・それでは、事務局より何かございますでしょうか。 

【事務局】 

・今後の地域公共交通会議の予定につきまして報告させていただきます。 

・見直しの提案につきまして、承認いただきありがとうございました。 

・ルートに関するところで、委員からの提案につきましては、検討研究しましてその結果対応できる

かどうかということの報告を次回５月の中旬から下旬に改めてご審議いただければと思っています。 

・そこで承認いただけることになりましたら、陸運局への申請手続きに入っていくわけですけれども、

その際は書面で進捗状況などを報告させていただきますので、会議につきましては、５月の中旬から

下旬に開催しますのでよろしくお願いしたいと思います。 

【事務局】 

・以上を持ちまして、平成２４年度第４回白井市地域公共交通会議を終了いたします。 

 

○会議終了 （午後４時 閉会） 


