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平成２５年度 第１回白井市地域公共交通会議 

＜会議録＞ 

 

日  時：平成２５年５月１４日（火） 午後２時～午後３時３０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、伊藤文夫委員、岡田崇志委員、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、 

福田孝一委員 （五十音順）全１１名 

欠席委員：赤松茂委員、小高久夫委員、平川進委員 ３名欠席 

傍 聴 者：２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、１時間程度を予定しています。 

・初めに、議事（１）「循環バス運行見直し（案）について」としまして、前回の会議で委員より提案の

ありました北ルートの延伸につきまして、事務局で検討した結果を審議いただきます。 

・続きまして、平成２４年度の循環バスの利用状況がまとまりましたので、「利用状況報告」としまして

報告させていただきます。 

 

○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】 

・３月２７日に開催しました前回の会議で委員より提案のありました北ルートの延伸につきまして、事

務局で検討しましたのでその結果をみなさんに審議いただければと思います。 

・資料に沿って説明します。 

・前回の会議の中で、委員より提案のありました北ルートの終点をバス停番号 33 番の「第一小学校」

からバス停番号 34 番「天神前」まで延長することについて、経費面、利便性の２点について検討しま

した。 

・経費面についてですが、現在の北ルートは、終点の第一小学校到着後、天神前バス停を通過し、国道

１６号を通って始発である市役所に戻るため、天神前を終点にしても、総走行距離が増えないため走行

に関する経費については発生しません。 

・資料に示した、図をご覧ください。赤いラインが実際の運行ルートになります。終点の白井第一小以

降につきましては、青いラインを走行して始発地点の市役所に回送して戻ってくるのですが、終点を白

井第一小からその先の天神前まで伸ばしても、運行している距離に変更がないため、走行に関する経費

に変更は生じません。 

・バス車両に関しましては、前面及び側面の行先表示、車内のバス停表示、車内放送等を変更しなけれ
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ばならないため数十万円の費用が発生します。 

・続きまして、利便性についてですが、北ルートの終点を天神前とした場合、スーパータイヨー、伊藤

診療所、豊田脳神経外科までの距離が近づくため利用者が増える可能性があると考えます。 

・天神前から帰る時についてですが、始発は市役所であるため、一度東ルート、ルート図の緑のライン

を利用するか、歩いて市役所まで行かなければなりません。 

・北ルートを利用することを考えると、東ルートを利用して市役所で乗り継がなければなりません。 

・東ルートと北ルートの乗継時間について調べてみたところ、概ね 15～40 分の待ち時間で乗り継ぐこ

とが可能となっています。 

・以上のことから、北ルート利用者が、天神前周辺のスーパー病院を目的地とした場合、乗り継ぎなし

で行くことができ、また、帰る時においても、市役所に一度来なければならないが、東ルートを活用し、

乗り継ぐことで、北ルートを利用することができるため、利便の向上を図ることができるものと判断し、

事務局としては、北ルートの終点を天神前とすることとしたいと提案しますので、審議のほどお願いし

ます。 

・以上、説明を終わります。 

【会長】 

・ただ今事務局から説明がありました。前回の宿題ということですけど、委員から提案のありました北

ルートの延伸についてですが、事務局としても延伸することとしたいということでした。 

・委員の皆様ご意見いかがでしょうか。 

【委員】 

・走行距離について変わりがないからということでしたが、他にこのようなケースはあるのでしょうか。 

・他のバスとかで、回送ルートを走って車庫に戻るようなものがあれば、今回と同じようにしていくべ

きだと思うのですがどうですか。 

【事務局】 

・回送バス、最終バスについてですが、極力最短距離で車庫に帰れるようにしております。 

・第一小学校からぐるっと回るようになったのは、前回の大幅な見直しの際に、第一小学校の学童の関

係がありまして、本来すべての終点を市役所としていたところ少しイレギュラーな形になっております

が、前回委員より提案いただきましたことを検討して、有効活用が図れるということですので今回提案

させていただいたところです。 

【会長】 

・他に意見等がないようでしたら、この件につきましては承認ということでよろしいでしょうか。 

※異議なし。承認 

 

○報告 

（１）循環バス利用状況報告 

・つづきまして、次第の３．循環バス利用状況について、事務局より報告願います。 

【事務局】 

・資料の「循環バス利用状況報告」をご覧ください。 

・一番下段の表が平成２４年度のものになります。 

・平成２４年度の総利用者数は、156,119 人と過去最高の数字を記録しました。対前年度比で 9,587

人の増、6.6％の増加となりました。 
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・１日あたりの利用者数にしますと、年間 293 日の運行でしたので、平均利用者数は 532.8 人となり

ます。これは、昨年度が 496.7 人なので、１日平均 36.1 人の増加となります。なお、１台あたりの

平均利用者数は、通学便を含めて 1 日 39 便運行しますので、13.7 人の利用があったことになります。

また、バスの乗車定員が乗務員を除いて 33 人ですので、１便あたりの乗車率は、41.4％。バスの座席

は 12 席ということを想像いただくと、より利用状況がおわかりいただけると思います。 

・各ルート別に見ますと、東ルート、こちらは、福祉センターや千葉ニュータウン中央駅を回るルート

ですが、対前年度比で 371 人の増、1.3％の増加となりました。 

・西ルート、こちらは、鎌ケ谷総合病院に向かうルートになりますが、対前年度比で 3,821 人の増、

8.5％の増となりました。 

・南ルート、こちらは、冨士地区を中心に新鎌ケ谷駅を回るルートになりますが、対前年度比で 3,339

人の増、7.7％の増加となりました。 

・最後に北ルート、こちらは、白井第二小学校、白井工業団地を回るルートになりますが、対前年度比

で 2,056 人の増、7.2％の増となりました。 

・２ページ目をご覧ください。月ごとの全体の一日平均利用者数と、ルートごとの一日平均利用者数の

推移を示したグラフになります。概ね右肩上がりの状況がおわかりいただけると思います。 

・３ページ目をご覧ください。各ルート各便の利用者数になります。左側が平成 23 年度分、右側が平

成 24 年度分になります。 

・全体的には、西ルートの利用者が多いのですが、１日あたりの利用者数でみると南ルートが多いこと

が分かります。また、利用者が多い便としても、南ルートが上位を占めている状況です。 

・逆に利用者が少ない便としては、特定のルートということはなく、西ルートの１便、これは、新鎌方

面から市役所に向かってくる便、などの最初の便。もしくは各ルートの最終便の利用が少ないことがわ

かります。 

・４ページ目をご覧ください。上部が曜日ごとの利用者の推移になります。 

・ご覧のとおり、平日の利用者数に対して、土曜日の利用者数が少なく、平日の約 68％の利用状況と

なっています。 

・中段から下にかけては、バス停ごとの乗降者の比較になります。左側が平成 23 年度分、右側が平成

24 年度分になります。利用が一番多いのは、新鎌ケ谷駅になります。 

・また、乗り継ぎが可能な西白井駅の利用が増えております。これは、乗り継ぎか所として利用者に浸

透してきたこともあるのかなと考えております。 

・逆に利用が少ないバス停は、宗像神社になります。ルート図で言いますと、緑色のルートの 53 番の

バス停になります。 

・ここは、周囲に住宅があまりなく、少し離れたところに点在しているような状況です。 

・このルートは、以前路線バスが走っていたのですが、廃線となってしまったという経緯があります。

そのため、バス停がなくなると、交通空白地域になってしまいますので、単純に利用者が少ないからと

言って廃止には出来ないところでもあります。 

・５ページをご覧ください。このページは、回数券の状況を示したものになります。 

・上段は、一般とシルバーの回数券の販売割合を示したものです。シルバーの販売割合が半分以上を占

めていることが分かります。 

・下段につきましては、利用状況を示したものです。シルバーの利用割合が約 60％を占めている状況

です。 
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・６ページをご覧ください。上段は、現金と IC カードの利用割合を示したものです。 

・以前は、現金の利用者が約６割だったのが、現在は、IC カードの利用者が半数以上という状況となり

ました。 

・最後に、利用者からの意見です。意見等として多く寄せられるのは、バスの走行について、乗務員の

対応について、その他についてになります。 

・最近は、前回の会議でも のみなさんに意見を伺いましたが、バスの行先表示の件や、バス停

の時刻表に関するものが多く寄せられています。 

・バスの走行について、乗務員の対応についての意見については、今年、平成 25 年 1 月に入ってから

5 ケ月経ちますが、3～4 件程度となっており、以前に比べて改善できたものと思っているところでご

ざいます。 

・以上、簡単ではありますが、利用状況を報告させていただきます。 

【会長】 

・ただいま、事務局の方から 3 月 31 日までの平成 24 年度の循環バスの利用状況の報告がありました

が、何かご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

【委員】 

・４ページの曜日ごとの利用者の推移の中で、平成 24 年 4 月と平成 24 年 10 月の金曜日が突出して

いるのですが、事務局で何か原因はつかんでいらっしゃいますか。 

【事務局】 

・事務局として、行き先や行く目的まで調べているわけではないので、残念ながら要因までは把握して

おりません。結果としてこのようになったというように認識しております。 

【委員】 

・利用状況ですが、これは一般市民に対して広報か何かでお知らせするのですか。市民に対してどうい

う形で広報されるのですか。 

【事務局】 

・市民の方に対しては、市のホームページを活用しまして数値等につきましては周知しているところで

す。 

【委員】 

・表だけ見てもわからないので、今説明したような、総括的なコメントをつけていただければよくわか

ると思うんですよ。 

・広報しろいか何かでこういうものをお知らせすれば、もっと理解が深まるのではないかと思うんです。 

【委員】 

・ホームページですと自分が見たいと思う意思がないと見ないものなので、能動的ということでもない

のですけど、広報しろいの片隅にでも載せていただければこういう感じなんだなということがわかりま

す。 

・それから、ナッシー号って土曜日にやってるんだっけというような話もするので、こういう記事が載

ればナッシー号って利用者は少ないけど土曜日もやってるんだということがわかれば、もっと使う人が

増えると思いますので、自分が積極的じゃないと調べられないということではなく、バスの中に貼るで

あるとかやってみたらどうかと思います。 

【事務局】 

・今ご意見伺いましたので、その辺を含めまして、分かりやすい広報の仕方について検討したいと思い
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ます。ただ、言葉だけ多く載せても逆に分からないという方もおりますので、その辺は事務局の方で勉

強させていただいて、分かりやすい方法でお知らせをさせていただきたいと思います。 

【委員】 

・幼稚園バスとかも外に向けて、インフルエンザ流行っていますというようなことがちょっと貼ってあ

るだけで、インフルエンザ流行っているんだなということを再確認できるみたいなこともありますので、

格好良くなくても土曜日運行していますというようなことがあると、ナッシー号は土曜日やってるんだ

と確認できるので、本当に簡単なもので構わないと思います。 

・資料についてもこんなに立派じゃなくてもっと簡単な感じで構わないので載せられると良いと思いま

す。 

【会長】 

・他にご意見ご質問いかがでしょうか。 

・それでは、循環バス利用状況報告ということで以上でよろしいでしょうか。 

 ※異議なし 

 

○その他 

【会長】 

・つづきまして、その他ということですが、この地域公共交通会議に検討審議の要望ということであり

ました。 

・委員のみなさまのお手元にあると思いますが、市内バス交通に関する検討・審議の要望ということが

出ています。これにつきまして、せっかくの機会ですので、この会議で取り上げるということでみなさ

んよろしいでしょうか。 

※委員より「異議なし」の声あり 

【会長】 

・それでは、この会議の場で検討審議をするということにしたいと思います。 

・２点挙げられております。 

・一つは、ちばレンボーバス西白井線のルートの白井第二工業団地へ向けての延伸ということでござい

ます。これにつきまして、ちばレインボーバス株式会社の委員に伺いたいと思います。状況や方針とい

うのはどうなっておりますでしょうか、お話しいただけますでしょうか。 

【委員】 

・何年か前に白井工業団地の方とお話をして第二工業団地まで延ばす予定はないかということがありま

した。 

・まず、工業団地というバス停で停まるのは、西白井線だけでなく、高柳からも来ている鎌ケ谷線とい

うのもあります。 

・第二工業団地にまでバスを入れるとなると本数を減らさないと原資が出てこない。 

・この要望書には西白井線ということでありますが、当社の西白井線は、平成 24 年度の収入は前年比

でほぼ横ばい。ナッシー号は 8.5％伸びてますよね。これだけたくさんの人が西白井に入ってきている

のに収入が伸びてこない。今月末辺りはマイナスになる見込みとなっている。そうするとナッシー号が

路線バスのお客を取り始めちゃったという結論になります。ちばレインボーバスでは富塚から新鎌ケ谷

駅まで 300 円掛かるんですけど、ナッシー号は 150 円ですから。新鎌ケ谷までの時間もさほど変わら

ないですし、待ち時間に余裕のあるお年寄りなんかはナッシー号に乗りますからね。 
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・ナッシー号が路線の客を取り始めちゃったということになると、ちばレインボーバスとしては、路線

の系統を見直しをしなければならなくなっちゃいますから、このような状況で西白井線を第二工業団地

まで延ばす必要があるのかということになります。 

・もともとこの西白井線というのは、ベリーフィールドの開発のために走らせたという経緯があります。

一番初めは貸切運行をしていたところです。ベリーフィールドさんに必要とされて、走っても新鎌ケ谷

駅までしか見込みがないから、開発が終わった時に一番端のところにバスの回転用地を取得しようとし

たけども見つからなかったので、一番近くに回転用地を確保できる工業団地まで走ることとしたんです。 

・このまま西白井線のお客をナッシ－号が取り続けてしまうと西白井線自体の存続をどうするかという

ことも考えなければならない。 

・西白井線の朝の便というのは、工業団地に利用する人も多い。昼間に関しては、ガラガラの状態で夕

方ものほとんど乗らない。 

・ここに大山口一丁目のバス停という要望もありますが、大山口一丁目から新鎌ケ谷駅までちばレイン

ボーバスでは 170 円、ナッシー号だと 150 円、たかが 20 円の差かもしれないけど、安い方に乗りま

すからそんなことされても困ります。 

・前回の見直しの際にルートを検討する分科会でも、私は重複するようなルート設定だけは認められな

いと言わせてもらったし、今のルートを設定した時にも、もし将来的に路線の客を取るようなことがあ

れば路線の方は廃止せざるを得ないということは言ってきた。 

・今のままの状態が続くというようなことがあれば、今後、縮小・廃止なども考えなければならないと

いう状態であるということをご理解いただきたい。 

【会長】 

・今、委員からは、存続の瀬戸際であるというようなお話をいただきました。それから、当初の経緯な

どについてもお話しいただきました。 

・今のお話を聞いて、何かご意見ご質問等ございますでしょうか。 

【委員】 

・これはどこまで走っているのですか。 

【委員】 

・新鎌ケ谷駅まで走っています。 

【委員】 

・新鎌ケ谷駅から終点はどこですか。 

【委員】 

・白井車庫になります。 

【委員】 

・白井車庫ですか。 

【委員】 

・２つパターンがあるんです。初めのころは、西白井のベリーフィールドの中に回転用地が提供してい

ただけるのであれば、西白井７のバス停のことろ、矢の橋の手前に停まってそこで回転して本数を出し

てくれないかという要望があった。道路を曲がって宅地の中をぐるぐると回さなきゃいけないとなると

それはダメですよと言われるんですよ。旧沼南町では、自分たちの公共交通の確保のために、回転用地

の取得の際に町が借りて提供してくれたりもしたんですよ。ここでは、用地がありませんので、工業団

地まで行って折り返しをするか、白井車庫まで戻るという２つのパターンになっています。 
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【委員】 

・白井車庫ってどこにあるんですか。 

【委員】 

・循環バスのルート図で言うと、緑の線の 42 番です。 

・ここまで、休憩とかお昼の時には帰ってこなきゃいけないんです。 

【委員】 

・西白井３丁目、４丁目あたりも通っているんですか。 

【委員】 

・新鎌ケ谷駅の方から来て、西白井１丁目から順に通って工業団地の方へ上がっていくようになってい

ます。 

【委員】 

・あちらの方はこれを利用して新鎌ケ谷駅まで行かれるんですか。新鎌ケ谷駅までどのくらいかかるん

ですか。 

【委員】 

・西白井７とか矢の橋あたりで 17 分くらいです。 

【委員】 

・結構、利用は多いんではないですか。宅地は増えていますよね。 

【委員】 

・宅地は増えていますけど、前年度比で同じくらいです。1 年間で 20,000 円くらいしかプラスが出て

いないです。 

・住宅の熟成した街の中を走っているのに、20,000 円しか増えていないのに、ナッシー号は 8.7 

％も増えているんです。 

・今月マイナスの見込みですから一年間走らせるとマイナスになっちゃうんですよ。 

・富塚のバス停からなら知っている人だったら、ちばレインボーバスの反対側のナッシー号のバス停で

待って、逆回りになりますけどそっちに乗っていきますよ。時間はそんなに変わりませんし、運賃は、

ちばレインボーバスなら 300 円でも、ナッシー号なら 150 円で行けちゃうんですよ。時間も変 

わらないですしね。 

【委員】 

・中学生からもう大人料金ですよね。 

【委員】 

・そうです。中学生以上は 300 円、子供運賃で 150 円です。ただ、学生さんなんていないですよ。 

【委員】 

・西白井 3 丁目 4 丁目あたりだと、まだ小さいお子さんが多いですよね。 

【委員】 

・そうです、はっきり言ってあと 5 年先かなと思っています。それでも、あれだけ家が建ったのにとい

うのもありますけど。 

・西白井線は、朝に時間帯の利用が多いのです。そのため、一昨年あたりにバスを 1 本追加して回した

んですよ。朝の始発から 2 時間で路線全体の 1/3 を稼いじゃうんですよ。残りの時間で 2/3 しか乗ら

ない、いかに朝の時間しか利用されていないかというのがわかりますよね。 
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【委員】 

・朝、新鎌ケ谷まで出たいという要望はかなりあると思うんですね。ただ、時間が読めないとなるとサ

ラリーマンの人たちにはちょっとつらいかもしれませんよね。 

【委員】 

・朝は、30 分間隔で出すということにしたんですけどね、本当は回転する場所があればもっと回すこ

とができたかもしれないですけどね。 

【委員】 

・民間バスですから、ペイしないと赤字じゃ走れないですから、もっと利用客を増やすことも考えなけ

ればいけないと思うんですよ。 

・実態が良くわからないのですが、西白井３丁目、４丁目あたりは人口が増えてるわけですよ。 

・どこをどう通って新鎌ケ谷まで行くかよくわかりませんけど直接行ければ良いんですけどね。 

【委員】 

・西白井の大きな通りをまっすぐ抜けて国道 464 に出て新鎌ケ谷駅に向かうんですけど、なんで人口

が増えてるのに利用者が増えないのか、増えた分の1割でもバスを利用してくれれば良いんですけどね。 

【委員】 

・この市民の要望としては良くわかるんですけど、民間ですからね、収支が赤字となってしまっては困

るわけですからね。 

・あとはナッシー号でどうするかということなんですかね。 

【委員】 

・ナッシー号は第二工業団地にもうすでに入っていますからね。ただ、利用者はあまりいないと思いま

すよ。 

【委員】 

・西白井４丁目にも走っていますよね。運賃はいくらなんですか。 

【委員】 

・西白井４丁目ですと、西白井 7 とか富塚までが 300 円で、西白井 5 というバス停までが 250 円で

す。 

【委員】 

・工業団地まで行くといくらくらいになるんですか。 

【委員】 

・410 円です。ただ、工業団地まで行くバスというのは、この西白井線だけではなく新鎌ケ谷から高柳

を通って来る鎌ケ谷線というのもありますから、第二工業団地に入れるとなると運賃の設定などに影響

が出てきたりもする。 

【委員】 

・白井工業団地に行く人と帰る人といると思うんですが、夕方も混んだりするんですか。 

【委員】 

・夕方はほとんど乗らないですね。朝の 7：00 と 7：30 の 2 本に集中している感じですね。 

・昼間は、工業団地に用事がある人が乗るくらいですからね、ほとんど乗らないですよ。 

・ですから、西白井 7 のバス停あたりで折り返しができれば一番良いんですけどね。 

【委員】 

・会社からすれば赤字覚悟で運行なんてできないですからね。 
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・今は工業団地の会社が用意したバスなんかが駅なんかに迎えが来ていますよね。西白井駅だけでも数

社ありますよ。その会社としては、費用をかけてやっているわけですよ。公共交通ができればこれをな

くすことができるんですよね。 

・一度、工業団地連絡協議会の方とお話をしてもらってね、こういう要望があるようだけど、というこ

とで話し合いの場を設けた方が良いと思うんですよね。 

【委員】 

・以前お話しさせてもらった時に伝えたんですが、西白井線だけじゃなく、鎌ケ谷線なんかも通ってい

るわけですから、工業団地を目的としない人だっているわけですよ。会社としても、利益のことを考え

なければならないわけですから、工業団地まで回して 100 人でも 1000 人でも利用するならば良いで

すけど、1～2 人のために走るわけにはいかないですよ。 

【委員】 

・西白井は世帯数で行けば、1000 を超えていると思うんですよ。人口的には、4000～5000 人くら

いになっていると思うんですよ。ですから、結構な需要があると思っていたんですよ。なんで利用が多

くないのかが良くわからないんですよ。 

【委員】 

・年齢層がまだ若いということがあると思うんですよ。 

【事務局】 

・人口が増えているのに利用者が少ないということでしたけど、西白井 1 丁目から 4 丁目までを含めま

して、すべての人口は増えています。ただし、その中の生産年齢人口 15 才から 65 才というのは、他

の地域からして大分低くなっております。全体的な年齢構成からしますと、小学生、幼稚園、中学生く

らいの子供たちはいますけど、まだ、高校生以上の他市に出るようなお子さんが少ないというが年齢構

成上見えますので、現時点では人口は増えたけど利用者が伸びないのではないかということを私たちも

感じています。ただ、この先、このようなお子さんたちが大きくなって、手が掛からくなったことでお

母さんも外に出るということもあるかもしれませんので、それを予測の範囲内としてありますけど、は

っきりしませんので私どもは数字として加味できませんがそういったこともあるのかなということで考

えているところです。 

【委員】 

・会社としては、ペイしなければいけない。そうするためにはいろいろなことを考えなければいけない。

工業団地に勤めている人も市内の人よりも、よそから来ている人の方が多いですよ。だから、西白井あ

たりで人口が増えてもね、工業団地に向かう人がいなければしょうがないと思うんですよ。 

・工業団地の活性化もそうだし産業振興の面も併せてね、工業団地の方たちと一度話し合われた方が良

いと思うんですよ。 

【会長】 

・今、委員の方から工業団地の振興策として、交通問題インフラの整備ということで話し合われた方が

良いのではないかということでした。 

・本質的にレインボーバスを要望として出ているように工業団地に回すとこは、現在でも赤字に近い状

態だし、工業団地へ延伸したとしたらさらに赤字が増えるだけだよということでした。 

・強いて延伸してもらうということはなかなか難しいだろうということが、委員の皆さんの総意である

ような気がしますけど他に意見ございますでしょうか。 
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【事務局】 

・先ほど、工業団地協議会とちばレインボーバスと市とで協議したらどうかということがございました

が、実はちょっと前の平成 19 年の話になりますが、一度 3 者で協議したことがあります。 

・その時に、工業団地協議会からは、第二工業団地にバス停がないから設置して欲しいという要望があ

り、それを中心とした話し合いを持ちました。 

・その際に、先ほどの説明の中にもありましたが、鎌ケ谷線と西白井線の話がありまして、西白井線は

当初ベリーフィールドの終末地点で回転したかったけど用地が買収できなかったので、工業団地のとこ

ろで折り返し運転するものと、白井車庫まで向かうものとの２つのパターンを作って運行していますよ

という説明をしています。 

・その時に、車両の関係と言いますか、保有台数の関係で増便することは当然お金が掛かるのですけど、

白井車庫の収容台数がいっぱいとなっていることからこれ以上台数を増やすことができないということ。

それから、当然採算面でも見込みが立たないということもあります。 

・それから、第二工業団地のどこを走るのかということもあるのですが、印西警察署から、センターラ

イン付きの 6ｍ以上の道路じゃないと運行してはだめだよと指摘をされていたようです。そういうこと

も含めて、早急に運行することは難しいということで当時工業団地協議会の方にお話しされているとい

うことです。 

・では、循環バスではどうかということですけども、平成 20 年からの見直しの際に、第二工業団地に

回るようになり、前回の見直しでは１日あたり 4 便回ったものを 7 便に増便して少しでも利便の向上が

図れるよう対処したところです。ただ、循環バスなので特定の時間に集めて回すことはできませんし、

時間帯はバラバラにはなってしまうんですが、市としては、出来る限りのことはしますということでこ

のような状況になっているところです。 

・利用状況につきましては、第二工業団地のバス停の利用者ですけども平成 24 年度の 1 年間の実績と

しましては 151 人しかおらず、時間が合わないからだということを工業団地協議会の方からは言われ

てしまうのですが、循環バスの本来の目的が、工業団地の活性化というものではないので、あくまでも

交通弱者であったり、交通不便地域を優先していることを考えますと、市の方としても限界があります。

前回の会議でお示ししたとおり、バスのタイムスケジュールとしてはいっぱいいっぱいということもあ

ります。出来る限りのことをした結果がこの状況ということなので、レインボーバスも当然民間ですの

で会社の利益ということを考えなければならないとなると現時点で増やすことも難しいでしょうし、駅

との接続の関係もあると思うんです。延ばしたりすることで、電車との連携も悪くなるし、仮に伸ばす

ことで時間がかかり、全体的に便数の減少にも繋がってくるものと思うんですよね。そういったことも

あって、レインボーバスも非常に厳しいということをおっしゃっているのかなと思います。 

・今後、どうなっていくのかというと先ほどの生産年齢人口の話があったとおり、今後どう伸びてくる

かわかりませんので一概にこの先もダメだということでもないと思いますが、現状のままというふうに

なるのかなと思います。 

【会長】 

・事務局からはナッシー号の第二工業団地の乗り入れの状況を含めてこれまでの検討経緯なども含めて

説明がありましたけど、他に何かありますでしょうか。 

※意見なし 
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【会長】 

・では、一つ目のちばレンボーバス西白井線のルートの白井第二工業団地へ向けての延伸については、

以上で検討審議については終了ということにしたいと思います。 

【会長】 

つづきまして、2 番目、大山口一丁目の白井市循環バス「ナッシー号」バス停新設について、これは市

の方ですので、事務局の方から説明願います。 

【事務局】 

・大山口一丁目バス停の新設につきましては、前回の会議で市の見解として説明させていただいている

ところですが、いろいろな状況でできることとできないこととを検討した結果をあらためて報告させて

いただきたいと思います。 

・大山口一丁目バス停のあるところは、循環バスでは南ルートと、ちばレインボーバスの西白井線とが

並走しているルートとなります。新鎌ケ谷方面に向かっていく際には、このまま同じルートを走行する

ような状況です。 

・現行のルート設定をするときに、民間バス事業者より民業圧迫とならないルート設定やバス停の配置

に配慮して欲しいとの要請があり、極力ルートであったりバス停であったりを並べないよう配慮して設

置しているところです。 

・これを踏まえますと、大山口一丁目バス停を新設するとしたら、現在のちばレインボーバスのバス停

から一定の距離をおいて設置しなければなりませんので、そうした場合にどこに置くことができるのか

ということになるのですが、バス停を設置する際に注意しなければいけない点がございまして、交差点

からは 30ｍから 50ｍ離して設置しなければなりません、それから見通しが良くない道路については極

力ご遠慮願いますということが、前回の見直しの際に警察の方との協議の中で指導受けたところでござ

います。 

・大山口 1 丁目の住宅街から出てくる道路につきましても、交差点に該当しますので、そこから 30ｍ

から 50ｍ離さなければなりません、それから、西白井地区方面から来る道路は緩やかに左カーブとな

っていますので見通しがあまり良くない状況にあります。 

・そうしますと、レインボーバスが設置している場所しか適切な場所がないということにもなりますの

でなかなか難しい状況というのがおわかりいただけますでしょうか。逆にどうしても設置するとなると、

大山口中学校に近いところで探さなければなりませんが、循環バスでは大山口中学校というバス停がご

ざいますし、レインボーバスも位置は違いますが同じ名称で大山口中学校というバス停がございます。 

・これらの状況から、事務局としては新設に関しては非常に難しいという判断をしているところです。 

【会長】 

・結論的には、難しいという理由としては、設置するとした場合にレインボーバスの大山口一丁目のバ

ス停しか適切な場所がないということで競合してしまうからということですね。 

【委員】 

・なぜだめだというのが良くわからないのですが。 

【委員】 

・千葉運輸支局ですが、なぜだめかと言いますと、そもそも運賃が違うということがあります。 

・ナッシー号のバス停が特段レインボーバスのバス停と併設してもやむを得ない場合もあると思うんで

すが、そもそも論として運賃の対応が違うます。ナッシー号はどこまで乗っても 150 円、ちなみにち

ばレインボーバスは大山口一丁目から新鎌ケ谷駅まで乗りますと 170 円なんです。20 円の差が出るん
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です。手前の大山口中学校ですと新鎌ケ谷駅まで 210 円かかるんです。 

【委員】 

・今はナッシー号のバス停の話をしているんでしょ。 

【委員】 

・ナッシー号のバス停の話なんですけど、大山口一丁目にはすでにレインボーバスのバス停が立ってる

んです。設置されているからダメという話です。 

【委員】 

・今回、大山口一丁目にナッシー号のバス停を立てたいという要望ですよね。ですから、お作りになる

のであれば、運賃の対応が違いますからどちらかの運賃に併せる必要があるんです。利用者にとっては

こんなに難しい問題はないんです。レインボーバスに乗ると 170 円でナッシー号に乗ると 150 円で

20 円の差が出てくるんです。この 20 円の差は誰が払うのかということですね。一般市民の方がナッ

シー号に乗っても 170 円払うのか、レインボーバスに乗る人は 150 円にして差額の 20 円は市が負担

するのか、このくらいの問題なんですね。 

・ですから、競合する場所においては、運賃の調整というのは必ず重要となりますので、運賃の調整を

するのであれば、特段、国としましても届出が出れば受理いたします。ただ、同じバス停から違う運賃、

一つはコミュニティバスという市が運営するバスと一つは民間のバスということですので、どちらかに

併せていただくことが筋であろうと思います。 

【委員】 

・ナッシー号は 150 円で、レインボーバスが 170 円だから 20 円の差があるよということですか。 

【委員】 

・一般の利用者から見て同じ新鎌ケ谷行きのバスが来て、150 円のバスと 170 円のバス、例えばそれ

が同じレインボーさんが運行しているとすればこんなにわかりづらいバスはないですよね。市民の方で

あれば、ナッシー号として認識されますけど、全く地元以外の方ナッシー号なのか民間のバスなのか。 

・単純に新鎌行きのバスが来た。乗った。150 円で乗れた。次来た時にレインボーバスが来た。乗った。

170 円だった。これはおかしいだろうって言われてしまいますよね。ここら辺をどう都合つけていただ

くかという必要がある。 

・市民の方に分かりやすいというのは良いんですけど、バスを利用される方は市民の方とは限らないの

で、ここら辺は是非慎重に検討していただきたいなという思いがあります。 

・そもそも地域公共交通会議で協議される事項として、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様

及び運賃等に関する事項とあり、これがまさにこのことであります。乗合運送の態様、どのようにして

乗合運送を行うのか、運賃に関してどう整合をつけるか、一般の利用者にとって同じところから乗って

不利益を与えない、もちろん平等な運賃を払っていただくということが、この公共交通会議の役目でご

ざいますので、先ほど事務局が言っていたようになるべく離して民間バスとは競合させないようにとい

うことですね。 

・ほとんどの自治体のコミバスは、100 円、150 円、200 円など固定運賃で運行していますけど、レ

インボーバスのような民間バスでは対距離運賃と言いまして、スタートから段階的に運賃が上がってい

くようになっています。ですから、全く同じところから目的地が同じでも運賃が倍になるというような

ことが実際に出てきておりますので、なるべくそういうことであれば、利用者にわかりづらい運賃設定

をされるようなバス停の設置というのはご遠慮願いたいという趣旨でございます。 
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【委員】 

・料金の違いがあるからということはわかったのですが、じゃあどれくらい離れれば良いのかというの

はどうなんですか。 

【委員】 

・離れるとか離れないとかじゃなくて、運賃をそろえていただけるのであれば、同じバス停から同じ目

的地までご利用いただくことは特段問題がないということです。ですから、170 円を払わなければいけ

ないバスに乗ったときに、150 円で乗れるバスとの 20 円の差額は本人が負担するのか、もしくは自治

体が負担するのか、もしくはナッシー号については、極端な話大山口から新鎌ケ谷まで利用される方に

ついては 170 円とするということが果たして可能なのかどうかということですね。 

 【事務局】 

・参考までにお話しさせていただきますが、西白井 1 丁目から 4 丁目までのバス停とちばレインボーバ

スのバス停とは等間隔に距離を取って設置しているところです。委員から話があったように、運賃が違

うということで競合しないように、運賃を合わせることができないので差別化を図るということでバス

停を設置しているところです。 

・ですので、今回の要望にあります、大山口一丁目のバス停を設置するということは、平成 22 年度の

見直しの際も、事務局の中では一部話があったということは聞いておりますが、レインボーバスと話し

合いをして了承をいただいた範囲で、地域公共交通会議で承認をいただき決定しているところですので、

これ以上につきましては難しいのではないかという考えを持っています。 

【委員】 

・要望を読むにあったって、大山口一丁目のバス停を作って欲しい理由として、大松方面へ向かう際に

新鎌ケ谷を経由しなければならないという時間の流れを問題にしているのであって、大山口一丁目のと

ころにバス停を作って欲しいわけではなく、大松の方に行きたいのに新鎌ケ谷を経由するのに 20 分か

かる時間の長さこそが問題であると書いてあるので、大山口一丁目の同じところに作って欲しいわけで

はないけれど、ここに作ることが難しいので、国道 464 号線上には作れませんし、大松の方へ行って

もすぐに大松集会所のバス停もありから、大山口一丁目のあたりに作って欲しいという話なんだと思う

んですね。 

・大山口中学校のバス停で停まったあとに、大松に家があるのに鎌ケ谷を経由してからじゃないと行け

ないからどうにかしてくれということなので、影山さんに仕方がないから大山口中学校から歩いてくれ

と言うか、国道 464 号線上にバス停はできませんよね、ですのであとは、大松集会所のバス停をちょ

っとずらしてというような話になるんですけど、そこでは U ターンはできないでしょうし、そういう説

明をして、無理ですと言うしかないように思えるんです。どうにもこうにもバス停は作れなさそうです

し、バス停を並べることができないのであれば、もう無理としか答えようがないように思えるんですけ

ど、影山さんには申し訳ないんですけどね。私もこの近くに住んでいるのでバス停が欲しいのは確かな

んですけどそれを言っていたら、バス停が欲しい欲しいという声ばかりになってしまうので、もう なし 

ということで良いと思うんですけど、どうでしょうか。  

【会長】 

・お近くにお住いの委員から生活に即した思いというのもありますが、仕方がないのではないかという

ご意見が出ました。 

・他に意見等ありますでしょうか。 
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【委員】 

・新鎌ケ谷に行かない系統を作るなんでことはできないのでしょうか。やはり乗りが悪くなりますか。 

【委員】 

・国はこの全部を査定したりするんですか。 

【委員】 

・査定をしているとかではなく、コミュニティバスの路線については、路線バスがない地域を対象とし

て運行することが望ましいというふうに言われておりまして、先ほどのルートのように丸被りというか、

全く民間バスと競合しているという路線というのはあまりない。他の自治体などでも一本中の道を通っ

たりとかですね、路線そのものを全く競合しないような形で計画されるのが普通であって今回のように

バス事業者のある程度の理解と協力があっての話ですので、先ほどの委員の話にありましたけどあまり

にもコミバスに乗客が移行することになるとそもそも利用されている民間バスがなくなってしまうとい

うことが考えられます。 

・ですから逆に、ご要望のとおり直接新鎌ケ谷を通らないような系統を作ることが果たして一般の市民

の方に理解を得られるかどうかという天秤ですよね。 

・1 日 2 本でも半分の便でも新鎌ケ谷に入らない系統で走ることとなったら逆におしかりを受けるよう

なことになるのではないのかなと思うのですけどね。 

・一つは、半クローズという業界用語なんですけど、例えば大山口一丁目のバス停については降車のみ

認めます、ただし乗車は認めませんよ、というルールがあるということはあるんです。ただ、それが一

般の方にご理解いただけるのかというとなかなか難しいところですよね。 

【委員】 

・例えば高速バスなんかがそうなんですが、高速バスが空港から出ますよね、鎌ケ谷に停まります、次

白井に停まります。鎌ケ谷で停まった時に乗る人はいませんよね。降りるだけですよね。そういうルー

ルとしてやっています。ただ通常走っている路線バスでそれができるかというとなかなか利用者の理解

が得られるのかということになりますよね。 

・ですから、ちばレインボーバスが 170 円で走っていますので、ナッシー号に乗れば市民の方は 150

円で行けることは知ってますから、降りるだけですよということにした場合、果たして地元の方に理解

を得ることができるか非常に難しいと思います。 

・もちろんこれはルール化されたものですから出来るのですけど、一般の方には非常に馴染みのないこ

とですので、すごいトラブルの元になると思います。 

・ですので、やれる方法とすれば、新鎌ケ谷に向かわない系統を作るか、半クローズをやるかというこ

とになりますね。 

【委員】 

・ちばレインボーバスのバス停というのは大山口中学校から来て国道 464 に向かって左側ですよね。

ここにバス停を作るのは、たとえ半クローズだとしてもカーブだし、国道 464 に出る車で渋滞します

よね。そこにバス停を作るとなると危険ですよね。私もあれば便利になることがわかっているんですけ

ど、危険も伴いますしなくて良いと思います。 

【事務局】 

・今、委員がおっしゃったとおり、朝、夕というのは、そこのところの渋滞が激しく、カーブになって

いますので見づらいんですよ。そういったことを、事務局としても見ていますので、そこにバス停を置

くというのはどうなのかということは事務局としても判断の一つとしてみたところです。 



   15 
 

  

【会長】 

・すぐにこの場でバス停を新設した方が良かろうという結論にはならないようです。半クローズですと

か、新鎌ケ谷を経由しないルートであるとかいろいろとやり方があるということでしたが、その辺を勘

案しながら長期的な課題と言いますか、このようなやり方もある、こうした場合はこうなるということ

を事務局の方で長期的に検討してもらうということでよろしいでしょうか。 

・追加の審議事項としては以上で審議を終了するということでよろしいでしょうか。 

 ※異議なし 

 

【会長】 

・その他として続いて事務局より何かありますでしょうか。 

【事務局】 

・本日の会議を持ちまして、昨年からお願いして参りました循環バスの見直しに関するすべての審議が

終了することになります。 

・委員の皆さまには長期間にわたりまして見直しに関するご審議をいただきまして、どうもありがとう

ございました。 

・今後は、ご承認いただきました内容に基づきまして、関係機関との手続きの方を進めさせていただき

まして、9 月からの見直し運行に向けた準備を行いたいと考えております。 

・皆さまには、手続きの経過や結果等につきまして、お知らせをしていきたいと考えておりますので、

その際に何かお気づきの点等ございましたら事務局までご連絡をいただければ幸いに存じます。 

【会長】 

・それでは、以上をもちまして白井市地域公共交通会議を終了させていただきます。 

 

○会議終了 （午後 3 時 30 分 閉会） 


