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平成２９年度第４回白井市地域公共交通活性化協議会 

＜議事概要＞ 

 

日  時：平成３０年１月２９日（月） 午後 3 時から午後４時 20 分まで 

場  所：白井市文化センター ２階 中ホール 

出席委員：伊藤道行会長、板谷和也副会長、野口和雄委員、山口浩委員（代理：横尾博和委員）、 

徳永昌子委員、髙山弘美委員、大橋純一委員、飯塚辰雄委員、吉田修一委員、 

成田斉委員、高中秀樹委員、三浦英昭委員、黒添誠委員、中島美穂委員、 

富澤美樹子委員、中村光秀委員、吉竹一彦委員、鈴木栄一郎委員、斉藤厚子委員、

緑川英一郎委員、中村幸生委員、吉田文江委員 2２名 

欠席委員：２名（柴崎俊哉委員、橋本涼子委員） 

傍 聴 者：３名 

 

１ 開会 

２ 議事  

（１）白井市地域公共交通網形成計画（案）の決定について 

【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。事務局より説明をお願いし

ます。 

【事務局】 

・資料に沿って説明 

【会長】 

・ありがとうございます。全体の説明がありましたが、最初に 8 ページから 12 ページ目の、

前回審議から修正のあった部分でご意見、ご質問がございましたらお願い致します。 

【委員】 

・公共交通利用促進活動の実施及び強化について、目標が「5 項目以上」とあり、事務局の

説明を聞いてわかりましたが、計画書だけを見ているとどの項目かが分かりづらいため、

パブリックコメントを行うのであれば、分かりやすくした方が良いと思います。 

【会長】 

・中身は了承できるが、表示を分かりやすくするということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

・目標 4 の具体的な内容については、主には事業 7 の取り組み５項目ということになります

が、事業の実施段階において、その他の取り組みも考えられるだろうということで、5 項

目以上としています。ただし、目標だけをみて、どういう項目を捉えているかが分かりづ

らい状況となっているので、分かりやすい表記を検討させていただきたいと思います。 

【委員】 

・項目が分かるよう、「何ページを参考に」などのように、参考ページや参考箇所を追記して

もらえれば分かりやすくなると思います。 
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【会長】 

・ご指摘を踏まえて、現状の 3 項目を工夫する方法も考えられると思うので検討をお願い致

します。そのほかにございますか。 

では、前回分までの修正点については終わりにしまして、13 ページから 20 ページまでの

第 4 章と第 5 章の計画の実施及び評価について、ご意見、ご質問がありましたらお願い致

します。 

【委員】 

・事前に質問しておけばよかったのですが、16 ページの事業 5 の 5 行目の「また～」から

始まる文章で、「市民の意見を的確に把握」とあります。交通事業者としてもニーズの把握

といったところでも興味があるところですが、「的確な把握」というのはどのような方法を

もって確認されるのでしょうか。 

【事務局】 

・いくつかの手法が考えられますが、従前からのアンケートで実施する方法のほかに、イン

ターネットを用いたメールでの調査や自治会などの単位で意見を直接聞くといったことが

考えられます。 

【委員】 

・第 5 章ですが、主語が無いため、誰がどのように評価を行うのかが分かりにくくなってい

ます。主語が無い場合は通常「市が」と読めると思いますが、その場合、進捗管理やチェ

ックを市が評価するとなると手前味噌になってしまう可能性があります。策定の際には、

市民参加を行っているので、評価に関しても市民参画が重要なので、今の段階でイメージ

があれば主語を入れたほうが良いと思います。 

・計画書に直接関係する話ではありませんが、交通手段は日進月歩で、新聞を読むたびに新

技術の開発などの記事があります。計画の５年間だとできることが限られていますが、５

年の間に交通手段が劇的に変わる可能性もあるので、積極的に考えていかれればよいと感

じています。 

【会長】 

・では、第５章のチェック・評価の主体について考えがありましたらお願いします。 

【事務局】 

・評価主体は、実施主体である市や交通事業者などが実施したものに対する一次的な評価は

それぞれが行うことになると考えますが、市民参画との意味合いを含めた全体的な評価は、

本協議会において実施するものと捉えております。 

また、協議会の担任事務の中には、「網形成計画に定められている事業を実施していくこと」

ということも含まれていますので、その意味でも、本協議会で評価していただくことが妥

当と考えております。 

なお、ご指摘の通り主語が抜けていますので、適宜文章に入れていくようにします。 

【会長】 

・第 5 章は主語を入れることで対応し、また評価の役割は協議会が担っていくということで

すが、いかがでしょうか。 
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【委員】 

・結構です。 

【会長】 

・技術革新の積極的な評価・検討については、事務局としてはどうお考えでしょうか。 

【事務局】 

・積極的に考えていきたいという意味合いは含んでおりまして、新たな技術や先進事例が出

てきた時に、それが白井市に合致しているかという点を考えていかなればなりません。交

通手段については先進事例に目が向けられがちですが、実は、既存の交通手段が地域に一

番合致している場合や、自らが新たな交通モードや仕組みを考えなければならない場合も

あると思っております。こうしたことから、計画書案では、新たな解決策を模索するとい

う表現としていますが、その中で積極的に検討していきたいと考えているところです。 

【会長】 

・事業 5 の新たな交通について模索するところに、その思いが含まれているということです

ね。 

【委員】 

・評価の話ですが、何をどのように評価するかということがあります。一般的に評価といえ

ば費用便益分析という考えがありまして、どの程度お金を出してどの程度の効果があった

かということを評価することになっています。事後評価においては、やはり、どの程度お

金を出して、あるいはどれくらいの手間をかけたものついて、結果的にどのように変わり、

どのような効果が得られたかという形で実施していくことが望ましいと思っています。た

だ、その便益を図るのは難しく、数字で捉えることを言ってしまうと評価すること自体が

大変な部分もありますが、評価の具体的な方法・どういう形で評価をするかということを

記載しておきますと、5 年たった時に市民などに意見を伺い、その内容を含めて、計画が

どのくらい達成できたかを評価するものであるということが分かりやすくなると思います。

懸念していますのは、5 年後の評価をする時の担当者や協議会の人が変わってしまうとい

うことです。思いが変わってくることがありますので、策定段階で評価手法を記載した方

が、間違いが少ないと感じています。 

一方で、あまり大変なことをやろうとしても、なかなか評価ができなくなります。20 ペ

ージをみると毎年の部分では、利用者数などの進捗状況を把握していくことをイメージさ

れていると思いますので、毎年の評価は簡略的に行い、5 年目できちっと成果が出たかど

うか確認していくということを踏み込まれるとよいと思います。 

新しい技術については、評価の一部として内容に含め、５年後の次の計画に反映させて

いければどうかと思っています。 

【会長】 

・今の指摘につきまして、事務局からの意見をお願い致します。 

【事務局】 

・具体的な評価内容は詰めておりませんが、掛かる費用や便益は外せない内容ですので、書

き加える方向で考えていきたいと思います。 
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【会長】 

・その他ございますか。1 ページ目から全体を通して、再度ご意見やご質問を伺えればと思

います。 

【委員】 

・事業１に「にぎわいのある交通結節点の整備」とありますが、交通結節点となると、鉄道

の駅やバス停、幹線支線を結ぶ一つのポイントとなります。既存のバス停もありますが、

現在バス停がないところへの設定となると、新たな設置が必要となります。新たな結節点

について、バス停の位置が変わる場合には、協議会にかけて、意見を求めて決定していく

ものと考えていますが、その認識でよいか確認のためにお伺いします。 

・事業３「コミュニティバスの運行サービスの見直し」の項目に「役割に応じた運行ルート

の見直し」とあります。コミュニティバスの運行ルートの見直しに伴い、路線バスの見直

しをするとなると、調整が必要になりますので、この部分はコミュ二ティバスのみを指す

ということでよろしいのでしょうか。 

・事業４「多様な運賃制度の導入検討」とありますが、運賃の設定については、コミュニテ

ィバスは協議会等で検討していくものですが、一般の路線バスは国土交通省の許認可のも

とに決定されるものであり、ブロックごとに上限運賃を設定した取扱いをしています。既

存の運賃制度との調整が必要となるため、路線バスまで踏み込むことは想定していないの

かと思いますが、乗り継ぎ割引は別として、路線バスまで含んでいるのかどうか確認させ

ていただきたいと思います。 

【会長】 

・質問 3 点の回答を事務局よりお願い致します。 

【事務局】 

・1 点目について、事業の１から３は、交通ネットワークの部分で密接に関わっており、ま

ずは、バス事業者と協力連携し、十分な話し合いをしてルートなどを定めていかなければ

ならないと考えています。その上で、本協議会にお示しし意見を伺っていくものと考えて

いるところです。従いまして、交通結節点については、事業者と確認した中で定めていく

こととしていますし、9 ページ目の図で示したように、特に西白井駅、白井駅、工業団地

の折返しとなっている地点を交通結節点として、現時点ではイメージしているところです。 

・２点目、運行ルートの見直しは、コミュニティバスのみを対象としております。但し、コ

ミュニティバスの見直しに伴い、路線バスを含め、市民全体の利便性が高まるよう努めて

いきたいと考えているので、事業者との協議を並行して進めたいと考えております。 

・事業４の多様な運賃制度については、コミュニティバスだけではないと考えております。

路線バスにおける許認可を受けた上限運賃も承知しておりますが、どこまで市民が分かり

やすい、移動しやすい運賃とすることができるかを考えていきたいということで記載して

おります。全て検討という表現でございまして、運賃を考えていく中で事業者も入るとな

ると非常に難しいことがある点も考えているところです。乗り継ぎ割引は他市や他地域で

も実施している事例がございますので、白井市においても実施できないかということを、

考えていきたいと思います。 



- 5 - 
 

【事務局】 

・確認内容と回答が少し違っている部分もあったと思いますが、いかがですか。 

【委員】 

・確認を行うための質問ですのでよくわかりました。運賃については、白井市エリアだけで

はなく、他市へ繋がるものもあり、関係者が多いため、時間をかけて本協議会でも協議し

ていければと思います。 

【会長】 

・運賃については、実施段階で十分民間事業者と調整をとるようにということでお願い致し

ます。 

【委員】 

・運賃はアンタッチャブルなことがあり、なかなか踏み込めないという印象ですが、少しず

つ考えていこうということだと思います。何かを変えるときは民主的なプロセスで行うこ

とが重要で、事業者に過大な負担を掛けながら、事務局主体で進めていくことはよくない

ということです。本協議会を定期的に開催しつつ、様々な意見を出して、事業者とも調整

をしながら進めていくとよいのではないかと思います。前身である交通会議の趣旨、路線

バスでしかケアできないものを含めて議論する機会を通し、協力してよりよいものをつく

っていければありがたいと思っています。 

参考ですが、茨城県龍ケ崎市ではバスの利用者を増やすため、昼の時間帯だけ割引をし

て、普段バスに乗らない人が乗っていただければ、結果的に黒字になるのではないかとい

うことで実施し、利用者が増えているという事例もあります。 

やり方はそれぞれあると思いますが、計画を作ってしまうと年１回くらいしか会議を開

催しないところも多いですが、そういった意味でも定期的に開催して、いろいろ議題を出

していただき、議論していければと思います。 

【会長】 

・事務局側から、ただ今の意見についていかがでしょうか。 

【事務局】 

・大変ありがたいと考えております。事務局主体で進めるのではなく、このような協議会で、

それぞれ専門の知識をお持ちの方の意見を聞きながら進めていきたいと常々思っています

ので、是非、そのようにしていきたいと考えます。 

【委員】 

・16 ページで「利便性の高い地域公共交通の環境整備」のところで、ユニバーサルタクシー

車両の導入とありますが、当社では、トヨタのジャパンタクシーという車両を 1 台導入い

たしました。今後タクシーは、今までのセダン型の車種がなくなり、新型車両をいれると

きにユニバーサルデザインタクシーに置き換わっていきます。市内の他社においても近々

2 台くらいは導入するようなので、市内では 3 台程度稼働することになります。 

・東京では定額運賃タクシーや乗合タクシーの実証実験がありまして、料金体系についても

事業者として模索中という状況です。あとは地域によっては乗合タクシーやデマンド型交

通などがありますが、大分課題があるようで、白井市でうまく導入できるかという懸念も
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あります。タクシー事業者としてどこまでできるかはわかりませんが、協力していきたい

と考えております。 

【会長】 

・ご意見は、「ユニバーサルタクシーの導入」という記載であると、場合によってはユニバー

サルタクシーが入っていないと取られかねないということでしょうか。 

【委員】 

・そうです。また、資料編の表にはユニバーサルタクシーが無となっておりますが、現状で

所有していますので、修正いただければと思います。 

【事務局】  

・「導入」のみの表現だと誤解を受けるので、「導入の推進」などの表現に修正をします。 

また、資料編の表については、いつ時点の資料とするかを含めて修正をさせていただきま

す。 

【委員】 

・対応方針の１の文章の中で、「平塚地区や冨士地区の狭隘な道路」とあります。幅員が 4m

以下を狭隘道路と理解していますが、冨士地区や平塚地区が狭隘道路の箇所として挙がる

点が分かりにくいと感じています。冨士地区では、木下街道や風間街道が時間帯によって

渋滞が起こることが分かっていますが、狭隘な道路という表現で冨士地区を説明するのは

難しいと感じます。また、パブコメに出すのであれば、交通結節点という表現も分かりに

くいのではと思います。 

【事務局】 

・狭隘な道路という表現の意図としては、交通結節点で交通網を形成する中で、バス自体の

小型化についても意識したものです。特に、冨士地区や平塚地区が狭隘道路だけという認

識では捉えてはおらず、狭い道もあるということで記載しているものです。 

【委員】 

・紋切り型の表現なので誤解を受ける可能性がありますが、広い道路と狭い道路があり、コ

ミュニティバスが回り切れないということだと思います。「狭隘な」というと言葉として非

常に誤解を受けやすい言葉だと思いますので、もう少し丁寧に書き直すことが必要だと思

います。 

・基本方針についても短く書く必要があるので、修正したほうがよいということではないが、

分かりにくい部分もあるので、意味が分かるよう計画策定者の思いの部分にも触れられる

とよいと思います。 

【会長】 

・狭隘という言葉が難しく、誤解を生む表現ではないかということと、文章を丁寧にすると

いうことですね。 

【事務局】 

・ご指摘の点を踏まえて修正させていただきたいと思います。 

【委員】 

・事業 2「路線バスを主体とした交通サービスの維持、向上」について、当社では、現在準
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備段階でありますが、2 月 1 日から路線バス 2 台での運行となり、直行便と北環状線が往

復で 74 便と増便になり、ピークの時間帯では 1 時間に 3 本、その他で 2 本となります。 

【事務局】 

・資料編に運行本数等の表がございますので、改めて確認させていただきます。 

【会長】 

・その他ございますか。事務局に確認させてください。委員からの修正の指摘について、パ

ブリックコメントを 2 月 8 日から実施するということで時間が限られていますが、どのよ

うな対応が考えられますか。 

・指摘については、「狭隘道路」の表現、目標４の項目がわかりにくいという指摘、評価（３）

のチェックを具体的にすることになるかと思います。字句の整理だけで済まない場合があ

ると思うので、急ぎ確認を取ることはできますか。 

【事務局】 

・文言等はできれば事務局にお任せいただければと思います。内容の修正については、修正

案を郵送等により送付させていただき、各委員のご意見をいただく形で対応させていただ

ければ、パブリックコメントまでに反映できると考えております。 

【会長】 

・今の手順にていかがでしょうか。 

【委員】 

・十分議論しているので、修正については時間を取って文章をきちんと詰めてもらい、会長、

副会長に一任とすることで構わないのではないでしょうか。 

【会長】 

・今のご提案について、会長、副会長に一任とし、内容が決定次第、委員の皆様にご連絡さ

せていただく対応とすることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【会長】 

・修正案については、そのような対応をさせていただきます。 

・それでは、改めまして、本日提示された白井市公共交通網形成計画（案）につきましては、

指摘があった部分を修正するということでご了解をいただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【会長】 

・修正部分については、会長、副会長で責任をもって対応いたしますのでよろしくお願いい

たします。本日の議題については、以上とさせていただきます。 

（２）その他 

・その他ございましたら事務局からお願い致します。 
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【事務局】 

・今後の日程について確認をさせていただきます。計画案につきましては、本日、ご指摘頂

きましたご意見を反映し、また、見え消し等で示している部分などを清書した上で、パブ

リックコメントを 2 月 8 日（木）から実施致します。意見があった場合は、次回 3 月 5

日（月）の協議会で、市の対応についてご確認いただくことと致します。以上です。 

 

【会長】 

・以上をもちまして第４回活性化協議会の会議を閉会致します。 

 

３ 閉会 

 

 


