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平成２９年度第１回白井市地域公共交通活性化協議会 

＜議事概要＞ 

 

日  時：平成２９年７月３日（月） 午前 3 時から午後５時まで 

場  所：白井市役所 保険福祉センター 

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、柴崎俊哉委員、髙山弘美委員、飯塚辰雄委員、吉田修一委員、田中徹委員、高

中英樹委員、三浦英昭委員、橋本涼子委員、黒添誠委員、中島三穂委員、富澤美樹子委員、

中村光秀委員、山本純平委員、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 2２名 

欠席委員：米井博文委員、吉田文江委員 ２名 

傍 聴 者：４名 

 

１ 開会 

2 平成２９年度第１回白井市地域公共交通活性化協議会 

（１）白井市地域公共交通網形成計画策定スケジュール（案）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。（１）白井市地域公共交通網形成

計画策定スケジュール（案）について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

・資料に沿って説明 

【会長】 

・ただいま説明がありました。何か不明な点や確認したいことがありましたらお願いします。 

【委員】 

・平成 29 年の 8 月より循環バスのルートの変更が予定されていると思いますが、その変更の決定

はいつ行われているのでしょうか。 

【事務局】 

・平成 28 年の 12 月 15 日に開催された地域公共交通会議にて決定しております。 

【委員】 

・公共交通会議とは、この会議とは別の会議が存在するということになりますか。 

【事務局】 

・活性化協議会の前身として、地域公共交通会議というものがありました。 

【委員】 

・了解しました。今後この会議の中では、バス路線に関する意見を言うことができますか。 

【事務局】 

・可能でございます。この間のバスのルート変更につきましては、市役所周辺に病院が建ったこと

が原因にございまして、限定的なルートの変更になっています。しかしながら、今回この計画を
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策定するにあたっては、循環バスルートですとか民間の路線バスといったところ全てを含めた公

共交通のネットワークを考えていくことになりますので、この場でご意見いただければ方向性に

反映されていくと考えております。 

【委員】 

・平成 27 年国勢調査に基づいた、市内の地区別の人口推計を行うことは可能でしょうか。都市マ

スタープランでは地区別の推計まで実施していなかったと思っております。将来の人口予測につ

いて、本調査では取り扱わないのでしょうか。 

【事務局】 

・地区別の人口構成については整理を予定しておりますが、本調査による将来推計については、今

回は予定しておりません。 

【委員】 

・地区別の将来人口については、実施した方が良いと考えております。 

【事務局】 

・総合計画策定時の人口推計などで実施していると考えられますので、確認を行ったのちに、次回

会議で示していきたいと考えております。 

【委員】 

・千葉ニュータウンから国道 464 線に向かうルートにて、時刻表にない時刻にナッシー号のデザ

インのバスが運行されているのを見ましたが、このルートを走るバスは存在するのかお教えいた

だきたい。 

【事務局】 

・循環バスが 1 区間のみ存在します。 

【委員】 

・スケジュールを踏まえると、かなりきついと思われますが、年度内でのとりまとめを絶対とする

のではなく、十分な議論を踏まえた計画策定を行っていただきたいです。 

【事務局】 

・国の補助の関係で、年度内の策定が求められている状況です。本日の各委員にメールアドレスを

聞いているので、軽微な確認はメールとするなど、時間を有効に活用しつつ、議論の時間を十分

とる工夫を図っていきたいと考えております。 

【会長】 

・スケジュールが決まっているからといって、その前の重要なプロセスを軽んじるのではないかと

いう心配があるという指摘ですので、情報のやりとり等の時間節約は情報を速やかに流すように

し、集まった際に中身の濃い議論ができるようにしましょう。 

【事務局】 

・承知致しました。 
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（２）市民アンケート調査及び関係者ヒアリング調査（案）について 

【会長】 

・続きまして、議事の２、「市民アンケート調査及び関係者ヒアリング調査（案）について」。市民

アンケートの部分と関係者ヒアリング調査の部分が分かれているので、まず、市民アンケート部

分から事務局より説明願います。 

【事務局】 

・資料に沿って説明 

【会長】 

・ただいま説明がありました。何か不明な点や確認したいことがありましたらお願いします。 

【委員】 

・市内の世帯数が 2 万に対し、配布数が 3500 票というのは少ないように感じており、全戸配布

にして、全市民に聞いて計画を立てた方が宜しいと思います。路線バスがだんだんなくなってき

ている中で、循環バスが出てきている。若い頃は車を利用できたが、だんだん歳をとってきてい

るので、そのような中、幅広く意見を徴収するようにした方が良いでしょう。 

【会長】 

・サンプル調査についてご説明をお願い致します。 

【事務局】 

・資料２－2 に示してあるように、マスタープランの地区をもとに設定を行い、抽出をしておりま

して、今回は 1750 世帯に 3500 票の配布を予定しております。全戸に配布をしても 100%

ということが難しいということもあり、効率性や採算性を重視しました。補完するものとして、

住民説明会やパブコメといったところで吸い上げていきます。 

【会長】 

・今回は、全数調査ではなくサンプリング調査としておりますが、統計上の傾向を把握できるよう

にサンプル数を設定したということでしょうか。 

【委員】 

・アンケートの設問が多いと感じます。また、自治会を通して住民の声を吸い上げる方法を取った

方が、住民の生の意見を聴けると考えられます。3500 部の配布、いつ誰が行うのでしょうか。

参考までにお話しすると、自治会の集まりで自治連合会があるが、そちらを活用できないのかと

考えております。どれだけ理解してもらって、答えてもらうかということになります。また、ス

ケジュールはどのようになっているのでしょうか。 

【事務局】 

・配布方法は郵送を考えております。スケジュールは、項目が整い次第、すぐに印刷し、1 か月程

度の調査期間を通し、集計分析を行います。 

【委員】 

・質問が多いと答えづらいが、少ないと聞けないことがあるので、アンケートの工夫が必要である

と考えられます。その一方で、ヒアリング調査は重要であり、何で交通が必要であるかとなると、
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高齢者や障がい者が主に利用するので、そこに焦点が絞り込むようにします。アンケートだけだ

と、高齢者の回答が返ってこないという可能性があるので、多様なチャンネルを駆使していくこ

とが良いでしょう。本当に必要な人への意見を聴けるようにフォローをして欲しいと考えており

ます。 

【会長】 

・各委員の共通の心配としては、ニーズ調査を確実にできるかどうかという意見であるので、ヒア

リングなど事務局側で内容を詰めて進めていただきたい。 

【事務局】 

・承知しました。 

【委員】 

・社会福祉協議会へのヒアリングは最低条件でありますが、可能であれば利用者側の声を聞くには、

高齢者や障がい者の方の集まりに参加し、ヒアリングを実施する必要があると考えられます。事

業者へのヒアリングが多いので、ニーズ側へのヒアリングもするべきではないでしょうか。 

【事務局】 

・社会福祉協議会は、地区社会福祉協議会があるので。そのような組織と調整して進めていきたい

と思います。 

【委員】 

・月に一回高齢者の集まりがありますので、出向いてもらい話を聞いて頂いて、その話を老人会の

意見として話をまとめる方法もあると思います。 

【会長】 

・団体として一括でヒアリングではなく、高齢者など各属性別の集まりについてヒアリングをして

欲しいという意見だと思います。アンケート調査を補充する形でヒアリングを行った方が好まし

いという趣旨と思いますので、会合等の日程をもとに検討できますか。 

【事務局】  

・どのくらいの機会があるのか、まだ把握できていない状況です。市高齢者福祉課を通し、調査期

間中に直接話す有効な機会を把握したいと思います。 

【委員】 

・社会福祉協議会の地区別の組織と自治会の地区別組織があるので、そこを対象とする方法もあり

ます。自治会や社協についても市側の組織と連携をしているので、市民活動支援課とうまく連携

し、また社会福祉課とうまく連携することが大事と思います。 

【委員】 

・アンケートについては確かに工夫の必要があり、人の移動についての聞き方等の工夫が必要と考

えております。パーソントリップ調査などを参考とし、移動に関する質問を少なくする方法など

があります。配布数は事務局の説明通り、全数は不可能であるので、サンプルは妥当と考えられ

ます。また、免許返納の設問を入れることは良いと感じます。 
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【事務局】 

・アンケートについては、配布スケジュールを考えて、体裁を整えていくようにして、回答しやす

いようにします。 

【委員】 

・アンケートのほかに、住民へのヒアリングを別途行う方が好ましいです。 

【会長】 

・ニーズ把握について、どのように行うかという議論になります。 

【委員】 

・アンケートの量が多いので、回収率が上がらないという課題が想定されます。A3 用紙で表裏の

程度にすることが好ましいと考えております。1 回の質問ですべて聞いてしまったほうがいいの

ではないかとも考えられます。このアンケートで大事なのは自由意見の回答欄を大きくし、なる

べくいろいろな意見や話を聞くことが大切です。 

【会長】 

・ボリュームが多いので、外出を目的別ではなくまとめていくなど、設問を少なくする検討をする

ということですね。 

【委員】 

・サンプル数についての確認ですが、資料では配布部数の 3500 は世帯でなく、票である説明が

ありました。その場合、世帯数になると 1750 になり、その値に想定回収率と世帯当たりの回

収数かけた個票回収の値は、もっと小さくなるので、この数が違っているのではないかと思いま

すので、その点を確認したいと思います。 

【事務局】 

・確認を致したいので、少しだけお時間を頂いてもよろしいでしょうか。 

【会長】 

・では、その間に他のご意見ございましたらよろしくお願い致します。 

【委員】 

・アンケートを突然送るのではなく、事前に告知しておけばよいと思います。 

【会長】 

・今のは、広報を行うと回収率が上がるという質問の趣旨でよろしいでしょうか。 

【事務局】 

・広報の掲載については間に合いませんが、ホームページなどでできるだけ告知していくよう検討

いたします。 

【会長】 

・住民の方に対して、配布中に「回答お願いします」の一言を伝えるようにするだけでもよいと思

います。 

【委員】  

・類似のアンケート調査を過年度に実施していたことはありますか。また、今回のルートの変更に
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際して、調査等は実施していますか。 

【事務局】 

・過年度は特に調査を実施していない状況であり、また見直し時も特に同様の調査は実施しており

ません。 

【委員】 

・市民アンケート調査と他に利用者アンケートとありますが、これはどのような内容でありますか。 

【事務局】 

・利用者アンケートの調査票は市民アンケート調査と同様です。配布は主要バス停で、回収はその

場もしくは後日郵送を予定しております。 

【委員】 

・利用者アンケートと市民アンケートは、一緒に集計を行うのでしょうか。基本的には、地域のば

らつきの内容が分かるようにする必要があります。 

【事務局】 

・アンケートの回答者の類が異なるので、集計では分ける予定です。 

【会長】 

・先ほどのアンケートの配布数について、再度説明をお願い致します。 

【事務局】 

・申し訳ありません。先ほどアンケートの配布数については、3500 票と御説明いたしましたが、

3500 は配布世帯数ということで今回整理しており、3500 世帯に配布、世帯あたり 2 通とい

うことで 7000 票を配布いたします。世帯あたりの期待回収数 1.5 票として計算をしておりま

す。 

【会長】 

・3500 世帯に 7000 票配布するということでよろしいでしょうか。そうなると、配布数に関す

る印象がずいぶん変わります。各委員の意見について、十分意見踏まえ進めてください。 

【事務局】 

・承知致しました。 

 

（３）その他 

【会長】 

・続きまして、議事の３、その他ですが、事務局から何かありますか。 

【事務局】 

・２点ございます。 

・１点目は、市内循環バス「ナッシー号」のルート変更についてです。本年８月１日から変更する

こととしているナッシー号のルートについては、本協議会の前身である地域公共交通会議におい

て決定いただいているところですが、５月の末に運輸局に対する変更認可申請を提出しており、

８月１日の運行開始に向けて、ルート図や時刻表の印刷など、準備が整っていることを報告いた
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します。なお、市民への周知につきましては、ホームページや広報しろい７/1 号での周知、各

出先機関での新ルート図の配置など、すでに行っているもののほか、7 月の自治回覧を予定して

いるところです。なお、新たに新鎌ヶ谷方面への運行を予定していた２事業者の路線バスにつき

ましては、両者とも運輸局の認可を得たことを伺っておりますので、併せてご報告します。 

・２点目は、メールアドレスの報告についてです。事前に資料を送付した際、メールアドレスにつ

いてお教え願いたい旨、依頼させていただきました。趣旨としましては、本協議会の委員数が２

４人と大変多いことを鑑み、会議において決定された軽微な修正や議事録の確認、会議日程等の

事前のお知らせなど、迅速に対応できるものについて、今後、メールにて対応させていただくこ

とを考えているものです。メールアドレスをお持ちでないなどの場合には、もちろんこれまでど

おり郵送で対応させていただきますので、ご了承をお願いしたいと思います。 

・また、アンケートを圧縮できるように取り組み、後日メール、郵送で送りたいと思います。 

【会長】 

・アンケート、連絡については、事務局の説明にあったような進め方でよろしいですね。日程調整

はどうでしょうか。 

【事務局】 

・日程調整については、できるだけ早く対応致します。 

【委員】 

・路線変更の報告については、今後資料も準備いただきたい。 

【委員】 

・循環バスの見直しについては、よく鎌ヶ谷観光バスに問い合わせが来るので、市のほうに回すよ

う案内しているが、市のほうでもフォローいただきたい。 

【事務局】 

・上記の点、承知しました。見直しについては、広報やホームページでも案内しており、問い合わ

せも何件か来ており、市でも対応しているところでもあるので、市のほうにご案内いただければ

と思います。 

 

（４）その他 

【会長】 

・他にないようでしたら、以上をもちまして平成２９年度第１回白井市地域公共交通活性化協議会

を閉会いたします。 

 

４ 閉会 


