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平成 23 年 11 月 24 日 公共交通活性化協議会第 4 回開催 議事録 

小澤政策係 

大変お待たせいたしました。それでは、定刻でございますので、ただ今より、平成 23 年

度第４回長南町地域公共交通活性化協議会を始めさせていただきます。本日はご多用のと

ころ、ご出席を賜りまことにありがとうございます。それでは、始めに、会長よりご挨拶

をお願いいたします。 

 

葛岡会長 

本日は委員の皆様方、大変お忙しい中をご参加いただきありがとうございます。本日は

地域公共交通活性化協議会ということで、お願いをいたしたところでございます。このと

ころ、天候のほうも寒さが先日あたりは厳しかった次第でありますけれども、インフルエ

ンザ等の流行時期に入るわけであります。それぞれお互いに気をつけたいものだと考えて

おります。さて、先日です。町の定例の監査がございまして、公共交通体系の見直しに当

たりまして、監査委員から、「既存の体制にとらわれることなく、町の負担、地域の実情を

考慮した上で、地域に適合した公共交通体系を構築されるように期待する」ということで

要望がありました。当然のことであるわけでございますが、このようなことを踏まえまし

て、検討をいたしたわけでございますが、さらにこの点に留意し協議をお願いしたいと考

えておるところでございます。前回、10 月の 7 日に第 3 回の会議を開催いたしましたが、

その際、実証実験の案、予約制乗合タクシーと巡回バスの一部見直しについて、ご了承を

いただいたところでございます。若干の細部につきましては、事務局に一任をさせていた

だきましたので、実証実験の実施に当たりまして、関係機関との協議を進めさせていただ

いたところでございます。1 月からの実証実験の実施に当たりまして、時間がない中であり

ましたけれども、進めさせていただきました。ご協力いただきました方々、大変ありがと

うございました。また、当初実証実験につきましては、無料で行うのか考えておりました

けれども、本実施と同じ条件で行ったほうがよいのではないか、との協議会でのご意見も

ございましたので、それらを踏まえまして、調整をさせていただきました。国土交通省関

東運輸局への申請手続きですけれども、約 2 ヶ月ほど許可まで日数が必要ということであ

り、取り急ぎ何とか手続きを終了いたしたところでございます。本日は、実証実験の実施

に当たり、諸準備させていただいたことを報告させていただき、それらを踏まえたなかで、

今後の全般的なご意見をいただければと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げ

まして開催といたします。  

 

小澤政策係 

ありがとうございます。それでは、さっそく会議のほうに入らせていただきます。議事

の進行につきましては、設置要綱第７条第４項の規定により、会長に議長をお願いいたし

ます。会長、よろしくお願いいたします。 
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葛岡会長 

はい。それでは、これより議長を務めさせていただきます。皆様方のご協力によりまし

て会議を進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本

日の協議会ですが、長南町地域公共交通活性化協議会設置要綱第７条の規定により、出席

者が議員の過半数に達していることから、会議が成立していることを、まずご報告させて

いただきます。出席者につきましては、配布いたしました出席者座席表の通りとなってお

りますので、よろしくお願いいたします。それでは、さっそく会議に入らせていただきま

す。議題１「実証実験の計画について」、まず事務局より説明をお願いいたします。 

 

小澤政策係 

 計画の前に、１点だけ事務局のほうから訂正を申し上げます。 

訂正の説明；タクシー事業者長南タクシー（有）・鈴木委員、欠席のため座席表を訂 

       正 

 

唐鎌政策室長 

議題１．実証実験の計画について・内容説明 

 

葛岡会長 

 ただ今説明が終わりましたけれども、この内容につきまして、ご意見等がございました

ら承りたいと思います。 

 

公募・岩瀬委員 

 自分は 3 回目の協議を欠席してしまったんですけれども。資料の中で対象者とあります

よね。長南町在住の 65 歳以上の高齢者という形で限定されているんですけれども、あえて

実証実験の場合には、65 歳以上の枠を撤廃したほうがいいと思うんですよ。というのは、

町づくりの観点から見ると、高齢者だけが交通弱者じゃないと思うんですよ。たとえば、

妊産婦だとか、免許を持っていない方がいると思うんですよ。そういう方も対象にしてや

っていったほうが、実際の場合と合うと思うんですよね。使いたいという人は必ずいると

思うんですよ。そういうなかで、65 歳以上という枠は一回撤廃して、実証実験をやったほ

うがいいと思うんですよ。そうじゃないとですね、せっかく公共交通を再整備しようと思

っているのに、特定の人だけに偏っていて、それだと本当に町民全体の福祉厚生につなが

るかといったら、いまいち問題があると思うんですよね。 

それともう１点なんですけれども、運賃体系。６km 基準というのはわかるんですけれど

も、これはやっぱり一定のほうがいいと思います。デマンドですからドア・ツー・ドアで

すよね。たとえば、自宅から町内にある友人宅とか、そういう場合も使っていいわけです
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よね。そういう場合も想定されますので、なおかつ、そういうふうに使ったほうが住民に

とっては、かえってコミュニティも高まりますし、いいと思うんですよ。だから、これは

６km で区切るんじゃなくて、料金については一定のほうがいいと思います。 

 

葛岡会長 

 事務局どうですか。 

 

唐鎌政策室長 

 １点目の、高齢者・身障者の枠を外したほうがいいのでは、というお話でございますが、

前回の協議会の中でもこの枠をはめることについては説明させていただいたんですけれど

も、巡回バスを乗っている方も、主にこういう方が多い、というふうなデータのなかで説

明をさせていただいたところでございます。とりあえず、実証実験につきましては、国に

対する申請が終了しておりますので、今から変更というのは事実上できません。本実施に

当たっての検討課題ということで、調整させていただきたいというふうに思います。 

 それから、料金が一定のほうがよろしいのではないか、というようなお話でございまし

た。これにつきましても、同じく申請が終わっているということで、テストの段階では今

から間に合わないということがございます。一定のほうがいいのでは、と当初は思ったの

ですけれども、一部地域で、バス料金よりもデマンドのほうが安くなってしまうという事

実もございましたので、長南町の中で尐ないケースではございますけれども、６km という

ところで線を引かさせていただいたところでございます。テストをやった結果、均一がい

いということであれば、本実施の中でこれも検討させていただきたい。こういうふうに考

えております。 

 

公募・池田委員 

 同じ様な意見なんですけれども。基本的に巡回バスというのは、全町民が乗れるように

なっていたわけですよね。全町民を対象にしてやっていたわけですけれども、利用者が偏

っているということもあるかと思いますけれども、巡回バスの一部は残るわけですよね。

そうすると、一部の巡回バスは誰でも乗れる、デマンドのタクシーはある地域の人たちは

その恩恵にはあたらない、という形になると、ずいぶん不公平じゃないかと思うんですよ

ね。利用者が尐ないからと言うけれども、利用者個人にとってはそうなるんじゃないかな、

という気がしますけれども。だから、基本的に最初の理念のところを変更するつもりなの

か、申請書は別として、今後実際にこれを実施することになったときに、もう一度ちゃん

と考えていただきたいと思います。 

それから、費用の点についても同じことで、一部の人は 100 円で役場まで来れるけれど

も、一部の人は 500 円払わなければ役場まで来れない。役場に用があるときに。そういう

形になるわけですよね。そうなると、新しいシステムがどうこうというわけじゃないんで
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すけれども、利用者がどれくらいあるかというのを 3 ヶ月の間になさるわけですけれども、

そこのところで、ずいぶん違ってくるのじゃないかと思います。利用者の中には、本当に

家族が誰もいなくて、一人で住んでいた人が、今までは近所の人に頼んでいたかもしれな

い。でも、頼まなくても今度から乗れるという方がいらっしゃるかもしれない。普通は家

族がいれば、役場に用があったら 500 円払う代わりに連れて行ってくれるんですよね。一

緒に行く人があれば、一緒に行く人の車に乗っていくわけですよね。そうすると利用者は

もっと減るわけですよ。今まで 100 円払って自分ひとりで行っていたという人も、そうい

う形の変化が表れるということは、私自身利用者ですから、自分の東京まで出て行くとい

う通勤時間がなくなった状態を考えてみると、ずいぶん使い方が違ってきています。今ま

ではほとんど乗っていたんですけれども、乗らなくなりますよね。というのは家族が送っ

てくれるというのもあるので。実施の時間はこれでいいと思うんですけれども。 

 

葛岡会長 

 担当のほうから何かありますか？ 

 

唐鎌政策室長 

 岩瀬さんのご意見と同じ様な部分があったかと思いますけれども。本実施に当たりまし

て、そのへんも十分踏まえるなかで、テスト結果も見ながら、また、このあと協議会を何

回かやらせていただきますけれども、その中でまた検討していきたい、というふうに考え

ております。よろしくお願いします。 

 

葛岡会長 

 実証実験でも巡回バスは動きますけれども、そのへんの話を。 

 

唐鎌政策室長 

 はい。デマンドの実証実験を行いますけれども、1 月から 3 月まで、巡回バスのほうも、

テスト期間中であっても、西地区以外は午後の便は休止という形をとりますけれども、午

前中、そして西地区は 1 日、巡回バスは動くということでテストをやらせていただく、と

いうことになっています。 

 

公募・池田委員 

 豊栄のところも、デマンドの間もバスが通るわけですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 午前中は、ということです。 
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公募・池田委員 

午後はほとんど乗らないからですか。私が乗るとき大体一人ですから。 

 

公募・梅田委員 

 私も前回仕事で来れなくて、3 回目の内容が資料でしか見てなくてはっきりとは言えない

んですけれども。運行時間、9 時から 16 時を、8 時半からに 30 分早めるといっても、その

30 分というのはどういう理念で 30 分なんですか？ 事務局はどういう考えで 30 分と出し

たんですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 デマンドで町内のお医者さんに行かれる方が 5 割から 6 割、というような他町村でのデ

ータもございます。また、長南町においての利用者も通院の方々が多いんじゃないかなと

いうことも予想されます。そういったなかで、7 時半とか 8 時とか早くから始めればよろし

いんでしょうけれども、若干でも、そういう方々のために 9 時だとどうかな、という部分

で、8 時半ということで、若干でも早くということで修正をさせていただきました。 

 

公募・梅田委員 

 その時間が出てきたという概念がわからないんですよ。8 時半だと、医者というのはもう

受付始まりますよね。ご老人がそういう時間にいるかというと、だいたいその前にいるわ

けですよね。この 8 時半というのは、私の考えの中にあったのは、巡回バスがあるから、

それを考慮して 8 時半なのかなと思ったので、そうじゃないという、今後変えていける考

えを持っているのかということを聞きたい。  

 

唐鎌政策室長 

 長くやれば、より住民に対しては、サービスの向上ということでよろしいんでしょうけ

れども、時間を長くすれば長くするほど、デマンドをやっていただく運行事業者さんには 

お金を払わなければいけない。30 分でも 1 時間でも余計にお願いすれば、その期間分、１

日いくら、1 ヶ月いくら、1 年いくら、という部分が発生いたします。その辺を考え合わせ

るなかで、また、他町村のデマンドの実施状況も踏まえたなかで、十分ではないでしょう

けれども、時間の設定をさせていただいた。こういうことでご理解いただきたいと思いま

す。 

 

公募・梅田委員 

 はい、わかりました。 
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公募・二羽委員 

 今までの意見と重なるんですけれども。前回も 65 歳のところでいろいろ考慮できないか

と話しをしたんですけれども、実際、試行の段階では 65 歳以上で、ということならいいと

思うんですけれども。そのへんのところで、今の巡回バスの利用者の実態について、大人

と子供の区別しか資料にはなかったので、将来の見直し、本格運用に向けて、もう尐し細

かい分析ができるようなデータの取り方ができるように工夫しておくと、本格運用でいろ

いろな絵が描けるのではないかと。利用者に簡単なアンケート・調査票を渡すなかで考え

てもらったら、将来の分析に使えるのではないかと思います。これが提案の１つです。 

 それから、2 点目は利用者登録票のビラなんですけれども。1 番が 65 歳以上、2 番が障

害者の方、その次に「上記のほか、移動の手段がなく」というところですけれども、これ

だけ見ると、65 歳以下でもいいんじゃないかと誤解する可能性がありますので、それをき

ちっとしておいたほうがいいんじゃないですか？ それから、大きいほうのビラなんです

けれども、町内移動限定と、よく見ればわかるんですけれども、これはくどいほど書いて

おいたほうがいいんじゃないですかね。乗合タクシーというと、よその市町村、たとえば

君津なんかにおいても、君津駅まで直結していますからね。そのへんのところで誤解する

人がいますので、町内移動ということをもっと大きく、何箇所も出したほうがいいという

のが私の感じたことです。 

 3 点目ですけれども、先ほど出ました運行時間の問題。8 時から 18 時になってましたね。

このへんは先ほどの事業者の手当ての問題もありますから、本格運用ではこういう要望が

あったら、検討事項に入れておいたらいかがでしょうか？ 以上です。 

 

唐鎌政策室長 

 実証実験の期間中のデータにつきましては、どういう目的で・誰が・いつ・どこへとか、

分析する方向を検討し、テストの開始までにはデータが取れるような形で、今検討してお

るところでございます。 

次に、「その他」のところでご説明しようと思ったのですけれども、広報の掲載文、そし

て利用者登録票についてのご質問が出ましたが、乗合タクシーにつきましては、12 月 1 日

の広報の中で、住民の方々にお知らせをする予定でございます。そのなかで、よくわかる

ように記載したらどうか、というご指摘がございまして。この会議が終わって、内容確定

ということで印刷屋さんに連絡する手はずになっております。ほとんどこれでいこうとは

思っていたのですけれども、若干そのへん見直せる部分があるとすれば、再度調整したい

というふうに考えております。 

それから、利用者の登録票ということで、「上記のほか、移動の手段がなく」という部分

が間違って誤解をされるのではないかというお話でございました。これにつきましても、

広報と併せて、全戸配布で各世帯一枚ずつ、１２月１日広報と一緒にお届けする。そうい

うことで考えております。 
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公募・梅田委員 

 料金について、資料を見ると、予約するとき何名でどこまでと書いてあるんですよね。

そういう場合、65 歳以上で同じ場所に行く人が二人もいれば、可能ということで、そのと

きの運賃はタクシーだったら１台でいくらとなりますが、これは一人一人取るということ

ですよね？ 

 

唐鎌政策室長 

 タクシーであれば車代、１台であればそのお金を払えばいいのですけれども、制度上、

乗合タクシー・デマンドの場合は、同じ家からご夫婦でどちらかに出かけられる、という

場合には、一人いくらという形がルールということでございます。  

 

公募・池田委員 

 運賃のところ、一人いくらと、きちんと書いておいてくださるほうが―― 

 

公募・梅田委員 

 普通のタクシーだと思われると、デマンドということを普通の住民が熟知するまでは、

乗り合っても一人いくらと書かなければ。 

 

公募・岩瀬委員 

 その件で、（デマンドタクシーは）2 台ですよね。おそらく巡回バスよりもよっぽど利便

性は高いので、朝の時間帯や帰宅の時間帯は、ブッキングすることがいっぱいあると思う

んですよ。そういう場合はどうなるんですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 10 月 7 日の協議会でもそのご質問は出ました。2 社で１台ずつを予定しようと。ただ予

約の時間は競合するんじゃないですか、というお話でした。多尐待っていただくか、ある

いは乗りあわせで行っていただくか、あるいはタクシーをお願いしていただくか、どうし

てもその時間に間に合わないということであれば。それから、デマンドですので、前日予

約という形になりますので、前日までに混むかどうかというのはわかるわけで、そのへん

が多尐救いなのかな、という部分はあります。 

 

公募・岩瀬委員 

 これは早いもん勝ちということですね？ 
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唐鎌政策室長 

 ５日前から前日までということで。 

 

公募・岩瀬委員 

 じゃあ、それも説明の中に入れておかないと。 

 

唐鎌政策室長 

 前日までにご予約をください、ということでは記載はしてございますけれども。先ほど

申し上げましたとおり、２台３台とデマンド車両を用意すればいいのですけれども、時間

は抑えなければならないという形になりますので、集中することは多尐出るかもしれない

のですけれども、現在の台数の範囲内でお願いしたいと考えております。 

 

公募・梅田委員 

 予約受付の受付（業務）は、資料を見ると、各事業者さんになってますよね。事業者間

で、たとえば、長南タクシーさんに２件も３件もいって、ゆたかさんのほうにはいってい

ない、こういう場合のわたりはどうやってやるんですか？ それと、もう一つさっきと同

じ様な点で、たとえば、ゆたかタクシーさんに A から B まで行ってもらいますよね。長南

タクシーさんにも違う人が同じ A から B まで、とブッキングしたとき、乗りあわせをお願

いするというのであれば、そういうものの事業者間のやり方というのは、事務局はどうい

うふうに見ているのですか？ また、それに対するクレームなんかがあった場合、そうい

うものの対応策はどう考えているのか？ 

 

唐鎌政策室長 

 通常の場合、他町村の例で、運用事業者が２社３社デマンドをやる場合に、オペレータ

ーセンターを１箇所に設置して、そこから指令を出す、というふうな形を取っております。

うちのほうでも、当初そのように考えました。それのほうが、より効果的な乗り合いデマ

ンドができるというふうに想定ができまして、ご協議をさせていただいたのですけれども、

長南町の事業者において、いろいろな問題があって、今すぐそれは難しい、というような

お話でございました。そういったことも踏まえたなかで、今梅田委員さんがおっしゃられ

たことは重々承知しておるのですけれども、今後の問題としてそのへんがうまくいけばい

いのかな、というふうに期待をしておるところですが、現状では難しいというお話で、テ

ストのなかではそういうことができない、ということで報告させていただきます。 

 

公募・梅田委員 

 テストの中であがってくるクレームなり、バッティングの関係やなんかを、事務局がど

ういう対応策を見つけているかは、 実証実験中に見つけるしかないということですか？ 
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それとも、ある程度の指針を示して、両事業者さんにお願いをして、わたりをつけていく

ような考えを持っているのですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 テストをやる業務委託契約については 12 月中旪頃を予定しております。そのなかで、特

記仕様書のなかで、細かくやり方を定めたいと考えております。だいたい 9 割方できあが

ったんですけれども、そのなかで、そのへんの対応はお願いしていこうかなと考えており

ます。 

 

葛岡会長 

 他にございますでしょうか？ 

 

公募・二羽委員 

 今のと多尐関連があると思うのですけれども、東大の開発したオンデマンド交通システ

ム、これは採用できないんですか？ どうなんですか？ 東大の開発したオンデマンド交

通システムというのは、かなり前からありますよね。それで、かなりの市町村が利用して

いますよね。全然知らなくてこんなこと言って申し訳ないのですけれども、運営主体を社

会福祉協議会の事務局に置いておいて 2 社にそれを振り分けるとか、そんなような形も考

えられるのではないかと素人でも思うもので。そのへんも含めてこれからの検討課題に入

れて、本格採用を検討されたらいかがですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 つい２・3 日前、君津のほうでデマンドをやるというような記事が出たかと思います。東

大のシステムを利用して、というようなことでも、記事が載ってございました。うちのほ

うがデマンドを検討する場合に、そのようなシステムを導入するということも、当初検討

の中に入っていたわけでございますけれども、町の人口、利用者数の予測、そういったも

ののなかで、これだけの経費をかけて何ができるのか、ということのなかで、ある程度想

定したなかでは、今現在のオペレーターシステム・電話取次ぎで十分対応できるのではな

いかなと。高額なシステムを導入しなくても大丈夫ではないのかなと。何百万も投資して

数十件の利用であれば、ちょっと費用対効果が悪いということですので。デマンドを導入

しているところは、何万何十万、あるいはエリアで導入していても、それだけの利用者数

が予測できるところでは、システムを導入したほうがより効果的だ、ただうちのほうでは、

そこまでシステムを導入しなくても、ある程度捌けるのではないのかな、というようなこ

とでスタートをさせていただいた、ということでご理解いただきたいと思います。以上で

す。 
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葛岡会長 

 他にはございますか？ 

 

公募・二羽委員 

 隣町の一宮の実態を、改めまして簡単に紹介していただけませんか？ 

 

唐鎌政策室長  

一宮町さんのほうのシステムは、ということでございますけれども。一宮町さんのほう

はニコニコサービスということで、それが尐し形を変えまして新ニコニコサービスという

ようなことで。まだ１年経たない、新ニコニコサービスになって 8 ヶ月か 9 ヶ月だと思っ

ております。これは社会福祉協議会が主体となって、有償ボランティアによる白タク輸送、

緑ナンバーではないということでございます。これも町内限定ということになっておりま

す。何の目的でもいいということです。通院、買い物、用足し、役所、金融機関、何でも

いいと。自治体によっては自分の個人的な用足しはダメだ、というようなところもあるの

ですけれども、一宮町さんでは何でもいいと。ただし、町内に限るというような形です。

一番異なるのは、社会福祉協議会がやっている有償ボランティアによる送迎、しかも軽車

両ということで、町の社会福祉協議会の軽車両での走行である、ということで話を聞いて

おります。以上です。 

 

葛岡会長 

 他にございますか？ 

 

小湊鉄道・久我委員 

 私どもはバス会社ですけれども、今回タクシー事業者が運営するということで、これは

あくまで乗り合いということで、これはバスそのものであると私どもは思います。定員 4

人であれば、A 地点から 1 人、B 地点から 1 人、C 地点から 1 人、そういうなかでの、到

達地点がそれぞれ違うなかでの運行であるということで、私どもはこれで、既存のバス路

線に多尐影響が出るということは、十分覚悟しております。それから今、一宮町のケース

がありました。一宮町の場合も交通会議を開いて、私どもも面談に入ってますけれども、

一宮町は私どもが撤退したいところでございます。何年か前に一宮町から全面撤退したい

と申し入れたんですけれども。前の近藤町長の代のときですけれども。私どもは今、一宮

小学校の生徒を朝 120 人くらい海岸から駅まで乗っけています。これは本当に商売に合わ

ないんです。これをやるために、長南車庫から茂原へ行って、茂原から一宮に行って、一

宮から一宮の駅までの輸送をやっております。100 人乗っても、子供さんですから、定期代

金が 1 人 2,000 円くらいなんですね。1 ヶ月で。ですから、そういうなかでやってますので、

採算ベースで合わないんですけれども、一宮町の場合には、私ども緑ナンバー自動車とす
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ると、町自体が白いナンバーでやっている、自家用の車を転用してそういう行為をしてい

る。本来であれば、タクシー事業者もあるわけですから、タクシーを使ったなかでの乗り

合いデマンド、これはタクシーによるバス運行ですね。タクシー会社がバス会社になると

いうことでの免許だと思うんですよ。ですから、将来本運行になったとき、タクシー会社

は当然バスの免許を取らなくてはならない。バスの免許というのはタクシーの免許よりも

厳しい条件がついておりますので、そういうことも承知の上での町のお考えだと思います

けれども、これは永続性があるかどうかというのはわからないのですけれども。私どもと

しては、前向きに捉えると、これでバス停まで来ていただけることを期待しています。実

際に今、コミュニティバスの利用量が尐ないような状態で、残念な結果なんですけれども、

そういう事態も踏まえて、仕方がないのかなというふうに思っていますけれども。今議論

を聞いていますと、タクシーではなくてこれはバスなんですよ。ですから、よく問題にな

るのは、隣に若いお嬢さんが乗って、真ん中に男の人が二人乗ったりなんかしたときに、

そういうなかでのトラブルなんかもいろいろ聞いております。混雑で乗る場合はですね。

そういうのもクリアをされると。それから、資料の中にオペレーターの雇用形態と書いて

あるのですけれども。先ほど町の方が答えておられましたけれども、オペレーターを置い

てしまったら、半端な金額じゃ収まらないと思うんですよ。ですから、今町が選択できる

方法というのは、タクシー会社にお願いしてやっていくしかない。通常のオペレーターと

いうのは、電話をかけるとその家の地図が出るんですね、それで運転手を電話と同時にそ

の家まで配車すると。ですから、私どもといたしますと、この実証実験で、多くの人にぜ

ひバス停まで来ていただきたいですね。 長南町は一宮町とは状況が違いますので、将来

圏央道もできますし、主要地点だと考えてますので、バスそのものの継続もやっていかな

くちゃいかんと思ってますので、この実験でできるだけ多くの方に利用していただいて、

それから、移動が自家用じゃなくて公共機関というものになっていただけるというのを期

待しております。くどくどとなってしまいましたが、路線バスも厳しい状況下にあること

も事実ですから。最大の原因は人口が減っているということなんですよ。前は長南高校が

あったりなんかして、生徒さんがいたんですが、長南高校がなくなってしまって。私も睦

沢町に住んでいますけれども、睦沢もまったく同じなんですね。千葉県の中で一番人口が

尐ないのは睦沢町で、7200 人しかいませんけれども。そういうなかでやってますけれども。

いろいろ県あるいは国から助成をしていただきながら、路線バスを運行しているというの

が実情でございますので。一応バス会社しての言い分と言いますか、そういうものを言わ

せていただきました。 

 

葛岡会長 

 それでは、「計画内容」については、とりあえずこれで終了させていただきまして、次に

進みます。「（2）スケジュールについて」を議題といたします。内容の説明を担当のほうか

ら。 
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唐鎌政策室長 

議題２．スケジュールについて・内容説明 

 

 さきほど、4 月 1 日以降はどうなるのか、早く対応しなくてはいけない、というお話でも

ございましたけれども、今現在は、4 月 1 日以降こうしますということは、申し上げられな

いのですけれども、ただ大命題といたしまして、今かかっている経費以内で新しいシステ

ムが構築できれば、ということで、町長から命を受けて取り組んでおりますので、いいも

のを作るにはもっとお金がかかるんだよ、という部分もあるんですけれども、その範囲で

収めるためには、デマンドを入れると、従前通り 2 台でやるということは、若干難しい部

分があるのかな、ということで、より効果的なシステムの構築をご協議いただきたい。正

式には 4 月 1 日から何台走るかということは、現状では決まっておりません。スケジュー

ルの案ということで、本来であれば、3 月の末までに策定をという当初の目標だったわけで

すけれども、実証実験の国への申請期間、あるいは本申請の期間、そういったものでだい

ぶ時間がかかりますし、協議会でもなるべく早く協議をさせていただいたところではござ

いますけれども、結果的に 3 月末までの本策定につきましては、時期的に難しいというこ

とで、6 月末の策定、10 月からの本実施、ということで軌道を修正したいと考えておると

ころでございます。以上でございます。 

 

公募・池田委員 

 巡回バスの話ですけれども、豊栄のところ午後はなくなる、他の地域は今まで通り走る

というわけですね？ 

 

唐鎌政策室長 

 西だけ今まで通りです。 

 

公募・池田委員 

 残りのコースは午前中だけになるわけ？ 

 

唐鎌政策室長 

 はい。 

 

公募・池田委員 

 巡回バスの配車のスケジュールが変わるわけですか？ 1 月から。 

 

唐鎌政策室長 

 そうです。 
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公募・池田委員 

 はっきりそこのところがわからなかったんですけれども。1 月からこのデマンドの実験が

始まると同時に、巡回バスの時間割も変わるわけですね？ 

 

唐鎌政策室長 

 資料 1 の最後のところに、巡回バスの時刻表を付けさせていただいたんですけれども、

前回の会議のときに、巡回バスの一部見直しもテストの中に含めていこうと、朝の時間を

各地区とも 20 分から 30 分早め、定期バスとの乗り継ぎをよくし、1 便もしくは 2 便が若

干早くなったと思います。そうすると、小湊車庫からの定期バスの時間ともリンクする部

分も、待ち時間尐なく乗れるという部分も出て参ります。そういったことで調整をさせて

いただきました。また、東小の子供たちをもう 10 分くらい下げてもらえたら、ということ

で調整をさせていただいたところ、もう 10 分繰り下げても支障がなかったものですので、

その内容を調整をさせていただきました。また、他の地区の午後の便については、デマン

ド導入ということでございますので、一応休止を、ということで考えております。これら

が、テスト期間中の巡回バスの時刻表ということで、資料 1 の一番後ろのほうに添付させ

ていただいたところでございます。 

 

葛岡会長 

 スケジュール内容についてのご意見等、ございますでしょうか？ 

 

公募・梅田委員 

 要望なんですけれども。巡回バスの回数が減りますよね。そのときに小湊さんと時間が

合うバス停が増えるということであれば、そのリンクするバス停をある程度、この広報か

なんかで、私なんかは豊栄の方だから、千田とか、どこのバス停のバスに何時に合います

よ、ぐらいのことを告知していただきますと、利用者が利用しやすいんじゃないかと。こ

ういうふうに変えますよ、ここにリンクしますよ、というようなのは入れられますか？ 

 

唐鎌政策室長 

 広報の最初のところで、「巡回バスの時刻一部変更により、定期バスとの連携がよくなり

ます」とあり、西・東地区より長南車庫○分発の茂原行きがリンクがよくなります、とい

くつか掲載させていただきました。ただ、バス停ごとにそれをやりますと、非常に量が多

くて複雑になってしまいますので、長南車庫からの乗継がよくなる便だけを、とりあえず

入れさせていただいたので、その他何かうまく表示できるものがあるとすれば、考えてい

きたいと思います。 
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公募・梅田委員 

 事業者さんのほうでそれは可能なんですかね？ 小湊さんのところでやっていますよね、

巡回バスも路線も。ある程度このバス停ならばここでバッティングするから、この時間で

乗り換えてもらえれば乗れますよ、という案内等は問合せがあればやっていただいたりは

できますか? 

 

小湊鉄道・久我委員 

 牛久や鶴舞方面までになると難しいですが、茂原方面であれば対処できます。下りの方

はちょっと難しいです。逆に、茂原から出るバスも必要ですか？ 

 

公募・梅田委員 

 あればやっぱり便利ですよね。結局みんななんで使わないかというと、面倒くさいし分

からないからでいっちゃうのが多いですから。 

 

小湊鉄道・久我委員 

 検討します。 

 

公募・池田委員 

 それは私は個人がやることだと思います。バス会社に行って時刻表をもらえば対応でき

ることだと。 

 

公募・梅田委員 

いろいろとあると思うんですよ。岩川だとか。東の方なんかでも、接続があれば、その

バスに乗ってこっちに帰ってくる手段ができれば。 

 

葛岡会長 

 他に？ 

 

唐鎌政策室長 

 事務局のほうで、1 点今の説明で修正をさせていただきたいと思うのですけれども、スケ

ジュールの関係でございます。連携計画の策定時期を、年度内にどうしても入れたいとい

うことでございまして、6 月を 3 月にということで、尐し協議会の詰めが早くなろうかと思

います。実証実験が終わると同時にやるという形になるんですけれども、年度が役所のほ

うの関係でどうしてもありますので、年度をまたぐというわけにもいかないということで、 

協議会も 3 月下旪に行い、3 月末の策定時期と、何がどうでも 3 月中にやりたい、というこ

とで進めて参りたい、というふうに修正させていただきたいと思います。 
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公募・岩瀬委員 

 それは可能ですか？ 

 

西野総務課長 

 姿勢として、3 月中にまとめていきたいという考え方で、いかせていただきたいと思いま

す。 

 

公募・岩瀬委員 

 これ絶対無理ですよね？ 

 

西野総務課長 

 やってみなければわからないです。 

 

公募・岩瀬委員 

 実証実験（の終わり）が 3 月 31 日ですから、データを分析するのは絶対無理でしょう。

基本計画が策定になってしまえば、その計画は生きてきますから、議会やなんかにも審議

をかけるのでしょう。それは無理じゃないですか？ あえてそれはやっぱり 6 月かなんか

のほうがいいんじゃないですか？ ちょっと難しいスケジュールだと思いますよ。 

 

西野総務課長 

 今コンサルさんのほうにお願いしてある部分というのは、連携計画の策定というところ

でお願いしてありますから、実証実験はやりながら、連携計画の作成についてはできるは

ずだと考えておりますので、3 月末にはできると思います。やっていく姿勢でいきたいと思

います。  

 

公募・岩瀬委員 

 でも、ここの部分が一番キーポイントになってくると思うんですけれども。そのなかで

この実験の結果がまだ整理されていない、検証されていない段階で、策定というのは難し

い気がするんですけれども。3 月というのはあくまで予定ということなんですね？ 

 

西野総務課長 

 そうです。 

 

公募・岩瀬委員 

 すいません、あまりくどくどとは言いません。 
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公募・二羽委員 

 当初は実験を1ヶ月でやるということでしたよね。1ヶ月じゃ短いかもしれないけれども、

中間である程度の結果が出てしまえば、可能かもしれないですね。 

 

葛岡会長 

 よろしいですか？ 

 スケジュールについて他になければ、次に進みたいと思います。それでは次の「（3）デ

マンドタクシーの愛称について」を議題とします。 

  

唐鎌政策室長 

議題３．デマンドタクシーの愛称について・内容説明 

 

公募・池田委員 

 「タクシー」という名前なんですけれども、実質はタクシーではないわけですから、「タ

クシー」取ったらどうですか？ 何か他の形の名前を付けると。タクシー会社がやるかも

しれないけれども、車はタクシーかもしれないけれども、実質はタクシーではないわけで

すよね？ 

 

唐鎌政策室長 

 検討案ということで聞かせていただき、検討したいと思います。 

 

葛岡会長 

 愛称につきまして他にご意見ございましたらお願いします。 

 ないようであります。これはいつまで決めていくのでしょうか？ 

 

唐鎌政策室長 

 本実施までにということで。 

 

葛岡会長 

 決めるのは本実施までに、ということでございます。それでは愛称については終わりに

いたします。次に「その他」についてですが、担当何かありますか？ 

 

 

唐鎌政策室長 

議題４．その他・内容説明 
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葛岡会長 

 「その他」まできたわけでありますけれども、国交省の池田さんに、今日の会議につい

て、何かご意見をいただければありがたいな、と思うのですが。 

 

国交省・池田委員 

 特段意見ということではないのですが、１月のデマンドタクシーの運行に合わせまして、

巡回バスのほうが、午後 3 コースについてはお休みになるということでございますので、

事業計画の変更が必要となりますので、事業者さんと十分に調整をとってください。それ

とあともう 1 点。愛称のお話なんですけれども、これは私の方から身近に感じるようにと

いうお話をさせていただいたのですが。ある自治体がウェブかなんかで募集をしたんです

ね。その募集結果を、協議会のなかで 3 個ぐらいに選んで、一番多かったものと、あとは

事務方の想いを含めて決定をした、という経緯なんかもありますので。今度実際乗る方が

どんなものであれば乗りやすいのか、というのを含めまして、利用者の方からご意見をも

らうなり、もしくは町外に住んでいる方々に、長南町のイメージと言いますか、そういう

ものを広く募集されるとか。ちょっと手間はかかりますけれど、そのほうがいいのではな

いかと感じました。 

 

葛岡会長 

 ありがとうございました。今日の会議は一応「その他」まできましたが、この間申し遅

れたとか、何かありましたらお伺いしたいと思います。 

 

金坂・副会長 

 今の説明の中で、最後の利用者登録票というのがありますよね。これは登録しておかな

いと利用できないというものなのですか？ あるいは、登録というのは電話で利用する日

や時間を連絡するという話も聞いているのですけれども、どっちをとればよろしいのでし

ょうか？ 

 

唐鎌政策室長 

 最初には事前登録をしていただきます。事前登録をしますと、町のほうでチェックをし

て、この人は対象者になるという判断をして、運行事業者のほうに連絡をさせていただき

ます。この人から予約が入ったなら受けていいですよ、という形になります。ですから、

対象者であっても、事前登録をしていないと、運行事業者のほうに名簿が行っておりませ

んので、予約のお電話をしたときに断られる、登録が済んでませんよ、という形になりま

す。登録をして、次に前日までに予約の電話を入れる、これから車が迎えに行く、という

形になります。よろしいでしょうか？ 
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金坂・副会長 

 はい、わかりました。 

 

公募・岩瀬委員 

 2 点ほど聞きたいのですけれど。1 点目はですね、このデマンド型をやったときに国か県

から補助金は出るのですか？ 

 

唐鎌政策室長 

 うちのほうは過疎地域にも指定されておりますし、国で今そういうような制度もありま

す。ただ、時期的なものがございまして、それに沿ったなかで本実施がされるのであれば、

赤字分の１／２程度が補助される。ただ、この補助も未来永劫ではないと思いますけれど

も、ということであります。 

 

公募・岩瀬委員 

 わかりました。もう 1 点なんですけれども。今回の協議会のなかの趣旨というのは、基

本的には、交通空白部分をデマンドで埋めるというのが、一つの目的だと思うのですけれ

ども、さっきも久我委員から意見があったんですけれども、確かにこのデマンドというの

は日本全国かなりがやっていると思うんですけれども、そのなかで段々とデマンドが巡回

バスを排除したり、路線バスを排除したり、そういう方向に向っていると思うんですよ。

それは長南町でも考えられると思うんですけれども、今回は段々と交通空白地帯ではなく

て、路線バスのところも網羅してしまって、あまり好ましい連携計画ではなくなってくる

んじゃないかと思うんですね。そこで要望なんですけれども、ぜひ広報とか、ウェブでも

いいんですけれども、そういうものだけではなくて、こういうものを新たにやろうと思っ

たときは、きちんと地元に話を持っていって、十分周知していただいたなかで実施できな

いかなと。これはあくまで試行段階じゃなくても結構ですから、実施の段階で結構ですの

で、町の考え方をじっくりと説明されたなかで実際にやっていただきたいなと。そうする

と、非常に難しいとは思うのですけれども、多尐は巡回バスもそうだろうし、路線バスの

ほうでも利用頻度が上がってくるんじゃないか、というふうに考えるのですけれども。そ

のへんの説明会の手配ができれば、やっていただいたほうがいいのかなと思うのです。 

 

唐鎌政策室長 

 12 月 1 日に広報を開始させていただくのと、12 月からいろいろと PR 活動を展開してい

きたい。そのなかに、公民館の各種教室とか、高齢者教室とか、社会福祉協議会の職員の

方々を使ってとか、あるいは民生委員会に出向いて、民生委員さんを通して高齢者の方々、

障害者手帳をお持ちの方々、そういった方にも重ねて PR 活動をしていって、尐しでも登録

者を増やしたい、このように考えております。以上です。 
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公募・岩瀬委員 

 それが難しいのであれば、区長会ってありますよね。そういう場で説明していただくと

か。区長さんには大変でしょうけれども、そういう方法をとってもいいのかなと。やはり

PR は必要だと思いますよ。 

 

唐鎌政策室長 

 今区長会の予定があるのか、12 月、1 月、2 月あるのか聞いたのですけれども、今のとこ

ろ区長会の予定がないということですので、近くに区長会があれば、区長さんの皆さん方

に趣旨をご理解いただいて、区民の皆さんにもし機会があれば、説明をしていきたいと思

っております。 

 

西野総務課長 

 実は政策室のほうで出前講座というのをやっているのですよ。なかなか知らない方が多

くて。でも、毎月 1 回区長さん方への配布文書がございますので、そのなかで巡回バスを

変更することと、デマンドタクシーが始るよという部分も伝えて、出前講座もぜひご利用

くださいということで、区長さん方にも通知は差し上げたいと考えております。今も実は 3

月 11 日の震災の関係で、出前講座の防災関係はいろんなところに行く機会がございますの

で、そういったところで、デマンドタクシー関係を加えたことをお知らせさせていただい

て、それを活用していただきたいな、ということで考えております。以上です。 

 

葛岡会長 

 他に？ 

 

町教育課長・齋藤委員 

 住民課なんですけれども。対象者に身障者ということですけれども、身障者１・２級の

方については、町のほうで福祉タクシーという制度があるんです。月 1 回で年間 10 回まで

だったかな、使えるということです。それは 1,000 円以内なんですけれども、町内どこへ

行っても 1,000 円、という制度を持っています。終わってからで申し訳ないけれども、そ

ういう制度もありますので、補助制度なんですけれども、二重投資みたいな形になりはし

ないかという気はしますが、実験段階ですので、そのへんの整合性を今後検討していく必

要があるのかな、というふうに考えます。それから、身障者ということになってますけれ

ど、知的や精神はどうするの？ という考えが出てくるんです。身体障害者だけ 1 級から 3

級なのか、というところもあります。1 級ぐらいになると、ひとりではなかなか乗り降りが

できないような、付き添いの人がいるような方が多いのじゃないかと思いますが。実証実

験のなかでそういった判断をしていく必要があると思います。  
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唐鎌政策室長 

 1 級から 3 級まで身障をお持ちの方、障害者手帖をお持ちの方で、なおかつ自分で乗り降

りができることを条件にさせていただいております。1 級 2 級の障害だと、自分で乗り降り

というのが、そうじゃない人も中にはいるかもしれませんけれども、ちょっと厳しいのじ

ゃないのかなということもありますけれども。自分で車の乗り降りができる方は、デマン

ドを利用していただいて結構なんですけれども。あと、知的とか精神の場合も、手帳は持

っていてもデマンドの利用はちょっと無理なのかな、というふうに思います。介護タクシ

ーとの兼ね合いというのは、デマンドとの二重投資というお話もありましたけれども、競

合する部分はたしかにないわけではないと思うのですけれども、重なる部分というのは尐

ないのでは、ということで当初から考慮しておりました。以上でございます。 

 

葛岡会長 

他に何かございませんでしょうか？ 

ないようでございますので、以上で本日の案件についての審議は終了ということにした

いと思います。ご協力ありがとうございました。  

 

小澤政策係 

 どうもありがとうございました。それでは、以上を持ちまして、本日の会議は終了いた

しました。以上で閉会とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 


