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総合交通に関する調査特別委員会 

行政視察報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２０１０年１１月１２日 

 

議員名 尾関 健治 

 

 下記のとおり行政視察を実施しましたので、その結果を報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２０１０年１１月１日（月） 

～ １１月２日（火） （２日間） 

 

 

２．参加議員：山田 義行議員（委員長）、山田 弘子議員（副委員長） 

山田 菊雄議員、猿渡 直樹議員、杉本 富夫議員 

長屋 和伸議員、幅  永典議員、市川 隆也議員 

三輪 正善議員、佐藤 善一議員、松田 文男議員 

尾関 健治 

 

 

３．随行職員：議会事務局 渡辺 悟、廣瀬 正則 

 

 

４．視察事項：福島県南相馬市小高町商工会 

おだかｅ―まちタクシーの運営について 

       福島県郡山市 

乗合タクシー実証実験について 

まちなか循環バスについて 
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５．視察内容 

≪≪≪≪視察視察視察視察ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１１１１    南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市－－－－おだかおだかおだかおだかｅｅｅｅ――――まちまちまちまちタクシータクシータクシータクシーのののの運営運営運営運営についてについてについてについて≫≫≫≫    

訪問日時：２０１０年１１月１日（月） 午後２時~午後３時２０分 

訪問先 ：所 在 福島県南相馬市小高区東町１－５９ 

     名 称 福島県南相馬市 小高商工会 

     応対者 鈴木 一男・小高商工会副会長 

         川崎 隆雄・南相馬市小高区産業課長 

         上野  勝・南相馬市小高区産業課長補佐 

         木幡 昌博・小高商工会 経営指導員 

     電 話 ０２４４－４４－２０４４ 

 

〔〔〔〔説明説明説明説明・・・・調査内容調査内容調査内容調査内容〕〕〕〕    

（背景） 

・旧小高町内を走る路線バスは、１路線を除き

既に廃止されていた 

・旧町時代に福祉バス導入の検討を行った結果、

直営で運営した場合には約２７００万円の

経費 

・県商工会連合会が３カ年の高齢化対策事業に

着手し、小高商工会がモデル商工会として指

定を受け、福島大学などのアドバイスを元に

平成１１年から検討スタート 

 

（経緯） 

・高齢者へのニーズ調査では、「知り合いの顔なじみのお店で買い物がしたい」

という声が多かった 

・福島大学の奥山教授から「駅前で空いている

タクシーを使えば、交通手段が確保できるの

ではないか」という提案があり、タクシーを

利活用することに 

・福祉から入ったのではなくて、商店街のにぎ

わいから入ったので、商工会が運営している 

 

（取組状況） 

・小高区内のタクシー２社から、ジャンボタクシー２台とセダン型タクシー３

台の計５台を借上げ運行（２，１５０円／時間） 

写真１ 小高商工会館 

写真２ 予約情報センターがある建物 
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・利用するときは、「情報センター」に予約電話を入れる 

・運行地域は基本的には小高区限定 

・料金体系は「まちなかエリア」が１００円、「まちなか周辺エリア」が２００

円、「東部・西部エリア」が４００円 

・複数人の乗り合いが原則 

・利用時間は８時から４時までの時刻表に沿っての運行 

 

（特徴） 

・タクシーを利用した乗り合い交通 

 空車のタクシーを利用することで地域住民

の足を確保 

・ＩＴを活用したデマンド予約管理システムの

導入 

 ＮＴＴ東日本が開発したシステムを導入 

・だれでも利用可能 

 高齢者に限らず小高区民以外でも利用可能 

・外部有識者の協力 

 当初は法的に制約があった 

 大学、行政書士、ＩＴ業者など専門家が大きな役割 

 

（効果） 

・高齢者の自立支援 

 高齢者の外出機会の増加による生きがいの

創出 

・行政の財政支出削減 

 市からの補助金は約１，０００万円／年であ

り、福祉バスの３分の１程度 

・タクシー会社の売上高の増加と空車の有効活

用 

 タクシー借上料は、１社あたり約７００万円

／年に上っている 

・買い物客の増加 

 乗降地調査によると、商店街で降りる割合は１０％強、乗る割合は３０％弱 

・高齢者の生活基盤の確保 

 １０軒に１軒が１人暮らし世帯、２人暮らしは１０軒に３軒となっており、

生活基盤の確保に役立っている 

写真３ 予約を受ける情報センター内部 

写真４ 商工会館内での視察 
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〔〔〔〔質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答〕〕〕〕    

Ｑ．２，１５０円のタクシーの借上料は？ 

Ａ．ジャンボタクシーもセダン型も一緒の料金で借り上げている 

 

Ｑ．「ｅ－まちタクシー」が利用されると、普

通のタクシーの売上は減ると思うがタクシ

ー会社にメリットはあるか？ 

Ａ．確かに、一般利用者の売上は減るが、全体

としては、借上による固定的な収入（約７０

０万円）が入ることになり、タクシー会社の

メリットとなる 

 

Ｑ．実際の運用方法は？ 

Ａ．複数の予約が入った場合、迎えの時間のズレを少なくするため一番遠くか

ら迎えに行くようにしている 

 

Ｑ．小高区の広さはどのくらいか？ 

Ａ．約９０平方キロメートル 

 

Ｑ．システム導入、人件費、維持管理費などの

コストは？ 

Ａ．初期投資は、ＮＴＴと県商工会が開発した

ものでほとんどかかっていないが、平成１８年

のシステム更改では１０００万円かかってい

る 

面積が広いと台数も増えて運営コストは高くなる 

全体の年間経費は２０００万円であり、タクシー会社に１３５０万円、オペレ

ーター人件費３００万円、ＮＴＴ通信料が６０万円、保険料が８４万円など 

 

Ｑ．システムの更新は 

Ａ．期限はないが、エリア・料金変更の場合は変更届を提出 

ＮＴＴからは５年ごとの更新を勧められている 

 

 

 

写真５ ジャンボタクシー 

写真６ セダン型タクシー 
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≪≪≪≪視察視察視察視察ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．２２２２    郡山市郡山市郡山市郡山市視察視察視察視察－－－－乗合乗合乗合乗合タクシータクシータクシータクシー・・・・まちなかまちなかまちなかまちなか循環循環循環循環バスバスバスバスについてについてについてについて≫≫≫≫    

訪問日時：２０１０年１１月２日（火） 午前１０時～午前１１時３０分 

訪問先 ：所 在 福島県郡山市朝日１丁目２３－７ 

     名 称 郡山市役所 

     応対者 村上 一郎・郡山市総合政策部総合交通政策課長 

         影山 敏夫・郡山市議会事務局次長 

         遠藤 尚孝・郡山市議会事務局議事政務課主任主査 

     電 話 ０２４２－３９－１３２３ 

 

〔〔〔〔説明説明説明説明・・・・調査内容調査内容調査内容調査内容〕〕〕〕    

・実証実験の元となる上位計画は「郡山都市圏

総合都市交通計画」 

・郡山市を含む４市３町３村の１０自治体（５

６万人）が都市圏 

・昭和６１年に１回目の調査を行い、パーソン

トリップ調査など 

・時代変化の中で平成１８年に２回目の調査を

行い、この調査結果に基づいて来年３月まで

に交通計画を策定 

 

・交通手段の自動車分担率は、昭和６１年の５０．１％から平成１８年の７４．

５％に増加 

・調査によると１キロ未満の通勤でも６２％が自動車を利用 

・２０年後の目標として、自動車分担率の８ポイント低減をめざす 

 

・マスタープランは３つ 

公共交通マスタープラン 

自転車歩行者マスタープラン 

道路マスタープラン 

 

・まちなか循環バス 

２週間の実証実験 

双方向ではなく半時計回りのみ（踏切のため

に一方通行） 

乗降者数は、郡山駅とイオンタウンが多い 

イオンタウンは駐車場が無料 

写真７ 郡山市役所分庁舎 

写真８ 市役所内での視察 
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・富田・安積バス 

無料の実証実験は乗車したが、実際の上限４００円だと利用者は少ない 

 

・乗合タクシー（西田町・中田町・熱海町） 

西田町は４９００人、高齢化率は２６％以上 

都市計画区域外で集落がない 

地方においては乗り換えがネック 

自宅前まで来てくれないとなかなか乗車できない 

デマンドについては、利用者が増えれば増えるほど行政負担が増える 

できるだけ福島交通にがんばってもらって、どうしても駄目なところは行政

も含めた四者（地域・利用者・交通事業者・行政）の四者で今後対応 

 

〔〔〔〔質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答〕〕〕〕    

Ｑ．乗合タクシーの実証実験は、乗降場所を決

めているので路線バスと同じようなかたち

か？ 

Ａ．デマンドでは細かい動きになりコストがか

かるので、事業の採算性がいいだろう、と考

えた 

デマンドではないので、予約は必要ない 

現在、各病院が無料の病院バスをきめ細かく

走らせているのが現状であり、そういうこと

も考慮しなければならない 

 

Ｑ．四者の中の「地域」には、たとえば自治会などに運営をお願いする考えも

あるのか 

Ａ．西田町の場合、地域が「何とかしなければならない」と考えている 

持続可能なシステムを考えていかなければならない 

 

〔〔〔〔調査結果調査結果調査結果調査結果〕〕〕〕    

１１１１．．．．三方一両得三方一両得三方一両得三方一両得のののの「「「「おだかおだかおだかおだかｅ－ｅ－ｅ－ｅ－まちまちまちまちタクシータクシータクシータクシー」」」」    

 南相馬市小高区（旧小高町）は、「デマンド型乗合タクシー」を日本で最初に

導入した地域である。 

 昨年度（平成２１年度）の「おだかｅ―まちタクシー」の１日平均乗車数は

１２３．８人・年間利用者数は約３万人に上り、住民の意識調査でも「おだか

写真９ 山田委員長の挨拶 
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ｅ－まちタクシー」は「まちの名物」として２位に入ったことでも分かるよう

に、小高区地域の住民の方に多く利用され、高く評価されている。住民からの

電話予約が入る「情報センター」を視察した際、予約システムの説明を受けて

いる最中にも、予約電話が何本も立て続けに入ってくるような状態であった。 

 

 「住民」にとってはドアツードアの移動が低料金で可能になり、「行政」にと

っては高齢者福祉の充実・財政支出の削減につながり、「タクシー事業者」にと

っては保有車両の有効活用・固定収入の増加のメリットがある。「三方一両得」

という言葉で、小高商工会ではこのシステムの利点を説明している。 

 

 小高区での成功を受けて、全国に「デマンド型乗合タクシー」が拡がってい

るが、同時期にパイロットとして事業を進めた５つの自治体の中で唯一成功し

ているのが小高区だが、別のインタビュー記事において、商工会の鈴木副会長

は「やはり熱意があるところが残るのではないでしょうか。特にオペレータは、

利用者からの電話が長くなる場合も利用者の話を聞き、時間があるときには一

緒に乗車して実情を見ています。」と答えている。最後は「人」であり、「熱意」

が成否を分けるのは、どの組織でも事業でも同じことが言える。システムは必

要条件だが、十分条件ではない、とも言える。 

 

 小高区の場合、特徴的なものは高齢者福祉の観点はもちろん持ちながら、主

眼は商店や商店街の振興であり「まちのにぎわい」を増すことにあったことで

ある、と思う。実際に「ｅ－まちタクシー」では、商店街で降りる利用者より、

商店街で乗る利用者が約３倍となっており、すなわち、行きは病院などに通院

してから、帰りに商店街に寄って買い物をしてから家路につく利用者が多い、

というデータが出ており、一定の成果を挙げている。小高区の場合、先の三者

に加えて商店・商店街もこの事業のメリットを受けている、と言える。 

 

 ただし、関市で同じようなサービスを導入しようとした場合、小高区の成功

体験をそのまま後からなぞる事ができるか、は検討が必要であるように思う。 

 面積自体は、旧関市とそれほど変わらないが、小高区の場合、人口は約１万

３千人であり、旧関市だけでも７万人を超える関市とは状況はかなり異なる。

デマンド交通の利点は、ドアツードアのきめ細かな移動が可能であることだが、

利用者数が６倍・７倍になったとき上手く運用できるか。当然、運営コストも

膨らむこととなる。 

 

 また、小高の場合、１路線を除いてバス路線が廃止された状態であったので、
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言わば「唯一の足」として利用されているが、関市の民間・公共バス交通網の

中においてどれだけの利用が見込まれるか。民間・公共含めて全体の交通網を

整理・見直しすることが前提となる。また、タクシー事業者についても、小高

のような借上ができるか、可能にしても借上料金がいくらになるか、この点も

考慮しなければならない。 

 

 上のような点について検討が必要だと思うが、デマンド交通を上手く運営さ

せて成功している事例を、実際に視察できたことは大変に有意義で参考になる

ものであった。 

 

２２２２．．．．まだまだまだまだ実証段階実証段階実証段階実証段階のののの郡山市郡山市郡山市郡山市のののの公共交通公共交通公共交通公共交通    

 郡山市の場合、何れも実証実験の段階であり、その方向性について評価する

ことはできない。 

 ３３万人を越える人口を抱える郡山市は、福島県の経済都市でもあり、地域

都市圏の中心市でもあるので、人口１０万人に満たない関市とは公共交通の問

題ひとつでも比べがたいのが実情である。 

 ただし、説明の中で「デマンド乗合タクシーは利用者が増えれば増えるほど、

行政負担がかさむことになり、できるだけ行政としてはやりたくない」という

発言があり、また、違った観点から考える契機となった。 

 地方都市、なかんずく過疎化が進む山間地域を含む広大な面積を持つ関市に

とって、デマンド交通は「所与条件」というか、「前提条件」という意識を抱い

ていたので、行政負担の増加、という観点も当然ながら含めなければならない。 

 また、郡山市で特徴的だったのは、各病院が無料の病院バスをきめ細かく走

らせていることである。診察券があれば乗車可能なので、病院利用の場合だけ

でなくほかの目的でも利用可能ではないか、とも推測できる。郡山駅前には病

院名が書かれた２・３台の病院バスが停車していたが、バスによっては１０人

以上の乗客が乗車しており、住民の方がかなり利用されている様子であった。 

 「地域・利用者・交通事業者・行政」の四者で今後の対応を検討する、とい

う旨の方向性であったが、特に市街地でない郊外の「地域」がどのように自ら

の地域交通を支えていくか、どのような役割を担っていくか、ということが、

今後の大きな課題であるように感じる。 

 

以 上 

 


