
地域公共交通の改善・整備の方針（案）

運行状況 課題 改善実績 運行予定 課題 改善方針 目標

1 JR東金線

（上り始発便）
成東駅発　 4：56
（下り最終便）
大網駅発　23:10

①市外への通勤・通学者の主要な交通
   手段である。下りは千葉発22:44が東
   金線接続の最終便となっている。

①東金線の補完として12月6日より
   大網駅着24:10の便に接続する
   深夜バスを試験的に運行開始
　　運行：小湊鐵道株式会社
　 　　　　大網駅24:15発⇒ 求名駅
　　　　　（金曜日のみ）

H25年度と同じ
運行形態

①深夜バスの継続運行
②通勤時間帯の外房
   線直通便・東京駅
   直通快速便の増発
   要望あり

①スマートフォン等の媒体を活用したPRの実施
②JRの増発については、利用客数が減少傾向にある中
   （H22年度：20,361人/日）では難しい状況。
   JR東金線複線化促進協議会での要望活動を通じ、
　　引き続き利用客の声を要望する。
　　【16:10千葉駅発大網駅行きを成東駅まで延伸など】

定住人口増加（社会
増）による利用者増を
目標

2
路線バス・
高速バス

a.片貝線
b.豊海循環線
c.上布田線
d.ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾋﾙ線
e.九十九里ライナー
f.千葉線
g.フラワーライナー 他

①利用者の減少により市内路線バス
　 については赤字路線がある。
②赤字路線の内、片貝線、豊海循環
　 線は県補助金の交付があるが、上
   布田線は補助要件に合わず、市が
　 補助金を交付（約500万円）

①路線廃止は地域住民の生活に直
　 結する問題であり、バス事業者と
   行政がダイヤ変更等により存続の
   ための協議を行った。（日吉台地
   区→九十九里ﾗｲﾅｰ乗入れ）
②上布田線利用実態調査の実施
　　（H26年度に対策協議）

上布田線について
路線変更を検討

①上布田線の補助金
   削減

②乗合タクシー運行
   開始後の利用者
   の動向

①上布田線の現行ルート（東金駅⇔八街駅）について、変更
　 ルート（東金駅⇔行政境〔野際坂下〕⇔〈八街市ふれあい
   バス〉八街駅）について、八街市と協議を行う。
②各路線の利用者の動向を注視し、極端に利用者が減少
   するダイヤについて、バス事業者と協議を行う。

《H27年度》
H26年度上布田線
補助金約500万円
の20％削減

3
ケアタクシー・
福祉タクシー・
福祉有償運送

《ケアタクシー》
自宅と病院
《福祉タクシー》
場所・目的制限なし

①ケアタクシー：目的地が病院に限定

②福祉タクシー：利用回数１２回/年
         ( 人工透析対象者は２４回/年)

①・②ケアタクシー・福祉タクシー共に
   利用について制限があり、ふれあい
　 移動サービス（福祉有償運送）にて
   補完を行っている。

H25年度と同じ
運行形態

①乗合タクシーと福祉
　車両の効率的な利用

①現行の乗合タクシー車両については車椅子収納等の機能
　　がなく基本的に「自分で乗降できる方」が利用可能（付添
  　人により乗降可能な場合は可能）であり、この条件をもっ
　　て福祉車両利用者との区分けを行う。乗合タクシー実証
　　運行では車椅子での利用要望はなく市内全域運行の状
　　況を注視する。

福祉車両の利用ニー
ズの把握と適正な支
援

4
東千葉MCへの
アクセス

①救急医療・急性期医療を核とした
   地域中核病院という性格において
    、外来患者等がどの程度公共交
   通機関を利用するか未知数
②立地条件を踏まえた関係者移動
   手段の確保

①・②路線バス事業者への説明会の
   開催、タクシー組合への説明
　（独法、医療センター推進課）
   　乗合タクシーによる補完
※Ｈ26年度外来患者見込み数約800人/日
   に対し、路線バス（東金方面）で移送
  見込み人数を約80人/日（行き）と想
　定した場合、自家用車や一般タクシー利
　用者を差引いても乗合タクシーの運行は
　必要

　　（運行予定）
１日あたり上下便

路線バス　　 76便
高速バス　　 42便
　　合計　 　118便
　　（運賃）
東金駅：360円
東金駅入口：330円

①H26年度部分開院
　であり利用者ニーズ
　が未知数
②乗合タクシーはバス
　停から遠い人の利用
　あるいはバス運行時
　間外の利用について
　補完を主とし、路線
　バスとの競合は避け
　るべき

①開院後の公共交通機関（路線バス、高速バス、乗合
  タクシー、一般タクシー、ケアタクシー、福祉タクシー等）
  によるアクセスの実態を検証し、逐次、地域公共交通会議
  に報告するとともに改善策を協議する。

　（例）路線バスのダイヤの改正、乗合タクシー利用運賃の
　　　  見直し　など
②市内路線バスの路線図及び時刻表を市HP等でPRする。

乗合タクシーは交通
不便地域等の補完的
な役割による運行

5

市営公共交通

(1)デマンド型
   乗合タクシー

(2)市内循環バス

(3)スクールバス

(1)乗合タクシー
　 実証運行
    H24.10～H26.3

(2) a.福岡路線
  　 b.豊成路線

(3) a.公平幼稚園
　   b.源幼稚園 ・
           小学校
     c.北中学校

(1) ①予約時間が不確定（通院の帰り）
     ②利用者が少ない
    （H25.9実績：19.79人/日⇔計画：40人/日）
     ③事業収支の改善
     ④使用車両の利用率の低さ
     ⑤共通乗降場のわかりづらさ
     ⑥運行地区住民の認知度

(2) 乗合タクシーと循環バスの重複

(3) ①保護者の経済的負担の適正化
　　（利用者の減少）
　　②公平幼稚園バスの老朽化

(1) ①当日予約の実施
　　②実証運行区域の追加（正気・大和）
　　③利用運賃の改定
　　④H26年度より変動数による使用車両
　　⑤共通乗降場の見直し
　　⑥乗合タクシー制度の周知徹底

(2) H26年度前半の実績を目途にH27年度
    以降の運行形態を協議する。

(3) 北中学校通学バスについては、バス事
     業者との協議により経費の削減が実現
     した。これにより保護者負担の軽減が
     図られる見込みだが、他は進展に至っ
     ていない。

(1)乗合タクシー
　 市内全域運行
    H26.4～

(2) a.福岡路線
  　 b.豊成路線

(3) a.公平幼稚園
 　  b.源幼稚園 ・
　　    　小学校
     c.北中学校

(1) 乗合タクシー事業収
　　支の改善

(2) 乗合タクシーと循環
　バスの 選択
　・循環バス東千葉MC
　乗入れの必要性の検討

(3)乗合タクシーとスクー
   ルバスの共有化の検
   討及び利用者数に応
   じたバス運行と地区
   運営委員会の検討

(1)　乗合タクシー運行車両の「固定数配置」から
      「変動数配置」への修正による効率的な運行の実施

(2)　福岡・豊成両地区の循環バス推進委員会の考え方を
　　　踏まえ、H27年度以降の運行形態を決定する。
　 ・利用者意向調査の実施（福岡地区・豊成地区）
　　 循環バスの東千葉MCへの乗入れの必要性、あるいは
　　　東金駅からの 路線バス乗継ぎによるアクセスの必要
　　　性について両地区の循環バス推進委員会と協議を行う。

(3) スクールバスと乗合タクシーとの共有化については
　　(1)児童・生徒を一時に送迎する車両がない
　　(2)児童・生徒だけで乗車ができない
     (3)送迎時間が乗合タクシーの通常の運行時間と重複す
　　　　る等の理由に より、現状では困難。他市で実施してい
　　　　る地区スクールバス運営委員会での車両購入費積立
　　　　てや送迎人数に応じた車両での業務委託（時間単価）
　　　　など費用削減の方策を 検討する。

《H26乗合ﾀｸｼｰ》
事業収支の改善
（市負担率50％台）
※Ｐ２参照

《H27循環バス》
事業収支の改善
（H26乗合ﾀｸｼｰ
　＋循環バスの
　市負担額
　約2,663万円の
　20％削減）
※Ｐ２参照

《H27ｽｸｰﾙﾊﾞｽ》
委託料3台、合計
約1,845万円の削減

H26.5.23 第１回東金市地域公共交通会議　

　１．【目的】モータリゼーションの進展により減少傾向にある公共交通を確保・改善することは、バランスのとれた住みよい交通環境づくりに留まらず、地域のにぎわいの復活や人と人とのふれあいの場の創出
　　　　　　 など、地域の活性化につながる。また高齢者等交通弱者が利用できる地域公共交通を整備することは、外出機会の増加による健康増進や高齢者の交通事故防止の効果も期待できる。
　　　       よって、行政、交通事業者、利用者の代表者等により構成される地域公共交通会議において、将来的にも持続可能なモビリティマネージメントを推進する。

　２．H25年度実績とH26年度計画

H25年度実績 H26年度計画
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資料５



「循環バス」・「デマンド型乗合タクシー」の収支(試算)

１．「循環バス」運行収支（H25年度収支実績）

(1)　福岡路線（１日５便）

(2)　豊成路線（１日５便）

  9,840,488円（市負担額）

　３．　Ｈ２７年度 「循環バス」と「デマンド型乗合タクシー」選択の目安

　H27年度以降の「循環バス」と「デマンド型乗合タクシー」との選択については福岡・豊成両地区の循環バス推進委員会にて、利用者数の推移に応じた選択の目安をあらかじめ検討してもらうが、選択肢としては以下のケースがある。

H27市負担額推計

(1) 約17,600,000円

(2) 約25,600,000円

(3) 約16,800,000円

　

　《H24年度「循環バス」の便別利用実績》　・・・１日あたりの利用者数、福岡路線計50.51人、豊成路線計28.70人の内訳

福岡路線　　【始発便】：1.75人・【第２便】：15.80人・【第３便】：11.29人・【第４便】：12.53人・【第５便】：9.14人

豊成路線　　【始発便】：1.58人・【第２便】：10.35人・【第３便】： 7.69人・【第４便】：　3.74人・【第５便】：5.33人

※「定時定路線型乗合タクシー（バス」）運行経費の試算

試算の条件（①現在の豊成路線運行バスを２地区で各２運行／日、②利用者数は８人／便で試算、③利用運賃は現行循環バス料金

              、④デマンド型乗合タクシーと同様の国庫補助金該当）　

Ａ 運行経費：21,000円×244日＝5,124,000円　　Ｂ 利用運賃：200円×８人×４便×244日＝1,561,600円  　Ｃ 国庫補助金：1,780,000円

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）＝1,782,400円（市負担額）　　利用者１人あたり運行コスト≒230円（1,782,400円÷7,808人）

㊟補助金活用のためには運行経路を現行よりもコンパクトな経路へ変更することが必要

「循環バス」選択の場合
 　「デマンド型乗合タクシー」利用者があまりいない状況
　（「デマンド型乗合タクシー」利用者：５人未満／日）

①この場合はH27年度も「循環バス」は運行するが、「デマンド型乗合タクシー」
  運行区域とすることは難しい。
②(1)と比較した場合、市負担額が増加する。※右記試算は２地区とも継続の場合

「デマンド型乗合タクシー」
＋

「定時定路線型乗合タクシー（バス）」

　時間帯によっては「循環バス」の利用もあるが「デマンド型乗合タクシー」の利用者も
　：５人以上／日で増加傾向にある場合については、下記「循環バス利用実績」が示すと
　おり、始発便及び第５便は「デマンド型乗合タクシー」で対応できる人数であるのに対
　し、日中の便に多数の利用者が集中していることから、「デマンド型」に加え、日中に
　１地区２～４便程度「定時定路線型」でまとめて移送する方法も考えられる。

①「定時定路線型」の車両については、日中便の利用者の推移に応じてジャンボタクシー
　 あるいはバス車両の選択肢がある。
②豊成路線バスがＨ２７より市所有となるため、運行車両として使用した場合は運行経費
   が安価となる。ただし廃車後に新規バス購入の際は多額の費用が発生。
　 ※右記試算は豊成路線バス１台で２地区で各２便時間差で運行した場合を想定

　　　　　　　　　　選択肢 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択の基準 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果・検討事項

「デマンド型乗合タクシー」選択の場合
  「循環バス」利用者が「デマンド型乗合タクシー」にほぼ移行傾向にある場合
（H26.9末段階でH25年度利用者平均と比較し概ね３０％～５０％減少）

①H27年度より「循環バス」は廃止する。
②耐用年数が１０年程度ある豊成路線バスの活用方法

　　《収支試算》

（支出計：5,315,608円）－（収入計：  930,800円）＝年間運行コスト（市負担額）：4,384,808円　（市負担率82.5％） 　２７，９１２千円－（５，８５３千円＋６，２１７千円）＝１５，８４２千円・・・・実市負担率５６．７６％

・運行日１日あたり運行コスト≒17,971円（4,384,808円÷244日）　　   福岡地区・豊成地区循環バス合計 　・利用者１人あたり運行コスト≒1,000円（15,842,000円÷15,820人）　　　　 　　   　　市内全域デマンド型乗合タクシー

・利用者１人あたり運行コスト≒   636円（4,384,808円÷6,892人）   　15,842,000円（市負担額）

　運行経費（運行委託料、予約センター管理費、オペレーター人件費等）　合計２７，９１２千円

（支出計：7,190,680円）－（収入計：1,735,000円）＝年間運行コスト（市負担額）：5,455,680円　（市負担率75.9％） 　運賃収入（全額400円を全体の70%、100円引きの300円を30%で計算）運賃収入合計　５，８５３千円

・運行日１日あたり運行コスト≒22,359円（5,455,680円÷244日） 　　※年間利用者数推計：15,820名

・利用者１人あたり運行コスト≒   456円（5,455,680円÷11,967人） 　国庫補助金（運行にかかる支出と収入の差額の概ね半額を補助）補助金額　６，２１７千円

　２．「デマンド型乗合タクシー」運行収支（Ｈ２６市内全域運行の試算）

－２－

県道・集落内幹線

道路を運行定時定路線型

乗合タクシー

（バス）

デマンド型・定時定路線型利用のイメージ図

デマンド型乗合たクシー
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目的地

デマンド型乗合タクシー

バス停まで遠い人
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