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令和元年度第 1回佐世保市地域公共交通活性化協議会 議事録 

 

 

                   場所：佐世保市役所 5階 庁議室 

時間：令和 元年 7月 29日（月）10:00～11：30 

 

 

≪１．開会≫ 

（事務局：山元） 

それでは定刻となりましたので、ただいまから「令和元年度第 1回 佐世保市地域公共交通

活性化協議会」を開催いたします。 

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

私は、本協議会事務局佐世保市地域交通課の山元と申します。進行役を務めさせていただき

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは着座にて進めさせていただきます。 

まず、協議会の開催にあたりまして会の成立要件の確認でございますが、協議会規約第 7条第

2 項に「構成員の過半数以上の出席により成立する」とあります。本日は、委員 20 名のうち、

代理出席も含めまして 20 名のご出席をいただき、協議会の成立要件を満たしていることをご

報告させていただきます。 

それではまず、6名の委員様に交代がございましたことでご紹介させていただきます。 

資料の 1ページをご覧ください。 

まず、長崎県立大学講師であられます、寺床委員です。前任の鶴指先生に引き続き、副会長

をお引き受けいただいております。 

（長崎県立大学：寺床委員） 

長崎県立大学の寺床です。今年度からお世話になります。よろしくお願いします。 

（事務局：山元） 

続きまして、佐世保市老人クラブ連合会、理事であられます野田委員でございます。 

（老人クラブ連合会：野田委員） 

老人会から来ました、野田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局：山元） 

次に、昨年度までは西肥自動車株式会社のお立場で委員を務めていただいておりましたが、

今年度から佐世保市タクシー協会会長としてご就任いただき、併せて、監査役もお引き受けい

ただいております、川口委員でございます。 

（タクシー協会：川口委員） 

引き続き、よろしくお願いします。 

（事務局：山元） 

西肥自動車株式会社 代表取締役社長であられます山口委員でございます。本日は代理とし

て日高常務取締役にお越しいただいております。 



 2 / 18 

 

（西肥自動車：日高常務取締役） 

西肥自動車の日高です。よろしくお願いします。 

（事務局：山元） 

昨年度まで佐世保市交通局長のお立場でしたが、今年度からさせぼバス株式会社 取締役会

長としてご就任いただきます田﨑委員でございます。本日は代理として中島代表取締役にお越

しいただいております。 

（させぼバス：中島代表取締役） 

中島です。どうぞよろしくお願いします。 

（事務局：山元） 

最後に佐世保市観光商工部長、井元委員でございます。 

（観光商工部長：井元委員） 

はい、井元です。よろしくお願いします。 

（事務局：山元） 

以上 6名の皆様にご就任いただいております。ご就任ありがとうございます。 

次にオブザーバーにも交代がございます。 

人事異動により新たに本協議会のオブザーバーとしての出席をお願いいたしております。 

まず、長崎運輸支局長の緑川様でございます。本日は代理として原運輸支局次長にお越しい

ただいております。 

（九州運輸局長崎運輸支局：原次長） 

原でございます。この長崎支局には 5年ぶりに戻ってまいりました。佐世保市の公共交通会

議等の席ではいろいろと活発なご議論の中で参画いたしました。また戻ってきましたので、こ

の協議会の中で勉強させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（事務局：山元） 

続きまして、九州運輸局交通政策部交通企画課長の田邉様でございます。 

（九州運輸局：田邉課長） 

田邉でございます。前任の鈴木に引き続きましてオブザーバーとして参加させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

（事務局：山元） 

続きまして九州運輸局鉄道部計画課長の江隈様、それから佐々町の企画財政課長の藤永様で

ございます。あいにく本日は 2人共欠席となられております。 

新たにオブザーバーになられた方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

さて本日の議題でございますが、お手元の会議次第に記載しておりますように、一つ目が「平

成 30 年度決算」次に二つ目が「地域公共交通網形成計画の進捗状況について」この 2 項目で

ございます。 

そして報告事項として、委員の皆様には事前にお知らせをしておりましたが、7月 11日に受

賞いたしました国土交通大臣表彰につきまして、ご報告させていただくこととしております。 

委員・オブザーバーの皆様におかれましては、協議の中でご意見、アドバイス等をいただき
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たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

なお、本日の会議は、協議会規約第 7条第 4項に基づき、公開とさせていただきたいと思い

ますのでご了承くださいますようよろしくお願いします。 

それでは協議会を開催するにあたりまして、まず初めに本協議会の会長であります、佐世保

市の朝長市長がごあいさつ申し上げます。 

 

≪２．会長挨拶≫ 

（朝長会長） 

本日はお忙しい中「令和元年度第 1回佐世保市地域公共交通活性化協議会」にご出席を賜り

まして誠にありがとうございました。 

また日頃から本市の市政推進へのご理解とご協力を賜っておりますことに、この場をお借り

いたしまして厚くお礼を申し上げます。 

今回新しく委員を引き受けていただきました皆様方におかれましては、どうぞよろしくお願

いを申し上げます。ありがとうございました。 

本協議会は平成 26年 8月に創立され、5年が経過いたしました。委員の皆様には、地域公共

交通の維持活性化、利便性向上のために、様々な協議を行っていただいており、これまでの取

り組みに対するご支援ご協力に対し、心から感謝を申し上げる次第であります。 

委員の皆様には、事前にお伝えいたしておりましたが、当協議会の活動が全国初めてとなる

路線網の再編として評価をされ、7月 11日に令和元年地域公共交通優良団体として、国土交通

大臣表彰を受けました。 

このたびの受賞は、バス運行体制の一体化を柱とする路線再編などの取り組みが、公共交通

の確保、維持に寄与したことが評価されたとのことであります。 

委員の皆様、オブザーバーの皆様のご協力ご支援ご指導のたまものと考えております。改め

て御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

バス路線再編につきましては、本年 3 月 24 日のバス運行体制一体化により、一区切りとな

りましたが、3年後の次期再編実施計画策定に向けて、早々に着手していく必要がありますし、

様々な利便性向上策についても引き続き検討を行って参りたいと思っております。 

委員オブザーバーの皆様とともに、利用者の皆様の利便性向上と事業効率の向上を図り、地

域公共交通の活性化を図るため、活動を続けていきたいと考えております。 

本日の協議会におきましても、皆様からの忌憚のないご意見をいただければと思っておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

結びになりますが、委員の皆様方のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、私からのご挨

拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

（事務局：山元） 

ありがとうございました。 

それでは、ここからは朝長会長に進行をお願いしたいと思います。朝長会長、よろしくお願

いします。 
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≪３．議題≫ 

（朝長会長） 

ここからは私が議事の進行をさせていただきます。お手元の会次第に沿って進めてまいりま

す。 

まずは会次第の 3つ目でございますが、本日の議題の一番目として、 

（１）平成 30年度決算について 

となっております。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局：井上） 

それでは事務局から報告をさせていただきます。 

平成 30年度の決算をご説明いたします。資料の 2ページをご覧ください。 

上段が収入の部、下段が支出の部となっております。説明の都合上、下段の支出の部から先

にご説明をいたします。 

支出の部は報償費、需用費、役務費の 3つの項目となります。 

まず報償費ですが、昨年開催いたしました協議会 3回、そして幹事会 1回の分の委員さんへ

の報酬 17万 6000円となっております。 

次に需用費ですが、主に公共交通ふれあいフェスタに係ります印刷費や、消耗品の購入に充

てたものとなっております。ふれあいフェスタのチラシ、ポスター、1 日乗車券等の印刷費に

17 万 1720 円。その他、ふれあいフェスタの消耗品や、この協議会のお茶代などに支出いたし

ておりまして、合計で 21万 7134円となっております。 

最後に役務費ですが、公共交通ふれあいフェスタでミニトレインを出した際の保険料、そし

て振込手数料、切手代などとなっており合計で 3万 5384円となっております。 

3つの項目を合計し、支出の部の合計額は 42万 8518円となっております。 

次に上段の収入の部に移ります。収入の部は市からの補助金、そして、交通事業者さんから

の負担金、前年度からの繰越金の 3つの項目となっております。 

まずは市の補助金です。市からの補助金は、概算払いとして事前に補助金をお受けいたしま

して、年度終了時に清算をするという仕組みになっております。 

30年度は27万円を先にいただきまして協議会を運営して参りましたが、精算を行った結果、

6万円をお返ししております。 

その理由ですが、この補助金の算出根拠の設定を備考に少し書いております通り、イベント

経費の 4分の 1、つまり市の負担分ということになります。 

それと、協議会の委員さんへの報償費としておりますが、委員さんへの報奨金につきまして

は、欠席された方の分の、不用額がどうしても出て参りますので、そこで想定よりも補助対象

経費の方が少なく済んでおりますので、精算の際に 6万円を戻しまして結果、21万円となって

おります。 

交通事業者負担金は、松浦鉄道さん、西肥自動車さん、旧交通局から公共交通ふれあいフェ
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スタの負担金として、6万 1000円ずつご負担いただいております。 

この金額が 18万 3000円となっています。これに前年度からの繰越金、23万 691円を加えま

して、収入の部合計で 62万 3691円となっております。 

よって、先ほどの支出の合計額との差額 19万 5173円を、令和元年度に繰り越しさせていた

だきたいと思っております。 

説明は以上です。 

 

（朝長会長） 

 ありがとうございました。 

それでは質問をお受けする前に、会計監査をしていただいておりますので、監査役でいらっ

しゃいます佐世保市商店街連合会の竹本委員より代表してお願いいたします。 

（佐世保市商店街連合会：竹本委員） 

 佐世保市商店街連合会の竹本でございます。  

監査をさせていただきました。 

平成 30年度監査報告。 

平成 30 年度における会計収支を令和元年 7 月 9 日に監査した結果、収支決算書の通り、収

入、支出ともに適正に処理されていることを認めます。 

令和元年 7月 9日 監査委員 佐世保市商店街連合会 会長、竹本慶三 

以上でございます。 

（朝長会長） 

 ありがとうございました。平成 30 年度決算、および監査報告につきましてご意見、ご質問

等はございませんでしょうか。 

 

≪質問等なし≫ 

 

（朝長会長） 

 ないようですので、平成 30 年度決算につきましてはご承認いただいたということでよろし

いですか。 

 

≪はいの声≫ 

 

 はい、ありがとうございました。承認いたします。  

 

（朝長会長） 

 では次の議題に参ります。 

 （２）地域公共交通網形成計画の進捗状況 

 となっております。 

 形成計画について、施策がどのように進んでいるのか、進捗状況を把握して頂き、協議会と
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しても推進を図る必要があろうかと思いますので、まずは形成計画の目標到達状況について事

務局から説明をお願いします。 

 

（事務局：山口） 

 それでは、地域公共交通網形成計画の進捗状況についてご説明いたします。 

資料の 4ページをお開きください。 

まずは形成計画の目標到達状況についてです。 

形成計画の 4つの基本方針ごとに指標を設定し、目標値に向けて毎年進捗管理を行うことと

しております。 

まずは、「離島除く地域拠点が鉄道または路線バスで結ばれている割合を維持する」になり

ますが、都市核・地域核・生活核を結ぶ路線としては、形成計画策定当時の状態を維持してお

りますので、100％となっております。 

次に「通勤・通学における公共交通の利用率（分担率）」を維持・増加させるですが、この数

値は、国勢調査の数字を根拠としておりまして、この調査項目としては 2回に 1回、つまり 10

年に 1 度調査されることになっておりますので、次回の調査は、令和 2 年度となりますので、

その際にご報告したいと思います。 

そして 3項目目になります「交通不便地区対策の実施箇所数」を増やすにつきましては、平

成 30 年 10 月 1 日から、新たに江迎地区・吉井地区で、さらに平成 31 年 3 月 1 日から黒髪地

区にて予約制乗合タクシーの運行を開始しておりますので、これで 9ヶ所目ということになり

ます。 

次の「複数の交通モード間の連携策」を増やすにつきましては、黒島集落を含む「長崎と天

草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録を受けて、松浦鉄道の相浦駅にある駐

車場を、黒島・高島への観光客用の臨時駐車場としてご提供していただき、平成 30 年 5 月に

供用を開始しましたので、これにより 13件となっております。 

次に、「乗合バス路線における実車走行キロあたり利用者数」を維持・増加させるですが、こ

の指標は、運行効率を表す指標となっておりまして、平成 30年度は 1.36人となり、昨年と同

様の数字となっております。 

昨年度までは、毎年のように減便が進んでいる状況でした。走行キロが減れば、この数字は

その分上がっていくはずですが、そうなっていないということは利用者の減少もあっていると

いうことになります。 

バス事業者さんにもご意見を伺いましたが、その理由としては、まず人口減による利用者の

自然減が考えられるということでした。特に、バス利用者の中で大きな割合を占めている通学

定期利用者、主に高校生が、少子化の影響で減少していることが挙げられます。 

また、年々減便が進んでいることによる利用者の逸喪が考えられるとのことでした。 

次の項目「乗合バス事業の収支率」につきましては、91.1％となっておりまして、若干下が

っております。 

低下の原因としましては、経費の増加が主な要因となりますが、再編実施計画検討時にも議

論してきた通り、これまでは経費を極限まで押さえてきた状況でありましたが、現在、安全性・
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快適性を向上するために、ノンステップバス等への車両更新を進めており、また、全国的な問

題となっている運転士不足への対策として、運転士の人件費の充実を図っていることから、そ

の分、経費が増加しているため、収支率に影響している模様です。 

これにつきましては、再編実施計画を推進させていくためにも、必要な措置であると市でも

考えております。 

次の「地域が連携して企画・実現した利用促進の取り組みの数」を増やすにつきましては、

3件となっております。 

子育て支援団体ママパパの皆さんとの意見交換をきっかけに、西肥バスさんにもご協力いた

だきまして、バス車内でベビーカーを固定する「ベビーカーベルト」の導入を昨年の 4月から

実施したことにより 1件追加となっております。 

その次の「通勤・通学における公共交通の利用率（分担率）」については、先ほどと同様にな

りますので割愛いたします。 

最後に、「通勤・通学定期券・敬老福祉特別乗車証以外の利用者」つまり、一般の利用者を維

持・増加させるにつきましては、729万人と毎年減少しております。 

しかし、一番下の段に参考として載せております、利用者全体に占める一般利用者の割合は、

43.6％と昨年とほぼ一緒ということですので、減少理由としては人口減による自然減や、減便

の影響と思われます。 

現状維持を目標に掲げている中での減少ということで、バス事業を取り取り巻く厳しい現状

の表れであると言えますが、来年の状況報告の際には、バス運行体制一体化後の数字をお伝え

することとなりますので、その変化を注視していきたいと考えております。 

形成計画の目標到達状況につきましては以上です。 

 

（朝長会長） 

ありがとうございました。ご意見等ございませんでしょうか。 

 

≪質問等なし≫ 

 

ないようでしたら、引き続き「形成計画の進捗状況」について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

（事務局：井上） 

それでは、「地域公共交通網形成計画の進捗状況」についてご説明をいたします。資料の 5ペ

ージをご覧ください。 

進捗があっている項目については、赤文字で表示をしておりますので、その部分について順

にご説明をして参ります。 

まずは、（1）の③の 2番目の項目になります「交通不便地区対策の充実（住宅地等）」とある

ところでございます。 

ここにつきましては、日宇地区での導入に向けて検討を行っております路線定期運行型乗合
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タクシーの現状報告をさせていただきます。 

現在運行事業者である国際タクシーさんからのご提案をもとに、運行ルート、ダイヤ、そし

て停留所の案を取りまとめた上で、今年の 9月から実施する予定の社会実験に向けまして、関

係各所との調整を進めている段階でございます。 

愛称は「すずかけ」といいまして、この名前の由来というのが、日宇中学校の校歌にも登場

します日宇地区のシンボル的な存在であります、すずかけの木から取っております。 

日宇地区の皆さんの便利な移動手段となるように、こちらも調整を進めていきたいと思って

おります。 

続きまして（2）の①の 1 番目になります「鉄道とバスの乗継や競合区間の利用者選択の拡

大」というところになります。 

バス停に鉄道の時刻表を、鉄道駅にバスの時刻表を表示してはどうかという利用者さんから

のご意見がありまして、進めている政策でございます。 

考え方としましては、佐世保市で言えば、鉄道とバス路線が並行して走っている地域が多い

ため、例えばですが、バス停に着いたけれども、まだ 30分以上待たなければいけない。すぐ隣

に鉄道駅があるが、この鉄道駅のダイヤはどうなっているのだろうかという場合において、そ

のバス停に鉄道の時刻表が貼ってあれば、すごく便利ではないだろうかという発想から生まれ

たものでございます。 

令和元年度中の実現に向けまして、鉄道事業者さんと、バス事業者さんとの間で意見交換を

行っておりまして、先日 7月 19日に市と交通事業者さんとの間で協議を行いました。 

その中で、相互に掲示を行う駅とバス停につきまして、整理を行ったところでございます。 

この件につきましては後程またご説明をいたします。 

それでは次の 6ページをお開きください。 

次は、（3）の「利便性を維持した持続可能なバス事業実現する」につきまして、ここに赤文

字はありませんが、今年の 3月 24日にバス運行体制の一体化を実現したわけでございますが、

その前後に利用者の方から、どのような意見が寄せられたかについて、後程ご紹介をしたいと

思います。 

それでは（4）の①の 2番目の項目です。「地域住民・利用者等に対する情報提供・意識啓発

の推進」になります。 

ここでは例年開催をしております、公共交通ふれあいフェスタにつきまして、昨年度までは

本協議会の主催として開催をしておりましたが、より事業者さん主体のイベントとするために、

今年度からは、交通事業者主催として開催をする予定でございます。 

これも例年通り 11 月中に開催をする予定でございますので、現在すり合わせを行っている

段階です。 

その次の（4）の②の 1番目の項目、「低床車両の導入促進」ですが、平成 30年度末での路線

バスにおける低床バスの累計導入台数は 135 台。うちノンステップバスは 98 台となっており

ます。 

これは市内乗合バスの台数の約 49％となりますが、令和 5 年度の時点での導入率約 60％を

目指しております。 
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次に「バス停の乗り降りしやすい環境の整備」になります。 

こちらは平成 28年に道路管理者、警察、バス事業者、市で協議の場を設けまして、バス事業

者から出された、改善要望箇所につきまして、協議、情報共有を行ったことをきっかけとして

いるものでございます。 

この中でバス事業者から道路管理者の方に、バス停付近に設置されている植栽や、ガードパ

イプと、バスの乗降口の長さが合わない箇所について改善を依頼しておりました件につきまし

て、平成 30年度末に 4ヶ所の改修工事を完了しております。 

この件については後程ご説明をいたします。 

次に（4）の⑤の 2番目の項目「観光・商業施設等との連携」です。 

佐世保市の中里にあります「道の駅させぼっくす 99」では、観光イベント情報の発信を積極

的に行われておりますが、市にも、観光・イベントに関するチラシ等の情報があれば、設置し

たいとのご依頼がございましたことから、松浦鉄道さんに取り次ぎを行いまして、情報コーナ

ーにおいて、松浦鉄道さんの観光・イベント関係のチラシ・パンフレットの設置を行っており

ます。 

道の駅を訪れられるのはマイカー利用者さん中心だと思いますので、マイカー利用者さんや、

観光客への広報効果を期待しているところでございます。 

もし、他に観光イベントに関するチラシ等を置きたいという事業者さんがいらっしゃいまし

たら、お取り次ぎをいたしますので、仰っていただければと思っております。 

最後に（4）の⑥になります「外国人来訪者等への対応」になります。 

これは松浦鉄道さんに関連する取り組みですが、主に観光客向けに配布をされています「松

浦鉄道沿線マップ」について、内容をリニューアルした上で、今年の 4月から松浦鉄道の有人

駅、そして沿線の自治体の観光部署の方に配布を行われました。 

なおこの裏面については英語版を掲載されておりまして、外国人観光客へのサービス充実を

図られております。 

以上で説明を終わります。 

 

（朝長会長） 

ありがとうございました。 

ご質問等ございませんでしょうか。 

（長崎県交通運輸産業労働組合協議会：野原委員） 

交運労協の野原です。 

ノンステップバスそれから低床バス関係で、事業者の方が目標を持って導入されていくとい

うことで進んでいると思いますが、ハード面で、どこのバス停でも車椅子や乳母車等も全部載

せられるのか、少し追いついていないのではないかと思います。道路も含めてバス停も、いく

らノンステップバスの導入を急いでも、どこのバス停でも乗れるようにしていくという事から

やっていかなければならないと思いますが、そこのところをどう思われるのか、ちょっとお聞

ききしたいと。 

（朝長会長） 
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 事務局もしくは道路管理者、いかがですか。 

（事務局：山元） 

事務局のほうから、まずは、低床バスを使うとなれば、ステップを出したり、そういったこ

とがあるかと思います。道路については、やはりバス停がかなりの数ございますので、おっし

ゃられたように全てが全て、上手くいくのかどうなのか検討しないといけないと思いますので、

まずは情報をいただき、今日も道路管理者の方々も来ていらっしゃいますので、そういったと

こで連絡を図れればと思っております。 

後程少しご説明しますが、改良できるとこは改良する対応も取ってきた部分もあります。ノン

ステップに限らずですが、そういった対応をとってきたところもございますので、まずは事業

者様からでも情報をいただければと考えております。 

（朝長会長） 

 道路管理者からは何かありますか。 

（土木部長：杉本委員） 

 市の道路管理をしています土木部でございます。 

確かにバス路線ほとんど、市道・県道・国道それぞれあるんですけれども、中には歩道がな

いところもたくさんあります。 

バス停としての環境もそうですし、まずは歩道としての環境整備から始めなければいけない

かなと思いますが、やはり数が多いので、今事務局からありましたように、どこが乗り降りが

多いのかなども含めまして、優先順位を決めていく必要があるのかなと考えております。 

また協議をさせていただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

（朝長会長） 

 よろしゅうございますか。他にございませんか。何もございませんでしたら進捗状況につい

てご了解いただいたということでよろしいですか。 

 

≪はいの声≫ 

 

（朝長会長） 

 ないようでしたら先ほど事務局からもございました、進捗状況の関連として、バスに乗り降

りしやすい環境づくりについて、本年 3 月 24 日に新しい体制での運行がスタートした路線バ

スについて一体化後の利用者の声について、そして、鉄道とバスの連携に向けた取り組みにつ

いて説明をお願いします。 

 

（事務局：山口） 

 それでは、まず、バス停の乗り降りしやすい環境の整備につきまして、ご説明いたします。 

資料の 7ページをお開きください。 

平成 28年度に道路管理者・公安委員会・バス事業者・市で協議の場を設けまして、バス事業

者から出された改善要望箇所につきまして協議・情報共有を行いました。 

平成 30年度に交通公園前バス停、花園町バス停、花園町入口バス停、松浦町名切グラウンド
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前バス停の整備が行われました。下に整備前、整備後の写真を提示しております。 

この写真は、交通公園前のバス停になります。 

上の写真の真ん中あたりになりますが、木とガードパイプがあり、バスの乗降の妨げとなっ

ておりました。下の写真のように木とガードパイプを移設したことにより、乗降スペースを確

保し、乗り降りしやすいバス停となっております。 

このように予算状況、道路状況などの条件が整ったところから対応を進めていっております。 

こちらの、バス停の乗り降りしやすい環境整備につきましては以上です。 

 

続きまして、新しい体制によるバス運行に対する利用者の声につきましてご説明いたします。 

7 ページの右側になりますが、3 月 24 日からの新たな体制によるバス運行が始まり、4 ヶ月

が経ちました。バスを利用される方から良くなった、不便になったなど、意見をいただいてお

りますので、ご紹介いたします。 

良くなったという声につきましては、もともと定期券を買ったバス会社のバスしか乗れなか

ったのですが、共通定期券の導入により、西肥バス・旧市営バスのどちらにも乗れるようにな

り利用の幅が広がり、便利になったという声。 

次に、旧市営バスのサービスでありました、おでかけ定期が、西肥バスのリフレッシュパス

65に統合されたことで、利用できるエリアが広がり、便利になったという声です。旧おでかけ

定期、リフレッシュパス 65 では、各バス事業者さんの路線のみの利用となっておりましたの

で、現在では、一体化後のバス路線を利用できるようになっております。 

次に、もともと、それぞれのバス会社の窓口でしか手続きや乗車券等の購入ができなかった

のですが、共通の発券所となったということで、どこの窓口でも定期券や各種サービスチケッ

トが購入できるようになって便利になったという声です。 

続きまして不便になったという声につきましては、一体化によるダイヤ改正で、これまで利

用していた時間の便がなくなった。 

途中で乗り換えが必要になった。夜間の便が少なくなった。乗車人数が多くて座れない。利

用者が多くなったことにより、遅れること。などの声があります。 

これらのご意見をいただいた際には、今回の一体化は、将来にわたってバス路線を維持して

いくためのものであること。まずは、現状のダイヤをご利用いただきたい旨をご説明しており

ます。その上で、このような利用者からのご意見、また今後の課題や問題意識をバス事業者と

市で共有し、お客様目線で行政も交えた改善ができるよう進めていきたいと考えております。 

新しい体制によるバス運行に対する利用者の声につきましては以上です。 

 

続けて鉄道とバスの連携に向けた取り組みについてご説明いたします。 

資料の 8ページをお開きください。 

これは平成 30 年度第 3 回目の活性化協議会でご意見がありました、鉄道駅とバス待合所に

おいて、お互いの時刻表を設置し交通機関を利用する際に、待ち時間によってどちらの交通機

関を利用するか選択ができるように、お互いの時刻表を掲示し利用者の利便性を図ることを目

的としたものです。 
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このことにつきまして、鉄道・バス事業者さんと市で協議を行いましたので、経過を報告い

たします。 

左の中ほどになりますが、これは鉄道駅、バス停に時刻表を掲示した際のイメージとなりま

す。真ん中の四角囲みには、鉄道駅内、鉄道駅前の掲示スペースなどに、バス時刻表を掲示す

る場合。下の四角囲みにはバス停に鉄道時刻表を掲示するイメージとなります。このように基

本的に、お互いに時刻表を掲示する形で進めていくことを考えております。 

資料の右側に進みまして、お互いの事業者に掲示する今後の課題としましては、写真のバス

停掲示板は比較的大きな掲示板ですが、バス停標柱には、スペースがないため、掲示する時刻

表の確保が必要であること、鉄道時刻表は上り下りが同一表示、バスは方面によって複数に分

かれており、レイアウトが違うため整理が必要であること、駅・バス停が離れていて場所がわ

かりにくい場合は、案内図が必要ではないかということ、そしてダイヤ改正などを行った場合

の相互時刻表の更新・張り替えなどをどう進めていくか、などが挙がっております。 

続きまして、掲示する候補の駅・バス停については、右の中ほどに記載しております。 

真ん中にバス停を記載しており、左右に対応するＭＲ駅、ＪＲ駅を記載しております。 

例えば、ＪＲ早岐駅と、そばにある西肥バスの早岐駅バス停、早岐駅東口前バス停について

相互に時刻表の掲示を行う。また、ＭＲで言えば、ＭＲ皆瀬駅と、そこのそばにある皆瀬駅下

バス停について、相互に時刻表の掲示を行うというイメージとなっております。 

なお、佐世保駅前バス停など、バス時刻表が複数枚となるような場所は掲示場所を確保でき

ないため、また駅からバス停まで距離があり、乗り換えが想定できない場所、こちらについて

は除外しております。 

このことにつきましては、今後も鉄道・バス事業者様とともに協議を行い、取り組みを進め

ていきたいと思います。 

鉄道とバスの連携に向けた取り組みについては以上です。 

 

（朝長会長） 

はい、ありがとうございました。 

ご質問ご意見等はございませんか。はいどうぞ。 

（子育て支援団体ママパパ：吉田委員） 

質問させていただきます。 

7 ページの新しい体制にあるバス運行に対する利用者の声についてお聞きしたいんですが、

4 ヶ月を経ってのアンケートだと思うんですが、どれくらいの調査対象人数など、いつぐらい

にされたものなのか詳しいアンケート状況を教えていただいてよろしいでしょうか。 

（事務局：井上） 

これはアンケートをお取りしたということではなく、一体化の前後に主にバス事業者さん、

そして市にも電話等が掛かって参りますので、その結果をまとめて、大体同じようなご意見が

あればそれをまとめた結果になっております。 

また良くなったところも、同じようにアンケートではなく、お客様からの声をそのまま文章

にしたという形の資料となっております。 
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（子育て支援団体ママパパ：吉田委員） 

ありがとうございます。 

では今後利用者の方々に対象者が何名になるかわかりませんけどもアンケートを取るご予

定はありますか。1年後にされるのかとか。 

（事務局：山元） 

アンケートということよりも、今まで市営バスさんがやってこられたモニター制度を引き続

き西肥バスさんと一緒にやっていこうという計画もございまして、そういった中で利用者の声

を吸い上げていきたいと考えております。 

（子育て支援団体ママパパ：吉田委員） 

では後程で結構ですので、モニター調査のやり方を教えていただいていいですか。今度の資

料でも構いませんので。 

やはり一番今年が変革の時期だったので、この協議会では市民の声を大事にされているとい

うのを感じているので、良くなったところももちろんそうですし不便になったところっていう

のを、どれくらいの方がどのように思われているかという声をぜひお願いします。 

（事務局：山元） 

はい。参考までにですが、市営バスでは 10名程度のモニターの方を、広報させぼで募集をし

て、その方がバスに乗った状況や、他のお知り合いから聞いた声など、そういったものを毎月

毎月ご報告いただくというようなやり方をやっておりました。 

今後、西肥さんと一緒にやっていく中で、またいろんな考え方を研究しながら、いい形をつ

くっていければと考えております。 

（朝長会長） 

よろしいですか。 

それでは今のアンケートにも関係があろうかと思いますが、先ほどのバス運行体制一体化後

の状況に関連して、佐世保商業さんが生徒さんにアンケート取られて意見を聞かれたと伺って

おります。それについて佐世保商業さんからご報告いただいてよそしいでしょうか。 

（佐世保商業：松尾副校長） 

はい、失礼いたします。佐世保商業高校松尾と申します。本日は校長が出張で欠席させてい

ただいておりますので、代理で報告させていただきます。 

本校では、バス運行体制の一体化を実施された後、保護者の方からもどういうふうな状況に

なったのかという問い合わせもあり、学校としても把握をしたいということもありましたので、

本校生徒のバス利用に関する調査を行いました。 

調査結果は、別紙資料として配布いただいておるかと思いますが、A４版ですね。 

資料にありますように調査は 7月 18日と 19日に行いました。調査対象の数として在籍のう

ちの 491名。これは本校生徒の約 8割弱に当たります。日々通学で利用させていただいており

非常に助かっておりますが、今回はそのほとんどが回答してくれました。 

一体化後、良くなったこと・悪くなったことはどういったことかを記述式で回答を求め、そ

の結果を同じような意見をまとめて 1枚ものにしたものです。 

先ほど事務局からもありましたけれども、利用者さんの声と大分一致するとこもありますが、
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概して本校の意見としては、大野や佐世保駅を起点にした本校との結ぶその区間においては、

バスの便数の多さ、時間帯の都合の良さ、等々大変便利になったという意見が多かったと思い

ます。 

一方で悪くなった、不便になったという意見に関しては、特に日野相浦方面と本校を結ぶ区

間では、便数の減少であるとか待ち時間の長さであるとか乗り継ぎの不便さ、それから土日の

部活動で登校する際に、便数が非常に少なくなってしまったというふうに回答する生徒もおり

ました。 

便数が減少した路線では、混雑が起こったり遅延する場合があったりとか、乗車できないケ

ースも時々あるということを聞いております。 

路線によって、またバス停によって、状況様々だとは思いますが、良くなったという回答と

悪くなった不便になったという回答に大きな差が広がっているのではないかなということが

特徴として言えるかと思います。 

簡単ですが以上で報告を終わります。 

（朝長会長） 

はい、ありがとうございました。お聞かせいただいた情報を、今後のバス路線に是非活かし

てしていただきたいと思います。この件に関しまして皆様方、感じられることがございました

らお願いいたします。 

ないようでしたら、進捗状況についてご了承いただいたということで先に進みたいと思いま

すがよろしゅうございますか。 

 

≪質問等なし≫ 

 

はい、ありがとうございました。 

 

≪４．報告事項≫ 

 それでは、次の「報告事項」に移らせていただきます。 

 国土交通大臣表彰について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局：福井） 

大臣表彰についてご報告させていただきます。資料は 9ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

本協議会の活動内容が評価されまして、国土交通大臣から令和元年度の地域公共交通優良団

体大臣表彰を受けたところでございます。 

表彰式には、委員の皆様を代表しまして協議会会長の代理といたしまして、川田副市長と事

務局長の中島企画部長が出席をいたしております。 

表彰の理由といたしましては、平成 31年 3月 24日に西肥バス・佐世保市交通局・させぼバ

スの 3社体制で運行していたバス路線網について、西肥バスへの運行体制の一体化を柱とする

路線ネットワークの再編構築を実施することにより、利用者、利便性と事業効率性を向上させ、
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持続可能なバス路線網を実現させたことが評価されたものでございます。 

本日、再編実施計画そのものは添付しておりませんが、資料を戻っていただきまして 5ペー

ジをご覧ください。先ほどご覧いただきました進捗状況の表になりますが、そこの一番右側の

欄、一番上のところにあります再編実施計画に該当と記入しております。この欄に丸があると

ころ、この項目を再編実施計画に記載をしております。この進捗状況を皆様に、ご意見いただ

き、ご協議いただきながら進めて参りました。 

その結果、大臣表彰という評価をいただいたものでございます。 

資料の 9ページに戻っていただき、中ほどに開催日・日時等についてですが、表彰式は令和

元年 7月 11日木曜日の 14時から東京都千代田区にあります中央合同庁舎の国土交通省共通共

用大会議室で開催されました。 

受賞者は、五つの事項の 7団体に対して行われております。団体名は記載の通りでございま

す。 

なお、参考としまして、この大臣表彰の概要につきまして国土交通省の公式ホームページに

あります内容を記載しておりますが、地域公共交通に関する取り組みが他の地域の模範となる

ような顕著な功績がある団体を表彰することで、優良事例の情報提供等を図ることを目的と、

いうことをされております。詳細については後程ご覧いただければと思います。 

なお、この表彰により頂きました表彰状と記念の楯を、市役所庁舎この建物の二階に展示さ

せていただいております。エレベーターを二階でおりていただいた左手、駐車場の連絡通路途

中になりますが、市民税課入口、エレベーター降りてすぐの階段のところに、国際姉妹都市コ

ーナーがあります。そこの一角に、ショーケースを配置して展示しておりますので、お帰りの

際にお立ち寄りご覧いただければ幸いでございます。 

以上簡単でございますがご報告を終わらせていただきます。 

 

（朝長会長） 

ありがとうございました。このたびの受賞は、地域公共交通の維持活性化に向けた協議会委

員のこれまでの活動の成果であると考えております。 

また、本協議会の取り組みにつきまして、設立当初よりオブザーバーとしてご参加いただい

ております、九州運輸局、長崎運輸支局の皆様におかれましては、専門的な知見や取り組みに

対するご助言ご支援をいただいたことに感謝を申し上げます。 

オブザーバーの九州運輸局の田邉交通企画長様、そして長崎運輸支局の原次長様から一言ず

つご感想いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

（九州運輸局：田邉交通企画課長） 

改めまして、7 月 1 日付で九州運輸局の交通企画課長に就任しました田邉と申します。よろ

しくお願いいたします。 

さて、まずは本年度の地域公共交通優良団体の大臣表彰におきまして、本協議会を中心に実

施されました、そのバス運行体制の一体化を柱とする路線網再編の取り組みが評価されまして、

この協議会が国土交通大臣より表彰されましたこと、誠におめでとうございます。 

九州各地、そして日本全国におきまして、バスをはじめとする公共交通網を持続可能なもの
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とすることが課題となっておりますところ、本協議会における取り組みは先駆的なものであっ

たことが評価されたものだと考えております。 

今後とも、地域・事業者・行政のそれぞれが主体的に考え行動することで、公共交通網の維

持、活性化に取り組んでいただければと思います。 

また、佐世保市におかれましては、地域公共交通網形成計画を平成 27 年度に策定されてお

りまして、昨年度更新されているものと承知しております。計画におきましては、平成 27 年

からの 10 年間を展望しながら策定した計画であるとされておりまして、そういう意味ではま

さにそろそろ折り返し地点ではないかと思います。 

特に本日、進捗状況でご報告いただきました、鉄道駅とバス停での時刻表の総合提示等につ

きましては、交通モード間の共存という点ですばらしい取り組みだと思いますし、これに関し

ましては、例えばその外国人観光客向けの乗り換えの案内などにも総合掲示板の発展等も考え

られるかと思います。 

今後、佐世保市におかれまして、公共交通の将来像をどのように考えていくのかということ

で、運輸局としても注視させていただきたいと思っておりますし、必要な協力をさせていただ

きたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（長崎運輸支局：原次長） 

改めまして、長崎運輸支局の原でございます。 

冒頭私の挨拶の中でお話しましたように、平成 24年から 26年度まで支局の輸送課長をして

おりまして、その際に私も大野地区のまめバス、こちらの大野地区の交通対策協議会に参画い

たしまして、自主運行等で路線のルート、大野モールの乗り入れや、時間・時刻の設定や地域

住民の方の生の声を西肥バスさん・地元の皆さん・佐世保市さんと 3者で、より実態に即した

運行ルート・運行時間、それから途中には運賃の値上げと利用者が本当に利用される時間帯の

ルート等をこの 3者が共同してやられた結果ではないかと思っております。 

これは持続的なというところで私の申し上げておりますが、他の地区の模範となりますし、

色んな声が色んなところで挙がりますが、実際の乗車される時間帯やルートを反映して運行し

ていくということが必要ではないかと思います。こういった部分で、私ども九州運輸局長の表

彰ということで、平成 29年度に表彰を受けております。 

またこの路線の中で、一部の系統について自立運行にも繋がったと、これは全国的にも他の

模範となるような事例ではないかと思っております。 

その中で私も参画していたことは、個人的にも嬉しい限りでございます。 

今後、私どもも長崎県下の各地域で、乗り合いバスですとかデマンドとか、ご要望等が多々

ございますので、大野地区また佐世保地区の取り組みを広めていきたいと思っております。 

大臣表彰と併せまして、本当におめでとうございます。 

（朝長会長） 

ありがとうございました。 

今回の表彰はバス運行体制一体化を柱とした路線ネットワークの再編によるものとのこと

でございますが、その中心を担ったバス事業者様である西肥自動車さんと、させぼバスさんか
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ら、感想も含めて何かございましたらお願いをいたします。 

（西肥自動車：日高常務） 

西肥自動車の日高です。 

まずは、今回の国土交通大臣表彰、誠におめでとうございました。 

事業者として、責任の重さを感じております。西肥自動車とさせぼバス一体となって、しっ

かりとやって行こうと考えております。 

先ほど松尾先生からも、生徒さんにアンケートを取ったとありました。当社にも、ご意見や

ご要望が結構寄せられています。これを一つ一つ検討して総合的にどういったダイヤが喜んで

もらえるのかを考えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

（朝長会長） 

ありがとうございました。させぼバスさんお願いいたします。 

（させぼバス：中島社長） 

させぼバスの中島でございます。 

市内バス路線の一体化が評価され、国土大臣表彰を受けられたと活性化協議会の一員として、

またバス事業者として大変嬉しく思っております。 

バス利用者は年々減少してきておりますが、それでも佐世保市内では、バスが一番市民に身

近な移動手段ですので、親会社である交通局がなくなったということは大変残念ですけども、

市内のバス路線を少しでも長く存続させるという意味では、今回の一体化の判断は間違ってい

なかったのではないかというふうに感じております。 

ただ、一体化はスタートしたばかりで、先ほどから意見が出ておりますように、それぞれの

利用者から見れば、良い面・悪い面ということで、新しい課題も出てきておりますので、今後

次期に向けて利用者の利便性の向上ということで、西肥自動車さんと一体となって頑張ってい

きたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（朝長会長） 

ありがとうございました。他にご意見ございませんか。 

これまでの協議会としての活動を評価していただき大変光栄に思います。 

今後も公共交通網の維持や利用者の利便性向上に向けて、より一層努力を重ねていきたいと

思っておりますので、委員の皆様におかれましては、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

今の日高常務さん、中島社長さんの方からお話をいただきました。 

やはり先ほど佐世保商業さんのアンケートを取られたことの中でもよくわかりますように、

良い面と悪い面と両方出てきているということだと思っております。 

良い面についてはこれは評価をされたということでございますが、やはり悪い面はできる限

り潰していかなければいけないと思っておりますので、日高常務さんから今お話をいただきま

したように、ぜひ、この件につきましては、真摯に受けとめていただきながら、全部が全部で

きるとは限りませんけど、最大公約数的な形の中で、対応していただくことができればと思い

ますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

それでは、その他ご不明な点や確認したい点等ございましたら、何かございませんでしょう

か。 
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≪質問等なし≫ 

 

（朝長会長） 

それでは他にございませんようでしたら本日の会議を終了したいと思います。 

バス運行体制の一体化もひとつの区切りとなりましたが、一息つく間もなくまた次の段階に

向けての動きを進めていく必要があるかと思います。 

路線バスだけでなく、今回の協議の中にもありましたように、鉄道やバスといった複数モー

ドの連携も今後課題となって参ります。 

様々な場面で本協議会委員を初め、関係機関の方々のご支援が必要になってくると存じます

ので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。 

それでは司会を事務局へお返しをいたします。 

 

（事務局：山元） 

大変皆様お疲れ様でございました。 

以上をもちまして本日の令和元年度第 1回佐世保市地域公共交通活性化協議会を終了させて

いただきます。ありがとうございました。 

 

（終 了） 


