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第1章 はじめに  

 
1－1 計画策定の趣旨と位置付け 
 
(1) 計画策定の趣旨 
 自家用車の普及により，全国的に公共交通の利用が減少し，公共交通網の維持が課題となって

いる一方で，今後の本格的な少子高齢社会を迎えるにあたり，増加する高齢者の移動需要にどの

ように対応していくのかが，課題となっている。 
これらに加え，当市においては，南北に細長い地形を有し，居住地が多極化・分散化している

という地理的な特性から，需要密度が低く，効率的な交通手段が成立しにくい環境にあり，その

ような中で，現在の路線バスや，デマンドタクシー，タクシー，高速バスといった交通機関をど

のように維持・発展させ，また連携を図ることによって，最適な公共交通網を形成していくこと

が課題となっている。 
さらに，平成２７年に，市が主催する高齢者福祉事業において，高齢者が組織するＮＰＯによ

る移動サービスが開始されるなど，新たな主体による公共交通運営の動きが出てきている。 
こうした背景を踏まえ，市民にとって利用しやすく，将来にわたり持続可能な公共交通体系を

構築するため，公共交通政策のマスタープランとなる「神栖市地域公共交通網形成計画」（以下，

「本計画」という。）を策定するものである。 
 
(2) 本計画の位置付け 
本計画は，市の将来像や施策の方向性を定めた「神栖市総合計画」及び都市計画の基本的な方針

を定めた「都市計画マスタープラン」や，福祉の視点から市民の移動について言及している「地

域福祉計画」「高齢者福祉計画」等と，お互いを補完するものとする。 
なお，本計画に基づき，地域公共交通再編事業を実施する場合には，「地域公共交通再編実施計

画」を策定することになる。 
 

 
図表 1 本計画の位置付け 
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1－2 計画の区域 
 

計画区域は神栖市全域とする。ただし，神栖市外についても，市民の移動実態等をふまえ，必

要に応じて計画区域へ編入する場合がある。 
 
1－3 計画の期間 
  
本計画の期間は，平成２８年度から平成３２年度までの５年間とする。 

 
1－4 本計画の全体構成 

 

図表 2 本計画の全体構成 

はじめに第1章
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意向調査等結果第4章
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現状の整理及び課題第5章

地域特性，地域公共交通の現状，市民の外出実態と意識，公共交通の
種類別の課題

6-4 本計画の基本目標及び方向性

成果
指標



 

3 

第2章 地域公共交通を取り巻く状況  

  
2－1 地勢 

 
本市は，茨城県東南部に位置し，北は鹿嶋市及び潮来市，西は千葉県香取市，東庄町及び銚子

市に接しており，鹿島灘と利根川にはさまれた，縦に細長く平坦な地形となっている。 
 

 

図 1 地勢 
2－2 人口動態 
 

(1) 人口推移及び将来人口推計 
本市の人口は，平成 27年で約 9.5万人であり，現状は横ばい傾向であるが，長期的には今後

減少していくことが予測されている。高齢化率は，平成 27年度で 20.1％であり，茨城県全体
（26.5%）に比べると低いものの，将来的にはその比率は高まっていくと予想されている。 

  

出典：神栖市「神栖市人口ビジョン」（平成 27年） 

図 2 人口推移と将来予測 
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(2) 人口分布 
人口は，神栖，大野原，知手中央，若松中央，土合，波崎に集中しているものの，全市的に薄く

広く分布している。 

 
注）500mメッシュ人口 

出典：総務省「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」（国勢調査，平成 22年）  

 

図 3 人口分布状況 
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2－3 産業動向 
 

(1) 事業所数及び従業者数推移 
神栖市の事業所数及び従業員数は，平成 21年以前は増加傾向にあったものの，同年以降やや減
少している。 

 
出典：総務省「経済センサス活動調査」（平成 24年）  

図 4 事業所・従業者数の推移 
 

(2) 従業者の分布 
従業者は，北部の国道 124号沿い，東和田のコンビナート，知手中央，波崎等に集中している。 

 
                                  注）500mメッシュ従業員数 

出典：総務省「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」（経済センサス活動調査，平成 24年） 

図 5 従業者の分布 



 

6 

2－4 主要施設立地 
 

行政機関，医療機関，学校，スーパーマーケット等の主要施設は，北部の国道 124号沿い，知
手中央，波崎等に集中している。また，南部の国道 124号沿いにも医療機関や商業施設が分布し
ている。 
 

 
出典：行政機関，医療機関，学校 国土交通省「国土数値情報」，商業施設「iタウンページ」 

図 6 主要施設立地 
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2－5 財政状況 
 

本市の財政規模は，震災復興経費の増加等により，近年増加傾向にあり，平成 24年度以降は 500
億円を超える規模で推移している。財政力指数は，平成 25年度で 1.32と，全国でも有数の高さ
であるが，歳入面においては，税収入の中心となる地元立地企業が世界的な競争環境の中にある

ことや，歳出面においては，高齢者の増加に伴う扶助費の増など，将来的には，財政運営上の制

約が増えることも想定される。 
 

 

出典：茨城県「市町村財政状況の推移」，財政力指数：総務省「全市町村の主要財政指標」 

図 7 神栖市の歳入歳出の推移 
 

 
出典：茨城県「市町村財政状況の推移」 

図 8 神栖市の歳入歳出内訳（平成 25年度） 
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第3章 地域公共交通の現状  

 

3－1 神栖市における地域公共交通の全体像 
 

本市において提供されている地域公共交通サービスは，路線バス，デマンドタクシー，タクシー，

高速バスである。 

 

表 1 地域公共交通の概要  
 
 
 
 

 

  

交通モード 路線 便数 運行主体 運行者

路線バス 利根川線 鹿島神宮駅 銚子駅 往3便　復3便

矢田部公民館 銚子駅 往13便　復10便

波崎営業所 銚子駅 往3便　復1便

海岸線 鹿島神宮駅 銚子行 往7便　復8便

鹿島神宮駅 土合鹿石 往1便

鹿島神宮駅 神栖済生会病院 往1便　復1便

銚子駅 神栖済生会病院 往1便

土合東電 銚子行 往3便　復2便

海水浴場線 波崎海水浴場 銚子駅 往19便　復17便

デマンドタクシー 北エリア

中北エリア

中南エリア

南エリア

神栖地区12社 自宅 目的地 -

波崎地区4社 自宅 目的地 -

高速バス かしま号 東京駅 鹿島神宮駅 往82便　復74便

はさき号 東京駅 波崎 往8便　復8便

東京テレポート駅線 東京テレポート駅 鹿島神宮駅 往6便　復6便

羽田空港線 羽田空港 鹿島神宮駅 往4便　復4便

タクシー

関東鉄道，京浜急行バス

関東鉄道

自宅 決められた目的地 神栖市
市内タクシー

会社

起終点

関東鉄道

関東鉄道，京成バス，
JRバス関東

関東鉄道，JRバス関東

9便

タクシー事業者

タクシー事業者
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3－2 路線バス 
 

(1) バスルート 
現在路線バスは，海岸線，利根川線，海水浴場線の 3路線が運行しており，隣接する鹿嶋市及
び銚子市へ接続している。香取市及び東庄町へは接続していない。 
 

 

図 9 路線バス網 
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(2) 便数 
利根川線は，矢田部～銚子間は片道 10～13便運行しているが，鹿島神宮まで行く便は片道１日
３便である。海岸線は，鹿島神宮～銚子までを 1日片道 7～8便程度運行している。波崎海水浴場
線は，1日片道 17～19便運行している。 
 

 表 2バス路線の便数  
路線／区間 便数 方面別便数【所要時間】 

利根川線 33便 銚子行：19便（1.4便/h），鹿島神宮行：14便（1.0便/h）  

 鹿島神宮駅～銚子駅間 6便 銚子行： 3便【所要時間約1時間50分】 

鹿島神宮行： 3便【所要時間約1時間40分】 

矢田部公民館～銚子駅間 23便 銚子行： 13便【所要時間約25分】 

矢田部公民館行：10便 

波崎営業所～銚子駅間 4便 銚子行： 3便 

波崎営業所行： 1便 

海岸線 24便 銚子行： 12便（0.9便/h），鹿島神宮行： 12便（0.9便/h）  

 鹿島神宮駅～銚子駅間 15便 銚子行： 7便【所要時間約1時間45分】 

鹿島神宮行： 8便【所要時間約 2時間】 
鹿島神宮駅発 土合鹿石行 1便 【所要時間約1時間20分】 

鹿島神宮駅～ 

神栖済生会病院間 

2便 済生会病院行： 1便【所要時間約50分】 
鹿島神宮行： 1便【所要時間約50分】 

銚子駅発 神栖済生会病院行 1便 【所要時間約1時間】 

銚子駅～土合東電間 5便 銚子行： 3便【所要時間約25分】 
土合東電行： 2便【所要時間約25分】 

波崎海水浴線 36便 銚子行： 19便（1.4便/h），海水浴場行： 17便（1.2便/h）  

【所要時間約15分】 

 

(3) 利用者数（一日あたり） 
一日あたりの利用者数は，３路線合計で 1日あたり，900人弱。年々減少傾向にある。 
 

 
出典：関東鉄道提供資料をもとに作成 

図 10 路線別乗車人員の推移 
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(4) 路線バスのカバーエリア 
市域が広いことから，路線バスのカバーエリア（徒歩圏内であるバス停から半径 500 m）は少
ない。特に，大野原，深芝南，堀割，若松中央の周辺等は，人口密集地であるにもかかわらず路

線バスが経由していない。 
 

 

注）500mメッシュ人口 

図 11 路線バス空白地域（及びバス路線便数，バス停別利用者数） 
 

  

人口密集地の 
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(5) 福祉パス 
神栖市では，60歳以上の市民等を対象に，路線バスを無料で乗車できる福祉パスを発行してお
り，当該パスを利用して乗車される方が多い。 
平成 26年度では，約６６％が福祉パス利用者である。 
 

 
出典：関東鉄道提供資料をもとに作成 

図 12 券種別割合の推移 
（参考）運賃 鹿島神宮～銚子1360円（海岸線） 

 セントラルホテル～土合中央840円（利根川線） 

 矢田部公民館～銚子490円（利根川線） 

 波崎海水浴場～銚子240円（海水浴場線） 
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3－3 デマンドタクシー  
 

予約制で，自宅からあらかじめ決められた目的地まで乗り合いで運行するデマンドタクシーを市

が運営している。 
市内を 4つのエリアに分け，エリア内での移動が可能であり，隣接エリアへの移動は乗継で行
う。 
 

(1) 運行に至る経緯 
・平成 3年 4月～平成 20年 3月まで運行していた循環バスを廃止し，運行開始 
・制度切り替えの理由 平成 13年度ごろから年々利用者が減少（H4:8万人→H19:約 4万人）
し，費用対効果やバスの老朽化が課題となったため 

・デマンド運行開始 平成 20年 4月～本格運行。（H19.10～H20.3試験運行） 
 

(2) 運行の概要 
① サービス内容 

・予約制で，利用客を自宅から目的地までお送りするドアツードア型 
・定路線型ではなく，決められたエリア内で同時刻便に予約を入れた利用者を順にお迎えし，

順に目的地までお送りする，エリア指定の乗合制 
・1時間に 1便の定時刻運行 
・利用対象者は，市内に住民登録のある市民全員 
・利用に当たっては，事前に会員登録が必要（無料） 
・乗降場所は市内の商業施設・病院・公共施設・金融機関に限定 
 

② 運行便数・日数 

・朝８時から夕方４時まで，毎時間 1便を運行（９便／日）。 
・北エリアは 1便あたり 3台，その他３エリアは一便当たり 2台ずつ運行。 
・土日祝・年末年始（12/29～1/3）を除く平日に運行 
 

 

  



 

14 

③ 運行エリア 

・運行エリアは，北エリア，中北エリア，中南エリア，南エリアの 4エリアに分かれており，
自宅からあらかじめ決められた目的地まで移動することができる。 
・エリアは一部重複して設定されており，乗継地点（☆印）で乗り継ぎ，近接するエリアへの

移動が可能となっている。 

 
図 13 神栖市デマンドタクシーエリア図 

 
＜エリア制を採用している理由＞ 
定時性の確保・・・・・ 当市は南北の距離が約 30kmと長く，両端を往復すると時間がかか

ることから，1時間に 1便運行するため，エリア制を採用している。 
民間事業者への配慮・・ 当市では 16のタクシー事業者が営業しており，民間事業者の経営

を圧迫することがないよう，一定の移動制限を設けている。 
   

④ 会員登録から利用までの流れ 

①事前に利用者登録し，会員証を受け取る 
②予約センターに電話し，希望の便を予約 
③タクシーが予約時間に自宅へ迎え 
④目的地まで送迎 
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⑤ 利用料金 

 1回（片道）の利用金額は３００円（3歳～12歳：１５０円，3歳未満：無料） 
  
⑥ オプションサービス①：乗継サービス 

・拠点病院など，特定の場所のみエリアを越えて移動することができるサービスで，各エリア

の重複地区に設定した「乗継地点」までデマンドタクシー，徒歩，自転車，ご家族等の車で

の送迎等で行き，そこからデマンドタクシーに乗って乗継先の目的地まで向かう。 
※乗継サービスが利用できるのは，隣接するエリアの特定の場所のみ 
 

＜乗継サービス利用のイメージ：北エリアから中北エリアの病院に行く場合＞ 

 

 

⑦ オプションサービス②：介助者無料サービス 

・デマンドタクシーの乗降が一人では困難な方に対するサービスで，乗降時の介助を行う方（1
名のみ）は，無料でデマンドタクシーに乗ることができる。 
・介助を必要とする方は，会員登録時にその旨を記載し，証明書（身体障害者手帳・療育手帳・

介護保険証）のいずれかの写しを添付する。 
 

 

  

デマンドタクシー

徒歩・自転車 

家族等の車 
自宅

Ｖｖ

北エリア 中北エリア

 デマンドタクシー で
目的地へ

神栖済生会病院 市役所

〔乗継地点〕 
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(3) 利用実績等 
① 利用実績（全体・各エリア別） 

デマンドタクシーの利用件数は増加傾向にある。最も多いのは北エリアで，その他のエリアはほ

ぼ同数である。  

 

出典：神栖市資料 

図 14 利用者数推移 
② 年齢層別 

年代別では，70代，80代が突出して多く，次いで 60代が占めている。経年の比較では 80代が
年々増加している。 

 

 
出典：神栖市資料 

図 15 年代別利用者数推移 
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③ 目的地別 

利用目的としては，帰宅の移動である「自宅」を除くと，「医療・福祉施設」が最も多く，「公共

施設」「商業施設」が続いている。 

 

 
出典：神栖市資料 

図 16 目的別利用者数推移 
 
④ 利用実績：乗継サービス 

乗継サービスとしては，北エリアから中北エリアの「神栖済生会病院」の移動が最も多くなって

おり，次いで中北エリアから「白十字総合病院」，中南エリアから中北エリアの「神栖済生会病院」

となっている。 
 

表 3 乗継サービスの利用状況 
                                  単位：件数 

エリア 乗継地点 乗継先 H26 

北 市役所本庁 中北（神栖済生会病院） 174 

中北 
市役所本庁 北（白十字総合病院） 40 

ゆ～ぽ～とはさき 中南（鹿島労災病院） 5 

中南 
ゆ～ぽ～とはさき 中北（神栖済生会病院） 24 

鹿島労災病院 南（波崎総合支所） 4 

南 鹿島労災病院 中南（ゆ～ぽ～とはさき） 1 

出典：神栖市資料 
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⑤ 時間帯別利用実績 

1台あたりの平均利用件数では，北エリアの 9～10時台，15時台，中北エリアの 10時台におい
て平均 2件を超える場合がある（1運行あたり 2人以上を乗せる）。ただし，その他の時間帯は，
2名に満たない時間が多く，1名を割り込む時間帯も多く発生している。 

 

表 4 1台あたりの利用件数（1日 1台あたり平均 行・帰別） 

 
  出典：神栖市資料 

 
⑥ 運行経費 

デマンドタクシーの運賃収入は，平成 26年度で約 900万円，総経費から運賃収入を引いた欠損
額（行政負担額）は，同年で約 4,358万円であり，近年この傾向に変化は見られない。 
 

 
出典：神栖市資料 

図 17 運行経費（運賃収入と行政負担） 
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3－4 タクシー 
 
(1) タクシー事業所数及び事業所名一覧 
本市には，16社のタクシー会社が所在している。 

 
表 5 タクシー事業所一覧 

地区 タクシー事業所 
神栖地区 (有)今津タクシー，(株)大倉タクシー，(有)神栖タクシー， (有)港南タクシー，

南部タクシー(株)，日川丸タクシー(株)，(有)日新タクシー， 
(有)浜松タクシー，(有)本忠タクシー，(有)宮川タクシー，(有)山本タクシー， 
鹿島合同自動車（株） 

波崎地区 (有)利根タクシー，(有)波崎タクシー，(有)港タクシー，(有)柳川タクシー 
 

(2) タクシー事業所の分布 
タクシー会社は，北側に多く分布しているが，土合や波崎にも所在している。 

 
 

 
注）神栖タクシーは，「南部営業所」所在地も地図上に標記してあるため，ポイントは17箇所となっている。 

出典：茨城県ハイヤー・タクシー協会webサイトより作成 

図 18 タクシー会社の分布 
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3－5 高速バス 
 

(1) 神栖市を経由する高速バス 
現在高速バスは，鹿島～東京駅線，波崎～東京駅線，鹿島～羽田空港線，鹿島～東京テレポート

駅線の4路線が運行しており，東京駅及び，東京ディズニーランド，羽田空港等への移動が可能

となっている。 

 

① 鹿島～東京駅線（上り74便，下り82便／日）※ 

② 波崎～東京駅線（8往復／日） 

③ 鹿島～羽田空港線（6往復／日）※ 

④ 鹿島～東京テレポート駅線（4往復／日）※ 

   （ ※ ３系統の市内における停留所は「鹿島セントラルホテル」のみ。 

数も「鹿島セントラルホテル」を経由する便のみをカウント） 

 

(2) 路線及び運賃 
① 鹿島～東京駅線 

（路線図） 

 
※1．東京駅は，上り便は日本橋口到着，下り便は八重洲南口発車。 

※2．アントラーズクラブハウス経由便は，鹿島通信宇宙センターには停車いたしません。 

（運賃） 全区間  片道（大人） 1,830円  定期券 （通勤）1ヶ月60,000円3ヶ月160,000円 

 （通学）1ヶ月50,000円3ヶ月140,000円 

 ミッドナイトかしま 片道（大人）3,100円 

 

② 波崎～東京線 

（路線図） 

 
※1．東京駅は，上り便は日本橋口到着，下り便は八重洲南口発車。 

（運賃） 波崎～波崎工業団地⇔東京駅  片道（大人） 2,090円 

 北若松～水郷潮来⇔東京駅   片道（大人） 1,830円 
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③ 鹿島～羽田空港線 

（路線図） 

 
（運賃） 鹿島セントラルホテル⇔羽田空港 片道（大人） 2,370円 

 

④ 鹿島～東京テレポート駅線 

（路線図） 

 

（運賃） 鹿島セントラルホテル⇔海浜幕張駅  片道（大人） 1,650円 

 鹿島セントラルホテル⇔東京ディズニーリゾート 片道（大人） 1,850円 

 鹿島セントラルホテル⇔東京テレポート駅 片道（大人） 2,060円 
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(3) 利用実績 
東京行きとなる「かしま号」と「はさき号」に注目すると，1便あたりの利用人数についても，
かしま号は上り下り便とも 24人前後となっており，はさき号については，上りが平均 20人前後，
下りが 14人前後となっており，上りに比べ，下りは約 7割という傾向となっている。 
 

 

出典：関東鉄道提供資料をもとに作成 

図 19 高速バス利用者数 
 

 

出典：関東鉄道提供資料をもとに作成 

図 20 高速バス利用者数（1便あたり） 
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3－6 福祉施策としての移動支援 
 

(1) 福祉パスについて 
神栖市では，路線バスを市内から乗車，または市内で下車をすると無料になる「福祉パス」を，

高齢者や障害のある人などに発行している。 
 
① 対象路線 

・鹿島神宮駅から銚子駅の区間を運営する民営バスを利用する場合，神栖市内で乗車，もしく

は下車した場合に限り，無料になる。 
〈無料になる乗車例〉 ・神栖市内で乗車して，神栖市内で下車 
 ・神栖市内で乗車して，銚子市内（鹿嶋市内）で下車 
 ・銚子市内（鹿嶋市内）で乗車して，神栖市内で下車 
 

② 対象者 

・市内に 1年以上居住し，60歳以上で次のいずれかに該当する方。 
① 身体障害者手帳の交付を受けている方（1級～6級）（なお，1級～3級の方の場合は介護者
も含む。） 

② 療育手帳の交付を受けている方（なお，Aとマル Aの方の場合は介護者も含む。） 
③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（なお，1級の方の場合は介護者も含む。） 
④「生活保護法」及び「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する

法律」により保護を受けている被保護者，その扶養義務者又はその他の同居の親族 
 

③ 申請場所 

・社会福祉課（保健・福祉会館 2階）   ・市民生活課（波崎総合支所） 
 

④ 事業経費 

・福祉パスの事業経費は，年間約 5,000万円である。 

  

              出典：神栖市提供情報をもとに作成 
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(2) 福祉タクシー事業について 
神栖市では，障害者や高齢者に対し，外出支援サービスとして福祉タクシー事業を行っている。 
 

① 対象者 

・神栖市に住所を有し（1年以上居住している方），タクシーを除く一般の公共交通機関を利用
することが困難な方，または下肢の不自由な方等で，次の①から③に該当する方。 

①おおむね 65歳以上の高齢者 
②介護保険の認定（要支援・要介護）を受けている方 
③重度の障がいを持ち，次の（ア）～（オ）のいずれかに該当する方。 
ただし，（ア）～（ウ）の方は，自動車税の免除を受けていない方 
（ア） 身体障害者手帳の交付を受け，１級・２級の方 
（イ） 療育手帳の交付を受け，マルＡ・Ａの方 
（ウ） 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け，１級の方 
（エ） 腎臓機能障害で通院により人工透析療法を受けるため通院回数の多い方 
（オ） 特定疾患の治療のため通院回数の多い方 

 
なお，要介護等の認定者および高齢者で福祉タクシーの利用を希望される方は，利用に際して，

それぞれ居宅サービス計画（ケアプラン），介護予防プランで計画されていることが必要となる。 
 

② 福祉タクシーの利用内容 

 ・該当者の自宅と病院・診療所への通院，生きがい講座や福祉サービスを提供する場所，通所
サービスを提供する場所などの間を送迎。 

 

③ 福祉タクシーの料金等 

・福祉タクシーの利用にあたり，福祉タクシー利用券を交付。 
・タクシー利用券は，原則として月 4枚（片道 1枚）の交付 
・市からは，タクシー利用料金から利用者負担額を除いた金額を助成 
  〈福祉タクシー利用料金表〉 

タクシー料金 利用者負担額 

1,050 円以下 200 円 

1,051 円から 2,000 円まで 400 円 

2,001 円から 3,000 円まで 500 円 

3,001 円から 4,000 円まで 700 円 

4,001 円から 5,000 円まで 900 円 

5,001 円以上 900 円＋（タクシー料金-5,000 円） 
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(3) 介護予防教室送迎支援タクシーについて 
市では，介護予防教室参加者で，自力もしくは教室会場までの送迎支援が得られない方を対象と

した乗合タクシーをタクシー事業者に委託して実施している。 
 
① 利用内容 

 ・介護予防教室会場への移動 
 

② 料金等 

・１乗車 100円 
 

(4) 高齢者移動支援サービスについて 
市が実施している居場所づくり事業へ通う高齢者を，市内の高齢者で組織するＮＰＯ法人「シ

ニアネットワークかみす」が運行する車両により，自宅から居場所まで送迎する移動支援サービ

スを平成２７年９月１６日から開始している。 

このような市とＮＰＯ法人との協働による高齢者の移動支援サービスは県内で初めての取り組

みである。 

※居場所づくり事業における「居場所」（交流の場）…H28.1現在，いきいきかみす（保健・福祉    
会館），こいこいはさき（はさき福祉センター）の 2箇所 
 

① 対象者 

・次のすべてに該当する方 
①住民登録のある 65歳以上の方 
②居場所に登録し，利用する方 
③居場所への移動困難な方 
④ヘルパーによる介助の要らない方 
 

② 利用内容 

 ・「居場所」への移動 
 

③ 料金等 

・自宅から「居場所」までのガソリン代実費 
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3－7 公共交通に対する財政支出の状況 
 

当市の地域公共交通関連の支出は，平成 25年度の歳出決算額でみると，総額の 0.3％を占め
ている。 
個別施策においては，デマンドタクシーについて，運行委託費用等の経費で 42,046千円，路

線バスについては，３路線のうち，波崎海水浴場線のみ，旧波崎町の町営渡船を廃止した代替

路線として設置した経緯から，運行補助を行っており，6,650千円である。 
そのほか，高齢者の移動手段を確保する目的で，福祉施策として，福祉パスを発行しており，

当該経費が 50,000千円，障害者や高齢者に対する外出支援の観点から経費を負担している福祉
タクシーの運行経費に対し，40,901千円支出している。 
 

表 6神栖市の公共交通関連支出 

 
出典：茨城県「市町村財政状況の推移」及び神栖市提供資料より作成     

 

表 7各施策の支出状況 

 

※介護予防教室送迎支援タクシー及び高齢者移動支援サービスは27年度から開始 

出典：神栖市提供資料より作成     

 

（参考）波崎海水浴場線に対し，補助金を支出している経緯 

当該バス路線は，平成 8年 3月，波崎町営渡船廃止にともない，地域住民の交通手段を確保す
るため，波崎町から関東鉄道株式会社に代替バス路線の新設を要請し路線新設したものである。

新設にあたり，バス事業の運行欠損金は，毎年度の契約行為に基づき補助金を交付し，路線を運

行することとなった。 

 

  

単位：百万円
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

歳出総額 35,843 41,970 45,090 47,208

公共交通関連支出 134 145 143 140

公共交通関連支出割合 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%

単位：千円

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

合計 133,532 145,485 143,262 139,597

　デマンドタクシー運行費 43,963 45,041 43,351 42,046

　路線バスへの補助 7,000 6,650 6,650 6,650

　福祉パス 50,000 50,000 50,000 50,000

　福祉タクシー 32,569 43,794 43,261 40,901
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第4章 意向調査等結果  

 

4－1 市民アンケート結果 
 

(1) 実施概要 
対象：高校生以上（世帯宛てに配布し，各世帯員が記入，1件あたり 3部配付）  

3,000世帯（住民基本台帳より無作為抽出）  
方法：郵送調査  

時期：8月 1～17日 
調査項目：属性：年代，性別，職業，免許有無，近くのバス停 等  
 日常移動実態：目的ごと【通勤・通学，通院，買物】の目的地，手段，頻度，時間

帯，公共交通への利用変更の可能性 等  
 バス運行の認知・満足度等：運行内容，財政支出の有無，公共交通の満足度 等  
 維持への意識：バスの必要性，税負担の考え方，利用変更のための条件 等 

 
(2) 市民の外出実態 
市民の大部分は，自動車免許を持っているが，高齢者には免許を持たない人も多くいる。 
市民の移動は，自動車に依存している状況なっており，その移動はエリア内で行われることが多

いが，他のエリアへの移動も一定量存在している。 
 

表 8 市民の外出実態等 
項目 調査結果 

自動車免許の保有状況 ■自動車免許保有 

� 市民の大部分は自動車免許を持っており，免許を持っていない人は，
約16％（高齢者は約31％）。 

■免許返納意向 

� 5年以内に免許返納を希望する市民（60歳以上）は約 6％にとどまる
ものの，将来的には，約57％が免許返納を考えている。 

移動手段 � 「自動車（自分で運転）のみ」が突出しており約81％，次いで「自動
車（家族等の送迎）」が約10％で車に依存している。 

� 高齢者では，「自動車（自分で運転）のみ」が約63％，「自動車（家族
等の送迎）」が約 19％となり，車への依存度がやや低くなるが，公共

交通利用者は全てを合計しても1割程度である。 

移動先 

 北エリア � 神栖・大野原周辺の国道124号沿いや，白十字総合病院周辺に集中し
ている。 その他，工業団地や知手中央付近（神栖済生会病院周辺），

鹿島労災病院，銚子への移動が一定数ある。 

中北エリア � 知手中央周辺に集中しており，神栖・大野原周辺の国道124号沿いと，
白十字総合病院周辺にも分布している。中南・南エリアへの移動は多

くないものの，鹿島労災病院，銚子への移動は一定数ある。 
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項目 調査結果 

 中南エリア � 主な移動は，全市的に分散する傾向にある。鹿島労災病院など土合周
辺，波崎の国道124号沿い，知手中央付近，銚子等への移動が比較的

多く，北エリアの国道124号沿いにも，まばらに分布している。 

南エリア � 波崎の国道124号沿い，鹿島労災病院に分布しており，他エリアに比
べると，銚子への移動が多くなっている。北エリア国道124号沿いに

も，まばらに分布しており，神栖済生会病院への移動もある。 

その他 � 高校生については，特に，千葉県側等への高校生の通学送迎が負担と
なっている。 

� 企業の社員の通勤用のバスを求める声がある。 
� 出張時の高速バス停までのアクセス性を高めるよう望む声がある。 
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全エリア居住者の移動先分布 

（全年齢階層） 

 

 

         （高齢者） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 全移動先 
  



 

30 

(3) 公共交通に対する意識 
自家用車中心の生活から，公共交通中心の生活に転換することについては，現状の公共交通を利

用できるかどうか知らない人が多く，知っていても，転換できると考える人は少ない。また，路

線バス，デマンドタクシーについては，現在の課題を解決しても，利用しない人が相当数存在す

る。 
 

表 9 公共交通に対する意識 
項目 調査結果 

バスへの利用転換の可

能性 

■公共交通への転換の可能性 

� 公共交通への転換の可能性としては，通院では約 12％，買物では約

11％，通勤・通学では約4％，その他では約11％と1割程度となって

いる。 

公共交通に対する 

認知度 

■路線バス 

� 路線バスの運行内容と乗り方の両方を知っている方は約 13％,乗り方

を知っている方が約40％，約35%は運行内容も乗り方も知らない。 

■デマンドタクシー 

� デマンドタクシーは, 全年齢階層では，「両方を知らない」が,約 75%

を占めている。高齢者は，やや認知状況が高く約39％あるが，それで

も62％の人に知られていない。 

公共交通維持に対する

考え方 

� 約56％が何らかの負担によってでも，現状の公共交通サービスを維持

していくべきと考えている。（「行政の財政負担を増やしてでも公共交

通を維持していくべき」「運賃を値上げして維持していくべき」「地域

住民が費用の一部を負担して維持していくべき」） 

� 一方で，縮小や廃止を考える人が，約34％いる。（「便数を減らしたり，

路線を縮小して維持していくべき」，「運営が困難な場合には，廃止も

やむをえない」） 

家族送迎への意向 � 家族送迎をしてもらうことを負担に感じている人（面倒をかけている

のでバスやタクシーで移動したい，面倒をかけているがバスやタクシ

ーでの移動は難しいためしょうがない）が約59％で多くの方が負い目

に感じている。 
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4－2 利用者アンケート結果 
 

(1) 各調査の実施概要 
●路線バス 

対象：神栖市内を運行する全路線・全便 

方法：調査員による配付・回収（回収は郵送も併用） 

期間：9月12日（土），9月15日（火） 

 
●デマンドタクシー 

対象：全エリア・全便  

方法：運転手による配付・回収 （回収は郵送も併用） 

期間：9月14日（月）～18日（金）（1人につき1回） 

 
●高速バス 

対象：神栖市内で乗車または降車する利用者 

方法：調査員による配付・回収（回収は郵送も併用） 

○鹿島セントラルホテルバス停での配布・回収： 

「鹿島線」「羽田空港線」「東京ディズニーランド・東京テレポート駅線」 

○市内区間の各バス停での配布・回収： 

「波崎線」 

期間：9月12日（土），9月15日（火） 

 

【調査項目】 

属性：住まい，年代，性別，職業，免許有無 等  

利用実態：目的地，乗降バス停，利用する他の交通手段，頻度，乗換有無，時間帯 等  

満足/不満足度：経路，ダイヤ，運賃，乗換 等  

課題・要望：具体的な課題・要望 等 
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(2) 路線バス利用者アンケート 
利用者の大部分は，免許を持っていない高齢者で，福祉パス利用者も多い。通院や買い物の目的

で利用されていることが多く，多くの利用者は，定期的に利用している。利用満足度は高いもの

の，「便数の増加」「時間帯の変更」「定時制」を求める声がみられた。 
 

表 10 路線バス利用実態等 
項目 調査結果 

利用者属性 ■年代 

� 70代が約32%，60代が約20%，80代以上が約14%となっており，高齢
者が全体の7割近くを占めている。 

利用状況 ■利用目的 

� 通院が約 34％，買い物が約 23％で約半数を占めている。通学と通勤
は，共に12％程度である。 

■利用頻度 

� 定期的に利用する人が多く，約 56％を占める。毎日利用する人も約

33％である。 

満足度 ■満足度 

� 満足度は高く，約78％は「満足」～「やや満足」と回答している。不
満を感じているのは，約18％である。 

■要望・感想 

� 「便数の増加」が約39％，次いで「時間帯の変更」が19％，「運行の
定時制」が16％である。 

 

(3) デマンドタクシー利用者アンケート 
利用者の大部分は，高齢者で，通院や買い物の目的で利用されている。多くの利用者は，定期的

に利用している。満足度は高いものの，「行ける場所が決まっている」「待つ時間が長い」ことが

課題となっている。 
表 11 デマンドタクシー利用実態等 

項目 調査結果 

利用者属性 ■年代 

� 70代が約47％，80代以上が40％となっており，利用者のほとんどが
70代以上となっている。 

利用状況 ■利用目的 

� 通院が約 59％，買い物が約 22％で，約 8割を占めている。次いで多
いのは習い事（約6％）である。 

■利用頻度 

� 定期的に利用する人が多く，約90％を占める。ただし，毎日利用する
人は少なく，約5％である。 

満足度 ■満足度 

� 満足度は高く，約90％は「満足」～「やや満足」となっている。 
■要望・感想 

� 「行ける場所が限定されているので不便」が約30％，次いで「待つ時
間が長い」が25％となっている。 

� その他，乗降所の指定や土日運行，運行間隔を狭める等についての要
望がある。 
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(4) 高速バス利用者アンケート 
高速バス利用者は，業務・商談，観光・レジャー等に利用される機会が多く，多くの場合，バス

停までは，自家用車や送迎，タクシー，徒歩で来ている。路線バスとの乗継の可能性があること

や，始発時間の混雑が激しいこと，運賃施策について指摘がされている。 
 

表 12 高速バス利用実態等 
項目 調査結果 

利用者属性 ■年代 

� 利用者は各年代に散らばっている。 
■居住地 

� 神栖市内在住，市外在住が半々である。 
利用状況 ■利用目的 

� 業務・商談等が最も多く約 40％，次いで観光・レジャーが約 25％で
ある。 

■利用頻度 

� 1～3か月に1回程度がボリュームゾーンとなっている。 
高速バスと他の交通 

手段の乗継 

■高速バス停から（まで）の移動手段 

� 「自家用車」が約29％，「車による送り迎え」が約28で，約6割を占
める。次いで「タクシー」が約19％，「徒歩のみ」が約16％である。 

� 路線バスとの乗継の可能性があると考える人が，半数はおり，そのた
めには，「乗継の所要時間」「運賃」「バス停同士の近接性」の必要性

があげられている。 

自由記述 ■自由記述 

� 増便を望む声があり，特にかしま号は，始発時間の混雑が激しいこと
が指摘されている。 

� 運賃の割引や，回数券の復活を望む声が多い。 
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4－3 中学生アンケート結果 
 

来年高校に進学する中学 3年生の意識と実態等について表 13にまとめた。 
高校への想定する通学方法は，自転車と自転車＋鉄道が多いが，中学でも家族送迎が多い南エリ

アは，家族送迎の割合が高くなっている。 
高校への公共交通での通学は，運賃が高いという印象が強く持たれている。 
 

表 13 中学生の意識と実態 
項目 調査結果 

中学校への通学実態 ■中学校への通学における家族送迎 

� 月に数回以上家族送迎で通学している中学生が約56％となっている。 
� 南エリアでは，南エリアでは自転車通学が認められていないため，約
79％が月に数回以上は家族送迎で通学している。 

高校進学時の想定する

通学方法 

■想定する通学方法 

� 自転車が最も多く約52％，次いで，自転車＋鉄道が約15％である。 
� 中南エリアでは自転車＋鉄道が多く約27％，南エリアでは家族送迎が
多く約14％となっている。 

■公共交通での通学の可否 

� 部活をしても通学できる中学生が約33％，通常の登下校ならできるが
約12％，通常の登下校でもできない人が約6％となっている。 

� 約49％は，できるかどうかを知らない状況である。 
高校への公共交通や家

族送迎での通学につい

て 

■高校への公共交通での通学について 

� 約59％は，「運賃・定期代が高い」という印象を持っている。その他，
「乗り慣れていないから不安」が約 30％，「時間が遅れそうだ」が約

26％，「待つのが面倒」が約 24％となっている。なお，バスの利用経

験は，半々程度となっている。 

 
  



 

35 

4－4 市民懇談会結果 
 

(1) 実施概要 
対象： 全市民（広報により募集） 
日時： 北エリア ：10月12日（月・祝） 10:00-11:30 ＠保健・福祉会館 研修室 
 中北エリア ：10月12日（月・祝） 14:00-16:00 ＠保健・福祉会館 研修室 

 中南エリア ：10月11日（日） 10:00-12:00 ＠矢田部ふれあい館  

 南エリア ：10月11日（日） 13:30-15:30 ＠矢田部ふれあい館  

注）南エリアの市民懇談会参加者は 0人 

テーマ: 普段の利用状況，利用するための課題，公共交通維持の方法 
 
(2) 実施結果 
市民懇談会においては，エリアごとに，以下のような意見をいただいた。 

 
表 14 市民懇談会における意見 

エリア 主な意見 

北エリア 全  体： 高齢者ばかりではなく，企業の利便性の向上のための公共交通も重要
ではないか。  

      高速バスの乗り場までの公共交通も検討してほしい。  
路線バス： 白十字総合病院に行けない。  
      ステップが高く乗りづらい。高齢者や障害を持っている人に配慮して

ほしい。  
デマンド： 乗り合いのため時間が計算できず利用しづらい。  
      土日運行して欲しい。  
      料金は増えてもよいので，行きたいところに行けるようにしてほし

い。  
      エリア統合をしてほしい。  

中北エリア 全  体： 交通手段の選択ができることが生活の豊かさに繋がる。  
路線バス： バスルートが昔から変わらず，現在の住民の生活と合っていない。 
 500m以内にバス停が欲しい。  
 鹿島神宮まで急行でいければ，通勤通学等も便利になり，親も安心で

きる。 
子供を引きつける車体広告で利用を増やせないか。  

デマンド： エリア・目的地を再検討して欲しい。  
 1時間前の予約が不便。 

中南エリア 全  体： 地域的に人口集積地の狭間で商店や医療機関等が少ないため，交通の
面ではこの地域が実は一番大変ではないか。 
デマンド，ミニバス，路線バスの複合的な交通が必要。  

路線バス： 路線バスを使いたいと思うときもあるが本数が少なく利用しづらい。 
須田団地の高齢者からバス停の設置について強い要望が出ている。  
ルートを変更し，路線バスの空白地域を埋めてほしい。  
路線バスの車両はコンパクトなもので住宅地の狭いところも試験的

に走ってみてはどうか。  
デマンド： 市内はどこでもせめて鹿嶋市くらいまでは行けるようにしてほしい。 

乗継ぎで行ける場所を自由にしてほしい。 
土日も運行して欲しい。  
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第5章 現状の整理及び課題  

 

5－1 地域特性 
 

区分 現状の整理 課題 

人口 � 人口は増加傾向，全県に比べると高齢化率

が低く比較的若い世代が多いものの，将来

的には高齢者数が増加する。 

� 将来の高齢化を見据え，高齢

者の移動手段を確保する必要

がある。 

地形・施設 � 平坦で縦に細長い地形の中で，人口や主要

施設は，神栖・大野原周辺の国道124号沿

い，知手中央周辺，土合周辺，波崎等に集

中しているものの，居住地域は薄く広く分

布している。 

� 低密度の交通需要という実態

に即した，効率的で持続可能

な地域公共交通網体系が必要

である。 

 

 

 

5－2 市民の外出実態と意識 
 

(1) 地域公共交通に対する意識 
現状の整理 課題 

� 路線バス・デマンドタクシーの乗り方や

路線等を知らない市民が多い。 

� 広報紙を活用するなどして，市民への一層の周知が

必要。特にデマンドタクシーの認知度が低いため，

情報提供に努める必要がある。 

� バス・デマンドタクシーへの転換を難し

いと考える市民が多い。 

� 今後，住民への情報提供や意見交換の機会を設ける

ことにより，一層，公共交通利用の意識啓発を進め

るモビリティマネジメントを推進する必要がある。 

� バスを利用したことがない中学生が半

数近くおり，志望する高校にも公共交通

で通学できるかどうか知らない場合も

ある。 

� 公共交通を利用する機会や，認知度を高める対策が

必要 
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(2) 市民の移動特性 
区分 現状の整理 課題 

目的及び対

象者 

� 基本的には，多くの人が自家用車で移動して

おり，路線バス・デマンドタクシーの利用者

は，高齢者がほとんど。 

� 高齢者の移動手段の確保を優

先的に考慮する必要がある。 

� 高校生については，自転車利用中心となって

おり，千葉県側等への高校生の通学送迎や，

路線バスの費用が負担となっている。 

� 企業の社員の通勤用のバスを求める声や，出

張時の高速バス停までのアクセス性を高める

よう望む声がある。 

� 運行本数や時間帯，停留所の近接性などの条

件があれば，利用する可能性がある市民も一

定数いる。 

� 高校生の通学のほか，通勤，

その他ビジネスも含め，市民

の移動についても，将来的に

考慮する必要がある。 

移動特性 � 一定の生活エリア内の移動が多くある一方

で，総合病院への移動等，エリアを跨いだ移

動需要が多く存在する。 

� 運転免許を保有しない市民は，家族送迎や，

路線バス，デマンドタクシーの乗継に頼って

いる。 

� 一方，家族送迎には，何らかの遠慮を感じて

いる方も多いことや，今後，高齢化した送迎

者も多くなると考えられる。 

� これまで以上に，公共交通に

よりエリア間移動ができる環

境を，家族送迎に頼らずに，

整える必要がある。 
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5－3 地域公共交通の現状 
 

区分 現状の整理 課題 

地域公共交通

の整備状況 

� 路線バスの空白地域が存在する。 

� 路線バスの運行便数に地域差があり，エリ

ア間の移動が不便になっている。 

� 路線バスを使えるエリアの拡

大を図りつつ，エリアを跨ぐ

手段を担保する必要がある。 

利用状況 � 路線バス利用者は減少傾向にある。 � 路線バス利用者減少に歯止め

をかける対策が必要である。 

� デマンドタクシー利用者は増加傾向にある

が，地域別，時間帯別に利用の偏りがあり，

一時的に予約できない状態になる一方で，

利用されていない時間帯がある。 

� デマンドタクシーの利用状況

を平準化する必要がある。 

 

5－4 公共交通の種類別の課題 
 

区分 現状の整理 課題 

路線バス � 路線バスでカバーしきれない地域が広い。 
� 運行便数に地域差があり，エリア間の移動が
不便な地域がある。 

・利用者は減少傾向にある。 

� 路線バスを使えるエリアの拡
大を図る。 

� エリアを跨ぐ手段を確保する
必要がある。 

� 路線バス利用者減少に歯止め
をかける対策が必要である。 

� 満足度は高いが認知度が低い。 � 認知度を向上する必要があ
る。 

� 増便やニーズに合った時間帯での運行が望ま
れている。 

� 市民ニーズに合ったダイヤ編
成を検討する必要がある。 

デマンドタ

クシー 

� デマンドタクシー利用者は増加傾向にある。 
� 利用の偏りがあり，予約がとりにくい時間
帯・地域がある。 

� 混雑時間帯の対応策を検討す
る必要がある。 

� エリアの見直しや，運行全般
について，検討が必要である。 

� 利用者の大部分は高齢者で，満足度は高い。
しかし，利用しない人の認知度が低い。 

� 認知度を向上する必要があ
る。 

� エリア外に行けないことや，乗り継ぎに時間
がかかることが課題となっている。 

� その他，乗降所の指定要件や土日運行，運行
間隔等について検討が必要となっている。 

� エリア設定や乗継，乗降場所
の設定について検討を行う必

要がある。 

高速バス � 必要な時間帯での増便，定時性の確保，回数
券の復活による低廉な運賃設定などが課題と

なっている。 

� バス運営会社と市で協議し，
改善に繋げる必要がある。 
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第6章 基本的方針  

 
6－1 地域が目指すべき将来像 
 

本市の長期的展望を示す神栖市後期基本計画基本構想においては，目指すべき将来像を「市民

とともにつくる“躍進する中核都市”かみす」としている。また，都市づくり全般の基本計画で

ある神栖市都市計画マスタープランにおいては，将来像や都市づくりの考え方等を以下のように

整理している。 
これらの内容を踏まえ，地域公共交通に関連するこれからの取り組みの方向性・基本方針とし

ては，持続可能なまちづくりを支える総合的な交通ネットワーク構築し，新しい時代に対応した

公共交通システムづくりを進めることが求められている。 
  

 

 

  



 

40 

6－2 地域公共交通に求められる役割 
 

当市における将来像や，都市づくりの目標，現状や市民意向調査結果等を踏まえると，当市にお

いて，地域公共交通に求められる役割には，以下のようなものがあると考えられる。 
項目 内容 

地域住民等の移動手段の確保 � 自家用車の運転ができない高齢者，障害者等の交通手段の
確保 

� 高校生の通学手段の確保 
円滑なビジネス環境の整備 � 市内事業所への通勤や，商談等での訪れるビジネス客の移

動手段を確保 

コンパクトなまちづくりへの

寄与 

� 市内の拠点同士，あるいは拠点と居住エリアを結ぶ交通手
段の提供 

まちのにぎわいの創出や健康

増進 

� 外出機会の増加によるまちのにぎわいの創出 
� 歩行機会の増加による健康増進 

環境への配慮 � 省エネルギー化による環境への負担減 

安全・安心な移動手段の提供 � プロの運転手による安全・安心な移動手段の提供 
� 高齢ドライバーによる交通事故の抑止等 

人の交流の活発化 

 
� スポーツ合宿や定期修理等で訪れる方，観光客の移動や回
遊性向上を支援することによる人の交流を活発化 
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6－3 基本的な考え方 
 

(1) 南北軸と各生活エリア内交通の組み合わせによる公共交通網の形成 
当市は，南北に長い地形であり，幹線道路が南北に走っていることに加え，鉄道駅があり歴史的

につながりが深い鹿嶋市や銚子市等への交通需要も多いこと，路線バスも南北の路線が中心であ

ること等から，当市の交通網は南北軸が中心であると言える。 
一方で，市内には，昭和の大合併前の旧村単位に対応した一定の日常生活エリアが見られる。デ

マンドタクシーのエリアは定時性の確保に必要な距離という観点のほか，その日常の生活エリア

も参考にして，医療，買物等の主要施設の一つはカバーされるように設定されている。 
このため，市内の公共交通網を検討する際には，この南北軸の移動を強化するとともに，各生活

エリア内の交通を円滑化することにより，市内全域を通じた最適な公共交通網を形成することを

目指していく必要がある。 
 
 
 
 
 

 

 
図 22 エリア内外の移動のイメージ 

 
 
  

区分 内容
エリア内移動 神栖市内での，エリア内の移動
エリア間移動 神栖市内での，エリア間の移動
都市間移動 神栖市と近接する都市間の移動
首都圏移動 神栖市と首都圏の間の移動

（移動距離別に役割を担う公共交通） 
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(2) 高齢化の進展を視野に入れた公共交通手段の確保 
国の平成27年版高齢社会白書によれば，わが国の高齢化率は，平成26年10月現在でも26.0％

（前年25.1％）となり，過去最高となっている。また，今後も，総人口が減少する中で高齢者が

増加することにより高齢化率は上昇を続け，平成72（2060）年には39.9％に達し，国民の約2.5

人に1人が65歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されている。 

この将来的な高齢化率の上昇は，当市においても例外ではなく，平成27年7月現在は20.6％で

ある高齢化率は，国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば，平成52年には30.6％に達す

るなど，大幅な上昇が見込まれている。また，高齢者人口は，平成18年の約16,000人から，約

27,000人にまで増加する。 

この高齢化の進展は，公共交通を必要とする方が増えるということを確実に意味しており，今後

対応を図っていく必要がある。 

また，高齢のドライバーによる交通事故を抑止するためにも，高齢者の自家用車の運転から，公

共交通の利用への切り替えを促進する必要があり，公共交通による移動手段の充実確保が必要で

ある。 

 
(3) 多用な主体による公共交通の維持 
高齢化の進展により，将来，公共交通を必要とする方は着実に増えると予想されているにも関わ

らず，これまでのところ，公共交通の利用者は，自家用車の増加等により，減少傾向にある。 
このような減少傾向が継続した場合，公共交通が維持できなくなる可能性もあり，現状を転換し，

公共交通の利用者増加を図る必要がある。 
そのためには，公共交通の意義を市民にご理解いただき，もっと利用していただけるよう，市民

の意識の醸成を図っていく必要がある。 
また，近年，地域公共交通には，住民やコミュニティが主体となり，コミュニティバスを運行し

たり，乗り合い自動車を運行する事例が見られるようになってきている。 
このような住民主体の公共交通運行の動きは，当市においても出てきており，高齢者の居場所づ

くり事業として行っている「いこいこかみす」や「こいこいはさき」へ通う高齢者を，住民が主

体になり創設した NPOにより運行されるサービスが創設されたところである。 
今後の公共交通の需要の拡大を考えると，多様な主体により維持を図っていくことは，非常に重

要であり，引き続き，地域主体の動きによる地域公共交通の維持確保を進めていく必要がある。 
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6－4 本計画の基本目標及び方向性 
 

(1) 本計画の基本目標 
 本計画では，基本的な考え方を踏まえて，次の 3つの基本目標を設定した。 

 
（目標） 

基本目標１ 市民ニーズに合った公共交通網の形成 

基本目標２ 多様な方法による持続可能な移動手段の確保 

基本目標 3 公共交通を積極的に利用する市民意識の醸成 

 
 
(2) 各目標の方向性 
 各基本目標における方向性は以下のとおりである。 
 
基本目標1 市民ニーズに合った地域公共交通網の形成 

 
 基本目標 1は，地域公共交通網の形成を行うための目標である。地域公共交通網の体系を踏ま
え，以下の方向性で事業を立案・実施する。 
 

方向性１ 生活エリア内の円滑な移動 

 生活エリア内の移動を担う路線バスやデマンドタクシー，タクシー等の利便性を向上

させるための施策を検討する。 

 

方向性２ 市内各エリア間の移動手段の強化（南北軸の強化） 

 南北軸の強化を図るため，既存路線バスの強化や，各エリア間を繋ぐ新たな輸送サー

ビスの導入，乗継地点の充実等の施策を検討する。 

 

方向性３ 各交通機関間の乗継の充実 

 上記の方向性1～3の効果をより高め，市民等の移動利便性が高まるように，各交通機

関間の乗継の負担を軽減するための施策を検討する。 

 

方向性４ 市外との交通アクセスの充実 

 市外との交通アクセスを担う高速バスの利便性を向上させるための施策を検討する。 
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基本目標2 多様な方法による持続可能な移動手段の確保 

 
 基本目標 2は，主に公共交通を必要とする高齢者の視点に立ち，福祉施策との連携を通じて，
移動手段を確保するとともに，自治体や交通事業者だけでは維持し続けることが難しい地域公共

交通を，多様な主体が関わり，持続可能なものとするための目標である。 
 

方向性１ 福祉施策を通じた移動手段の確保 

既存の福祉パスや福祉タクシーといった福祉的な施策のさらなる活用促進を図ること

で，公共交通と福祉交通が有機的に連携できる施策を検討する。 

 

方向性２ 多様な主体による交通手段の提供 

公共交通の持続性を高めるために，自ら交通サービスを担っている住民組織等を支援

するための施策を検討する。 

 
 
基本目標3 公共交通を積極的に利用する市民意識の醸成 

 
 基本目標 3は，新たに形成する地域公共交通網を，市民等が最大限に活用し，それによって維
持・活性化を果たすために，市民意識の醸成を図るための目標である。 
 

方向性１ 公共交通に関する積極的な情報発信 

多くの市民に，広く確実に公共交通を利用するための情報を行きわたらせるととも

に，日常的に公共交通を使い易くするための情報発信の方法について検討する。 

 

方向性２ 市民が主体的に公共交通を利用するためのモビリティマネジメント 

公共交通の認知を高めるとともに，利用するための環境やきっかけづくりを行う施

策を検討する。 

 

方向性３ ともに公共交通を支える市民意識の醸成 

市民は，公共交通の利用者であるとともに，より良い交通サービスをともに作り上

げていくための主体でもある。市民が公共交通の仕組みづくりに入りやすいような環境

を整備する施策を検討する。 
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6－5 施策体系 
 

施策体系は以下のとおりである。 
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第7章 目標を達成するための施策 

 
7－1 施策の内容 
 
基本目標１ 市民ニーズに合った地域公共交通網の形成 

 
施策1：デマンドタクシーの運行・改善 

 

デマンドタクシーは，乗継の待ち時間が長いことや，隣接エリア以外のエリアには行けないこと

などエリアに関わる課題があるが，エリアの見直しは，既存の交通機関の利用状況に影響を及ぼ

すことから，他の利便性向上策とあわせ，既存の交通機関への影響を勘案しながら慎重に検討す

る。 
また，スーパーなど日常生活に必要な施設の立地環境は常に変化していることから，利用者ニー

ズに応えるサービスを提供するため，乗降場所については不断の見直しを行っていくことが必要

である。その際，シニアクラブの参加率の低下等の事象にも配慮しつつ，集会場所でのデマンド

の乗降などにも考慮する。 
また，場所や時間によっては，時に乗車制限を行っている現状があることから，混雑時間帯の時

間当たりの乗車人数を増加させる施策を検討する。 
さらに，デマンドの運行システムについても定期的に見直しを図り，利用者の利便性に寄与し，

円滑な運行が維持できるよう，関係者の一層の連携協力を進める。 
 

 

 利便性向上に向けた運行方法等の見直し検討 

 乗降場所及び乗降場所登録基準の見直し検討 

 混雑時間帯の乗車制限解消策の検討 

 運行システムの定期的な検討 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

活性化協議会 
タクシー事業者 

     関係機関との協議を行い，平成 28年
度に見直しを検討 

 
 
 

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討状況に応じて実施） 

（検討） 
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路線バスは，高齢者や年少者など自家用車を持たない市民の重要な公共交通手段であり，基本

的には，関係者の連携協力により，今後とも維持できるように努める。 
そのうえで，路線等の在り方については，アンケート結果等で示された住民の利用意向も踏ま

え，より合理的な運行を行うための路線の在り方について，市と運行事業者が連携して，検討協

議を進める。その際，地域からの要望も踏まえ，若松中央等を経由し，既存路線の一部を増便す

るルートを運行する社会実験等も含めて検討する。 
また，利用動向については，市と運行業者が連携して，定期的に調査を行うこと等により，利

用者ニーズを把握しサービス改善に努める。 
さらに，利用経験が浅いと思われる小中学の児童生徒の体験乗車や，乗車キャンペーンの実施，

市民への路線・ダイヤの周知など，運行事業者と連携しながら，公共交通利用の推進に向けて積

極的に事業を実施する。（詳細は基本目標３に記載） 
なお，市からの運行補助金により運営されている波崎海水浴場線については，市補助金審議会

からの見直しを求める意見等もあるが，当該路線が運行されている地域が市内でも特に高齢化が

進展している地域であること等を踏まえ，当分の間，路線の維持に必要な補助金は存続させるも

のとし，上記の社会実験の結果等に基づく路線全体の在り方の協議の中で引き続き協議する。 
 

 

 路線バスの維持 

 路線等の再検討 

 利用動向の把握 

 利用促進策の実施  

 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

� 路線バス事業者 
� 活性化協議会 
� 地域団体等 

     協議が整い次第事業を実施 
 

  

施策2：路線バスの維持・利便性向上 

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討・協議） 

（実施） 
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施策3：タクシーの有効活用 

 

タクシーは，デマンドタクシーサービスを担うとともに，市内においては，利便性の高い重要な

交通手段であり，今後も維持確保を図るとともに，これまで以上に市民が利用しやすい環境を検

討していく。 
具体的には，国において検討されている，新たな需要創出のための閑散時間帯における運賃引き

下げ等について，国の動向を踏まえ検討する。 
また，タクシーと他の公共交通機関との乗継利便性向上の検討や，タクシーをより利用しやすく

するための市民への周知などを行っていく。 
 

 

 国の動向を踏まえた閑散時間帯における運賃引き下げの検討 

 タクシーと他の公共交通機関との乗継利便性向上の検討 

 タクシー利用方法の住民への周知 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

� タクシー事業者 
� 活性化協議会 

     協議が整い次第事業を実施 
 

  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討） 

（検討状況に応じて実施） 
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施策4：エリア間・エリア外との新たな交通手段の検討 

 

①新たなコミュニティバス等の検討 

デマンドタクシーのエリアは，昭和の大合併前の旧村の範囲に近く，その中心には，市の公共

施設など拠点となる施設が立地しているなど，一定の生活圏域を形成しているが，医療機関や大

きな買物など，エリアを越えた移動需要はある。 
このため，前述のデマンドタクシーの見直しの検討状況や，路線バスの路線等の再検討の状況

等を踏まえながら，市内の各エリアを連結する新たなコミュニティバスの可能性についても検討

する。 
 

②千葉県側の鉄道駅までの交通手段の検討 
現在，神栖市と千葉県は 4 つの橋で結ばれており，千葉県の学校へ通う高校生の通学にも利用

されている。しかし，それらの橋については，銚子大橋を除きバス路線がなく，高校生の当該駅

までの交通手段は自転車または家族による送迎が多い。このため，荒天時における安全の確保や

家族送迎による渋滞，家族の負担の緩和が課題となっている。 
これらの課題を解決するため，市内施設と千葉県側の駅とを結ぶ交通手段を検討する。 
 

 

 コミュニティバスの可能性の検討 

 ・車 両：住宅地内の狭い幅員の道路区間を通行できるよう小型車両を検討 

・ルート：需要のある地域を経由しながら，主要施設の間を連結するルート 

 千葉県側の鉄道駅までの交通手段の検討 

 ・駐輪場を備えた公民館等の市内施設と千葉県側の椎柴駅や下総橘駅，小見川駅等を結ぶ

交通手段を検討する。 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

� 活性化協議会 
 

     デマンドタクシーの運行方法見直

し，路線バスの路線再検討の状況等

を見極めながら検討 

 
 
 
 
 

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討） 
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施策5：市内各交通機関間の乗継利便性の向上 

 

市内の交通利便性を全体として高めるためには，各交通機関の利便性の向上を図るだけでなく，

各交通機関の連携を促進する必要があり，市内移動におけるデマンドタクシー，路線バス，タク

シー又はコミュニティバスの乗継など，乗継利便性を向上させる。 
そのためには，交通機関間の乗継ができるよう，乗継場所の整備を検討する。 
また，バス停が遠く路線バスを利用しにくい地域においては，バス停付近に駐輪場を設置し，自

転車と路線バスの乗継を円滑化するサイクルアンドバスライドについても検討を行う。 
また，乗継割引制度など，より利用しやすい環境整備を検討する。 

 

 

 乗継利便性の向上のため，乗継場所の整備の検討 

 サイクルアンドバスライドの実施等についての検討 

 • 一定の拠点性を有するバス停等の周辺に駐輪場を整備。 
（イメージ） 

 

 乗継割引券など利用しやすい料金制度の検討 

 
 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

神栖市 
路線バス事業者 
活性化協議会 

     協議が整い次第事業を実施 
 

 
  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討） 

（検討状況に応じて実施） 
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施策6：高速バスの利便性向上 

 

高速バスについては，ビジネスや余暇活動で東京方面へ移動する主要な手段となっており，今後

とも維持確保を図る必要がある。 
利用者ニーズにあった利便性の高い交通手段となるよう，近隣市とも連携を図りながら，運行時

間帯や料金等について，運行事業者と協議し，利便性の向上に取り組むとともに，高速バス利用

方法についての周知を行う。 
 

 

 利便性向上に向けた運行事業者との協議 

 高速バス利用方法の住民への周知 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

活性化協議会 
高速バス事業者 

     協議が整い次第事業を実施 
 

 
  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討） 

（検討状況に応じて実施） 
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基本目標 2 多様な方法による持続可能な移動手段の確保 

 
施策7：福祉施策を通じた移動手段の確保 

 

現在，市では，高齢者福祉，障害者福祉の観点から，路線バスに無料乗車できる「福祉パス」を

発行するとともに，障害者や下肢不自由な高齢者の通院を確保するための「福祉タクシー」の委

託運行等により，移動支援を行っている。また，市が行う介護予防教室の送迎支援のために送迎

タクシーをタクシー事業者に委託している。 
これらのサービスは，デマンドタクシーと相まって，自動車免許を保有しない人達にとって貴重

な移動手段であり，引き続き制度の維持を図る。 
一方で，需要者が重なる部分もあることから，公共交通施策との棲み分けを意識しつつ，両方の

施策分野が連携した取り組みを進める。 
 

 

 福祉パス・福祉タクシー等福祉施策として行う移動サービスの継続運営 

 福祉施策と公共交通の連携強化及び対象者の見直しの検討 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

神栖市 
路線バス事業者 
タクシー事業者 等 

     継続実施 
 

 
  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（継続実施）
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施策8：多様な主体による交通手段の提供 

 

当市においては，現在，市が実施している居場所づくり事業へ通う高齢者を，市民が組織する

ＮＰＯ法人「シニアネットワークかみす」が運行する車両により，自宅から居場所まで送迎する

移動支援サービスが提供されている。 

今後，本格化する高齢社会において，自治体や民間事業者だけで，増大する高齢者の移動需要を

まかなうことは困難であり，今後ともこのような地域との連携による移動サービスの提供を一層

進めていく。 
また，交通事業者との関係にも配慮しつつ，商業施設や医療施設が自らの施設への移動需要をま

かなうため運営している無料バス等とも連携を図り，総合的に市内の交通需要が合理的にまかな

えるようなシステムを検討していく。 
 

 

 地域との連携による高齢者移動サービスの促進 

 商業施設，医療機関の送迎無料バスとの連携の検討 

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

神栖市 
ＮＰＯ法人等の住民・ 
団体 等 

     継続実施 
 

 
 
 
  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（継続実施）
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基本目標 3 公共交通を積極的に利用する市民意識の醸成 

 
施策9：公共交通に関する積極的な情報発信 

 

地域公共交通の一層の促進を図るため，様々な媒体を活用して，市民に対し，路線バスやデマ

ンドタクシーの利用方法を情報提供する。 
具体的には，広報紙を活用して，運行ダイヤ等の情報提供を行う。また，停留所や運行時間，乗

継場所等がわかるように工夫した総合時刻表パンフレットの作成や，総合 web サイトを構築し，
利用促進を図る。 
また大学等の研究機関の協力も仰ぎながら，路線バス，デマンドタクシー等の現在位置や停留所

等への予想到達時刻などがリアルタイムでわかるロケーションシステム等のアプリ開発を研究す

る。さらに，新たな転入者については，集中的に情報提供を行うなど，新規利用者の獲得に努め

る。 

 

 広報紙を活用した情報提供 
 ・路線・ダイヤ・運賃等に加え，バスの乗り方や，バスを使った移動の例など公共交通を

利用してもらえるような情報を定期的に発信する。 
 総合時刻表パンフレットの作成  

 ・路線バス，高速バス，デ

マンドタクシー，一般

タクシー等の情報を統

合して掲載する総合時

刻表を配布する。 
   

 神栖市公共交通総合webサイトの検討 

 ・本市の公共交通について，誰でもワンストップで情報を得られるように，路線バス，デ

マンドタクシー，タクシー，高速バス等の情報を統合して掲載したwebサイトの構築を

検討する。 

 ロケーションシステムの研究 

 ・路線バス等の現在位置や，到着予想時刻等がリアルタイムでわかるスマートフォンアプ

リの開発を研究する。 

※ロケーションシステム…GPS等を活用し，バスの位置情報を取得，今どこを運行しているかをリアルタイムで把握
するシステムのこと。 

 転入者への公共交通の情報提供 

 
 

 

■具体的な事業内容 

■事業実施の考え方 

（総合時刻表パンフレットイメージ） 
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実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

活性化協議会 
神栖市 
路線バス事業者 
タクシー事業者 等 

     検討後，継続実施 
 

 
 
 
  

■実施主体と実施時期 

（定期的な作成・配付・更新） 

（検討） 
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施策10：市民が主体的に公共交通を利用するためのモビリティマネジメント 

 

これまで，あまり公共交通を利用する機会がなかった市民等に対して，地域公共交通を理解し，

利用するきっかけを作る各種のモビリティマネジメント施策を実施する。 
具体的には，市民に公共交通を身近に感じてもらうため，幅広い市民を対象として利用促進キ

ャンペーンを展開する等により，意識啓発を進める。その際，キャンペーン期間は，ポスター・

チラシ，ＨＰ等各種の広報媒体を活用し，集中的に住民への利用呼びかけ等を行うほか，乗用車

からは体験できない高さからの眺めを体験してもらうなど，バスに乗る楽しさを伝えられるよう

な企画の実施に努めるとともに，商業施設等と連携した割引制度など利用につながる支援策を検

討する。 
また，路線バスの体験乗車（再掲）などを内容としたバス出前講座を開催したり，バスお試し

乗車券を配布するなど，市の未来を担う児童生徒を対象とした啓発事業を展開することにより，

公共交通利用の必要性を理解してもらい，将来の利用拡大につなげる。 
さらに，公共交通の利用意向が高いシニアクラブ等の高齢者・障害者団体と連携し，安全・安

心な交通手段の確保の観点から，各構成員へ利用を働きかけるなど，団体と連携した利用促進運

動を行う。 
また，市のイメージキャラクターをバスに掲載するなど，市民に公共交通に親しんでもらえる

よう工夫する。 
 

 

 利用促進キャンペーンの実施 

 イベントに合わせ，バスの展示や試乗会

を行うほか，各種の広報媒体を活用し，

利用を呼びかける，利用促進キャンペー

ンを展開することにより，市民が公共交

通に触れ合う機会を創出する。 

  

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（イメージ） 
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 小学生向けバス出前講座の開催 

 交通事業者，学校等が連携し，小学生向けに

バスの体験乗車などができるバス出前講座を

開催する。 

 バスお試し乗車券の配付 

 児童生徒を対象に，実際にバスに低額で乗車できるお試し乗車券を配布 
 高齢者団体・障害者団体等との連携 

 イメージアップ 

 例） 
バスの車体に市のイメージキャラクター

をラッピングするなど車体を目立たせた

り，市民からの親しみを得られるような工

夫を行う。  

 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

協議会 
神栖市 
路線バス事業者 
タクシー事業者 等 

     協議が整い次第事業を実施 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

※モビリティマネジメント･･･１人１人の移動を，社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から 

公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促す交通政策 

 

■実施主体と実施時期 

（検討） 

（検討状況に応じて実施） 

（イメージ） 

（イメージ） 
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施策11：ともに公共交通を支える市民意識の醸成  

 

地域公共交通は，自家用車の普及により，全国的に利用者が減少しており，行政，事業者だけで

なく，地域が一丸となって確保維持に努めることが必要となっている。 
整備した交通網を様々な主体が協力し，守り育てていくことで活性化を促し，それによってサー

ビス水準をさらに高めていくことが重要である。 
具体的には，市民が地域公共交通を評価し，改善に繋げる制度を検討することや，定期的に住民ニー

ズを把握すること，公共交通の維持運営に対する市の財政負担額を公表することなど，市民に関わっ

ていただく取組を進める。 
 

 

 市民モニター評価制度の導入の検討 
 市民に公共交通の運営評価にかかわっていただくことにより，より関心を高めることを

目的に，バスやデマンドタクシーに乗車して，施設，乗務員の接遇，運行内容等につい

てチェックを行う市民モニター評価制度の導入を検討する。 
 定期的な住民ニーズの把握 

 定期的に地域懇談会又は，市民アンケート等を実施し，公共交通に対する市民のニーズ

を把握すると同時に，公共交通をみんなで支える意識をもっていただく。 
 公共交通に係る市補助金支出額等の公表 

 毎年度，公共交通を支援するために，市が支出している金額等について，ホームページ

や，広報紙等で公表することにより，住民の皆さんに，公的負担を意識していただく。 
 

 

実施主体 主な実施時期 備考 

H28 H29 H30 H31 H32 

協議会 
神栖市 
路線バス事業者 
タクシー事業者 等 

     協議が整い次第事業を実施 
 

  

 

  

■実施主体と実施時期 

■具体的な事業内容 

■施策実施の考え方 

（検討） 

（検討状況に応じて実施） 
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7－2 成果指標 
 
基本目標1 市民ニーズに合った地域公共交通網の形成 

 
番号 指標例 現状値 目標値（平成32年） 

1 路線バス利用者数（1日あたり） （平成 27年度）  
  1,070人 802人 

2 デマンドタクシー利用人数（年度） （平成 26年度）  
  36,600人 30,174人 

3 公共交通満足度（市民アンケート） （平成 27年度）  
    40.0% 20.1% 

4 公共交通満足度（利用者アンケート） （平成 27年度）  
路線バス  85% 

ﾃ゙ﾏﾝﾄ゙ﾀｸｼー 95% 

路線バス 78% 

ﾃ゙ﾏﾝﾄ゙ﾀｸｼー 90% 

 
 
基本目標2 多様な方法による持続可能な移動手段の確保 

 
番号 指標例 現状値 目標値（平成32年） 

5 福祉パス利用人数 （平成 26年度）  
169,000人 146,279人 

6 地域が主体となった移動サービスの取組件数 （平成 27年度）  
     3件 1件 

 
 
基本目標3 公共交通を積極的に利用する市民意識の醸成 

 
番号 指標例 現状値 目標値（平成32年） 

7 学校でのモビリティマネジメント実施回数 
（累計） 

（平成 27年度）  
    23回 0回 

8 公共交通の認知度（市民アンケート） （平成 27年度）  
路線バス  75% 

ﾃ゙ﾏﾝﾄ゙ﾀｸｼー 35% 
路線バス 64.4% 

ﾃ゙ﾏﾝﾄ゙ﾀｸｼー 24.6% 
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第8章 計画の推進 

 
8－1 計画管理の考え方 
 

(1) 基本的な考え方 
計画を推進するため，神栖市地域公共交通活性化協議会における評価を中心として，計画→実

施→評価→見直しを行うＰＤＣＡサイクルを構築する。 
 
(2) 計画管理のサイクル 
 

評価は，毎年度行うこととし，5年後の評価検証により，次期計画の必要性等を判断する。 
なお，データを取得するのに，一定の時間と手間が必要になることを勘案し，指標等の把握に

ついては，数年置きに実施するなど，把握コストを踏まえ，適切な時期に実施する。 
 

 
図 23 基本的な計画管理のサイクル 

  

現行
計画

平成29年度 平成30年度 平成31年度平成28年度 平成32年度

評価検証 評価検証 評価検証 評価検証

（PDCAサイクルの年間スケジュールイメージ）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

評価検証
の計画

調査等デ―タ取得
※必要に応じて活性化協議会を開催

改善案の
検討

次期計画

策定の必要性
を判断

評価検証
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(3) 計画の評価方法 
評価は，目標達成に向けた取り組みを，定性的・定量的に評価することにより行う。 
 定性的な評価は，計画に掲げた事業について，毎年度，各実施主体から①実施した内容及び結

果，②当該事業が計画どおり実施できているか，③目的に即した成果を挙げているか，④今後の

課題は何か等について報告を受け，当該報告を分析することにより行う。 定量的な評価は，数

値目標で掲げた数値について，各目標値の管理主体から，報告を受け，①当該数値が予定された

実績に達しているかどうか，②当該目標値の設定は適正かどうかについて，各管理主体から報告

を受け，当該報告を分析することにより行う。 
 

8－2 管理に向けた各主体の役割 
 
計画の管理は，神栖市地域公共交通活性化協議会を中心に行う。協議会は，協議会を構成する各

主体に協力を求める。 
 

 
図 24 計画管理を行うための各主体の協力体制イメージ 

 
表 15 計画管理における各主体の代表的な役割 

主体 役割 
神栖市地域公共交通 
活性化協議会 

� PDCAサイクルによる計画の管理運営 
-事業実施状況の把握 
-事業実施結果の分析と見直し方針の検討 
� 各主体間の調整と協議の場の設定 

交通事業者 � 運行・利用データの取得と提供 
� 供給側から見た問題点の把握（運行上の課題等） 
� 利用者ニーズの把握 

市民・利用者等 � データ取得や課題把握への協力（アンケート調査，地域懇談会等） 
� 地域内での検討機会の創出 

国・県 � 地域公共交通に関する国や県の動向に関する情報提供 
神栖市 � 市民等への適正な情報公開及び情報提供 

� 市民ニーズの把握 
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8－3 工程表 
 

全事業のスケジュールは以下のとおりである。 
 

施策 主な実施時期 

H28 H29 H30 H31 H32 

基本目標１ 市民ニーズに合った 公共交通網の形成      

施策1：デマンドタクシーの運行・改善      

施策2：路線バスの維持・利便性向上      

施策3：タクシーの有効活用      

施策4：エリア間・エリア外との新たな交通手段の検討      

施策5：市内各交通機関間の乗継利便性の向上      

施策6：高速バスの利便性向上      

基本目標２ 多様な方法による持続可能な移動手段の確保      

施策7：福祉パス及び福祉タクシーの維持      

施策8：地域連携による移動サービスの提供      

基本目標３ 公共交通を積極的に利用する市民意識の醸成      

施策9：公共交通に関する積極的な情報発信      

施策10：市民が主体的に公共交通を利用するためのモビリティマネジメント      

施策11：ともに公共交通を支える市民意識の醸成      

 
 
 
  

【凡例】       検討      実施 
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（巻末資料） 

 
○策定経過 

年 月 内容 

平成27年 4月 第1回地域公共交通活性化協議会 

6月 第2回地域公共交通活性化協議会 

8月 市民アンケート調査 

日 時：8月1日（土）～17日（月） 

 回 収：1,335票（発送数3,000世帯） 

9月 利用者アンケート調査 

デマンドタクシー 

  日 時：9月14日（月）～18日（金） 

  回 収：167票 

路線バス 

日 時：9月12日（土），15日（火） 

  回 収：361票 

高速バス 

日 時：9月12日（土），15日（火） 

回 収：480票 

中学3年生アンケート調査 

日 時：9月中旬 

 対 象：市内の中学校に通学する中学3年生 906人 （回収：729票） 

10月 地域懇談会 

 日 時：10月11日（日），12日（月・祝） 

11月 第3回地域公共交通活性化協議会 

平成28年 1月 第4回地域公共交通活性化協議会 

2月 パブリックコメント 

地域懇談会 

 日 時：2月13日（土），14日（日） 

3月 第5回地域公共交通活性化協議会 

  



 

64 

○委員名簿 

№ 区分 委員名 所属する団体等 

1 
(1) 茨城県バス協会の代表又はその

指名する者 
澤畠 政志 茨城県バス協会 専務理事 

2 
(2) 茨城県ハイヤー・タクシー協会

の代表又はその指名する者 
鬼沢 秀通 

茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務

理事 

3 

(3) 旅客自動車運送事業者の代表及

び運転手が組織する団体 

武藤 成一 関東鉄道株式会社 常務取締役 

4 鈴木 侑二 鹿行ハイヤー協会 神栖地区長 

5 菅佐原 正和 神田観光株式会社 代表取締役 

6 池田 正人 関東鉄道労働組合 書記長 

7 
(4) 関東運輸局茨城支局長又はその

指名する者 
飯田 孝志 

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企

画専門官 

8 (5) 茨城県公共交通担当部局 川上 敬一 茨城県企画部企画課交通対策室 室長 

9 (6) 茨城県公安委員会が指名する者 海老澤 尚史 鹿嶋警察署 交通課長 

10 (7) 道路管理者又はその指名する者 平田 正 
茨城県潮来土木事務所 技佐兼次長兼

道路整備課長 

11 

(8) 住民又は利用者の代表 

池田 廣 神栖市行政委員連絡協議会 監事 

12 栁川 紘子 神栖市シニアクラブ連合会 副会長 

13 菅谷 久子 
神栖市女性団体連絡会 会計 

更生保護女性会 代表 

14 山間 松代 神栖市身体障害者福祉協議会 副会長 

15 (9) 学識経験者 鈴木  勉 筑波大学 システム情報系教授 

16 

(10) 市の職員 

鈴木  誠 神栖市 副市長 

17 伊藤 尚美 神栖市 企画部長 

18 向山 和枝 神栖市 健康福祉部長   

19 貝戸 弘樹 神栖市 都市整備部長   
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