
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１３年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８５３回例会 
(３月１８日(月)第３例会) 

３月２５日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席 100％表彰  

５.  会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

 ８． 卓 話 

    「これからの地域公共交通を考える 

       -市民自らが公共を考える時代」 

   国土交通省関東運輸局地域公共交通ﾏｲｽﾀｰ 

   NPO 法人まちづくり支援センター 為国 孝敏 様 

 ９． 点 鐘 

〈卓話者〉 国土交通省関東運輸局地域公共交通マイスター(初代) 

  高崎商科大学商学部・短期大学部、宇都宮大学工学部 非常勤講師 

  NPO 法人まちづくり支援センター                        為国 孝敏 様 

〈元桐生第一高校 IAC 顧問〉桐生第一高等学校 向田 仁美 先生

 

 

出席 100％表彰 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

3月 9日に行われました創立60周年記念式典並びに

祝賀会では、会員皆様には本当にお世話になりまし

た。ご参加いただいた方々からも多くのお褒めのお

言葉も頂きました。これから記念誌の発行が残って

おりますが、引き続き宜しくお願いいたします。 

また 4 月より当クラブの吉尾会員が名古屋に転勤さ

れるということで 3 月を以って退会となります。入

会以来、SAA や様々なところで活躍されておりまし

たが本当に残念です。3月 21日には送別会も予定し

ておりますので、ご参加下さいます様お願いいたし

ます。 

最後になりますが、60周年本当にありがとうござい

ました。 

 

《報 告》 

・3/9 創立 60 周年記念式典 

・3/11 3/9 創立 60 周年記念式典に振替の為休会 

・3/16～17PETS・SETS 伊香保 福一 

       (牛膓会長 E,澤田副幹事) 

 

《予 定》 

・3/21(木)吉尾憲明君送別会 18：30～トラヤ 

 

ようこそビジター 

坪井 良廣君 20 回 
飯塚 荘一君 1 回 

PETS 修了証授与 
 
 
 会長エレクト 
   牛膓 章 君 

桐生第一高校 

元 IAC 顧問 

退職挨拶 
 
桐生第一高等学校  
 向田 仁美 先生 



 
 

創立 60 周年実行委員長 金子 篤郎 君 

過日行われました、創立60周年記念式典並びに祝賀

会では会員の皆様をはじめ、家族会の皆様にお力添

えを頂き、滞りなく終了することができました。本

当にありがとうございました。記念式典も無事に終

了し、記念事業も国登録有形文化財の桐生倶楽部会

館に修繕備品を一式贈呈、桐生市の重要伝統的建造

物群保存地区へ案内モニュメントを一基贈呈、南三

陸町歌津地区小中学校のための教育基金へ寄付金と

して三十万円の贈呈も先般、月門会員より確かにお

届けしたとのご報告もいただきました。大変ありが

とうございました。祝賀会の方も、和やかに開催す

ることができました。残すは記念誌の発行となりま

すが、これが完成いたしますと60周年諸事業はすべ

て終了となります。皆様方のお力添えに感謝申し上

げます。 

 

 幹事報告 
・桐生第一高等学校、樹徳高等学校より卒業式に際す

るお礼状が届いております。 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いておりま

す。 

・ガバナー事務所より群馬テレビ出演のお知らせが届い

ております。3/28(木)11：30～12：30 ひるポチッ！ 

曽我隆一君(前橋ＲＣ) 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお

ります。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週

報到着。 

・4/27〈土〉群馬大学工学部留学生交流会出席義務人

数に達しておりませんので、皆様御協力よろしくお願

い致します。 

・創立 60 周年記念式典記念品をまだもらっていない方

は、事務局へお願い致します。 

・先日ご案内致しました今年度家族会旅行ですが、す

でに定員オーバーとなってしまいました。会員の皆様

は、歌舞伎がご覧頂けないことがあります。 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 3 月 18 日) 

総員 64 名：出席 43 名 

平成 25 年 2 月 25 日例会修正出席率：72.41％ 

平成 25 年 3 月 4 日例会修正出席率：86.66％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君、金子篤郎君…創立 60 周年の式典・祝賀会

無事終了出来ました。ありがとうございました／大友一

之君…創立 60 周年の式典・祝賀会では、お世話になり

ました／藤井征夫君…創立60 周年金子委員長ありがと

うございました／水越稔幸君…創立60周年祝賀会で山

﨑会員にソングリーダー、川村会員にコンパニオン担当

でお世話になりました／松島宏明君…3/16、17PETS に

参加して参りました／牛膓章君…先週土曜、日曜日の

2 日間、次年度会長幹事研修会を受けて参りました。澤

田幹事共々宜しくお願いします／澤田匡宏君…昨日、

一昨日と会長エレクト次年度幹事研修セミナーに参加さ

せていただきました。牛膓年度も本格的に始動致します。

皆様の変わらぬご協力をお願い致します／前原勝良君

…誕生祝／坪井良廣君…出席 100％。 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 最近のバスを取り巻く環境 

・最適な生活交通は「それぞれの地域に正解がある」   

 地域住民と行政が協働で取り組むことが大切 

・地域住民が自らの問題として考え、地域が主体とな 

 って自らの“足”を考える 

・交通に関する基本法案が準備されている。「地域の 

 足の確保」が法案策定の最大の眼目 

・交通基本法は、交通問題解決のための「モノサシ」 

 を提示し、関係する主体（国・地方自治体・交通事 

 業者・国民）が取り組む責務を謳っている 

・公共の足を確保する視点：誰が、誰のために、どの 

 ように、バスを走らせるのか 

 

最近のバス運行の傾向 

・自らの地域の課題として、自らが解決する方向に 

 動いている 

・行政依存ではなく、行政との協働が主流 

・運行形態が多様化、地域の特性に応じて選択 

・損得勘定ではなく、「まちづくりの装置、エンジ 

 ン」として、地域の知恵で問題解決を図っている 

・「公共の福祉」としてとらえること 

２． 地域公共交通のトレンド～様々なバスの運行形態 

1） コミュニティバスとデマンドバスの連携ネットワーク

（埼玉県ときがわ町） 

ときがわ町（人口 12,503 人、高齢化率 27％）では、

バスセンターを「ハブ」として、町内を路線バス（コミ

ュニティバス）が縦横に走り（一部デマンド併用区

間）、支線はデマンドバス（定時定路線型）を配置。

全ての路線がバスセンターで同時発着する運行形

態を選択。運行経費は年間約 1 億 2 千万円 

 

2） 町内全域エリアでのフルデマンド方式 

  （栃木県高根沢町） 

高根沢町（人口 30,435 人、高齢化率 20％）では、

町内全域（70.9km2）をエリアとしたフルデマンド方

式（ドア・ツー・ドア型）のデマンド運行を採用。地元

のタクシー会社に運行委託。町内全人口・全世帯

の約30％が登録し、年間利用者数は49,000人と栃

木県内１位を誇るが、乗車運賃が 100 円のため収

支率は低い（15％） 

    「これからの地域公共交通を考える 

       -市民自らが公共を考える時代」 

 

国土交通省関東運輸局地域公共交通ﾏｲｽﾀｰ 

NPO 法人まちづくり支援センター  

                    為国 孝敏 様 



 
3） パートナーシップ協定と住民が設立したＮＰＯが

運行（茨城県日立市） 

日立市（人口 194,000 人、高齢化率 25.9％）では、

高台の住宅団地と市街地を結ぶ路線で、地域住民

と交通事業者パートナーシップ協定を締結。提供

する運行サービスと地域住民の利用促進との相互

協力を図る。中山間地区の西部地区（中里地区、

人口1,378人、高齢化率43.1％）では、地域が乗合

タクシーを運行するためのＮＰＯを設立、全住民か

ら会費を徴収、オペレーターと運手員も地域住民 

 

4） 地域住民が運営する地域内交通 

  （宇都宮市清原地区ほか） 

 宇都宮市では、地域住民が運営する地域内交通

が数多く、公共交通の先駆的な都市である。その

先駆けとなったのは清原地区（人口 25,572 人、高

齢化率 18.9％、大規模な工業団地に隣接して開発

された住宅団地）で、地区内の７自治会がコミュニ

ティバス「清原さきがけ号」を運行している。ルート

は、スーパーを起終点とする循環コースで、タクシ

ー会社に運行委託（公募型プロポ）、ジャンボタクシ

ー（定員9名）を使用。その他に、デマンド方式の乗

合タクシー７路線が地域内交通として運行している 

 

5） デマンド交通は「地域の足」の万能薬か？ 

   ～問題提起～ 

 栃木県内 26 市町のうち、デマンド交通を導入して

いる自治体は 20 箇所、残り 6 箇所も平成 25 年度

中に導入予定。その多くがフルデマンド方式（ドア・

ツー・ドア型）のデマンドバス、乗合タクシーを選択。

定時定路線型は佐野市を含め少数 

 

デマンド運行選択の疑問と課題 

・多くが「デマンドありき」の懸念 

   ～しかもフルデマンド 

・住民の公共交通への誤解～行政への甘え 

・「デマンドにすれば安くなる」という行政の思惑～  

 市町・町長はじめ行政幹部の思い込みが・・・ 

・地域の状況、住民の移動傾向など事前調査が弱 

 い 

・地域のタクシー会社との兼ね合い～民業圧迫？ 

 中山間・過疎地における新しい動きとして、「地縁

によるデマンド交通」（無償輸送・ボランティア輸送）

が出現。地域の絆・支えあいから発生した公共交通。

主な需要は病院と買物。課題はあるが、これも一つ

の選択肢 

 

３． 地域住民とともに育てる地域の足づくり～佐野市

営バスの取り組み 

・佐野市での取組みは、単に効率性や採算性を高め 

 るだけではなく、“地域住民で育てるバスづくり”を目 

 指し実践したことがポイント 

・公共交通空白地域において、実験運行計画を沿線 

 住民が主体的に参加・関与して立案するために、ワ 

 ークショップを実施。バストリガー方式を採用 

・地域住民と対等な立場で議論するために、情報（デ 

 ータ）の提示と共有が鍵。全世帯アンケート調査、比 

 較対象としての福祉タクシー券など客観的データを 

 共有 

４． 市民自らが公共を考える時代～地域住民の足を

確保するためには（ポイント） 

・地域住民が意見交換できる環境づくり⇒異なる立場 

 をお互いに理解できる 

・住民が理解できる客観的な情報の提供⇒正しい情 

 報を冷静に提供することで状況を共有できる 

・市民、行政、専門家（第三者）による協働の取り組み 

 を推進する⇒第三者の“モノサシ”を利用できる 

・地域公共交通は、 “まちづくりの装置”と位置づける 

 ⇒単体で捉えるのではなく、まちづくり課題相互で 

 の連携を図る（公共の福祉を再認識） 

 

これからは、市民・地域住民の民度・民力と、行政

の質が、地域の活力・まちづくりで試される時代。地

域にとって望ましい公共交通サービスは、市民と行政

との地道な信頼の蓄積によって、追及・改善されてい

くものと考える。 

 

【ポイント用語の解説】 

・地域公共交通マイスター制度は、地域公共交通の  

 維持・利便性向上・活性化に向けて、地域が主体的 

 に実践する先進的・独創的な取組みを中心となって 

 推進し、知識、経験、熱意を有する方を関東運輸局 

 長が「地域公共交通マイスター」として任命するもの 

 で、現在 17 名が活動している。任命された「地域公 

 共交通マイスター」は、地域公共交通の諸課題につ 

 いて、より多くの地域が積極的に取り組む気運を高 

 めるため、自らの取組みから得た知識、経験、熱意 

 を、あらゆる機会を利用して発信する役割を担う。 

・バストリガー方式は、事業主体（市やバス会社）が行 

 う利用促進策（増便や運賃引下げ等）や、地域住民 

 からの要望により路線を新設・延長する場合などに、 

 地域住民と事業主体との間で、施策を持続するため 

 の条件（平均利用者数や運賃収入など）を話し合 

 い、そこでの条件を満たさなければ元に戻すことを 

 約する協定（バストリガー）を締結すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会予告】 

 4 月 1 日(月) 

♦ 卓 話  パストガバナー 曽我 隆一 君 

♦ 食 事  志多美屋    

 


