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第 1 回 宇都宮市都市・地域交通戦略策定協議会 議事録 
 

日 時：平成 19 年 12 月 19 日(水) 10:00～12: 00 

場 所：宇都宮市役所 14 階大会議室 

出席者：委員 24 名 ほか 

 

 

開 会 

 

宇都宮市長あいさつ 

・宇都宮市は合併をして人口 50 万人の北関東で最大の都市となったが，これからの課題は人口

減少，超高齢社会であり，10 年 15 年先を目指した第 5次総合計画を策定中である。 

・総合計画におけるまちづくりについては，施策の選択と集中により本市のコンパクトシティ

化を目指していく。 

・しかし，本市は 416 平方キロメートル，人口 50 万人の都市であるので，基本的に現在の都市

機能を活かしながら集約して，公共交通で拠点間を結節して交通弱者にも対応できるネット

ワーク型コンパクトシティが，本市が目指すべき方向と確信している。 

・三大都市圏は，公共交通など都市の魅力が備わっていることから今後とも持続的発展が見込

まれており，本市が三大都市と同質の都市機能を持ち合わせた公共交通の充実したまちをつ

くるために当該協議会から意見を賜りたい。 

・当該協議会に多方面から関係者が参集し，50 年，100 年先を見据えたまちづくりができると

思うので，大きな視点での議論を願う。 

 

委員長選出 

事務局（宇都宮市交通政策課：南木課長補佐） 

・事務局提案として，第 5 次総合計画策定委員であり，本市のまちづくりに精通し，加えて都

市交通の専門家である，宇都宮大学准教授の森本委員にお願いしたい。 

 

森本委員長 

・宇都宮市は車への依存度が高く，過日，新聞報道で「日本のヒューストン」と掲載され，多

くの都市問題が全国的に紹介された。 

 ・この社会構造に対して，10，20，30 年というスパンで考える必要があり，確実に訪れる人口

減少と高齢社会，そして環境問題等を考慮すると，車依存度が高い都市は長続きしない。 

 ・我々は，将来の都市構造を考え，コンパクトにまとめながら，今現在ではなく，将来の子供

たちのためのまちづくり，交通体系について議論していかなくてはならない。 

 ・都市を支える交通手段は多様であり，それらを連携することが重要であることから，戦略に

課せられた使命は大きいと認識しているので，各委員と先を見据えた議論を重ねていきたい

と考えている。 

 ・議事に先立ち，本協議会の議事内容の公開，非公開について諮りたい。将来の宇都宮市民に

直結する重要な会議であるので，広く市民に知ってもらうために原則公開としたい。 
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 ・異議なしとの意見があったので，全員一致で原則公開とする。 

 ・本日は２議題について議論するが，相互に関連するため，一括して事務局から説明した後に

質疑を受けたい。 

 

事務局（宇都宮市交通政策課・松嶋課長） 

 【資料１「宇都宮市が都市・地域交通戦略を策定する意義」，資料２「宇都宮市都市・地域交

通戦略策定スケジュール」及び資料３「宇都宮市が目指す都市交通の将来像」について説明】 

 

森本委員長 

 ・ただいまの説明について，質問，討議に移りたい。 

 

斉藤委員 

・資料１に，「料金の値上げや運行本数の減少を招き」と記載されている。路線の廃止や減便

等は実施した経緯があるが，運賃については平成 9年以降値上げを行っておらず，平成 14 年

には宇都宮市内で 100 円路線系統を導入したことにより一部値下げを行うなど企業努力をし

ており，資料の表現は不適切ではないかと感じる。 

・同じく資料１に，「市民，交通事業者，行政の連携のもと，選択と集中による総力戦」と記

載されているが，どのような意図か事務局から詳細な説明を願う。 

 

森本委員長 

・事務局から回答願う。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・同資料内に「これまで日本では」と記載したとおり，栃木県内の公共交通がそうであるとい 

うことではなく，全国的な現状と課題として捉えて表現している。 

 ・選択と集中については，これまでバス路線はバス事業者に任せきりであったが，今後は利用

者，事業者，行政が協力して，効率的，効果的な路線バスのあり方を作っていくために用い

た表現である。 

 

斉藤委員 

 ・全国的な傾向としても，値上げはほとんど実施していないと把握している。 

 

森本委員長 

 ・資料１については，誤解が無いよう文章を修正すること。 

 ・選択と集中については，佐藤市長のあいさつにあったように，まちづくりも選択と集中によ

りネットワーク型コンパクトシティを目指すので，交通体系についても施策を選択と集中し

ていくと理解している。 

 

保坂委員 

 ・資料３の基本理念の理念３に，「過度に車に依存しないライフスタイルへの転換」という表
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現があり，他にも類似表現があるが，ここでいう車とは，あくまでもマイカーという理解で

よいか。 

 ・資料３の第３章の将来イメージ（素案）で，濃い青色で基幹公共交通が表現され，薄い青色

で主なバス路線と表現されているが，栃木県内では鉄道を除いてバスが基幹公共交通を担っ

ていると理解しており，基幹公共交通とバスを区別する意味はあるのか。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・南北方向には鉄道が基幹公共交通として充実しているが，東西方向は軸となる公共交通が弱

いため，強化する基幹公共交通軸を位置付けるという意味であり，バスとは別のシステムと

いう意味ではない。 

 

佐藤委員（代理：市川氏） 

 ・公共交通の整備が，どの程度自動車の台数を減らし，その結果，地球温暖化問題にどの程度

効果があるかという問題がある。 

 ・栃木県はマイカー利用が根付いてしまい歩かなくなり健康上もよくない。環境問題は，健康

問題，安全問題にも繫がるものであり，もっと環境問題を強くとりあげるべき。 

 ・今回の会議の開催通知に，公共交通での来庁依頼があったが，市役所周辺にバス停がない。

まちの象徴である市役所周辺の公共交通の利便性をもっと考える必要がある。 

 

森本委員長 

 ・現状では非常に大きな問題があると思う。事務局では貴重な意見と受け止めて欲しい。 

 

瀧田委員 

 ・会議資料にコンパクトシティという用語が出てくるが，いわゆるまちづくり三法の中心市街

地の活性化に関する法律の趣旨を想定していた。 

 ・しかし，佐藤市長のあいさつでは，市内に複数の拠点をつくってネットワーク化を目指すと

述べたが，第５次総合計画の概要はどちらを目指しているのか。 

・この委員会に自動車が利用できない高齢者や学生の方がいないので，率直な意見が聞けない。 

私の両親も高齢であり，公共交通を利用しようと思っても，バス停まで行くのが大変で，利

用しにくくなっている。 

・あるまちでは，公共交通として安価な料金設定をしたタクシーを利用することを行っている。

公共交通は，必ずしもバスなど大きなものばかりではないような気がする。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・資料３に抜粋しているとおり，既存の拠点を可能な限り活用することを前提としており，ま

た，拠点には生活拠点，地域拠点，産業拠点，都市拠点等の性格がある。 

 

森本委員長 

 ・公共交通には，新幹線，鉄道，バス，コミニティバス，ディマンド系の乗合タクシーなど色々

あり，これらをどのように組み合わせて，私たちの目指すものにしていくか議論するのがこ
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の場であると考えている。 

 

加藤委員 

・群馬県は，駅間距離が長い箇所に新駅を設置する等利便化向上を進めているが，宇都宮市内

の３つの駅は駅間が長い。新駅など新しい交通拠点を考えて行くことも必要ではないかと考

える。 

・宇都宮は北関東他県の都市と比べて，上り最終電車の発車時刻が早いように感じており，こ

の点も改善すべきではないかと考える。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・過去に，ＪＲ宇都宮線の２ヶ所及びＪＲ日光線と東武宇都宮線の交差部で新駅設置について

検討した経緯はあるが，解決すべき課題が多く，現時点で方向性は確定していない。 

 

森本委員長 

 ・この問題は，多極型の都市構造，コンパクトなまちづくりの議論の中で検討されると考えて

いる。 

 ・最終電車の問題は，行政では回答できないので，ＪＲの考えを聞きたい。 

 

大森（郁）委員（代理：傳法谷氏） 

 ・今すぐに対応するというわけにはいかないが，期待に添えるよう努力したい。 

 

森本委員長 

 ・前向きな回答なので，可能性は十分あると御理解いただきたい。 

 

保坂委員 

 ・公共交通は，マイカーに比べて不便であることが衰退の原因であり，公共交通をもっと便利

にする必要がある。 

 ・経済的観念では，車両の購入費用も含めて考えると公共交通利用よりも自家用車の方が高い

面もあるが，多くの人は購入費用を除いて考えており，その場合，自家用車の方が安く感じ

てしまうことが多い。公共交通と自家用車を比較して使い分けできるサービス水準の構築が

必要であると思う。 

 

森本委員長 

 ・根本的な指摘だと思う。 

・今回の会議では，委員の皆様のご意見を頂いて，「宇都宮市が目指す都市交通の将来像」と

しての基本理念までは合意を得たいと考えている。 

 その点を含めて皆様にご意見を頂きたい。 

 

藤本委員 

 ・３つの理念は大いに賛成しており，公共交通不便地域の解消とネットワーク型コンパクトシ
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ティをどのように関連付けて，目指すべき都市像を実現して行くかがポイントと考えている。 

 

森本委員長 

 ・宇都宮市における公共交通の人口カバー率は 65%であり、この数値は小さいと考えている。 

・コンパクトシティを掲げている青森市は、バス停圏域を半径 500m と宇都宮の倍の距離で考え

ているが、人口カバー率は 97%であり，宇都宮市も９割超を目指すべきであり，そのために

は，いかに基本理念を実現するかだと考えている。 

 

大森(宣)委員 

・宇都宮市に住みたいと思うようなまちにしていくこと，観光客が集まるような魅力的なまち

にしていくことが必要で，そのためには魅力的な公共交通が必要と考えている。 

・基本理念はおおよそ賛同するが，最近は自転車を共同利用することで，公共交通の一つとし

て取り扱う事例もあるので，理念３はもっと対象を膨らます必要があるのではと感じた。 

・基本理念で提唱する「魚の骨のような公共交通ネットワーク」は，公共交通手段の乗換えが

必要となるものであり，乗換え利便性をどのようにして向上さるかが課題である。例えば，

昨今，鉄道駅でみられる“駅ナカ”といわれる商業施設など，乗換え拠点を魅力ある施設と

していくことも考えられる。 

 

森本委員長 

 ・大森委員と重複するが，基本理念３の記述が，公共交通がバス，鉄道だけに限られるような

イメージがある。自転車やタクシーなどもイメージできるような表現に再考して欲しい。 

 ・乗換え抵抗の低減については，ＴＯＤ又は既存の魅力ある拠点に交通結節機能を付加してい

くなど，次回以降検討を深めたい。 

 

磯野委員 

・子供たちの未来のためにも，公共交通のネットワークの整備は必要不可欠であると考えてい

る。 

・将来の道州制を見据えて，宇都宮市が北関東を代表する魅力的な都市となっていくためには，

遠い将来を念頭に議論して行くことが必要であり，そうでなければ市民，事業者とも発展が

困難だとと考えている。 

 

森本委員長 

 ・是非，道州制を見据えた議論を進めたい。 

 

小林委員 

・中心市街地のコンパクト化，拠点の開発など立地条件によってそのあり方は違うと思うので，

具体的な拠点化の手法や実際のネットワークをどうするのか，今後の具体的な議論に期待し

たい。 

・基本理念は十分だと思うが，道路整備や住宅政策などに関しても考えて行く必要があり，特

に道路ネットワークについて，今後，具体的に議論していきたい。 
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森本委員長 

 ・指摘のとおりであり，環状道路としては我が国唯一の宮環を生かした交通ネットワーク，交

通体系を考えて行きたいと考えている。 

 

佐藤委員（代理：市川氏） 

 ・理念３の一部として書かれている「車に依存しないライフスタイルへの転換」に関しては，

環境や健康面からも重要なことであり，理念４として掲げてもよいのではないか。 

 

大竹委員（代理：渡辺氏） 

 ・福祉バス，福祉タクシーなども準公共交通的な手段もこの中でとりあげていただければと考

えている。 

 

藤本委員 

・理念１で記述されている高齢社会、環境問題は，重要な問題であり，もっと書き込みが必要

ではないか。 

 

森本委員長 

 ・環境問題や高齢者の問題は，これから益々クローズアップされるので，更に充実した表現を

する必要がある。 

 

櫛渕委員 

 ・「魚の骨のような公共交通ネットワーク」はまさに理想であり，是非実現することを願う。 

 

金枝委員 

 ・資料に示されている公共交通不便地域は、まさにその通りであり、不便地域の解消は必要で

ある。 

 ・資料３でモビリティマネジメントの取組みが示されており，実施した国道 123 号沿線在住の

ため，実感として本当に便利なものであることを伝えたい。 

 

森本委員長 

 ・当協議会の趣旨は将来のことを議論しますが，このような身近で今現在の課題解決する視点

で議論して行くことも必要である。 

 

猪森委員（代理：堀越氏） 

 ・東武鉄道は，宇都宮市では鉄道だけであるが，他地域ではバス，タクシーも運営している。

今後，このような立場からも発言していきたいと考えている。 

 ・東武鉄道も，子供たちに選ばれる企業となることを掲げており，委員長の冒頭に言われた「子

供たちに選んでもらえる都市を目指す」という発言には感銘を受けた。 
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大森（郁）委員（代理：傳法谷氏） 

 ・基本理念について，異論はない。 

 ・今後，議論が進んで行く中で，ＪＲとしても交通結節点の整備，乗換の利便性などについて

協力していければと考えている。 

 

根岸委員 

 ・バス路線などは，宇都宮市内だけで完結せず，広域的な観点から隣接する市町村間の連携な

どが必要となると思われるが，市ではどのように考えているか。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・この問題は宇都宮市だけではなく，当然に広域的な観点で議論するものと認識している。 

 

斉藤委員 

・現在，モニター制度を実施しているが，利用者の視点からバスの利便性向上に取り組んでい

きたいために実施している。 

・当協議会等の意見等と併せて，利便性の高い公共交通ネットワークの構築の実現に努めてい

きたい。 

 

大井委員 

 ・なんとなく着地点が見えないファジーな戦略会議という印象がある。 

 ・バス事業者に対して，企業努力が足りないというご指摘をよく受けるが，バス事業は労働集

約型産業であり，10 年前と比べるとバス運転手の平均年収は 600 万から 400 万に下がってお

り，これが企業努力だと考えている。 

 

赤星委員 

 ・理念１のコンパクトシティについては，人口カバー率との関連で，自家用車以外選択し得な

い地域があり，まずは公共交通という選択肢を提供することが出発点だと思う。 

しかし，面的にすべての場所にバスを走らせることは無理であり，公共交通の利便の高い場

所を作るコンパクトシティ化という話と理解している。 

・最近は，まちづくり三法などの規制手法の他に，公共交通利便の高い場所を作って，そこに

居住等を誘導することによるコンパクトシティの議論もある。 

・理念２の「魚の骨の公共交通ネットワーク」は，乗換えが必要になるが，一方で運行効率向

上により一部の過剰サービスを不足地域に再配置するメリットがあることを述べたいのだと

思う。 

・モビリティマネジメントについても積極的に取り組んで行くことが必要である。 

・３つの理念は，それぞれバラバラで進んでは，目指すべき都市像の実現は難しく，それぞれ

が相互に連携して行くことが必要である。 

 

緑川委員（代理：宮澤氏） 

 ・ネットワークの整備は非常に重要であり，現在整備が進んでいる環状線を活かしたネットワ
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ーク化，交通結節点をいかに整備して行くか検討していきたい。 

 

森本委員長 

 ・県，市が進めている道路見える化計画との相互連携を図りながら進めていただきたいと思う。 

 

廣田委員 

 ・これまでの公共交通は，交通事業者と利用者の需給関係に任せていたが，この数年環境が変

化しており，そのような中で「関係者相互で連携し，公共交通を守り，育てる」理念３を掲

げたことは非常に意義あると考えている。 

 ・利用者が公共交通を守り，育てることと，サービス向上は表裏一体であり，是非，それを前

面に出して取組んで欲しい。 

 ・高齢社会については，環境問題に並んで重要な課題であり，もっと強調していくべきである。 

 

池澤委員 

 ・参考資料の公共交通の衰退という項目で，バス利用者が激減した輸送力は，マイカーが増加

したことで吸収されており，そのため交通渋滞が発生して道路整備が対応した。 

  その結果、環境が悪化したが，このような状況に対して，政府は 21 世紀の環境立国戦略とし

て，温室効果ガスの削減を掲げたところであり，マイカーのマイナス面をどうやって公共交

通がカバーしていくのかが課題である。 

もっと環境問題を強調しておくことが必要かと考えている。 

・また，同資料の都市の肥大化という項目で，人口が郊外に増えていき，それに追いつくため

に道路整備を進めたが，その一方で公共交通が衰退した。その結果，公共交通不便地域がで

きたが，交通弱者への対応をどうするかという課題が突きつけられている。 

・県交通政策課は，公共交通を充実していく使命があり，まずは子供たちに公共交通の重要性

を知ってもらうために，小学校二年生を対象とした副読本を作成し啓発活動を行っている。 

・道路整備のために見える化計画等策定しているが，その整備にも制約が多く、自動車に対抗

できる公共交通サービスを考えていくことが必要である。 

 

奥村委員 

 ・栃木県は自動車社会であり，交通事故も多発しているが，その削減のためには公共交通の充

実が不可欠であり，非常に期待している。 

 ・道路交通法の改正により，高齢者の交通安全対策が追加されるなどしており，自動車利用の

削減に資する公共交通の充実のために積極的に携わっていきたい。 

 

大林委員 

 ・公共交通は、自動車に比べて安全、安心の他に、しつけ、マナーが学べる場という特徴があ

ると考えている。 

 ・公共交通の利用促進には、意識の転換といったソフト的な施策の取組み、社会全体で公共交

通を支える仕組みづくりが必要であると考えている 
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阿久津委員 

・市の道路見える化計画を策定しており，道路整備に対するアンケート調査を実施した。 

要望として渋滞解消，交通安全，歩道整備の順に意見が多かったが，バス停までの歩道がな

いなど，公共交通を利用する上で必要な道路整備についての意見も少なからずあった。 

・公共交通の利用者は，幼児から高齢者までおり，子供に対する社会のマナー，公共性を養成

する第一歩の場が公共交通であり，そういう意味においても，今回の戦略策定は重要なもの

と考えている。 

 

瀧田委員 

・基本理念に基づく公共交通の整備に当たっては賛同しているが，乗換えの不自由さや負担増

の発生を考慮して整備して欲しい。 

・公共交通の構築に対しては，費用対効果，コスト意識も併せて考え，将来に負の遺産を残さ

ないようにしないといけない。 

 

森本委員長 

 ・本日は，第１回協議会ということで，佐藤市長から紹介があったネットワーク型コンパクト

シティに向けての都市構造と，それに合致した交通体系について，皆様から多様なご意見を

頂いた。 

 ・そのための基本理念については，皆様のご意見を反映して一部修正を加えることを前提とし

て，３つの大きな方針は御了承いただけるということでよろしいか。 

 ・異議が無いようなので，基本理念の大きな方針は本日のもので進め，次回以降，皆様と連携

を図りながら公共交通ネットワークなど具体的な議題を進めたい。 

 ・最後に，その他について事務局からあるか。 

 

事務局（松嶋課長） 

 ・次回の開催については，皆様と日程調整して改めて通知する。 

 

森本委員長 

 ・以上をもって議事は終了する。 

 

事務局（南木課長補佐） 

 ・以上をもって，第１回宇都宮市都市・地域交通戦略策定協議会を閉会する。 


