
第 16回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成 26年５月 23日（金）午後４時 00分～午後５時 02分 

 

 

２ 開催場所  喜多方プラザ文化センター １階 小ホール 

 

 

３ 出席した委員 29名 

 

   山口 信也 委員  杉原 広晴 委員  庄司 一雄 委員  田中  昭 委員 

   五十嵐 武 委員  澤井  淳 委員  今井  誠 委員  渡部 幸博 委員 

   鈴木 敏生 委員  鈴木 哲雄 委員  遠藤  章 委員  村岡 昭市 委員 

   田中 幸悦 委員  磯部   強 委員  小山 喜男 委員  高澤 虎信 委員 

   吉田 重廣 委員  真部 久男 委員  齋藤 啓喜 委員  五十嵐 智 委員   

   瓜生 昭彦 委員  遠嶋 孝則 委員  高橋   篤 委員  塩田 紀久 委員   

   花見 利之 委員  風間 常義 委員  上野 光晴 委員  赤枝 幸浩 委員   

   鈴木 茂雄 委員 

 

４ 欠席した委員 ４名 

 

   千代谷俊行委員  津田 弘幸 委員  棚木   實 委員  檜澤 佐京 委員 

   

 

５ 説明のため出席した者 

   事務局長（企画政策課長）           渡部 孝一 

   事務局 （企画政策課長補佐）         神田 敦男 

   同   （企画政策課政策推進班 副主任主査） 齋藤 謙市朗 

   同   （企画政策課政策推進班 副主査）   渡部 洋一 

 

 

６ 配布資料 

 

 ・第 16回喜多方市地域公共交通会議次第 

 ・資料１   平成 25年度事業報告について 

 ・資料２   平成 25年度歳入歳出決算について 

 ・資料３   平成 26年度事業経過報告について 

 ・資料４   予約型乗合交通（デマンドバス）の愛称募集及び選定について 

 ・資料５   平成 26年度喜多方市地域公共交通会議補正予算（第 1号）について 

 ・資料６   予約型乗合交通の指定乗降場所の追加について 

 ・別紙１   エリア・地区別集計（H25年度） 

 

 

７ 会議の経過 

  （１）開 会 

  （２）会長あいさつ 

  （３）委員紹介 

  （４）報告 

     規約第８条第１項の規定により、会長である山口信也委員が議長となり開議した。 



(午後４時８分) 

     ○副会長の指名について 

       ・議長が口頭により真部久男委員（山都町行政区長会会長）を指名した旨を報告し

た。 

       ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

 

      ○平成 25年度事業報告について、平成 25年度歳入歳出決算について 

        ・本 2案件は関連があるため、議長が事務局に一括での報告を求めた。 

        ・事務局が資料 1及び 2により報告を行った。 

        ・議長が監査報告を求めた。 

        ・監査が平成 25年度歳入歳出決算について監査報告を行った。 

        ・議長が意見・質疑を求めたところ、次の意見があった。 

      （委 員）8月に開催された交通会議の議題については、平成 25年 6・7月に行われ

た説明会で出された苦情や要望を受けてのものだと思うが、説明会で

だされた内容は「利用料金」や「指定乗降場所」、「運行計画の変更」し

かなかったのか。 

      （事務局） 塩川地区においては、堂島小学校エリアの子どもたちの冬期間の通学

手段として利用したいと意見があった。また、高郷地区では「車文化」

で、「バス」に乗る習慣がないこと、「高郷エリア」から「喜多方エリ

ア」に行ければもっと利用率の向上につながるとの意見があった。こ

れに関しては、塩川地区の運行が週３日での運行形態であることや現

在の運行形態が「エリア内運行」となっていることから、その根本を

見直す必要があると思われるので、交通会議はもちろん、各運行事業

者との打ち合わせを持ちながら検討していきたい。 

      （委 員） 市民から「利用したいが利用しづらい」という声を聞いている。その

ような利用者の生の声をよく聞いていると思われる運転手から、どの

ような声があるのかを聞いて、今後に反映してほしい。 

・議長がさらに意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

 

          ○平成 25年度事業経過報告について 

        ・議長が事務局に報告を求めた。 

        ・事務局が資料 3により報告を行った。 

        ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

 

  （５）議題 

     ○予約型乗合交通（デマンドバス）の愛称募集及び選定について 

      ・議長が事務局に説明を求めた。 

      ・事務局が資料 4により説明を行った。 

      ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなく、承認された。 

        ※承認後、愛称募集選考委員の調整が行われ、運行事業者代表者として「杉原

委員（会津乗合自動車株式会社）」、行政区長代表として「真部委員（山都町

行政区長会長）を選出した。 

 

     ○平成 26年度喜多方市予約型乗合交通歳入歳出予算（案）について 

      ・議長が事務局に説明を求めた。 

      ・事務局が資料３から資料４により一括して説明を行った。 

      ・議長が意見・質疑を求めたところ、次の意見があった。 



      （委 員）支出の部で、事務費の役務費の中で、愛称募集対象世帯が「10世帯」と

なっているが、先程の説明では「450世帯」とのことだった。この違い

はどういうことなのか。 

      （事務局） 記載誤りである。すぐに修正して示したい。 

ご指摘のあったとおり、「案内送付利用者世帯数」は「450 世帯」で、

82 円×450 世帯で 36,900 円、これを受けて、通信運搬費の補正額が

48,780円、これを受け、補正後の額が 65,508円となる。そのため、こ

の分の額が増加するため、予備費で調整し、予備費の補正額が 152,060

円、これをうけて、補正後の額が 200,319 円となる。以上のように訂

正願いたい。 

      （委 員） 愛称を募集した後の活用の仕方はどうするのか。 

      （事務局） それぞれの車両に「愛称」を掲示したマグネットシールを張り付けて

運行することにより、周知を図っていきたいと考えている。今回の愛

称募集の大きな目的は、「予約型乗合交通」の「固い」イメージを払し

ょくしたいというのが狙いで、広報などいろいろなところで「愛称」

を出してもらうことで市民により身近なものとして感じてもらいたい

と考えている。 

      ・議長がさらに意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなく、承認された。 

 

○予約型乗合交通の指定乗降場所の追加について 

      ・議長が事務局に説明を求めた。 

      ・事務局が資料６により説明を行った。 

・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなく、承認された。 

 

  （６）その他 

      ・議長が意見・質疑を求めたところ、次の意見があった。 

（委 員） 交通会議の委員で実際に利用した人がどのくらいいるのかわからない

が、一度利用した方がいい。 

（委 員） 平成 26 年度の事業計画への要望であるが、平成 25 年度は住民懇談会

や出前説明会などを開催したようだが、地区内の利用者の中で「病院

などに行くときに利用するにはいいが、病院の帰りが遅くなった時に

利用できず、タクシーを使わなくてはいけなくなる」とか、「市内で２，

３か所用事があると歩いて用事を済まさなければならない」など、い

ろいろな声があるようなので、平成 26年度についてもやっていただき

たい。 

      （事務局） 今年度の予定として、６月下旬から７月にかけて、運行しているエリ

アごとに「住民懇談会」を予定している。この内容については、広報６

月号にて案内するので、周知してもらいたい。また、「出前説明会」に

ついても、要望があれば少人数でも対応したいと考えている。 

      （委 員） 塩川の福祉センターが指定乗降場所となっているが、交通事情の混雑

等により指定乗降場所への到着時間が一定でないような場合、特に雨

の日の場合は、利用者が指定乗降場所ではなく「風除室（玄関）」で待

機しているような状況である。他の指定乗降場所において、そのよう

な不便を感じるようなところはないか点検してほしい。 

      （事務局） 他の利用者からも同じような意見が挙がってきている。そのような場

所に風雨をしのげる環境を整えられるかとなると経費等の部分がかか

わってくるため、それを含めて検討・研究をさせてもらいたい。 

      （委 員） 平成 23年度の山都および高郷地区の実証運行時に委員だったが、その

当時と比べて実績にさほど進歩がないように思える。今まで出てきた

意見を本当に反映してもらえるのか。実証運行が本格運行になって、



どの点が改善されたのか。 

      （事務局） 山都地区に関しては、実証運行時は月曜日から金曜日の毎日４便で運

航していたが、本格運行に伴い、便数が少ない日もあるが「１日７便」

に増便している。 

      （委 員） 数値的なことはいいので、システムで変えたところはあるのか。ダイ

ヤも利便性も含めて変えたところはどこなのか。 

      （事務局） 先程報告したように運行ダイヤの増便を行った。また、山都及び高郷

地区については「当日受付」を行っている。 

・議長がさらに意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

 

   ○議長が協議の終了を宣言した。（午後５時１分） 

 

  （７）閉 会 （午後５時２分） 

 

 


