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第 12回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

 

 

1 開催日時  平成 25年 2月 20日（水）午後 1時 30分～午後 2時 55分 

 

 

2 開催場所  喜多方市役所 保健センター3階大会議室 

 

 

3 出席した委員 23名 

 

   山口 信也 委員   杉原 広晴 委員   田中  昭 委員   澤井  淳 委員 

   今井  誠 委員   渡部 幸博 委員   鈴木 敏夫 委員   鈴木 哲雄 委員 

   津田 弘幸 委員   遠藤  章 委員   小澤  哲 委員   花田 政光 委員 

   齋藤 治夫 委員   高橋 満行 委員   成田 辰平 委員   山口 聖一 委員 

   加藤 保浩 委員   武藤 仁志 委員   風間 常義 委員   檜澤 左京 委員 

   上野 光晴 委員   生江幸一郎委員   石田 秀喜 委員 

 

 

4 欠席した委員 8名 

 

   吉田 善紀 委員   五十嵐 武 委員   千代谷俊行委員   荒川 清明 委員 

   瓜生 清一 委員   五十嵐 智 委員   渡部 善和 委員   兼平  悟 委員 

 

 

5 説明のため出席した者 

 

   事務局長 （企画政策課長）          江花 一治 

   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 主任主査） 小野 幸一 

   同    （企画政策課政策推進班 副主査）  荒海 裕一 

 

 

6 配布資料 

 

・第 12回喜多方市地域公共交通会議次第 

・資料 1  予約型乗合交通の指定乗降場所の変更について（報告） 

・資料 2  乗合バス路線の変更について（報告） 

・資料 3  予約型乗合交通の定期券の取扱いについて 

・資料 4  予約型乗合交通の運行計画について 

・資料 4-1 運行計画の見直しについて 

・資料 4-2 予約型乗合交通 山都地区運行計画 

・資料 4-3 予約型乗合交通 熱塩加納地区運行計画 

・資料 4-4 予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画 

・資料 4-5 予約型乗合交通 塩川地区実証運行計画 

・資料 4-6 予約型乗合交通 喜多方地区実証運行計画（変更） 

・資料 4-7 区域町字名等一覧 

・資料 5  平成 25年度事業計画（案）について 

・資料 6  平成 25年度歳入歳出予算（案） 

・資料 7  乗合バス路線（区間）の廃止について 
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7 会議の経過 

 

（1）開 会 

（2）会長挨拶 

（3）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 1時 33分） 

    ○予約型乗合交通の指定乗降場所の変更について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 1により説明を行った。 

     ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

    ○乗合バス路線の変更について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 2により説明を行った。 

     ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなかった。 

 （4）議 題 

    ○予約型乗合交通の定期券の取扱いについて 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 3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。 

    ○予約型乗合交通の運行計画について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 4から資料 4-7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Ａ） 慶徳地区の保護者から、今までのバス運賃と比べると予約型乗合交通の

利用料金は 2倍、3倍に上がる。 

           運行を維持するにはこの料金が妥当だと思うが、通学用として料金を下 

げることや新たな補助金を作るなど軽減策はないか。 

     （事務局） 慶徳地区での利用説明会でも同様の意見を伺っているが、料金を下げる

ことは、全エリアに影響があるため、利用状況や財政状況をみて上で、

判断する必要があるので、今後検討していきたい。 

なお、説明会で要望があった片道定期や子供の回数券等については、運

用上の問題点などを検証するなど検討を進めていきたい。 

     （委員Ｂ） 先ほどの質問で料金が 2倍 3倍になるとのことであるがいくらなのか。 

     （事務局） 片道定期で新町から慶徳までは月 1,000円程度と聞いている。 

     （委員Ｂ） 新町からは何人利用しているのか。 

     （事務局） 14名である。 

     （委員Ｂ） 大人の人数は何人か。 

     （事務局） 把握していない。 

     （委員Ｃ） 高郷地区は利用者が少なく、運行の継続が危ぶまれている。 

           高郷地区では喜多方市内の開業医が運行するバスが送迎をしているため、 

           デマンドの利用が少ないのではないかと思っているが、他の地区にも同 
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     様のバスはあるのか。 

     （事務局） 医療機関のバスも最近は運行本数が減っているようである。 

           医療機関のバスは他の地区でも運行されている。 

     （委員Ｃ） アンケートの結果をみると「坂下までの料金が高い」という声がある。

もっと低く抑えられないか。 

     （事務局） 路線バスの荻野線は荻野駅から会津坂下町まで 760円であり、予約型乗

合交通は 800円としたが、「妥当な金額である」ということで交通会議に

おいて認めていただいた経緯がある。 

           料金については、今後の見直しの中で検討していきたい。 

     （委員Ｃ） 医療センターの開院に向けて路線バスの便は時間を合わせる等の対応を 

           するとあったが、JRについてはどう考えているのか。 

     （事務局） 鉄道関係の協議会を通じ、数年前から JRに対して要望は出している。現

在は朝早い便のみの停車であり、JRとしては開院後のニーズを見極めて

判断したいとのことである。 

     （委員Ｄ） 運行経費について塩川と比べると高郷が高いようだが内訳はどうなって 

           いるのか。 

     （事務局） 高郷は 4月～12月分、塩川は 10月～12月分である。 

     （委員Ｄ） 利用者数が 35人で 700万円なのはなぜか。 

     （事務局） 固定的な人件費や車両代である。 

     （委員Ｄ） もっと効率的にできないのか。 

     （事務局） 区域運行の方式は初めてであるので課題も多い。安定的な運行になった

ら検討したい。 

     （委員Ｂ） 予約が混雑しているので受付センターで電話回線を増やすとのことであ

ったが、予約は留守電等で受け付けて、後から利用者に連絡する方式に

するなど、増設しない方策を検討すべきではないか。 

     （事務局） 予約者全員に電話をしなければならず時間がかかるなど効率的でない。

また、利用者が電話に出ないため連絡がつかないなどの問題も考えられ

る。今後の改善に向け受付センターと検討している。 

     （委員Ｂ） 費用対効果の面もあるのでぜひ検討されたい。 

     （事務局） その面も踏まえて検討していく。 

     （山口議長）庁内でもデマンド交通については議論している。問題は「乗らないこと」 

           である。デマンド交通の特色をいかに理解してもらうか、また、利用者 

           の満足度をいかに高めていくかである。また、もっと PRを行っていく必

要がある。 

     （委員Ｂ） 高校生の子どもを持つ親の話を聞くと料金の問題とあると感じている。 

     ・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。 

 

    ○平成 25年度事業計画（案）について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 5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。 

    ○平成 25年度歳入歳出予算（案）について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 



 4 

     ・事務局が資料 6により説明を行った。 

     ・議長が意見・質疑を求めたところ、次の意見があった。 

     （委員Ｂ） 1,000万円の収入を見込んでいるが、達成する自信はあるか。 

     （事務局） アンケートや懇談会などの結果により、運行計画の見直しを行った。さ

らなる PRを行うなど、今後も利用者が増加するよう努力させていただく

ということで了承願いたい。 

     ・議長が意見・質疑を求めたが、意見・質疑はなく、承認された。 

 

    ○乗合バス路線（区間）の廃止について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

     ・事務局が資料 7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。 

 

    ○その他 

     ・事務局から次の連絡を行った。 

       運行事業者は、4月からの運行に向けて法定手続を進められたい。 

       3月中旬に、デマンド交通の利用方法パンフレットを各戸配布する。 

       4月に異動があった場合は承諾書の送付等で手続をお願いする。 

    ○議長が協議の終了を宣言した。（午後 2時 55分） 

 

（5）閉  会 （午後 2時 55分） 

 


