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第 10回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

 

 

 

１ 開催日時  平成 24年 6月 27 日（木）午後 2時 30分～午後 3時 40 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 27 名 

 

山口 信也 委員   杉原 広晴 委員   吉田 善紀 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 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   瓜生 清一 委員   齋藤 治夫 委員   成田 辰平 委員 

五十嵐 智 委員   渡部 善和 委員   兼平 悟  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 佐京 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 4 名 

 

鈴木 敏生 委員   千代谷 俊行 委員  荒川 清明 委員   高橋 満行 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 10 回喜多方市地域公共交通会議次第 

・喜多方市地域公共交通会議委員名簿 

・資料 1 監事の指名について（報告） 

・資料 2 規約の改正について 

・資料 3 平成 23年度事業報告について 

・資料 4 平成 23年度歳入歳出決算について 

・資料 5 予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画の変更について 

・資料 6 予約型乗合交通 熱塩加納地区実証運行計画について 

・資料 7 予約型乗合交通 塩川地区実証運行計画について 

・資料 8 乗合路線バスの廃止について 

・資料 9 喜多方市予約型乗合交通（山都・高郷地区）実証運行期間における利用実績について 
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７ 会議の経過 

 

（１）開 会 

 

（２）会長挨拶 

 

（３）委員紹介 

 

（４）議 題 

   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 2時 38分） 

  ○監事の指名について 

・議長から、監事の異動に伴い規約第 6条 3項の規定により、上野光晴委員を平成 24

年 4月 2日に監事に指名したことの報告を行った。 

 

    ○規約の改正について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

・事務局が資料 2により、別表（第 4条関係）の改正及び附則について説明を行った。 

     ・議長が質疑を求めたが、質疑、意見はなく、承認された。 

 

    ○平成 23年度事業報告について 

    ○平成 23年度歳入歳出決算について 

     ・議長が一括議題とし事務局に説明を求めた。 

・事務局が資料 3及び資料 4により説明を行った。 

     ・議長が監事に監査報告を求めた。 

・風間委員が監事を代表して次のとおり報告を行った。 

去る 6月 13 日、平成 23年度の事業内容及び歳入歳出決算について、関係帳簿及

び証書類に基づき会計監査を実施したところ、適正に執行されていると認められた

ので報告する。 

なお、監事として一言、意見を述べさせていただく。先ほど事務局から説明があ

ったとおり、昨年度の実証運行に要した事業費が 1,957 万円に対し、運賃収入が 62

万円、年額に換算すればと費用対効果が極めて低い状況にある。年間に換算すれば

収入が約 108 万円、支出が約 3,360 万円となる。特に、高郷は 49 人の利用で収入

が 1万 6,400 円、費用が 592 万 3,120 円と極めて費用対効果が低い。費用対効果の

みを見れば、このまま事業を継続していくことは難しい状況にあるが、高齢化の進

行や独り暮らし世帯が増加する現状にあっては、地域住民の重要な交通手段として

維持していく必要があるものと認識している。ついては、行政はもちろん、特に福

祉関係の横の連携を密にし、また、この会議のメンバーである各団体には費用対効

果を高める方策をさらに検討していただくとともに、特に、地域住民の皆さんにも

この予約型交通が維持できるよう利用の促進に努め、地域全体で支えていただくよ

うお願い申し上げる。最後に、全国でこの制度が行なわれているので、成功してい
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る事例を参考にしながら効率化に努め高齢化社会に向けたこの公共交通制度を維

持されたい。 

     ・議長が質疑を求めたところ、次の意見、回答があった。 

       委員Ａ：特にないが、この説明書き歳入のところ、今、監事から説明があったと

ころである。資料として各自持ち帰っていると思うが、日にちが経つと

忘れてしまうので、できれば詳細を書いていただければ、なお丁寧かな

と感じた。 

       事務局：今年度の決算報告の際は、もう少し詳細な内容の記載に努めたい。 

     ・議長がさらに質疑を求めたが、「なし」の声があり、質疑、意見はなく、承認された。 

 

    ○予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画の変更について 

     ・議長が事務局に説明を求めた。 

・事務局が資料 5により、説明を行った。 

・議長が質疑を求めたところ、次の質疑、回答があった。 

  委員Ｂ：坂下町内の指定乗降場所、３つあった訳ですが、この位置についてはど

のような考えなのか。道路上なのか、駐車場内なのか。その辺をちょっ

と詳しく教えていただければ。 

  事務局：指定乗降場所の具体的な場所ということでよろしいか。坂下厚生総合病

院については、入口の車寄せ、こちらに車が入るのであれば乗降してい

ただいて構わないとの内諾をいただいている。コープあいづばんげ店、

こちらにつきましては、駐車場内で店舗に入る西側の入口があるが、こ

の建物に近い場所に車を寄せて乗降させて構わないとの内諾をいただい

ている。リオンドール坂下店、こちらにつきましても駐車場内、建物の

南面に入口が東西２カ所あるが、その西口を乗降に利用して構わないと

いうことで内諾をいただいている。いずれの場所も長時間の駐車となら

ないので、駐車場所の確保、さらにはバス停のような乗降場所の表示は、

設置しないということで現在協議を進めている。 

  委員Ｂ：周知徹底していただければと思う。毎回違う場所ではお客さまも困るの

で、指定場所は周知徹底していただきたい。 

  事務局：今後、高郷地区の皆様には、広報、チラシ、回覧等でこの坂下便の周知

を図る予定なので、その際に指定乗降場所ということでその詳しい場所

をお知らせしたいと思っているので、ご了解願いたい。 

・議長がさらに質疑を求めたところ、次の質疑、回答があった。 

  委員Ｃ：確認しておきたいのだけれども。坂下便であるが、坂下に向かう場合、

自宅から坂下までとなっているが、この自宅の部分について確認したい。

例えば、今の路線バスに西羽賀、夏井、大田賀というのがあるが、そこ

の方々の行政区の中については、一応対象外ということでいいのか。 

  事務局：例えば、西羽賀、川井辺りの揚津エリアから外れている部分のことでよ

いか。ここは今、会津乗合の路線バスが走っているので、そこの方々に

はバス停から会津坂下町までご利用いただくのが基本になるが、このデ

マンド交通を利用したいという方には、高郷総合支所にお出でいただけ

ればそこから坂下に向かうことは可能である。必ず自宅ということでは
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なく、揚津エリアの指定乗降場所まで来ていただければ、そこからの乗

車は可能である。ただし、当然予約は必要であるのでご了解いただきた

い。 

  委員Ｃ：坂下から乗る場合も高郷総合支所で降りる場合は、西羽賀、川井の人も

みな乗れるという考えか。 

  事務局：そのとおりである。 

・議長がさらに質疑を求めたが、質疑、意見はなく、承認された。 

 

    ○予約型乗合交通 熱塩加納地区実証運行計画について 

    ○予約型乗合交通 塩川地区実証運行計画について 

    ○乗合バス路線の廃止について 

     ・議長が一括議題とし事務局に説明を求めた。 

・事務局が資料 6、資料 7及び資料 8により説明を行った。 

・議長が質疑を求めたところ、次の質疑、応答があった。 

  委員Ｄ：廃止の手続きで住民への周知はどうなるのか。 

  事務局：住民への周知は、熱塩加納地区のデマンド交通運行にあわせ、７月から

８月にかけて利用者説明会というものを開催させていただく予定である。

これについては、熱塩加納地区をはじめ塩川、松山、上三宮ということ

でデマンド交通が運行される予定の地域、さらにバス路線の廃止で影響

のある地域で説明会を開催させていただく。さらに９月の広報等への掲

載、パンフレットの配布により周知をしていきたいと考えている。 

・議長がさらに質疑を求めたが、質疑、意見はなく、承認された。 

    ○議長が協議の終了を宣言した。（午後 3時 30分） 

 

（５）その他 

・事務局からの次の連絡を行った。 

熱塩加納、塩川、松山、上三宮地区における利用者説明会を７月～８月にかけて開催

する予定である。 

９月に広報等への掲載とパンフレットの配布を行い、周知を図る。 

交通事業者については、それぞれ運行開始に向けた法的な手続き、車両の準備等を進

めてもらうため、近日中に打合せを行う。 

路線バスの廃止について、法に基づき手続きをお願いする。 

・委員から次の意見、質問があった。 

委員Ｅ：素朴な疑問があるので質問させていただく、会議の案内通知と一緒に去年の

実績データをいただいたが、山都地区の運行経費 535 万 6,000 円、利用実績

は約 1,000 件なので、1 件あたり 5,000 円でいいのかなと思う。タクシーを

利用していただいてタクシー代の補助を出した方が恐らく経費として掛か

らない。タクシー業者も特別な公共交通というよりタクシーとして利用して

いただいた方が恐らく経費的にも掛からないのではないか。単に素朴な疑問

であるので、別なことを考えなければならないこともあるので、もちろんそ

ういうことは考えていただいて結構だが、単に収支で経済検討をすればタク

シー利用の方がコストは掛からないで済むのではないかという疑問がある

ので指摘したいと思う。 
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事務局：平成 22 年 3 月に地域公共交通総合連携計画というものを策定する際に種々

検討してきたが、現在バス運行に係る補助金が国、県、市の方から出ている

が、市の負担だけで 6,500 万円程度の高い金額となっている。タクシーとい

う考えもあるがそこに既存のバスを従来通り走らせるとダブルで経費が掛

かってしまう。 

委員Ｂ：そういう話ではなくて、バスもやめているのだからタクシーでやってはどう

かという話である。 

委員Ｅ：今の公共交通をこのような特別なシステムでなくて、タクシーを利用してい

ただいて、タクシー代の補助を市から出した方がコスト的に安いという話で

ある。 

事務局：こちらの経費の方が安いという判断である。 

委員Ｅ：私は実績を申し上げている。去年の９月から１月の実績でみる限り、平均１

件 5,000 円掛かっていないと思う。去年の実績から判断すると、結果的にタ

クシー代の補助として払った方が安いですよということである。事実の指摘

として申し上げていることであり、どっちがいい悪いということではない。

そういうことも当然検討していただきたいということで申し上げている。 

事務局：検討した結果、このような交通システムに切り替えるということである。 

委員Ｅ：今後の検討課題として、データをきちんと見て再検討していただきたいとい

うことである。 

事務局：連携計画策定の際に路線バスをなくしてタクシー券の配布ということも検討

してきた。委員からご指摘あったように今後の実証運行で全エリアになって

くるが、その時の利用実態なり、費用対効果なりを検討しながら、利用券の

方で十分賄えるということも出てくるかもしれないし、別の運行形態を検討

しなければならないということも出てくるかもしれないので、今後実証運行

をしながら検討していく考えである。 

委員Ｅ：とりあえず１年の実績が出た訳であるので、それをきちんと検証していただ

きたい。また、熱塩加納の方であれば人数がぐっと増えてくるであろうと思

うので、それはまた事情が変わってくる。地域毎に変わってくるので実績を

ちゃんと検証した上で考えていただきたいということです。 

事務局：そのように心がけている。 

委員Ｄ：市民の方には路線バスの廃止は分かるが、観光客の場合、喜多方駅から乗車

することとなると思うが、そういう方への周知徹底というのは何かあるのか。 

事務局：先日、熱塩加納地区で行った住民懇談会でも熱塩温泉という観光地を持って

いるということで、住民の方からそのような話もあった。遠くの方について

は、市のホームページで情報を確認するしか方法がない。山都地区について

も飯豊山があるが、廃止された一ノ木地区に行くバスの代わりになるものが

ないのかと市に直接問合せがあった。会津乗合にも問合せがあるので、運行

事業者、市、観光協会のホームページ等なるべく多くのメディアに協力いた

だきながら、多くの人に知っていただけるような方法で周知に努めたい。 

委員Ｄ：大手の旅行会社にいっておいた方がいいと思う。 

事務局：旅館、ホテル等の宿泊業、観光事業者にもお願いして周知を図りたい。 

 

（６）閉  会 （午後 3時 40 分） 


