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第５回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

 

 

 

○日 時：平成２１年１１月３０日（月）午後３時～ 

 

○場 所：市役所保健センター３階大会議室 

 

○出 席 者 

［委 員］ 

白井英男 委員   杉原広晴 委員   吉田善紀 委員   高畑重夫 委員 

五十嵐武 委員   渡部幸博 委員   鈴木敏生 委員   千代谷俊行 委員 

津田弘幸 委員   小柴久浩 委員   磯部一男 委員   山内健一 委員 

大関秋則 委員   遠藤昭人 委員   田付良雄 委員   高橋正敏 委員 

大澤君一 委員   佐々木秀三 委員  佐藤不二夫 委員  本多一郎 委員 

風間常義 委員   小澤 奨 委員   田中幸悦 委員   高橋 信 委員 

 

 

≪欠席者≫ 

澤井 淳 委員   今井 誠 委員   齋藤忠一 委員   坂内重也 委員 

宮地和久 委員   長谷川良三 委員 

 

［事務局］ 

企画政策課長            菅野 康裕 

企画政策課長補佐          江花 一治 

企画政策課政策推進班 主任主査   神田 敦男 

企画政策課政策推進班 主査     外島 誠司 

 

 

○配布資料 

・第 5回喜多方市地域公共交通会議次第 

・第 4回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

・資料 喜多方市地域公共交通総合連携計画資料 
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１．開 会 

 

２．会長挨拶 

 

３．議 題 

（１）目標について 

事務局より、資料に基づき説明。 

 

<質疑なし> 

目標について、承認された。 

 

 

（２）事業計画について 

事務局より、資料に基づき説明。 

 

【質疑応答】 

委 員：デマンド交通の形態というのは、お客さんの家に直接迎えに行くのか、ある一定の場

所まで行ってそこから自分達で歩いていくのか。２通りの方法があるのですが、どち

らを想定しているのか。 

事務局：利用者からの意見も「歩けなくなるとバス停までも行けない」、また事業案ではそん

なに運行便数は増えていませんので、できれば、戸口まで行ってあげるのがいいだろ

うと考えております。ただし、利用者数が多く見込まれる路線・エリアについては、

先程運行車両を申し上げましたが、ワンボックスのエリアの方は戸口までは行けます

けれど、小型バスを配車されたエリアにおきましてはなかなか戸口まで行けないと思

われますので、基本的には、戸口まで行ってあげたいと考えておりますけれども、運

行の車両によっては、なかなか入れないところが生じてくる。３ページの中ほどに昼

間応答型という絵がありますけれども、自宅近くから乗車できるという言い方にして

おくしかないというところです。現段階で、戸口まで行くとは断言できないというこ

とになります。運行車両を考慮しながら、今後決めていくということになります。 

委 員：デマンドタクシーを導入し１軒１軒に行くという事は、タクシー交通業界の方で、今

のタクシーのお客さんが減るというのは間違いないです。どこの地域でもデマンド交

通をやっているところは、タクシー会社が４社５社のところは１社なくなったりして

いる。喜多方市の場合はタクシー会社が６社あるわけで、そういう形で１軒１軒行か

れてしまうと、タクシーの需要は間違いなく減るんですね。そうした場合に、各タク

シー会社の皆様が「これは市民の利用の為に仕方がない」と、「タクシー業界が小さ

くなっても仕方がない」と。労働組合の代表さんのご意見、雇用を守る側の考えもお

聞きしたいのですけれども、「これは市民の為だから仕方ない」と「需要が減るのは

仕方ない」と。そうしますと会社の方も、例えば、４０人５０人の従業員がいたもの

が、タクシーの需要が減るということは５０人から４０人３０人と会社を維持するた

めには、人員整理をするしかなくなるんです。そうなっても、それも致し方ないとい

う事であって、私以外のタクシー会社さん、バス会社さんが「それは仕方ない」と「人

員整理という形にしても、やはり協力しなくてはいけない」という事であれば、それ

は協力するべきだと思うのですが。そういう意味で、そういったご意見を各社からお
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聞きしたいと存じます。 

会 長：他の会社の皆さん、労働組合の皆さんのご意見をお聞きしたいという事ですが、どう

ぞご意見のある方お願いします。 

委 員：今の意見に全く同意見で、当然そうなるだろうなというように思いますし、これは、

いきなりこの場でどうのこうのというのは、ちょっと出ませんね。いずれにしても、

もう少し具体的な内容でないと何とも言い様がないですよね。さっきの戸口から戸口

までの件もそうですし、それから、いわゆる地区ごとによって、バス事業者さんを含

めて、特性が違うわけですよね。そういった今までの既存のバス路線なり、コミュニ

ティなり関わってきた人達の場も別な部分で設けなくては、いきなりこの会議でもっ

て、我々タクシー会社も入っていますが、集約するのはどうかなぁと。具体的な話で

はないですけれど、ちょっとこの場では判断する材料がないし、先程の意見のとおり

の事が当然予想されますので、同じような危惧を抱いております。 

会 長：危惧は同じという事でございます。 

委 員：私は労働組合側からです。戸口から戸口というのは利用者利便に対してはいいと思い

ますが、タクシーの需要が減ってしまうという事で、売り上げに響いてくるという事

ですから、この辺はまだ、デマンドを導入しての売上補償の問題、これはどういうよ

うな金額になるかなという問題なのだろうと思いますので、この場ではそこまで具体

的に決まっていないので、この位の意見かなと。 

会 長：売り上げの補償について事務局は何かありますか。 

委 員：デマンド交通を導入された事によってかなりのダメージがある訳で、それは、他の地

域の実績を見ても、明らかなのですから、そういう事は考えていますかという事です。 

会 長：その制度はどうなっていますかという質問ですね。 

委 員：そうです、それをなしに、「デマンド導入、はい、オッケーです」というわけにはい

かないでしょうという事なのです。 

事務局：只今のご指摘は、デマンドを運行する事によって、現行のタクシーの利用客がデマン

ドの方に移ると、そうすると、今現在のタクシーの利用が減ってくるので、経営にも

影響すると、その補償をどうするのかというご質問だったと思うんですけれども、今

の段階で、タクシーの需要にどの様な影響があるのかということが、今の基本的な考

えだけの整理でありますので、そこまでまだ踏み込んだ試算はしておりません。従い

まして、その試算をした結果がタクシー事業に対する影響がものすごく大きいと、そ

の補償をどうするかというところまでは、まだ検討材料としては取り扱っておりませ

ん。 

委 員：その辺に関しては、今後先進地域の視察とか、どの位まで影響出るのかを把握する計

画はありますか？それとも、もうやり始めていますか？ 

コンサル：先進的な事例という所ではないのですが、近くの福島県の中の川俣の方で、実は、デ

マンドの方が実証運行しておりまして、タクシー業者さんの方に委託してやっている

状況です。今その状況を、集計等をしている状況ですので、その辺も参考になればい

いかなとは思うんですけれども、具体的な数字に関してはまだ見えていないという事

であります。 

委 員：その集計ができていないという事であれば、デマンド交通を導入する・しないという

のは、今決められることではないと思うんですよ。例えば、こういった会議を出席要

請している市当局の方々が、ほとんどタクシー会社、バス会社、労働組合さんの方を

お呼びしている中で、そういった「こういう形でやっています」とか、例えば、「こ
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ういうデマンドをやれば、このくらい収入は減ります。タクシー・バス業界さんはど

うですか」とか、そういった相談というのも多分なかったのではないかなと思います

が、そういう中で、話し合いもしないで、ここで「これを導入してくれ」という様な

事であれば、それはちょっと会議の流れとして、運営としておかしいのではないかと

思います。デマンドタクシーを反対する・しない、導入が駄目だという訳ではなくて、

交通関係の方々に協力してもらわなくてはいけないのだから、他の地域はこういう形

で、やはりタクシーの需要が落ちていると、だけども、やはり市の方も財政も考えて、

将来的な事を考えると、こういう事になるから、タクシー業界さん協力してくれない

かと、会議の前に、ある程度担当者が来るなり、タクシー業者を集めるなりして喋っ

ていれば、こういう問題にはならないと思うんですよ。今ここで、決めるか・決めな

いかの話の時に、まだ分かりませんではデマンド交通導入に反対なのは当たり前です。

そういった事は、今までどういう意味合いで考えてきたのかなと思ったんですけれど

も、事務局のご意見をお聞きしたいです。 

会 長：非常に根本的な問題ですので、ここで休憩にしたいと思います。事務局はきちんと整

理をした上で次の段階で答えてください。 

 

≪一時中断≫ 

 

会 長：お待たせいたしました。それでは再開を致します。先程の影響についてのご質問もご

ざいましたので、それらを踏まえて、事務当局の方から答えをして下さい。 

事務局：大変時間を取りました事に対してお詫びを申し上げたいと思います。様々なご質問と

かご意見がございましたが、公共交通会議の性格からもう１回おさらいしていきたい

と思います。この地域公共交通の会議の必要性という事で、第１回目、第２回目とい

う事で、お話をして来て参りましたが、今喜多方市内を運行しているバスの利用者が

どんどん減少してきていると。それからその事に伴って、市の財政負担もどんどん右

肩上がりになってきているという現状を、なんとか改善してより良い公共交通にして

いかなければならないという課題があって、今回の公共交通会議の設立になり、じゃ

あどうするのかという事で、今の現状を調べた上で、現在利用している顧客のニーズ

も把握した上で、更には住民のアンケート、地区の懇談会等を通じまして、今考えら

れるあらゆる公共交通システムの中で色んな方向性を出しました。今、現状のまま維

持する事がいいのか、コミュミティバスを導入してやる方がいいのか、先程議論があ

りましたデマンド交通でやったらいいのか、またまた全部今の路線を廃止するという

風な、様々な方向性を示した上で今申し上げました住民ニーズとか懇談会の意見、そ

れらを通じて今日ご確認いただきました。目標というものがあったかと思いますが、

目標に基づいて何がいいのかなあという事で、今回お示しをしたというのが、経過で

ございます。結果的にデマンド交通が市民の公共交通の性格からして、利便性が高ま

るのではないかなという事で、一定の考え方を今回は示させていただいた所でありま

す。まずそれが前提でございます。 

議論になりましたデマンド交通と、現在のタクシー事業との関わりでございますけ

れども、イメージ的にはデマンドタクシーという風な名前が先行しておりますので、

やはりどうしてもその利用が競合するという風なイメージがあるかと思いますけれ

ども、もう１回このデマンド交通のおさらいをしていきますと、このデマンド交通を

利用するお客さんは事前の予約が必要です。新しいＩＴシステムを入れれば、１時間
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位前の予約で対応は可能という事でありますが、通常の場合は前日の予約が大体一般

的であります。そして、タクシー事業のようにお客様のニーズに、即刻電話で応えら

れる様なシステムではなくて、一定のダイヤを作っておきますので、そのダイヤの利

用以外の利用は出来ないという事もございます。つまり先程のページで言いますと、

７ページ辺りからあります、便数がございます。便数の所を見てみますと、１日８便

という事で１路線につき何往復という事がこのデマンド交通の流れであります。朝晩

は、今までの路線バスの代替交通という風に考えていただきますと、路線バスの変わ

りにデマンド型の、定時定路線型の、いわゆる路線バスとあまり変わりのない運行で、

通勤通学客の足の確保を図るというのが一つ目的であります。昼間の２便については、

事前に予約をしていただいた方のみ、利用出来るシステムでありまして、それが小型

バスで行きますと中々、戸口まで迎えに行けませんので、例えばジャンボタクシー的

なワゴン車であれば、戸口までサービスの提供が出来るという風な事で、この辺は今

後具体的に詰めていかなければならない課題だという風に考えています。従いまして、

現在のタクシー事業のような、お客様のニーズに添い応えられるような運行システム

ではなくて、ある一定の制約がある中での利用という事になります。更には乗合とい

うデマンドタクシーの性格からも、予約がその時間に必ず守れるというものでもござ

いませんので、回ってくる経路が様々でありますから、到着時刻の約束は出来ないと

いう課題もございます。従いまして、現在行われています、タクシー事業者さんの運

行サービスとは、若干異なる部分ではないかと思います。 

もう一つは、このデマンド交通は、タクシー事業に対する手だてではなくて、路線

バスに変わる運行形態という事をご理解いただきたいと思います。その上で、この公

共交通会議で決定致しますのは、バスの経費の削減と利用の向上という、大きく分け

て２つの目的がございますので、新しい交通システムを導入する事によって、どう変

化していくのかという実証運行する為の計画作りであります。従いまして今年度この

計画が確定すれば、これに基づく実証運行を逐次運行して参ります。その中でタクシ

ー事業に対する影響とか、利用者のニーズ、そういったものを、３年間の中で国土交

通省の方から補助金を頂きながら実証運行をして行くという事であります。ですので、

この公共交通会議で決まった計画は、即実行という事ではございません。その辺はご

理解いただきたいと思います。 

もう一つは、今後、高齢化社会を向かえる事が明白な中にあって、利用者のターゲ

ットを一つ高齢者という風に考えた場合、やはりデマンドタクシーの利便性といいま

すのは、戸口から戸口までというのが、うたい文句になっておりますので、タクシー

の利用は利用として、路線バスに代わる利用の中で、戸口まで一定のダイヤに基づい

て、利用出来るシステムも高齢化社会に対応した考え方ではないかという事で、これ

までの懇談会の意見等から、今回方向づけは、この様な形でどうだろうかという事を

お示した所であります。原則は財政的な負担の課題もございますが、高齢化社会への

対応という事も考え合わせて今回ご提示をしまして、これであればご理解いただける

かなあという風な事で、方向性を今回ご提案しました。 

具体的にその実証運行にあたっては、どこのエリアを、どの程度まで、どの便数で

という風な、具体的な部分ついては、また、別にご協議を申し上げたいという風に思

いますので、今回のこの３ページにあります、市外と市内の事業案につきましては、

方向づけという風な事でこれが即、現実的に運行する、運行確定という事ではなくて、

実証運行の為の計画づくりの方向性という事でございますので、ご理解いただければ
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という風に思います。 

会 長：田中委員、新たな同じ事ではなくて補足説明して下さい。 

委 員：基本的な考え方で申し上げますと、今の路線バスあるいは委託バスの中で、強烈な問

題が指摘されている事を受けまして、それをどの様に解決したらいいのかという事を

ご協議をしていただく。その中で、こういう様な方式がいいのではないのか、という

事で出てきたのが、今の案でございます。これを実証実験という形で実証を致しまし

て、今後の公共交通の形を作っていきたいという事です。ですから今ご提示させてい

ただいている中身は、タクシーの代替という事ではなくて、現在市が運行しておりま

す委託バスと市が関わっております路線バスの代替としてのデマンド交通という考

え方でありますので、その辺をご理解いただきたいという風に思います。 

会 長：利用者の方々からのご意見が全然出ていませんが、是非、ご質問なり、ご意見なりを

発言していただけませんか。 

委 員：先程の説明がありましたように、路線バスが大きい為にデマンド交通にしたいという

事がよくわかりました。一人暮らしのお年寄りの方々との懇談をする機会がありまし

て、その席上で出された言葉は、交通弱者と呼ばれる一人暮らしの年寄りが、日曜日

に催しとか行事とかが最近多くなっているのに、そこへ行こうと思っても、バスが来

なくて行けないと言うので、何とか交通体系を変更する事は出来ないのだろうかと思

いました。その時に「今デマンド交通という様な話も出ていますので、その時になん

とか話をしてみます」という回答を申し上げてありますが、市が催している大きな年

間行事、そういった様な時にだけでも、ほとんど催されるのは土曜日曜、祝・祭日で

すから、その時に、行ってみたいなあと思っても、バスがないので行けないという要

望もありましたので、それらについても計画の際に配慮していただきたいと思います。 

委 員：市全体で試験的にやればいいっていう事なのか、あるいは、一つの選んだ地区の中で

試験をし、そして結果を出しながら次に進むというような形が出来ないものか、その

辺を教えていただきたいという風に思います。 

事務局：ただいまの費用的な問題と、その試行の取り組みでありますけれども、試行の取り組

みは地域的に実証運行をするという考えでおります。山都町の公共交通体系であれば、

今回の提案がデマンド交通という形でございますので、その実証運行にあたっては、

一ノ木線の路線バスを一旦廃止し、それからコミュニティバスも同時に廃止すると。

考え方でございますが、スクールバスは現行通りの運行になりますので、そのスクー

ルバスは町内全面に網羅されておりますので、その運行経路を参考と致しまして、デ

マンド交通を導入すると、しかも朝と晩は定時定路線型といいまして、一定程度の停

留所と起点終点を定めた朝晩の運行になります。昼間の２便でございますが、これは

予約に応じて、上り線下り線という風な形で申し込みのあった地域、お宅の所を回っ

て、目的地まで運ぶという風な考え方で、地域毎に実証運行をしたいという風に考え

ています。その上で、今迄の経費については把握してございますので、そのページが

どの位縮減され、また利用客がどの位増えてきているのかという所の部分について、

この実証運行の中で見出して行きたいという風な考え方でございます。 

委 員：喜多方全体ではなく、山都なら山都をまず実証して、それから次の段階に進む事は出

来ないのか。補助関係上、全体でやらなきゃいけないのかその辺を聞きたい。 

コンサル：基本的にはそういうスタンスです。これはこの後、実証運行の組み立てはしていきま

すけれども、全部で一変にやっても、意味がないので、少しずつ、類似している所か

らやっていく。モデルケースでやっていくという事になると思います。 
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事務局：ただ今のご質問は、実証運行の具体的な進め方だと思います。この実証運行も、この

地域公共交通会議が事業主体になります。どこに委託をするかについても、このメン

バーで、色々協議をしながら進めて参ります。どこの地区から、どの程度の予算で、

という事もこの公共交通会議の中で決めて行きますので、この部分については、別途

相談をしながら進めて行くというのが基本です。 

委 員：色々と話題になったデマンド交通の導入には限界があり、タクシー助成や過疎地有償

運送だとかという事で、おそらくこの問題もここで協議していくという事なのですか。 

事務局：この公共交通会議の中で、過疎地有償運送については、これは受け皿となるＮＰＯが、

まだ今の所、動きも情報も無いという事で、今回は検討の対象から外しました。タク

シーの助成については、今現在も高齢化対策の中でタクシーの助成制度、障害者対策

の中でのタクシー助成制度がございます。委員の方からご要望のありました部分につ

いては、この公共交通の運行体系の中ではなくて、別途、高齢者対策という新たな、

別の支援策の中で、対応策をどうするかという事になろうかと思いますので、その辺

は、ご意見いただきましたので、そういった対策の方で対応するような考え方であり

ます。 

委 員：後期高齢者の問題をこうやって出していただいて悪いのですが、タクシー券の補助な

んかは、後期高齢者の中でタクシー券の補助を出して、これと組み合わせるとか。タ

クシー会社がそれに対して恩恵を与えるとか。そんな事も検討しなくちゃならないと

いう風に思います。休みの時間に色々お話したんですが、非常にいいアイデアなんか

を思っていらっしゃるので、具体的な例で言っていただけると、色々と話も前向きに

なるのかなという風に思っていますので。出来ればこちら側にいる人達にも一言ずつ

答えればいいと思います。 

委 員：休憩時間にお互いに論議したんですけれども、やはりこの会議は、事務局から出され

たものに対して、どうこうっていう部分がありましたので、それぞれみんな理解が深

められないで、一方的過ぎるっていう反発感だけが出ているような感じでありますの

で、是非、大事な時間ではありますけれども、我々委員がお互いに市から提示された

経費削減をして利用者が利用しやすいっていう部分についてお互いに意見を出し合

っていきたいっていう部分もありますので、そういう時間をいただきたいと、そうい

う時間を提案して、出していただいて、我々も利用しやすいように、それからタクシ

ー業界の人もある程度譲歩していただけるような話し合いを、ここで持っていただき

たいな、という風に思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

委 員：復習の意味でお尋ねしますけれども、この交通の調査をスタートされた時、国の国交

省の調査ですよね。３年間に渡って行われるという事で今後のスケジュールの中で実

証実験という事である訳ですけれども、この結果によっては、この計画自体を見直し

てくれという事があるのか・ないのか。そもそもの目的の中で、今迄大事な地域の交

通を携わってこられた業者の方々、それと今、人数がマッチしていない交通の有り方、

それと財政が逼迫してきて、財政を削減しなきゃならない、色んな課題が出てきてい

る中で、目的を掲げた中で、どういう風にそれを進んでいったらいいのかという事で、

やはり説明不足な所、率直に申しますけれども、最初スタートする時に、ちょっと説

明不足な感じじゃないかなと思います。国交省のお金を頂いているんだから、結論出

したらそのままずうっと実行の段階までしなくちゃなんないっていう風に、我々は思

った訳です。だから、そういう面でさっき言った、実証実験を含めて、このままやっ

てもこの地域に合わないなあと思う時には補助金返還しなくてもいいものかどうか、
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運行できるものかどうか。それと、市長がおっしゃった、利用者の意見も聞いてくれ

っていう事であれば、利用者の要望と、今迄交通体系を支えてきた業者の方々、それ

の今迄やってきた中で何処の部分が足りないのか、何処の部分が無駄なのか、具体的

にお互いに歩み寄れるような話し合いにしてもらえば、利用者の方も、「そういう利

用であれば、市の方も窮屈な財政の中でこれからそれをどういう風に立て直していく

のか」が分かればお互いに安心出来ると思います。補助金で調査を頼むのだから、そ

の結果によってその通り実行しなくてはならない、その通り交通体系を変えないと駄

目だという風に、先入観を持って考えちゃうと、ボタンの掛け違いになるので、すみ

ませんが分かり易く、この場合によっては、こういう方向付けもありえるんだよ、と

いうような事をやってもらえば。さっきの休憩時間は皆さん熱心に聴話されていたん

です。その辺よろしくお願いします。 

会 長：利用者の方で何かありますか。 

副会長：利用者側についても多少、皆様不満があった訳でありますけれども、それよりもバス

会社、タクシー会社、業者側に大変な不満があるという風に私は捉えました。計画だ

けを先行していってしまったのかなあと、そういう後悔する面もあります。何故なら

ばバス会社も排除、タクシー会社も排除、その中でデマンド交通だけを取り入れて運

行形態を作っていくという様な答えの様に取られた面があります。そういう計画を作

るということは致し方ないという面もありますけれども、その前に業者は喜多方管内

において経営状態を良くする様に、色々努力をしている訳でありますから、それを全

部排除するような話ですので皆さんはがっかりされておりました。こういう計画を立

てるにあたっては、前もって業者と色々な面において、時間を割いてからこの場に臨

むという様な親切さがあって欲しかったのかなあという風に思います。 

委 員：よく分からないんですけれども。今事務局の説明を色々聞いたのですが、第一の目的

っていうか、路線バスの無駄っていうか、まずその辺の節約っていうか、当局の節約

をしたいっていう様な事が先かなって思ってるんですけれども、バスの経費節減をす

るのが目的なのか、ちょっと私よく分からないんです。デマンドっていうのは、その

後の利用者のサービスの事だと思うんですけれども、節減するのとデマンドは私は別

だと思っているんです。節約の問題とデマンドではどう関係があるのかなあと。目的

が何なんだろうと。私はバスの無駄というか、経費削減が一番先じゃないかと思った

訳なんですけれども。ただ、全部一式やらないと補助が出ないとか、補助を貰う為に

やろうとしているのか、その辺は私理解出来ないではいるんです。 

委 員：現在の交通体系を持続して行った場合は、国家の補助がないという事ですか。現在の

交通体系のシステムを変えないと、国家からの補助が出ないという事なのか。ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

委 員：利用者側の方としてはですねえ、一つこの中で、ＪＲだけは鉄道に入っているんです

けれども、会津鉄道が土曜日曜だけ直通で乗り入れしていますよね？ああいうものを

平日の中にも乗り入れ出来るように出来れば鉄道の便もよけいになるという事があ

って、それが逆に駅のある所に人を持ってくる様な、そういう方向にも繋がるんじゃ

ないかと思います。 

事務局：それではまず実証運行の結果によっては見直しが出来るのかというご質問についてで

すが、先程申しました様に、この実証運行もこの法定協議会で実証運行して行く訳で

ございますが、その際には、この実証運行については補助を貰う為に実証運行をやる

のでなくて、その３年間の実証運行によって、より良い交通体系を作って行くという
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事に対して国から補助金を頂くという事になりますので、最終目的はより良い、利用

者が増え、財政負担も一定程度軽減されるという、ましてや後期高齢化社会になって

いきますので、そういった公共交通の確保を目指すというのが目的であります。その

実証運行でございますが、毎年々その、評価とアドバイスという風な事で、国の方と

の協議の中でこの実証運行については評価をしていただいて、アドバイスをいただき

ながらやって行きますので、当然、見直しをしながら、ＰＤＣＡサイクルで進めて行

くという風な事でございます。 

それから、ボタンの掛け違いのお話でございますが、私達も丁寧な説明に心掛けて

来たつもりではございますが、ちょっとボタンの掛け違いといいますか、利用者とそ

れからバス事業者、タクシー事業者との受け止め方の違いが若干あったのかなあと。

この問題は今の課題、利用者の減に伴う財政負担とか高齢化社会に対応する公共交通

という観点から、より良い公共交通を目指したいという風な所が目的でありますので、

この様な観点から、関係者の方々との協議の中でより良い公共交通を目指して行くと

いう事でありますので、引き続き丁寧な説明に努めて参りたいと考えております。 

デマンドと節約の関係についてでありますが、どの公共交通の方法が、利用客が増

えて利便性が高まるかという風な事でありますが、利用者が増えますと運送収入が増

えて参ります。運送収入が増えて参りますと、その欠損補てんは市の方で今迄やって

来ておりますので、欠損補てんが減って行くという関係にございますので、利用され

る公共交通という部分からすると、ニーズの高いデマンド交通の方が運送収入にも繋

がるのではないかという事で、これまで色々な選択肢の中で、今回ご提案をして、ご

理解いただけるかなという所で、今回お示しをしたという事でございます。結果的に

こういった公共交通の計画作りについても、国の方から補助金をいただいております

し、実証運行についても、補助金をいただきながらやってきております。 

また、現行制度で行けば国は補助を出さないのかというお話がありましたけれども、

現行制度でも国の補助金を貰いながら運行をしております。例えば熊倉経由会津若松

行きは現在も赤字でありますので、それらの欠損補助赤字の部分については国からの

補助金、県からの補助金、それでも足りない部分は、関係市町村で、会津バスさんの

方に補助金を払っております。ですから、これから実証運行を国の支援策でやって行

きますけれども、本格的な運行についても国県の支援策は引き続き公共交通という観

点から継続されるものとは考えております。ただ今の所、利用者が少ないので、国も

県も市も欠損補助の補てんに終始して来ているもんですから、その辺を何とか改善で

きないかという内容でございます。 

また、土日の会津鉄道の乗り入れを今やっております。これは首都圏とのアクセス

で新幹線よりもゆっくりな旅が楽しめるという観点から、会津鉄道の車両をＪＲが借

りて、会津若松から喜多方まで運行している状況でございます。こういったところも

利用客の向上に向けた一つの素材にしていければという風に思っております。 

委 員：今の説明聞きまして、運行主体はバス事業者又はタクシー事業者となっております。

休憩中に真剣な討論を行われた中では、自分の仕事が脅かされるという状態をかなり

懸念されていると思われます。ですので、運行主体のバス事業者又はタクシー事業者

と、行政側のもっと深い両者の話し合いといいますか、お互い納得いった上での自分

達と一般の委員との話し合いとする順序の方が、自分達も分かり易く、業者の方もそ

れなりの、行政との意見の交換もかなり煮詰められるのではないかと思っています。

一番問題なのは仕事が脅かされるという風に解釈していると思います。その中で業者
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さんも企業努力もしなきゃならないし、行政側も話の中に盛ってもらった方が話も進

むのではないかと私は思います。 

会 長：はい、ありがとうございました。再開した後、事務局から皆さんにご説明したのは、

その点の懸念を払う説明をしたんですよね。つまり今まである路線バスをデマンドタ

クシーにしますよという事で、新たにタクシー業界に入り込むのではないですよ、と

いう説明を分かりにくかったかもしれませんが申し上げたんです。 

委 員：最初から、我々みんなの共通の認識でバス路線もお客さんがいない、コミュニティバ

スもいないんだ、これ共通の認識なんですよね。そういう中で、デマンド交通が、戸

口から戸口までだったら、それは今回の計画っていうのは、いわゆる、バス路線の無

駄を省くっていうのではなくて、そもそもバス路線はお客さんがいないんだから、コ

ミュニティバスも、だから、当然、戸口から戸口までって移動して行くんであれば、

タクシー事業者に対する、市の介入であるだろう。不効率なバス路線に対する案とし

てデマンド交通って言っているけれども、バス路線の利用者が少なくなっているんで

すよ。コミュニティバスも少なくなってきているんですよ。例えば、少なくなってい

る所で、補助金を打ち切りにしたらバス会社も大変でしょうけれども、議論としたら

分かりやすいですよ。何故、それでデマンドが出てくるんだと、デマンドの交通の性

格も曖昧なのに、なんでこんな話し合いをしているんだろう、こういう事を話し合っ

ているんですよ。だからね、全然、我々が言っている事を理解していないんですよね。

デマンドの性格次第でもって、仕事の内訳もあるし、遊んでいる不効率なバス路線の

効率化、住民の為にデマンド交通を考えているなら詭弁であって、そういう事をやる

としたら、戸口から戸口までなるはずなんだから。そうすればタクシー業の圧迫でも

何物でもないし、それは詭弁ですよ。 

会 長：そういう説明ではなくて、さっきの説明をもう一回ゆっくりですね、噛み締めて聞い

て欲しいんですけれども。朝夕の定時の方が今迄のバス路線を行きます。昼間の部分

については事前に電話で予約をしてその時間に行きます。午前中に１回、夕方に１回。

デマンド型のまさに電話で予約をするのも午前中に１回、午後 1回。バスが走ってい

た所を代替するという事なんです。そこの理解が違うと、まさにタクシーと同じじゃ

ないかという話になる。もしかしたらその理解が、あるいは説明不足だったのかもし

れません。 

委 員：少なくとも、我々は現実、毎日お客様を乗せている訳ですね。朝夕の定期型でバス事

業者なり我々が参入したとして、それに対する車・人員を手配、それが現実的にどれ

だけ大変か分かる訳です。話がずれますけれども、我々山都地区なんかの場合につい

ていいますと、お客さんがどういう人かといいますと、雪降ったらチェーンを付けて、

そして戸口まで行って、相手は、この人はこの病院だから、この人は何時のバスだか

ら、何時の電車で行くんだから、っていう個別的なものとりに、そういうお客が物凄

く多いんですよ。高齢化になればなるほどです。個別的な、そして時間が制約されて

いるような、そういう事を考えると、中学生がどうなっているのか、コミュニティバ

スの客がどの位いるのか、スクールバスどうやって人がいるのか想像つきますよ。昼

間予約なんかどうやって受け付けて、どうやって人員配置をして、昼間予約して停留

所なんかに行ったって、誰も乗ってなんか来ませんよ。当然、戸口に行かなければ電

話なんてきませんよ。そしたら、全然タクシー業界と変わりないって事が、当たり前

でしょ、こんなの。 

会 長：分かりました。ですからそういう事も含めて実証的にやってみたいという事をいって
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いる訳なんです。「当たり前でしょ」っていうのは、業界のベテランですからそうい

う風に思われるのかもしれませんけれども。今迄路線バスでやっていた事を、このデ

マンド型にしてみて実態をみてみたいと、実証してみたいという提案です。提案とし

てそういう事を言っている訳ですから、提案として、「いやあそれは提案だもの、全

然意味が無い」という事なのか、「提案だからやってみたらどうか」という事なのか

と、いう事になろうかと思います。 

委 員：会議中に、皆さんのご意見に対して、意見言うことは申し訳ないと思いますけれども、

○○委員の言っている事はあくまでも自分個人的な事を言っていますので、是非とも

そうでなくて、発展的な会議にして頂きたいと思います。我々２０名、３０名の方が、

ここに一生懸命時間を割いて来ています。ここは、個人々の利益ばっかりじゃなくて、

勿論、個人の利益も尊重されますけれども。全体的に見てどうなのかっていう発言で

お願いしたいなという風に思っています。 

委 員：少なくとも今日私、議論したのは、いちタクシー業者で発言している訳ではないです

よ。一つだけ文句言います。他の委員も指摘しましたけれども、この資料で討論して

下さいって言ったって、デマンド型交通にした場合の収入があるんだと、これ大事な

話でしょ。これの根拠なんて、全く希薄だっていうのは我々の共通認識として持てな

いんでしょうかねえ。そういう論調でもって、私は話しているんであって、個人的に

利益を誘導しようなんて話はした事ないですよ。 

委 員：申し訳ないって思っていますけど、そういう風に言われれば、私達の方から言えば、

利用するようなやり方でやって欲しい、今迄は駄目だったから。 

委 員：少なくとも私が議論してきたのは、利用者の立場に立っても発言しています。 

委 員：個人的なお話だっていう話がありましたけれども、結局この計画を行うという事は、

タクシー事業者の経営の体力を奪う事はもう間違いないだろう。という事は結局、市

政全体からみれば市の健全な産業の育成という観点も一方ではあるんじゃないかと

思うんですよね。ですから、そういう観点もやっぱり、あくまでも公共交通だという

捉え方だけではなくて、そういった物の見方をして欲しいなと思います。 

先程からタクシーの影響ばかり取り沙汰されていますけれども、この計画を実施し

た場合にバスにとってどのような影響があるのかと考えますと、現在の喜多方営業所

の運転手がおそらく半分位人員整備の必要が出てくるのではないかと思います。９

９％が喜多方市民です。現在のこの厳しい失業率の高止まりをしている雇用の情勢の

中、一方ではですね、市政全体の雇用対策という事から考えるとですね、事業の健全

な育成もありますし、雇用対策という事は、回りまわって市の税収だとか、歳入だと

いった事にも関わって来る訳です。 

私、今日は労働組合という立場で出ておりますので、今ほど申し上げました通りに、

皆さんそれぞれの組織を代表されて出て来られたと思います。そこの組織の人員の半

分を削減する計画をここで了解してくれと言われても、「はい、分かりました」と言

える人は、まず居ないと思います。そういった意味で、前回、私、会議の最後に申し

上げました「非常にこの会議の図り方、懸念をしています」という話をしたんですけ

れども、その後、全く利害関係者も調整を行われていないという事は大変残念だと思

いますし。事前の調整というのは必要だと思いますし、今日この場で結論を出してく

れと言われるのは非常に私は、元々腹積もりもありませんし、事前の組織内の調整も

しておりませんから、是非ともその当たりをご理解をいただきたいという事を一言申

し上げさせていただきたいと思います。 
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会 長：はい、分かりました。それではバスの話が出ましたので、バス会社の方から何か、ど

うですか。 

委 員：長年生活路線を維持して参りました。マイカー依存の中で、バスの利用が年々減って

きました。当社としては生活路線については、喜多方市と相談しながら維持対策をし

てきたという現状を一応分かって欲しいということがございます。経費削減の為にダ

イヤを削ってきたこともあるし、日曜日についても昨年度から運休になったと思いま

す。努力をしながら生活路線を維持して参りました。維持対策として市から補助をも

らいながら、運行しているのも事実であります。市の財政の部分での御苦労も理解し

ているつもりです。組合の方から話がありました通り、うちとしても車それから人を

抱えた中で運行してきている訳なんですが、そこら辺も急に出た話ですので、対策を

練っていかなくちゃならないなあという風に思っています。難しい問題であるのは事

実であります。うちの方としても協力しながら、今迄生活路線を維持してきた訳です

ので、納得いくような交通体系になっていかなければという風に思っております。 

会 長：はい、ありがとうございました。皆さんのご意見をお聞きしておりますと、どうもま

だ腑に落ちない点がいっぱいあって、納得できない点がいっぱいあるようですから、

お忙しい方々ではございますので、今日の所はこの辺で止めて、皆さんから出ました

宿題をそれぞれよく噛み締めて次回の会合迄に整えて皆さんにお諮りするというこ

とに会長権限でさせていただきたいと思います。私の取り進め方もまずい部分もいっ

ぱいありまして、また途中、中座いたしまして申し訳ございませんでした。今日のと

ころはこんな所で終わらせていただきたいと思います。ご協力を感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

 

４．その他 

次回の開催日程は、別途案内する旨を伝達した。 

 

５．閉会 


