
第４回喜多方市地域公共交通会議 次第 

 

日時：平成 21 年 10 月 28 日（水） 

午後 1 時 30 分～ 
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１．基本方針（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．目標 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 方針１．交通資源の「整序化」         

 
■1）路線バスと委託バス、コミュニティバス、巡回福祉バスの路線が重複していることから、重複区間の調整を行

い、バス路線の効率化を図ります。 

■2）バスは通勤通学や通院を目的とした毎日の利用もありますが、全体的に利用者が少なく、利用者がまったく

乗っていないバスも運行されています。バス利用者だけでなく、潜在需要を含めた交通行動に適合した運行ダ

イヤの見直しが必要です。 

■3）乗客の少ない大型バスの運行は、「もったいない」という意見が多くあり、また高齢者にとって乗り降りが大変

だという意見もあります。利用状況を勘案し、利用者数に適合した利用しやすい運送車両を検討します。 

■4）スクールバスは路線バス以上の地域を運行しており、利便性の高い交通機関となっています。スクールバス

の利用条件を緩和し、一般住民も利用できるようにするなど、スクールバスや送迎バスの混乗を検討します。 

■5）地域間の移動には鉄道も利用されていますが、鉄道利用時には乗換えが何度も必要になっています。鉄道

とバスの連携を強化するとともに、乗継環境の向上に努めます。 

方針２．異なる「地域性」の尊重       

 
■1）現在の喜多方市は５つの市町村が合併して誕生しました。地域ごとに、地形状況や市街地の形成、交通需

要等が異なっており、一律の公共交通は馴染みません。地域特性を考慮した交通システムを導入します。 

■2）現在も合併前の交通システムが継続していることから、地域によって公共交通のサービス内容が異なります。

公平性に配慮しながら、サービス水準を是正する必要があります。 

■3）広い市域を有する喜多方市では、山間地に集落が点在し、公共交通を利用できない地域が存在します。地

理的要因を考慮しながら公的支援も含め、交通空白地域・不便地域に居住する方の交通手段を検討します。 

多様な交通の連携と調整を行い、無駄を省いた効率的な交通体系を構築します。 

公平性に配慮し、地域の実態に即した交通システムを導入します。 

 
 方針３．住み続ける「安心感」        

 
■1）「バスがなくなると困る」「バス路線を維持してほしい」という意見が多い一方で、普段は自家用車を利用する

人がほとんどです。利用者が少ないままバス路線を維持することは困難であり、公共交通を利用する市民の協

力が欠かせません。公共交通の利用促進方策に取り組み、交通手段がなくなることへの不安を払拭します。 

■2）行政負担を抑制することは、持続可能な交通体系の必須条件です。しかし、人口減少が予想されるなか、利

用者の大幅な増加による収益向上は期待できません。財政負担と利用者数のバランスを考慮しながら、ひとり

でも多くの市民が公共交通を利用する仕組みを構築します。 

■3）公共交通は市民の自由な行動を支援する重要な手段です。市民や事業者、行政が、公共交通が貴重な財

産であることを理解し、公共交通を維持する意識を持ち続けられるように、それぞれの立場で役割を担っていく

ことが重要です。地域の関係者が連携して、いつまでも安心して暮らせる喜多方市を実現するための公共交通

を目指します。 

市民のニーズに応え、持続可能な交通体系を確立します。 

目標１．路線の再編         
 

重複路線の再編を行うとともに、運行経路の見直しも検討します。 
 

■1）重複路線再編の検討 

■2）運行経路の見直し 

目標２．新しい交通システムの導入  
 

デマンド交通またはスクールバスや送迎バスの混乗等、 

        地域の実態に即した新しい交通システムを検討します。 
 

■1）デマンド交通導入の検討 

■2）スクールバス、送迎バスの混乗や統合の検討 

■3）コミュニティバス等導入の検討 

目標３．運行サービスの見直し    
 

通勤通学や高齢者の交通行動に合わせた運行形態の見直しを行い、サービス水準を是正します。 
 

■1）運行ダイヤの見直し 

■2）料金体系の見直し 

■3）運送車両の見直し 

目標４．乗り継ぎの改善       
 

公平性に配慮し。バスや鉄道または家族送迎時の乗り継ぎ環境の整備を行います。 
 

■1）鉄道ダイヤとバスダイヤの接続の見直し 

■2）乗り継ぎ環境整備 

目標５．利用促進          
 

住民の公共交通の利用を促進するとともに、意識啓発を行います。 
 

■1）定期券・回数券、割引券制度の検討 

■2）バスマップ･乗り継ぎマップ作成の検討 

■3）公共交通に関するイベント開催の検討 

目標６．運営の効率化        
 

      持続可能な公共交通の仕組みについて、検討・調整を行います。 
 

■1）運行経費の抑制 

■2）みんなで支える公共交通の仕組みづくり 
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３．交通現況について 

 喜多方市の交通現況について、地形状況を踏まえ、主な交通流動と通学流動及び公共交通の利用状況について整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高郷 

山都 

塩川 

喜多方 

熱塩加納 

喜多方駅 

荻野駅 

塩川駅 

山都駅 

【地形道路状況】 

・「旧喜多方・熱塩加納・塩川」と「山都・高郷」は地形的に分断される。

・両地域を結ぶ道路は、道路構造や冬期交通など脆弱である。 

 

【主な交通流動】 

市内             市外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【公共交通の利用状況】 

・旧喜多方～高郷・山都の公共交通はＪＲのみである。 

・旧喜多方～塩川の公共交通は、ＪＲとバスである。 

・旧喜多方～熱塩加納の公共交通は、バスのみである。 

・塩川、高郷、山都から旧喜多方への通学流動は、ＪＲ利用が多い。 

・自宅から駅までは、路線バスの利用もあるが家族送迎が主である。 

・熱塩加納から旧喜多方へは、直接目的地までの家族送迎が多い。 

至 会津坂下町 至 会津若松市 

至 北塩原村 

凡例 

交通流動 

通学流動 

家族送迎 

駅まで家族送迎 

目的地まで家族送迎 

駅まで家族送迎

ＪＲ利用

南北交通が主軸

  熱塩加納－旧喜多方 

塩川  －旧喜多方 

山都  －旧喜多方 

高郷  －旧喜多方 

旧喜多方－北塩原村 

旧喜多方－会津若松市 

塩川 －会津若松市 

高郷 －会津坂下町 

・周辺地区から旧喜多方への

流動が主である。 

・旧喜多方以外の地区間交流

は少ない。 

・会津地方の中心地である会津

若松市との流動がある。 

・隣接する北塩原村からの流動

がある。 

・高郷地区の生活圏域である会

津坂下町への流動がある。 
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４．バスの利用状況について 

 

 

 
 

【通常期】 （便/日） （人/日） （人/便）

種別 路線名 便数

往路 復路 計 往路 復路 計 往路 復路 1日

委託バス 平沢線 5 5 10 6.6 7.6 14.2 1.3 1.5 1.4

（市町村生活バス） 雄国川前線 5 5 10 8.4 10.6 19.0 1.7 2.1 1.9

真木線 5 5 10 20.8 14.6 35.4 4.2 2.9 3.5

一ノ木線 5 5 10 12.6 9.4 22.0 2.5 1.9 2.2

荻野線 4 5 9 10.0 38.2 48.2 2.5 7.6 5.4

（うち市内） (2.6) (3.2) (5.8) (0.7) (0.6) (0.6) 

路線バス 塩川線 11 11 22 111.2 91.0 202.2 10.1 8.3 9.2

（生活交通路線） （うち市内） (45.2) (46.9) (92.1) (4.1) (4.3) (4.2) 

熊倉線 6 6 12 40.8 34.8 75.6 6.8 5.8 6.3

（うち市内） (11.0) (10.8) (21.8) (1.8) (1.8) (1.8) 

千石沢線 6 7 13 20.6 25.6 46.2 3.4 3.7 3.6

夢の森線 5 6 11 14.4 11.2 25.6 2.9 1.9 2.3

坂下線 5 5 10 31.2 29.2 60.4 6.2 5.8 6.0

（うち市内） (22.1) (17.7) (39.8) (4.4) (3.5) (4.0) 

裏磐梯線 8 7 15 73.6 54.4 128.0 9.2 7.8 8.5

（うち市内） (18.2) (20.6) (38.8) (2.3) (2.9) (2.6) 

表 路線バス乗降調査（平日)

乗降客数（日平均） 乗降客数（便平均）

喜多方市街地 

山都町

高郷町 

熱塩加納町

塩川町 

至 会津若松市 至 会津坂下町至 会津坂下町

北塩原村

坂下線

60.4 人/日

6.0 人/便

夢の森線

25.6 人/日

2.3 人/便

千石沢線 

46.2 人/日 

3.6 人/便 

平沢線

14.2 人/日

1.4 人/便

岩月小学校（5.8 人/日） 

雄国川前線

19.0 人/日

1.9 人/便

喜多方高校

熊倉小学校（6.4 人/日）

×××   
×××   

真木線

35.4 人/日

3.5 人/便

真木

慶徳小学校

慶徳ふれあい館
（4.8 人/日） 

×××

×××
×××

×××
×××

11.4 人/日

一ノ木線

22.0 人/日

2.2 人/便

いいでの湯

一の木

荻野線

48.2 人/日 

5.4 人/便

×××
×××   
×××   ×××   

×××   

塩川線 

202.2 人/日 

9.2 人/便 

塩川ロックタウン 

（15.0 人/日） 

塩川駅 
熊倉線

75.6 人/日

6.3 人/便

×××
×××

裏磐梯線

128.0 人/日

8.5 人/便

夢の森

有
隣
病
院

飯
塚
病
院

13.2 人/日

・幼稚園への通園利用

・熊倉小学校への通学利用・慶徳小学校への通学利用

・夕方の帰宅利用

・自宅⇔山都駅の利用

・主に坂下町での利用 

・高郷町⇔坂下町の昼間の利用 

・喜多方市⇔塩川町⇔会津若松市の利用 

・喜多方市街地⇔会津若松市の利用

・喜多方市街地⇔北塩原村の利用

・有隣病院への通院利用 

・夢の森、熱塩温泉駅、喜多の郷への利用

喜多の郷

熱塩温泉駅

・飯塚有隣病院への通院利用

・会津坂下町からの通学利用

熊倉町山都駅

270 人/日

荻野駅 

60 人/日 

喜多方駅

1157 人/日

塩川駅 

317 人/日 

【委託バス】 

■平沢線 

・主に地区内の幼稚園への通園利用である。 
■雄国川前線 

・主に地区内の熊倉小学校への通学利用である。 
■真木線 

・主に地区の利用であり、利用時間帯・目的がほぼ限定されている。 
  朝：慶徳新町⇒慶徳、真木⇒慶徳（慶徳小学校への通学利用） 

  夕：慶徳ふれあい館⇒真木 

■一ノ木線 

・全区間に利用があり、「山都駅-自宅間」で利用されている。 

■荻野線 

・会津坂下町の利用が多く、高郷町の利用は 12％（5.8 人/日）である。

・高郷町の利用は、坂下町との昼間の利用である。 

【路線バス】 

■塩川線 

・市内の利用は、46％（92.1 人/日）と半数以下である。 
・「旧喜多方-塩川-会津若松市間」で利用されている。 

■熊倉線 

・市内の利用は、29％（21.8 人/日）である。 
・主に「喜多方市街地-会津若松市間」の利用である。 

■千石沢線 

・利用目的がほぼ限定されている。 

地区内：自宅⇔有隣病院 

地区外：喜多方市街地⇔各施設（夢の森、熱塩温泉駅、喜多の里）

■夢の森線 

・飯塚病院への通院利用が多い。 

■坂下線 

・市内の利用は、66％（39.8 人/日）と他路線に比べ多い。 

・喜多方市街地内の通学利用が主であり、地区内の利用は少ない。 
・会津坂下町からの通学利用が多い。 

■裏磐梯線 

・市内の利用は 30％（38.8 人/日）である。 

・主に「喜多方市街地-北塩原村間」の利用である。 

慶徳新町

バス路線利用状況 凡例 

200 人/日以上 

100 人/日以上 

50 人/日以上 

50 人/日未満 

路線のうち利用が少ない区間

利用者が多い地区 

バス停（乗降者ゼロ） ×××
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５.バス再編等の方向性 

①委託バス 

項目  平沢線 雄国川前線 真木線 一ノ木線 荻野線 

路線概況 

 

区間（起終点） 旧喜多方内 

（喜多方駅～平沢） 

旧喜多方市内 

（喜多方駅～雄国川前） 

旧喜多方市内 

（喜多方駅～真木） 

山都町内 

（山都駅～一ノ木） 

高郷町～会津坂下町間 

（荻野駅～坂下緑町） 

 便数（便/日） 10 便/日 10 便/日 10 便/日 10 便/日 9 便/日 

利用者数 通常期  人/日（うち市内） 14.2 人/日（同左） 19.0 人/日（同左） 35.4 人/日（同左） 22.0 人/日（同左） 48.2 人/日（5.8 人/日） 

  人/便 1.4 人/便 1.9 人/便 3.5 人/便 2.2 人/便 5.4 人/便 

 冬 期  人/日 21.0 人/日 40.4 人/日 54.2 人/日 32.6 人/日 104.4 人/日 

  伸び率(冬期/通常) 1.5  2.1  1.5  1.5  2.2  

利用状況 多い区間 ・平沢方面から幼稚園への通園利用が多

い。（5.8 人/日） 

・地区内での熊倉小学校への通学利

用が多い。（6.4 人/日） 

・喜多方東高校への通学利用も見られ

る。（3.4 人/日） 

・慶徳小学校へ朝の通学利用が多い。

慶徳新町方面⇒慶徳（13.2 人/日） 

真木方面⇒慶徳 （11.4 人/日） 

・慶徳ふれあい館から真木への夕方の

利用が多い。（5 人/日程度） 

・山都駅⇔一ノ木間の全区間で利用さ

れている。 

 （3.6 人/日） 

 

 

・会津坂下町内での利用が 88％であ

る。 

 

 少ない区間 ・喜多方市街地と地区間の利用は少な

い。 

・喜多方市街地内の移動にほとんど利用

されていない。 

・喜多方市街地内での利用は少ない。

 

・喜多方市街地と地区間の利用は少な

く、喜多方市街地内での移動にもほ

とんど利用されていない。 

・全体的に利用者数は少ない。 ・高郷町内での利用は 12％と非常に

少なく、往復路とも会津坂下町への

昼間の利用である。 

 乗降者ゼロ区間 

（バス停 2 区間以上） 

・北大沢⇔三ツ谷（2 区間） ・大通り四ツ角⇔幸町（2 区間） 

※喜多方市街地内 

・宮在家⇔舞台田（3 区間） 

・新宮⇔田原入口（2 区間） 

・なし ・高郷中学校⇔荻野入口（3 区間） 

 通学利用の有無 ○ ○ ○ × ○ 

現況の公共交通 バス路線の重複・並行区間 ・高齢者活動センター送迎バス ・熊倉線 

（喜多方市街地～熊倉小学校） 
× 

・山都コミュニティバス 

・山都スクールバス 

・高郷スクールバス 

 ＪＲの代替可能性 × × × ・磐越西線（喜多方～山都） ・磐越西線（荻野～山都～喜多方） 

財政負担（Ｈ21 当初）  （円/人）  7,208 千円（360 円/人）  2,874 千円（353 円/人） 2,321 千円（187 円/人） 

  （純輸送人員）  20,050 人  8,140 人 12,410 人 

現況整理  ・喜多方市街地と平沢を結ぶ路線であり、

他に高齢者活動センター送迎バスがあ

る。 

・利用者数は 14.2 人/日と、委託バスの中

で も少ない。 

・主に地区内の小学生の通学利用であ

り、喜多方市街地と地区間の利用は少

ない。 

・喜多方市街地と雄国川前を結ぶ路線

であり、市街地から熊倉小学校まで

は熊倉線との一部重複区間がある。

・利用者数は 19.0 人/日と少ない。 

・主に地区内での熊倉小学校への通

学利用されている。 

・利用者数は 35.4 人/日と、委託バス

の中では 2 番目に多い。 

・主に慶徳町内での利用であり、利用

時間帯、利用目的がほぼ限定され

ている。 

 （朝：慶徳新町⇒慶徳、真木⇒慶徳）

 （夕：慶徳ふれあい館⇒真木） 

・山都駅と一の木を結ぶ路線であり、

山都コミュニティバスやスクールバス

も運行されている。 

・利用者数は 22.0 人/日と少ないが、

乗降者ゼロ区間はなく、山都駅⇔自

宅間の移動手段として利用されてい

る。 

・高郷町と会津坂下町を結ぶ広域路線

である。 

・利用者数は 48.2 人/日と委託バスの

中で多いが、高郷町の利用は約 1

割と非常に少なく、市の委託路線と

しては問題である。 

方向性  ・利用者数が非常に少ないため、通学の

移動手段が確保できる交通手段を検討

する。 

・高齢者活動センター送迎バスとの一本

化により、効率化を図ることができる。 

・今後、スクールバス導入の検討が予定さ

れている。 

・利用者数が少なく、また熊倉町内の

移動が主であることから、通学の移

動手段が確保できる交通手段を検

討する。 

・委託バスの中では、2 番目に多い利

用者数ではあるが、利用時間帯、利

用目的がほぼ限定されているため、

利用実態に応じた移動手段が確保

できる交通手段を検討する。 

・路線が重複していることから、山都コ

ミュニティバスやスクールバスの活用

により、効率化を図ることができる。 

・高郷町での利用は非常に少ないた

め、日中の買物利用に応じた移動

手段が確保できる交通手段を検討

する。 

・会津坂下町内の利用が多いことか

ら、同町との調整が必要である。 
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②路線バス 

項目  塩川線 熊倉線 千石沢線 夢の森線 坂下線 裏磐梯線 

路線概況 

 

区間（起終点） 旧喜多方～塩川～会津若松市 

（喜多方営業所～会津若松駅） 

旧喜多方～塩川～会津若松市

（喜多方駅～米代バスセンター）

旧喜多方～熱塩加納 

（喜多方駅～千石沢） 

旧喜多方～熱塩加納 

（喜多方駅～夢の森） 

旧喜多方～塩川～会津坂下町 

（喜多方営業所～坂下営業所） 

旧喜多方～北塩原村 

（喜多方駅～裏磐梯ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ）

 便数（便/日） 22 便/日 12 便/日 13 便/日 11 便/日 10 便/日 15 便/日 

利用者数 通常期  人/日（うち市内） 202.2 人/日（92.1 人/日） 75.6 人/日（21.8 人/日） 46.2 人/日（同左） 25.6 人/日（同左） 60.4 人/日（39.8 人/日） 128.0 人/日（38.8 人/日） 

  人/便 9.2 人/便 6.3 人/便 3.6 人/便 2.3 人/便 6.0 人/便 8.5 人/便 

 冬 期  人/日 278.6 人/日 - 64.8 人/日 43.0 人/日 114.4 人/日 - 

  伸び率(冬期/通常) 1.4  - 1.4  1.7  1.9  - 

利用者特性 多い区間 ・主に喜多方市⇔塩川地区市

⇔若松駅周辺の市街地間の

利用が多い。 

・喜多方東高校への朝夕の通学

利用も見られる。 

・塩川ロックタウンの利用も見ら

れる。（15.0 人/日） 

・ 会 津 若 松 市 内 で の 乗 降 が

71％である。 

 

・熱塩加納⇔有隣病院間の通院

利用が多い。（4.8 人/日） 

・喜多方市街地と喜多の郷、夢

の森、熱塩温泉駅間の利用も

見られる。 

 ・会津坂下町から喜多方高校へ

朝夕の通学利用が多い。 

・喜多方市内での利用が 66％と

多く、主に市街地内の移動に

利用されている。 

・特に喜多方駅⇒喜多方高校へ

の朝の通学利用が多い。 

・主に北塩原村での利用であ

る。 

・喜多方市街地～北塩原村間の

利用がほとんどである。 

 少ない区間 ・ 喜 多 方 市 内 で の 利 用 者 は

46％と半数以下である。 

・喜多方市内での利用は 29％と

少ない。 

 

 ・全体的に利用者数は少ない。 

・喜多方市街地や熱塩加納から

飯塚病院バス停を利用した通

院が見られる。 

・塩川地区での利用は非常に少

ない。 

・喜多方市内の利用は、30％と

非常に少ない。 

 

 乗降者ゼロ区間 

（バス停 2 区間以上） 

・なし ・なし ・なし ・なし ・末広町⇔県職員公社（2 区間）

・荒分⇔台（2 区間） 

・なし 

 通学利用の有無 ○ × × × ○ × 

現況の公共交通 バス路線の重複・並行区間 ・熊倉線（並行区間） ・塩川線（並行区間） 

・雄国川前線（重複区間） 

・塩川巡回福祉バス 

・スクールバス 

・夢の森線（重複・並行区間） ・千石沢線（重複・並行区間） × × 

 ＪＲの代替可能性 ・磐越西線 

（喜多方～塩川～会津若松） 
× × × × × 

財政負担（Ｈ21 当初）  （円/人） 3,583 千円（19 円/人） 5,112 千円（55 円/人） 11,871 千円（246 円/人） 11,483 千円（409 円/人） 4,824 千円（173 円/人） 4,000 千円（61 円/人） 

  （純輸送人員） 184,809 人 93,047 人 48,345 人 28,094 人 27,929 人 65,844 人 

現況整理  ・塩川地区を経由し、喜多方市

街地と会津若松市を結ぶ広

域路線として通学・買物利用

されている。 

・喜多方市内の利用者は 92.1

人/日と半数以下である。 

・塩川地区内には塩川巡回福祉

バスやスクールバスが運行

し、塩川線も並行している。 

・喜多方市の利用者は 21.8 人/

日と非常に少ない。 

・喜多方市街地と千石沢を結ぶ

路線であり、利用者数は 46.2

人/日と少ない。 

・地区内では通院利用、市街地

からは各施設への利用と利用

目的がほぼ限定されている。 

・喜多方市街地と夢の森を結ぶ

路線であり、利用者数は 25.6

人/日と非常に少ない。 

 

・主に会津坂下町からの通学な

どに利用されている。 

・喜多方市内では、市街地内で

の移動であり、塩川地区での

利用は非常に少ない。 

・喜多方市街地と北塩原村を結

ぶ路線である。 

・利用者は 128.0 人/日と他路線

に比べ多いが、喜多方市内

の利用は非常に少ない。 

 

方向性  ・全体の利用者数は、路線バス

の中で も多いため、当面は

現 状 維 持 の 可 能 性 が 高 い

が、喜多方市内の利用者が

少ないことから、利用実態に

応じた効率化の検討が必要

である。 

・利用者数は極わずかなため、

地区内の移動は塩川巡回福

祉バスの活用で代替できる。 

・喜多方市と会津若松市間の広

域路線は、塩川線との一本化

により効率化が図られる。 

・利用者が少なく、利用目的も限

定されているため、夢の森線

との一本化により効率化が図

られる。 

・利用者数は非常に少ないこと

から、市街地と地区間の移動

は、千石沢線との一本化によ

り効率化が図られる。 

 

・塩川地区からの利用は少ない

ため、地区間移動のための路

線の必要性は低い。市街地

内の移動は、利用実態に応じ

た移動手段が確保できる交通

手段を検討する。 

・ただし、会津坂下町との調整が

必要である。 

・喜多方市内の利用は非常に少

ないため、喜多方市民の利用

状況からの路線の必要性は

低い。 

・ただし、北塩原村との調整が必

要である。 
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６．交通モードの説明 

運送の種類   一般乗合旅客運送  自家用車による無償運送  

名称 路線バス コミュニティバス 乗合タクシー デマンド型交通 スクールバス 送迎バス 

運営主体 バス事業者 市町村等 市町村等 市町村等 市町村等 企業や医療機関等 

運行主体 バス事業者 バス事業者・自治体等 タクシー事業者・自治体等 タクシー事業者等 市町村等 企業や医療機関等 

概要 路線を定め、時刻設定が定時で

ある運行の形態。 

一定地域内を運行している地域

密着型のバス。 

乗合バスのように乗り合いで旅客

を運送するタクシー。 

乗客からの事前予約を受け、乗客の要望を直接運行に反映させる

形態。 

通学生を運ぶ専用バス。 企業等の送迎バス。 

主な車両 大型・中型・小型バス 大型・中型・小型バス 大型・中型・小型バス 

ジャンボタクシー 

ワゴン車・セダン 大型・中型・小型バス 

ワゴン車 

大型・中型・小型バス 

ワゴン車 

運行形態  定時定路型  利用者に応じる 定時定路型 どちらもある 

許可等  4 条許可（緑ナンバー）  4 条許可（緑ナンバー） 無料の場合は法律適用外 

運転者の要件  2 種免許  2 種免許  

運賃  有料  有料 無料 

・基本は、予約のある地点を結んで運行する 

・路線バスよりも面的にカバ－できる 

・利用対象者を地域住民にも広げる｢混乗｣と、既存のバス路線等

を統合し、新たな生活交通とする「統合」がある 

・補助金で車両を購入している場合は、承認や届出が必要 

ポイント ・大型バスで、定時定路型の運

行である 

・運営主体が市町村等である 

・定時定路型で、利用方法は路

線バスと変わらない 

・バス停間隔の短縮など、路線バ

スよりきめ細やかなサービスが

多い 

･スクールバス等へ統合し、コミュ

ニティバスとする例もある 

・ジャンボタクシー等を活用し、乗

合で運行する 

・定時定路型が多く、乗降場所は

フリーの場合もある。 

・利用方法は路線バスと同じ 

①迂回型 

予約に応じて迂回運行をする 

②起点終点固定型 

起終点があり、市街地と郊外 

を結ぶようなケースに適応する 

③起点終点不定型 

起終点がなく、ドアツードアで 

運行する 

・路線バス等をスクールバ

スとして活用している例も

ある。 

・一般利用者と患者が求めるサービ

ス内容が異なるので、両者が満足

するサービス水準を確保すること

は難しい。 

・医療機関毎に送迎バスの運営方法

が異なるため、医療機関数が多い

場合、調整困難が予想される。 

適応地域 利用者の密度が高く、 

線的に分布している地域 

（市街地部・幹線道路沿いの市街地） 

利用者の密度が比較的低く、 

線的に分布している地域 

（路線沿いの集落） 

利用者の密度が低く、 

面的に分布している地域 

（市街地周辺部・山間地等点在集落） 

すでに、バスが運行している地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山都地区 

・高郷地区 

・塩川地区の一部 

喜多方市全体 

メリット ･迂回が少なく効率的な運行がで

きる。 

・バス停に行けば、定められた時

刻のバスに乗車できる。 

・小型バスにより、道路の狭い地

域への運行が可能である。 

・路線バスよりも需要が少ない地

域での導入可能である。 

・バスが運行できない地域への運

行が可能である。 

・自宅近くにバス停設置が可能で

ある。 

・利用に応じて運行の変更や休止ができるので、効率的な運行が可

能である。 

・需要の少ない地域でも導入可能である。 

・予約地点のみを経由するので、需要を面的にカバーできる。 

・公共交通として活用でき

れば、有効な交通資源

になる。 

・公共交通の利便性を高めることで、

医療機関の協力を得る方法もある。 

デメリット ・人口等の密度の少ない地域で

は、カバーできる需要規模が小

さくなり、非効率となる 

・路線バスとの整合が図れない

と、路線バス利用者が減少す

る。 

・車両が小さいため一度の乗車

人員が制限される場合がある。 

 

・利用者は予約が必要である。 

・相乗りする人によっては、迂回が生じ、所要時間が変動する。その

ため、適正な導入エリアを検討する必要がある。 

・法的な整理や運行主体の協力が必要である。 

・通学や診療時間を考慮した運行経路や運行ダイヤにする必要が

あるが、同じ経路を運行しなかったり、時間に隔たりがある場合は

調整が難しい。 

 

・市街地部 

・市街地周辺部 

・山間地 ・路線沿いの集落 
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７．公共交通の方向性 

旧喜多方地区 

社会 人口※1・高齢化率 34,382 人（63.7％）  29.3％ 

現況 世帯・高齢世帯※2 11,512 世帯  18.6％ 

 バスカバー率※3 76.1％ 

 

  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

【会津若松市間】 

①JR 利用、塩川線と熊倉線の維持 

→バス路線の利便性を高めて維持する。 

②JR 利用、塩川線と熊倉線の一本化 

 →バス路線の利便性を高めて維持し、一本化により効率化を図る。 

 

③JR 利用、塩川線、熊倉線の廃止 

 →幹線路線の役割はＪＲが担う。 

 →利用者の少ない路線を廃止することで、財政負担が軽減する。 

 

【会津坂下町間】 

①坂下線の存続 

 →市町間を担う幹線バス路線を維持できる。 

②坂下線の廃止（会津坂下町と調整） 

 →利用者の少ない路線を廃止することで、財政負担が軽減する。 

【北塩原村間】 

①裏磐梯線の存続 

 →市村間を担う幹線バス路線を維持できる。 

市外 【会津若松市間】 

・中心都市である会津若松市との

交通需要がある。 

・会津若松市への通勤通学の交

通需要がある。 

・塩川線、熊倉線が連絡している。 

・ＪＲと路線バスが選択できる。 

・会津若松市へはＪＲ利用も多い。 

 

【会津坂下町間】 

・坂下線が連絡している。 

・喜多方市への流入が多い。 

 

【北塩原村間】 

・裏磐梯線が連絡している。 

・喜多方市への流入が多い。 

 

■JR 

・喜多方駅を利用する 

■塩川線（路線バス） 

・塩川を経由し、喜多方市街地と

会津若松市を結ぶ広域路線とし

て通学・買物利用されている。 

・喜多方のバス路線の中で、 も

利用が多い路線である。 

■熊倉線（路線バス） 

・会津若松市内での乗降が 71％

である。 

■坂下線（路線バス） 

・会津坂下町からの通学などに利

用されている。 

■裏磐梯線（路線バス） 

・利用者は 128.0 人/日と他路線に

比べ多いが、喜多方市内の利用

は非常に少ない。 

 

①会津若松市間は通勤や通学、

買い物の日常行動圏域として交

通需要が高い。 

②JR と路線バスが並行している。 

③バス路線の重複区間、平行区

間がある。 

④全体のバス利用者数が少ない。

⑤熊倉線、坂下線、裏磐梯線は、

喜多方市民のバス利用者数が少

ない。 

 

【会津若松市間】 

・旧喜多方～塩川～会津若松市

の都市間を結ぶ路線は、都市

間の連携、交通需要から必要

である。 

・交通手段は、ＪＲとバス路線の

利用分担を検討できる。 

・重複・並行区間の見直しが必

要である。 

【会津坂下町間】 

【北塩原村間】 

・市町村間を連携する路線として

必要性がある。 

・喜多方市民の利用は少なく、利

用状況から、路線維持の必要

は低い。 

・路線の見直しには、関係町村と

の調整が必要である。 

②裏磐梯線の廃止（北塩原村と調整） 

 →利用者の少ない路線を廃止することで、財政負担が軽減する。 

※１ 人口：地区人口（市総人口に対する割合） 

※2 高齢世帯：65 歳以上の高齢単身者世帯＋高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦世帯）の割合 

※3 バス（委託バス、路線バス、塩川巡回福祉バス、山都コミュニティバス）のバス停留所から 300m 以内に居住している人口の、全人口に対する割合。 
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旧喜多方地区 

  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

■地区内（委託バス）：平沢線、真木線、雄国川前線 

■地区内乗り入れ（路線バス）：千石沢線、夢の森線、坂下線、裏磐梯線 

 
①委託バスの維持（現行バス路線の維持） 

 →バス路線の利便性を高めて維持する。 

 

②路線バスの維持（市街地の循環型路線の設定） 

 →市街地内は循環型の乗り入れ路線を設定することで、主要施設を連絡する循環バス

的な利用ができる。 

 

③コミュニティバスの導入 

→現行のバス路線よりも、きめ細かいサービスができる。 

→利用形態が現行バスに近いので、バス利用を向上させる施策が必要である。 

→現行バス路線よりも、バス運行エリアを拡大する場合は、交通空白地帯・不便地域が

改善できる。 

市内 【各地区→旧喜多方】 

・喜多方市の中心地として、各地

区との流動が多い。 

・周辺地区から旧喜多方へはＪＲ利

用も多い。 

 

【地区内】 

・市街地は人口密度が高く、交通

需要が見込まれる。 

・市街地は、主要施設が集中して

おり、交通需要が高い。 

・市街地周辺部は、集落が散在し

ている。 

 

【各地区→旧喜多方】 

※各地区から旧喜多方への流入

が多いので、各地区において検

討する。 

【地区内】 

■平沢線（委託バス） 

・通園利用が主な利用である。 

(幼稚園） 

■真木線（委託バス） 

・通学利用が主な利用である。 

（慶徳小学校） 

■雄国川前線（委託バス） 

・通学利用が主な利用である。 

（熊倉小学校、喜多方東高校） 

■高齢者活動センター送迎バス 

・毎日運行（月～金）の送迎バスで

あるが、年々利用者は減少して

いる。 

■医療機関送迎バス 

・無料で、市内の広範囲を運行し

ている。 

 

①市街地は、人口集積が高い上、

喜多方市の中心地として周辺市

町村や各地区からの流入が多い

ことから、交通需要が高い。 

②市街地で、バス路線の重複区

間、平行区間がある。 

③地区内のバス利用は少ない。 

④町内での乗り降りが多く、地区

～市街地間のバス利用は少な

い。 

⑤ＪＲやバス利用、家族送迎等で

駅を乗り継ぎ地点にしている場合

が多い。 

⑥平沢線には、スクールバス導入

検討の予定がある。 

⑦医療機関送迎バスは、市民に

浸透した交通サービスであるが、

運行主体は各医療機関であり、

公共交通としての調整が難しい。

 

・市街地は、施設間（駅、病院、高校等）を連

絡する路線が必要である。 

・朝夕の通勤通学、ＪＲに合わせた運行ダイ

ヤの見直しが必要である。 

・重複・並行区間の見直しが必要である。 

・真木線、雄国川前線は、町内利用が多く、

市街地まで連絡する必要性は低い。 

・市街地内の交通需要はあるが、バス利用者

数は少なく、バスは改善が必要である。 

・通学利用者の交通手段の確保が必要であ

る。 

・公共交通の利便性を高めることで、医療機

関送迎バス利用者の公共交通利用協力を

働きかける。 

 

④デマンド交通の導入 

→コミュニティバスの利用者数が見込めない場合でも導入できる。 

→コミュニティバスよりも効率的に運行エリアを設定できるので、 交通空白地帯・不便地

域が改善できる。 
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熱塩加納地区 

社会 人口※1・高齢化率 3,213 人（5.9％）  35.2％ 

現況 世帯・高齢世帯※2 926 世帯  19.8％ 

 バスカバー率※3 74.7％ 

 
  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

 

市外 

 

     

①千石沢線と夢の森線の維持 

→バス路線の利便性を高めて維持する。 

 

②千石沢線と夢の森線の一本化 

 →地区間連絡路線が維持できる。 

 →一本化により、重複・並行区間の効率化が図られる。 

 →一本化により新たにバス路線から離れる地域が生じるので、代替交通が必要である。 

 →地区間交通には適するが、地区におけるバスカバー面積が少なく、地区内交通には

不十分である。 

③コミュニティバスの導入 

→現行のバス路線よりも、きめ細かいサービスができる。 

→利用形態が路線バスに近いので、バス利用を向上させる施策が必要である。 

 →現行バス路線よりも、バス運行エリアを拡大する場合は、交通空白地帯・不便地域が

改善できる。 

市内 【熱塩加納→旧喜多方】 

・行動圏域が旧喜多方であり、旧

喜多方への交通需要が多い。

（通勤通学・買物・通院、駅利用） 

・旧喜多方方面への通勤に合わ

せ、直接目的地までの家族送迎

が多い。 

・通院は旧喜多方の医療機関へ、

医療機関送迎バス・家族送迎が

多い。 

・通学は、旧喜多方（通学地）また

は喜多方駅へ自転車か家族送

迎が行われている。 

 

【地区内】 

・地区内を目的地とした交通需要

は少ない。 

 

■夢の森線（路線バス） 

・１便あたり、2.3 人/便と、路線バス

の中で も利用率が低い。 

 

■千石沢線（路線バス） 

・地区内では通院利用（熱塩加納

～有隣病院停留所）が多い。 

・旧喜多方市街地からは各施設

（喜多の郷、夢の森、熱塩温泉駅

停留所）への利用が多い。 

 

 

 

 

 

 

①集落が点在している上、地区内

の目的施設が少なく、まとまった

交通需要は見込めない。 

②旧喜多方への交通需要が高く、

旧喜多方まで乗り換えなしで、直

接行きたいという要望がある。 

③バス路線の重複区間、平行区

間がある。 

④全体のバス利用者数が少ない。

⑤通勤、通院に利用されている。 

⑥夢の森線、千石沢線は、路線バ

スの中で、財政負担が大きい路

線である。 

 

 

・旧喜多方との結びつきが強く、旧喜多方ま

での幹線路が必要である。 

・交通需要はあるが、バス利用者数は少な

く、バスは改善が必要である。 

・重複・並行区間の見直しが必要である。 

・通勤、通院に利用されていることから、移動

制約者の交通手段を確保する必要がある。

・地区の北部は、山間地で道路も狭く、大型

バスの運行は不可能である。 

 

④デマンド交通の導入 

→地区によっては、デマンド交通の目的を旧喜多方に設定した場合、旧喜多方まで直

接行くことができる。 

→コミュニティバスほどの利用者数が見込めない場合でも導入できる。 

→コミュニティバスよりも効率的に運行エリアを設定できるので、 交通空白地帯・不便地

域が改善できる。 

→時間や距離の問題から、地域よっては、デマンド交通が不向きな場所もある。 

※１ 人口：地区人口（市総人口に対する割合） 

※2 高齢世帯：65 歳以上の高齢単身者世帯＋高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦世帯）の割合 

※3 バス（委託バス、路線バス、塩川巡回福祉バス、山都コミュニティバス）のバス停留所から 300m 以内に居住している人口の、全人口に対する割合。 
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塩川地区 

社会 人口※1・高齢化率 10,231 人（19.0％）  27.1％ 
現況 世帯・高齢世帯※2 3,038 世帯  14.5％ 

 バスカバー率※3 86.7％ 

 
  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

【会津若松市間】 

①JR 利用、塩川線と熊倉線の維持 

→バス路線の利便性を高めて維持する。 

 
②JR 利用、塩川線と熊倉線の一本化 

 →バス路線の利便性を高めて維持し、一本化により効率化を図る。 

 

市外 【会津若松市間】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動として、旧喜多方と会津若

松への交通需要は同程度であ

る。 

 

 

■JR 

・喜多方駅を利用する 

■塩川線（路線バス） 

・塩川を経由し、喜多方市街地と

会津若松市を結ぶ広域路線とし

て通学・買物利用されている。 

・喜多方のバス路線の中で、 も

利用が多い路線である。 

■熊倉線（路線バス） 

・会津若松市内での乗降が 71％

である。 

 

①会津若松市間は通勤や通学、

買い物の日常行動圏域として交

通需要が高い。 

②JR と路線バスが並行している。 

③バス路線の重複区間、平行区

間がある。 

⑤熊倉線の、塩川地区からのバス

利用者は少ない。 

 

【会津若松市間】 

・旧喜多方～塩川～会津若松市の都市間を

結ぶ路線は、都市間の連携、交通需要から

必要である。 

・交通手段は、ＪＲとバス路線の利用分担が

検討される。 

・重複・並行区間の見直しが必要である。 

 ③ＪＲのみ利用し、塩川線、熊倉線を廃止 

 →地区間連絡の役割はＪＲが担う。 

 →利用者の少ない路線を廃止することで、財政負担が軽減する。 

 

■塩川線、熊倉線、坂下線（路線バス） 

※旧喜多方～塩川～会津若松市、会津坂下町の連携の観点から考える必要がある（市

外路線として検討）。 

 

①塩川巡回福祉バスの維持（コミュニティバス） 

→既存の交通資源を活用できる。 

→バス路線の利便性を高めて維持する。 

 

②塩川巡回福祉バスとスクールバスの統合 

→既存の交通資源を活用できる。 

→一本化により、重複・並行区間の効率化が図られる。 

→バス路線の利便性を高めて維持する。 

 

市内 【塩川→旧喜多方】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動は、旧喜多方へ行く。 

・塩川駅からのＪＲ利用が多い。 

･旧喜多方に近い地域は、ＪＲ利用

は少ない。 

・通学は、旧喜多方に近い地域は

路線バス、または駅まで家族送

迎でＪＲを利用している。 

 

【地区内】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動として、塩川中心地への交

通需要もある。 

・通院は、医療機関送迎バス、家

族送迎が多い。 

・東部の山地部は集落が散在し、

まとまった交通需要は見込めな

い。 

 

■ＪＲ 

・会津豊川駅、姥堂駅、塩川駅が

あるが、主な利用駅は塩川駅で

ある 

■坂下線（路線バス） 

■塩川線（路線バス） 

■熊倉線（路線バス） 

・塩川地区からの利用は少ない 

■塩川巡回福祉バス 

・移動手段として、往復利用されて

いる。 

・堂島方面の利用が多い。 

■スクールバス 

・駒形方面の一部で運行されてい

る。 

■医療機関送迎バス 

・無料で、市内の広範囲を運行し

ている。 

 

①旧喜多方へは、居住地によっ

て、バスとＪＲとに利用分担されて

いる。 

②塩川中心地は、駅や商業施設、

病院など、交通需要が見込まれ

る。 

③バス利用者は少ない。 

④塩川巡回福祉バスの利用方法

が周知されていない。 

⑤地区内と駅を連絡する東西バス

路線がない。 

⑥医療機関送迎バスは、市民に

浸透した交通サービスであるが、

運行主体は各医療機関であり、

公共交通としての調整が難しい。

 

・旧喜多方との結びつきが強く、旧喜多方ま

での幹線路が必要である。 

・坂下線、塩川線、熊倉線は、地区内利用は

少なく、市町村間を連携する路線として必

要性を判断する。 

・塩川駅を利用するための、駅までの交通手

段が必要である。 

・地区の東西を連絡する交通手段が必要で

ある。 

・交通資源である塩川巡回福祉バスを活用

する。 

・公平性の観点から、塩川巡回福祉バスの有

料化の検討が必要である。 

・通勤、通院に利用されていることから、移動

制約者の交通手段を確保する必要がある。

・公共交通の利便性を高めることで、医療機

関送迎バス利用者の公共交通利用協力を

働きかける。 

 

③デマンド交通の導入 

→地区によっては、デマンド交通の目的を旧喜多方に設定した場合、旧喜多方まで直

接行くことができる。 

→コミュニティバスほどの利用者数が見込めない場合でも導入できる。 

→コミュニティバスよりも効率的に運行エリアを設定できるので、交通空白地帯・不便地

域が改善できる。 

→時間や距離の問題から、地域よっては、デマンド交通が不向きな地域もある。 

※１ 人口：地区人口（市総人口に対する割合） 

※2 高齢世帯：65 歳以上の高齢単身者世帯＋高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦世帯）の割合 

※3 バス（委託バス、路線バス、塩川巡回福祉バス、山都コミュニティバス）のバス停留所から 300m 以内に居住している人口の、全人口に対する割合。 



 11

 
山都地区 

社会 人口※1・高齢化率 3,868 人（7.2％）  38.6％ 
現況 世帯・高齢世帯※2 1,267 世帯  27.9％ 

 バスカバー率※3 55.2％ 

 
  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

 

市外 

 

     

【地区間（山都～旧喜多方）】 

①ＪＲを利用（乗り継ぎ改善） 

 
【地区内】 

①一ノ木線、山都コミュニティバス、スクールバスの一本化 

→一本化により、重複・並行区間の効率化が図られる。 

→既存の交通資源を活用できる。 

→現行のバス利用者が少ないので、利便性の向上が必要である。 

 

市内 【山都→旧喜多方】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動は、旧喜多方へ行く。 

・山都駅からのＪＲ利用が多い。 

 

【地区内】 

・買い物行動は山都町内も多い。 

・通学は、山都駅まで家族送迎でＪ

Ｒが多い。 

・通院は、医療機関送迎バスの利

用またはＪＲ利用がある。 

 

【地区間】 

■ＪＲ 

・山都駅を利用する。 

【地区内】 

■一ノ木線（委託バス） 

・利用者は少ないが、全区間で利

用され、山都駅までの利用がある 

（一ノ木線 22 人/日）。 

■山都コミュニティバス 

・蓬莱線の乗降者数が多い。 

■スクールバス 

・小中学校合わせて、４台運行さ

れている。 

 

 

①山都と旧喜多方は、地形的な隔

たりがあり、道路網も脆弱で、大

型バスの運行は不向きである。 

②一ノ木線、山都コミュニティバス

とスクールバス路線が重複してい

る。 

③バス路線は幹線道路に限られる

ため、バス停まで遠く、バスを利

用できない人も多い。 

④地区の中心地から山間地の奥

の集落まで、かなりの距離があ

り、集落が点在しているため、まと

まった交通需要は見込めない。 

 

 

・重複・並行区間の見直しが必要である。 

・高齢化率、高齢者のみ世帯が非常に高く、

公共交通の支援が必要である。 

・公平性の観点から、山都コミュニティバスの

有料化の検討が必要である。 

 

②デマンド交通の導入 

 →デマンド交通は、コミュニティバスほどの利用者数が見込めない場合でも導入できる。 

→コミュニティバスよりも効率的に運行エリアを設定できるので、交通空白地帯・不便地

域が改善できる。 

→時間や距離の問題から、地域よっては、デマンド交通が不向きな地域もある。 

※１ 人口：地区人口（市総人口に対する割合） 

※2 高齢世帯：65 歳以上の高齢単身者世帯＋高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦世帯）の割合 

※3 バス（委託バス、路線バス、塩川巡回福祉バス、山都コミュニティバス）のバス停留所から 300m 以内に居住している人口の、全人口に対する割合。 
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高郷地区 

社会 人口※1・高齢化率 2,262 人（4.2％） 35.2％ 
現況 世帯・高齢世帯※2 646 世帯  20.7％ 

 バスカバー率※3 44.1％ 

 
  現況  方向性 考えられる選択肢 

 流動と特性 交通状況 問題・課題   

【会津坂下町間】 

①荻野線の存続（要改善） 

→市村間を担う幹線バス路線を維持できる。 

→現行のままではバス利用が少ないので、利便性の向上が必要である。 

 

市外 【高郷→会津坂下】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動として、会津坂下町へ行く。 

・山都駅と荻野駅からのＪＲ利用が

多い。 

・山都駅と荻野駅は、居住地、バス

路線の有無のよって使い分けら

れている。 

 

■委託バス（荻野線） 

・会津坂下町内での利用が 88％

である。 

・昼間の時間帯の利用が多い。 

 

①全体のバス利用者が少ない 

②喜多方市民のバス利用が少な

い。 

③利用されている中では、昼間の

時間帯の利用が多い。 

 

 

・高郷地区の生活行動は、古くから会津坂

下町とのつながりがあり、連絡路線を確保

する必要がある。 

・交通需要はあるが、バス利用者数は少な

く、バスは改善が必要である。 

 
②荻野線を廃止し、代替交通を整備 

→高郷地区内にデマンド交通の導入やスクールバスの混乗や統合を行い、会津坂下町

まで連絡する。 

【地区間（高郷～旧喜多方）】 

①ＪＲを利用（乗り継ぎ改善） 

 
【地区内】 

①荻野線の存続 

→山都駅まで延伸するなど、バスの利用性を高めて維持する。 

→現行のバスカバー率がほとんど改善できない。 

 

②スクールバスの混乗・統合 

→既存の交通資源を活用できる。 

→運行エリアは、概ね地区全体をカバーできる。 

→交通空白地帯・不便地域が改善できる。 

③コミュニティバスの導入 

→現行のバス路線よりも、きめ細かいサービスができる。 

→利用形態が路線バスに近いので、バス利用を向上させる施策が必要である。 

→現行バス路線よりも、バス運行エリアを拡大する場合は、交通空白地帯・不便地域が改

善できる。 

④デマンド交通の導入 

→交通空白地帯・不便地域を改善できる。 

→デマンド交通は、コミュニティバスほどの利用者数が見込めない場合でも導入できる。 

市内 【高郷→旧喜多方】 

・通勤通学・買物・通院等の日常

行動は、旧喜多方と会津坂下町

へ行く。 

 

【地区内】 

・もともとバス路線が少なく、バスを

利用できない人も多い。 

・荻野駅へは路線バス、山都駅へ

は家族送迎がある。 

・通院は、医療機関送迎バスを利

用している 

・荻野線は JR（荻野駅）を利用した

通学利用されている。） 

・ＪＲ利用のため、荻野駅と山都駅

までの需要がある。 

・集落が点在しているため、まとま

った交通需要は見込めない。 

■ＪＲ 

・山都駅、高郷駅を利用する。 

■荻野線（荻野線） 

・地区内利用は少ない 

■スクールバス 

・3 台運行されている。 

 

 

①荻野駅までの通学利用がある。

②居住地によって、それぞれ山都

駅、荻野駅を使い分けている。 

③もともとバス路線が少なく、バス

を利用できない人も多い。 

 

 

・交通行動を考慮し、高郷～山都駅間を連

絡する公共交通は必要である。 

・集落が点在しているため、まとまった交通

需要は見込めない。 

・高齢化率、高齢者のみ世帯が非常に高

く、公共交通の支援が必要である。 

 

 

 

⑤過疎地有償運送 

 →好意同乗が行われており、実現性がある。 

 

※１ 人口：地区人口（市総人口に対する割合） 

※2 高齢世帯：65 歳以上の高齢単身者世帯＋高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦世帯）の割合 

※3 バス（委託バス、路線バス、塩川巡回福祉バス、山都コミュニティバス）のバス停留所から 300m 以内に居住している人口の、全人口に対する割合。 
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８．将来交通の方向性検討図（参考） 

 
 

 

高郷 

荻野駅 

喜多方市街地

山都 

熱塩加納

至 会津若松市

塩川駅

至 会津坂下町 

荻野駅 

北塩原村 

至 会津坂下町

山都駅 
喜多方駅

塩川

熊倉 

塩川線

千石沢線夢の森線

坂下線

岩月

慶徳

裏磐梯線

旧喜多方

【高郷】 

■市外（会津坂下町間） 

①荻野線の存続（要改善） 

②荻野線を廃止し、代替交通を整備 

 

■市内 

□地区間（高郷～旧喜多方） 

①ＪＲを利用（乗り継ぎ改善） 

□地区内 

①スクールバスの混乗・統合 

②コミュニティバスの導入 

③デマンド交通の導入 

④過疎地有償運送 

真木 

荻野線 

 【山都】 

■市内 

□地区間（山都～旧喜多方） 

①ＪＲを利用（乗り継ぎ改善） 

□地区内 

①一ノ木線、山都コミュニティバス、 

スクールバスの一本化 

 ②デマンド交通の導入 

 【熱塩加納】 

■市内 

①千石沢線と夢の森線の維持 

②千石沢線と夢の森線の一本化 

③コミュニティバスの導入 

④デマンド交通の導入 

 【旧喜多方】 

■市外 

（会津若松市間） 

JR 利用、塩川線と熊倉線の維持または一本化 

（会津坂下町間） 

坂下線の存続または廃止（会津坂下町と調整） 

（北塩原村間） 

裏磐梯線の存続または廃止（北塩原村と調整） 

■市内 

①委託バスの維持（現行バス路線の維持） 

②路線バスの維持（市街地の循環型路線の設定）

③コミュニティバスの導入 

 ④デマンド交通の導入 

 【塩川】 

■市外（会津若松市） 

①JR 利用、塩川線と熊倉線の維持または一本化 

②JR のみ利用し、塩川線と熊倉線を廃止 

 

■市内 

①塩川巡回福祉バスの維持（コミュニティバス） 

②塩川巡回福祉バスとスクールバスの統合 

③デマンド交通の導入 

凡例 

バス路線 

ＪＲ 

喜多方市街地

一ノ木線 

平沢線

熊倉線

雄国川前線 

真木線




