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第 4回喜多方市地域公共交通会議 会議録 

 

 

 

○日 時：平成２１年１０月２８日（水）午後１時３０分～ 

 

○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   澤井淳 委員    渡部幸博 委員   鈴木敏生 委員 

津田弘幸 委員   小柴久浩 委員   磯部一男 委員   遠藤昭人 委員 

田付良雄 委員   大澤君一 委員   坂内重也 委員   宮地和久 委員 

佐藤不二夫 委員  風間常義 委員 

 

 

≪欠席者≫ 

今井 誠 委員   千代谷俊行 委員  山内健一 委員   大関秋則 委員 

高橋正敏 委員   齋藤忠一 委員   佐々木秀三 委員  本多一郎 委員 

小澤 奨 委員   田中幸悦 委員   高橋 信 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 4回喜多方市地域公共交通会議次第 

・第 3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）基本方針について 

事務局より、資料に基づき説明。 

 

【質疑応答】 

委 員：基本方針の「利用者数に適合した利用しやすい運送車両」で利用者数と書いている

が、時期によっては利用者数が違う。冬期間を汲みながら利用者数を考えて欲しい。 

事務局：基本方針の記載上は問題ないと思う。データ的にも今回は夏に調査しているが冬の

調査も過去にしている。「利用者数に適合した利用しやすい運送車両」は、冬期も

夏期も含む、とご理解いいただければと思います。 

 

<その他質疑なし> 

基本方針について、承認された。 

 

 

（２）目標について 

事務局より、資料に基づき説明。 

 

【質疑応答】 

委 員：目標が１から６まであるが、これは優先順位で示しているのか。 

事務局：優先順位ではないです。基本方針を実現させていく為に６つの目標の元、これから

各施策を検証して取り組んでいくことになります。 

事務局：補足させていただきますと「地域公共交通総合連携計画」を本年度に作成し、国の

補助金の有効期間が３年間ありますので実証運行します。目標に沿って公共交通の

整備が出来ているかを検証します。 

委 員：目標２だが、「デマンド交通導入の検討」「スクールバス、送迎バスの混乗や統合の

検討」「コミュニティバス等導入の検討」と書いてあるが、３つの柱として取り組

むという風に捉えて構いませんか。デマンドであれば筋書きが抜けている中での目

標なのですか。 

事務局：目標としてはオレンジの部分の記載を見て下さい。黒四角については目標のイメー

ジを分かり易く提示しました。具体化するのは事業計画を検討した時です。 

会 長：どうしても例示が気になるのであれば、目標２の「デマンド交通またはスクールバ

スや送迎バスの混乗等」を削ってもよいのではないか。 

委 員：文法的な部分の中で空白地帯の解消的な事柄の文言が見えてこない。どの辺でデマ

ンド的な部分の新システムを考えていくのか教えていただきたい。 

事務局：目標２の部分が補完する交通体系になるという考えがあります。計画の対象地域で

ある喜多方市全地域でどう公共交通体系を効果的なものにしていくかが狙いであ

り、その為に新しい交通システムを導入し空白地帯をカバーしていくという意味が

あります。 
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委 員：空白地帯解消の為に交通体系を考えていきます、という話なら分かるが、その部分

が消えているので、何の為にやるのかが見えてこないと思った。 

事務局：それは基本方針の２の部分に関連してくるかと思います。交通手段としては新しい

交通システムの導入、と整理をさせていただきました。 

委 員：全体の目標的にはこれでいいと思います。ただし既存事業者の範囲に影響する危険

性があると考えるのであれば、文言を入れ直した方がいいのかもしれません。 

事務局：目標２の「デマンド交通またはスクールバスや送迎バスの混乗等」については、今

後、個別に検討していきますので、あえて目標には記載しないことにしたいと思い

ます。 

 

<その他質疑なし> 

目標については、意見を踏まえ次回会議に提案することとした。 

 

 

（３）事業計画について 

①交通現況等について 

大日本コンサルタントより、プロジェクター使用、資料３～資料６に基づき説明。 

 

【質疑応答】 

委 員：「スクールバスは無料の場合は法律適応外」と安易に書いてあるが、この辺の精査

はきちんとやるべき。一例だがスクールバスの運転手が免許も持たず運転するとい

う事情は問題だ。重複区間で調整するならスクールバス、送迎バスで、交通事業会

社は出来ないとか、二種免許を持っていないと駄目等、ある程度ルールを決めない

とならない。 

コンサル：この資料は喜多方市においての説明ではなく一般的な説明の資料になっています。

今後、無料にするのか、有料にするのか、検討していく課題でありますが、その都

度きちんと整備した形で考えていきたいと思っております。 

委 員：全国的なことを捉えているのかは分からないが、例えば喜多方市であればコミュニ

ティバスは無料、４条許可の２種免許はいらない等。運輸局の方でも４条許可の問

題と、大人数を運送する、特にスクールバスははっきりして欲しい。喜多方では許

可も免許もいるということぐらいは言わなくては。 

委 員：この説明自体は、交通モードはこういうことがありますという全体的な話で法律的

に照らし合わせても正しい。 

委 員：極端な話で例えば、運営主体があくまでも喜多方市で全部見直す。喜多方市が前面

に出て無料っていうことを法律の枠内の中でやることによって、我々はタクシー業

者ですけれども、運送事業者はひょっとすると、とんでもない影響が出てくる可能

性がある。 

委 員：喜多方市さんがこの形態でやっていくと言っている訳ではありません。 

委 員：その辺を事務局の方が押さえておいていただければいいけども。主体が市となると

無料だから、許可条件が曖昧な形だと困る。 

委 員：基本的に無料の部分は昔と違って許可料金は現在ないです。有料であれば申請費用

がかかってきます。無償の部分について許可申請とかは一切ありません。あくまで

もこの資料は、今現在の法律体系にのるとこういう形になりますというだけの話で
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す。これからの計画に対しての、あくまでも考え方ということだけで見て下さい。

具体的なことを入れていくのはこれからです。 

委 員：将来的なとういうことですね、良く分かりました。 

委 員：おそらく公共交通の見直しが始まった一つの理由は「市の財政負担が大変だ。」だ

と思います。今現在の利便性を確保して財政負担を少なくしていく、というのであ

れば大賛成でありますが、業者さんの方からは心配もあると思います。ですから市

の方もまずは基本的な所を、財政負担を 1番気にしているのかどうか、はっきり申

し上げた方がいいと思います。その上で今後この会議を進めていって下さい。 

会 長：まだそれはこれから先のお話で、今は現況についての説明です。これからの方向性

の所で議論をしていただけたらと思います。 

 

<その他質疑なし> 

 

 

 

②公共交通の方向性について 

事務局より、５地区ごとを、資料に基づき説明。 

 

【旧喜多方地区】 

【質疑応答】 

会 長：先程ご質問があった財政問題について事務局よりどうぞ。 

事務局：今回は財政負担の軽減もございますし、利用効果向上も兼ね備えて今回の公

共交通を見直し、計画を作り始めております。財政負担を軽減するだけでな

く、利用者が利用しやすい公共交通の体系が必要だという認識に立ち、計画

作りに努めておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

委 員：事業者ヒアリングの際、利用者の皆さんが必要である場所を通ってもいい、

という話はさせていただきましたが、運行ルートを変える所までの方向性は

出るのかどうかということがまず一つ。そして生活路線と観光路線は違うと

いうのが今までの流れでしたが、財政的なことも含めているのであれば、観

光客も含めて財政の負担を減らしていくような考え方をしてみてもいいので

はないかと思いますがいかがでしょうか？ 

事務局：ルート的な問題については、路線バスについては、市外交通という一面と路線

バスを使った市内交通という一面がありまして、ルートの見直しについては、市

内交通見直しの中で、市内乗入ルートの見直しがあげられています。観光につい

てですが、現状では生活交通を第一手段、観光で使えるなら使いたいと考え

ています。 

会 長：もう少し観光的な利便性の向上にも配慮したらどうかということですので、検討

してください。 

 

<その他、旧喜多方地区の公共交通の方向性について質疑なし> 
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【熱塩加納地区】 

【質疑応答】 

委 員：乗合タクシーも選択肢としてあげられるのではないか。デマンド交通もいいが財

政が赤字の状況で新しい車を買い、維持していけるのか。既存にあるタクシー会

社を使う、補助を出す等も選択肢に入れて欲しい。 

コンサル：乗合タクシーはコミュニティバスに含めての検討として考えています。 

事務局：デマンド交通とコミュニティバスどちらもエリア的に限界はあると考えています。

それを補完する意味で、色んな方法があると思います。財政負担は大きな方向性

を出していただいた上で、今後明らかにして行く。まずは大まかにデマンド交通

の新しい方向性を考えて行く段階だと考えています。 

委 員：その前に言いたいのですが乗合タクシーといったらデマンド交通だと思います。 

委 員：乗合というのは乗合許可を取って運行し、乗合タクシーの場合は乗合登録に

なり、基本的にはメーターは使用できない。 

委 員：予約型の場合は登録を取らないといけない。単純に乗合タクシーという場合は、

タクシー車両を使って乗合行為をするだけの話なので不特定多数で出来る。誰

でも乗ることが出来るので、それをするとコミュニティバスの方に近い。 

事務局：福祉タクシー等の助成の観点からも含めていろいろ検討したらいいのではという

ことについてですが、運行に対する支援のあり方というのは、まだまだ先の所か

と思います。支援策等については、今回は考えずに行きたいと思っています。 

 

<その他、熱塩加納地区の公共交通の方向性について質疑なし> 

 

 

 

【塩川地区】 

【質疑応答】 

特になし。 

 

 

【山都地区】 

【質疑応答】 

特になし。 

 

 

【高郷地区】 

【質疑応答】 

会 長：「好意同乗」について、もう少し教えてください。 

コンサル：「好意同乗」という言葉についての説明ですが、ご近所さん同士が「乗せて行って

ください。」と頼んで、「じゃあ乗せて行くよ。」という行為を言葉に置き換えると「好

意同乗」という言葉になります。 

委 員：公共交通の方向性について、それぞれ地区割りで書いていますが、地区ごとに方法

を検討していくのですか。それとも市内全体で検討していくのですか。 

事務局：今回の計画対象地域は市内全体ですが、既存の幹線ルートを問題・課題として捉え
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た場合の方向性ということで、地区ごとの単位で整理をしたということでございま

す。 

事務局：全体的な方向性を出す為に、まずは今までの区域で考えましたが、最終的には交通

の流れに沿ったエリア設定を考えています。 

委 員：地区でなくても、今の既存のとか、助成を元に考えるのか、どっちで考えるのか。

基本は今のバス路線がある所だろうが、地区をまたぐ所もけっこうある。 

事務局：例えば旧喜多方でいえば、旧喜多方を丸ごと一つで考えるということではなく、既

存の路線をベースに考えて設計する。 

委 員：考えとして地域地域と言っているけど、デマンド等で喜多方市内にまで持ってくる

ような構想はあるのか。 

委 員：デマンドエリアがあって乗り継ぎで路線バスを利用し喜多方に入る方法もあれば、

デマンドで直接入ってくる方法もある。そのあたりが見えてこない部分だと思う。 

事務局：今日、考えられる選択肢に対して皆さんのご意見をお伺いし、メリット・デメリッ

トを整理した中から案として、次回の会議にご提案をしたいということになります。

個別、具体的な交通のイメージは、その方向性を絞り込んでから検討をして、それ

を計画に盛り込む、という流れになってまいります。 

委 員：デマンドという位置づけが曖昧。エリアだけを運行するのか、その場の人達を全部

乗せてしまうのか。 

事務局：デマンドといっても種類があると説明をしました。今の段階でどのデマンドのタイ

プが 1番効率的なのか申し上げるとイメージがついてしまったり、事務局の誘導と

もなりかねません、また、方向性が決まっていないうちにお話するとアイデアが出

てこない可能性もありますので種類までについては控えさせていただきます。 

委 員：今のお話の内容を地区懇談会でお話する予定なのでしょうか。地区の人の要望、意

見を聞く予定でいらっしゃるのでしょうか。 

事務局：１１月４日から１２日まで、市内各地で住民懇談会を開催します。広報でお知らせ

する予定になっております。懇談会の中身については、今日お示ししました考えら

れる選択肢を紹介し、ご意見をいただくことが主になります。 

委 員：今我々に説明した内容を、次回住民の方に説明すると理解していてよろしいですか。 

事務局：はい。 

委 員：会津管内では只見町と会津美里町はすでにデマンド交通をやっています。事務局の

進め方として、こういう方向に向かっている、という様な会議の諮り方をしていた。

このままだと話がまとまっていかないのではと懸念を感じます。 

 

<その他、高郷地区の公共交通の方向性について質疑なし> 

 

 

４．その他 

本日協議した公共交通見直しの方向性については、第２回住民懇談会にて住民の皆さんから

も意見を伺い次回会議に事業計画案として提案する予定であること。また、次回第５回喜多方

市地域公共交通会議日時は、１１月３０日（月）午後３時００分からということを伝達した。 

 

 

５．閉  会 


