
第６回会津若松市地域公共交通会議

　会　　　議　　　録
１　日　時

　　平成２１年７月２９日（水）　午後２時３０分～３時３０分

２　会　場

　　　会津若松市役所栄町第２庁舎　第１会議室 (２階)

３　出席した委員等の氏名及び種別

№ 団体・機関等 職　名 氏　名 備考

1 会津乗合自動車株式会社  MS事業部企画開発課長 杉　原　広　晴

２ 会津交通株式会社 取締役貸切観光部長 白　井　和　英 代理

３ 会津タクシー株式会社 営業課長 鈴　木　弘　之 代理

４ 国土交通省東北運輸局福島運輸支局 首席運輸企画専門官 宮　地　和　久

５ 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

６ 福島県会津若松建設事務所 総務部行政課長 渡　部　静　夫

７ 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三

８ 会津若松市 市　長 菅　家　一　郎

９ 会津若松市 企画政策部長 吉　田　英　俊

４　欠席した委員の氏名及び種別

№ 団体・機関等 職　名 氏　名

１ 社団法人福島県バス協会 専務理事 菅　崎　守　雄

２ 社団法人福島県タクシー協会 会津支部長 馬　場　丈　夫

３ 会津若松市区長会 会長 大　橋　寛　一

４ 会津若松市老人クラブ連合会 常任理事兼社会奉仕厚生部長 星　　　成　市

５ 会津若松消費生活研究会 副会長 武　田　美代子

６ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 調査課長 五十嵐　俊　一

７ 福島県会津地方振興局 県民環境部副部長兼県民生活課長 佐々木　秀　三

８ 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課交通第二係長 佐　藤　孝　則

５　出席した関係者等の氏名

　⑴　説明のために出席した関係者

団　体　名 職　　名 氏　　名

本町商店街振興会 副会長 笹　内　紘　司

同　上 専務理事 松　澤　洋　治



　⑵　事務局

職　　名 氏　　名 備　　考

事務局長 寺　内　秀　也 　企画政策部　企画副参事

事務局員 目　黒　要　一 　企画政策部　地域振興課主幹

同　　上 二　瓶　　　潔 　　同　上　  地域振興課副主幹

６　次　第　

　⑴　開会

　⑵　会長あいさつ

　⑶　委員及び事務局職員等の紹介

　⑷　議事

　　1) 報告事項

報告第11号　会津若松市地域公共交通総合連携計画策定調査について

　　2) 協議事項

協議第10号　会津若松市地域公共交通会議における一般乗合旅客自動車運送事業に係る協議

　　　　　　案件の取り扱いについて（案）

協議第11号  まちなか循環バス『エコろん号』の実証実験運行（案）について

　⑸　その他

　⑹　閉会

７　会議内容　（開　会　午後２時３０分）

●（進行　目黒事務局員）

　皆様、お待たせいたしました。予定の時間となりましたので、ただいまより第６回会津若松市地域

公共交通会議を始めさせていただきます。本日の司会進行役を務めさせていただきます、私、当地域

公共交通会議事務局の目黒と申します。よろしくお願いいたします。

　まず、会議に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。本日の資料につきましては、

あらかじめ郵送させていただきました会議次第、資料１及び資料２の３点、また、本日ご用意させて

いただきましたのが席次表、出席者名簿、第５回会議の会議録、エコろん号に関する新聞記事及び第

３回幹事会における協議経過について、の５点でございます。配付漏れなどはございませんでしょう

か。ないようでございますので、続きまして当交通会議の会長であります菅家一郎会津若松市長より

ご挨拶を申し上げます。

●（会長　菅家市長）

　皆さんこんにちは。第６回会津若松市地域公共交通会議の開催にあたりまして、一言ごあいさつを

申し上げたいと存じます。委員の皆様方におかれましては、公私ともに大変お忙しい中ご出席を賜り

まして厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、日頃より市政発展のために特段のご支援とご

尽力を賜っておりますことに対しまして、心から感謝と御礼を申し上げる次第であります。

　さて、当交通会議が取り組む地域公共交通総合連携計画策定調査事業につきましては、無作為に抽

出した合計6,700名の市民を対象に調査票を送付し、現在、回収作業を進めておりますが、市民の皆

様の関心は高く、公共交通に対する期待の大きさを実感しているところであります。当該調査事業の

実施状況等につきましては、後ほど事務局からご報告申し上げますが、今後、市民の皆様のニーズを

十分に踏まえながら、総合連携計画の策定作業を進めて参りたいと考えております。

　本日の会議におきましては、当交通会議における一般乗合旅客自動車運送事業に係る協議案件の取

り扱い、さらには、まちなか循環バス『エコろん号』の実証実験運行の継続につきましてご協議をい

ただく予定でございます。委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意見をお願いいたしますと

ともに、今後とも、本市の地域公共交通の充実、発展に向け特段のご支援とご協力を賜りますようお

願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

●（目黒事務局員）

　続きまして、交通会議の委員及び職員の紹介でございますが、本日お配りいたしました名簿等でご

紹介に代えさせていただきます。また、本町商店街振興会副会長の笹内様と専務理事の松沢様につき



ましては、協議第11号に関連し出席していただく予定でございます。ご了承くださるようお願いいた

します。

　それでは、議事に入ります前に、本日の出欠状況についてご報告をさせていただきます。本日は、

委員17名中９名の方が出席されておりますので、交通会議設置要綱第６条第２項の規定に基づき、会

議が成立することをご報告申し上げます。

　それでは、これより議事に入らせていただきますが、交通会議設置要綱第６条第１項の規定により

まして『会長が議長となる』と定めておりますので、進行を会長にお願いいたします。それでは会長、

よろしくお願いいたします。

●（議長　菅家会長）

　それでは、暫時、会議の議長を務めさせていただきます。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

　さっそく報告事項に入らせていただきます。まず、報告第11号、会津若松市地域公共交通総合連携

計画策定調査について、を案件といたします。事務局の説明を求めます。

●（寺内事務局長）

　はい、議長。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（寺内事務局長）

　それでは、お手元に配付されております資料１、１ページをお開きいただきたいと思います。

　報告第11号でございますが、総合連携計画策定調査についてということでございます。本件につき

ましては、去る６月５日に開催されました第５回の地域公共交通会議においてご報告いたした内容と

同様でありますので省略させていただきます。

　続いて２ページをお開き下さい。２ページにつきましては、調査の内容と現状を報告いたします。 

本調査は大きく１のアンケート調査、２の乗降調査、３のヒアリング調査となっております。まず、

１のアンケート調査でございますが、中身として３件ほど行っております。一つには、日常生活にお

ける移動状況及び公共交通利用意向の把握調査で、これにつきましては、調査対象を満 15歳以上の市

民としておりまして無作為の抽出をしております。概ね 10万人の方が対象ということでございます。

その中から、まず配布数としまして5,500票、回収の予定、目標が 1,925票で、回収率を35％と想定

しております。昨日現在で 1,623票が回収されておりまして29.5％でございます。なお、回収期限が

今月いっぱいまででございますので、回収率が35％になると願うところでございます。また、10万人

規模であれば概ね 1,000票以上集まってくれば良好な状況といわれておりますので、回収率29,5％で

はございますが、現時点のところでは良好な回収状況となっております。

　次に、みなづる号のニーズ把握調査でございます。みなづる号のニーズ把握調査につきましては、

沿線５地区、やはり満 15歳以上の市民を対象として抽出しております。配布数が600票で回収数が

300、これについては回収率50％を想定しておりますが、概ね昨日現在で30％ということでございま

す。

　続きまして３番目のピカリン号のニーズ把握調査でございます。これも調査対象はみなづる号と同

じですが、こちらは沿線27町内会ということで抽出しております。配布数600の回収数300でござい

ます。回収率50％と想定しておりますが、昨日現在25％でございます。いずれの調査も今月いっぱい

ということで、回収に努めているところでございます。

　続きまして、２の乗降調査でございますが、乗降調査につきましては、２件、みなづる号とピカリ

ン号の乗降調査を実施しております。これについては、調査員がバスに乗り込み、乗車しております

全員の方に調査票を配布しながら回収しているところでございます。調査日につきましては、休日１

日と平日の２日ということで、いずれも概ね 100％の回収で、すでに終了しております。

　３番目のヒアリング調査でございます。ヒアリング調査につきましては、まず、事業者のヒアリン

グということで、乗合バス、観光バス、タクシー事業者に対して実施しております。これが７月17日

でありましたが、会津鉄道においても同様に総合連携計画策定調査を行っておりますので、同時にヒ

アリングをしております。２番目は、観光物産協会ヒアリングということで、会津若松観光物産協会

さんを対象にこれを行っているような状況でございます。会津若松市地域公共交通総合連計画の策定

調査につきましては以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　事務局の説明が終わりました。この件につきまして何かご質問・ご意見等がございませんでしょう

か。よろしいでしょうか。

　それでは、ないようでありますので会津若松市地域公共交通総合連携計画策定調査につきましては、



ご了承を賜りたいと存じますがよろしいでしょうか。以上で、報告第11号は終了させていただきます。

　続きまして、協議第10号、会津若松市地域公共交通会議における一般乗合旅客自動車運送事業に係

る協議案件の取り扱いについて、を案件といたします。事務局の説明を求めます。

●（寺内事務局長）

　はい、議長。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（寺内事務局長）

　それでは、お手元に配布の資料２の２ページをお開きいただきたいと思います。

　資料２の２ページにつきましては、公共交通会議における一般乗合旅客自動車運送事業に係る協議

案件の取り扱いについてということでございます。当該案文に沿ってご説明いたします。平成14年の

２月に改正道路運送法が施行され、バス事業に係る受給調整要件が撤廃されたところであります。こ

れにより、一般旅客自動者運送事業者は審査要件を満たすことによりまして乗合事業への新規参入が

可能となったところであります。反面、不採算路線などからの撤退が全国で相次ぎ生じたところでも

あります。そこで撤退による交通不便地域をはじめとする様々な交通課題を解消するため、平成18年

10月施行の改正道路運送法では地域公共交通会議における協議が調っている場合には、乗合事業の許

可申請に際して規制緩和のメリットが付与されたところであります。

３ページをご覧いただきたいと思います。その内容ですが、３ページの一番大きな四角の中でござ

います。交通会議の合意に基づけば緩和される内容として、まず必要車両数が緩和されます。保有車

両は本来６両以上でございますが、１両でも運行が可能ということです。２番目に乗車定員が 11人未

満の車両を使用することもできるというような内容でございます。（２）ですが、運賃及び料金が届

出制となって簡便化される、（３）が処理期間が短縮されるということで、事業許可なり変更認可な

りが、それぞれ１ヶ月ずつ短縮されるというように、交通会議の合意に基づけば緩和要件が生じると

いうことでございます。

２ページにお戻りいただきたいと思います。本文の８行目にもどります。しかしながら、こうした

地域公共交通会議における合意のメリットを活用する新規参入者と法の規定通りの手続きにより既に

許可を受けている事業者と計画が競合する場合には、公平・公正な競争を担保することが困難となる

ことが想定され、既存路線の維持確保に影響を与えることとなるとともに、最悪の場合、共倒れとも

なり住民サービスに多大な影響を及ぼすことにもなります。したがいまして、路線定期運行に係る事

業計画の協議に際し、本交通会議が公平・公正の観点から慎重な対応が求められますので、協議案件

の取り扱いについて判断基準を設けようとするものであります。

その内容でありますが、まず一般乗合旅客自動者運送事業、いわゆる路線定期運行、路線不定期運

行及び区域運行に係る計画を協議する場合、本市における公共交通の抱える課題の解消に向け、下記

の①から④への適合性の観点から検討を行おうとするものであります。

３ページをご覧いただきたいと思います。３ページの一番左側の四角ですが、その要件の①から③

についてご説明いたします。まず①でありますが、既存路線と新規路線とが相互に補完し路線バス等

の活性化が期待できる事業計画であることであります。ご理解いただきやすい事例といたしましては、

例えば本年３月の第４回交通会議におきましてご了承いただいた実証実験で運行しております、病院

循環バスの『ひまわりくん』があげられます。既存の路線バスと会津若松駅、中央通りの一部、そし

て神明通りで『ひまわりくん』は重複しておりますので、乗り継ぎとか乗換が可能となっており、ま

さに既存と新規が相互に補完している状況にございます。続いて②でございますが、公共交通空白地

域及び不便地域を解消し利便性向上に資する事業計画であることであります。なお、これらの地域に

ついては現在調査をしております連携計画の中で洗い出しを行っております。続きまして③でござい

ますが、③は地域住民や公共的団体等との協働により企画され、運営面においても地域住民等が一定

の役割を果たすことが期待される事業計画であります。これにつきましては、なんといっても地域の

熱意と創意工夫が非常に重要と考えます。

続きまして④でございますが、これは最も重要なことでございまして、①、②、③いずれの場合に

おいても既存路線との重複状況、運賃料金体系など全市的な公共交通体系との整合が図られている事

業計画であります。以上の要件に適合する事業計画であれば、本交通会議としては協議案件に対し合

意をしようとするものであります。これにより、事業者は規制緩和のメリットを活かし、国に対して

許可申請が可能となります。次に同じく３ページの一番下の四角でございますが、これは、①から④

の要件に適合しない事業計画であっても事業者が独自に法令等の規定に基づく要件を満たせば、本交

通会議としては、事業展開を是認するものであります。以上であります。



●（議長　菅家会長）

　事務局の説明が終わりました。この件につきまして皆様からご質問・ご意見等がございましたらお

願いしたいと思います。いかがでしょうか。

　それでは、ないようでありますので、本交通会議の決定の手続きをとらせていただきたいと存じま

す。協議第10号、会津若松市地域公共交通会議における一般乗合旅客自動車運送事業に係る協議案件

の取り扱いにつきましては、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。

●（委員一同）

　異議なし

●（議長　菅家会長）　

　ご異議がないものと認めます。よって、協議第10号、会津若松市地域公共交通会議における一般乗

合旅客自動車運送事業に係る協議案件の取り扱いにつきましては、原案のとおり決定したいと存じま

す。

　ここで暫時休議いたします。（14：50）

　【 休 議 】

　

　（15：15）それでは休議に引き続き再開いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。続き

まして、協議第11号、まちなか循環バス『エコろん号』の実証実験運行について、を案件といたしま

す。はじめに、事務局の説明を求めます。

●（寺内事務局長）

　はい、議長。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（寺内事務局長）

　資料２の６ページをお開きいただきたいと思います。協議第11号のエコろん号の実証実験運行案に

ついてという内容でありますが、本件につきましては、背景といたしまして本町通りにおいては、路

線バスが廃止となって以降、バス運行のないような交通空白地域でございまして、これまで様々な要

望をしてきた経過にあるようですが、その中身といたしましても課題、問題等もございまして、具体

化していない状況にありました。そのような中、昨年の10月に本町商店街の自主事業として期限付き

での運行を開始することになったところでございます。

　次に実証実験の目的でございますが、高齢者等の移動手段がエコろん号の運行開始により広がりま

して、高齢者に生き甲斐を与えており、また観光客や市民を本町商店街や周辺地域に集客しまして、

賑わいの創出効果が期待されるとのことでございます。将来の本格運行を見据え周辺商店街との連携

のもと活性化協議会を設立し、利用促進、運行支援体制の構築を図る予定でもあり、そのため一定の

準備期間を要しますことから実験期間の延長が必要であるとのことでございます。

　それでは、エコろん号の概要でございます。運行経路と運行回数及び時刻表につきましては８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。運行経路でございますが、図面の上のほう、北になっておりま

す。そこに富士の湯という四角で囲まれた部分がございます。例えば一番下にバス時刻表がございま

すが、１便目は富士の湯を 10時に出まして、ワシントンホテル前を通りまして、辰泉酒造から会州一、

コープに入って、さらに南下しまして宮泉銘醸、さらに鶴ヶ城会館、中央公民館、竹田綜合病院、そ

して便数によりますが西若松駅、さらには長戸屋、そういった路線が１、３、６便と３便ほど通って

おります。そしてコープ本町店、さらには末廣の嘉永蔵、そして七日町の阿弥陀寺の東を通りまして、

七日町通りを東進、鶴乃江酒造、そして起点であります富士の湯に戻るというコースでございます。

今ほど説明申し上げましたルートですと、約 55分という事でございます。西若松駅の分がカットされ

ますと45分ということで、このエコろん号は循環しておるような状況にございます。

　続きまして７ページをお開きいただきたいと思います。７ページの運賃でございますが、一日券が

大人 400円、子供が200円、そして一回券が大人 200円、子供 100円ということでございます。

　実証実験の期間でございますが、現在平成 20年の10月 4日から本年の９月 30日の一年間というこ

とで行っております。本案件としての延長の期間でございますが、本年の10月１日から平成 22年の３

月 31日までの半年間の延長を願うものでございます。事業主体は本町商店街でございますが、運行事

業者については広田タクシーに委託しているような内容でございます。以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　続きまして、エコろん号の運行に係る計画主体であります本町商店街振興会の松沢専務理事さんよ



り説明をお願いしたいと存じます。

●（本町商店街振興会　松沢専務理事）

　本町商店街の松沢です。ご案内のとおり、本町商店街は非常に古い商店街でございまして、戦後、

昭和 40年代、様々な交通事情等でバスの路線が廃止になりまして以前から公共交通手段がほしいとい

う意見がございました。その経過を踏まえまして社会実験の循環バスを走らせていただきまして商店

街の経営者さんは４、50年ぶりに通ったバスに対して言いようのない感慨を憶えまして、また、町内

会の皆さんもバスがあるといいねという声をたくさん受けましたので、商店街、町内会、周辺の町内

会の皆様といろいろ話し合いを進めまして、ぜひ公共交通手段を商店街に通すべきだという結論とな

りまして市にいろいろご相談申し上げました。しかしながら既存の交通手段では道路事情等、その他

の問題でなかなか難しいということで、それでは我々独自で、道路事情に合ったバスを選んで通そう

ということで、試験的に１年間の許可をいただきまして運行してまいりました。

　かれこれ去年の10月からですから 10ヶ月経過しておりますが、もともとまったく素人でございまし

てそうゆう交通手段に対して認識もまたありませんでしたので、なかなか当初の計画ほど現段階では

普及はしておりません。それではということで、路線沿線の関係者をこの協議会主体という段階で、 

ＰＲするために施策を講じております。８月までに連絡会議を立ち上げまして意見を拝聴しながら、

ぜひともここで半年間の実験運行の延長をお願いたしたいと思います。

●（議長　菅家市長）

　続きまして、再度事務局から当交通会議幹事会における協議経過等について説明を求めます。

●（寺内事務局長）

　はい、議長。

●（議長　菅家会長）

　事務局

●（寺内事務局長）

　それではお手元に配布いたしております第３回幹事会における協議経過についてでございます。

　４番目の協議結果からご説明申し上げます。まず実証実験運行の６ヶ月延長につきましては、現行

の枠組みを基本としながら課題整理のための期間延長について幹事会といたしましては下記内容を附

して了承いたしまして、本交通会議に上程するものでございます。

（２）の延長期間終了後に向けた対応といたしまして意見の集約は次のとおりでございます。まず、

課題認識でございますが、現行の事業計画のまま本格運行に移行した場合、計画主体の本町商店街振

興会、さらには既存路線のバス事業者双方に課題が残るということでございます。

　具体的には、本町商店街振興会におきましては、現在の利用状況で将来的にも運行を支えられるか

というところが懸念されております。また、既存路線のバス事業者におきましては、市町村生活交通

路線、一部路線で重複しております新鶴温泉線など、利用者数の減少に伴い既存路線の維持確保への

影響が懸念される、いうような課題がございます。意見、考え方でございますが、エコろん号の本格

運行にあたっては既存のハイカラさんの運賃等を鑑みまして、均衡ある運賃とともに運行経路の変更

も含め見直しを進める必要があるのではないか、また既存路線のバス事業者は既存路線の経路変更等

による対応の可能性についても検討してはどうか、というようなことでございます。

　今後の対応でございますが、活性化協議会の組織化とともに関係者間の協議を深め、本格運行に係

る事業計画等については、本年の12月末までを目途に結論が導き出せるよう調整を進める。協議と平

行しまして、現在作業中の総合連携計画との整合性を念頭に幹事会において連携計画との調整を進め

るというような内容でございます。以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　事務局の説明が終わりました。これから質疑に入りたいと存じます。皆様からこの件に関してご意

見、ご質問等はございませんでしょうか。いかがでしょうか。

●（会津交通　白井委員）　　　

　会津交通、白井と申します。運輸支局の宮地さんにお聞きしたいのですが、実証実験で道路運送法

21条で許可をもらった場合、一年間しか実証実験できない、われわれも別な仕事をやっていて、３年

間やってきたんですけども、それが今年からだめになるといわれた経過があります。交通会議という

ものを開けば延長できるのか、そこのところをお伺いしたいと思います。

●（福島運輸支局　宮地委員）

　それではこちらのほうは経過を若干お話しないと、たぶん納得ができないのかなという部分があり

ますので、お話をさせて頂きたいのですが、まず基本的に昨年、21条許可をとったときに東北運輸局

としては一年間しか走れませんよ、それ以上については４条乗合の許可をとってくださいと、いう条



件つきですね。許可証の中に条件として入れたわけじゃないんですが、口頭的な約束ということで許

可をした経過がございます。広田タクシーにつきましてもその部分は十分承知をしていましたので再

延長はできないよ、という話をたぶんされているはずなんです。その後、５月だったと思いますが、

若松市さんでこちらを訪ねてこられまして、会津若松市のバス路線について総合的な見直をしをかけ

ている状況であるということで、エコろん号も含めた形で全体的な見直しを図っていきたいので、も

う少し時間をいただきたい、というような提案がございました。エコろん号を本格運行させるか、や

めてしまうのか、または今の計画を変更するとか、エコろん号を含めて全体的に見直しをしたいとい

うことでございましたので、私のほうから東北運輸局のほうに正式ではないんですが、こうゆう話が

あるんですがどうでしょうかといういう話を感触だけ掴んでみたところがありまして、個人的な考え

方と思うのですが、そういうような考え方を踏まえれば半年ぐらいは延びてもいいんではないかとい

うような回答は受けております。ただし、再延長の許可にあたっては、さっき言ったように全体的な

路線見直しの中に入れ込むんだよというところが条件つきであります。それから22年の３月 31日まで

ですので、それ以降は21条の更新は認められない、だから、延ばすのはあと半年間だけというような

条件がつくのではないか、というふうに思います。ですから、基本的に実証実験については１年間と

いう枠組みがあるんですけれども今回の件については、そういういきさつがあるので多分認められる

のではないかというような状況でございます。

●（議長　菅家会長）

　ありがとうございます。他にございませんでしょうか。それでは、ないようでありますので、本交

通会議の決定の手続きをとらせていただきたいと存じます。

　協議第11号、まちなか循環バス『エコろん号』の実証実験運行につきましては、原案のとおり決定

することに、ご異議ございませんでしょうか。

●（委員一同）

　異議なし

●（議長　菅家会長）

　満場ご異議がないものと認めます。よって、協議第11号、まちなか循環バス『エコろん号』の実証

実験運行につきましては、原案のとおり決定したいと存じます。

　さて、以上をもちまして、本日予定していた議事はすべて終了いたしました。皆様方のご協力に感

謝を申し上げたいと存じます。引き続き、次第の６番目、その他に移らせていただきます。事務局か

ら、その他の案件はございませんか。

●（事務局）

　特にございません。

●（議長　菅家会長）

　それでは、委員の皆様からその他の案件はございませんか。なければ、以上でその他を終了させて

いただきます。円滑な議事運営に特段のご協力を賜りましたことに心から感謝を申し上げまして、議

長の任を解かせていただきます。

●（目黒事務局員）

　以上をもちまして、第６回会津若松市地域公共交通会議を閉会させていただきます。たいへんあり

がとうございました。

（閉　会　午後３時３０分）


