
第９回会津若松市地域公共交通会議

　会　　　議　　　録

１　日　時

　　平成２２年３月１５日（月）　午前１０時３０分～１１時２０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

会津乗合自動車株式会社 (運行管理部輸送計画課長) (尾　形　高　志) 兼務

３ 社団法人福島県タクシー協会 会津支部事務局 尾　形　高　志 代理

４ 会津若松市区長会 会長 大　橋　寛　一

５ 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

６ 企画室ＭＥ 代表 田　澤　演　子

７ 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

８ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 調査課調査係長 大　矢　　　剛 代理

９ 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

10 福島県会津若松建設事務所 企画管理部企画調査課長 猪　股　慶　蔵

11 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課長 武　藤　孝　雄

12 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三

13 会津若松市 市長 菅　家　一　郎

14 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 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



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

団体及び職名 氏　　名

会津若松市　市　民　部　副参事兼環境生活課長 小　島　隆　一

会津若松市　企画政策部　北会津支所まちづくり推進課長 大　堀　健　一

会津若松市　企画政策部　河東支所まちづくり推進課長 猪　俣　勝　行

　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

事務局次長 江　川　辰　也 　　同　上　　副参事兼地域振興課長

事務局員 目　黒　要　一 　　同　上　　地域振興課主幹

同　　上 二　瓶　　　潔 　　同　上　　地域振興課副主幹

同　　上 佐　治　恵　子 　　同　上　　地域振興課主査

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12号　会津若松市地域公共交通総合連携計画（案）に係るパブリックコメント

　　　　　　　　　　 について

　　　　報告第13号　会津若松市地域公共交通会議平成21年度事業経過及び収支決算見込みについて

　　1) 協議事項

協議第17号　会津若松市地域公共交通総合連携計画（案）の目標に係る成果指標の設定

　　　　　　 について

協議第18号　会津若松市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書（案）について

協議第19号　会津若松市地域公共交通会議平成22年度事業計画（案）について

協議第20号　会津若松市地域公共交通会議平成22年度収支予算（案）について

　⑸　その他

　⑹　閉会

７　会議内容　（開　会　午前１０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９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、当交通会議

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、

あらかじめお届けいたしました『会議次第』、報告事項に関する『資料１』、協議事項に関する『資

料２』及び『資料３』の４点、また本日ご用意させていただきましたのが、『席次表』、『交通会議

委員名簿及び出席者名簿』及び『第８回会議の会議録』の３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。

　それでは、はじめに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）



　皆様おはようございます。ご紹介を賜りました会津若松市長の菅家一郎でございます。第９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。

　委員の皆様方には、大変お忙しい中ご出席を賜り、会議を開催できますことを心より御礼申し上げ

ます。

　また、日頃より市政発展のために特段のご支援、ご協力を賜っておりますことも、心から感謝御礼

を申し上げる次第であります。

　さて、路線バスやタクシーなどの地域の公共交通は、経済社会活動の基盤でございます。まさに少

子高齢化が進行する５年後、さらには１０年後において、その果たす役割は益々重要になると考えら

れておりまして、国においては『交通基本法』の法制化に向けた動きが加速している経過にございま

す。

　このような状況を踏まえまして、市及び当交通会議といたしましても、本市における地域交通のあ

るべき姿や方向性、さらには課題の解消に向けた取り組みを推進するための指針として総合連携計画

の策定に取り組んできたところでございます。

　本日の会議におきましては、平成22年度からの３年間にわたりまして、総合連携計画を具現化する

ためのアクションプランとして位置付けられる地域公共交通活性化・再生総合事業計画とあわせて平

成22年度の事業計画案及び予算案につきまして、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、市民の皆様の日常生活における移動利便性をより向上させるため

に、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、本市地域交通の充実、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を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

　本日は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事務局職員等の紹介についてでありますが、本日お配りいたしま

した名簿・席次表をもってご紹介に代えさせていただきます。ご了承くださいますようお願いいたし

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 14名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、

『会長が議長となる』と定めておりますので、進行を会長に交代させていただきます。

　会長、よろしくお願いいたします。

●（議長　菅家会長）

　それでは、暫時の間、会議の議長を務めさせていただきたいと存じますので、ご協力をお願い申し

上げたいと存じます。早速、報告事項に入らせていただきます。

　まず、報告第12号会津若松市地域公共交通総合連携計画案に係るパブリックコメントについてを案

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、お手元の配布資料１の１ページをお開きいただきたいと思います。報告第12号会津若松

市地域公共交通総合連携計画案に係るパブリックコメントについてでありますが、この案件につきま

しては、一般公開しまして、ご意見をいただいてきたところでございます。下記のとおりご報告いた

します。

　実施期間は、平成22年２月１日から３月１日まででございます。総合連携計画案の閲覧場所でござ

いますが、市役所をはじめホームページ等々で行っております。意見の提出方法につきましては、備

え付けの用紙に意見を記入していただいたり、またはそれを持参、郵送していただきまして、さらに

は電子メール等で送付いただいております。意見の募集結果でございますが、２ページをお開きいた

だきたいと思います。３番目の意見件数でございますが、３人から 14件ほどいただいております。そ

の要旨と市の考え方でございますが、その下の表でございます。まず１番目でございますが、高速バ

ス利用者の利便性を向上させるために、循環バス等を会津アピオ経由とさせてはどうかということに

ついてでございます。このことにつきましては、利用者の多くがＪＲを利用しておりまして、駅前を

乗換拠点として位置付けているところでございます。一方で高速バス利用者以外の方々にとっては、



サービスの低下にもつながるということで本計画には計画していないところでございます。なお、笈

川線、さらには塩川・喜多方線が会津アピオを経由しているところでございます。２番目の会津アピ

オ停留所を整備してはどうかということでございますが、現在歩道上に上屋及び電光掲示板等が設置

されておりまして、整備完了となっております。３番目でございます。駅前ロータリーの上屋を整備

してはどうかということについてでございますが、これにつきましては、多額の経費を要しますので、

その経費負担のあり方をはじめまして検討すべき課題が多く、今回は計上を見送ったところでござい

ます。４番目でございます。中島町経由は土日運休で不便であり、また３・４コースと紛らわしいの

で改善願いたいということですが、これにつきましては、路線バスにつきまして毎年検討しておりま

すので、その際の参考にさせていただきますということでございます。５番目のワンコインバスでご

ざいます。ワンコインバスで利用者増をはかるべきということでございますが、このことにつきまし

ては、バス事業者及びタクシー事業者への影響、さらには他市町村との調整、利用者の公平感の確保

など協議・検討が必要となっております。なお、路線バスの需要を喚起するような運賃のサービスの

あり方について、今後検討してまいります。６番目がノンステップバスを購入すべきであるというこ

とでございますが、これにつきましては、毎年度策定する事業計画の中で検討してまいります。また、

交通事業者が毎年度段階的な整備を図っている現状もございます。３ページの７番でございますが、

「あかべぇ」の冬期運休ということなんですが、「あかべぇ」につきましては、冬期間は観光客が減

少するという現状がございまして、今後、需要の動向等を見極めてまいりたいということでございま

す。８番目は高速バスの駐車場を整備すべきであるということなんですが、各バス事業者が経営戦略

に基づいて独自に駐車場を整備してきた経過にございますので、連携計画には位置付けていないとい

うことです。９番目が「ハイカラさん」の増車ということでございますが、この連携計画の中の『ま

ちなか周遊バスの充実』に該当しておりますので、需要の動向等を見極めながら検討してまいります

ということでございます。10番目でございますが、生活交通路線へ小型ノンステップバスを導入すべ

きであるということで、これにつきましては、毎年度策定する事業計画の中で検討してまいります。

11番目がバスカードやｓｕｉｃａを導入すべきである。ｓｕｉｃａ等につきましては、費用対効果、

さらには経営的観点から事業着手が困難であるため、計上を見送ったところでございます。12番目に

西若松駅、旧若女、さらにはアピオ周辺の乗継所を設置してはどうかということですが、市及び交通

事業者、関係機関と連携しながら検討してまいります。13番目ですが、低床バスの購入を市や県が補

助すべきであるということなんですが、事業計画に盛り込むことによりまして、今後３年間国庫補助

の対象となりますので、引き続き国庫補助制度の更なる拡充について働きかけを行ってまいります。

14番目ですが、マイカー通勤を減らすべきであるということなんですが、これにつきましては、市内

の事業所が先進的な取り組みを行っておりますので、他の事業者に対しても働きかけを行ってまいり

たい、なお、市役所では現在「マイノーカーデー」を行っておりまして、今後どのような取り組みが

可能かさらに検討してまいりたいということでございます。以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、皆様から何かご質問・ご意見等はござい

ませんでしょうか。いかがでしょうか。

　提案があった意見に対する事務局からの考え方をお示ししたわけでありますが、こういった考えで

対応するということでよろしいでしょうか。何か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、報告第12号総合連携計画案に係るパブリックコメントにつき

ましては、ご了承を賜りたいと存じます。

　続きまして、報告第13号会津若松市地域公共交通会議平成21年度事業経過及び収支決算見込みにつ

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）

　同じ資料１の４ページをお開きいただきたいと思います。会津若松市地域公共交通会議平成21年度

事業経過及び収支決算見込みについて、まず、１番の平成21年度事業経過につきましては、５ページ

をお開きいただきたいと思います。主なところをご説明申し上げます。平成21年におきましては、５

月15日に活性化・再生総合事業費補助金の交付決定を受けております。その後、７月にニーズ調査等

を開始いたしました。中身としては、アンケート調査等でございます。そういったアンケート結果に

基づきまして、以降、幹事会、ワーキンググループ等を通しまして協議検討を進めてきたところでご



ざいます。６ページをお開きいただきたいと思います。ワーキンググループ等の協議検討を続けなが

ら、幹事会、さらには 12月 25日の第７回公共交通会議におきまして、総合連携計画素案については了

承されたところでございます。本年に移りまして、先程も申し上げましたとおり、２月１日から３月

１日まで、パブリックコメントを実施したところでございます。さらに、本日３月15日が第９回の会

議でございます。今後につきましては、総合連携計画の決定を行うとともに、３月下旬に活性化・再

生総合事業計画の認定申請を行ってまいりたいと考えております。

　続きまして、７ページにお移りいただきたいと思います。収支決算見込みでございますが、歳入の

部でございます。まず、負担金でございますが、決算見込額 120万円、負担金につきましては、会津

若松市と会津乗合㈱からいただいております。２番目の補助金でございますが、600万円で、これは国

庫補助で活性化・再生総合事業からでございます。３番目の繰越金ですが、ゼロでございます。４番

目の諸収入、56円、預金利子等でございます。歳入総額といたしまして、7,200,056円でございます。

歳出の部でございます。まず、事務費でございますが、決算見込額といたしまして、会議費が 11,110

円でございます。続いて、事務費が 4,600円、消耗品等でございます。続きまして、２番の事業費で

ございますが、6,815,200円でございます。中身といたしましては、業務委託料が 6,457,500円でござ

います。アドバイザー経費として 357,700円です。このアドバイザーにつきましては、自治体の抱え

るバス問題の相談窓口でもございます、バス110番というところがございまして、事務局を岩手県立

大学で行っておりまして、岩手県立大学の先生に旅費や謝礼等で７回程行ってございます。予備費で

ございます。予備費はゼロでございまして、歳出総額が 6,830,910円でございます。歳入歳出差引残

額として 369,146円でございまして、この額につきましては、翌年度への繰越でございます。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。この件につきまして何かご意見・ご質問等がございましたらお願い

したいと思います。

　それでは、ないようでありますので、報告第13号平成21年度事業経過及び収支決算見込みにつきま

しては、ご了承を賜りたいと存じます。以上で、報告事項は終了とさせていただきます。

　続きまして、協議事項に入らせていただきます。はじめに、協議第17号会津若松市地域公共交通総

合連携計画案の目標に係る成果指標の設定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、お手元の配布資料の２でございますが、１ページをお開きいただきたいと思います。

協議17号会津若松市地域公共交通総合連携計画案の目標に係る成果指標の設定についてでございます

が、このことにつきましては、運輸局からのご指摘も踏まえ、やはり計画策定にあたっては目標達成

に向けた実施事業の成果等を検証するための指標について、設定するものでございます。

　まず、成果指標でございますが、目標年度を平成28年度としております。そうした中で(1)の路線

バスの利用人数でございますが、目標といたしまして、現状の維持でございます。230万人／年間を目

標として維持したいということでございます。(2)でございますが、コミュニティバスの利用人数につ

いてですが、これにつきましては、73,300人／年間でございますが、増加させたいとうことでござい

ます。中身としてはピカリン号が 48,000人、みなづる号が 25,300人ということでございまして、市の

長期総合計画に基づく数値を基としております。３番目ですが、移動利便性向上の町内会数というこ

とでございます。現在６町内会がスクールバス混乗を 21年度からスタートしておりまして、大戸２地

区、さらには湊４地区で６町内会でありますが、目標といたしましては、20町内会にしたいというこ

とでございます。空白地域での乗合タクシーですとか、さらには新たなスクールバスの乗り合わせを

予定しております。４番目の観光客入込数でございますが、将来的に400万人／年間にしたいという

ことで、増加させたいということでございます。これも市の長期総合計画、観光振興計画に基づく数

値でございます。５番目が運行サポート組織数でございます。現在、ピカリン号、さらにはみなづる

号におきましては、それぞれサポート組織がございますので、これが２組織でございます。これが、

将来的に６組織としてまいりたい、中身としましては、空白地区における乗合タクシーの４地区を計

画していきたいということで合わせて６組織としたいということでございます。６番目は住民の参画

機会でございますが、今後、年間１回程、毎年シンポジウム等を行って、住民の参画機会を増やした

いということでございます。



　続いて２番目の目標と指標の関係性でございますが、２ページをお開きいただきたいと思います。

２ページの表につきましては、縦軸に方針や目標を取っております。横軸に先程申しました指標を

取っております。例えば、目標の１－１につきましては、横軸では指標の１及び２が該当するという

中身でございます。また、目標の１－２では、指標３が該当するといったような見方をしております。

そして中身としましては、増加や改善を目指してまいりたいという先程申し上げた中身でございます。

協議第17号につきましては、以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　事務局等の説明が終わりました。この件につきましてご意見・ご質問等は何かございませんでしょ

うか。いかがでしょうか。

　コミュニティバスの目標が高い気もしますけれど、努力目標ということで頑張ってきたいなと思い

ます。その辺ぐらいですかね。コミュニティバスについてはですね。

　何かございますか。

●（区長会　大橋委員）

　大体でいいんですが、６町内会というのはどこなんでしょうか。

●（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）

　現在６町内会といっておりますのは、大戸地区につきましては２地区なんですが、１つは闇川、も

う１つは黒森でございます。残りの４町内会は湊の４町内会ですが、まず、中田、崎川、東田面、そ

して経沢でございます。以上の６地区でございます。

●（区長会　大橋委員）

　それを目標値として 20町内会にするということですか。

●（寺内事務局長）

　20町内会まで持っていきたいという計画をしております。

●（区長会　大橋委員）

　どこの町内会か分かれば。

●（江川事務局次長）

　概ねの地域ですが、１つ目が駅の西といいますか、金川町や石堂町、あの辺の部分でございます。

もう３ケ所ほどあるんですが、もう１つが花見ケ丘ですとかそちらの方でございまして、もう１ケ所

が日新、本町、４ケ所目がいくつか考え方がございまして、空白地帯としては門田の一部になるんで

すが、現在、年齢構成の部分から見ると、もうちょっと別の地区がいいのかなと。この辺は流動的な

部分です。

●（寺内事務局長）

　これは、空白地域の話ですが、そこに河東地区のスクールバスでの乗り合わせも考えておりますの

で、その部分がプラスされて 20ということでございます。

●（議長　菅家会長）

　確認ですが、コミュニティバスの数値は長期総合計画の目標が根拠ですか。

●（江川事務局次長）

　まず、長期総合計画を策定した時点で計画されていたのがピカリン号で、みなづる号はその時点で

はなかったわけですが、ピカリン号は収支のバランスがとれる、１便あたりの平均乗車率から見て、

収入と支出のバランスがちょうどとれるようになるのが、約 48,000人だということでございます。一

方、みなづる号につきましては、今後、毎年10％程度ずつ伸びていって 28年度が 25,300人だという

ことで、合わせて73,300人だということでございます。そういう意味では、みなづる号は一定程度今

までの経過を踏まえたもので、一方は収支のバランスですので、ピカリン号は若干高めの設定になっ

ているということは否定できないです。

●（議長　菅家会長）

　他にどうですか。

●（若松建設事務所　猪股委員）

　先ほどの移動利便性が向上する町内会数で、移動利便性が向上というのは、現状から何がどう変

わったという考え方をすればよろしいんでしょうか。

●（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）

　現状、湊地区も大戸地区も４地区もそうなんですが、定期路線バスの停留所までの道が相当数の距

離がある、そういったところで、今までスクールバスは行っていたので、そこへの混乗を許可するよ

うになりまして集落からスクールバスに乗って、最寄の定期路線のバス停なり、又は鉄道駅まで可能

になったということでございます。

●（若松建設事務所　猪股委員）

　そういった説明が入っていればわかりやすいのかなと思います。

●（議長　菅家会長）

　他にはございませんでしょうか。よろしいですか。

　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17号総合連携計画案の目標に係る成果指標につきましては、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）

　満場ご異議ないものと認めます。

　よって、協議第17号総合連携計画案の目標に係る成果指標につきましては、原案のとおり決定いた

したいと存じます。

　続きまして、協議第18号会津若松市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書案について

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、同じ資料の３ページをお開きいただきたいと思います。協議第18号会津若松市地域公共

交通活性化・再生総合事業計画認定申請書案についてでございます。認定申請書につきましては、次

ページの４ページから 13ページまでが申請様式でございまして、それに沿った中身で記入しておりま

す。全体事業計画を一覧表で説明いたしたいと思いますので、資料３の参考資料の１ページ、事業計

画案の概要をお開きいただきたいと思います。ちょっと長くなりますが全体を説明させていただきま

す。

　まず、目標１－１ですが、既存の運行効率化と利便性向上ということで、１番目でございますが、

原長谷川線の効率化、さらには塩川・喜多方線の利便性向上ということでございます。２番目が市町

村生活交通路線ですが、新鶴線等など収支改善の検討でございます。３番目がピカリン号の実証運行

でございますが、利用者ニーズを踏まえた増便の検討でございます。４番目もみなづる号で同じく利

用者ニーズを踏まえた増便でございます。さらに、先程お話いたしましたが、スクールバス混乗、い

わゆる河東地区は７コースほどスクールバスがあるんですが、それの混乗の検討ということでござい

ます。５番目が市街地生活路線ですが、１から６コースございまして、効率化、向上策の検討でござ

います。目標の１－２、資源の活用、新たなシステムの導入でございます。１番から４番までが、乗

合タクシー運行事業ということで、調査により洗い出された空白地域ということで先程説明した地区

でございますが、平成22年度に住民懇談会等を開催しながら協議していきたい、協議の進捗によって

は事業化を検討していきたいということでございます。５番目が金堀線の実証運行でございまして、

現状のバスにつきまして、乗合タクシー等への変更を考えながら実施してまいりたいということでご

ざいます。目標１－３ですが、相互連携の強化でございます。１番目は待合環境整備ですが、ピカリ

ン号ということで、北会津支所を拠点といたしまして、パークアンドバスライドやサイクルアンドバ

スライドに対応するよう、バスの停留所の上屋の整備なりベンチ等の設置を行っていきたいというこ

とです。２番目がみなづる号でございますが、これにつきましては、オリジナルの停留所の設置をし

ていきたいということでございます。児童絵画コンクールを実施しまして、その絵などを標識に掲示

してくというような内容でございます。３番目ですが公共交通のマップ、時刻表でございますが、市

民用のパンフレットを作りたいということです。さらに４番目はバスの連携マップということで、観



光客用のパンフレットということでございます。５番目がバス等の乗換の円滑化事業ということで、

企画切符の乗継乗車回数券の販売をしてまいりたいということでございます。

　目標２－１でございます。歩いて暮らせるまちづくりに資する機能の確保ということで、１番、２

番は病院循環バスの「ひまわりくん」でございますが、現在「ひまわりくん」につきましては、実証

実験として、37の医療機関等をカバーしておりますが、さらに22年度も実証実験を１年引き続き行い

たいということでございます。下の２番につきましては、その「ひまわりくん」について、低床車両

の購入を行っていきたいということです。３番目につきましては、高齢者運転免許自主返納支援事業

ということで、会議所さんが公安委員会等と連携しながら、チラシ・ステッカーの作成を行っていき

たいということです。４番目は路線・系統番号再構築事業でございまして、行き先、表示方法等の改

善を行いたいということでございます。目標２－２が観光・商業との連携強化でございまして、１番

目が観光客の農業体験のために会津若松駅から北会津支所まで往復させたいということで、その途上

にございます不便地域の解消も行いたいということでございます。２番目がまちなか周遊バスという

ことで、「あかべぇ」の低床車両の購入をしてまいりたいということでございます。３番目が買物割

引等でございますが、中心市街地での買物によりまして、回数券の配布等を行っていきたいというこ

とで、一定程度交通会議を開催しながら、中心市街地の活性化につなげたいということでございます。

　目標３－１でございます。１番目の地域とのタイアップイベントにつきましては、運行サポート委

員会と連携していきたい、２番目のコミュニティバスの利用促進につきましては、ただいま説明申し

上げましたが、絵画コンクール等を行ってバス停の標識にしたり、さらにバスの中で展示しまして、

父兄等の利用客の増を図りたいということでございます。３番目がグッズの作成事業ということで、

バスのペーパークラフト等を配布しながら啓発活動を行っていきたいということでございます。４番

目が高齢者等を対象とした制度の導入を検討していきたいということでございます。目標の３－２が

意識啓発でございますが、１番目としましてワークショップ等でございますが、学識経験者を交えな

がら、空白地域を中心に懇談会を行いたいということでございます。２番目はシンポジウム等でござ

いますが、市民の意識高揚、啓発活動のために講演会等を開催していきたいと考えております。３番

目が児童生徒移動支援ということで、来年度、会津稽古堂が開設されますので、遠隔地の児童につい

て、割引の回数券等について検討してまいりたいということでございます。

　なお、計画、事業費につきましては、毎年度、実施主体における内部の手続きですとか、交通会議

における協議を経て決定するものでございますので、確定は現時点では微妙でございます。３ケ年で

一旦見込みでございますが、想定ですが、事業費の合計が 1億 3,800万ほどでございまして、補助見込

み額が、国庫補助でございますが、5,500万円ほど見込んでおります。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。この件につきまして、何かご質問・ご意見等はございませんでしょ

うか。いかがでしょうか。

●（会津若松市　吉田委員）

　確認させていただきたいのですが、目標１－２で、乗合タクシーが４地区ありますね。あと、５番

目の金堀線の実証運行で５つあるわけです。上の４つは住民懇談会で 22年度に話し合いをして 23年度

から運行ということになっていますが、金堀線だけは、既に実施の方向性が決まっているということ

でしょうか。決まっているけれども実施はやっぱり23年度からということでしょうか。あと、下の方

にいって目標３－２で、ワークショップ開催で 40万円となっていますね。これは、目標１－２の４地

区についてやるんだという経費だと思いますが、先程言った金堀線の扱いはどうなるのかなと思いま

す。

●（江川事務局次長）

　まず、ワークショップと乗合タクシー事業の関係は、ご指摘のあったとおりでございまして、乗合

タクシーを想定している地域の方々と、新たな仕組みですので、例えば運行経路ですとか、運行時間

帯ですとか、あるいは、地域の方々がどのようにサポートしてくださるか、そういうようなことも含

めて十分協議しながら、具体的な路線等を決めていきたいということでございます。このときに、専

門的な見地からのアドバイスも受けながらということで、30万円を計上してございます。今のところ

は全然走っていないところですが、金堀線の場合は、既に路線バスがございます。今回の調査の中で

路線バスの中で特に収支非効率といいますか、そういった懸念される路線が４路線浮かび上がってき

ましたので、そのうちの改善策の第１弾として金堀線を考えたいと。そのときのやり方なんですが、

今の定期路線バスではなくて、機能は定期路線バスと同程度のもので、例えばそれが、ジャンボタク

シーが走るというようなイメージですが、そういったもので経費の節減、これは市も補助しておりま

すので、経費を減らせないかということでございます。ただ、これも一方的にやって成功するもので



はございませんので、改めてワークショップという言い方ではございませんが、地域の方々と十分、

方式を変更することについてのご意見なり、そういった部分を 22年度１年かけて、コンセンサスが取

れれば、23年度でということで考えてございますので、今すぐではなくて、１年間協議期間は設けた

いということでございます。

●（会津若松市　吉田委員）

　今、定期路線バスが走っている、一定のダイヤがあるということですね。それを基本的にやめる形

で乗合タクシーを運行する形になるんですか。

●（江川事務局次長）

　基本的には委員がおっしゃられましたように、仮に今６往復走っていますが、地域の人と話し合っ

て、この便はほとんど使っていないからなしにしましょうか、その代わり、この辺はもうちょっとこ

まめにやった方がありがたいということがあれば、全体的な経費の部分も見ながら、運行のあり方を

含めて協議させていただきたいと思います。

●（議長　菅家会長）

　他にどうでしょうか。何かございませんか。よろしいですか。

　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18号地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書案につきましては、原案のとおり決

定するということで、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18号地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書案につきましては、原案の

とおり決定いたしたいと存じます。

　続きまして、協議第19号会津若松市地域公共交通会議平成22年度事業計画案さらに協議第20号平

成22年度収支予算案につきましては、それぞれ関連がございますので、一括して案件といたします。 

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、資料２の14ページをお開きください。協議第19号会津若松市地域公共交通会議平成22

年度事業計画案についてでございます。１番の活性化・再生総合事業計画につきましては、先程協議

第18号で説明したとおりでございますので、以下の表でございますが、省略させていただきます。２

の会議等でございます。地域公共交通会議につきましては、５月、12月、３月を基本としながら、適

に開催してまいりたいと考えております。幹事会につきましてもその前段として開催してまいります。

３の幹事会ワーキンググループでございますが、これにつきましても適に開催しながら協議を続けて

まいりたいと考えております。

　15ページでございます。協議第20号でございますが、平成22年度収支予算案についてでございま

す。本公共交通会議財務規程の第２条第２項の手続きに基づいて提案するものでございます。歳入の

部でございます。１の負担金 1,458,000円、会津若松市からの負担金でございます。２が補助金でご

ざいまして 25,941,000円、内容につきましては、国庫補助金でございます。３番目、繰越金でござい

まして 369,000円、21年度からの繰越金でございます。諸収入 1,000円、預金利子等でございまして、

歳入総額で 27,769,000円でございます。歳出の部でございます。１の事務費でございますが、まず、

会議費が 20,000円、事務費が 20,000円、事務消耗品等でございます。２の事業費でございまして、

27,699,000円でございます。これにつきましては、摘要の病院循環バスでございます「ひまわりく

ん」の運行をはじめ、11事業で先程説明した内容でございます。さらに、一番下のアドバイザー旅

費・報償費でございますが、300,000円につきましては、21年度同様、バス110番からの派遣を依頼し

てまいりたいと考えております。３番目が予備費でございまして 30,000円、歳出総額で 27,769,000円

でございます。なお、項目間の流用は、一任していただきたいと考えております。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。この件につきまして皆様方からご意見・ご質問等はございませんで



しょうか。何かございませんか。

　なければ、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19号平成22年度事業計画案、さらに協議第20号平成22年度収支予算案につきましては、原

案のとおり決定するということで、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）

　満場ご異議ないものと認めます。

　よって、協議第19号平成22年度事業計画案及び協議第20号平成22年度収支予算案につきましては、

原案のとおり決定いたしたいと存じます。

　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。

　引き続き、次第の５番目『その他』に移らせていただきます。事務局から、その他の案件はありま

すか。

●（江川事務局次長）

　はい、議長。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（江川事務局次長）

　案件ということではございませんが、先程 22年度の事業計画、収支予算をお認めいただいたんです

が、国の方からの補助金の状況、これは制度的に２分の１でございますが、なかなか大変厳しいよう

な状況だと漏れ聞こえてくるところでございます。例えばの話でいたしますと、昨年度のこの事業に

対する国の補助金は、経済対策もございまして、仕上がりでいくと 60億くらいのものがあったわけで

すけれども、今回は 40億円の予算ということで額的にかなり狭まっている。これに対しまして、逆に

こういった制度が地方の方にはかなり浸透してきておりまして、本市のような動きがかなり出てきて

いるということでございます。ですので、パイは小さくなっておりますが、この事業、補助金を使い

たいという市町村は増えている、ということですので、当初予定していたような２分の１というのが、

ひょっとしたら、かなり難しくなるのではないかという状況もうかがわれるわけでございます。そう

しますと、先程 22年度にこの事業をやります、ということで挙げてございますが、場合によっては補

助が絞られた関係で、補助の部分を自己負担でやるのはなかなかしんどいという場合においては、22

年度で単年度で考えていたものを、例えば 22・23年度と２ケ年でやろうかといった、そういった調整

も場合によっては必要になろうかと思います。ただ、国から示されて実際に申請するまでには、かな

り期間が制約されたタイトなスケジュールで行わなければならないものですから、この辺につきまし

ては、各事業所さんと具体的な数字が挙がってきた段階で協議させていただいて、その全体調整につ

いては、会長にご一任いただければと思います。合わせまして、予算も当然動いてきますので、その

辺を含めまして、会長に一任という形で流動的に動かさせていただきたいと思いますので、ご承知お

きいだきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

●（議長　菅家会長）

　今ほど事務局から、そういう経過をもって対応していく考え方を示されたわけでありますが、これ

についてどうですか。何かご意見はございませんか。

　その場合は、そのような対応をさせていただきたいと思いますので、ご認識ご協力いただきたいと

思います。

　その他事務局からありますか。なければ、委員の皆様からその他として、ご意見やご質問はござい

ませんか。よろしいですか。

　それでは、ないようでありますので、以上をもちまして『その他』を終了させていただきます。

　本日は、会議の円滑な運営に際し、特段のご協力をいただいたことに、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。ありがとうございました。

●（目黒事務局員）

　以上をもちまして、第９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。委員の皆様に

は、お忙しい中ご出席を賜りまして、大変ありがとうございました。
　これにて散会いたします。

（閉　会　午前１１時２０分）


