
第８回会津若松市地域公共交通会議

　会　　　議　　　録

１　日　時

　　平成２２年１月２７日（水）　午後２時１５分～３時２５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 （専務取締役） (山　口　哲　夫) 兼務

３ 社団法人福島県タクシー協会 会津支部副支部長 山　口　哲　夫

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 運輸企画専門官 馬　場　真　也

８ 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

９ 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課長 武　藤　孝　雄

10 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三

11 会津若松市 市長 菅　家　一　郎

12 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 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

３ 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

４ 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

本町商店街振興会　会　長 笹　内　清　弘

　　　同　上　　　副会長 笹　内　紘　司

　　　同　上　　　専務理事 松　澤　洋　治

会津乗合自動車株式会社　運行管理部輸送計画係長 小　澤　　　睦

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

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) 協議事項

協議第13号　会津若松市地域公共交通会議副会長の氏名及び監事の選任について

協議第14号　まちなか循環バス『エコろん号』の運行計画（案）について

協議第15号  病院循環バス『ひまわりくん』の実証実験の継続に係る運行計画（案）

　　　　　　 について

協議第16号　『みなづる号』に係る運行計画の一部変更（案）について

　⑸　その他

　⑹　閉会

７　会議内容　（開　会　午後２時１５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８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、

会議次第、協議資料、交通会議委員名簿及び出席者名簿、席次表、第７回会議の会議録の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。それでは、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８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、公私とも大変お忙しい中、ご出席を賜り

開催できますこと心より御礼申し上げます。

　また、今回の会議から一部で委員の変更がございましたが、委員の皆様方におかれましては、今後

２年間、当交通会議の運営、さらには市政発展のため特段のご支援、お力添えを賜りますようお願い



申し上げる次第であります。

　さて、本日の会議につきましては、当交通会議が調整主体としての機能を有することから、まちな

か循環バス『エコろん号』、病院循環バス『ひまわりくん』及び、河東地域コミュニティバス『みな

づる号』それぞれに係る運行計画につきまして、ご協議をいただく予定であります。

　委員の皆様方におかれましては、過般、決定をいただきました総合連携計画に掲げる『交通、まち、

市民の連携による会津若松ネットワークの構築』という理念の具現化に向けまして、忌憚のないご意

見を賜りますようお願い申し上げますとともに、本日の会議が有意義なものとなりますことを祈念い

たしまして、あいさつとさせていただきます。

●（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入らせていただきます。

　本日は、新たな任期が始まりましてから最初の会議となりますが、当交通会議の委員構成につきま

しては、本日お配りした名簿の通りであり、平成24年１月20日までの任期となりますので、今後２年

間、よろしくお願いいたします。

　続きまして、本日ご出席の皆様をお一人ずつご紹介申し上げます。お名前をお読みいたしますので、

その場でご起立くださるようお願いいたします。

　はじめに、会津乗合自動車株式会社モビリティサービス事業部企画開発課長　杉原広晴様でござい

ます。続きまして、会津交通株式会社取締役貸切観光部長　白井和英様でございます。続きまして、

福島県タクシー協会会津支部副支部長で会津乗合自動車株式会社専務取締役の山口哲夫様でございま

す。続きまして、会津若松市区長会会長　大橋寛一様でございます。続きまして、会津若松市老人ク

ラブ連合会常任理事　星成市様でございます。続きまして、企画室ＭＥ代表　田澤演子様でございま

す。続きまして、福島運輸支局運輸企画専門官　馬場真也様でございます。続きまして、会津若松建

設事務所企画調査課長猪股慶蔵様でございます。続きまして、会津若松警察署交通第一課長　武藤孝

雄様でございます。続きまして、会津若松商工会議所事務局長　渡部耕三様でございます。続きまし

て、会津若松市企画政策部長　吉田英俊でございます。最後に、改めまして、当交通会議会長の菅家

一郎市長でございます。なお、名簿の備考欄に新と記載されている方々が、今回から新たに委員とな

られた方々でございます。委員の皆様方のご紹介は以上でございます。

　なお、交通会議事務局職員並びに協議案件に関する説明のために出席している関係者につきまして

は、本日お配りしました名簿の通りでございます。

　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 12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

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たいと存じますので、議事進行につきましては、

特段のご協力をお願いいたします。早速、協議事項に入らせていただきます。

　まず、協議第13号、会津若松市地域公共交通会議副会長の指名及び監事の選任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、お手元に配布されております協議資料の１ページをお開きいただきたいと思います。協

議第13号、会津若松市地域公共交通会議副会長の指名及び監事の選任について、同じ資料の３ページ

をお開きください。３ページの第５条第１項に『交通会議に会長及び副会長２名を置く』と規定され

ております。第５条第４項で『副会長は委員の中から会長が指名する』となっております。次に４

ページをお開きいただきたいと思います。第11条第１項に『交通会議に監事２名を置く』、さらには

第２項に『構成員の互選により選任された監事』となっております。したがいまして、監事について

は互選により選任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）

　事務局の説明が終わりました。はじめに、副会長の指名についてでありますが、設置要綱に基づき、



会長が指名するということでありますので、これまでも副会長の職にありました吉田英俊委員、大橋

寛一委員の２名を指名いたしたいと存じますが、皆様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）

　ありがとうございます。満場異議なしということでありますので、お二人につきましては引き続き

よろしくお願いしたいと存じます。

　続きまして、監事についてでありますが、どのような方法で選任を行ったらよいか、皆様方のご意

見を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。

●（委員一同）

　事務局一任。

●（議長　菅家会長）

　今ほど、事務局一任の声が出されましたが、ほかにご意見等がなければ事務局から監事候補者を提

案いたさせたいと存じますが、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）

　それでは、事務局から提案いたさせます。

●（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、事務局から当交通会議の監事として次の２名の方をご提案させていただきたいと存じま

す。まず、老人クラブ連合会常任理事の星成市委員、そしてもう１名につきましては、商工会議所事

務局長の渡部耕三委員のお二人にお願いしたいと存じます。

●（議長　菅家会長）

　それでは、おはかりをいたします。ただいま、事務局から提案がありましたように、星成市委員と

渡部耕三委員のお二人を監事として選任したいと存じますが、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）

　それでは、満場異議なし、ということでありますので、監事につきましては、星成市委員と渡部耕

三委員のお２人に決定をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

　続きまして、協議第14号、まちなか循環バス『エコろん号』の運行計画案についてを案件といたし

ます。まず、事業計画の主体であります本町商店街振興会からご説明をお願いします。

●（本町商店街振興会　笹内会長）

　本町商店街振興会会長の笹内です。本日出席しておりますのは副会長の笹内紘司です。町内会長も

務めております。それから、商店街振興会専務理事の松澤洋治さんです。以上３名でございます。

　本町につきましては、私が中学校のときにはバスが走っていました。今から50年前です。それ以来

バスの路線が変更になりまして、ずっと走っておりません。ここ数年いわゆるコンパクトシティと

いった流れもあり、緑町や周辺の方々から本町にバスを通してもらいたいという声が上がったので、

我々商店街と町内会が一丸となって市へお願いをしてまいりました。まず、『ハイカラさん』や『ピ

カリン号』の路線を変更して通してはどうかということを協議していただきましたが、物理的な問題

もあり不可能だということで、一昨年の平成20年 10月から実証実験としてバスとジャンボタクシーが

通りました。そのときに数十年ぶりに本町にバスが通ったということで商店街のみなさん、町内会の

みなさんが大喜びしまして、ぜひ継続的に運行してもらいたいということで協議していただいたとこ

ろ、広田タクシーさんが委託事業者としてやっていただけるということで７月まで実験を続けてまい

りました。そして、今年の８月にはバスが通行している商店街、停留所、酒屋さんなどが集まって、

なんとか『エコろん号』を盛り上げて市民の足としていこうということで、エコろん号活性化協議会

を立ち上げました。そこで協議しながら、なんとか『エコろん号』を走らせていきたい、もう半年、

３月まで実験を続けていただきたいということで運行しているところでございます。実験が３月で終



わってしまいますので、４月からは定時定路線型のバスとして運行したいということで、本日、ご審

議いただいているところでございます。　

　詳細につきましては、６ページに載っておりますが、名称は『エコろん号』、これは日新小学校で

公募しまして百数十通あったんですが、１年生の女の子が付けた廃油で走るバスということで『エコ

ろん号』が採用されました。命名につきましても住民の期待がかかっているということでございます。

計画主体は本町商店街振興会、委託事業者は広田タクシー、運行経路や停留所、その他につきまして

は、７ページに記載されております。運賃は乗り降り自由で大人 500円、１回券として 200円でござい

ます。使用車両は普通のバスと違った会津異人館バス、これも大変好評をいただいております。運行

支援体制としましては、イベント情報の提供や添乗員のＰＲ、沿線Ｂ級グルメ情報の提供、パンフ

レット等も作成しまして、ＰＲに努めましてバスの運行とともに商店街の活性化、特に私ども町内会

の市民の足として運行していきたいと今日お願いしたわけでございます。どうかご審議のほどよろし

くお願いいたします。

　また、本町商店街だけでなく日新地区区長会様からも全面的な支援をいただいております。よろし

くお願いいたします。

●（議長　菅家会長）

　続きまして、これまでの経過等について、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）

　これまでの経過につきましては、お手元の資料の10ページをご覧いただきたいと思います。まず幹

事会のこの資料の報告の前に若干手続き等の説明をさせていただきたいと思いますので、隣の11ペー

ジの説明からさせていただきます。

　11ページの協議案件の取り扱いについての本文の４行目からでございます。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

際しまして、規制緩和のメリットが付与されたところでございます。例えば、保有車両は本来６両以

上が必要車両数でございますが、１両でも運行が可能となりました。しかしながら、新規参入者がこ

うしたメリットを活用しまして、法の規定どおりに既に許可を受けている事業者と、事業計画におい

て競合が生じた場合、公平・公正な競争を担保することが困難となることが予想されます。既存路線

の維持・確保に影響を与えることになり、最悪の場合は住民サービスに多大な障害を及ぼすことにも

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、本交通会議は、公平・公正

の観点から慎重な対応が求められますので、本件のような事案が生じた場合の対処として、過般の地

域公共交通会議において判断基準を設けたところでございます。

　今回の事案に関連したものを申し上げますと、その一つに、１の③でありますが、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

れる事業計画であること、としております。これにつきましては、地域の熱意と創意・工夫が非常に

重要と考えております。そして、合わせまして④でございます。これは最も重要なことでもあります

が、①から③のいずれの場合においても、既存路線との重複の状況、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ること、としております。従いまして、これらの要

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するとしたものでござ

います。このことによりまして、事業者は規制緩和のメリットを活かし、国に対し許可申請が可能と

なります。

　次のページの12ページに一連のフローを記しております。今回であれば③、④に適合し、左の大き

なマスの（１）から（４）のメリットが享受できうることになります。これ以外の①から④に当ては

まらない事業計画は、一番下のマスでありますが、法に基づく厳しい要件を満たすことにより申請が

可能となります。

　次に、現在までの交通会議及び幹事会の協議経過等については、資料の10ページにお戻りいただき

たいと思います。まず、第６回地域公共交通会議の経過説明でございます。本議案についてでありま

すが、実証実験運行の延長を了承した昨年７月の第６回地域公共交通会議においては、本格運行に向

けた対応として、先程の判断基準に基づき意見や考え方、今後の対応等を集約し申し上げた経過がご

ざいますので、経過内容を含めて再度説明させていただきます。

　まず、先程述べました判断基準の一つに、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ること。といった基準

がございます。（１）意見、考え方のポツの一つ目は判断基準への対処意見です。活性化協議会の組

織化とともに関係機関との協議を深め、事業計画等について調整を進めるということでございました。

また、判断基準の二つ目といたしまして、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

あること、がございます。これについては、ポツ２及び３でありますが、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性、また、既存路線のバス事業者にあっては既存路線の経路変

更等による対応の可能性を検討するということでございました。さらに、判断基準の三つ目は、地域

公共交通総合連携計画との整合についてがあります。これについては、ポツ４でありますが、連携計

画策定の中で行うということでございました。

　次に、まとめの１、事業計画の調整でありますが、今ほどの第６回公共交通会議における意見等へ

の対応であります。意見等を一つ一つ検証いたしましたところ、まず、均衡ある運賃として『ハイカ

ラさん』と同額の運賃への見直し、また、生活交通路線と競合する部分の一部見直し、さらには、本

町商店街振興会をはじめとする 18の商店街や商工事業所、医療機関等によるエコろん号活性化協議会

の設立など事業計画の調整がなされてきたところであります。また、まとめの２でございます。地域

公共交通総合連携計画との整合については、連携計画の「まちの活性化につながる公共交通体系の構

築」という方針のなかに、観光・商業との連携強化を目標として位置づけ、沿線の地域住民等、関係

者の連携も重要なポイントとしておりまして整合を図っているところであります。

　次に、（２）の計画主体及び既存乗合バス事業者双方の課題でありますが、実証実験と同様の事業

計画で本格運行に移行した場合、計画主体の本町商店街振興会及び既存路線バス事業者双方に課題が

残ることを報告しております。具体的には、『エコろん号』においては、現在の利用状況では将来的

に運行を持続できるかという懸念がございます。また、既存の路線バスにおいては、生活交通路線等

と一部路線が重複しているため利用者数の減少に伴い路線の維持・確保への影響の懸念、ひいては市

が行う欠損補助の増額への懸念等々でございます。なお、今申し上げました課題につきましては、解

決の手立ては今すぐ見出せるものではございませんが、今後とも相応の努力を要するものと思慮され

ます。

　次に、幹事会における意見交換でございます。今回の公共交通会議の事案である『エコろん号』の

本格運行につきましては、以上の第６回公共交通会議後の対応をもとに、その後、２回の幹事会にお

いて意見交換をしたところでございます。意見としては、まず、一点目として、市民の交通手段の確

保、商店街の活性化の観点から運行が望ましいとする意見がありました。一方では次の意見もござい

ます。新たな事業展開と既存路線を維持していくことは、利用者が減少する状況下では相反する関係

にあり、公共交通を維持し、持続することの困難さ、住民に対する責任を併せ持つ重みをご理解いた

だきたい。また、生活交通路線を維持する立場から、コースの競合による利用者の取り合いは避けて

欲しい、とのことです。また、三点目についてでございますが、高齢化社会が進展する中、公共交通

は大変重要であり、『エコろん号』のみならず定期路線バス等を住民で支える啓発活動を活性化協議

会で率先して取り組んでいただきたい、との要望がございました。

　以上のような経過を踏まえ、幹事会といたしましては、判断基準に基づく対応状況と課題、さらに

は意見等を添えて、まちなか循環バス『エコろん号』の運行計画案を本交通会議に上程するものでご

ざいます。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、皆様からご質問・ご意見等がございました

らお願いいたします。いかがでしょうか。

●（会津交通　白井委員）

　ただいまの『エコろん号』の説明につきまして何点かお聞きしたいと思います。実証実験が平成20

年 10月から 21年９月まで行われて、実証実験を平成21年 10月１日から 22年３月 31日まで延長され

た中で、利用者数実態につきまして４月から 11月までの集計をうかがったところ、合計で 2,671名の

乗客があり、１便平均にしますと、１便あたり1.4名の実車率ということで、今後の運行はどうなの

かなという気がいたしました。もう一点目としまして、本町地区、空白地区に必要な運行だとはわ

かっております。我々も『まちなか歩キメです』を通しいろいろ実験をしまして、既存の乗合旅客運

送会社の経路変更をしたほうが財政上無駄がないのではないかと思われます。また、既存会社の路線

と競合すれば、あまりいい結果が出ないように思います。以上です。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（江川事務局次長）



　二点あったかと存じます。一点目は実証実験の乗合状況を見れば、収支が大変厳しい状況であって

継続性の部分で心配だという点です。その点につきましては、確かに４月の時点では 250名前後でし

たが、例えば８月ですが路線が定着するにつれて、一ヶ月あたり 400名前後というふうに徐々にでは

ございますが増えてきているという状況がございます。また、当初は本町商店街さんがメインになっ

て支えるという部分が、先ほどの経過説明にもありましたとおり、より広がりを持ってということで、

18の商店街、商業事業者等々でみんなで支え合おうと、支え合う部分が広がりつつあります。なおか

つ、商店街の方々にお聞きしますと自分たちも是非このバスを守り育てていくために何らかの形で全

面的にバックアップしていきたいということもございますので、利用率が今後伸びていくという期待

を込めることが可能ではないかと考えております。

　二つ目の既存路線との競合という点でありますが、幹事会でも確かに議論になった経過がございま

して、一定程度具体的な路線の箇所について指摘がございました。指摘がございました路線の箇所に

つきましては、幹事会でも議論をし、かつそれを踏まえて計画主体である本町商店街さんの方で経路

を一部変更してきたということもございますので、完璧とは申しませんが一定程度の配慮、協議に基

づく対応をしてきた経過にあると受け止めてございます。

●（議長　菅家会長）

　よろしいですか。他にございませんでしょうか。

●（企画室ＭＥ　田澤委員）

　利用者の立場からしますと、いろいろなバスが走っているということはとても便利でいいことだと

思います。今、競合というお話が出ましたが、これについては、それでなくともバスの本数が少ない

わけですから、時間帯をずらしていただいて、同じ場所でも違う時間帯に停まってもらえれば利用者

の便も助かることになると思います。このバスは、私どもの会の方で始発から一周り試乗してきまし

たけれど、一つはどこで乗るのかわからない、バス停がはっきりしていない、バス停はここで停まり

ますよと書いてあるけれど、そのどこがバスの停まる所なのかもわからない、それから、このバスが

走っていること自体を市民全体がよくわからない。では、このバスは一体誰に利用してもらいたいの

かはっきりしていないと思うんですね。そういったところをもうちょっと当事者の方に考えていただ

きたい。きちんきちんと一時間ごとに走らなければならないということが私たちにはわからないので、

他のバスが走っていない時間帯にその停留所に来るようにすれば、その時間帯に乗りたい人もいるわ

けで、そういう細かいことを考えれば、このバスを走らせる価値があると私は考えます。

●（江川事務局次長）

　まず、バス停がわかりづらいというお話がございました。今現在はのぼり旗での表示になっており

まして、のぼり旗を見ただけではその停留所に何時にバスが来るのかわからないような状況になって

ございます。この点は実証実験ではなく定期運行ということになれば、既に定期路線バスでなされて

いるような停留所の形にしていくという考えであるということを申し上げたいと存じます。

　二点目は周知の仕方という点でございます。もちろん、運行主体である本町商店街さんを中心にこ

れまで以上にＰＲしていかなければならないと受け止めておりますし、また、今般総合連携計画とい

うことで市民のアンケートを取りましたところ、『エコろん号』に限らず定期路線バスにおしなべて

言えることですが、停留所や運行時刻、行き先がわからないですとか、告知に対する不満がおありの

方がございました。そういったことがございましたので、当交通会議の事務局といたしましては各事

業所さんにＰＲしていただくことはもちろん、既存の路線バス、コミュニティバス、『エコろん号』

といった総合的な情報の提供というものを新たに新年度から行いまして、情報提供をきちんとしてい

きたいと考えております。

　最後の路線バスの運行時刻のあり方でございますが、循環型ですので、例えば運行間隔につきまし

て、ある時間帯は１時間を30分にするということになりますと、バスがもう１台必要になるといった

こともございますので、引き続き運行を重ねる中で、さらにはこの交通会議でお互いの事業主体が協

議する場ができましたので、半年ないし１年運行する中で相互に補完できるような運行時間のあり方、

市民の方がより使いやすくなるものはどうなのかということについては、引き続き協議、研究してい

ただこうかと考えております。以上でございます。

●（議長　菅家会長）

　よろしいですか。他にございますか。

●（県タクシー協会　山口委員）

　二三、確認をさせていただきたいんですが、まず、本年の３月までの実証実験であると、そして４

月以降は道路運送法４条による本格的な定時定路線型運行だという理解でよろしいんですよね。

　もう一つは、均衡ある運賃ということで、その結果、まとめとして『ハイカラさん』と同額の運賃



への見直しということは、『ハイカラさん』と比べて同じように200円にすべきだというまとめなの

かどうかを確認させてください。

●（江川事務局次長）

　一点目の法的位置付けとしましては、今年の３月 31日までは実証実験で、４月１日からは定期路線

運行とすることについての協議ということでございます。

　二点目の運賃の均衡性ということから申し上げますと、実証実験の当初の値段でいきますと、１回

あたり200円というのは『ハイカラさん』と同じだったんですが、乗り降り自由の１日券につきまし

て、400円という料金設定でございました。これにつきましては、幹事会並びに事業延長にあたりまし

て同じく 500円ということで調整をさせていただいた経過にございます。

●（県タクシー協会　山口委員）

　今の答えを踏まえまして、特に問題なのは１回あたり200円、１日乗り降り自由で500円という運賃

設定についてなんですけれども、既存路線バスと問題が掲げられておりますが、それはそれとして当

然影響があるのだろうと思いますが、さらに、タクシーの代表の者としてお話申し上げますが、昨年

の10月以降、タクシー事業も公共交通機関に認定されました。そういった意味では、公共交通機関の

公正公平な運営ということを考えていただくならば、１回 200円という運賃について少し申し上げた

いんですが、第一点は福島県内のタクシー事業者の労働者の賃金の問題でございます。福島県全体の

全事業者、全産業の男子の平均年収が450万、福島県のタクシー運転者の年間所得を見ますと 179万と

いうことで、数字で見ますと半分以下で43.8％、全産業の平均からすると 230万程の開きがある、こ

ういう状況でございます。これは平成20年度の実績ですが、平成21年度はおそらくこれよりまた下が

るだろうと。事実、当社系列の会津タクシーでも毎月数万近くの収入以下の者もいますので、当然、

今申し上げた数字よりは従業員一人あたりの収入が相当大幅に下がっていると言わざるをえません。

そういう中でタクシー事業者がこういう事業をおやりになるのは構いませんけれども、実際は労働者

の問題ですね、労働条件の改善ということからいうと非常に大きな弊害がある。事業者さんにとって

は、ある程度安くてもそれなりに収入は上がります。ご存知のとおりタクシー事業を主としてやって

らっしゃる会社は給与体系は歩合給、ということは、ある一定の歩合を設定してもらって、それを超

えなければ乗務員の給料は上がらない仕組みになっている。こういう安い料金でやりますと、事業者

としての収入は上がるけれども乗務員の給料にはほとんど反映されないのが実態なんです。地域の労

働者の賃金や労働条件の改善等を考えますと、実証実験の間は 200円の低額運賃もやむを得ないと思

いますが、本格定時運行に移行するのであれば、やはりタクシーやバスといった公共交通機関の運賃

との均衡ある運賃設定をぜひお願いしたいと。

　200円で申請なさったのかどうかわかりませんが、この辺のところを踏まえて、果たして 200円とい

う運賃が妥当なのかどうか、一般的にバスでは対キロ区間制で乗った距離で運賃が変わってくる。整

合性の面で『ハイカラさん』の問題が残るかもしれませんが、これはいろいろな経緯がありまして、

200円、ワンコインかツーコインという当時のご指導があってやったことでありまして、地域の住民や

事業者が決めた料金ではないということをご理解いただきたいと思います。タクシー会社の労働条件

の改善ということから考えますと、はたして 200円の運賃が妥当なのか、継続的におやりになるので

あれば、永続的に200円でできるのかどうか、その辺を見極めてご判断いただければと思います。

●（議長　菅家会長）

　これについて、どうですか。事務局。

●（江川事務局次長）

　まず、200円という部分でございますが、まず実質的部分から申し上げますと、幹事会では１日 400

円ということに対して同じような循環バスのタイプと異なるという議論が見られました。一方で１回

あたり200円という部分につきましては類似の『ハイカラさん』のみならず、『あかべぇ』、また当

時実証実験で別個のバスも走ってございましたので、それと同一料金だということで大きな議論には

ならなかったという経過にございます。事務局として考えますには循環型のしかもエリア的に一周あ

たりの距離が大きな差異がないということを考えますと、こちらの部分だけ対キロ運賃制にする、１

回あたりツーコインという計画を持ってこられた方に対して対キロ運賃制でと協議を強く進めること

にならなかったということはご理解いただきたいと思います。

　最後にタクシー事業者の賃金という部分につきましては、近年新聞紙を賑わせておりまして、これ

については規制緩和の中で参入が多くなってある意味需要より供給が多くなっているという、需給調

整といいますか、そういった現状を招いていることは確かだと受け止めておりますが、これについて

は別途、国のほうで新たな調整・協議の場を設けると聞いておりますので、そちらの方での改善に向

けた議論の行方というものを見守りたいと考えております。以上でございます。



●（議長　菅家会長）

　よろしいですか。大橋さん、どうですか。

●（区長会　大橋会長）

　課題はいろいろあるようですが、これから少子高齢化ということもございますので、調整をしなが

ら創意工夫をして均衡ある運賃、こういったことも合わせながら、さらにつっこんで創意工夫を図り

ながら進めていってはどうかなと思います。

●（議長　菅家会長）

　他にありませんか。

●（老人クラブ連合会　星委員）

　運賃の問題、これは一番大切なことです。利用者の方は安ければこれは誠にいいことですが、経営

面から見ると容易なことではありません。

　今、大橋さんが言われたように利用者の気持ちもあるし、一方で労働者にとっては深刻な問題とい

う話でありますが、なるべく町の方々が協議して設定した200円を継続してはどうかと思います。

●（議長　菅家会長）

　他にありませんか。

●（県タクシー協会　山口委員）

　200円という運賃設定は今後見直すことはないのでしょうか。

●（議長　菅家会長）

　事務局。

●（江川事務局次長）

　公共交通会議で同意した事項でありますので、一定程度実際にやってみて、非常に不都合が生じて

いて、改めてそういったことを協議すべきだということが、委員の方、あるいは関係者の方から提案

があった場合については、幹事会等を通じまして関係者と協議する場を設けていくということで、検

討させていただきたいと存じます。

●（県タクシー協会　山口委員）

　ということであれば、ぜひお考えをいただきたいんですが、現状を見まして公共的におやりになり

たいということであれば、運賃の問題は非常に大きく響いてまいりますので、その辺は関係するよう

な公共交通機関との整合性について協議いただきたいとうことです。それからもう一ついえることは、

実績が出ていますけれども、この実車数だったら 200円で経営が成り立つわけがない、そういう中で

200円という運賃を本当にお認めになるのかどうか、ぜひ今後の課題として検討していただきたい。そ

うでないと既存事業者であるバスにしろタクシーにしろ非常に大きな影響を受けます。既存事業者が

倒れたら本当に住民の足がなくなるわけですから。利便性が上がることについては大いに賛成です。

しかしながら、運賃の問題は経営を含めて非常に大事です。経営を含めて、労働者の雇用条件の改善

という面からも非常に大事な問題ですから、今後もこういったいろいろなケースが出てくると思いま

すが、運賃の設定の仕方についても十分ご配慮いただいた上で進めていただかないと大変困りますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

●（議長　菅家会長）

　他によろしいですか。

　これは、大きな課題であると私も受け止めておりますので、既存事業者の安定経営と地域交通とし

ての市民の足の確保という点があるわけですが、おそらく利用者は安いほうが助かるでしょうし、片

や事業者の経営を圧迫すると要因もあるということも、議論の中で私も危惧しているところでありま

すが、一方で、商店街や地域の方々から大きな期待が寄せられていることでもあり、『協議案件の取

り扱い』に係る要件に照らしてみた場合、『地域住民等との協働により企画された事業』を踏まえて、

『市域内における公共交通体系との整合性の確保』につきましては、幹事会をはじめ、関係者間の意

見交換等を通して、運賃や路線の見直しなど、一定の改善が図られたところであります。また、新た

に設立されました『エコろん号活性化協議会』をはじめとする関係者の創意と工夫にあふれる取り組

みが期待されるところでございます。いろいろご意見がございましたけれども、会長としては、本町

商店街振興会から提案がございました、まちなか循環バス『エコろん号』の運行計画案につきまして

は今出された意見についても今後検討することにいたしましても、当交通会議における判断基準に照

らし合わせ、原案につきまして同意が可能なものと決定をさせていただきたいと存じますが、よろし

いでしょうか。

●（委員一同）

　異議なし。



●（議長　菅家会長）

　それではそのような形で対応させていただきます。ただ、今議論された点は今後の課題として対応

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

　それでは、協議第14号、まちなか循環バス『エコろん号』の運行計画案につきましては、当交通会

議において、原案のとおり同意が得られたものと決定をさせていただきます。

　なお、路線バスをはじめとする地域の公共交通全体の維持・確保、更なる利用促進につきましては、

市といたしましても市民の皆様に対し積極的な情報提供を行うとともに、公共交通の重要性に係る啓

発活動をはじめ、前回の会議でもご協議をいただきました総合連携計画に位置付けた事業を着実に推

進してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

　具体的には、既存の路線バスもコミュニティバス事業も『エコろん号』も多くの市民の方に存在を

しっかりとＰＲして、さらなる相乗効果と乗車率向上につなげて、お互いがダメージを受けず、さら

に事業が拡充することをやはり全力で取り組む必要があるのではないかと思いますので、そのような

ことを踏まえながら対応してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

　それではここで、本町商店街振興会の笹内会長、笹内副会長、松沢専務理事は退席されます。ご苦

労様でした。ありがとうございます。

　さて実は、私の次の公務が間に合わない状況になってしまいまして、今の案件は極めて重要な案件

でありましたので、皆様方のご了解がいただければ、議長職を副会長の吉田委員に交代させていただ

いて議事進行をさせていただきたいと存じますが、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）

　大変申し訳ございませんが、議長を副会長の吉田英俊委員に交代して議事を進めてまいりたいと存

じますが、どうか皆様方のご協力を賜りますようお願いを申し上げたいと存じます。

●（議長　吉田副会長）

　それでは、会長に代わりまして暫時、議長役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

　続きまして、協議第15号、病院循環バス『ひまわりくん』の実証実験の継続に係る運行計画案につ

いてを案件といたします。事業計画の主体であります会津乗合自動車株式会社輸送計画課小澤係長さ

んから説明をお願いします。

●（会津乗合自動車㈱　小澤係長）

　はい、議長。

●（議長　吉田副会長）

　どうぞ。

●（会津乗合自動車㈱　小澤係長）

　会津乗合自動車株式会社の小澤と申します。よろしくお願いいたします。

　皆様に配布しております協議資料の13ページをご覧ください。病院循環バス『ひまわりくん』の実

証実験の継続に係る運行計画案でございます。このバスについては昨年、本公共交通会議において了

承をいただきまして、昨年の４月から３月までの実証実験ということで運行しております。このバス

の目的を改めて述べさせていただきますと、一つ、利用目的を通院とし通院者に特化した路線とする、

二つ、若松駅前や神明通りで既存の路線バスと乗り継ぎができるようにする、三つ、高齢者にやさし

い低床バスを使用する、四つ、分かりやすい均一運賃にする、こういった大きく四点を掲げまして昨

年４月より実証実験をしているということでございます。今後会津若松市におきましても高齢者が増

えるということ、高齢者の通院に関し移動手段の確保がますます重要な課題であるということ、また、

会津若松市地域公共交通総合連携計画素案にあります、高齢者が利用しやすい公共交通サービスの提

供を具現化するため、現在認知されつつある病院循環バスを継続運行したいということでございます。

　名称については現在使用している『ひまわりくん』をそのまま使用しまして、運行経路につきまし

ては今回一部見直しを図りたいと考えてございます。今までの経路上にある病院のほか、西若松駅、

川原町、材木町といった地域に４つの病院がございますので、そちらの病院に通院される方も利用で

きるようにいたしまして、さらなる利用者増を図ってまいりたいと考えております。運行回数につい

ても同じように、今現在東回り１日５回、西回り４回ということで、運行経路につきましては 15ペー

ジ、運行ダイヤについても 14ページに載ってございます。運賃につきましては今現在実施しておりま

す均一運賃の大人200円ということで、実証実験として継続運行する期間としましては平成22年４月

１日から平成23年３月 31日までの一年間継続して運行したいということでございます。運行事業者に



つきましては会津乗合自動車株式会社でございます。以上、簡単ではございますが説明を終わらせて

いただきますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。以上でございます。

●（議長　吉田副会長）

　提案者の説明が終わりました。この件につきましてご質問・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。よろしいですか。

　それでは、ご意見も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15号、病院循環バス『ひまわりくん』の実証実験の継続に係る運行計画案につき

ましては、当交通会議において協議が調い、原案の通り同意が得られたものと決定することに、ご異

議ございませんでしょうか。

●（委員一同）

　異議なし。

●（議長　吉田副会長）

　異議がないものと認めます。よって、協議第15号、病院循環バス『ひまわりくん』の実証実験の継

続に係る運行計画案につきましては、原案のとおり同意が得られたものと決定したいと存じます。

　続きまして、協議第16号、『みなづる号』に係る運行計画の一部変更案についてを案件といたしま

す。事業計画の主体であります提案者の説明を求めます。

●（河東支所　猪俣課長）

　はい、議長。

●（議長　吉田副会長）

　河東支所まちづくり推進課長。

●（河東支所　猪俣課長）

　会津若松市役所河東支所の猪俣でございます。よろしくお願いいたします。

　今般ご協議いただく協議第16号でございますが、『みなづる号』に係る運行計画の一部変更案でご

ざいます。こちらにつきましては、先にご協議賜りました会津若松市地域公共交通総合連携計画の方

針１市民が移動しやすい公共交通体系の構築の中の『みなづる号』の運行の効率化、利便性向上に基

づき喫緊に執り行いたいという内容でございます。

　まず１番の運行ルートの変更でございます。(1)はコミュニティープールへの乗り入れの見直しをさ

せていただきたいという内容でございます。(2)は日新館入口～會津藩校日新館の乗り入れの見直しを

させていただきたいということでございます。三点目でございます。４便から７便についての飯盛山

経由の見直しを行わせていただきたい、これが三つの内容でございます。

　18ページをご覧いただきます。運行ルートでございます。まず、左上の点線の部分がコミュニティ

プールの乗り入れ部分でございますが、こちらを見直しさせていただきます。(1)の部分でございます。

次に(2)につきましては、中央の廃止となっている区間、こちらの上の部分を取りやめて下の方だけに

させていただきたいということでございます。そして、下をご覧いただきたいと思いますが、やはり

点線の部分がございます。飯盛山廻りでございまして、24番から 29番までの間、こちらについても見

直しをお願いしたいという内容でございます。17ページにお戻りいただきます。２番でございます。

それに伴いまして、河東学園コミュニティプール前停留所を廃止、並びに(2)につきましては現在の會

津藩校日新館停留所を廃止し、日新館入口を會津藩校日新館に変更していただきたくお願いを申し上

げる次第でございます。３番でございます。運行時刻の変更でございます。これにつきましては一番

大きいのが４便から７便が最大で 10分の時間短縮になってございます。合わせまして、要望の多かっ

た１便につきまして少し時間を遅らさせていただきまして、６時 50分の始発とさせていただきたいと

いう内容になってございます。変更時期でございますが、先程も申し上げましたが喫緊のテーマとい

うことでございますので、大変急で申し訳ございませんが、４月１日からの取り組みとさせていただ

きたいと存じます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

●（議長　吉田副会長）

　提案者の説明が終わりました。この件につきましてご質問・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16号、『みなづる号』に係る運行計画の一部変更案につきましては、当交通会議において

協議が調い、原案の通り同意が得られたものと決定することに、ご異議ございませんでしょうか。

●（委員一同）

　異議なし。

●（議長　吉田副会長）



　異議がないものと認めます。よって、協議第16号、『みなづる号』に係る運行計画の一部変更案に

つきましては、原案のとおり同意が得られたものと決定したいと存じます。

　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。

●（寺内事務局長）

　特にございません。

●（議長　吉田副会長）

　それでは、委員の皆様から『その他』として、ご意見・ご質問等があれば、頂戴してまいりたいと

存じます。

●（会津若松建設事務所　猪股委員）

　冒頭のエコろん号の話題のところで利用者をどんどん増やしましょうということなんですね。利用

者を増やしましょうというところが、取り合うような議論になっているような感じがしまして、田澤

さんの方から利用者の視点で使いやすい、乗り継ぎがしやすいですとか、既存の路線の話と新たに参

入してくる循環バスと全体でこうすると便利に使えますよという話ですとか、利用者をどんどん増や

しましょうという視点でもう少し整理を加えていただけると、議論が噛み合ってくるのかなというふ

うに思われるので、全般的な話で個々の話ではないんですが、次回はそういったことを考えていけた

らなと、提案をしていただけるとありがたいなと思います。

●（江川事務局次長）

　正直に申しますと、バスの利用がかつての最盛期の半分ぐらいまで落ち込んでいるという大変な現

実がある一方で、今現在は確かにバスに依存している割合は少ないのですが、将来的な不安という意

味で公共交通の充実を求める声も非常に多くあります。これにつきましては、今般総合連携計画を定

める際にアンケート等を行って浮かび上がってきた意見でございます。そういう中で、公共交通を支

えていく、将来的に崩れないようにしていく、あるいはもっと充実していく部分が必要だということ

がその中で浮かび上がってきた課題でして、どうすればいいかという部分がございます。その部分に

ついては、連携計画の中で一定程度の議論はいただいたんですが、それを踏まえて、次回３月を予定

しておりますが、その連携計画を具体的に今後３年間どうしていくんだ、個別の事業をどう組み立て

ていくんだということを議論していただきたいと思います。その中で、地域が市民の皆様が支えるん

だという部分、あるいは会長も申しておりましたように周知をもっと徹底していく、その部分でこの

地域公共交通会議としてどのような事業が考えられるのかという部分を一定程度事務局で整理してご

提案申し上げますので、その際、またご議論をいただきたいと考えております。

●（老人クラブ連合会　星委員）

　今すぐではありませんが、河東に県立病院ができますね。そのとき路線バスはどうなるんでしょう

か。

●（河東支所　猪俣課長）

　公共交通という観点で通院者の利便性をどう考えるかは、検討していかなければならない課題だと

考えております。それが、みなづる号であるかどの路線になるかというのは今後のテーマの出し方で

あり、受け方であると考えておりますので、みなづる号だと決まったわけではありませんので、ご了

承ください。

●（江川事務局次長）

　基本的には定期路線バス、いわゆる会津バスさんが会津バスカラーで走っている路線、これが基本

だと我々は受け止めております。どのような実態にあるかといいますと、１日会津若松市で乗り降り

なさる方が6,000人以上ございます。１年間で見ますと 220万人でございます。この数字がどういった

ものかと申し上げますと、会津鉄道で１年間利用なさる方が70万人、それぐらいバスが公共交通に占

める比重が非常に高いと言えると思います。基本的には定期路線バスをまずは基軸にする、それがカ

バーしきれていない部分、先程のエコろん号もそうなんですが、本町にバスが通っていなかったとい

うのがそもそもの発想の原点でございます。そういう意味でそこがカバーしきれない部分を市のコ

ミュニティバスですとか、商店街が事業主体となったバスですとか、そういったものが補完関係にあ

るというふうに我々は受け止めております。そうした中で県立病院のところはどうなのかといいます

と、塩川・喜多方線という既存路線バスがございますので、まずはその路線バスを基軸にした対応を

基本として検討していかなければならない、そこがカバーしきれない場合はどうしようか、それは二

の手、三の手だと受け止めてございますので、よろしくお願いいたします。

●（議長　吉田副会長）

　会津バスさん、どうぞ。



●（会津乗合　杉原委員）

　いろいろお話が出ましたので、当社としても利便性の確保という部分については今後検討課題とし

て対応してまいりたいと考えております。

●（議長　吉田副会長）

　会津バスで対応するということで。

●（会津乗合　杉原委員）

　路線バスとして考えております。

●（議長　吉田副会長）

　他にございませんか。よろしいですか。

　それでは、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き、ありがとうございました。これをもちまして、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８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。お忙しい中ご

出席いただきまして、大変ありがとうございました。

（閉　会　午後３時２５分）


