
第15回会津若松市地域公共交通会議

　会　　　議　　　録

１　日　時

　　平成２４年７月２日（月）　午前９時３０分～１０時３０分

２　会　場

　　　會津稽古堂　３階　研修室２ 

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 運行管理部輸送計画課長 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

３ 会津乗合自動車株式会社 タクシー事業部長駅前統括部長 鈴　木　哲　雄

４ 社団法人福島県タクシー協会 会津支部長 山　口　哲　夫 代理

５ 会津若松市区長会 会長 羽　染　健　一

６ 会津若松市老人クラブ連合会 副会長 星　　　成　市

７ 企画室ＭＥ 代表 田　澤　演　子

８ 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 兼　平  　　悟

９ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 会津若松出張所長 大　泉　隆　是

10 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

11 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 山　口　聖　一

12 福島県会津若松建設事務所 企画管理部企画調査課主査 伴　野　史　典 代理

13 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三

14 会津若松市 市長 室　井　照　平

15 会津若松市 企画政策部長 寺　内　秀　也

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 千代谷　俊　行

2 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課第二係長 酒　井　久　一



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

会津乗合自動車株式会社　企画営業部長 佐　藤　吉　隆

会津乗合自動車株式会社　企画営業係長 小　澤　 　睦

　⑵　事務局

職　　名 氏　　名 備　　考

会　　長 室　井　照　平 　　会津若松市長

副 会 長 寺　内　秀　也 　　企画政策部長

事務局長 目　黒　要　一 　　企画政策部　地域づくり課長

事務局員 井　島　慎　一 　　同　上　　地域づくり課主幹

同　　上 山　口　直　人 　　同　上　　地域づくり課主査

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21号　平成23年度事業報告について

　　2) 協議事項

 承認第２号　平成23年度収支決算について

　　3) そ の 他

　　　  金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行の中間報告について

路線バス統廃合後の状況について

　⑸　閉会

７　会議内容　（開　会　午前９時３０分）

●（進行　井島事務局員）

　皆様、お待たせいたしました。只今より、第15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、当公共交通会議事務局の井島と申します。よろ

しくお願いいたします。

　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。まず、「会議次第」、「報告第21号 

平成23年度事業報告について」、「承認第２号 平成23年度収支決算について」、「その他 ・金川

町・田園町コミュニティバス実証実験運行の中間報告について ・路線バス統廃合後の状況について」、

「出席者名簿」の5点、次に、参考資料といたしまして、「会津若松市路線バス時刻表」、「河東地

域コミュニティバスみなづる号」リーフレット、「金川町・田園町コミュニティバス」リーフレット、

「高齢者運転免許自主返納支援事業」用チラシの4点になります。配布漏れなどはございませんで

しょうか。

　それでは、はじめに当公共交通会議の会長であります、室井照平会津若松市長よりご挨拶を申し上

げます。



●（会長　室井市長）

　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室井照平でございます。

　　第15回会津若松市地域公共交通会議を開催いたしましたところ、委員の皆様方におかれましては、

ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

　また、日頃より本市公共交通の充実・発展に特段のご支援、ご協力を賜っておりますことに対しま

して、心から御礼を申し上げる次第であります。

　さて、当公共交通会議では、これまで、地域公共交通連携計画に基づき、市民の皆様をはじめ、バ

ス事業者の方々、そして、行政が連携しながら、公共交通の充実に向けた取り組みを展開してきたと

ころであります。こうしたなか、平成23年度は、バス路線の活性化、公共交通空白地域の解消といっ

た課題について、「地域で守り、育てる」との基本視点を踏まえ、公共交通フォーラムや住民コミュ

ミィバス実証実験運行、わかりやすい時刻表の発行などに取り組んでまいりました。

　本日の会議では、平成23年度の事業終了を踏まえ、その事業報告、並びに収支決算について、ご報

告申し上げるとともに、昨年 7月から取り組んでまいりました「金川町・田園町コミュニティバス」

実証実験運行が今月19日をもって期間満了するにあたり、その中間報告を申し上げたいと考えており

ます。

　結びになりますが、委員の皆様方におかれましては、地域公共交通に関する目標達成に向け、様々

なご意見をいただいてまいりたいと存じますとともに、本日の会議の円滑な議事運営にご協力を賜り

ますようお願い申し上げまして、あいさつ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。

以上です。

●（井島事務局員）

　　ありがとうございました。続きまして、公共交通会議の委員及び職員の紹介に移らせていただき

ます。

　当公共交通会議の委員構成につきましては、本日お手元にお配りしております委員名簿のとおりで

ありまして、その配布をもちましてご紹介に代えさせていただきたいと存じますけれども、このほど

人事異動等によりまして、一部委員の変更がございましたので、ご紹介申し上げたいと思います。

　お名前をお呼びします。その場でご起立くださるようお願いいたします。

　名簿No. 5　社団法人福島県タクシー協会会津支部支部長　福田　正(まさし）さま、でいらっしゃ

います。本日は代理で、山口　哲夫さまにご出席いただいております。

　続きまして名簿No.13  会津若松建設事務所企画調査課長の小野寺 豊さま、でいらっしゃいます。

　本日は代理で、伴野 史典(ばんの ふみのり)さまにご出席いただいております。

 よろしくお願いいたします。

　次に、次第の４、議事でありますけれども、その前に、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、現時点におきまして15名が出席されておりますので、公共交通会議設置要綱

第６条第２項の規定する定員数を満たし、会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。　　

　それでは、これより議事に移らせていただきたいと存じますが、公共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』旨定めておりますので、室井会長におかれましては、

議事進行につきまして、よろしくお願いいたします。

●（議長　室井会長）

　はい、それでは、暫時、議長を務めさせていただきます。議事進行につきまして、ご協力をお願い

いたします。

　まず、「報告第21号　平成23年度事業報告について」及び「承認第2号　平成23年度収支決算書

について」は、相互に関連がございますで、これらを一括議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。

●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　事務局を担当しております、地域づくり課の目黒と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それではお手元の資料に従いまして、報告、説明を申し上げさせていただきます。

　まず報告第21号でございますけども、次の承認第2号も含めまして23年度の事業報告等収支決算

につきましては、去る 3月 8日に開催していただきました、この公共交通会議におきまして、それぞれ

事業経過の報告および収支決算見込みという段階で一旦ご報告を申し上げたところでありますけども、



本日は年度の終了をもちましたので、改めて最終的なご報告を申し上げようとするものでございます。

　はじめに23年の事業報告についてご報告申し上げます。23年 6月15日に第11回地域公共交通会議

を開催していただきました。この場におきましては金川町・田園町コミュミティバスの実証実験運行

についてご協議いただいたほか、県の生活交通対策協議会の分科会の設置、そして会津乗合自動車株

式会社によります、路線バスの統廃合前の対応についてご協議をいただいたところでございます。

　続きまして、23年 7月19日には国のほうから、地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の交付

決定を頂いたところでございます。同じく、7月19日から 20日にかけまして、当公共交通会議でアド

バイザーをお願いしてございます、岩手県立大学の宇佐美先生をお招きしまして、様々、路線の見直

し、公共交通空白地域の解消に向けた現状調査等を実施したところでございます。

　続いて 7月20日からは、金川町・田園町コミュニティバスの実証実験の運行がスタートいたしまし

た。

　7月29日でございますけども、第12回の地域公共交通会議を開催していただきまして、6月15日で

ご協議いただきました、会津バスさんから示されました路線バスの統廃合案への市民意見聴取結果に

ついて、ご報告を申し上げるとともに、乗合バス路線の廃止申出についてご協議をいただいたところ

でございます。

　続きまして、9月1日には、コミュニティバス利用促進事業を実施いたしまして、市役所、両支所に

おきまして、コミュニティバスの利用促進に向けた絵画コンクールの実施をするとともに、その優秀

作品を掲載したバス停を設置をして、利用促進に務めてきたところでございます。

　続きまして、下のほうになりますけども、23年 12月 1日に、第13回地域公共交通会議を書面表決

でもって開催させていただきまして、22年度の事業報告及び収支決算についてご承認をいただいたと

ころでございます。

　ページめくっていただきまして、年が明けて1月26日、地域公共交通フォーラムを、この稽古堂で

開催したところでございます。内容といたしましては、事務局より、「地域公共交通の取組と課題」

についてご報告申し上げるとともに、岩手県立大学の元田教授をお招きして、「地域バス計画のポイ

ント」ということで基調講演をしていただきました。このほかにも、パネルディスカッションを実施

いたしまして、「みんなで考え、守り、育てる会津若松のバス」ということで、意見交換をしていた

だいたところでございます。参加者は約 90名ほど、ご出席をいただきました。

　続きまして、3月 8日になりますけども、第14回地域公共交通会議を開催していただきまして、副

会長の指名、監事の選任等についてご協議いただいたことに加えまして、金川町・田園町コミュニ

ティバスの実証実験の実質的な延長についてご協議いただいたほか、23年度の事業計画報告と収支決

算見込みについてご報告を申し上げるとともに、24年度の事業計画案と収支予算案についてご協議を

いただいたところでございます。

　そのあと、3月 23日には、河東支所におきまして、コミュニティバス利用促進に向けた、PR用の

リーフレットの作成が行われたところでございます。また、24日におきましては、金川町・田園町コ

ミュニティバスの実証実験の延長に係る PR用リーフレットを作成した、そして、関係地区に配布した

ところでございます。

　また、3月 31日には、会津若松商工会議所さんのほうで、「高齢者運転免許自主返納支援事業」の

チラシを作成し、関係者のほうに配布をしていただいたところでございます。

　また、公共交通会議の事業といたしまして、路線バス時刻表、お手元のほうにも配布させていただ

きましたけれども、これを市内の各世帯のほうに、22年度に続きまして配布を申し上げたところでご

ざいます。以上が事業報告でございます。

　続きまして、承認第2号の、23年度収支決算についてご説明申し上げます。歳入額が6,348,192円、

歳出額が 5,791,715円、差引残高が 556,477円となってございます。

　まず、歳入の部でござますけども、決算額の欄でご説明を申し上げます。

　まず、負担金 1,400,000円。これは、市および会津乗合自動車からの負担金でございます。

　補助金が 4,429,629円。これは、国の活性化・再生総合事業費補助金でございます。

　繰越金が、前年度22年度からの繰越金で、518,255円。諸収入としまして預金利子で 308円。歳入

総額 6,348,192円。

　続きまして歳出の部でございますけども、まず事務費のうち会議費が 13,796円。事務費が 22,615円。

事業費が 5,755,304円。内訳につきましては、右側摘要のとおりでございますども、主だったところ

で申し上げますと、公共交通フォーラムの開催で 342,957円。金川町・田園町コミュニティバス実証

実験運行の車両購入補助で国からの補助分の支出で、3,063,279円。金川町・田園町のコミュニティバ

ス PRのリーフレット作成経費で、202,650円。高齢者運転免許自主返納支援事業補助金ということで、



商工会議所さんへの補助金が85,856円。コミュニティバス利用促進事業補助ということで、支所のほ

うで実施しましたリーフレット作成経費が 292,929円。当交通会議の事業として実施いたしました路

線バス時刻表作成費用が、1,721,333円でございます。予備費の支出はございませんでした。

　以上、歳出総額が 5,791,715円ということで、差引残額 556,477円が 24年度への繰越となった次第

であります。

　説明につきましては以上でございます。

●（議長　室井会長）

　説明がありましたが、質疑に先立ちまして、過日、監査を受けておりますので、監事を代表いただ

きまして渡部監事よりご報告をお願いします。

●（渡部監事）

　はい、議長。それでは、監事につきましては、私と会津若松老人クラブ連合会の星監事が務めてお

ります。本日は監事を代表しまして、私より、平成23年度収支決算に係る監査結果をご報告申し上げ

ます。過日、両監事におきまして、会計監査を実施いたしましたが、収支決算報告書は、関係書類及

び証拠書類と照合の結果、計数は正確であり、いずれも適正に執行されていることを認めるものであ

ります。

　以上、ご報告申し上げます。

●（議長　室井会長）

　ありがとうございました。それでは事務局の説明並びに監査報告が終わりましたので、この件につ

きましてご質問等ございましたら、お願いをいたします。

　特にございませんでしょうか。無ければ、お図りをさせていいただきたいと思います。「報告第21

号 平成23年度事業報告について」及び「平成23年度収支決算について」は、原案のとおり承認する

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　室井会長）

　ご異議ないものと認め、「報告第21号 平成23年度事業報告」及び「承認第2号 平成23年度収支

決算について」は原案のとおり承認されました。

　続きまして、（3）その他「金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行の中間報告について」を

議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。

●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　それでは、お手元に配布いたしました、「金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行の中間報

告について」の資料をもって、ご説明させていただきたいと思います。

　はじめに、私のほうから、経過等についてご説明を申し上げまして、運行状況・利用状況等につき

ましては、運行主体であります、会津乗合自動車の小澤係長のほうから説明をお願いしたいと考えて

おります。

　まず、それでは資料の経過のところをご覧いただきたいと思います。

　金川町・田園町コミュニティバスにつきましては、一年余りの地元との協議を経まして、23年 7月

20日から、実証実験を開始したところであります。以後、住民の方々によって組織されました「コ

ミュニティバス運行支援委員会」、こちらのほうを随時開催しながら、運行内容に係る検証と協議を

重ねながら利用促進を図ってきたところでございます。

　しかしながら、利用状況は必ずしも多いとは言えない状況でございまして、本来であれば、3月 31

で実験を終了するところでございましたけども、会津乗合自動車株式会社におきましては、この事業

が、住民と事業者と行政との協働により、交通空白地域の解消を図るという事業の意義にご理解をい

ただきまして、運行計画等をさらに見直しをして、新たに4月1から7月19日までを期間とする実証

実験を行うこととしたところでございます。

　当交通会議におきましても、3月の末に、先ほどの事業報告でも申し上げましたけども、利用促進の

ための PR用リーフレット、お手元のこういったリーフレットでございますけども、こういったものを

作成して、両町内、さらにはその両町内に近接するような地区、さらには沿線の事業所等に配布をい

たしまして、利用促進の基礎となるように、取り組んできたところであります。



　4月以降も会津乗合自動車さんと連携をしながら、体験試乗会、あるいは、利用方法の説明会などを

連携して取り組んできたところであります。経過については以上であります。

　続きまして、運行状況・利用状況について、小澤係長のほうからお願いいたします。

●（会津乗合自動車株式会社　小澤係長）

　会津乗合自動車輸送計画課係長を務めさせていただいております小澤と申します。よろしくお願い

します。着席して説明させていただきます。

　金川町・田園町コミュニティバスにつきましては、昨年の 7月20日から、実証実験運行を開始いた

しまして、3月 31日までの利用状況といたしまして、皆様のお手元にございます資料等のですね、利

用状況というところで、お示しをさせていただいております。

　会津若松駅前コースと、竹田・県立・神明通りコース、会津アピオコース、この3コースをまず運

行いたしまして、それぞれ、駅前コースが 139人、1日平均で 0.55人、竹田・県立・神明通りコース、

こちらが685人、一日平均で 2.73人、会津アピオコース、216人、0.86人。合計しますと、1,040人

の方がご利用いただきまして、一日平均で 4.14人という実績でございました。

　こちらのほうですね、今年の4月以降、延長したわけなんですが、その際、時刻変更等をですね、

実施いたしまして、皆様にご配布しております別の資料にですね、「金川町・田園町コミュニティバ

ス時刻表」、A4版のものがございます。こちらのほうを再度見ていただければと思いますが、4月に

ですね、変更いたしました点が、駅前コースというコースが、利用実績が 0.55人ということで極めて

少なかったということもございまして、地区住民の方のご意見等を聞きますと、やはり病院の方にで

すね、行かれる方が多いということもございまして、竹田病院・県立病院のコース、こちらのほうを 3

便から 5便に増やして、運行をすることになりました。朝 8時25分始発で午後 15時 35分、こちらま

での計5便という運行となっております。そのほかアピオコース、こちらのほうは 3月までは 2便運行

していたんですが、こちらのほうを 1往復 1便運行するという計画で、4月以降、運行しております。

　更に、利用促進を図るためにですね、今回会員券というものを設定をさせていただいております。

　通常 1回乗車300円という運賃設定をしておりましたが、利用回数を多く利用していただくために、

お得な会員券というものを、2,500円という割安な金額で設定させていただきまして、4月以降、発売

をしているところでございます。

　それで、4月以降、どのような実績になっているかというところで、さきほどの中間報告の書面のほ

うに戻らさせていただきますが、平成24年度の利用状況ということで、まず、4月につきましては、

竹田・県立・神明通りコース、こちらが 238人、一日平均 7.93人、アピオコース33人、1.10人、4月

トータルでいきますと、利用者数が 271人、一日平均で9.03人ということで大幅に利用者が増えたと

いう実績となっております。

　4月に発売をいたしました会員券の購入枚数につきましては、14枚ということで、14人の方が利用

されたということでございます。

　その次、5月につきましては、竹田・県立・神明通りコース、こちらが 208人、一日平均で6.71人、

アピオコースが 46人で 1.48人、5月トータルで 254人、一日平均で8.19人の利用であったと。会員券

の購入者につきましては6人ということで、4月と比べますと、残念ながら少なくなってしまったとい

うことでございますが、この要因としましては 5月についてはゴールデンウィークが重なってござい

まして、やはり外に出られる方、こちらが制限されていた、というふうに分析しております。一日平

均でも8.19人ということで、こちらも 3月までの実績から見ますと、大幅に増えたということでござ

います。

　直近の 6月につきましては、竹田・県立コースにきましては 205人、一日平均で6.83人、アピオ

コースが 24人、0.80人、6月全体で 229人、一日平均で7.63人という利用実績でございました。

　4月、5月、6月とみましても、3月までの実績と比べますと大幅に利用者数が増えていると。

　主な利用目的というのはですね、やはり竹田病院、県立病院、あとは文化センターで催し物がとり

行われているというのもございまして、そちらのほうのご利用者が多かったということでございます。

　今回、まだ7月19日までの運行ということで中間ではございますが、これまでの成果と課題という

ことで 3点ほど挙げさせていただいております。

　まず（1）運行計画見直しによる利用者の増加ということで、本年の4月からの運行計画変更により、

利便性向上及び利用促進、こちらのほうを図っていったということでございます。会員券の発行、あ

と、出張販売、PRリーフレットの全戸配布、利用説明会、体験試乗会等の開催ということで、そちら

のほうで強化をしていったということで、かなり金川町・田園町の住民の方にも広く浸透したという

ふうに思っております。　

（2）番のほうで、会員券購入者、利用者数の伸び悩みということで、地域住民のより多くの方々に気



軽にご利用いただくと、単純に目的地までの一往復だけではなくて、市内のほうを周遊していただく

という考えのもとにですね、会員券のほうを設定させていただいたわけなんですが、4月から会員券を

発行したんですが、5月、6月ということで徐々に利用者数が低迷しているというような実態でござい

ます。なかには会員券のほうをご購入いただいた方につきましては、私どものほうで想定をしており

ます、例えば病院のほうに行きまして診察が終わったあとに市内の神明通りで買い物をして、また自

宅に戻っていただくといったような使い方をですね、そういった何回も利用していただくというよう

な、数多く利用されている方もいらっしゃったと、いうふうに聞いております。

　3番目として収支不均衡の継続ということで、運行に係る直接的な経費、人件費と燃料費等が挙げら

れますが、それに対しましての運賃収入についての割合が、4月につきましては 27%、5月分は 18%、6

月分は 21%ということで、依然として収支採算ベースに向けてはまだまだ低迷しているということでご

ざいます。収支の不均衡が続いているということでございます。

　結果として、欠損額につきましては毎月約 20万円ほどの負担、欠損を抱えているという現状でござ

います。

　7月19日まで残り 17日ほど残ってございますが、今回の実証実験期間中に行われました、お客様の

利用実績等をですね、詳細に今後分析をいたしまして、他の利用者のですね、交通空白地帯、バスの

運営等につきまして、検討材料にしてまいりたいと、いうふうに思っております。

　最後になりますが、本件のコミュニティバス中間報告につきましては、金川町・田園町の住民代表

の方、バス事業者、行政自治体等で運営しております運行支援委員会というのが、去る6月26日に開

催をいたしまして、地区住民代表の方にはその旨、申し伝えてあります。

　以上、簡単ではございますが、中間報告とさせていただきます。以上でございます。

●（議長　室井会長）

　只今、説明のありました中間報告につきまして、ご質問・ご意見等ございましたら、お願いをした

いと思います。

　田澤委員、ご意見等ございませんか。

●（企画室ＭＥ　田澤委員）

　思ったより乗客が伸びなかったとうことは、空白地帯ということで、金川町・田園町を選んだわけ

ですが、この地域は長らくバスの無い生活をしていらっしゃった方が多くいらっしゃったので、バス

を利用した生活というものが、日常的にあまり考えられていなかったのかな、というふうな感想を

持っております。今後またこういう実験を行う場合には、地域を選ぶときに、長らく空白地帯である

よりは、これまでバスが通っていたけれども最近になってバスが通らなくなった地区、いわゆる空白

地帯、選ぶときにこちら側の意向ももちろんですし、住民側の意見ももちろんなんですが、そういう

ことも今後は勘案して選ぶのがいいのかな、というふうな感想を持っております。。

●（議長　室井会長）

　ありがとうございました。やっていくと増えているというのは、ちょっと気になることろでね。

　ただ残念ながら今回一旦は補助事業という性格上、打ち切らざるを得ないんですが、そのことにつ

いては色々考えてはいかなければいけないと思っております。

　はい、星さんどうぞ。

●（会津若松市老人クラブ連合会　星委員）

　はい、金川町の老人クラブの場合、金川町の方にも色々お話も分かっていて、町内で相談して、定

期券買って、俺持ってるよ、なんて定期券持ってきてくださる方もいらっしゃって、もっと乗って

やっせよなんで・・あと無くなってしまうんだ・・今後は結局、町内の人たちがもっと協力してやっ

ていただければ、こっち側が一生懸命やっても・・まことによろしいのではないかと思います。

　やはり問題として出ましたけども、「星さん、乗るっていって言ったてそんなに乗んねぇんだよ」

なんて言うが、せっかくきたんだもの、それを全部まんべんなくうまく使って、そしてやれるように

すんなんねべなと、一応老人クラブのほうも、金川町・田園町とも協力してやっていくと、会う度に

お話はしてきました。以上です。

●（議長　室井会長）

　はい、色々ご協力ありがとうございます。ほかの方からご意見ありませんでしょうか。

なければ、もう少し議題がありますので、説明させていただいてよろしいでしょうか。

　なお、今の「金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行の中間報告」については、そのような

ことで、ご理解をお願いしたいと思います。

　次に、「路線バスの統廃合後の状況について」を議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局長）



　はい、議長

●（議長　室井会長）

　はい、事務局

●（目黒事務局長）

　前回、3月 8日の第14回公共交通会議におきまして、昨年の10月に実施されました、路線統廃合の

状況についてはどうなっているんでしょうか、というようなご意見がございました。これを受けまし

て、路線統廃合の実施主体であります会津乗合自動車株式会社のほうから、路線統廃合後の状況につ

いて、説明の申し出がございましたので、この件につきましては、会津乗合自動車企画営業部の佐藤

部長のほうから、説明をお願いしたいと考えております。

●（会津乗合自動車株式会社　佐藤部長）

　 会津乗合自動車企画営業部の佐藤と申します。日頃より弊社の業務に関しまして、格別なるご高配

を賜りまして、厚くお礼申し上げます。特に昨年の10月に実施しました市内路線の統廃合にあたりま

しては、会津若松市役所さま、地域公共交通会議さま、さらには地域住民の皆様には多大なるご尽力

を賜りまして、改めて御礼申し上げます。

　この3月で、あの震災から 1年が経過しまして、同じくして、弊社の3ヵ年再生計画も初年度を終え

まして、現在 2年目に入っております。そして、市内路線の統廃合から半年以上が経過しているとこ

ろでもあります。そういった一定の区切りが重なるなかにおきまして、路線統廃合後の弊社の路線計

画の概要について、簡単ではありますがご報告させて頂きます。それでは、お手元の資料に沿ってご

説明させていただきます。

　まず、路線の統廃合の概要であります。お示しのとおりですね、左側が廃止対象路線、右側が見直

しをかけ、代替路線バスとして、また、利用方法としての記載となっております。

　廃止対象路線の鶴ヶ城・飯盛山線でありますが、これの路線バスの代替バス路線・方法等なんです

が、「ハイカラさん」と「あかべぇ」のルートを一部変更いたしまして運行したこととですね、生活

交通路線の一部を賄うということで、「ハイカラさん」の夕方の2便、「あかべぇ」の朝の3便を増便

いたしまして、更には通勤通学の対応のコースとして、鶴ヶ城・飯盛山線と同様に、御薬園経由と同

一の経路で運行いたしました。

　市内1コース・2コースでありますが、既存の病院循環バス「ひまわりくん」のルートを一部変更し

たことと、「ひまわりくん」は従来、日・祝日は運休だったんですが、日曜・祝日も新たに4便ほど

動かしたという運行です。

　市内5コース・6コースに関しましては、既存の本郷線の系統を 1系統増設しまして、工業団地を回

れるようなかたちのものに１系統増設したということと、「芦ノ牧線」による代替とさせていただき

ました。

　また、工業団地、「富士通線」と言われてる路線なんですが、この路線に関しましては、本郷線の1

系統の増設も代替路線として活用していただいていることもありますが、どうしても路線上無理があ

るという方に関しましては個別にですね、タクシー契約とかですね、実際一番近いバス停をご紹介さ

せていただきながら、対応しておりました。

　次に統廃合後の状況でありますが、直近の5月のデータを基準として、昨年同月との対比とさせて

いただいております。

　まず、（1）「ハイカラさんの利用状況」でありますが、統廃合前における鶴ヶ城線とハイカラさん

の合計の利用者数は、1日当り 434人。統廃合後の合計は 1日当り 505人となっておりまして、1日当

り71人、16％の増加となってございます。従いまして、鶴ヶ城線をご利用されていた方は、ハイカラ

さんにより概ね代替できているものと受け止めております。

　次に（2）「ハイカラさん（通勤通学対応）の利用状況」でありますが、鶴ヶ城線の通勤通学利用者

の足を確保するために、先ほど申し上げましたとおり夕方2便をですね、下のコメ印の記載のとおり、

鶴ヶ城線の御薬園経由と同一ルートとして運行いたしました。その結果、統廃合前の鶴ヶ城線 18時発

は、1日当り6人でありましたが、統廃合後は 1日当り6.1人と、ほぼ同水準の利用者数となっており

ます。

　19時発の便につきましても、ほぼ同水準の利用者数となっておりますことから、鶴ヶ城線の通勤通

学利用者の方の足は、定期券利用も可能としたこともありまして、概ね代替、確保ができているもの

と受け止めております。

　右側に移りまして、「飯盛山線とあかべぇの統廃合」であります。

（1）「あかべぇの利用状況」といたしまして、統廃合前の飯盛山線とあかべぇの合計の利用者は、1

日当り 216人に対しまして、統廃合後は増便したこともありますが、1日当り 405人と、合計利用者は



1日当り 189人、88％の増となってございます。従いまして、飯盛山線を利用されていた方は、ハイカ

ラさんと同じくですね、あかべぇにより概ね代替できているものと受け止めております。

（2）の「あかべぇ（通勤通学対応）の利用状況」でありますが、飯盛山線の通勤通学利用者の足を確

保するためにですね、こちらも朝の3便について、ハイカラさんと同様に飯盛山線の御薬園経由と同

一ルートとして運行してまいりました。その結果ですね、統廃合前の飯盛山線6時40分発、１日当り

10.4人に対しまして、統廃合後のあかべぇ 6時45分発が 1日当り8.2人と、ほぼこちらも同水準と

なっております。その次の 7時30分発、8時45分発もほぼ同様となってございます。

　従いまして、飯盛山線の通勤通学の方の足は、あかべぇで概ね代替、確保されているものと受け止

めております。

 次に、3の市内1・2コースとひまわりくんとの統廃合であります。（1）ひまわりくんの利用状況と

しまして、統廃合のひまわりくんの利用者は 1日当り61人に対しまして、統廃合後の、日・祝日を除

く 1日当りの利用者数は、増便等もありまして 85人と、1日当り 24人、40％の増となりました。

　なお、1・2コースの利用の方へですね、代替路線として新たなひまわりくんをはじめ、近くのほか

の路線の利用なども呼びかけてきたところでもあります。

　（2）に関しまして、「ひまわりくんの日曜日・祝日の利用状況」でありますが、先ほどお話させて

いただきましたとおり、見直し前は日・祝日の運行はありませんでしたが、統廃合後は計4便を日・

祝日運行いたしまして、1日当り 14人のご利用をいただきました。

　ページめくっていただきまして、2ページ裏面に移りますが、このページの資料はですね、1ページ

の1日当りの利用状況の報告からですね、月単位の状況表というかたちで示させていただいておりま

す。

　「ハイカラさん」の利用人員でなんですが、ご覧のとおり統廃合前、11,835人からですね、15,646

人と、3,821人の32％増となっております。

　「あかべぇ」の利用人員でありますが、8便から便数を倍以上の18便へと、大幅な増便という運行

としたこともありますが、統廃合前の4,397人から 12,542人と、8,145人で 185％と大幅な増となって

おります。

　右側の「ハイカラさん・あかべぇ（通勤通学対応）」利用人数に関しましては、先ほどの1ページ

目で説明させていただいたものをですね、日々ごとに示させていただいたものとなっておりますので、

お読み取りいただければと思います。

　続きまして、3ページ目に移らさせていただきます。3ページ目はですね、ご覧のとおり、利用実数

でも統廃合前の1,407人から、右側の24年 5月の2,142人ということで735人、52％の増となってお

ります。

　なおですね、ここでお示しできなかった、市内5・6コースとしての代替線の本郷線、芦ノ牧線の

データにつきましては、現在集計中でありますのでご容赦願いたいと思います。

　また、工業団地線の代替方法として個別に各事業者様へ伺いまして、調整・協議を行わせていただ

きまして、自宅近くの他の路線を利用していただくということで、対応させていただいております。

　以上のとおり、現在のところですね、代替対応といたしました各路線とも、統廃合前の数字を上回

る水準を維持しておりますことから、住民の皆様の足としてご利用いただけているものと思料いたし

ます。

　今後も皆様のご意見などをいただきながら、地域民の皆様、また、観光のお客様の足として利便性

を最大限損なわないよう努力してまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。以上です。

●（議長　室井会長）

　はい、ご報告・ご説明ありがとうございました。せっかくの機会でございますので、この場で特に

お聞きになりたいことがございましたら、お願いいたします。

　無ければ、よろしいでしょうか。「その他」を終了させていただきたいと思います。

　以上で、予定していました議事はすべて終了いたしました。本日の会議の円滑な運営に、このよう

な特段のご協力をいただきましたことに御礼申し上げまして、議長の任を解かせていただきます。

　どうもありがとうございました。

●（井島事務局員）

　　ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第15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。委員の皆様には大変ありがとうございました。

（閉　会　午前１０時３０分）


