
第11回会津若松市地域公共交通会議
　会　　　議　　　録

１　日　時

　　平成２３年６月１５日（水）　午前１０時１５分～１１時４０分

２　会　場

　　　会津若松市生涯学習総合センター　研修室５・６ (３階)

３　出席した委員及び委員代理の氏名及び種別

№ 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 代理

３ 会津乗合自動車株式会社 タクシー事業部兼駅前運行統括部長 鈴　木　哲　雄

4 社団法人福島県タクシー協会 会津支部副支部長 山　口　哲　夫

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 宮　地　和　久

９ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 専門官 栗　田　外　美 代理

0 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 代理

11 福島県会津若松建設事務所 技師 星　　　のり子 代理

12 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課第二係長 野　田　彰　広 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 菅　家　一　郎

15 会津若松市 企画政策部長 武　藤　周　一

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 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸



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　企画営業部事業開発課　係長 佐　竹　朋　人

会津乗合自動車株式会社　企画営業部輸送計画課　係長 小　澤　　　睦

会津若松市市民部環境生活課長 羽　金　一與士

会津若松市市民部環境生活課主査 青　山　浩　之

会津若松市北会津支所まちづくり推進課長 山　口　武　人

会津若松市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

事務局次長 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　　　平 　　同　上　　地域づくり課主査

同　　上 天　野　孝　之 　　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)協議事項

　　　協議第２３号　金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行について　

　　　協議第２４号　福島県生活交通対策協議会の分科会設置について

　　　協議第２５号　会津乗合自動車株式会社による「路線バスの統廃合（案）」への対応について

  ⑸　その他

　⑹　閉会

７　会議内容（開　会　午前１０時１５分）

●（進行　井島事務局員）

　只今より、第11回会津若松市地域公共交通会議を開会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。

　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）

　委員の皆様方におかれましては、公私ともお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうござい

ます。また、日頃より市政発展のため特段のご支援、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、当公共交通会議は地域公共交通活性化再生法の規程に基づく事業の実施主体及び道路運送法

の規定に基づく公共交通に係る調整主体という２つの機能を踏まえ、市民が移動しやすく、まちの活

性化につながる公共交通体系の構築と市民・地域に根付いた持続的な公共交通の実現に向け、これま

で、関係機関・団体との連携によるさまざまな施策、事業について協議・確認を行ってきましたが、

これにより、地域における公共交通サービスの充実に一定の成果を得ることが出来たものと受け止め

ております。こうした中、今般、会津乗合自動車株式会社から、経営再建策の一環としてバス路線の



統廃合案が提出されました。その対応に当たっては、事業者としての経営再建と地域における公共交

通サービスの維持という、ともすれば二律背反的な関係にあるこれらの事項をどのように調整してい

くのかが課題となってきますが、その際、重要になってくるのは、利用者の利便性の維持向上や市民

の移動の足の確保といった視点であると考えているところであります。

　本日の会議では、このような認識に立ち、第一は会津乗合自動車株式会社から提示された、バス路

線の統廃合案に係る協議の場として、福島県生活交通対策協議会の分科会機能を本市の公共交通会議

に設置することについて、第二は、統廃合案に対する当公共交通会議としての対応について、そして、

第三には、地域公共交通総合連携計画に位置づけられた公共交通空白地帯解消に向けた取り組みとし

て「金川町・田園町コミュニティバスの実証実験」について、の３件を協議事項として提案するもの

でありますが、これらはいずれも、本市の公共交通サービスの向上を図っていくうえで、重要な案件

であると認識しているところであります。

　どうか、委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意見を頂戴するとともに、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。

●（進行　井島事務局員）

　続きまして、委員及び事務局職員紹介に移らせて頂きます。

　当交通会議の委員構成につきましては、本日お配りしました名簿・席次表のとおりでありまして、

その配布をもってご紹介に代えさせていただきたいと存じますが、このほど、人事異動等によりまし

て、一部委員の変更がありますのでご紹介申し上げます。名簿№３　会津乗合自動車株式会社　タク

シー事業部兼駅前運行総括部長　鈴木哲雄さま、名簿№12　会津地方振興局県民環境部副部長兼県民

生活課長　山口聖一さまです。よろしくお願いいたします。

　次に次第の４.議事でありますが、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１５名が出席されておりますので、地域公共交通会議設置要綱第６条第２項の

規定を満たし、会議が成立することをご報告申し上げます。

　それでは、これより議事に移らせていただきたいと存じますが、地域公共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られておりますので、会長におかれましては、議事進

行について、よろしくお願いいたします。

●（議長　菅家市長）

　それでは、暫時、会議の議長を務めさせていただきます。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。まず、協議第23号　金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。　

●（目黒事務局次長）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局次長）

　それでは、協議第23号　金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行についてご説明申し上げま

す。私、公共交通会議の事務局を務めさせていただいております、地域づくり課の目黒と申します。

よろしくお願いいたします。

　それでははじめに、事務局の方からこの実証実験にいたりました経過等についてご説明を申し上げ、

運行計画につきましては実施主体であります会津乗合自動車株式会社の方から説明をしていただきた

いと考えております。それではお手元の資料をご覧いただきたいと存じます。本市では昨年３月にこ

の公共交通会議での検討を踏まえまして、会津若松市地域公共交通総合連携計画を策定いたしました。

この計画の中では交通空白地区の解消を課題の第一に掲げまして、その解消に向けて順次取り組んで

いくこととしたところであります。そのモデルケースとすべく、昨年の夏以来、地域の皆さんと交通

事業者、そして行政が相互に連携をしながら検討を進めまして、本日ご提案申し上げましたのが「金

川町・田園町コミュニティバス」であります。お手持ちの資料の参考資料というところをご覧いただ

きたいと思います。去年の夏以来、地区の方との話し合いを進めてまいりました。検討の中心となっ

たのが、区長さんをはじめ町内会、老人クラブなど地区の代表の方々で組織されております「金川町

新交通サービス導入協議会」の皆さんであります。９月には協議会の皆さまの全面的な協力を得まし

て、金川町の６５歳以上の高齢者を対象にしましたニーズの把握調査を実施いたしました。９０％を

超える回答が得られ、この調査データをもとに運行ルートや運行時間等について協議を進めてきたと

ころであります。その後、この金川町に隣接いたします田園町の住民の代表の方々とも併せて意見交

換を重ねながら、事業計画のとりまとめを行ってまいりました。そして去る５月１３日に金川町と田



園町の住民の方々にお集まりいただきまして説明会を開催し、運行計画へのご理解とご協力をお願い

して、本日の本会議への提案に至った次第であります。経過については以上でありまして、その実証

実験の中身について、引き続き会津バスの方から説明させていただきます。

●（会津乗合自動車　佐竹係長）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、会津乗合自動車株式会社。

●（会津乗合自動車　佐竹係長）

　会津乗合自動車株式会社、佐竹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、お手元

の「金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行（案）について」に沿ってご説明させていただき

ます。まず、金川町・田園町コミュニティバスの実証実験の（案）についてでございますが、金川

町・田園町コミュニティバスの実証実験に関わる運行計画について、次の通り提案いたします。

　まず１.目的につきましては、今ほど事務局の目黒課長の方から詳細のご説明がありましたが、会津

乗合自動車では、継続的に運営を可能とする一定の事業採算性が確保されるものか判断するため、住

民との協働により、医療機関への通院、スーパー等への買い物、公共施設への移動等の利用者のニー

ズに合致した新たなコミュニティバスの実証実験運行を行うものであります。

　次に、名称につきましては、スタート時は「金川町・田園町コミュニティバス」という名称で運行

させていただき、運行実施後、地区住民の方から愛称等について募集をしたいと考えております。

　次に３.運行経路につきましては、お手元の資料１をご覧ください。なお、資料１は各コースごとに

経路と運行時間、運賃等をすべて一枚にまとめておりますので、大変恐縮ではございますが、３.運行

経路、４.運行回数、５.運賃及び７.運行時刻について一括で説明させていただきたいと思います。運

行経路につきましては全３路線、４系統、一部経路が異なる系統ということで３路線、４系統の設定

の予定でございます。

　まず①会津若松駅前コースでございます。これにつきましては、金川町・田園町町内バス停を、現

在３ヶ所設置の予定でおります。経路につきましては、金川町の中心である「児童会館」を始発・終

点としまして、まず東側に町内外周を回るような形で東から北、西、田園町に入りまして南側に下が

り、通称「藤室街道」を東側に戻ってくるという形で両町内の外周を回るような形をとらせていただ

きたいと思います。会津若松駅前コースにつきましては、そこから一部重複いたしますが、東側の石

堂町方面に向かい、そこから元の榮泉酒造の踏み切りを渡りまして、ピボットの横を通り、会津若松

駅前に入るコースの設定を予定しております。復路についても同じコースで戻るという形となります。

運行回数につきましては、会津若松駅前コースは一日４往復を予定しております。運賃につきまして

は、大人一乗車につき 200円、子供が半額の100円の設定を予定しております。運行時刻にきましては、

金川町児童会館前を始発８：３５発、それ以降、１１：２０発、１３：１０発、１５：２０発の一日

４往復の運行となっております。

　次に②竹田病院・県立病院・神明通りコースについてであります。これにつきましては、まず朝の

通院関係を主軸としてまっすぐ竹田病院・県立病院方面へ向けるコース設定を計画させていただきま

した。運行回数につきましては一往復で、運賃につきましては大人が一乗車300円、子供には半額の

150円の設定となっております。運行時刻は、金川町児童会館前を９：２０に出発し、県立病院に 9時

43分到着後、折り返します。経路につきましては、金川町・田園町から七日町通りに出しまして、そ

こから神明通りを経由せず、まっすぐ桂林寺通り、竹田病院前を通りまして、旧学鳳高校前を通って

県立病院前のほうに抜けます。復路に関しましては、県立病院を折り返し、會津風雅堂、文化セン

ター、鶴ヶ城内、北出丸大通りを通りまして、市役所前から神明通りを通って、七日町通り経由で田

園町・金川町に戻るコースの設定となっております。

　次に③神明通り・竹田綜合病院・県立病院・神明通りコースについてでございます。これにつきま

しては、②のコースと重複する部分がありますが、日中帯の神明通り等の中心市街地での買い物など

を考慮し、神明通りを経由するコースといたしました。経路としましては、金川町・田園町を出まし

て、七日町通から神明通りを通り、栄町中三丁目から桂林寺通りに出ます。そこから竹田病院を東に

曲がり、あとは同じ行程となります。このコースの復路については、病院関係の復路のご利用もある

と思いますので、県立病院を折り返し、會津風雅堂、文化センター、合同庁舎前を通り、そのまま

まっすぐ西に進み、竹田病院前を通って、神明通り、七日町通りから田園町・金川町に戻るコースと

なっております。運行回数につきましては一日２往復、運賃につきましては大人が 300円、子供は半

額の150円の設定となっております。時刻につきましては金川町児童会館前１２：１０発、その後が

１６：０５発となっております。



　次に④会津アピオコースについてであります。これに関しましては、商業施設である会津アピオに

向けての運行となります。金川町・田園町を回り、通称「藤室街道」を会津若松インター方面にまっ

すぐ進み、会津アピオ内に入りまして、リオンドール会津アピオ店の南側を通り、会津アピオをぐ

るっと回って国道49号線への出口手前にある中ノ明というバス停が終点となります。バスはそのまま

会津アピオ内で待機させていただき、往路はリオンドール会津アピオ店発といたします。当然、高齢

者が多いと思いますので、そこでの買い物等の時間を考慮し、運行時間につきましては、金川町児童

会館を１０：１０に発車し、中ノ明に１０：２５到着、バスは待機させていただいて、帰りはリオン

ドール会津アピオ店を１１：０５に出発という形で、利便性を考慮しながら設定をしたいと考えてお

ります。その後の運行時刻に関しましては、金川町児童会館前１４：０５発、リオンドール会津アピ

オ店１５：００発という計画でございます。

　運行経路、運行回数、運賃については以上の通りでございます。なお運賃についてでございますが、

当社の一般乗合運送約款に準じて、幼児・乳幼児の取り扱いについては２名までは無料扱いという形

で考えております。(２)の障がい者割引についても半額の取り扱いをさせていただきます。(３)の部

分でありますが、原則、エコノミー回数券を除く会津乗合自動車株式会社の普通回数券の取り扱いを

お願いしたいと思います。ただし、当然、現金の取り扱いもいたします。当社の参考ということで記

載させていただきましたが、利用に際しまして普通回数券をご利用いただければ普通よりも安く利用

できる形になりますので、ご負担が少しでも少なくなるよう、このあたりを広く地域住民の方に説明

をしながらご利用いただきたいと思います。なお、今回の券種設定につきましては 200円と 300円にな

りますので、200円のご利用の場合ですと、11枚つづりで 2,000円の発売額で割引率が 9.1％。300円

の回数券の場合ですと 20枚つづりで 4,800円の発売額、割引率については 20.0％となります。(４)通

勤・通学定期については現在のところ設定しておりません。

　次に、６.使用車両になりますが、使用車両につきましては、現在計画段階の部分もございますので、

当面は定員８名のジャンボタクシーでの運行を計画しております。なお現在計画段階ですが、13名定

員の車両の購入を計画しており、購入次第、この実証実験に投入していきたいと考えております。

　次に８.実証実験期間についてでありますが、期間といたしましては平成２３年 7月の下旬から平成

２４年３月３１日までとしております。

　次の９.運行事業者としましては、当社、会津乗合自動車株式会社ということで、説明の方は以上と

なります。よろしくお願いいたします。

●（議長　菅家市長）

　只今説明のありました協議第23号について、ご質問ご意見等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23号金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行については、原案のとおり決定する

ことに、ご異議ありませんでしょうか。

　満場ご異議ないものと認めます。よって、協議第23号につきましては原案のとおり決定されました。

　次に、協議第24号　福島県生活交通対策協議会の分科会設置について、及び、協議第25号　会津乗

合自動車株式会社による路線バスの統廃合（案）への対応について、の２案件につきましては、相互

に関連がありますので、これらを一括議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局次長）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局次長）

　それでは協議第24号と第25号について一括説明をさせていただきます。まず協議24号をご覧いた

だきたいと思います。今般、会津乗合自動車より一部路線廃止を含む、路線バスの統廃合案の提出が

なされております。そこで、この統廃合案につきまして、第一には「どこの場で議論するのか」、第

二には「どのように議論を進めていくのか」の２点についてご協議をお願いしようというものであり

ます。第一の議論の場に係る事項を協議第24号として、第二の議論の方法に係る事項を協議第25号と

して提案させていただいております。

　まず、協議第24号「福島県生活交通対策協議会の分科会設置について」につきましてご説明を申し

上げます。現在の福島県のルールでバス事業者が路線を廃止しようとする際には、国土交通大臣への

届出に先立ちまして、福島県生活交通対策協議会、以下、地域協議会と言いますのが、地域協議会の

会長に申し出る必要がございます。これを受けまして、地域協議会では、福島県地方振興局の所管ご

とに設置する地方協議会、または地域協議会の分科会とされた市町村等の地域公共交通会議に、路線



退出に伴う生活交通の確保方策について協議・調整を行わせることとされております。この制度を福

島県が設けられた趣旨というのは、道路運送法改正によりまして、バス事業者が路線廃止を行う手続

きが従前の許可制から届出制に緩和された結果として、地域内の生活交通が確保がされないような状

況を招かないようにということで、地域における議論・協議の場を設けようとするものであると受け

止めてございます。このような趣旨に鑑みれば、今般の会津乗合自動車株式会社からの統廃合案の協

議については、本市における生活交通ネットワークを維持・確保していく観点からも、地域により身

近な会津若松市地域公共交通会議におきまして、関係当事者による十分な協議・議論を行うことが望

ましいと考えられることから、今般、本日の協議を受けまして、福島県生活交通対策協議会に対しま

して分科会の設置を申し出ようとするものでございます。次ページにつきましては申出書の案でござ

いまして、本日ご協議が整えば、このような形で会長名で県の会長の方へ提出させさていただいて、

乗合バスの路線退出等に伴う地域生活交通の確保方策に関する事項について、この公共交通会議に

よって議論させていただいきたいというような申し出を行おうというものでございます。

　次に協議第25号会津乗合自動車株式会社による「路線バスの統廃合（案）」への対応についてご説

明申し上げます。これは先ほど申し上げましたように「どのように協議を進めていくか」という内容

についてでございます。次ページのＡ３版の資料を開いていただきたいと思います。今般、会津乗合

自動車株式会社から、記載のとおり、鶴ケ城・飯盛山線、市内１コース・２コース、市内５コース・6

コース及び工業団地線を対象とする路線バスの統廃合案が提示されております。この統合・廃合案に

つきまして、この地域公共交通会議としてどのように協議をすすめていくか、ご協議をお願いするも

のであります。なお、進め方の前提としまして、まず統廃合案の中身として会津乗合自動車株式会社

からご説明をいただきまして、その後に、この公共交通会議といたしまして、この統廃合案にどのよ

うに対応していくのかをご説明をさせていただきたいと思います。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　議長。

●（議長　菅家市長）

　説明願います。

●（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でございます。よろしくお願いいたします。

　まず始めに今回計画させていただきました会津若松市内路線の統廃合の目的を述べさせていただき

ますと、ご存じのとおり当社は昨年末企業再生支援機構様のご支援を頂き、３年後における会社再建

に向け取り組んでいるところでございます。現在、若松市内を中心として走っております自主運行路

線、なお、自主運行路線とは、どこからも補助をいただいていない当社単独の路線をいいますが、こ

の自主運行路線の経常損失は、３年平均で年間約８，０００万円を計上しておりますが、これが結果

として経営を圧迫しており、これを解消することが、当社再建に必要不可欠なものとなっております。

　又、路線バス事業を継続する上でも健全な収支状況へ転換することが地域住民の方々への第一番の

責務と考えております。

　今回４件の路線バスを廃止することになっておりますが、可能な限り代替路線バスや存続する路線

バスを利活用し、利便性を最大限守れるように計画をいたしましたので何卒ご理解いただきますよう

お願い申し上げます。

　かなりボリュームがありますのでなるべく簡潔明瞭に説明させていただきたいと考えておりますが、

少し長くなりますので予めご了承願います。

　説明する順序ですが、まず、廃止する路線名と代替や利活用する路線名を話させていただいた上で、

具体的な運行経路や廃止バス停、運行時刻と進めさせて頂きます。

　まず、『鶴ヶ城・飯盛山線』と『まちなか周遊バス』の統廃合についてですが、資料をご覧くださ

い。『鶴ヶ城・飯盛山線』は若松駅前を起終点として、神明通り、鶴ヶ城、東山温泉、飯盛山とまわ

る「鶴ヶ城まわり」とその逆コースの「飯盛山まわり」があります。その中でも御薬園経由と天寧寺

町経由があります。一方『まちなか周遊バス』は若松駅前を起終点として、七日町、鶴ヶ城、東山温

泉、飯盛山とまわる「ハイカラさん」とその逆コースの「あかべぇ」があります。

　この２つの路線を見ますと、『鶴ヶ城・飯盛山線』と『まちなか周遊バス』は、ほぼ類似した運行

経路であり『鶴ヶ城・飯盛山線』を廃止しても、概ねは、『まちなか周遊バス』で確保できると考え

ております。しかし、『まちなか周遊バス』は観光路線という位置づけから朝・夕の通勤・通学時間

帯には対応しておりませんので、今回新たに通勤・通学で利用するお客様の足を確保するため、必要

最低限の運行経路を運行することで時間的ロスを無くしたいと考えております。

　そういたしますと朝・夕の運行コースは現在の『鶴ヶ城・飯盛山線』と同経路になります。これに



より、『鶴ヶ城・飯盛山線』で走っておりました「宝町」と「天寧寺町」の停留所は通らなくなりま

すが、現在の利用状況をみますと「宝町」は「飯盛山まわり」で１日平均０．０６人、「鶴ヶ城まわ

り」で０．０３人です。「天寧寺町」は「飯盛山まわり」で０．６人、「鶴ヶ城まわり」で０．２人

と利用者が少なく、千石バイパス沿いの「花春町」バス停を利用していただくことで対応できるもの

と考えております。よって、「宝町」と「天寧寺町」バス停を廃止いたします。次に、運行時刻です

が、朝の利用状況をみますと、飯盛山及び東山から合同庁舎や神明通りまでの利用が多いため、朝に

関しては「あかべぇ」を３便、６：４５発、７：３０発及び８：４５発を増便します。逆に帰宅時は

その逆順になりますので、「ハイカラさん」を１便、１８：３０発を増便したいと考えております。

　また、「あかべぇ」に関しては現在１時間に１本の割合で運行しておりますが、日中３０分間隔に

し、かつ、東山温泉経由を設定いたします。これは観光需要による「ハイカラさん」の増便対応にか

かる費用削減と「飯盛山まわり」の代替えを考慮したものです。この他、「ハイカラさん」も１３時

台と１４時台も東山温泉経由にいたします。

　『まちなか周遊バス』は２００円均一、『鶴ヶ城・飯盛山線』は利用区間により運賃が違う対キロ

区間制を適用しておりましたが、今回『まちなか周遊バス』を存続路線といたしますので、朝・夕の

通勤ルートに関しても、同様に２００円均一を適用したいと考えております。

　続きまして、『市内１・２コース』と『病院循環バスひまわりくん』の統廃合でございますが、

『市内１・２コース』は若松駅前を起終点として、一高前、行仁町、県立病院、西若松駅東口、竹田

病院、原の町とまわる「市内１コース」と、その逆まわりの「市内２コース」があります。『病院循

環バスひまわりくん』は、若松駅前起終点で一高前、神明通り、県立病院、年貢町、対馬館団地、竹

田病院、神明通りとまわる「東まわり」と、その逆コースの「西まわり」があります。そこで『市内

１・２コース』の代替路線として『ひまわりくん』を存続路線とし、大幅に経路を変更して交通空白

地帯が生じないよう配慮いたしました。経路変更後の『ひまわりくん』の運行ルートは既存『市内

１・２コース』をほぼ確保しておりますが、病院循環バスという目的を変えないために、「鶴ヶ城南

口」から「会津高校東」へまわる運行経路といたします。また、『ひまわりくん』で使用しておりま

した「中央一丁目」は利用者が少なく、中央通り沿いの「大町一丁目」とは少ししか離れておりませ

ん。また、現行の「市営住宅前」は「市内１コース」で１日平均１．７人、「市内２コース」で０．

５人と利用者が少ない現状にあります。「市営住宅前」は「鶴ヶ城南口」や「米代二丁目」、「中央

一丁目」は「大町一丁目」が最寄バス停となり、路線バスに乗車するにはある程度の徒歩移動が発生

いたしますが、利用状況を考えれば、やむを得ないものと考えております。次に、運行時刻ですが、

現行『ひまわりくん』は通院時間帯ということで朝９時から夕方１６時を基本に運行しておりますが、

「市内２コース」の７時１５分発の利用人員が平均で９人の乗車があるため、これに対応すべく、７

時１５分発『ひまわりくん』「西まわり」を１便増便いたします。また、「市内１・２コース」にお

ける通勤・通学時間帯においては、他の路線バスでの代替が可能であります。

　続きまして『市内５・６コース』と生活交通路線『本郷線』市町村生活交通路線『芦の牧線』の統

廃合ですが、『市内５・６コース』は若松駅前を起終点として「神明通り→年貢町→一の堰団地入口

→門田工業団地→高田橋→対馬館団地→竹田病院→神明通り」を通る「市内５コース」とその逆コー

スである「市内６コース」がございます。この路線の代替としては「本郷線」と「芦の牧線」を利活

用することで対応したいと考えておりますが、他の路線と重複している区間においてはそれ以外の路

線バスでも対応できます。例えば、「若松駅前」から「年貢町」までの区間であれば、「市内３・４

コース」で確保でき、「一の堰団地入口」までであれば「芦の牧線」で確保することができます。ま

た、「湯川橋」から「若松駅前」までの区間であれば、「高田線」や「ピカリン号」でも確保するこ

とが可能となります。しかしながら、門田工業団地や飯寺ニュータウン周辺については、現在、代替

ができる他の路線バスがありませんので、今回若松駅前と本郷町内を結ぶ「本郷線」の一部ダイヤを

本郷大橋経由とし、かつ、対馬館団地を経由する運行系統を新設することを考えております。

　「一の堰団地入口」を利用する通勤者に関しては「芦の牧線」の「運動公園前」を利用することが

できますので支障はありません。その他「一の堰踏切前」は利用者が１日平均０．０３人であり、

「工業団地南、工業団地東、工業団地北、工業団地西」は富士通通勤者がおりますが、「工業団地入

口」バス停を使用していただくことで対応いただければと考えております。

　運行時刻については、『市内５・６コース』の利用実態に合わせ『芦の牧線』と『本郷線』の時刻

を調整いたしました。これにより『市内５・６コース』の利用者が『本郷線』や『芦の牧線』といっ

た補助路線に移行することで、存続する路線の収支を改善できるものと考えております。

　最後に『工業団地（富士通）線』ですが、現在、門田工業団地内にある富士通通勤者用に設定した

路線バスですが、利用者が少なく他に振り替える路線がないことから、タクシー車両を使用した個別



契約輸送で対応したいと考えております。運行時刻も１日１往復しか運行しておらず、今回廃止しよ

うとする「大坪南」、「御山」、「あいづドーム前」及び「会津運動公園」は利用者がいないため、

支障はないものと考えております。

　今説明いたしました統廃合につきましては本年１０月１日から実施したいと考えております。

　以上、長時間にわたりお聞き苦しい点もあったと思いますが、説明を終わらせて頂きますのでよろ

しくお願いいたします。

●（目黒事務局次長）

　それでは続きまして、今ほどありました統廃合の案の中身をこの地域公共交通会議でどのように協

議を進めていくかについて引き続きご説明をさせていただきます。今、まさに説明がありましたが、

説明の内容につきましては、単に路線を廃止して、その後の代替は何もありませんよといったものの

内容ではございませんでした。しかしながら、現在の利用者や廃止バス停がある地区の方々にとって

は日常の足として影響を与えるものと認識しております。そのため事務局といたしましては、今の資

料の下段の網掛け部分にありますように、今後３つの取り組みをいたしまして、利用者や関係地区の

皆さんの声、さらには幅広く市民の皆さんの声を把握した上で、次回のこの公共交通会議において今

般提出されております統廃合案について、ご協議をお願いしたいと考えてございます。

　意見聴取に係る１つ目の取り組みといたしましては、まず、現行路線を利用されている方々に対し

まして、今回の中身を説明して、その後、ご意見を頂戴いたします。具体的には廃止対象路線のバス

の車内で、今申し上げたような概要を記した資料を配布して、意見を回収ボックスなどで回収してい

きたい。期間的には今後６月下旬から 7月上旬あたりのおおむね 10日間ほどを設定して対応していき

たいということでございます。２つ目はバス停の廃止や経路の変更が生じる町内会などを含めた関係

地区との意見交換、これらを今後、区長さんのご協力を得ながら開催をしていきたいと考えてござい

ます。対象といたしましては今ほどご説明申し上げた、各対象路線の関わる部分としまして、行仁地

区・鶴城地区・謹教地区・城北地区・日新地区・城西地区・門田地区・東山地区・一箕地区及び北会

津地域の川南地区の１０地区ほどが関係して参りますので、今後順次、地区との調整を図りながら、

意見交換の場を設定していきたいと考えております。３つ目といたしましては、幅広く、地区の利用

者あるいは現行の利用者に関わらず、幅広く今回の統廃合の案につきまして、意見を募集するという

ことで、ホームページ上におきまして統廃合案の内容を公表いたしまして、意見募集というような機

会を設定していきたいという風に考えてございます。こうした意見、取り組みを踏まえまして、寄せ

られたご意見を添えて次回の公共交通会議、今のところ７月下旬を予定してございますが、その場に

おきまして、今回の統廃合案についての当公共交通会議としての検討・協議をお願いしたいと考えて

ございます。以上であります。

●（議長　菅家市長）

　只今、説明のありました、協議第24号及び協議第25号について、これより、ご質問、ご意見等をお

願いしたいと思いますが、まず、協議第24号について、ご質問等があれば、お願いしたいと思います

が、いかがですか第24号。なければよろしいですか。ということで今回対応させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　なければ、次に協議第25号の質疑応答に移りたいと思いますが、当協議案は項目が多いので、まず、

①鶴ケ城・飯盛山線、②市内１コース・２コース、③市内５コース・６コース及び④工業団地（富士

通）線の４項目ごとに質問等をお願いし、その後に、⑤統廃合（案）への対応について、質問等をお

願いして参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

　まず①鶴ケ城・飯盛山線について、何か皆様方からご意見、ご質問等ございませんか。ここで空白

地帯になるのは天寧寺町と宝町ですね。この代替として最寄バス停があるということで、これも地元

において協議しながら進めるということですね。統合すれば「あかべぇ」が 30分に１本になり、朝の

便が増便になるということですが、できれば 30分が 15分となれば利用者がもっと増えるのではないで

しょうか。山手線と同じようにいつでも乗れるということになりますから、会長からの意見というこ

とで申し上げます。よければ次にいきますね。

　次に②市内１コース・２コースについてご意見いかがでしょうか。課題は市営住宅前（北川原町の

城南ペットセンター前）が抜けるということですね。

●（目黒事務局次長）

　その代わりに天神橋のところにあります鶴ケ城南口まで歩いていただくことになります。

●（議長　菅家市長）

　距離はどのくらいありますか。

●（目黒事務局次長）



　約 300メートルです。

●（議長　菅家市長）

　少し歩かなければならないことが課題ということですね、このことについて皆様ご意見ご質問ござ

いませんか。

●（会津若松商工会議所　渡部委員）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、渡部委員。

●（会津若松商工会議所　渡部委員）

　さきほどの鶴ケ城・飯盛山線、市内１・２コース等が循環するような路線に代わるわけですけれど

も、運賃が今までのバス停ごとの距離による運賃だったものが、均一料金の200円となります。最短

距離と最長距離の運賃が均一料金の200円になった時の比較したものはありますか。

●（会津乗合自動車　小澤）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、どうぞ。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　まず、鶴ケ城・飯盛山線なんですけれども、今現在の鶴ケ城・飯盛山線に関しましては最低 170円

から最高の上限が 260円になります。これが今回、まちなか周遊バスに統廃合されることで 200円均一

になるということでございます。あともう一点の市内１・２コースとひまわりくんの関係ですけれど

も、市内１・２コースにつきましては最低 170円から上限 220円の運賃額になります。ひまわりくんは

現在 200円均一でやっております。存続する運行路線としてひまわりくんを残しますので運賃につき

ましては 200円均一ということでございます。

●（議長　菅家市長）

　よろしいですか。他にはどうですか。

●（企画室ME　田澤委員）

　よろしいですか。

●（議長　菅家市長）

　はい、どうぞ。

●（企画室ME　田澤委員）

　はいからさんは 30分ごとに運行されるとのことですが、あかべえに関しては今までどおりですか。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　はい、議長。

●（議長　菅家市長）

　はい、会津乗合自動車株式会社。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　あかべえにつきましても、現在は１時間おきの運行ですが、今回それを 30分おきにして対応したい

と考えております。

●（議長　菅家市長）

　よろしいですか。

●（企画室ME　田澤委員）

　はい。

●（議長　菅家市長）

　どうでしょうか。よろしいですか。

　なければ次に③市内５コース・６コースについてご質問等をお願いします。

　この課題は何でしょうか。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　門田工業団地のバス停と一ノ堰踏切前・一ノ堰団地入口などのバス停を廃止します。

●（議長　菅家市長）

　その代替として近くにバス停はあるんですか。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　一ノ堰入口につきましては芦ノ牧線が走っておりまして、そちらで代替が可能かと思われます。一

ノ堰踏切前につきましては漆器団地組合前が最寄のバス停になりますので、そちらの方に統合をした



いと考えております。

●（議長　菅家市長）

　距離的にはどうですか。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　一ノ堰踏切前につきましては若干遠いので 500メートルくらいは離れてしまいます。工業団地入口

については運動公園前が近くになりますが、こちらの方については 300メートルくらいです。今回は

定期券購入者がほとんどでありますので、タクシーの契約輸送個別対応の形でカバーできると考えて

おります。

●（議長　菅家市長）

　というように課題があり、対応するということでございますが、何か皆様方からご意見ご質問ござ

いませんか。よろしいですか。

　なければ④工業団地（富士通）線についてご質問等はございませんでしょうか。こちらは完全に廃

止ということですね。どうでしょうか。ございませんか。

　なければ次に⑤統廃合（案）への対応についてですが、これらについて 7月の上旬までに対応して

いくということですか。

●（目黒事務局次長）

　最終的には７月上旬までにこれらを整理いたしまして、それらを整理・検討した上で、７月下旬に

開催を予定しておりますこの会議の場にご提示申し上げるということでございます。

●（議長　菅家市長）

　という事務局案でございますが、いかがでしょうか。なにかご意見ございますでしょうか。

　なければ、会長からひとつ配慮してほしいことがあるんですが、今、仮設住宅が 610戸候補地を募

集して建設されていますが、それでも足りず、新たに300戸、候補地も含めて県から要請があります。

ということは 900～1000戸近い仮設住宅が本市に建設を予定しているということです。期間限定では

ありますが、現時点とは違った本市のコミュニティが生まれてきます。家族のなかには、旦那様が車

を持っていても、他の方の交通手段がないなどの二次交通の問題がでてこないとも限りませんし、新

たに建設される仮設住宅が今回見直しする路線に関わる地区にできる可能性もあるかもしれません。

その方々の生活を守るという上では、当然、車の渋滞という状況も想定しながら、交通弱者の生活を

どう守るかという意味で極めてバスというのは重要ではないかと思います。そのようなことも配慮し、

情報収集されたほうがよろしいかと思います。その他、皆様方、何かございませんか。

●（企画室ME　田澤委員）

　はい。

●（議長　菅家市長）

　はい、そうぞ。

●（企画室ME　田澤委員）

　この前も幹事会で申し上げたんですが、コミュニティバスにつきまして、金川町と田園町から人を

乗せて、ある目的地を回るんですね。駅とアピオのコースをピストンで往復することは、非常によろ

しいと思いますが、町中を通るコースはおそらく県立病院くらいまで行くと、ほとんどの人は用事が

なくなると思うんですね。途中から人は乗せないという原則でおやりになるとのことですが、コミュ

ニティバスも収益のことを考えれば、乗りたい人は乗せてくれるようにしていただくとありがたいと

思います。それから市営住宅前ですが、乗り降りがないとおっしゃいましたが、昔は非常に使われた

のが、行き先がとても不便なところばかりで、かゆいところに手が届かない路線だったために、だん

だん使われなくなり、そして本数も減っていったために使われなくなったのであって、この金川町・

田園町のコミュニティバスのようにみんなのニーズにあったものを運行していただければ、どんなバ

スももっと乗ってもらえるという希望があると思いますので、今後、いろいろなことをお考えになる

ときにそのようなことを考慮していただければと思います。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　はい、議長

●（議長　菅家市長）

　はい、そうぞ。　

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　確かに今回、金川町コミュニティバスを新設し、相反して統廃合ということですが、いずれにして

も、収支を維持をしていくということが一番重要なことになりますので、そのあたりは今後利用者の

声を聞いた中で実施していきたいと思っております。



●（企画室ME　田澤委員）

　よろしいですか。

●（議長　菅家市長）

　はい、そうぞ。　

●（企画室ME　田澤委員）

　そのときに路線のみならず、運行時間を考えてほしいと思います。機械的に1時間に1本とか 30分

に1本とかいう生活路線も多いです。でも、ここに行くにはこの時間帯がほしいという一般に高齢者

が利用する時間というのは割と集中しておりますので、こういったことも十分利用する方のご意見を

聞いていただければと思います。

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　はい、議長

●（議長　菅家市長）

　はい、そうぞ。　

●（会津乗合自動車　小澤係長）

　そのあたりを考慮した中で進めていきたいと思いますし、不特定多数の方が乗られるといろんな方

が利用したい時間帯というのもバラバラですので、それをいかに収集し整理して時刻設定していくか

というのが課題だと思います。そのあたりはなるべく配慮した中で時刻設定をしていきたいと考えて

おります。

●（議長　菅家市長）

　このコミュニティバスの実証実験というのは、これからの新しい本市独自の取り組みが目指す実証

実験であると認識しておりますので、いま意見にあったようなことをやりながら、よりよいコミュニ

ティバスの運行につなげていければいいなと思います。また、この取り組みが交通空白地域などの地

元のニーズに応えていくきっかけとなるのではと期待しています。実証実験のデータをもってよりよ

い理想的なコミュニティバス運行につながればと思いますのでよろしくお願いいたします。

●（目黒事務局次長）

　はい、議長。よろしいですか。

●（議長　菅家市長）

　はい、どうぞ。

●（目黒事務局次長）

　金川町のコミュニティバスにつきましては、計画の段階から住民の方々と一緒に検討してまいりま

した。運行にあたっても、先ほど会津乗合自動車株式会社からの報告にもありましたとおり、なるべ

く回数券を買っていただいて、地域で支えていただくというやり方をしてございます。運行後につき

ましては新たな組織を立ち上げていただいて、絶えず運行状況を検証し、問題点や改善策を拾いなが

ら運行していきたいと考えております。会長からもありましたとおり、実証実験のデータを添えてこ

の地区のバスを充実させるとともに、この地区のデータを次の地区への展開につなげていけるような

取り組みにしたいと事務局としても考えております。以上であります。

●（議長　菅家市長）

　よろしいですか。他はいかがでしょうか。

●（会津若松警察署　交通第一課　野田委員）

　はい。

●（議長　菅家市長）

　はい、どうぞ。

●（会津若松警察署　交通第一課　 野田委員）

　会津若松警察署　交通第一課です。規制担当の者です。安全確保の面から事務局さんとの協議の継

続をお願いいたします。とくに会津の場合には積雪がありますので中央線がないような狭路ですと、

幅員が積雪でさらに狭くなります。そうすると、住民生活の安全確保の面から運行できないというこ

ともありますので、引き続き所轄の方の交通規制係との情報の共有化、協議という面で連絡調整をお

願いします。なぜこの会議に警察がいるのかと申しますと、警察の方は交通管理の面から安全を確保

をします。とくに公共交通については反響も大きく、住民からの意見も警察へ入ることも多いですの

で、今後ともよろしくお願いします。

●（議長　菅家市長）

　事務局いかがですか。

●（目黒事務局次長）



　先ほどのコミュニティバスの中で説明申し上げましたが、この前も会津乗合自動車株式会社を通じ

て警察の方とは事前協議させていただきました。本来であればもう少し停留所を細かに作りたかった

部分もあっりましたが、今ありました通り、道路の狭さ、あるいは冬場のことを考えるとさらに状況

が悪化するというようなことがありまして、なるべく広い空間が確保できるところにだけ停めるよう

な工夫はしてまいりました。そういったことにつきましては引き続き、警察の方と情報を提供しなが

ら調整させていただきたい思います。

●（議長　菅家市長）

　安全確保と同時に利便性の向上、利用者のニーズと要望という非常に難しい課題がありますから、

そこは現場の状況を調査して、協議して対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。

　他はどうでしょうか。よろしいですか。ないようでありますから、それでは本公共交通会議の決定

の手続きをさせていただたいと存じます。協議第24号福島県生活交通対策協議会の分科会設置につい

て、及び、協議第25号会津乗合自動車株式会社による「路線バスの統廃合（案）」への対応について、

の２案件については、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。

●（議長　菅家市長）

　満場ご異議ないものと認めます。

　よって、協議第24号及び協議第25号につきましては、原案のとおり決定されました。

　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。

　次に、次第の５.その他に移らせていただきます。事務局から、その他なにかございませんか。

●（目黒事務局次長）　

　ございません。

●（議長　菅家市長）

　皆様方から、その他なにかございませんか。それでは、「その他」を終了させていただきます。

　皆様方のご協力に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。

●（進行　井島事務局員）

　以上をもちまして、第１１回会津若松市地域公共交通会議を閉会させていただきたいと思います。

　ありがとうございました。

　

（閉　会　午前１１時４０分）


