
第１２回会津若松市地域公共交通会議　会議録

１　日　時

　　平成２３年　７月２９日（金）　午後　３時３０分　～　４時５５分

２　会　場

　　　会津若松市役所栄町第二庁舎プレハブ２階会議室

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 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

9 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三

10 会津若松市 市長 菅　家　一　郎

11 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 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

３ 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 調査課長 石　井　重　好

４ 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

5 福島県会津若松建設事務所 企画管理部企画調査課長 鈴　木　勝　徳

6 福島県会津若松警察署 交通第一課長 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　企画営業総括　取締役 中　里　　　基

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

　⑵　事務局

職　　名 氏　　名 備　　考

事務局長 江　川　辰　也 　企画政策部　企画副参事

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 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　報告事項

　　　　報告第１７号　統廃合（案）に係る市民意見聴取の結果について

  　②　協議事項

　　　　協議第２６号　乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について

  ⑸　その他

　⑹　閉会

７　会議内容

●事務局員

　只今より、第12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。

それでははじめに当公共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

　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、

心から御礼を申し上げる次第であります。さて、会津乗合自動車株式会社からの路線バス統廃合案に

ついては、去る６月15日の第11回の会議以降、大きくは２つの方向で取り組みを進めて参りました。

第一は、福島県生活交通対策協議会の分科会設置に関係する手続きであります。これについてはまず、

当公共交通会議からの申出により、県協議会長から６月24日付けでの設置について通知を受けており

ます。さらに、分科会設置を踏まえ、会津乗合自動車株式会社から、県協議会長に「乗合バス路線の

休廃止等の申出」がなされましたので、県協議会長から、当地域公共会議に対して、県協議会の分科

会として路線の統廃合を協議するよう通知を受けたというものであります。　　　　　　　　　　　

第二は、統廃合案に関する内容面での取り組みとして、広く市民の皆さんと意見交換などを進めてき

ました。この間、６月下旬から７月中旬まで、バス利用者の方々へのアンケート調査、統廃合路線に



関係する各地区の区長会・町内会の方々との意見交換、及び市のホームページでの意見聴取の３つの

方法によって、市民各位のご意見をいただいてきたところであります。これらの意見については、路

線バスのダイヤや利用促進策の改善に直接反映したもの、今後の取り組みに反映していくべきものな

ど、統廃合案で示された代替方策の検証に活用させていただいたところでありますが、その詳細につ

いては、報告第17号で報告させていただきたいと思います。さらに、これらの意見も踏まえた、会津

乗合自動車株式会社からの乗合バス路線の廃止の申出に対する、当地域公共交通会議としての見解に

ついては、県協議会の分科会として協議することになりますが、具体的には、協議第26号でご協議を

お願い申し上げたいと思います。これらの案件はいずれも、バス路線の統廃合を通じて、本市の将来

にわたる公共交通サービスのあり方を見定めていくうえでも、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述べていただくととも

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。

●事務局員

　続きまして、委員及び事務局職員紹介に移らさせて頂きます。当公共交通会議の委員構成につきま

しては、本日お配りしました名簿・席次表の通りでありまして、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。本日は欠席でいらっしゃいますが、国土交通省　東北運輸局　福島運輸支局　

主席運輸企画専門官　兼平　悟様です。以上ご報告申し上げます。　

　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12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、報告第１７号、統廃合(案）に関する市民意見聴取の結果について、を議

題といたします。事務局の説明を求めます。

●事務局次長（目黒課長）

　報告第17号のお手元の資料をご覧ください。まず、実施内容についてでありますが、６月15日の会

議以降、事務局といたしましては、会津乗合自動車株式会社と連携し、以下の３つの方法により、統

廃合(案）に関する市民意見の聴取を行ってきました。

　第一は、現行路線バス利用者への統廃合（案）の公表、意見募集については、７月５日から７月11

日までの期間内に、廃止対象路線のバス車内で、利用者に「統廃合（案）の概要」及び「アンケート

用紙」を配布し、アンケート用紙を車内または郵送（料金別納）で回収しました。また、郵送の場合

は 13日までの投函を依頼しましたが、その後も７月22日到着分まで受け付けました。なお、「工業団

地（富士通）線」については利用者が特定されることから、アンケート方式ではなく、個別に説明と

対応をしました。その結果は報告第１７号の記載の表の通りで、すべての廃止対象路線において、合

計427名の方に配布を行い、173通を回収し、回収率は 41％でした。詳細は後ほどご説明いたします。

　第二は、課題バス停所在町内会など関係地区との意見交換で、６月19日から７月13日にかけて、経

路変更やバス停の廃止などが生じる１０の関係地区区長会等との懇談会を開催し、統廃合（案）につ

いて意見交換を実施してきました。さらに、廃止バス停に係る町内会については、各区長の協力を得

ながら、５町内会での説明会の開催や８町内会での組回覧による統廃合（案）の周知に努めたところ

であります。なお、各地区毎に関わりのある路線の説明をさせていただきました。

　第三は、ホームページによる 統廃合（案）の公表、意見募集でありまして、７月６日から７月１９

日まで市ホームページで公表・意見募集を行い、２名から６件の意見が寄せられたところであります。

　次に、３ページで、意見聴取の結果について、まず、資料１により、現行路線バス利用者アンケー

トの結果について説明いたします。これは路線ごとに整理をしておりまして、すべてのアンケートに

ついて、その回答いただいた内容を記載し、アンケート内容については、会津乗合自動車株式会社で

具体的な問題点や代替策などについて検討した結果を個々に記載しております。そのうえで、当公共

交通会議事務局として、利用者アンケートの回答内容と会津乗合自動車株式会社からの回答を踏まえ

て、利便性が維持されているかどうかに対する評価を記載しております。　　

　まず、１ページの鶴ケ城まわりからですが、№１、№２，№３の方については、利便性に変化はな

いとの回答でしたので、問題はないという内容であります。№４から№６の方々については、「多少



は不便になる」との回答内容でした。例えば、№４の方については、若松駅から市役所西口までの区

間の朝７時台のご利用ですが、この時間帯は鶴ケ城まわりの代替路線であるハイカラさんの運行はあ

りませんが、この区間は市内４コースが同じ７時 35分発若松駅発が運行されておりますので、代替は

可能との回答をいただいており、したがって利便性は維持されるとの評価をしたところであります。

№６は、現在は、合同庁舎前から飯盛山下までの区間で 18時台のご利用ですが、統廃合案でも代替路

線であるハイカラさんは 18時 30分若松駅発の運行を計画していましたので一定の利便性は維持してい

たわけですが、続く№７から№11までの方々からは、ハイカラさんの最終ダイヤの調整を求める声が

多かったことを踏まえ、当初のハイカラさんの最終便 18時 30分発を 19時発として、18時 30分発の便

を 18時発に変更するとの回答をいただいたところであります。その結果、№６の方のみならず、№７

から№11までの方々の利便性も維持されると判断したところであります。次に、№12の方は、少し問

題点が残っており、現在、７時47分県立病院前発、7時55分飯盛山下着の便をご利用いただいており

ますが、統廃合後の案としては、7時9分県立病院初のあかべぇに乗車いただき、神明通り、若松駅を

経由して、飯盛山下7時 34分着の便をご利用いただくことで代替が可能と考えられますが、これはダ

イヤが約 40分早まります。もう一案は、バス停「花春町」までご足労いただき、7時55分発の市内４

コースに乗車いただければ、8時 1分蚕養神社前着の便があります。この方の勤務先は、飯盛山下と千

石バイパスのほぼ中間点にありますので、各バス停からの距離はほぼ同じと考えられますが、ダイヤ

的には多少ご不便をかけるということで、十分な利便性の維持まではいかないとの評価をさせていた

だいたところです。次に、№13から№19までの方々は、日中時間帯の利用に当たりましては、例えば、

利用バス停について、現在が神明通りであれば、今後は市役所前や野口英世青春通りに変更になり、

また、現在が合同庁舎前であれば、今後は鶴ケ城入口に変更になるなど、利用バス停の変更は生じま

すが、ダイヤ的には適応しており、利便性は維持されると評価したところです。次に№20の方は、現

在は若松駅前から市役所西口までの７時台のご利用なので、市内４コースで代替が可能です。№21と

№22の方はいずれも、アンケートでは、「統廃合後はかなり不便になる」との回答でしたが、実際は

統廃合後のあかべぇにより経路でもダイヤ的にも代替が可能と考えられます。№24の方は、奴郎ケ前

から天寧寺町までのご利用ですが、天寧寺町は今回の統廃合でバス停が廃止され、かつ、そこから奴

郎ケ前までは一区間のため、現実的には利用できず、利便性は損なわれるとの判断をしました。次に

№24の方は天寧寺町から飯盛山下までのご利用区間で、現在は7時49分天寧寺町発、7時55分飯盛山

下着の便をご利用ですが、日中の時間帯であれば、隣接する奴郎ケ前または石山のバス停からの利用

が可能ですが、朝の時間帯は、統廃合案では１時間早く乗車いただくことになり、かなりのご不便を

おかけしますので、利便性は損なわれるとの評価としました。

　続いて、５ページ、飯盛山まわりですが、№１から№17までの方は便利または変化がない、との回

答ですので利便性は維持されると評価できます。№18から№24までの方は、「統廃合後は多少は不便

になる」との回答ですが、統廃合後のあかべぇにより、経路的にも、ダイヤ的にも代替可能と判断さ

れ、利便性は維持との評価をしました。№26から№28の方は、平日は統廃合案で代替が可能ですが、

土日の運行について心配とのご意見をいただいており、この点についても、会津乗合自動車株式会社

でご検討いただいた結果、土日祝日の朝の時間帯のあかべぇについては、7時 30分若松駅発の便を運

行するとの回答をいただきましたので、利便性は維持されたと評価しました。№29から№36までの方

は、「統廃合後はかなり不便」との回答をいただいていますが、実際的には、経路的にもダイヤ的に

も統合後のあかべぇで代替可能でありまして、加えて、№36の方のように、「定期券が使用できなく

なるのではないか」とのご意見も踏まえまして、あかべぇについても、定期券と同等機能を持つ専用

パス券の発行が計画されていますので、利便性は引き続き維持されるとの評価をしました。№37から

№41の方についても、統廃合後も路線バスによる移動は可能であり利便性は維持されると考えており

ます。№42の方は、天寧寺町のバス停廃止によりご足労をおかけしますが、その分、他の路線バスで

降車後の徒歩時間が短くなると考えられますので、利便性は確保されると評価しましたが、一方で、

№43の方は、他の路線により目的地への移動は可能ですが、天寧寺町のバス停廃止によりご足労をお

かけしますので、若干利便性は低下するとの評価をしました。№44の方は、17時台に鶴ケ城北口から

郵便局前までのご利用ですが、統廃合後は、その時間帯に代替路線であるあかべぇの運行がなく、そ

の代替として他路線の市内３コースを利用するには、三の丁バス停までご足労をおかけしますので、

バス停２つ分に相当する徒歩距離を考慮すると利便性は損なわれるとの評価をしたものであります。

　続いて、9ページの市内１コースについては、№１から№６までの方は、利便性に変化なしとの回答

です。№８以降は「不便になる」との回答ですが、１・２コース廃止後は、ひまわりくんで代替され、

ひまわりくんのダイヤに合わせる関係上、現在の１・２コース利用者各位には、ダイヤを調整するご

負担をおかけすることになります。そのうえで、№８の方は、統合後のひまわりくんや本郷線で代替



が可能であり、№９の方は、ひまわりくんの他にも、塩川・喜多方線、笈川線、原長谷川線といった

他路線での乗車が可能です。№10から№12の方は、１・２コース廃止後は、ひまわりくんのダイヤに

合わせる関係上、利用ダイヤを調整するご負担をおかけすることになります。№13の方は、統廃合後

は約 20分程度早く、統合後のひまわりくんをご利用いただくというダイヤ調整負担をおかけし、また、

バス停県営住宅前はひまわりくんは運行されず、そこから約 350ｍ離れた湯川町バス停までご足労を

おかけしますので、この双方により利便性は損なわれるとの評価をしました。№15、№16は、ひまわ

りくんに加え、統廃合後のハイカラさんや本郷線の利用が可能となります。また、№20から№26まで

の方は、ひまわりくんをはじめ他路線でも十分に代替が可能ですので、利便性は維持されると考えて

おります。№29の方は、市営住宅前から竹田病院前までのご利用ですが、市営住宅前バス停は廃止さ

れ、そこから約 300ｍ離れた鶴ケ城南口バス停までご足労をおかけし、かつ、ひまわりくんのダイヤ

にあわせることでダイヤ調整のご負担もおかけしますので、利便性は多少低下するとの評価をしまし

た。№34の方は米代から桂林寺までのご利用ですが、統合後のひまわりくんは、米代は運行されず、

ひまわりくんの最寄のバス停となる湯川町までは約 500ｍ離れておりますので、かなりのご足労をお

かけし、または、比較的近い米代２丁目から市内３コースに乗車し、三の丁で降車し、そこから桂林

寺町まで歩くという方法もありますが、いずれにしても、かなりのご足労とご負担をおかけしますの

で、実際的には利便性は損なわれるとの評価としました。また、№35の方についても、県営住宅前か

ら竹田病院までのご利用ですが、統合後のひまわりくんは、県営住宅前は運行されませんので、そこ

から約 350ｍ離れた湯川町での乗車となってしまい、なおかつ、湯川町のとなりのバス停が竹田病院

ですので、現実的にそのようなご利用は考えにくく、実際にはかなりのご足労とご負担をおかけしま

すので、利便性は損なわれると評価しました。

　次に、市内２コースですが、№１から№５までの方は、利便性が高まるか変わらないとの回答で問

題はないと考えています。№6から№12までの方は、ひまわりくんで代替が可能でありますが、ただ

し、№９の方は、ダイヤ的には調整に負担をおかけし、利便性は若干低下するものと考えられます。

次に、№18と№19の方は、いずれの方も、県営住宅前を統合後のひまわりくんが通らなくなるため、

ひまわりくんを利用するためには、そこから約 350ｍ離れた湯川町バス停までご足労をおかけします

ので、利便性は若干低下すると評価しました。また、№21の方は、米代から竹田病院までのご利用で

すが、米代から湯川町まで徒歩で移動したとしても、湯川町の次のバス停が竹田病院ですので、その

ようなご利用は実際には考えにくく、ご不便をおかけすることになりますので、利便性は損なわれる

との評価をいたしました。№22の方は、17時台に、竹田病院から會津風雅堂前までのご利用ですが、

統廃合後のひまわりくんではダイヤ的に対応できず、また、他路線である市内４コースを利用する場

合は、乗車バス停、降車バス停ともにかなりのご足労をおかけしますので、この方の利便性は維持で

きないとの評価をしたところです。

　次に、市内５コースについては、№１から№６までの方は利便性に変化はないとのご回答でした。

№７から№10までの方は「多少は不便」との回答でしたが、実際には、見直し後の本郷線と芦の牧線

で経路的にもダイヤ的にも代替が可能であり、利便性は維持されると評価しました。№11と№22の方

は、年貢町から漆器団地組合前までのご利用ですが、この間の一の堰地区の区間の路線廃止に伴い、

この方については代替路線はないため、利便性は損なわれるとの評価をしました。次に、№12から

№21までの方々は、それぞれ、見直し後の本郷線や芦の牧線により経路的にもダイヤ的にも代替が可

能であり、利便性は維持できるとの評価をしました。

　次に、市内６コースについては、№１から№６までの方は利便性に変化はないとのご回答でした。

№７から№13までの方は「多少は不便」との回答でしたが、実際には、見直し後の本郷線と芦の牧線

で経路的にもダイヤ的にも代替が可能であり、利便性は維持されると評価しました。№14の方は、市

内 5コースの№11の方の帰宅の便と思われますが、年貢町から漆器団地組合前までのご利用ですが、

この間の一の堰地区の区間の路線廃止に伴い、この方については代替路線はないため、利便性は損な

われるとの評価をしました。№15から№20までの方は、「かなり不便」との回答でしたが、実際には、

見直し後の本郷線と芦の牧線をはじめ、市内3コース、喜多方線など複数の路線で経路的にもダイヤ

的にも代替が可能であり、利便性は維持されると評価しました。№22の方は、工業団地東から中野ま

でのご利用であり、この間の一の堰地区の区間の路線廃止に伴い、この方については代替路線はない

ため、利便性は損なわれるとの評価をしました。

　最後に、工業団地（富士通）線については、これは利用者が特定されるため、アンケートではなく、

会津乗合自動車株式会社から説明をしており、№１の方は市内の学生の方で、現在は朝は工業団地線、

夕方は市内３コースをご利用ですが、工業団地線廃止後は、朝は市内 4コースで代替でき、支障ない

との回答を得ています。№２の方も同様に、工業団地線廃止後は、朝夕ともに、芦の牧線で代替可能



との回答を得ています。№３から№７の方については、同一の事業所に勤務であり、事業所を通じて

代替方策の説明をしており、廃止については、事業所の理解を得て、廃止後の代替手段は個々の利用

者を含めて事業所内で対応を考慮中という状況にあります。個別輸送の内容は、戸口から戸口の移動

で、契約による運賃となりますので、この契約が成立すれば、この方々の利便性は確保されると考え

られます。以上が、利用者に対するアンケートの結果となります。

　ここでもう一度、報告第17号の３ページに戻っていただきたいと思います。アンケートについて

個々の回答内容を検討した結果、今回の統廃合(案）については、現在のバス利用者の立場から見て、

路線変更に伴う心理的な負担などはあるものの、大方の利用者にとっては、路線としての利便性は維

持されるものと受け止められます。ダイヤについても、路線と同様、大方の利便性の維持が図られる

ものと受け止められますが、他方では、休日祝日運休や通勤時間帯におけるダイヤの細部などについ

て実際の利用者ならではの視点による意見も数多く寄せられました。そこで、アンケートすべてにつ

いてさらなる改善の可能性も含め、会津乗合自動車株式会社に検討を要請し、一定の検討結果につい

て回答を得るとともに、それらを踏まえて、代替方策としての利便性の維持確保について評価を行っ

たところであります。以下で、路線ごとに意見概要と代替方策の利便性の検証結果について報告しま

す。

　まず、鶴ケ城・飯盛山線については、合計 72件（鶴ケ城まわり25件、飯盛山まわり47件）のアン

ケート回答があり、大方の利用者にとっては、今般の路線の統廃合(案）の代替方策によって、現行の

利便性は概ね維持できると考えられます。また、会津乗合自動車株式会社では、アンケートによる意

見を踏まえ、統廃合（案）を再度精査した結果、ハイカラさんの最終便ダイヤの調整、あかべぇの若

松駅発７時 30分発の土日祝日運行、 定期券と同等機能を果たす「専用パス券」を発行などの改善策

が提示されました。他方で、一部廃止路線や廃止バス停の復活、ハイカラさんの若松駅７時台発の増

便等については、再度検討されましたが、いずれも乗降実態を踏まえた収支改善などの観点から、そ

の対応は困難であり、統廃合(案）で提示した内容の修正も困難であるとの回答が示されたところであ

ります。これらの結果を踏まえ総合的に判断し、当初の「統廃合(案）」に加え、さらに改善策の回答

によって、当該路線の利用者の利便性は、より高まったものと認められます。なお、少数とはいえ一

部の利用者には、このような改善策の回答をもってしても、利用区間や利用時間帯によっては、通常

利用を想定した場合の代替が困難なケースも見受けられたところであることを報告します。

　次に、市内１コース・市内２コースについては、合計57件（１コース35件、２コース22件）のアン

ケート回答があり、大方の利用者にとっては、今般の路線の統廃合(案）の代替方策によって、現行の

利便性は概ね維持できる、との検証結果を得ました。また、会津乗合自動車株式会社では、アンケー

トによる意見を踏まえ、統廃合（案）を再度精査した結果、改善策としては、次の３点が提示されま

した。1点目は「ひまわりくん」について、統廃合(案）では日祝日運休としていましたが、見舞い、

付き添いなど病院関連の交通需要を勘案し、東まわりは、若松駅10時15分発及び14時15分発を、西ま

わりは若松駅11時15分発及び15時15分発のそれぞれ２便を運行するというものです。２点目は、「ひ

まわりくん（東まわり）の最終便」について、統廃合(案）では若松駅発16時30分としていましたが、

夕方の時間帯における通勤その他により公共交通の需要があること、及びひまわりくん（西まわり）

の若松駅７時15分発の便との対応性等も勘案し、「若松駅発17時15分」の便を運行するというもので

す。３点目は、「ひまわりくんの定期券」については、まちなか周遊バスと同様、定期券と同等機能

を果たす「専用パス券」を発行するというものです。他方で、一部廃止路線や廃止バス停の復活等に

ついても、再度検討されましたが、いずれも乗降実態を踏まえた収支改善などの観点から、その対応

は困難であり、統廃合(案）で提示した内容の修正も困難であるとの回答が示されたところであります。

これらの結果を踏まえ総合的に判断し、当初の「統廃合(案）」に加え、さらに改善策の回答によって、

当該路線の利用者の利便性は、より高まったものと認められます。なお、少数とはいえ一部の利用者

には、このような改善策の回答をもってしても、利用区間や利用時間帯によっては、通常利用を想定

した場合の代替が困難なケースも見受けられたところであります。

　次に、市内５コース・６コースについては、合計44件（市内５コース22件、市内６コース22件）の

アンケート回答があり、利用者の大方にとっては、今般の路線の統廃合(案）の代替方策によって、現

行の利便性は概ね維持できる、との検証結果を得ました。また、会津乗合自動車株式会社では、アン

ケートによる意見を踏まえ、統廃合（案）を再度検討した結果、アンケートの意見にあった一部路線

（工業団地東から一の堰団地入口）の復活については、乗降の実態や収支改善の観点から、その復活

は困難であり、廃止せざるを得ないとの回答が示されました。なお、少数とはいえ一部の利用者には、

利用区間や利用時間帯によっては、通常利用を想定した場合の代替が困難なケースも見受けられたと

ころでもあります。



　次に、工業団地（富士通）線については、路線の性格上、定期的な利用者が特定（７名）されてい

るため、アンケートの手法は採らず、事業者や学校を通じた個別説明による対応を行ったところであ

り、うち２名からは既存の他路線による代替によって利便性は概ね維持できるとの回答を得ました。

一方、他の５名については、会津乗合自動車株式会社から、その勤務事業所に代替方策としてタク

シー個別輸送契約による対応案を提示したところ、事業所からは路線廃止に係る理解を得て、廃止後

の交通手段については、個々の利用者を含め事業所内において対応を考慮中という状況にあります。

このタクシー個別輸送契約の内容それ自体は、各人宅から事業所までの乗車により利便性も高まるこ

となどから、当該路線廃止に伴う代替方策としては有効と認められるものと考えられます。

　次に、関係地区等との懇談会については、資料２にとりまとめておりますが、全体としては、案に

異を唱えるような意見はなかったように受け止めております。ただし、バス停が廃止される町内会か

らは、その復活を望む意見もいただいております。時間の関係もありすべてを説明できませんが、例

えば、５ページのその他の意見では、路線の統廃合に関係するものではなくて、バス事業全般にわた

るご意見も活発に交換されました。

　特にバスの車両については、少ない乗車人数を見ると必ずしも大きな車両でなくてもいいのではな

いか、との意見が各地区で寄せられましたが、バス事業者では実際には同一路線で利用客の多い朝夕

は大型、日中は小型というように同一路線で使い分けるためにバス車両を複数購入するのは難しいと

いう状況にもありますが、将来的にはそのような方向で取り組んでいきたいとの回答もされたところ

であります。

　また、交通空白地域への対応についても、今回の統廃合とは直接関係はありませんが、鶴城地区や

日新地区など一部の地区で今後の対応について意見が寄せられ、事務局としましても、既存バス路線

やバス停から離れた交通空白地域で、地域の実態や需要等に見合った新たな交通システムの導入可能

性を検討すべき地域の一つと認識しておりますので、今後、「金川町・田園町コミュニティバス」の

実証実験の成果や課題などを見極めながら、当該地域での導入可能性を研究していく必要があると考

えています。その他、情報提供ということでバス路線がわかりにくい、バス停がわかりにくいという

声が数多くの地区や町内会から寄せられたところでります。また、６ページでは、経営再建に向けて、

特に会津乗合自動車株式会社には頑張ってほしいという声、あるいは、もっと地域住民を向いてほし

いという声も一部寄せられましたが、いずれにせよ再生に向けて頑張ってほしいという声をいただい

たところであります。もういちど、報告第17号の５ページに戻っていただきたいと思います。全体と

しては、事業者が置かれている経営状況を踏まえ、今般の路線の統廃合（案）については概ね理解が

得られたと受け止められます。

　なお、主な意見内容及びそれに対する会津乗合自動車株式会社の回答は次のとおりであります。

　１点目は、廃止対象の市内１・２コースの代替路線となる病院循環バス「ひまわりくん」について

は、休日の運行を求める意見や定期券の適用を求める意見が寄せられ、これら意見に対して、会津乗

合自動車株式会社から意見に沿った対応を検討している旨の回答が示されました。

　２点目は鶴ケ城・飯盛山線や市内１・２コースの路線廃止に伴いバス停が廃止される町内会等から

は、バス停が遠くなるとの理由により、１日数便に限定した運行継続を求める意見もありましたので、

こうした意見について、会津乗合自動車株式会社に対して改めて検討を要請したところ、乗降実態を

踏まえた路線維持に係るコスト負担、路線の分かりやすさの確保等の観点から、経営上及び運行上の

課題があり、現状においては対応が困難との回答が示されたところであります。

　３点目は、今回の路線の統廃合（案）に直接起因するものではありませんが、一部の地区の懇談会

において、出席者からは、路線の変更に係る次のような意見もあり、会津乗合自動車株式会社に対し

て改めて検討を要請したところ、それぞれ次のような回答が示されました。

　１点目は「ハイカラさん」及び「ひまわりくん」の本町商店街までの経路変更（日新地区）及び

「ハイカラさん」の五月町入口までの経路変更（日新地区）に係る意見については、本町商店街が運

行するまちなか循環バス「エコろん号」の運行に係る当地域公共交通会議における協議経過及び当該

バスの利用状況を踏まえた路線重複の回避、「ハイカラさん」の運行距離延長に伴う所要時間の増加

による運行回数の減少などのため、現状においては対応が困難との回答が示されました。

　２点目は、新設する「本郷線」の飯寺ニュータウン内への経路変更（門田地区）については、飯寺

ニュータウン内の幹線道路と国道401号との接道状況から効率的な経路確保に物理的な課題があるとの

回答が示されました。

　次に、ホームページによる意見募集については、ここで寄せられた６件の意見は、いずれも統廃合

(案）の経路やダイヤなど内容それ自体に直接的に関わる各論的なものではありませんが、その内容に

ついては資料３で説明いたします。



　まず、1人目の提出者の意見の１点目は、路線バスの統廃合の観点で各論ではなく、市民の重要なイ

ンフラであるべき「路線バス」の衰退を防止する観点から、問題点を指摘いただいているものであり、

乗車数が減っているから路線あるいは便数を減らせば、路線あるいは便数が少ないから不便で乗らな

い、という「負のスパイラル」から抜け出せなくなり、結局、衰退するばかりの施策であり、利用者

にとっては全く、迷惑千万である。本来は利用者のサービス向上を目指すべきが、逆の不安を醸し出

し続けていることである。そこで対応案として、路線バスの利用については、「何故、乗車しなけれ

ばならないか」のＰＲも含めて市民にもっと積極的に啓発すべきである、という意見であります。

　これについては、その通りでありまして、そのような状況から抜け出すには、ご意見にもあるとお

り、まずは、バスの利用促進のためのさまざまな情報提供が必要でありますので、その一環として、

関係機関・関係団体で構成される会津若松市地域公共交通会議では、今年３月に「わかりやすい時刻

表」を作成し、市内全戸に配布したところであり、この時刻表は今年度末にも引き続き発行・配布を

予定するとともに、加えて、今回の統廃合に係る様々な意見交換や意見聴取を踏まえ、市民とともに

路線バスについて考える「フォーラム」等の開催を計画するなど、今後とも、バス利用に関する適切

な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

意見の２点目は、ノーカーデイの設定と着実な遂行、効果確認など、行政、企業、団体が先頭に

立って利用を促進させるべきである、という意見です。。

これについては、路線バスの積極的な利用は、温室効果ガスの削減など環境負荷の軽減や交通事故

の減少、さらには、観光振興や市街地活性化など、ひろくまちづくりに対して多大な効果をもたらし

ますが、とりわけ、ノーマイカーデーの実施は、事業者が取り組むことでその大きな効果が期待され

るところでありますので、会津若松市役所も一事業者として ISO14001を取得し、ノーマイカーデーを

積極的に実施しているところですが、さらに、会津乗合自動車株式会社においても、市内事業所と連

携した通勤バスの運行やクリーン定期券の導入などの取り組みを進めているところであり、今後とも

その促進に努めて参りたいと考えております。

意見の３点目は、観光の町、会津若松の駅前にバスが止まっていないのはマイナスイメージが甚だ

しいため、まちなかを益々、閑散とさせないように、高齢化が進む中で個人の車に依存しない公共交

通システムを早く確立すべきである、という意見であります。

これについては、個人の自家用車に依存しない公共交通システムの確立は、高齢社会における重要

な課題でありますが、一方で、事業者においては、現在の厳しい経済状況と限られた経営資源の中で

は、路線バス運行の効率化とバスサービスの充実という二律背反的な事項をいかに合理的に調和させ

ていくかが求められております。今般の路線バスの統廃合は、そのような視点での一定の取り組みで

ありますが、これを契機として、今後とも公共交通に関係するすべての主体と共に考える環境づくり

を進めながら、その確立に努めていきたいと考えております。

意見の４点目は、「仏都・会津」のキャンペーンで電車を利用し、会津にきた時、気楽に路線バス

を利用し、坂下の恵隆寺と柳津の円蔵寺に行きたい観光客を土、日にサポートできるようにすべきで

あるが、会津が誇れる神社・仏閣への参拝が公共交通機関が陳腐のため、「点」になっており、

「面」になっていない、という意見であります。

これについては、平成22年３月に策定した会津若松市地域公共交通総合連携計画では、「まちの活

性化につながる公共交通体系の構築」を方針の一つに掲げ、観光・商業との連携強化により、観光客

が利用しやすい公共交通サービスの提供を位置づけています。特に、ご意見にありますように、観光

施策と連携した一体的な取り組みは、公共交通の活性化を図るうえでも重要な視点でありますので、

今後は、関係市町村も含めて、さらに関係機関・団体・事業者等との連携強化に努めていきたいと考

えております。

意見の５点目は、個人の利便ではなく公共の利便を考慮し、会津地方全体の問題として広く、市

民・町民・村民からのアイデアも募集して対策すべきである、という意見であります。　　　　　　

これについては、今回のバス路線の統廃合は、バス利用者アンケート、関係地区・町内会との懇談

会及び市ホームページ上での意見聴取を行うなど、事業者、市、関係団体、関係機関だけではなく、

利用関係当事者をはじめ広く地域と市民の方々と意見交換を行いながら、共に考えることを重視した

取り組みを進めてきましたが、バス路線のあり方は今後も継続して研究・検討していく必要がありま

すので、地域公共交通会議としても、路線バスに関するフォーラム等の開催をはじめ、今後とも公共

交通に関係するすべての主体と共に考える姿勢を基本としていきたいと考えております。

二人目の提出者の意見は、あかべぇやハイカラさんのバスは、座席が硬い、狭い、浅いうえ、手す

りもない状態で、揺れも大きいため、乗り心地がよくない。特に、観光客で混み合う時間帯は、高齢

者や障がい者、子供連れで乗るには座っていても危険を感じる。また、ステップは高くて狭く、同様



に危険である。市民の生活路線として使うのであれば、座席の広さ、手すりの設置、ステップの高さ

などについて高齢者等が乗車することを前提としたバス車両を検討すべきである、という意見であり

ます。

　これについては、ご意見にあるようなバス車両に関する問題を解決することは重要な視点の一つと

考えられますが、その改造をすべてにわたり直ちに行うことは、経営再建中のバス事業者においては

困難と考えられますので、中長期的には引き続き、高齢者や障がい者等の利用にやさしい車両の整備

を進めるとともに、当面の対応としてはより丁寧な運転の徹底などソフト面の配慮について伝達する

とともに、「あかべぇ」については、統廃合後は、現在の60分間隔を30分間隔での運行に増便するこ

とに伴い、バス事業者において増車を予定しておりますので、今後の具体的な計画に際しては、ご指

摘のあった点を十分考慮いただくよう伝達していきたいと考えております。

以上のような内容ですが、報告第17号の５ページのとおり、ここで寄せられた６件の意見は、いず

れも統廃合(案）の経路やダイヤなど内容それ自体に直接的に関わるものではありませんが、公共交通

政策としての路線バスのあり方について中長期的な視点からの提案や、歩いて暮らせるまちづくりの

観点からのバス車両に関する具体的な提案などでありまして、それは、今般の統廃合の検討にかかる

基本的な視点や今後の取り組み方向と軌を一つにするものと受け止められると考えております。

　以上、ここまで、利用者アンケート、関係地区との意見交換及びホームページによる意見聴取の結

果について、報告・説明をしてまいりましたが、最後に、これらを踏まえた、幹事会における要望的

意見及び課題についてご報告申し上げます。利用者・地域との意見交換等の結果、統廃合（案）に

よって、現在の大方の利用者の利便性については一定の維持を図れる見通しは立ったものの、これら

の意見の中には、現在及び将来の路線バスのあり方に貴重な示唆を与えてくれるものも多く、過日の

幹事会において、それらを踏まえて、事業者に対する意見及び地域公共交通会議としての課題が指摘

されました。

　まず、事業者への要望的意見としては２点ありまして、その第１は、バス利用者へのアンケート調

査や各地区との意見交換会の結果にも示されているとおり、路線廃止に伴う新たな路線バス体系への

円滑な移行を図るためには、現在の利用者はもとより潜在的な利用者をも想定し、利用の維持と促進

を視点としたより丁寧な説明が必要であることから、事業者においては、今後の国への廃止手続等に

あわせ、市民への十分な情報提供を行うよう求める、というものであります。

　第２は、関係地区等との懇談会、ホームページを活用した市民意見募集等を通じて寄せられた意見

については、地域住民の移動の足としての重要な役割を担っている事業者への期待であると受け止め、

事業者においては、今後の会社経営において参考とされ、路線バスの維持と活性化に努力していただ

きたい、というものであります。

　次に、この地域公共交通会議みずからの課題としては３点ありまして、第１は、平成23年３月に全

戸配布した「路線バス時刻表」は、今回の意見交換等の中でも、わかりやすさに関して一定の評価を

得ており、今後も平成23年度末の発行を計画しているが、事業者の情報提供とも連携しながら、例え

ば、病院・飲食店等の集客施設への備え付けなど、より効果的な配布にも意を用いる必要がある、と

いうものです。

　第２は、今般のバス路線の統廃合を契機とした地域の方々との意見交換を通じ、今後のさらなる高

齢社会の進行にあわせ、交通不便地区や交通空白地区への対応が求められていることが明らかになっ

たことを重く受け止め、その改善、解消に向けて、地区との連携・協働を図り、地域のニーズに合致

した新たな交通サービスの導入について、金川町・田園町コミュニティバスの実証実験の動向を的確

に見極めながら検討していく必要がある、というものであります。

　第３は、今般の統廃合に係るさまざまな意見交換や意見聴取の取り組みによって、バス路線のあり

方については関係機関・団体・事業者や行政だけではなく、利用者や地域などバスに関係する多くの

主体が参画し、共に考えることの重要性があらためて認識されたところであることから、路線バスに

関するフォーラムの開催などをはじめとして、今後ともその機会づくりに努めていく必要がある、と

いうものでありました。　

　説明が長くなりましたが、以上で、統廃合案に対する市民意見聴取の結果についての報告・説明を

終わります。

●議長（菅家市長）

　只今、説明のありました報告第17号について、ご質問、ご意見等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。　

（なし、の声）　　

●議長（菅家市長）



　かなりきめ細やかに対応し、資料も取りまとめられたうえで詳細な説明があったわけでありますが、

よろしいでしょうか。他にご質問等はないようでありますので、報告第17号統廃合(案）に関する市

民意見聴取の結果につい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。

（異議なしの声）

●議長（菅家市長）

　それでは、報告第17号についてはそのようなことでご了承をいただきました。

　次に、協議第26号　乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について、を議題といたします。なお、

会長あいさつでも申し上げましたとおり、協議第２６号の協議については、６月24日付けで設置の承

認を得ました、福島県生活交通対策協議会の分科会として協議するものでありますので、よろしくお

願いいたします。それでは、事務局の説明を求めます。

●事務局次長（目黒課長）

　協議第26号　乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について説明します。まず、この申出にいた

る前提となった手続きについて説明しますが、６月15日の第11回会議を踏まえ、６月21日に福島県

生活交通対策協議会長へ分科会設置の申出を行ったところ、協議第26号の８ページのとおり、県協議

会長から６月24日付けで分科会設置の承認通知を得ました。これを受けまして、６ページのとおり、

会津乗合自動車株式会社から県協議会長に「乗合バス路線の休廃止等の申出」がなされましたので、

５ページのとおり、県協議会長から当地域公共会議会長に対して、県協議会の分科会として路線の統

廃合の協議を進めるよう通知があったところであります。こうした経過を踏まえて、協議第26号を提

案している次第であります。会津乗合自動車株式会社からの乗合バス路線の廃止の申出については、

まず、申出者は、会津乗合自動車株式会社、代表取締役社長、福田正でありまして、申出内容のうち、

まず、廃止しようとする路線については、鶴ケ城・飯盛山、市内１・２コース、病院循環バス、市内

５・６コース及び一の堰団地の５路線でありますが、このうち、病院循環バスは市内１・２コースを

代替するために一部経路変更を行うことに伴いまして一部路線の廃止区間が生じる関係上、この手続

きに乗ってくる部分がございます。なお、キロ程とはそれぞれの路線の起点から終点までの距離で、

括弧書きの数字は一部経路が異なる部分の距離が記載されております。また、市内５・６コース及び

一の堰団地でそれぞれ２つのキロ数があるのは、工業団地内の運行経路が一部異なることによるもの

であります。各路線のキロ程のうち、今回の統廃合によって、まったくバスが運行されなくなる路線

部分が「廃止キロ程」として記載されているものであり、鶴ケ城・飯盛山では、廃止キロ程は 0.8km

となり、これは３ページの図面で、（エ）の部分、奴郎ケ前（⑦起点）から千石バイパス（⑧終点）

までの区間です。市内１・２コースの0.5kmは（オ）の部分で、天神橋（⑨起点）から国道118（⑩終

点）までの区間です。病院循環バスの1.5kmは、（ア）の部分は南北の0.6km、（イ）の部分はそれに

接続する東西の0.4km、（ウ）の部分は会津工業前（⑤起点）からヨークベニマル花春町（⑥終点）ま

での0.5kmの合計です。次に、市内５・６コースの（キ）は、工業団地の⑬起点から⑭終点までの区

間で 1.9km、一の堰団地の（カ）は、大坪団地（⑪起点）から一の堰（⑫終点）までの区間で3.6kmで、

カとキの合計5.5kmが一の堰団地の廃止キロ程となります。また、廃止の予定日は平成23年10月１日

であり、こうした廃止申出の理由については、「申出者においては、当該路線が、会津若松市内のバ

ス利用者の減少により、現行の自主運行路線バスの維持が困難になってきているため、 関係自治体で

ある会津若松市と市内路線の統廃合について協議を重ねるとともに、バス利用者アンケート調査等の

実施や地区懇談会等も開催しながら、さらに協議・検討を加えた結果、その内容は、廃止路線を既存

の市内路線で代替する内容であり、地域住民の利便性を可能な限り維持確保し得るものと判断し、当

該申出に至った」というものであります。さらに、これらを踏まえて、当該申出に対する会津若松市

地域公共交通会議としての判断の案としては「当該申出については、関係自治体である会津若松市と

の協議を踏まえ、さらに、その内容について現行路線バス利用者へのアンケート調査、関係地区等と

の懇談会及びホームページによる意見募集を行い、利用者の視点からの代替方策としての精査も加え

られたものである。この路線統廃合の内容は、利用者の一部に、最寄バス停の廃止に伴う徒歩移動距

離の増加等により、利便性の低下を生じさせるとともに、長年慣れ親しんだバス路線の変更に伴う心

理的負担を感じさせる面はあるものの、大方の現行利用者の利便性は確保される内容であると認めら

れる。さらに、路線に関連するダイヤの調整や利用促進策の改善についても並行して検討されたが、

それらの内容は、今般の代替方策の利便性をより高めるものと認められる。以上により、当地域公共

交通会議としては、今般の路線廃止の申出内容は、公共交通に係る現在の利用者の利便性を維持・確

保すべく、必要な代替方策の調整及び検討が加えられたものであり、さらにダイヤ調整や利用促進策

の提示によってその実効性も担保されていることから、将来にわたり本市の路線バスネットワークを

維持・確保していく観点から総合的に判断し、やむを得ないものと承認する」というものであります。



説明については以上であります。ご協議のほどよろしくお願いします。

●議長（菅家市長）説明のありました、協議第26号についてこれよりご質問、ご意見等がございまし

たら、お願いしたいと思います。何かございませんか。

●委員（山口哲夫氏）

　はい、議長。　　

●議長（菅家市長）

　山口委員。

●委員（山口哲夫氏）

　この乗合バス路線の廃止や廃止に伴う一部路線の変更については何ら問題なく賛成するものですが、

タクシー業界代表の委員として出席しているため、さきほどの報告第17号の工業団地（富士通）線の

廃止後の代替方策としてタクシー個別輸送による対応案を提示したとの説明がありましたが、これは

５名の利用者の方々は、お客様それぞれの立場で任意で選択なさるのか、会津バス、会津タクシーと

してこういう案を示されたということは、路線を廃止する責任として同社内のタクシーを提供してい

こうということでこの案を示されたのか。その辺のところと、金額的なものは提示されたのかどうか

をお聞きしたい。というのは、タクシー業界は一昨年から問題になっており、会津若松市は供給過剰

地域に指定され、そろぞれ概ね１割の減車をしました。利用者の獲得にはタクシー業界は非常にシビ

アになっています。こういう時に、路線がなくなれば、バス利用に困る利用者が当然出てきますので、

それをタクシーで代替するのは大変結構な話ですが、この地域にはタクシー会社が数社ありますので、

業界代表として委員出席している以上、お客様任意で選択されるのか、それとも路線バス廃止によっ

て責任を感じて会津バスがタクシーを提供していくということなのか、その辺をお聞かせ願いたいと

思います。

●事務局次長（目黒課長）

　はい、議長。

●議長（菅家市長）

　はい、事務局。

●事務局次長（目黒課長）

　工業団地（富士通）線は、会津乗合自動車と富士通の両者間の経過があり、当初は富士通が自らバ

ス運行していましたが、一定程度需要があることを踏まえて、会津乗合自動車株式会社が路線を引い

たと聞いております。その後、利用者減少に伴い路線維持が困難となり、路線廃止の判断をされたと

思いますが、こうした経過の中で、足を確保するための現実的な課題と受け止められて、富士通側に

は具体的な提案をされていると思います。ただ、その代替案をその通り会津バスと契約されるのか、

他のタクシー事業者と契約されるのかは、相手方の選択と考えられます。また、移動の足がなくなる

方にとりましても、マイカーへの切り替えや送迎ということもあるかもしれません。その辺は今後、

具体的に個別事項となってまいりますので、当公共交通会議としては関知できないと考えられますが、

ただ、今回のバス路線廃止に伴い何も関係がないということではなく、会津乗合自動車株式会社から

は、代替方策として一定の利便性が確保されるような提案がなされているというふうに事務局として

は受け止めております。

●委員（山口哲夫氏）

　わかりました。ただ、問題はですね、バス輸送よりはタクシー輸送の方がコストは高くなるので、

これを説得するのにどういう形でなさるか。いわゆるタクシー運賃でいくにはまったく問題はないと

思いますが、万が一、何らかの形で割引ということになれば、現在タクシー業界では運賃問題がいろ

いろと議論が交わされていますので、当公共交通会議としては関知できないとおっしゃいますが、こ

こで決まったということになると、市の立場でも同じタクシー業者の方から、質問等が出てくると思

いますので、運賃は是非慎重にお願いしたいと要望しておきたいと思います。

●議長（菅家市長）　

　要望として受け止めたいと思います。他にご質問等はございませんでしょうか。

　ないようでありますので、本公共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26号　乗合バス路線の廃止の申出に対する協議については、原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（異議なしの声）

●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２６号については、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。

　この際、このたびの会津乗合自動車株式会社からのバス路線の統廃合に関連して、会長から一言申

し上げます。この度の路線統廃合については、会津乗合自動車株式会社の経営再建の一環として申出

がなされたわけでありますが、その内容は、既存の他路線による可能な限りの代替方策とその実効性

を担保するための各種方策が講じられており、さらに、当公共交通会議で聴取した市民意見に対して

も、真摯な検討をいただいたものでありまして、その取り組みの基本方針や姿勢は、決して財務改善

の観点からの一方的なサービスの切り下げではなく、一定の評価ができるものと考えています。他方

で、この間の一連の取り組み経過の中では、バス利用者である市民の方々から、多くの意見や要望、

さらには厳しい批判も寄せられておりますが、これらは、地域住民の移動を保障するうえで極めて重

要な使命と役割を担っている乗合バス事業者に対する期待の表れでもある、と受け止めているところ

でもあります。現在の経営環境に鑑みれば、事業者としての経営再建と公共交通としてのバスサービ

スの維持という、二律背反的な関係にあるこれらの事項に取り組んでいくことは容易なことではあり

ませんが、どうか、会津乗合自動車株式会社におかれましては、今般の統廃合を契機とされ、バス路

線の維持と活性化に、なお一層努力されますよう念願する次第であります。

●会津乗合自動車株式会社（企画営業総括取締役中里基氏）

　会津乗合自動車株式会社の中里と申します。会社を代表して一言申し上げたいと思います。このた

びは委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただき、路線廃止のご協議をいただき、貴重なご意見を賜

り、ありがとうございました。また、アンケート結果などの資料についても、今後の乗合バス路線を

検討していく際にさまざまなヒントがあると思いますので、参考にさせていただきたいと思っており

ます。当社は現在再建中でありまして、資金等々かなり予断を許さない状況が続いているのは事実で

ありますが、会社の再建と利用者の皆様への利便性の向上は両立するところはあると思っております。

例えば、路線やダイヤの見やすさの部分、さらにはハイカラさんが 10周年を迎えますが、その記念イ

ベントなどもありますので、そういったところからお客様を呼び込んで、地域の皆様に貢献する会津

乗合自動車を今後とも目指していきたいと思いますので、皆様のご支援についてどうぞよろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。　　　　

●議長（菅家市長）

　次に、次第の５、その他に移らせていただきます。事務局からその他の報告などありますか。

●事務局次長（目黒課長）

　報告第17号で説明させていただきましたバス利用者アンケートや関係地区との懇談会でいただいた

意見を見ますと、今回の統廃合に関する情報はまだまだ不足している部分がありますので、これらも

考慮し、ご意見をいただいた方々には、個別には困難ですが、バス車内や各地区を通じ、意見への対

応なども含めて可能な限りフィードバックしていく作業をすすめていきたいと考えておりますことを

報告させていただきます。

●議長（菅家市長）

　説明が終わりましたが、他にありませんか。なければ、その他を終了させていただきます。本日は

円滑な議事運営に特段のご協力をいただき誠に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。委員の皆様方にはこの間さまざまな形で御指導、御鞭撻を賜りましたこ

とに心から御礼申し上げます。私ももう間もなく任期満了ですが、バス事業は今後の少子高齢化の中

で交通弱者への公共交通機関として重要と考えておりますので、経営とサービスの両立という大きな

課題はありますが、皆様方と知恵を出し合ってよりよい公共交通サービスに取り組んでいかれますこ

とを心から念願申し上げまして、御礼のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

●事務局員

　以上をもちまして、第１２回会津若松市地域公共交通会議を閉会いたします。


