
第１２回会津若松市地域公共交通会議

日　時：平成 23 年7月 29 日（金）午後3時 30 分～

　　　　　　　　　　　　　場　所：市役所栄町第二庁舎プレハブ２階会議室　

次　　　第

１　開　　会

２　会長あいさつ

３　委員及び事務局職員等の紹介

　　別紙出席者名簿のとおり

　　　　　　　　

４　議　　事

　⑴　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　

　⑵　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

５　そ の 他

６　閉　　会



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

統廃合（案）に係る市民意見聴取の結果について、下記のとおり報告する。

記

１　実施内容

 　⑴　現行路線バス利用者への統廃合（案）の公表、意見募集

 　⑵　課題バス停所在町内会など関係地区との意見交換

 　⑶　ホームページによる 統廃合（案）の公表、意見募集

　⑴　現行路線バス利用者への統廃合（案）の公表、意見募集

　　　　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

　　　した。また、郵送の場合は 13 日までの投函を依頼したが、その後も７月 22 日到着分まで受け

　　　付けた。

　　　　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、個別に対応した。

  　　　　　　　　　　　　[利用者アンケート集計結果]　

便数／日 車内配布数 回答数 回収率（回答／配布）

鶴ヶ城まわり 　８便 　　　８８ 　　２５ 　２８％

飯盛山まわり 　８便 　　１１５ 　　４７ 　４１％

市内１コース 　５便 　　　９７ 　　３５ 　３６％

市内２コース 　５便 　　　４４ 　　２２ 　５０％

市内５コース 　３便 　　　４８ 　　２２ 　４６％

市内６コース 　３便 　　　３５ 　　２２ 　６３％

合　計 ３２便 　　４２７ 　１７３   ４１％

　

　⑵　課題バス停所在町内会など関係地区との意見交換

　　　　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、説明会の開催や組回覧による統廃合（案）の周知

　　　に努めた。

　　①　懇談会開催区長会（10 地区）

　　　　行仁、鶴城、謹教、城北、日新、城西、門田、東山、一箕、川南（三本松・上米塚）

　　



　　　②　説明会開催町内会（５町内会）

            天寧寺町・花春町・宝町町内会、花見ケ丘町内会、百合ケ丘町内会

　　　 南町一丁目町内会、北川原丁町内会

　

　　③ 組回覧町内会（８町内会）

　　　 馬場下五之町一之区町内会

　　　 一ノ堰町内会

　　　 大坪団地町内会、南青木町内会、北御山町内会、南御山町内会、堤沢町内会

　　　 中新田町内会

　　　　　　　　　　　　　　[懇談会・説明会開催経過]

⑶　ホームページによる 統廃合（案）の公表、意見募集

 　　 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名から意

　　見（６件）が寄せられた。

 　

月　日 地区名 廃止路線 代替路線

日 城西地区

土 ハイカラさん・あかべぇ

土 日新地区

火 謹教地区

鶴城地区

水 東山地区 ハイカラさん・あかべぇ

門田地区

木 川南地区（三本松町内会） 市内５・６コース 本郷線、芦の牧線

金 城北地区

月 川南地区（上米塚町内会） 市内５・６コース 本郷線、芦の牧線

火

行仁地区

水 市内１・２コース ひまわりくん

6月19日 市内１・２コース
市内５・６コース

ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

6月25日 一箕地区
　　　　　　　

鶴ケ城・飯盛山線
工業団地線

7月2日 市内１・２コース
市内５・６コース

ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

7月5日 鶴ケ城・飯盛山線
市内１・２コース
市内５・６コース

ハイカラさん・あかべぇ
ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

鶴ケ城・飯盛山線
市内１・２コース
市内５・６コース
工業団地線

ハイカラさん・あかべぇ
ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

7月6日 鶴ケ城・飯盛山線
工業団地線

市内１・２コース
市内５・６コース

ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

7月7日

7月8日 鶴ケ城・飯盛山線
市内１・２コース
市内５・６コース

ハイカラさん・あかべぇ
ひまわりくん
本郷線、芦の牧線

7月11日

7月12日 天寧寺町・花春町・宝町町内会
花見ケ丘町内会
百合ケ丘町内会

鶴ケ城・飯盛山線 ハイカラさん・あかべぇ

市内１・２コース
工業団地線

ひまわりくん

7月13日 南町一丁目町内会
北川原丁町内会



２　意見聴取の結果

　⑴　現行路線バス利用者アンケート

　　　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る。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るが、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る。

　　　　以下、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する。

　　①　鶴ケ城・飯盛山線

　　　　 ○　当該路線については、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る。

　　　　 ○　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、次の回答がなされ、そのうち改善策としては、以下が提示された。　

　　　　　　　(ｱ）　「ハイカラさんの最終便ダイヤ」 について、統廃合(案）では若松駅発18時30分とし

　　　　　　　　　ていたが、平成24年３月までは現行の鶴ケ城まわり同様に若松駅18時発（土・日祝日

　　　　　　　　　運行）、19時発（土・日祝日運休）のダイヤとし、４月以降の運行はその間の乗降実態、

　　　　　　収支状況を検証した上で、改めて継続の可否を判断することとし、見直す場合

　　　　　　は統廃合（案）で示した18時30分（土・日祝日運行）とする。　　

　　　　　　

　　　　　　　(ｲ)　「あかべぇの若松駅発７時30分発の便」について、統廃合(案）では土・日祝日運休

　　　　　　　　　としていたが、土・日祝日の通勤、学校行事その他により公共交通の需要があるとの

　　　　　　　　　意見を踏まえ、当該便について土日祝日も運行する。ただし、平成24年３月までの運

　　　　　　　　　行とし、４月以降の運行はその間の乗降実態、収支状況を検証した上で、改めて

　　　　　　継続の可否を判断する。

　　　　　　　

　　　　　　　(ｳ)　「あかべぇとハイカラさんの定期券」については、定期券それ自体は発行しないが、　

　　　　　　　　　定期券と同等機能を果たす「専用パス券」を発行・販売することを計画している。

　　　　　　

　　　　　   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 

            ところである。

　　　　 ○　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る。

　　　　　   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。



　　　②　市内１コース・市内２コース

　　　　 ○　当該路線については、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、次の回答がなされ、そのうち改善策としては、以下が提示された。 

　

　　　　　　　(ｱ）　「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。

　　　　　　　

　　　　　　　(ｲ）　「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、  

                   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（なお、16時30分発は、16時15分発へ調整）。

　　　　　　　

　　　　　　　(ｳ)   「ひまわりくんの定期券」については、定期券それ自体は発行しないが、定期券と同

                   等機能を果たす「専用パス券」を発行・販売することを計画している。

　　　　　　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る。

　　　　○　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る。

　　　　　　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。

　　　　　　　　　　

　　③　市内５コース・６コース

　　　　　   当該路線については、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た。

　　　　　　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ある。

　　④　工業団地（富士通）線

　　　　　　当該路線については、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る。

　　　　　　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。

　⑵　関係地区等との懇談会

　　　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る。

　　　　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る。

　　　

　　　①　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た。

　　　

　　　②　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、一日数便に限定した運行継続を求める意見もあった。

　　　　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。

　　　　

　　　③　今回の路線の統廃合（案）に直接起因するものではないが、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た。

　　　　　

　　　　　(ｱ)　「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た。

　　　　　

　　　　　(ｲ)　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た。

　

　⑶　ホームページによる意見募集

　　　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ないが、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った。これらはいずれも貴重な政策提言であり、同時に、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。



３　幹事会における要望的意見及び課題について

　　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

　された。

　

　⑴　事業者への要望的意見

　　①　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。よって事業者においては、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ものである。

　　

　　②　関係地区等との懇談会、ＨＰ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。

　⑵　地域公共交通会議としての課題

　　①　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。

　　

　　②　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。当地域公共交通会議としては、この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。

　　

　　③　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り、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

　　　たところであり、路線バスに関するフォーラムの開催などをはじめ、今後ともその機

　　　会づくりに努めていく必要がある。



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

　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協議ついて、下記のとお

り提案する。

記

１　申出者

　　会津乗合自動車株式会社　代表取締役社長　福田　正

２　申出内容

　⑴　廃止しようとする路線

路線（系統名） キロ程 廃止キロ程 路線図 備　　　考

鶴ケ城・飯盛山 11.3（8.3）ｋｍ 0.8 ｋｍ （エ）

市内１・２コース 　　　 9.2 ｋｍ 0.5 ｋｍ （オ）

病院循環バス 　　　12.7 ｋｍ 1.5 ｋｍ （ア）（イ）（ウ） 一部経路変更に伴うもの

市内５・６コース 16.2／16.8 ｋｍ 1.9 ｋｍ （キ）

一の堰団地 10.2／11.3 ｋｍ 5.5 ｋｍ （カ）（キ） 工業団地（富士通）線

　　　　※１　病院循環バスは系統として存続するが、その他の系統は廃止される。

　　　　※２　路線としては、他系統が運行していることから一部廃止となる。

　⑵　廃止の予定日

　　   平成 23年 10月 1日

　⑶　廃止を必要とする理由

　　   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。

3　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（案）

　　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。

４　参考資料

　　別紙『会津乗合自動車株式会社による路線バス統廃合計画（案）』のとおり

　


