
 

 

第１回 北塩原村地域公共交通会議 会議録 

 

１ 開催日時 令和２年２月７日（金） 午後１時30分から午後３時30分 

 

２ 開催場所 コミュニティセンターホール 

 

３ 出席した委員（17名） 

小椋 敏一 委員  鈴木  力雄 委員  林 浩一郎 委員  石嶋 和義 委員 

五十嵐 武 委員  宍戸 紳一郎 委員  山本 文麿 委員  髙橋 良一 委員 

遠藤 利美 委員  渡部  文雄 委員  高橋  東 委員  小野  明 委員 

原  弘通 委員  高橋  正和 委員  上野 勝義 委員  佐藤 憲信 委員 

浅沼 泰匡 委員（代理出席：河井 康夫） 

 

４ 欠席した委員（５名） 

青木 市治 委員  鈴木 陽介 委員  平尾 徹 委員  星 博美 委員 

穴澤 竜太 委員  阿部  孝 委員 

 

５ 説明のため出席した者 

事務局長（総務企画課長）     高橋 淳 

事務局員（総務企画課企画室班長） 猪俣 学 

事務局員（総務企画課企画室主査） 土屋 伸 

事務局員（住民課長）       髙橋 宏典 

事務局員（住民課生活班長）    大塚 修 

事務局員（商工観光課長）     五十嵐 信也 

事務局員（教育委員会教育課長）  渡部 富美雄 

計画策定業務委託事業者 ２名 

 

６ 配布資料 

第１回北塩原村地域公共交通会議次第 

資料１ 北塩原村地域公共交通会議規約（案） 

資料２ 北塩原村地域公共交通会議事務局規程（案） 

資料３ アンケート調査結果等 

資料４ 路線別カルテ 

資料５ 北塩原村地域公共交通網形成計画（素案）の概要 

資料６ 北塩原村地域公共交通網形成計画（素案） 

参考資料 北塩原村における公共交通に関するアンケート 



 

 

７ 会議の経過 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）委嘱状交付 

（４）議題 

〇北塩原村地域公共交通会議規約の制定について 

 事務局より、資料１に基づき説明。 

 

 [質問・意見等] 

    特になし。 

 

    北塩原村地域公共交通会議規約について、案のとおり本日付けで制定・施行することと

した。 

 

    規約の制定により、北塩原村長が第５条第２項の規定により会長となり、第６条第１項

の規定により、会長が議長となり以後の議事進行をした。 

 

〇副会長の指名について 

    規約第５条第４項に基づき、会長が副会長に裏磐梯観光協会 会長 浅沼 泰匡 委員を指

名した。 

 

〇北塩原村地域公共交通会議事務局規程の制定について 

 事務局より、資料２に基づき説明。 

 

 [質問・意見等] 

    特になし。 

 

    北塩原村地域公共交通会議事務局規程について、案のとおり本日付けで制定・施行する

こととした。 

 

〇北塩原村の公共交通の現状について 

・アンケート調査結果等 

  事務局より、資料３に基づき説明。 

 

 [質問・意見等] 

     特になし。 



 

 

 

・路線別カルテ 

  事務局より、資料４に基づき説明。 

 

 [質問・意見等] 

     特になし。 

 

〇平成31年度北塩原村地域公共交通網形成計画（素案）について 

 事務局より、資料６に基づき説明。 

 

 [質問・意見等] 

小椋 会長 今回は事務局からの素案という事でご説明させていただきまし

た。 

なんでも構いませんのでご発言いただければと思います。 

網形成計画についても多彩な計画がありますが、計画に記載し

た内容をどのように実施できるかが課題かと思います。 

皆様の視点から色々な意見をいただけますと幸いです。 

原 弘通 委員 いろんな交通モードを組みあわせると良い話かと思います。 

村内の既存の交通以外にも医療機関で自主的に移動されるバス

があります。半公共的な移動手段としてありますが、村内では医療

機関用のバスは移動されているのでしょうか？ 

喜多方市とかで運営されているのはありますでしょうか？ 

小椋 会長 喜多方市では病院が送迎している実態があります。猪苗代町で

はないですね。そういう事情を確認しながら経費削減と利用増に

向けた内容を検討して参りたいです。 

一番大変なのは高等学校への通学可能な路線バスの確保と JRの

ダイヤに組み合わせて運行しなければならない現状ですので、皆

様のご意見を頂ければ思います。 

高橋 正和 委員 大変いい計画だと思います。村民の皆さんの同意を得られる計

画にしていただければと思います。 

上野 勝義 委員 免許証の自主返納を促すという役割があります。免許返納後の

日常生活の移動手段の確保が求められていますので、そういうも

のが反映された計画かと思います。 

小椋 会長 75歳以上の免許返納という事がありますから、村では75歳以上

の高齢者につきましては路線バス運賃が無料という事でやってい

ますよね？ 



 

 

事務局 路線バスの回数券購入補助をしています。75歳以上は全額村負

担です。障がい者につきましても全額村負担しています。 

小椋 会長 今説明ありましたように75歳以上は無料です。さらに高齢者に

つきましては半額という状況ですね。高校生はどうでしょうか？ 

事務局 高校生の通学補助につきましては一部負担しております。 

佐藤 憲信 委員 観光客の移動手段は大事だと思います。そういう観光客への足

も考えながらやっていただきたいと思います。多くの観光客が利

用できる交通網にしていただきたいです。 

浅沼 副会長 

（代理：河井 康

夫 委員） 

４点ほど質問があります。 

１つめは裏磐梯のスキー場等までの送迎をホテル・ペンション

で行っても良いのかどうか。 

２つめはガイドなどでお金をもらっている業者が自家用車を利

用して案内をしても良いのかどうか。 

３つめはこのままでは観光で楽しんでもらえるコンテンツがど

んどん少なくなっていくが、自家用車を使って輸送をする方法は

ないのか。 

４つめはホテルなどと連携して公共交通の運行回数を増やすこ

とはできないのか。猪苗代駅前から裏磐梯まで、ホテルのバスと公

共交通が重複しているのはもったいないと思いますが、連携でき

ないのでしょうか。 

小椋 会長 事務局として回答できますでしょうか？ 

送迎バスと連携できないのか？自家用車でやる方法はあるので

しょうか？ 

宍戸 紳一郎 委員 送迎関係についてですが道路運送法について有償性があれば違

反になります。無償については規制がないため、違反かと言われれ

ば違反ではないと思います。 

また、バスの活用ですが、学生はスクールバス、病院では医療バ

スの住み分けがありましたが、今後は制度的に一元化で考えられ

ないか？という話があります。 

小椋 会長 色々相談しながら、村にとってよりよい交通体系を構築してい

きたいと思います。例えば、バスを購入せずバス会社に委託すると

いう方法はありますが、自家用車で輸送するのは難しいですよ

ね？ 

宍戸 紳一郎 委員 そうですね。難しいと思います。 



 

 

小野 明 委員 会の進め方で提案です。ここで細かい事を話しても結論が出ま

せん。これから１年間どういう形で運行していくのか？スケジュ

ールを教えていただきたいです。月１回ごとに仕上げるのか、何度

か行うのかです。 

小椋 会長 今後のスケジュールにつきましては、委嘱状で２年間という話

でした。事務局いかがでしょうか？ 

事務局 今ご指摘ありました。事前の送付が間に合わず申し訳ございま

せんでした。 

タイムスケジュールにつきましてですが、交通網形成計画の策

定スケジュールと事業実施スケジュールの２つがありますが、事

業の実施スケジュールにつきましては事務局で作成し、お示しい

たします。今年度の会議の開催につきましては３月に開催いたし

ます。計画につきましては３月で大枠の承認を頂きたいと考えて

います。 

小野 明 委員 今回答ありました。５年間の中での実施の見直しという事でス

ケジュールをみますと令和３年から開始となっていますがどうで

しょうか？ 

事務局 計画書につきましては３月を予定していますので、修正した回

答をお示ししたいと思います。 

その他、P25のスケジュールは施策についてのものです。実施す

る為の調整が１年間必要であろうというものです。計画書の作成

期間とは別です。 

渡部 文雄 委員 今興味がありましたが、中心交通拠点がいい発想だと思いまし

た。私も裏磐梯地区に住んでいますが、なかなか接続が悪く不便を

感じていましたが、自動運転の検討という話も記載されていて感

心しました。 

付け加えたい事といたしましては、レンタサイクルがあれば道

の駅とかヤマジオとか所有の観光拠点と結びつけるにはどうした

らよいでしょうかね？既存の観光施設へのアクセスについても検

討いただきたいです。 

我々も猪苗代高校に通学する時には路線バスが満員だった記憶

があります。今は少ないようですが必要だと思いますので、利用が

増えて欲しいと思います。 

小椋 会長 行政区長の立場から観光施設へのアクセスや通学手段の確保等

ありました。貴重なご意見ありがとうございました。 

バス事業者からのご意見をお願いできませんでしょうか？ 



 

 

林 浩一郎 委員 ２つお願いがあります。 

五色沼観光プラザの活用方法をお示しいただきたいです。 

バスについては色々記載されています。ご指摘がありますが事

業者の立場から申し上げますと厳しいものがあります。小中高の

下校時が学校によって違うという事があります。また近隣の喜多

方市や猪苗代町へ通う学生もいます。そう考えると自由な運行が

できない現状があります。 

この計画にもバス事業者とか含めて効率良く運行を謳われてい

ますが、他の交通モードと組み合わせて良い交通を担っていきた

いです。 

運営は非常に厳しいです。この会をより発展させながら今後に

つなげていきたいです。 

小椋 会長 コミュニティバスの事業者からご意見をお願いします。 

石嶋 和義 委員 基本は住民の皆様は快適に過ごせるか？という部分かと思いま

すし、我々はそこにいかに協力できるか？というのもポイントか

と思います。 

できれば日本のモデルケースとして自動運転の導入等も視野に

入れてやっていただきたいです。 

出来れば次回会議には資料を読む時間もいただいて資料を発送

いただきたいです。よろしくお願いいたします。 

小椋 会長 その他ご意見ありますか？ 

今、林所長からも厳しいとご意見いただきました。村民の意見も

踏まえながら今後事業者にとってもよりよい交通を目指したいで

すね。 

宍戸 紳一郎 委員 どこでもこういう話を考えています。どこでも観光に力を入れ

ていますので、本計画でも記載されています。これはこれで良いと

思います。 

一方で実現するには運行事業者さんも厳しい環境の中でがんば

っています。そういう現状もご理解いただきたく思います。以上で

す。 

 

（５）その他 

   事務局より、次回の会議は３月下旬頃に開催を予定していることを伝達。 

 

（６）閉会 


