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令和元年度第１回伊達市地域公共交通活性化協議会議事録 

 

開催日時 令和元年 10 月 30 日(水) 

10：00～11：00 

会  場 伊達市役所保原本庁舎東棟４階 ４０１会議室 

出 席 者

（委員） 

別紙「出席者名簿」のとおり 

内 容 【開 会】 

 

【委嘱状交付】 

会長の伊達市長から、次の委員に対して委嘱状を交付した。 

 

国土交通省東北運輸局福島運輸支局     星 博美   委員 

福島県県北地方振興局           二瓶 広之  委員 

伊達警察署                山下 和之  委員 

国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 佐藤 優   委員 

公益社団法人福島県バス協会        宍戸 紳一郎 委員 

福島交通株式会社             八巻 健   委員 

東日本旅客鉄道株式会社福島支店      柳沼 明二  委員 

一般社団法人福島県タクシー協会      大村 雅恵  委員 

伊達市タクシー協議会           寺島 剛   委員 

保原町商工会               佐藤 晃司  委員 

私鉄福島交通労働組合           鈴木 良孝  委員 

自交総連東北地連福島県協議会       松本 武   委員 

梁川町自治組織連絡会           名谷 勝男  委員 

保原町町内会連合会            佐藤 貞夫  委員 

霊山地域自治組織連絡協議会        菅野 勝司  委員 

月舘地域自治組織連絡協議会        齋藤 勇治  委員 

伊達市連合婦人会             高木 弘子  委員 

 

【会長あいさつ】 

 本日は災害対応をはじめ大変お忙しい中、本協議会へ出席いただ

き、厚く御礼申し上げます。 

 伊達市では、現在、台風 19 号による復旧を関係機関としっかりと

取り組んでいるところでございます。災害復旧中ではございますが、

地域公共交通の政策に関しても待ったなしの状況であり、今後のスケ

ジュールを踏まえ、今回開催する運びとなりました。 

台風 19 号の被害状況でございますが、10 月 30 日現在で、住宅は

床上、床下浸水あわせて 1,169 件、道路被害 811 箇所、河川被害 70
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箇所、その他住宅や宅地の被害が確認されております。 

また、市内の公共交通機関に関しましては、ＪＲ東北本線は昨日全

線開通となり、阿武隈急行線は「富野～福島間」で運行、路線バス、

まちなかタクシーに関しては、通行規制区間などは迂回路を通りなが

ら運行している状況でございます。今まで経験をしたことのない甚大

な被害であり、復興に向けて関係機関と精一杯行いますので、ご協力

をよろしくお願いします。 

 本市の地域公共交通に関しては、少子高齢化、人口減少などにより

利用者数が減少してきております。一方で、運転免許証の返納や一人

暮らし高齢者の足の確保など、公共交通が果たす役割は大きいものだ

と考えております。伊達市は平地や中山間地域など広域であり、地域

に合わせた市民の足を確保していくことが課題と捉えております。地

域には役割があり、地域を守っていくことが伊達市の均衡ある発展に

繋がっていくと考えております。そのために、地域毎に集まれる拠点

づくりが必要であり、拠点までの足も確保しなければならないと考え

ております。 

こうした中、現在、本市の公共交通のあり方を定めた伊達市地域公

共交通網形成計画の計画期間が来年度までとなっていることから、時

代の変化に応じた新たな計画の策定が必要となっております。本協議

会において、関係者の皆様からご意見をいただきながら策定作業を進

め、使いやすく、持続可能な公共交通の実現を目指してまいりますの

で、ご協力をお願い申し上げます。 

 今後とも、伊達市の公共交通に対しまして、より一層のご協力をお

願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

【副会長及び監査員の指名】 

副会長に吉田樹委員、監査委員に吉田譲委員、高木弘子委員を指名し

た。 

 

【説 明】 

事務局より資料１－１、１－２、１－３に基づき「伊達市地域公共交

通活性化協議会について」の説明 

 

 （意見無し） 

 

【報 告】 

事務局より資料２に基づき「台風 19 号による被害状況について」の

説明 
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事業者より補足説明 

【八巻健委員】 

福島交通の伊達市内路線バスの状況は資料２のとおりであるが、梁

川営業所は床上浸水被害の状況である。 

県内の状況としては、郡山営業所は車両 92 台の被害があり、現在

の復旧状況は７割程度である。その後の台風 21 号の影響で浜通りの

事業所も被害がでている状況である。 

 

 （意見無し） 

 

【議 案】 

事務局より議案１～６号まで一括説明 

議案第１号 平成 28 年度事業報告について 

議案第２号 平成 28 年度会計収支決算について 

議案第３号 平成 29 年度事業報告について 

議案第４号 平成 29 年度会計収支決算について 

議案第５号 平成 30 年度事業報告について 

議案第６号 平成 30 年度会計収支決算について 

 

 （意見無し） 

 

 原案のとおり承認 

 

事務局より議案７号及び８号まで一括説明 

議案第７号 令和元年度事業計画（案）について 

議案第８号 令和元年度予算（案）について 

 

【名谷勝男委員】 

 令和元年度予算（案）の中の事業費でアンケート調査が可能なの

か。 

 最近、免許返納者にアンケート調査が送られてきたが、伊達市の免

許返納者はどのくらいいるのか。 

【事務局】 

アンケート調査に関しては、協議会とは別に伊達市の費用で行う。 

伊達市内免許返納者の中で、伊達市で行っている支援制度の申込者

は 393 人である。 

 

【佐藤貞夫委員】 
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 まちなかタクシーの減少理由は高齢化だけではないと思われる。分

かりにくいことや土日を運行してないことなども考えられる、運転免

許返納者の増加も見込まれることから、これからの施策で取り組んで

いただきたい。 

【事務局】 

まちなかタクシーの減少理由は人口減少が大きく、高齢化は公共交

通を必要としている方が増えると認識しており、説明が不足していた

部分は訂正させていただく。 

 免許返納者に関しては、網形成計画策定と併せて関係課と協議を進

めていきたい。 

 まちなかタクシーについては、乗合などの制限をすることにより料

金を低く設定している。今年度、関係者との会議も行っており、利用

しやすい制度を検討していきたい。 

 

【鈴木良孝委員】 

17 ページの「保原を中心とする地域内路線バスネットワークの強

化」とあるが、路線バスの保原高校生が通学に利用する需要が一定程

度ある。地元の高校に通うことによる定住効果も将来的に見込まれる

のではないか。「観光客等も利用可能な路線バスの運行」という記載

があるが、道路も整備もセットで検討しているのか。 

【事務局】 

 いただいたご意見や市民アンケートなども踏まえて計画の内容を検

討してまいりたい。道路の整備については、別に計画していきたい。 

 

【八巻健委員】 

バス業界に関しては、全国的にも乗務員不足が顕著になってきてお

り、弊社でも職員に休日勤務や時間外をお願いしながら運行している

状況である。網形成計画策定の際には効率的なバス路線を念頭に進め

ていただきたい。路線バスに関しては、ＩＣ化が進んでおり情報提供

をさせていただきながら、協議を行いたい。 

【事務局】 

 公共交通は持続可能なことが重要であると認識しているため、ご意

見を参考に、利用者ニーズを把握しながら総合的に検討していく。 

【会長】 

どの業界でも人手不足である。効率的に運行できるよう、時間帯別

の検討もしていかなければならない。 

 

【齋藤勇治委員】 
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月舘地域で支え合い交通の実証実験に参加している。今後、このよ

うな制度が必要だと考え参加しているが、利用者が分かりやすい制度

にすることが必要である。 

 今後、免許返納者が増加する、市民の生活行動範囲を狭くしていく

ことも検討しなければならない。 

【佐藤晃司委員】 

運営する立場で申し上げると理想と現実があり、一つ一つ丁寧に要

望を聞くことも大事であるが、持続していくためのバランスを検討し

ていかなければならない。 

【事務局】 

 支え合い交通については、様々なご意見をいただきながら、使いや

すい制度にできるか検討してまいりたい。 

 持続可能な公共交通に関しては、市民ニーズを把握した上で、公共

交通としてどこまでできるか検討しながら、伊達市の公共交通として

考えていきたい。 

 

（原案のとおり決定） 

 

【会長】 

 いただいたご意見は計画に反映していきたい。使いやすい公共交通

にするための網形成計画を策定できるよう、委員皆様のご協力をお願

いする。 

 

 

【その他】 

  

 （意見無し） 

 

【閉会】 
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令和元年度第１回伊達市地域公共交通活性化協議会出席者名簿 

№ 組織名 職名 委員名 代理出席者 

1 伊達市 市長 須田 博行   

3 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 星 博美   

4 福島県県北地方振興局 県民環境部長 二瓶 広之  

5 伊達警察署 交通課長 山下 和之  

6 
国土交通省東北地方整備局福島河川

国道事務所 
調査第二課長 佐藤 優  

9 公益社団法人福島県バス協会 専務理事 宍戸 紳一郎  

10 福島交通株式会社 
福島支社乗合営業課長

補佐 
八巻 健  

11 東日本旅客鉄道株式会社福島支店 福島支店長 栁沼 明二  

13 一般社団法人福島県タクシー協会 県北支部長 大村 雅恵  

14 伊達市タクシー協議会 会長 寺島 剛  

16 保原町商工会 会長 佐藤 晃司  

17 私鉄福島交通労働組合 福島支部長 鈴木 良孝  

18 自交総連東北地連福島県協議会 議長 松本 武  

20 梁川町自治組織連絡会 会長 名谷 勝男  

21 保原町町内会連合会 会長 佐藤 貞夫  

22 霊山地域自治組織連絡協議会 会長 菅野 勝司  

23 月舘地域自治組織連絡協議会 会長 齋藤 勇治  

25 伊達市連合婦人会 副会長 高木 弘子  

 

事務局 

市長直轄理事 谷米 博成 

市長直轄総合政策課長 木村 正彦 

市長直轄総合政策課政策調整係長 権藤 貴郎 

市長直轄総合政策課政策調整係主査 小島 稔 

市長直轄総合政策課政策調整係主査 渡邉 康弘 

市長直轄総合政策課政策調整係主任主事 根本 さとみ 

 


