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平成 29 年度 南信州地域交通問題協議会 総会 議事録 

 

 

＜概 要＞ 

日 時：平成 29 年 6 月 21 日（水） 13:30～15:00 

会 場：南信消費生活センター２階大会議室 

出席数 35 名、委任状により出席とみなされた者５名、欠席１名、委員総数（現在数）41 名 

＜協議事項＞  

(1) 第１号議案 役員の改選について  

(2) 第２号議案 平成 28 年度事業報告及び決算報告について 

(3) 第３号議案 平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

(4) 第４号議案 地域交通ベストミックス構築事業について 

 (5) 第５号議案 地域公共交通確保維持改善事業「生活交通確保維持改善計画」について 

 ① 飯田市（飯田市地域公共交通改善市民会議） 

 ② 松川町（松川町地域公共交通対策協議会） 

 ③ 阿南町（下伊那南部地域公共交通対策協議会） 

 ④ 阿智村（阿智村地域公共交通協議会） 

⑤ 根羽村（西部コミュニティバスを守り育てる会） 

 ⑥ 喬木村（喬木村地域公共交通会議） 

⑦ 豊丘村（豊丘村地域公共交通会議） 

 ⑧ 大鹿村（大鹿村地域公共交通会議） 

＜報告事項＞ 

 ・ 平成 28 年度運行実績報告について（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日） 

・ 平成 29 年度計画推進事業（２年目）について 

 

 

・議事に入る前に、住民代表で変更になった委員について南信州地域交通問題協議会事務局より紹介。 

 

＜協議内容＞ 

 (1) 第１号議案 役員の改選について 

・第１号議案について、南信州地域交通問題協議会事務局長より説明。  

・役員の改選について選考方法の提案（意見）は無く、事務局案を提出した。（事務局案の配付） 

・議案（事務局案）の通り承認された。  

・新役員、正副会長の就任あいさつ 

 （以降、会長より議事進行） 

・議事録署名人に大鹿村自治会長会間瀬公夫氏及び阿智村自治会連絡協議会河合信氏が選任された。 

 

(2) 第２号議案 平成 28 年度事業報告及び決算報告について 

・第２号議案について、南信州地域交通問題協議会事務局より説明。  

・内容に関する質疑応答は特になかった。 

・議案の通り承認された。  
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 (3) 第３号議案 平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 第４号議案 地域交通ベストミックス構築事業について 

・第３号議案について、関連する第４号議案と合わせて南信州地域交通問題協議会事務局より説明。  

  

＜意見＞ 

（高森町 熊谷町長） 

公共交通利用転換事業について、単に啓発活動を行っているだけか。具体的に何をやっているのか。 

（事務局） 

昨年はＦＭコミュニティを使い、暑気払いや歓送迎会の時期に合わせて、公共交通利用を促す啓発活

動を行った。 

（高森町 熊谷町長） 

 せっかくやるのであれば商工会議所と連携し、公共交通を利用した方には飲食店で割引をしてもらえ

るなどの公共交通の利用者を増やすだけでなく、地域の活性化にもつなげてほしい。 

（事務局） 

 検討していきたい。 

 

（長野県タクシー協会下伊那支部 鈴木支部長） 

 （地域交通ベストミックス構築事業の）利用実態調査の150万について具体的なものを示してほしい。 

（事務局） 

 アンケートと乗込調査を検討しており、そのアンケート作成費、実施に伴う経費。 

（長野県タクシー協会下伊那支部 鈴木支部長） 

 金額は妥当と考えてよいか。 

（事務局） 

 （妥当と考えていただいて）よい。 

 

・議案の通り承認された。  

 

(3) 第５号議案 生活交通確保維持改善計画について 

 ① 飯田市（飯田市地域公共交通改善市民会議） 

 ② 松川町（松川町地域公共交通対策協議会） 

 ③ 阿南町（下伊那南部地域公共交通対策協議会） 

 ④ 阿智村（阿智村地域公共交通協議会） 

 ⑤ 根羽村（西部コミュニティバスを守り育てる会） 

⑥ 喬木村（喬木村地域公共交通会議） 

⑦ 豊丘村（豊丘村地域公共交通会議） 

⑧ 大鹿村（大鹿村地域公共交通会議） 

・第５号議案について、各市町村の公共交通担当者より説明。  

 

＜意見＞ 

（長野県タクシー協会下伊那支部 鈴木支部長） 

 松川町の生活交通確保維持改善計画(生活交通ネットワーク計画)について、事業を行っていない（休

業）事業者があるが、必要であればタクシー協会を入れていただいても構わない。 
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（松川町役場 大澤主査） 

 （ご指摘）ありがとうございます。休業のご連絡をいただいており削除することを失念していたので

対応したい。 

  

・議案の通り承認された。  

 

＜報告事項＞ 

(1)平成 28 年度運行実績について（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日） 

(2)平成 29 年度計画推進事業（２年目）について 

・報告事項(1)及び(2)について、南信州地域交通問題協議会事務局より一括して説明。   

・内容に関する質疑応答は特になかった。 

 

（国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 坂本 首席運輸企画専門官） 

①生活交通確保維持改善計画について 

 77 市町村のうち 37 市町村が過疎地域。65 歳以上の人口比率は平成 27 年時点で 29.7％（全国６位） 

補助をもらっているフィーダー系統路線は 319 系統（32 市町村）で 2.6 億円。今回の補助要件の

改正で定時定路線で１往復あたり 2 人以上が条件となるので、利用促進を進めて下回らないよう

にしてほしい。 

 ②網形成計画について 

  全国で５月末現在 291 件の策定計画がある。長野県は 13 の計画が策定（12 市町村＋南信州 14 市町

村）。長野県の 26 市町村（77 市町村）が関わり、33％は全国の平均を上回り進んでいる。 

 ③高齢者による運転事故防止対策について 

  ３月に道路交通法の改正が行われた。75 歳以上の免許を更新する場合は認知機能検査を受ける必要

があり厳格化した。全国で５万人が対象となると予想され、警察庁の推計では 20％にあたる１万人

が自主返納の対象になる見込み。 

  全国における免許の自主返納率は 2.77％、長野県は 1.99％（35 番目）と低いが、地域や地形的な

事情もあると考えられる。 

  長野県の場合は２千人が対象になると予想され、同じ論理でいけば400人が自主返納が見込まれる。

今後は足の確保が重要となる。各自治体でタクシー券の補助といった検討をされているところもあ

る。警察も含め地域と連携し、公共交通の利用促進を行い、確保していただきたい。 

（長野県企画振興部交通政策課 大平 主事） 

 ・５月 11 日に第１回「地域における移動手段の確保・補完に関する検討会」を開催するなどの取り

組みを行っている。 

・「信州ナビ」長野県観光・交通案内アプリの特徴など紹介。職場やご家族に紹介していただきたい。 

 

以上 
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＜敬称略＞

役　　職 氏　　名

飯田市地域公共交通改善市民会議 会　長

飯田市地域公共交通改善市民会議 副会長

喬木村 区長会長 田中　三男 ○

大鹿村自治会長会 会　長 間瀬　公夫 ○

阿南町老人クラブ連合会 会　長 伊藤　正勝 ○

下條中学校 前PTA会長 佐々木　賢 ○

阿智村自治会連絡協議会 副会長 河合　信 ○

阿智村浪合自治会 会長 田中　芳男 ×

環境団体 地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会 会　長 関　重夫 ○
事務局
事務局員　福岡　健志

福祉事業者
社会福祉法人 飯田市社会福祉協議
会

会　長 中島　武津雄 ○

学校関係者 下伊那地区高等学校長会
（会長：長野県飯田高等学校長)

校　長 牧島　晃 ○
教頭
五明　和敏

飯田商工会議所 会　頭 柴田　忠昭 ○
総務企画課
課長　松村　憲

長野県商工会連合会南信州支部 所　長 清水　衆一 ×

南信州観光公社 代表取締役社長 高橋　充 ○ 支配人　高瀬　剛

東海旅客鉄道(株)飯田支店 駅長・支店長 畑中　徹 ○

信南交通(株) 社　長 中島  一夫 ○
旅客サービス事業部
副部長　林　浩人

伊那バス(株) 社　長 藤澤  洋二 ○
松川営業所所
所長　堀内　郁勇

長野県タクシー協会下伊那支部 支部長 鈴木　佳史 ○

大新東(株)　松本営業所 所　長 田村　和信 ○ 下沢　義光

飯田警察署 署　長 小伊藤　修 ○
交通課規制・免許係
係長　赤羽　正彦

阿南警察署 署　長 井出　孝男 ○
交通課規制・免許係
係長　赤羽　正彦（再掲）

広域連合議会 議　員 湊　　猛 ○

広域連合議会 議　員 熊谷　義文 ×

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 加藤  博和 ×

国土交通省飯田国道事務所 所　長 中平　浩文 ○
計画課
課長　岡本　由仁

長野県飯田建設事務所 所　長 西元　宏任 ○
維持管理課
課長補佐　北原　章弘

委員名
区　　分 所属団体等

公共交通利用者
（住民代表）

出欠席 代理出席者名

6/29の市民会議におい
て決定されるため未定

南信州地域交通問題協議会　総会　出席者名簿　（平成29年6月21日）

商工観光関係者

公共交通
事業者

公安委員会

学識経験者等

道路管理者
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南信州地域振興局 局　長 山本　智章 ×

飯田市 市　長 牧野　光朗 ○

松川町 町　長 深津　 徹 ○
副町長
吉澤　澄久

高森町 町　長 熊谷　元尋 ○

阿南町 町　長 勝野　一成 ○
総務課
課長　松澤　享

阿智村 村　長 熊谷　秀樹 ○
総務課
主事　沖村　信繁

平谷村 村　長 小池　正充 ○
総務課
課長　滝澤　浩

根羽村 村　長 大久保　憲一 ○

下條村 村　長 金田　憲治 ○
総務課
主任　井原　司

売木村 村　長 清水　秀樹 ×

天龍村 村　長 永嶺　誠一 ○
副村長
小林　公人

泰阜村 村　長 松島　貞治 ○
副村長
横前　明

喬木村 村　長 市瀬　直史 ○
企画財政課
課長　林　浩樹

豊丘村 村　長 下平　喜隆 ○
総務係
係長　松下　浩之

大鹿村 村　長 柳島　貞康 ○
総務課
課長　小塩　宗樹

南信州広域連合 広域連合長 牧野　光朗 ○ （再掲）

国土交通省 北陸信越運輸局 長野運
輸支局

首席運輸企画専門官 坂本　賢一郎 ○

県企画振興部交通政策課 課　長 玉井　直 ○ 主事　大平　早紀

局　長 髙田　修 ○

次　長 塚平　裕 ○

次長補佐兼広域振興係長 秦野　高彦 ○

主　査 仲田　伸久 ○

主　査 一柳　和宏 ○

事務局 南信州広域連合

行　政

オブザーバー

 

 


