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平成 27 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 28 年 3 月 25 日（金） 10:00～11:30 

会 場：県飯田合同庁舎 ３階講堂 

出席数３５名、（Ｐ３～４参照） 

委任状により出席とみなされた者９名、委員総数（現在数）４０名 

 

＜協議事項＞  

 第１号議案 南信州地域公共交通網形成計画（案）について 

 

＜報告事項＞ 

１ 平成 27 年度中間事業報告及び決算見込みについて 

 ２ 平成 27 年度上半期利用者実績について（平成 27 年４月１日～平成 27 年９月 30 日） 

３ 生活交通確保維持改善計画事業評価及び地域協働推進事業評価について 

（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） 

（９）南信州地域交通問題協議会 

 ４ 地域公共交通調査事業（計画推進事業）について 

 

・議事録署名人に飯田市地域公共交通改善市民会議副会長佐々木祥二氏及び上市田副区長中平明夫氏

が選任された。 

 

＜協議内容＞ 

  第１号議案：南信州地域公共交通網形成計画（案）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。  

 

＜報告事項＞ 

１ 平成 27 年度中間事業報告及び決算見込みについて 

 

２ 平成 27 年度上半期利用者実績について（平成 27 年４月１日～平成 27 年９月 30 日） 

・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。 
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３ 生活交通確保維持改善計画事業評価及び地域協働推進事業評価について 

 （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） 

（９）南信州地域交通問題協議会 

・各市町村の公共交通担当者より説明。  

・内容に関する質疑応答は特になかった。 

 

４ 地域公共交通調査事業（計画推進事業）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。４月に交付申請を行う。 

 

＜その他意見等＞ 

下伊那地区高等学校長会会長（長野県阿智高等学校長 黒柳 紀春 様） 

昨年、JR飯田線の利用状況を把握するため圏域８高校の4,500人を対象としたアンケート調査を実施。

ダイヤ改正に関する要望内容を、長野県を通じて JR 東海へ提出した。特に阿南高校と飯田 OIDE 長姫高

校の利便性の悪さを改善するよう引き続きご協力いただきたい。 

（事務局） 

 引き続き JR 飯田線活性化期成同盟会を通じて要望していく。 

 

北陸信越運輸局 長野運輸支局 企画首席専門官 坂本 賢一郎 様 

地域公共交通網形成計画の策定状況について説明。 

全国の地域公共交通網形成計画の策定状況は 60 件（2016 年１月末時点）。長野県では、南信州地域交

通問題協議会を含め３件の網形成計画が提出見込み。網形成計画に基づく再編実施計画の認定は全国で

３件のみ。 

  

 長野県企画振興部交通政策課 竹内 学 様 

 平成 28 年度に新設した公共交通に関する単独補助事業の説明。 

 地域交通ベストミックス構築事業は、持続可能な公共交通システムの構築を図るため、地域の実情に

即した地域交通への最適化を目指すための支援を行う。具体的には、交通システムを再編するための支

援や公共交通コーディネーターの派遣が対象。 
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（敬称略）

役　　職 役　　職 氏　　名

飯田市地域公共交通改善市民会
議

会　長 中島　雄三 ×

飯田市地域公共交通改善市民会
議

副会長 佐々木　祥二 ○

高森町 上市田区長 田切　勉 上市田副区長 中平　明夫 ○

阿南町老人クラブ連合会 会　長 酒井　政勝 ×

阿智村 智里東自治協議会長 原　文典 ×

根羽村 住民代表 小木曽　利満 ×

下條村 下條中学校PTA会長 福島　恭則

豊丘村 堀越区長 武田　勝 ×

環境団体 地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会 会　長 萩本　範文 事務局 沢柳　俊之 ○

福祉事業者 社会福祉法人 飯田市社会福祉協議会 会　長 福田　富廣 ○

学校関係者
下伊那地区高等学校長会
（会長：長野県阿智高等学校長)

校　長 黒柳　紀春 ○

飯田商工会議所 会　頭 柴田　忠昭 ×

長野県商工会連合会南信州支部 チームリーダー 清水　衆一 ○

東海旅客鉄道(株)飯田支店 駅長・支店長 岩田　一高 ×

信南交通(株) 社　長 中島  一夫 高速・乗合課長 林　浩人 ○

伊那バス(株) 社　長 藤澤  洋二 松川営業所副所長 中原　光夫 ○

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 運行支援担当 桜井　利朗 ○

飯田警察署 署　長 山本　邦男 交通係長 赤羽　正彦 ○

阿南警察署 署　長 荒尾　勝明 交通係長 赤羽　正彦 （再褐)

広域連合議会 議　員（副会長） 吉川　秋利 ○

広域連合議会 議　員 勝野　公人 ○

名古屋大学大学院
環境学研究科
都市環境学専攻
准教授

加藤  博和 ×

商工関係者

代理出席者氏名

南信州地域交通問題協議会　総会（Ｈ28．3．25）　出欠名簿

区　　分 所属団体等

委員名

出　欠

公共交通利用者

（住民代表）

氏　　名

公共交通
事業者

公安委員会

学識経験者等
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役　　職 役　　職 氏　　名

国土交通省飯田国道事務所 所　長 柴山　智和 ×

長野県飯田建設事務所 所　長 水間　武樹
維持管理課課長補
佐兼管理係長

倉澤　興平 ○

下伊那地方事務所 所　長 有賀　秀敏 地域政策課 吉川　一彦 ○

飯田市（南信州広域連合長） 市　長（会長） 牧野　光朗 ○

松川町 町　長 深津　 徹 まちづくり政策課長 米山　政則 ○

高森町 町　長 熊谷　元尋 総務課　防災安全係 筒井　彰一　 ○

阿南町 町　長 勝野　一成 企画地域おこし係長 勝又　崇 ○

阿智村 村　長 熊谷　秀樹 総務課　庶務係 沖村　信繁 ○

平谷村 村　長 小池　正充 ×

根羽村 村　長 大久保　憲一 総務課長 鈴木　秀和 ○

下條村 村　長 伊藤　喜平 副村長 宮島　俊明 ○

売木村 村　長 清水　秀樹 総務課主幹 村松　益隆 ○

天龍村 村　長 大平　巖  副村長 永嶺　誠一 ○

泰阜村 村　長 松島　貞治 ×

喬木村 村　長 市瀬　直史 企画財政係　主任 浦野　将昂 ○

豊丘村 村　長 下平　喜隆 総務課長 昼神　毅 ○

大鹿村 村　長 柳島　貞康 総務課　企画係長 宮坂　浩二 ○

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 ○

県企画部交通政策課 課　長 丸山　賢治
企画振興部交通政
策課

竹内　学 ○

事務局長 渡邉　嘉藏

事務局次長 塚平　裕

次長補佐兼広域振
興係長

秦野　高彦

主査 仲田　伸久

主事 久保田　康介

区　　分 所属団体等

委員名 代理出席者氏名

出　欠

氏　　名

事務局事務局 南信州広域連合

道路管理者

オブザーバー

行　政

 
  


