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令和２年度 南信州地域交通問題協議会 総会 議事録 

 

 

＜概 要＞ 

日 時：令和２年６月 16日（火） 10:00～11:30 

会 場：南信州広域連合事務センター 大会議室（旧大ホール） 

    （旧南信州・飯田産業センター：飯田市上郷別府 3338-8） 

出席数 40名（うち委任状により出席とみなされた者７名）、欠席２名 【委員総数 42名】 

＜協議事項＞  

(1) 第１号議案 令和元年度事業報告及び決算報告について 

(2) 第２号議案 令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

(3) 第３号議案 地域公共交通確保維持改善事業 令和３年度生活交通確保維持改善計画（案）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 高森町（高森町地域公共交通協議会） 

④ 阿南町（下伊那南部地域公共交通対策協議会） 

 ⑤ 阿智村（阿智村地域公共交通協議会） 

⑥ 根羽村（西部コミュニティバスを守り育てる会） 

 ⑦ 喬木村（喬木村地域公共交通会議） 

⑧ 豊丘村（豊丘村地域公共交通会議） 

 ⑨ 大鹿村（大鹿村地域公共交通会議） 

(4) 第４号議案 南信州地域の公共交通崩壊を食い止めるための緊急アピール（案）について 

＜報告事項＞ 

・令和元年度公共交通利用実績（輸送人員）について 

・南信州地域公共交通計画策定委員会 協議案件（報告） 

南信州地域公共交通計画の策定について 

 

 

・議事録署名人に飯田市地域公共交通改善市民会議会 牧島定好会長及び阿南町シニアクラブ連合 

藤澤德夫会長が選任された。 

 

＜協議内容＞ 

(1) 第１号議案 令和元年度事業報告及び決算報告について 

・事務局より説明。  

・決算報告後にて長野県商工会連合会南信州支部の秦支部長の代理である矢澤哲也所長により監査

報告。 

☞議案の通り承認された。  

 

(2) 第２号議案 令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

・事務局より説明。 

☞議案の通り承認された。 
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(3) 第３号議案 地域公共交通確保維持改善事業令和３年度生活交通確保維持改善計画（案）について 

・各市町村の公共交通担当者より説明。  

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 高森町（高森町地域公共交通協議会） 

④ 阿南町（下伊那南部地域公共交通対策協議会） 

 ⑤ 阿智村（阿智村地域公共交通協議会） 

⑥ 根羽村（西部コミュニティバスを守り育てる会） 

 ⑦ 喬木村（喬木村地域公共交通会議） 

⑧ 豊丘村（豊丘村地域公共交通会議） 

 ⑨ 大鹿村（大鹿村地域公共交通会議） 

【意見】 

（名古屋大学 加藤教授） 

・（各市町村地域公共交通会議の）目標設定に新型コロナウィルスの考慮の有無が気になる。考慮 

しないと目標達成は厳しい。 

・目標設定の精査をしてほしい。高校が休校になってどのくらい減ったのか、その分はカウントし

ない等、差し引いた形で評価を行ってほしい。 

・高校は休校が終わり、次第に利用が戻ってくる。そこで、親が心配して送迎をやってしまう可能

性がある。このタイミングで離れてしまうことが無いよう、情報提供や呼びかけの努力をしてほ

しい。 

☞議案の通り承認された。  

 

(4) 第４号議案 南信州地域の公共交通崩壊を食い止めるための緊急アピール（案）について 

・事務局より説明。 

【意見】 

 （北陸信越運輸 佐々木課長） 

 ・地域が声を上げて一丸となっていくことはとても大事なことである。今回のアピールを国土交通省

として受け止めたい。 

・まずは交通事業者も苦しい状況であるので、国土交通省として交通事業者の取り組む感染症対策費

や三密を避けるための費用に支援ができる地方創生臨時交付金を活用してほしいと各自治体に働

きかけを行っている。 

・都市部に比べ、地方の補助路線は大きく落ち込んでいないことは分かっている。しっかりと分析を

して、利用につながる情報発信を行ってほしい。 

（名古屋大学 加藤教授） 

・地方創生臨時交付金については特設サイトがあるので、それを見て勉強してほしい。 

 

＜報告事項＞ 

・令和元年度公共交通利用実績（輸送人員）について 

・南信州地域公共交通計画策定委員会 協議案件（報告） 

南信州地域公共交通計画の策定について 

 

 



3 

・上記報告事項について、事務局より一括して説明。   

【意見】 

（名古屋大学 加藤教授） 

・パブリックコメントはやったほうが良いのではないか。また、毎年 12 月から１月に各市町村地域

公共交通会議が開催されるので、そこにも諮ってほしい。 

・MaaSについては検討している場合ではない。キャッシュレス決済、ネット予約、サブスクリプショ

ンなどどうやってやるのか提案したい。 

 →今後の南信州地域公共交通計画策定委員会の中で、協議し進めていきたい。（事務局） 

 

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 牧島　定好 ○

飯田市地域公共交通改善市民会議 副会長 林　高功 ○

高森町 区長（牛牧区長） 林　治巳 ○

社会福祉法人
松川町社会福祉協議会

会  長 水野　一昭 ○

阿南町シニアクラブ連合会 会　長 藤澤  徳夫 ○

下條中学校 前PTA会長 吉村　聡 ○

阿智村自治会連絡協議会 副会長 塩澤　房人 ○

智里東自治協議会 会　長 熊谷　恒雄 ○

環境団体 地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会 事務局代表 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 × 監事

学校関係者 下伊那地区高等学校長会
（会長：長野県飯田OIDE長姫高等学校)

校　長 原　康倫 ○

飯田商工会議所 会　頭 原　勉 ○

長野県商工会連合会 南信州支部 支部長 秦　和陽児 ○ 監事
（代理出席）所長 矢澤 哲也

株式会社 南信州観光公社 代表取締役社長 高橋　充 ○

東海旅客鉄道 株式会社
飯田支店

駅長・支店長 大坂　勝典 ○

信南交通 株式会社 社　長 中島  一夫 ○
（代理出席）
旅客サービス副部長 林 浩人

伊那バス 株式会社 社　長 藤澤  洋二 ○
（代理出席）
松川営業所長　堀内 郁勇

長野県タクシー協会 下伊那支部 支部長 村澤　文彦 ○

大新東 株式会社　松本営業所 所　長 田村　和信 ○
（代理出席）
担当　櫻井 利朗

飯田警察署 署　長 平賀　久則 ○
（代理出席）
規制免許係長　黒河内 淳史

阿南警察署 署　長 宮林　雄二 －
（代理出席）
規制免許係長　黒河内 淳史

広域連合議会 議　員 山崎　昌伸 ○ 副会長

広域連合議会 議　員 西川　範明 ○

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 加藤  博和 ○

公共交通利用者
（住民代表）

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

南信州地域交通問題協議会 総会 出欠席者名簿　（令和2年6月16日）

区　　分 所属団体等
会員名

出欠席 備　考
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国土交通省 中部地方整備局
飯田国道事務所

所　長 今井 浩策 ○

長野県 飯田建設事務所 所　長 細川 容宏 ○
（代理出席）
維持管理課長　二村 謙司

南信州地域振興局 局　長 丹羽 克寿 ○

飯田市 市　長 牧野　光朗 ○

松川町 町　長 宮下　智博 ○

高森町 町　長 壬生　照玄 ○

阿南町 町　長 勝野　一成 ○

阿智村 村　長 熊谷　秀樹 ○

平谷村 村　長 小池　正充 ○

根羽村 村　長 大久保　憲一 ○

下條村 村　長 金田　憲治 ○

売木村 村　長 清水　秀樹 ○

天龍村 村　長 永嶺　誠一 ○

泰阜村 村　長 横前　明 ○

喬木村 村　長 市瀬　直史 ○

豊丘村 村　長 下平　喜隆 ○

大鹿村 村　長 柳島　貞康 ○

南信州広域連合 広域連合長 牧野　光朗 ○ 会　長

国土交通省 北陸信越運輸局 交通企画課長 佐々木 凛太郎 ○

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 芦澤　千恵子 ○

長野県 企画振興部 交通政策課 課　長 小林　伸行 ○
（代理出席）
主任　美齋津　真崇

計画委託事業者 合同会社 おでかけカンパニー 代  表 福本　雅之 ○

事務局長 髙田　修 ○

事務局次長兼総務課長 松江　良文 ○

課長補佐
（広域振興係長）

櫻井　英人 ○

企画調整担当専門主査 一柳　和宏 ○

道路管理者

行　政

オブザーバー

事務局 南信州広域連合

 


