しくなった

サービス
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町の公共交通に関する
町民アンケート調査

本町の公共交通は社会を取
り巻く環境の変化により、平
成 年 月から只見町商工会
が事業主体のデマンド交通
「 只 見 雪 ん こ タ ク シ ー」 の 運
行を開始。その後、平成 年
４月に町外への移動手段であ

った会津バスの「只見～山口
車庫線」が廃止になったこと
による「只見雪んこタクシー」
の運行形態の見直しや、平成
年 月からは障がい者も利
用できる「福祉乗合いきいき
バス」を導入。平成 年４月
には、町の観光二次交通対策
として町観光まちづくり協会
が事業主体となり、只見駅と

町では、これまで町内で運行している公共交通の一部
を見直し、４月１日から新たに「定期路線ワゴン 自然
首都・只見号」の運行を開始し、デマンド交通「只見雪
んこタクシー」と「福祉乗合いきいきバス」の利用料金
改定を実施しました。
本 号 で は、
「定期路線ワゴン」の内容と「只見雪んこ
タクシー」「福祉乗合いきいきバス」についてご紹介い
たします。

町 公
の 共交通

４月から予約不要の「定期路線ワゴン（只見‐田島間）」運行始まる

新
▲多くの地域住民が見守る中、第1便が只見駅を出発した定期路線ワゴン「自然首都・只見号」
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10

19

2

▲テープカットで祝った出席者の皆さん

会津田島駅間を結ぶ予約制
ワゴン」の運行が始まり、あ
「観光ツアーバス」の運行を開
わせて「只見雪んこタクシー」
始するなど、地域の実情に即 「 福 祉 乗 合 い き い き バ ス 」 の
した公共交通サービスを提供
利用料金の改定が行われまし
してきました。しかし、近年
た（路線ワゴン導入により観
では予約不要の定期路線運行
光ツアーバスは運休）。
を求める住民の声などもあり、
町では昨年８月に「公共交通
に関するアンケート調査」を
実施。町民千人を対象に現在
定期路線ワゴン
運行しているサービスや定期
自然首都・只見号の出発式
運行路線バスなどについて意
４月１日、ＪＲ只見駅前駐
見を求めました。結果、
「予約
車場で「路線ワゴン」の出発
不要で利用したい」
「車内精
式が行われ、関係者約 名が
算できない観光ツアーバスは
出席しました。この「路線ワ
不便」
「週末に通院や外出し
ゴン」は、定時定路線運行の
たいが公共交通が充実してい
本格実施に向けた実証事業と
ない」
「利用料金が高い」など
して３年間運行するもので、
の意見があげられ、表１のと
ルートや時間、利用客数など
おりに課題を整理しました。
を検証していきます。
町では、課題解決を図るため
出 発 式 で は、 菅 家 町 長 が
優先順位を付け、主に①～③
までの課題について検討し、 「今年は町制施行 周年の年。
町民の足として定着してほし
「定期路線ワゴン 自然首都・
只見号（以下、路線ワゴン）
」 い」とあいさつし、町観光ま
の導入と「只見雪んこタクシ
ちづくり協会の目黒長一郎会
ー」
「福祉乗合いきいきバス」 長が祝辞を述べられました。
の利用料金改定について只見
続いて関係者によるテープカ
町地域公共交通会議で協議さ
ットが行われ、会津田島駅行
れ、承認されました。
きの第１便に乗客３名が乗り
これにより、４月から只見
込み、午前９時 分に只見駅
駅と会津田島駅を結ぶ「路線
を出発しました。

3

60

20

▲駅前のバス停で待つ利用者
▲第1便に乗車する利用者

【表１】町の地域公共交通の課題

①只見駅～会津田島駅間「観光ツアーバス」の運行内容など
の課題
②土日祝日の公共交通サービスの導入
③雪んこタクシー（福祉乗合いきいきバス）の利用料金の課題
④町内全路線への路線バス運行
⑤スクールバスの一般住民混乗化などの有効利用
⑥夜間の公共交通サービスの運行
⑦国道289号八十里越開通後の新潟県三条市までの公共交通
優先順位を付けて解決を目指す！

20

T3-こみと屋前

バス停位置図

A1-楢戸堂
A2-南栄通商前

T2-羽染美容室前

A3-小川橋
A4-上福井住宅前
M1-会津只見考古館前
M2-坂田・布沢入口
M3-明和振興センター入口

T1-只見駅

TJ1-県立南会津病院

M4-小林スノーステーション

TJ2-会津田島駅

A6-朝日駐在所前
A7-朝日診療所前
M5-山里橋

A8-パチンコダイエー前
A9-ヒロタテクノ前

M6-梁取集会所前

A10-熊倉集会所前
A11-亀岡多目的広場入口

●名

称

定期路線ワゴン

A12-季の郷湯ら里入口

自然首都・只見号

● 運行内容

１日２往復（午前・午後）の毎日運行（元旦のみ運休）

● 運行区間

只見駅から会津田島駅までの２３区間（時刻表参照）

● 利用料金

町内の移動は一律２００円、町内～県立南会津病院、会津田島
駅（またはその逆）は１，
５００円となります。
※小・中学生は半額、幼児は無料

● 運行時刻（時刻表参照）
①只見駅⇒会津田島駅
②会津田島駅⇒只見駅
③只見駅⇒会津田島駅
④会津田島駅⇒只見駅

9：20発－10：42着
11：15発－12：34着
13：10発－14：32着
15：25発－16：44着

● 運行車両

ジャンボタクシー（定員９名）

● 運行主体

只見町商工会

● 運行事業者

㈲只見観光タクシー、朝日タクシー㈲

予約不要の定期路線ワゴン

自然首都・只見号

A5-只見中学校入口

▲停留所はこの看
板が目印です
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バス停は会津田島駅を
含む全 箇所

只見駅と会津田島駅を結ぶ
この路線ワゴンは、只見町内
と南会津町あわせて全 箇所
の停留所を設けています。
町内では、只見地区３箇所、
朝日地区 箇所、明和地区６
箇所に設置してあり、南会津
町は県立南会津病院と会津田
島駅の２箇所に設置してあり
ます。
元旦以外毎日運行する路線
ワゴンは、１日２往復します。
人乗りのジャンボタクシー
で各停留所を巡りますが、最
大乗車人数を超えた場合は、
新たにタクシーを追走します。
利用料金は、町内の移動であ
れば一律２００円ですが、県
立南会津病院と会津田島駅で
乗降される場合は１，５００
円となります。
路線ワゴンを利用される場
合は、到着予定時刻前に停留
所付近でお待ちいただき、乗
車の際に運転手に降りる場所
をお伝えください。
10

23

4

時

刻

表

只見駅

➡
バス便

停留所
T1-只見駅
T2-羽染美容室前
T3-こみと屋前
A1-楢戸堂
A2-南栄通商前
A3-小川橋
A4-上福井住宅前
A5-只見中学校入口
A6-朝日駐在所前
A7-朝日診療所前

A8-パチンコダイエー前
A9-ヒロタテクノ前
A10-熊倉集会所前
A11-亀岡多目的広場入口
A12-季の郷湯ら里入口
Ｍ1-会津只見考古館前
Ｍ2-坂田・布沢入口
Ｍ3-明和振興センター入口
Ｍ4-小林スノーステーション
Ｍ5-山里橋
Ｍ6-梁取集会所前
TJ1-県立南会津病院
TJ2-会津田島駅

会津田島駅
101便

9：20
9：21
9：22
9：26
9：28
9：29
9：30
9：31
9：31
9：32
9：34
9：36
9：37
9：39
9：40
9：43
9：44
9：45
9：46
9：47
9：49
10：37
10：42

103便

13：10
13：11
13：12
13：16
13：18
13：19
13：20
13：21
13：21
13：22
13：24
13：26
13：27
13：29
13：30
13：33
13：34
13：35
13：36
13：37
13：39
14：27
14：32

会津田島駅
バス便

停留所
TJ2-会津田島駅

TJ1-県立南会津病院
Ｍ6-梁取集会所前
Ｍ5-山里橋
Ｍ4-小林スノーステーション
Ｍ3-明和振興センター入口
Ｍ2-坂田・布沢入口
Ｍ1-会津只見考古館前
A12-季の郷湯ら里入口
A11-亀岡多目的広場入口
A10-熊倉集会所前
A9-ヒロタテクノ前
A8-パチンコダイエー前
A7-朝日診療所前
A6-朝日駐在所前
A5-只見中学校入口
A4-上福井住宅前
A3-小川橋
A2-南栄通商前
A1-楢戸堂
T3-こみと屋前
T2-羽染美容室前
T1-只見駅

➡

只見駅

102便

11：15
11：20
12：05
12：07
12：08
12：09
12：10
12：11
12：14
12：15
12：17
12：18
12：20
12：22
12：23
12：23
12：24
12：25
12：26
12：28
12：32
12：33
12：34

104便

15：25
15：30
16：15
16：17
16：18
16：19
16：20
16：21
16：24
16：25
16：27
16：28
16：30
16：32
16：33
16：33
16：34
16：35
16：36
16：38
16：42
16：43
16：44

注意事項
■各停留所の到着予定時刻前に停留所付近でお待ちください。
■乗車する際に運転手に降りる場所をお知らせください。
■降りる際に利用料金をお支払いください。
■雪んこタクシーのチケットは使用できません。
▲楢戸堂の停留所

―

Interview ―

充実した公共交通サービスに向けて
平成18年に新たな公共交通サービスと

して運行を開始したデマンド型交通「只見
雪んこタクシー」は、お陰様で高齢者を中
心に多くの方にご利用をいただいておりま
地域創生課
主任主査

5

創生企画係

三瓶

錬

只見駅から会津田島駅間の定期路線ワゴン
の運行と雪んこタクシー、福祉乗合いきい
きバスの低料金化を実施しました。

今後も、地域の方をはじめ、どなたでも

す。高齢化や人口減少が進行する本町にお

気軽に利用できるような公共交通サービス

ます重要なものになってきており、今回、

ぜひご利用ください。

いて、公共交通サービスの充実は今後ます

を提供できるように努めていきますので、

片道1回

200円

只見町デマンド交通

只見雪んこタクシー

片道1回200円

金

（小・中学生100円、幼児は無料）

■料

※下記予約センターに電話し「電話番号」「お名
前」「利用希望の便」「乗車場所」
「目的地」を
お伝えください。

約

事前予約制（利用したい便の30分前まで）

■予

月～金曜日

■運 行 日

（土日祝日、盆期間、年末年始は運休）

■ 運行範囲

只見町内（一部運行不可エリア有）

■ 運行時間

平日7：00～16：30まで

■ 利用できない方
一人で乗降できない方（介護者有可）、未就学児の一人
乗車、車椅子利用者、酩酊者、ペット連れ

■ 予約・お問合せ先
只見町商工会内「予約センター」℡ 0241-83-1000
（受付時間／平日7：00～16：00）

Interview ―

10

憲司

只見町商工会

雪んこタクシーのサービス
を開始してから 年以上が経
過しました。今では１日平均
人の利用があり、町民の足
として定着しているものと感
じております。
これからも関係者一同、利
用しやすいサービスに努めて
いきたいと思いますので、ど
うぞご利用ください。

―

渡部

経営指導員

▲雪んこタクシーを運行する朝日タクシーの五十嵐葵さん
（左）と只見タクシーの吉田好広さん（右）

のサービスを地元タクシー事
自宅から目的地まで送迎
業者とともに提供しています。
只見雪んこタクシー
多くの町民が朝日診療所や商
デマンド交通とは、利用者
店への買い物、温泉施設など
の事前予約により指定の場所
への移動手段として利用され
から場所への移動を低料金で
ています。
提供するサービスのことです。
本年４月１日より「只見雪
交通網の整備が行き届かない
んこタクシー」の利用料金が、
地域の課題解決に期待されて
１回５００円から２００円
います。
（ 小・ 中 学 生 １ ０ ０ 円、 幼 児
只見町商工会では、自宅か
は無料）に改定され、さらに
ら目的地まで送迎するデマン
利用しやすくなりました。
ド交通「只見雪んこタクシー」

只見雪んこタクシー概要

50
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片道1回

200円

只見町福祉交通

福祉乗合いきいきバス

片道1回200円

月～金曜日（土日祝日は運休）

■予

約

事前予約制（前日の16：00まで）

■料

金

■ 運行範囲

只見町内

■ 運行時間

平日9：00～16：00まで

※同伴者１名のみ無料

■そ の 他
送迎車は車椅子のまま乗降が可能で、付き添いの方の
座席も近くにあります

■ 予約・お問合せ先
株式会社 会津ただみ振興公社 ℡ 0241-83-1733
（受付時間／平日9：00～16：00）

㈱会津ただみ振興公社

裕彦

島谷

▲車椅子のまま乗降できる福祉乗合いきいきバス

用者の乗降などをサポートし
ます。車椅子利用者は、付き
添いが必要で、ご家族などの
同伴者は１名まで無料です。
町内の福祉施設を利用される
方々の送迎も行っているため、
利用には事前予約が必要です。
「只見雪んこタクシー」同様、
４月１日より利用料金が１回
５００円から２００円に改定
され、さらに利用しやすくな
りました。

■ 利用対象者
車椅子利用者（付き添いの方の同伴が必要）

車椅子のまま乗降可能
福祉乗合いきいきバス

（ご家族など付き添いの方の料金は無料）

■運 行 日

Interview ―

―

この「福祉乗合いきいきバ
ス」は、通院や買い物などに
利用されることが多く、車椅
子を利用される方の移動手段
として支えています。
これからも、町民の皆さま
のお役に立てるよう「安全は
最大のサービス」をモットー
に運行いたします。どうぞ、
お気軽にお問合せのうえ、ご
利用ください。

7

※月曜日の予約は金曜日の16：00まで

町では、車椅子を利用され
ている方を対象にした福祉交
通「福祉乗合いきいきバス」
を運行しています。このサー
ビスは、車椅子のまま乗車す
ることが可能で、町内を運行
範囲に、自宅から目的地まで
送迎します。運行事業者は㈱
会津ただみ振興公社で、運行
時は運転手が可能な範囲で利

福祉乗合いきいきバス概要

