
第16回会津若松市地域公共交通会議

　会　　　議　　　録

１　日　時

　　平成２５年３月１９日（火）　午前１０時００分～１０時４５分

２　会　場

　　　 会津若松地方広域市町村圏整備組合 ４階講堂

３　出席した委員等の氏名及び種別

№ 団体・機関等 職　名 氏　名 備考

1 会津乗合自動車株式会社 運行管理部輸送計画課長 杉　原　広　晴

２ 会津交通株式会社 取締役貸切観光部長 白　井　和　英

３ 会津乗合自動車株式会社 タクシー事業部長駅前統括部長 鈴　木　哲　雄

４ 社団法人福島県タクシー協会 会津支部長 福 　田　 　正

５ 会津若松市区長会 会長 羽　染　健　一

６ 会津若松市老人クラブ連合会 副会長 星　　　成　市

７ 企画室ＭＥ 代表 田　澤　演　子

８ 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

９ 福島県警察本部会津若松警察署 交通第一課第二係長 野　田　彰　広 代理

10 会津若松市 市長 室　井　照　平

11 会津若松市 企画政策部長 寺　内　秀　也

４　欠席した委員の氏名及び種別

№ 団体・機関等 職　名 氏　名

１ 社団法人福島県バス協会 専務理事 千代谷　俊　行

国土交通省東北運輸局福島運輸支局 首席運輸企画専門官 兼　平  　　悟

国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 会津若松出張所長 大　泉　隆　是

福島県会津地方振興局 県民環境部副部長兼県民生活課長 山　口　聖　一

福島県会津若松建設事務所 企画管理部企画調査課主査 小 野 寺    豊



５　出席した関係者等の氏名

　事務局

職　　名 氏　　名 備　　考

会　　長 室　井　照　平 　　会津若松市長

副 会 長 寺　内　秀　也 　　企画政策部長

事務局長 目　黒　要　一 　　企画政策部　地域づくり課長

事務局員 井　島　慎　一 　　同　上　　地域づくり課主幹

同　　上 山　口　直　人 　　同　上　　地域づくり課主査

６　次　第　

　⑴　開会

　⑵　会長あいさつ

　⑶　委員及び事務局職員等の紹介

　⑷　議事

　　1) 報告事項

　　　　報告第２２号　平成２４年度事業経過報告について

　　　　報告第２３号　平成２４年度収支決算見込みについて

　　2) 協議事項

 協議第３１号　平成２５年度事業計画（案）について

 協議第３２号　平成２５年度収支予算（案）について　

　⑸　そ の 他

  ⑹　 閉会

７　会議内容　（開　会　午前１０時００分）

●（進行　井島事務局員）

　おはようございます。開会の前にご報告させていただきます。白井委員より、少々遅れる旨の連絡

をいただいております。

　それでは定刻となりましたので、只今より、第１６回会津若松市地域公共交通会議を始めさせてい

ただきます。

　本日の司会進行役を務めさせていただきます、私、当公共交通会議事務局の井島と申します。よろ

しくお願いいたします。

　それでは、はじめに当公共交通会議の会長であります、室井照平会津若松市長よりご挨拶を申し上

げます。

●（会長　室井市長）

　皆様おはようございます。本日、第１６回会津若松市地域公共交通会議を開催いたしましたところ、

委員の皆様方におかれましては、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

　また、日頃より本市公共交通の充実・発展に特段のご支援、ご協力を賜っておりますことに対しま

して、心から御礼を申し上げる次第であります。

さて、当公共交通会議では、これまで、地域公共交通総合連携計画に基づき、市民の皆様をはじめ、

バス事業者の方々、関係団体の方々、そして、行政が連携しながら、公共交通の充実に向けた取り組

みを展開してきたところであります。

こうした中、平成２４年度は、公共交通空白・不便地域の解消に向け、金川町・田園町コミュニティ

バス の実証実験や過疎地有償運送に関する調査研究を進めるとともに、路線バスの活性化に向け、

「地域で考え、守り、育てる」をテーマとした地域公共交通フォーラムを開催するなど、公共交通に

係る諸課題に取り組んできたところであります。こうした取り組みに加え、２５年度はさらに、公共

交通利用促進に係る新たな施策にも取り組んでまいりたいと考えており、その基軸となるのが、当公



共交通会議であると認識しているところであります。

　こうした基本的な考えを踏まえ、本日の会議では、平成２４年度の事業経過報告及び収支決算見込

みの２つの報告案件、並びに、２５年度事業計画案及び収支予算案の２つの協議案件をご提案し、ご

協議をお願い申し上げたいと考えております。

　どうか、委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意見を述べていただくとともに、円滑な議

事運営にご協力を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。　

●（進行　井島事務局員）

　ありがとうございました。続きまして、交通会議の委員及び職員の紹介に移らせていただきます。

　当交通会議の委員構成につきましては、本日お手元の「委員名簿」のとおりであり、また、本日の

出席者及び当会議の事務局職員につきましては、お手元の「出席者名簿」の通りでございますが、そ

の配布をもちましてご紹介にかえさせていただきたいと存じます。　　

　次に、次第の４、議事でありますが、その前に、本日の出欠状況についてご報告をさせていただき

ます。

　本日は、只今ご紹介申し上げましたとおり、委員１７名中１１名が出席されておりますので、当会

議設置要綱第６条第２項に規定する定足数を満たし、会議が成立することをご報告申し上げます。

　それでは、これより議事に移らせていただきたいと存じますが、当会議設置要綱第６条第１項の規

定により、『会長が議長となる』旨が定められておりますので、会長におかれましては、議事進行に

ついて、よろしくお願いいたします。

●（議長　室井会長）

　それでは、暫時、会議の議長を務めさせていただきます。議事進行につきましては、特段のご協力

をお願いいたします。

　まず、「報告第２２号　平成２４年度事業経過報告について」、及び、「報告第２３号　平成２４

年度収支決算見込みについて」、の２案件につきましては、相互に関連がありますので、これらを一

括議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。

●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　それでは説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。

　始めに「報告第２２号　平成２４年度事業経過報告」について、ご説明申し上げます。

　２４年４月１日から７月１９日まで、前年度に引き続きまして、金川町・田園町コミュニティバス

の実証実験運行の継続がなされました。当公共交通会議といたしましても、事業主体、あるいは、コ

ミュニティバス運行支援委員会と協力させていただきながら、実施にあたってまいったところであり

ます。

　引き続いて６月５日、東北運輸局福島支局のほうへお邪魔をしまして、会津若松市における過疎地

有償運送制度の導入可能性について相談させていただきました。

　この件につきましては、お手元の「過疎地有償運送制度について」という参考資料をご覧いただき

たいと存じます。

　この制度につきましては、道路運送法では運送事業というのは、バス・タクシーなど、旅客事業者

運送事業によることが基本でありますけども、対応が困難な場合に限りまして、自家用車を使った有

償運送が認められております。そのなかのひとつとして、過疎地有償運送という制度がございます。

　ただし、この部分につきましては、道路運送法で定められた条件をクリアする必要がありまして、

なおかつその条件を満たして、地域のなかで合意が取れて、そのうえで国土交通省に申請し許可を得

るというような制度になってございます。

　特に今般、東北運輸支局にご相談申し上げたのは、運送区域という項目のところで、「過疎地域自

立促進特別措置法」に規定する過疎地域、いわゆる「過疎法」の指定を受けた地域が基本となってご

ざいます。会津若松市の場合は、過疎地域の指定を受けておりませんので、この法の要件をクリアし

ていないと。ただし、「その他これに類する地域」という規定がありますので、この地域指定に会津

若松市の条件が合うのかどうか、このことについて仙台のほうにお邪魔してご相談させていただきま

した。

　その結果、後日回答をいただきまして、湊地区における、バスの走っていない湖岸のエリアについ

ては、法的な導入の可能性については認められるのではないか、というような一定のご見解をちょう



だいしたところでございます。

　資料の1ページに戻っていただきたいと存じます。７月２日に、第１５回地域公共交通会議を開催

させていただきまして、２３年度の事業報告、収支決算等のご承認をいただいて、さらには金川町・

田園町コミュニティバスの中間報告などをさせていただきました。

　７月２４日には、改めて東北運輸局福島運輸支局のほうへお邪魔をして、いろいろご相談をさせて

いただきました。案件といたしましては、金川町・田園町コミュニティバスについては、なかなか運

賃収入だけでは持続が難しい状態で、実証実験のみで終わってしまったところでありますけども、そ

の財源の確保として、国の補助事業の適用の可能性があるかどうか、ご相談をしてきたところであり

ます。

　これにつきましては、運輸支局のほうから、仙台運輸局にあげていただいて、いろいろとご検討い

ただきまして、11月になって回答をいただきました。

　基本的には赤字部分の欠損について補助を受けられる可能性がありますよ、というようなご見解を

ちょうだいしているところであります。実際の申請とかになれば別ではございますが、、制度の可能

性につきましては可能性がありますよ、というようなご見解をちょうだいしているところであります。

　８月７日には、地域公共交通アドバイザーであります、岩手県立大学の宇佐美先生に来ていただき

まして、金川町の実証実験終了後の検証作業につきまして、様々、指導・助言をちょうだいいたしま

した。

　続いて、１０月１２日に東京で開催されました公共交通の研修会に、事務局の職員と会津バスの方

と２人で行っていただきまして、様々、路線バスの事業の改善、地域連携による路線維持・方策等に

ついて学んでいただいたところでございます。

　続いて１１月２９日から３０日にかけまして、また、岩手県立大学の宇佐美先生においでいただき

まして、金川町バスの実証実験終了後の検証作業としまして、バス利用者へのヒアリングを実施いた

しましたが、そこへの同行していただいたり、また、アンケートの設計についての指導・助言等を

ちょうだいしたところでございます。

　そうした経過を踏まえまして、年が改まりまして１月１２日から２８日にかけまして、金川町・田

園町コミュニティバスに関するアンケート調査を実施いたしました。

　これにつきましては内容のところ記載してございますけども、金川町・田園町の６５歳以上の住民

の方を対象とした、アンケート調査を実施いたしました。　

　内容といたしましては、どういったかたちで使っていたか、あるいはどういう理由で利用しなかっ

たか、こういった部分のアンケート、さらには、例えば運行日やダイヤを見直すなど、バスの運行を

一部見直しして新たな計画になった場合、利用する意思があるかどうかといったニーズ調査も、この

なかで実施しております。

　対象者は８２０人ほどいらっしゃるんですけども、７２８人の方に回答いただきまして、回答率と

しては約９０パーセントの高い回答をいただいて、今、事務局のほうで、様々、先生のご指導もいた

だきながら、集計・分析作業をしております。

　本日はまとめることができませんでしたので、次回の交通会議の場で詳細についてはご報告させて

いただきたいとういうことで、事務作業を進めているところでございます。

　ページ捲っていただきまして、１月２９日でありますが、先ほど会長のご挨拶にもありましたとお

り、２４年度の地域公共交通フォーラムを開催させていただきました。

　今年の内容といたしましては、事務局のほうからの取り組みの現状と課題の報告と、講演といたし

まして、茨城県日立市の職員で、国土交通省関東運輸局公共交通マイスターの高橋さんをお招きしま

して、「地域・交通事業者・行政の協働による公共交通システムの構築・運営」と題しまして、ご講

演をちょうだいしました。

　また、岩手県立大学の宇佐美先生にもアドバザーとしてご助言をちょうだいしたところであります。

　参加者としては６５名のご参加をいただいたところでございます。

　２月１９日には、先ほど申し上げました湊地区の過疎地有償にかかるアンケート調査を地元の方々

と一緒に実施いたしました。

　これにつきましては現在集計中でして、今後、その集計を踏まえて分析をして、地元の関係者の

方々と協議をして、今後の方向性について検討をしていきたいと考えています。

　そういった方向性が明らかになってきた段階で、改めてこの公共交通会議の場にもご報告してまい

りたいと考えておりますが、現時点ではそこまでに至っていないという状況でございます。

　３月８日には、また、アドバイザーであります宇佐美先生においでいただきまして、先ほど申しま

した金川町・田園町コミュニティバスのアンケートの分析のご指導をちょうだいしてきたところでご



ざいます。本日の公共交通会議に至っているという状況でございます。

　なお、２ページのところで、委員による自主事業という部分がございますけども、昨年度、２３年

度までは、公共交通会議に国の補助金をちょうだいいたしまして、様々、事業を展開してまいりまし

た。

　２４年度からは、国の補助制度がなくなりまして、自主事業での取り組みとなっておりましたが、

前年度まで、補助事業を貰っていた事業についても、各実施主体の自主事業として実施していただき

ました。

　まず、市の部分といたしましては、両支所でのコミュニティバスの利用促進事業ということで、前

年度に引き続きまして絵画コンクールの実施、そしてその優秀作品をバス停に掲示してコミュニティ

バスの利用促進に努めてきたところであります。

　また、同じく８月３１日には、商工会議所さんのほうで高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施

ということで、登録加盟店の表示ステッカーなどを作成していただいたところであります。

　さらに、今月末の予定ではありますけども、これまで公共交通会議で作成してまいりました路線バ

スの時刻表、このことにつきましては、会津乗合自動車株式会社のほうに引き継いでいただきまして、

これまでの時刻表をベースにして、さらに充実した内容のものとなるべく、現在、鋭意作成していた

だいているところであります。以上が事業経過でございます。

　引き続きまして、３ページ目のほうで、収支決算の見込みについてご報告させていただきます。

　まず、歳入の部でご覧いただきたいと思いますけども、負担金が、決算見込み欄のところで申し上

げますが、５００，０００円。これは市からの負担金でございます。繰越金が５５６,４７７円。２３

年度からの繰越金でございます。諸収入が１７６円、預金利子でございます。歳入総額が、１，０５

６，６５３円。

　続きまして歳出の部でありますが、事業費のうち会議費、４，４００円、事務費、５３，５５５円、

これについては右側にありますとおり、消耗品費・通信費等、国との打ち合わせに伴う旅費、さらに

は先ほど申し上げました公共交通研修会への参加旅費でございます。

　事業費、３２３，５８６円。内訳といたしましては、地域公共交通フォーラムの開催事業費が９８，

１８５円、公共交通の空白地域の対策事業ということで、２２５，４０１円であります。

　予算額に対して決算見込み額が少なくなっておりますけども、中身といたしましては、公共交通

フォーラムの開催にあたりまして、当初、大学の先生を複数お呼びするような内容で予算取りしてき

たところでありますが、事業の進捗状況を鑑みまして、最終的に日立市の職員の方をお願いしました

ので、謝金が不要になったり、旅費も比較的少なくて済んだというようなことで、このような金額で

止まったこと、公共交通の空白事業につきましては、先ほど事業計画でも申し上げましたが、岩手県

立大学の宇佐美先生に何度か来ていただいた部分と、金川町・田園町のアンケート、湊町のアンケー

ト、こういった部分の実施経費が入っている部分でございます。予備費については０円ということで、

歳出総額が、３８１，５４１円。

　上段のところに戻っていただきまして、歳入見込み額が１，０５６，６５３円、歳出見込み額が３

８１，５４１円、差し引き残額が６７５，１１２円ということで、この差し引き残額については、２

５年度の繰越しというふうに考えてございます。

　報告第２２号と第２３号についての説明については以上であります。よろしくお願いいたします。

●（議長　室井会長）

　事務局の説明が終わりました。この件につきまして、質問等がございましたらお願いしたいと思い

ます。

●（議長　室井会長）

　無いようでしたら、「報告第２２号　平成２４年度事業経過報告について」、及び、「報告第２３

号　平成２４年度収支決算見込みについて」はご異議ございませんでしょうか。

　（異議なしの声）

●（議長　室井会長）　

　満場、ご異議ないことを認めます。よって、報告第２２号、及び、同第２３号につきましては、原

案のとおり了承されました。

　続きまして、「協議第３１号、平成２５年度事業計画（案）について」、及び、「協議第３２号、

平成２５年度収支予算（案）について」の２案件につきましては、相互に関連がありますので、これ

らを一括議題とし、事務局の説明を求めます。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。



●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　それでは資料４ページをお開きいただきたいと思います。「協議第３１号、平成２５年度事業計画

（案）について」ご説明を申し上げます。

　２５年度につきましては、２４年度に引き続きまして、地域公共交通会議全体としては、路線バス

の活性化や利用促進に向けました、地域公共交通フォーラムの開催。さらにはバス問題の専門家の先

生のご指導・助言をちょうだいしながら、公共交通空白不便地域の解消に向けた調査研究に引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。

　さらに、これまでの取り組みを発展させまして、新たな事業といたしまして、地域公共交通利用促

進活動への支援を行ってまいりたいと考えてございます。

　新規事業の中身につきましては、５ページのほうを見ていただいてご説明させていただきたと思い

ます。

　路線バスにつきましては、ご案内のとおり、少子化ですとか、マイカーの進展で利用者が減少して

いると。利用者が減るとバスが減便になってしまうと。バスが減便になると利便性が低下して、さら

に利用者が減少してしまうと。そうすると最終的にはバス路線が廃止と、非常に悪循環が続いている

というのが現状にあります。

　そうした悪循環をどこかで断ち切る部分として、何とか公共交通を、より利用していただくための

取り組みを、もう少し地域レベルで必要ではないかというふうに考えて、今般、２５年度、新たな事

業としてご提案しているところでございます。

　目的といたしましては、今ほど申し上げたように、地域自ら主体的に公共交通の利用促進活動に取

り組む団体に対する支援を通じまして、路線バスの活性化を図っていくと。

　具体的な助成の対象団体といたしましては、町内会、その他地域的な協働活動を行っている団体、

さらには交通事業者の方。

　助成対象の事業といたしましては、会津若松市内の路線バス等の活性化を目的としまして、利用促

進に具体的な成果が期待できる事業ということで、具体的な部分といたしましては、対象経費といた

しましては、ひとつには広報費ということで、例えば地域の方がバス利用促進をするために、チラシ

を作って地域の方に呼びかける、あるいはバス利用を促進するための地域においてのぼりを立てると、

そういったようなことを想定するような部分でございます。

　次にイベント経費といたしましては、文字通り、バス利用を促進するような、地域でやっていただ

くようなイベントに対する助成。その他利用促進に資するような経費であれば柔軟に対応していきた

いと考えいます。

　ただし、入場料、広告料といったほかの収入がある場合については、その金額については助成の金

額から差し引かせていただきたいと考えています。

　具体的な助成金の交付額といたしましては、まず、町内会など地域の団体につきましては、活動基

盤の問題もありますので、助成対象経費の全額。交付の限度額といたしましては１００，０００円と

いうような設定を考えてございます。

　交通事業者の方につきましては、交付率１／２。これは先ほども申し上げました従前の国の補助事

業でも、利用促進に関する事業については、国のほうでも１／２の支援をされておりましたので、そ

れを準拠するようなかたちで、事業者の方への交付率については１／２、上限額としては１００，０

００円というふうな設定でございます。こうした事業について、２５年度新たに実施していくという

ふうに考えてございます。

　４ページのほうに戻りまして、そのほか地域公共交通会議の会議につきましても、様々協議事項、

案件が出でまいりますれば、必要に応じて適に開催していきたいと考えてございます。

　以上が事業計画でございまして、６ページのほうで引き続き収支予算（案）についてご説明させて

いただきます。

　まず、歳入の部でありますけども、負担金については３００，０００円。会津若松市からの負担金

でございます。この金額については、２４年度と比べますと、２０，０００円ほど減っておりますけ

ども、繰越金の状況等も鑑みまして、減額をさせていただいたところであります。

　繰越金、６７５，１１２円。これは先ほど報告させていただきました２４年度の繰越金の見込み額

であります。諸収入といたしましては１００円。預金利子等でございます。

　歳出の部、まず、事務費のうち会議費でありますが、２０，０００円。そして事務費として１００，

０００円。これは、これまでどおり消耗品・通信費、あるいは国・県との打ち合わせ旅費等でござい



ます。

　事業費として８００，０００円。これにつきましては、地域公共交通フォーラムの開催事業費とし

て２００，０００円。公共交通空白地域における対策事業費といたしまして２００，０００円。

　さらには新規事業としてご提案申し上げました地域公共交通利用促進活動支援事業として４００，

０００円の枠を確保いたしました。予備費といたしまして５５，２１２円。以上で歳出総額が９７５，

２１２円になります。なお、附帯事項といたしまして、項目間の流用については会長一任ということ

でお願いしたいと存じます。

　事業計画及び収支予算案については以上であります。よろしくお願いいたします。

●（議長　室井会長）

　 事務局の説明が終わりました。この件につきまして　ご質問、ご意見等がございましたらお願いし

たいと思います

●（鈴木委員）

　過疎地有償運送が今年度の事業計画に入っているわけなんですけれども、ＮＰＯとか市町村で対応

するということですけれども、昨年若松市でも例えば運転代行関係がタクシー類似行為というような

ことで２件ほど摘発されております。

　そのへんをよく理解されて対応するというようなことで、十分そのへんを協議しながら取り組んで

いただきたいなと思います。よろしくお願いします。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。

●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　　過疎地有償運送のお話でございますけれども、参考資料にもありますとおり、当然、運送法とい

う法律に基づいた制度で、しかも、地域の合意を経ての話でありますので、ただ、手続きとしまして

は、公共交通会議で一定程度方向性をご審議いただいたのちに、実際の合意形成等の段階になれば、

また、このための法に基づくような協議会を作って、そこで議論していただいての話になりますので、

当然、事務局といたしましては、法の趣旨、法に則って適正な対応に努めていきたいと思っています。

●（鈴木委員）

　よろしくお願いします。

●（議長　室井会長）　

　まだまだ手続きがあって、先の話ということになると思います。

　ほかにご質問等ございませんか。

　それでは、ないようでありますので、本交通会議の決定の手続きをとらせていただきたいと存じま

す。「協議第３１号、平成２５年度事業計画（案）について」、及び、「協議第３２号、平成２５

年度収支予算（案）について」の２案件につきましては、原案のとおり決定することに、ご異議ご

ざいませんでしょうか。

　（異議なしの声）

●（議長　室井会長）

　満場ご異議ないものと認めます。よって、協議第３１号、及び、第３２号につきましては、原案の

とおり決定されました。

●（議長　室井会長）

　以上で、予定してた議事はすべて終了いたしましたが、引き続きまして、次第の５「その他」に　

移らさせていただきます。事務局から、その他の報告などはありますか。

●（目黒事務局長）

　はい、議長。

●（議長　室井会長）

　はい、事務局。

●（目黒事務局長）

　先ほどの事業経過の説明のところで申し上げましたけれども、４月になりましたらば、先ほどの

金川町の検証の報告と、先ほどの収支決算についても見込みの状態でありましたので、正式な決算額

のご審議もちょうだいする予定でございますので、４月の下旬あたりを目標に、次回の公共交通会議

を開催したいと思っておりますので、よろしくお願いしたと思います。以上です。

●（議長　室井会長）



　皆様方から、今の点も含めてご質問等あれば、よろしくお願いします。

●（議長　室井会長）

　過疎地有償運送制度は、皆様幹事会などでも話し合っておられて、湊地区の路線バスが走っていな

いところを対象に、今、事務関係でやっているといった、内容についてはご承知なんですよね。

●（議長　室井会長）

　それでは、ご質問等なければ、「その他」を終了させていただきます。

　本日は、会議の円滑な運営に特段のご協力をいただき、誠にありがとうございました。これをもち

まして、議長の任を解かせていただきます。　

●（進行　井島事務局員）

　それでは以上をもちまして、第１６回会津若松市地域公共交通会議を閉会させていただきます。あ

りがとうございました。　　

　

（閉　会　午前１０時４５分）


