
第１４回会津若松市地域公共交通会議　会議録

１　日　時

　　平成２４年３月８日（木）　午後３時　～　午後４時１０分

２　会　場

　　　会津若松市生涯学習総合センター　研修室２

３　出席した委員及び委員代理の氏名及び種別

№ 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運行統括部長 鈴　木　哲　雄

4 社団法人福島県タクシー協会 会津支部副支部長 山　口　哲　夫

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 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

9 会津乗合自動車労働組合 書記長 津　田　弘　幸

10 福島県会津地方振興局 県民環境部主任主査 松　浦 　　 晃 代理

11 福島県会津若松建設事務所 企画調査課主任主査 大 橋 晋 一 郎 代理

12 福島県会津若松警察署 交通第一課第二係長 野　田　彰　広 代理

13 会津若松市 市長 室　井　照　平

14 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

2
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

3 会津若松商工会議所 事務局長 渡　部　耕　三



５　出席した関係者等の氏名

　⑴　説明のために出席した関係者

会津乗合自動車株式会社　企画営業部輸送計画課　係長  小　澤　　　睦

　⑵　事務局

職　　名 氏　　名 備　　考

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 天　野　孝　之 　　同　上　　地域づくり課主査

６　次　第　

　１　開会

　２　会長あいさつ

　３　委員及び事務局職員等の紹介

　４　議事

　 　　⑴　副会長の指名

　　　⑵　協議第２７号　会津若松市地域公共交通会議監事の選任について

　　　⑶　協議第２８号　金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行について

　　　⑷　報告第１９号　平成２３年度事業経過報告について

　　　⑸　報告第２０号　平成２３年度収支決算見込みについて

　　　⑹　協議第２９号　平成２４年度事業計画（案）について

　　　⑺　協議第３０号　平成２４年度収支予算(案)について

　５　その他

　６　閉会

７　会議内容

●事務局員

　只今より、第14回会津若松市地域公共交通会議を開会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

　委員の皆様方におかれましては、公私とも大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。また、委員の皆様には、一月二十一日からの新たな任期により、今後２年間、お世話にな

りますが、当会議の円滑運営を通じて本市公共交通の充実・発展のため、特段のご支援、お力添えを

賜りますようお願い申し上げる次第であります。さて、本市ではこれまで、平成十九年度に当地域公

共交通会議を設置するとともに、平成二十一年度には総合連携計画を策定し、これらを基盤として、

住民、バス事業者、関係団体、行政が連携しながら、一定の施策を展開してきたところであります。

一方、このような取り組みを進める中では、さらに、公共交通空白・不便地域への対応、高齢者の外

出支援や市街地活性化施策との相互連携など新たな課題も生じてきているところであります。これら

の解決に向けては、これまで以上に、地域全体で課題を共有しながら、継続的な協議を行っていくこ

とが重要でありますが、その基軸となるのが、この公共交通会議であると考えているところでありま

す。本日の会議におきましては、金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行など４つの協議案件、

平成二十三年度の事業経過報告など２つの報告案件をご提案し、ご協議をお願い申し上げたいと思い

ますが、これらの案件はいずれも、本市のよりよいバスネットワークを構築していくうえで重要な案

件であると認識しているところであります。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。

●事務局員

　続きまして、委員及び事務局職員紹介に移らさせて頂きます。委員の皆様におかれましては、平成

24年１月21日から新たな任期が始まっておりまして、本日お配りいたしました名簿による委員構成に

より、平成26年１月20日までの２年間、当交通会議の運営に特段の御協力を賜ることになりますが、

何卒どうぞよろしくお願いを申し上げます。また、本日は、新たな任期のもとでの最初の会議となり

ますので、委員の皆様をお 1人ずつご紹介申し上げたいと存じます。はじめに、会津乗合自動車株式

会社 運行管理部　輸送計画課長　杉原広晴様でございます。続きまして、会津交通株式会社 取締役

貸切観光部長 白井和英様でございます。続きまして、会津乗合自動車株式会社 タクシー事業部兼　

駅前運行統括部長 鈴木哲雄様でございます。続きまして、本日は欠席でいらっしゃいますが、社団法

人福島県バス協会　専務理事 千代谷俊行様でございます。続きまして、社団法人福島県タクシー協会

会津支部副支部長 山口哲夫様でございます。続きまして、会津若松市区長会 会長　羽染健一様でご

ざいます。続きまして、会津若松市老人クラブ連合会 副会長 星成市でございます。続きまして、企

画室ＭＥ代表　田澤演子様でございます。続きまして、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 兼平悟様でございます。続きまして、本日は欠席でいらっしゃいますが、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 大泉隆是様でございます。続きまして、会津乗合

自動車労働組合　書記長　津田弘幸様でございます。続きまして、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 山口聖一様でございます。本日は代理で、県民環境部主任主査の松浦晃さまで

ございます。続きまして、福島県会津若松建設事務所 企画管理部　企画調査課長 鈴木勝徳様でござ

います。本日は代理で、企画調査課主任主査の大橋晋一郎さまでございます。続きまして、福島県会

津若松警察署 交通第一課長 酒井久一様でございます。本日は代理で、交通第一課第二係長の野田彰

広様でございます。続きまして、本日は欠席でいらっしゃいますが、会津若松商工会議所 事務局長 

渡部耕三様でございます。続きまして、会津若松市企画政策部　寺内秀也部長でございます。最後に

改めまして、当公共交通会議会長の室井照平市長でございます。委員の皆様方のご紹介は以上でござ

います。また、公共交通会議事務局職員並びに協議案件に関する説明のために出席している関係者に

つきましては、お手元の名簿の通りでございます。　　

　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 14名が出席されておりますので、公共

交通会議設置要綱第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、公共交通会議設置要綱第６条第

２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（室井市長）

　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、副会長の指名について、でありますが、公共交通会議設置要綱第５条第

４項の規定により、「会長が指名する」こととされておりますので、会長において、ご指名申し上げ

ます。副会長は、これまでも副会長の職にありました、会津若松市区長会長の羽染健一（はそめ　け

んいち）委員、並びに、市企画政策部長の寺内秀也委員、の２名をご指名申し上げたいと存じます。

お二人の委員におかれましては、どうかよろしくお願いを申し上げます。次に、「協議第２７号　会

津若松市地域公共交通会議監事の選任について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

●事務局長（目黒課長）

　それでは、お手元に配布されております協議第２７号をご覧いただきたいと存じます。要綱では、

第11条第１項に『交通会議に監事２名を置く』、さらには第２項に『構成員の互選により選任された

監事』となっております。したがいまして、監事については互選により選任ということでございます。

以上でございます。

●議長（室井市長）

　只今、事務局から説明がありましたが、監事につきましては、どのような方法で選任を行ったらよ

いか、皆様方のご意見を賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。

（事務局一任の声）

●議長（室井市長）

　今ほど、事務局一任の声が出されましたが、ほかにご意見等がなければ事務局から監事候補者を提

案いたさせたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。



（異議なしの声）

●議長（室井市長）

　それでは、事務局から提案いたさせます。

●事務局長（目黒課長）

　それでは、事務局から当交通会議の監事として次の２名の方をご提案させていただきたいと存じま

す。まず、老人クラブ連合会常任理事の星成市委員、そしてもう１名につきましては、商工会議所事

務局長の渡部耕三委員のお二人にお願いしたいと存じます。

●議長（室井市長）

　それでは、おはかりをいたします。ただいま、事務局から提案がありましたように、星成市委員と

渡部耕三委員のお二人を監事として選任したいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。

（異議なしの声）

●議長（室井市長）

　それでは、満場異議なし、ということでありますので、監事につきましては、星成市委員と渡部耕

三委員のお２人に決定をさせていただきます。星委員、並びに、本日は欠席ですが、渡部委員のお二

方には、どうぞよろしくお願いします。続きまして、「協議第２８号、金川町・田園町コミュニティ

バス実証実験運行について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

●事務局長（目黒課長）

　資料 5ページをお開き頂きたいと存じます。協議第２８号、金川町・田園町コミュニティバス実証

実験運行についてご説明をさせて頂きます。まず私の方から提案に至りました経過についてご説明を

申し上げまして、その後に運行内容につきまして、会津乗合自動車株式会社の小澤係長から説明頂き

たいと存じます。まず参考資料、取組の経過をご覧頂きたいと存じます。このコミュニティバスにつ

きましては、公共交通総合連携計画を踏まえまして公共交通弱者の解消を目的とした新たな交通シス

テム導入に向け、金川町・田園町において、平成23年 7月 20日から 3月 31日までを期間とする実証

実験が行われているところでございます。この実証実験は、その開始前から、金川町新交通サービス

導入協議会など地域住民の方々がが中心となりまして、運行主体である会津乗合自動車株式会社及び

地域公共交通会議を主宰する市との協働により、利用ニーズ把握調査や懇談会などを重ねながら運行

計画を策定するとともに、実験開始後も、田園町も含めて設立した運行支援委員会の運営を基軸とし

ながら運行内容に係る検証と協議を重ね、その利用促進を図ってきたところであります。10月には体

験試乗会を実施したり、12月には運行支援委員会との協議を踏まえまして、ダイヤの改正や停留所の

乗降取り扱いの変更などの改善策を講じてきたところであります。次の利用状況についてであります

が、7月 20日から運行計画変更前の 12月 25日までの利用状況につきましては、3コース合わせまして

１日平均 3.77人ということで利用が低調でございました。変更後につきましては、12月 26日から 2月
29日までの状況でございますが、１日平均 5.02人ということで当初よりは 1.3倍ほど増加の傾向にあ

りますが、事業的には依然として厳しい状況にあります。ここで資料の 5ページにお戻り頂きたいと

存じますが、このように利用状況は必ずしも多いとはいえず、会津乗合自動車株式会社においては、

このような中での本格運行への移行は極めて困難な状況にあるとしております。他方で、同社におい

ては、住民・事業者・行政の協働により交通空白地域の解消を図るとの当該事業の意義に鑑み、運行

支援委員会との意見交換等を通じてさらに改善を加えた運行計画案に基づき、事業の継続的な運営が

可能かさらに見極めるために、新たに４月１日から７月１９日までを期間とする実証実験運行を行お

うとするものでございます。以上が経過でございますので、引き続き内容について会津乗合自動車株

式会社の小澤係長からお願いしたいと存じます。

●会津乗合自動車株式会社（小澤係長）

　只今、ご紹介に預かりました会津乗合自動車の小澤と申します。よろしくお願いします。日頃より

皆様方には当社事業にご理解とご協力いただいておりますこと、この場をお借りして御礼申し上げま

す。恐れ入りますが、着席して説明させていただきます。金川町・田園町コミュニティバスについて

は、昨年７月２０日から今月３１日までを期限とする実証実験を実施しているところであります。先

程事務局より今までの経過説明がありましたが、２月末現在において乗車人員が当初予測を大きく下

回り、相当額の赤字を余儀なくされている状況です。再建中の当社に置いては、この負担は必ずしも

軽いものではなく、補助期限が切れる４月以降において、今の状況のまま運行を継続することは大変

困難な状況となっております。一方で、この実証実験は公共交通空白地域への対応を目的にスタート

したものであり、住民、市、事業者が一体となり構築した意義深いもので、出来れば継続したいとい

う思いが強いことも事実でございます。このような中で、単に今の状況だけで本格運行として継続す



るか止めるかを判断することは大変難しく、社内においてもまだやり残していることがあるのではな

いかとの声もあり、ニーズ調査を基に作り上げたものになっておりますが、実際の利用実績を踏ま

え、どのようにすればコミュニティバスを将来的に継続させていくことができるか会津若松市様とも

協議をしてまいりました。今回ご提案させていただきます運行計画及び運賃政策に関しましては、本

当の意味で地区住民の方々の力が必要であり、利用者への利便性を更に高めた内容となっておりま

す。では、具体的に説明をさせて頂きます。運行経路ですが資料１をご覧願います。運行経路をお話

しする前に今現在の運行コースがどうなっているか補足しますと、会津若松駅コースと病院コース、

アピオコースの３コースございます。今回提案する内容で現在と違うところは会津若松駅コースがな

いことです。それ以外は基本的に現在の運行経路と同じになりますが、竹田病院前（山鹿クリニッ

ク）の乗降場所を経路図の通り山鹿クリニック様の裏手を通る経路に変更いたします。これにより外

来診療の山鹿クリニックに通院する方々はドアーツードアーとなり、今よりも便利で安全に通院する

ことが可能となります。又、経路上金川町東バス停と田園町児童福祉会館前バス停の途中に１ヶ所増

設し、城北町にあるスーパーかねかさんの近くに１ヶ所増設して利便性を高めたいと考えておりま

す。続いて、運行回数と運行時刻ですが資料をご覧願います。現在、会津若松駅コースが３便、病院

コースが３便、アピオコースが２便走っておりますが、利用実績の通り、利用者が少ない駅コースを

全部廃止し、利用者が多い病院コースを３便から５便に増便いたします。また、アピオコースは２便

から１便へ減便いたします。特に病院コースについては、便数を増やすことにより単に病院や買い物

による１往復だけの利用ではなく、病院へ行った後、途中で買い物をして自宅に帰るといった複数回

の利用を促す狙いもございます。例えば、朝８時２５分の便で竹田病院へ行き、その後竹田病院発１

１時３３分で神明通りへ行きます。１時間くらいゆっくり買い物を楽しんで頂き、神明通り発１２時

３７分で自宅へ帰るといった流れになります。続きまして運賃ですが、１回乗車の運賃は現在と同じ

大人３００円こども１５０円になります。改めて説明いたしますと幼児・乳児の取り扱いは当社の運

送約款に準じ、障害者割引を適用いたします。又、当社で発売しております金券式回数券も使用する

ことができ、１００円券、２００円券、３００円券も使用することができます。今回新たに設定した

いと考えているのが専用定期券でございます。現状を踏まえますと現在の利用者のみの運賃収入では

到底この運行を支えられないことは明確であり、運行を継続していくためには、さらなる利用促進に

向けた仕組みづくりが必要と考えております。そこで、当社といたしましては、コミュニティバスの

運行を地域の方々に幅広く支えていただく試みとして、利用すれば利用するほどお得になるこの専用

定期券を発行することにいたしました。この専用定期券により、現在でも定期的に利用されている方

には、利便性を高めたダイヤを運賃面でもより利用しやすくするとともに、これまであまりご利用い

ただいていない方々にも、通院、お買物、さらには趣味活動など日常の外出活動に幅広くご利用いた

だけるよう工夫したもので、地域のより多くの世帯にご購入いただくことにより、結果としてコミュ

ニティバスの運行を地域で支えていただく「試み」でもあります。そのため、お値段についても、出

来るだけ安価な設定で１ヶ月券２，５００円としたところであり、又、取り扱いも記名人式ではなく

持参人式を採用し、購入した方のみに限定せずご家族の誰でも利用できるようにいたします。なお、

安価な設定のため障害者割引やこども用の設定はございません。更に竹田病院や県立病院以外の個人

病院へ通われる場合でもメリットがあるように当社路線バスである病院循環バス・ひまわりくんをご

利用時には定期券を提示することで運賃が半額になるサービスも付加させて頂きました。使用車両は

現在使用しております１０名乗りの車両です。実証実験期間ですが、平成２４年４月１日から平成２

４年７月１９日までの期間となっております。運行会社は会津乗合自動車株式会社でございます。簡

単でございますが４月以降の運行計画について説明を終わらせていただきますが、この件に関しては

先の運行支援委員会において承認を得ております。以上、宜しくお取り計らい下さいますようお願い

します。

●議長（室井市長）

　只今、説明のありました、協議第２８号について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いしたい

と思います。

●寺内委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　安価で使いやすい会員券はいいことですが、このままのダイヤで出してあげてもやはり住民の方々

には会社の思いなり、公共交通会議の思いが伝わらないと思うんです。3月 24日に公共交通会議とし

てのリーフレット作成が予定されておりますが、そのような思いを住民の方々にきちんと伝えていく

ことが大事だと思うので、このリーフレット作成に当たっての基本的な考えについて説明をいただけ

ればと思います。



●事務局次長（目黒課長）

　会津乗合自動車株式会社で考えていただいた運行内容について広く住民の方々に理解していただく

ことが重要であると事務局としても認識しております。そのため当公共交通会議といたしましてもそ

のためのリーフレットを作成いたしましてこの経路やダイヤ、料金だけではなく、例えば、この8時

25分発のバスに乗れば、竹田病院などで 9時なり9時30分の診察が受けられて、その後神明通りに移

動して買い物が出来たり、あるいは会津稽古堂内の図書館で本が見れたりと、そのような想定される

活用方法を提案していきたいと考えております。それを分かりやすい形であらわすためにリーフレッ

トを作成し、なおかつ、対象地区内の町内会の全世帯はもとより、その近隣地区にもポスティングし

て各世帯に周知を図っていきたいと考えております。加えて、事務局とバス事業者で協働して、7月

20日から 3月 31日までの運行状況、利用状況について住民の方々に説明することが大事だと考えてお

りますので、これも年度内に説明していく場も設定する予定でおります。以上でございます。

●寺内委員　　

　なぜこのような質問をしたかと申しますと、先日、市議会の常任委員会の中でバス問題が議論され

まして、単にバスに乗ってもらうことだけではなく、バスに乗って何が出来るのかについても考えて

いく必要性についても論点になった経過もありましたので、そうしたことを皆様にご承知おき頂きた

いとの趣旨からでございます。

●羽染委員

　リーフレットには時刻表も入るのですか。

●事務局次長（目黒課長）

　リーフレットには経路、時刻表、料金などに加えて、利用方法の提案なども盛り込んでいきたいと

考えております。

●田澤委員

　会員券は 1ヶ月の有効期間ですが、購入方法はどのようになりますか。また、地元の支援委員会の

方々が地区の住民の方々に、会員券の便利さなどを理解したうえで説明・周知をすることが大切と思

いますが、そのような対応は予定されているのか、併せてお聞きしたいと思います。

●会津乗合自動車株式会社（小澤係長）

　会員券という商品があります、という単なる周知だけでは購入いただく効果はあまり見込めないと

思いますので、バス事業者だけで対応するのではなく、今後、地元の金川町・田園町コミュニティバ

ス運行支援委員会の皆様のご協力も頂きながら、例えば、地区に出張して予約販売会なども行うなど

して販売促進に努めたいと考えております。

●議長（室井市長）

　他にご質問・ご意見はございませんか。

　　（なしの声）

●議長（室井市長）

　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

２８号金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行については、原案のとおり決定することに、ご

異議ありませんか。

　（異議なしの声）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●議長（室井市長）　

　満場ご異議ないものと認めます。よって、協議第２８号につきましては原案のとおり決定されまし

た。次に、「報告第１９号　平成２３年度事業経過報告について」、及び、「報告第２０号　平成２

３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。

●事務局次長（目黒課長）

　はじめに、報告第１９号　平成２３年度事業経過報告についてご説明申し上げます。平成23年 6月

15日平成23年 6月 15日、第11回地域公共交通会議を開催し、金川町・田園町コミュニティバス実証

実験運行について及び会津乗合自動車㈱による「路線バスの統廃合案」への対応について協議を頂き

ました。平成23年 7月 19日には、地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の交付決定を受けまし

た。交付決定金額は 4,927,599円でございます。平成23年 7月 19日から 20日まで、地域公共交通ア

ドバイザーの岩手県立大学助教宇佐美誠史氏を招聘し、市町村生活交通路線の見直しに向けた現状調

査や市街地における金川町以外の公共交通空白地域等の現状調査を行いました。平成23年 7月 20日に

は、金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行を開始いたしました。7月 29日には、第12回地域

公共交通会議を開催していただき、乗合バス路線の廃止申出についてご協議をいただきました。9月 1



日からは、会津若松市の河東支所及び北会津支所が実施主体となりまして、コミュニティバス利用促

進事業を実施し、両地域小学生向けの絵画コンクールを実施するとともに、その優秀作品を掲載した

オリジナルバス停について新規に３基設置し、既設３基について改修を行い、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。平成23年 11月 7日には、金川町・田園町コミュニティバス

実証実験運行のために購入した車両を導入いたしました。12月１日には第13回地域公共交通会議を書

面表決により開催いただき、22年度事業経過報告について報告するとともに、22年度収支決算につい

て承認をいただきました。平成24年 1月 26日には地域公共交通フォーラムを開催し、事務局からの

「地域公共交通の取組と課題」に係る報告、岩手県立大学教授元田良孝氏による「地域バス計画のポ

イント」と題しての基調講演、さらには、元田良孝氏をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに、会津乗合自動車㈱の福田正氏、

田澤演子委員、寺内秀也委員をパネラーとして、「みんなで考え、守り、育てる会津若松のバス」と

題するパネルディスカッションを開催いたしました。参加者は 90名でございました。そして本日、3

月8日、第14回の地域公共交通会議を開催させて頂いております。今後の予定といたしましては、3

月23日完成を目途に、河東支所においてコミュニティバス利用促進事業に係るＰＲ用リーフレットの

作成を進めております。また、地域公共交通会議事務局では、3月24日完成を目途に、4月1日から運

行する金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行に係るＰＲ用リーフレットの作成を進めており

ます。会津若松商工会議所では、3月31日を目途に高齢者運転免許自主返納支援事業を実施しており

ます。さらに、地域公共交通会議事務局では 3月 31日完成を目途に昨年度に引き続き、路線バス時刻

表の作成を進めております。

　次に、 報告第２０号　平成２３年度収支決算見込みについてご説明申し上げます。まず、歳入が負

担金 1,400,000円、これは、会津若松市負担金 1,000,000円、会津乗合自動車負担金 400,000円でござ

います。次に、活性化・再生総合事業費補助金として 4,408,521円の見込みとなっております。繰越

金としては平成22年度繰越金として 518,255円、預金利子128円、歳入総額としては 6,326,904円の

決算見込みとなっております。次に、歳出ですが、 事務費のうち、会議費 11,196円、事務費 25,135

円でございます。次に事業費ですが、アドバイザー費用弁償として 46,300円、地域公共交通フォーラ

ム開催事業費　 として 342,957円、金川町・田園町コミュニティバス実証運行に係る車両購入補助と

して 3,063,279円、金川町・田園町コミュニティバスＰＲリーフレット作成費として 160,000円、高齢

者運転免許自主返納支援事業補助として 85,856円、コミュニティバス利用促進事業補助として

251,559円、路線バス時刻表作成費として 1,712,960円、事業費合計で 5,662,911円の見込みでござい

ます。予備費はゼロで、歳出総額としては 5,699,242円の見込みでございます。以上より差引残高は

627,662円を見込んでおります。説明は以上でございます。

●議長（室井市長）　

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

います。

●議長（室井市長）

　特にご質問等がないようでありますので、「報告第１９号　平成２３年度事業経過報告について」、

及び、「報告第２０号　平成２３年度収支決算見込みについて」は、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

●議長（室井市長）

　ご異議がないようですので、ご了承を賜りたいと存じます。続きまして、「協議第29号、会津若松

市地域公共交通会議　平成24年度事業計画（案）について」、及び、「協議第30号、平成24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。

●事務局長（目黒課長）

　まず、 協議第29号、会津若松市地域公共交通会議　平成２４年度事業計画（案）についてご説明

申し上げます。地域公共交通活性化・再生総合事業補助金の交付が平成23年度をもって終了いたしま

すので、平成24年度については、これまで実施してきた各事業の実施主体との調整を図り、地域公共

交通会議としては次の事業に重点的に取り組んでいくものです。一つは地域公共交通フォーラム開催

事業といたしまして、平成23年度の開催実績を踏まえ、基調講演やパネルディスカッションを基本に、

市民、事業者、行政がバスに関する課題を共有し、今後の課題解決に向けた方向性を共に考えるよう

な機会とするものでございます。内容といたしましては、23年度の取組状況を踏まえまして今後さら

に精査していきたいと考えております。もう一つは公共交通空白地域等対策事業でありまして、これ

は、本市地域公共交通アドバイザーである岩手県立大学総合政策学部助教の宇佐美誠史氏を招き、現

在取り組んでおります金川町・田園町コミュニティバス実証実験運行はもとより、他の公共交通空



白・不便地域についても、ご指導をいただきながら、その解消に向けた対応策のための調査研究を行

おうとするものでございます。そのため、これらの進捗状況についても、この地域公共交通会議を適

宜開催させていただくとともに、その下部組織であります幹事会につきましても、各種事業等の調整

や地域公共交通会議の開催に際して適宜開催して参りたいと考えております。続きまして、協議第30

号、平成24年度収支予算（案）についてご説明申し上げます。まず歳入の部ですが、先ほどご説明申

し上げました事業に絞りますので、負担金は会津若松市負担金 500,000円でございます。また、繰越

金として平成23年度の繰越金見込額 627,662円、 諸収入として預金利子等100円、歳入合計

1,127,662円を見込んでおります。次に歳出の部でございますが、会議費 20,000円、これは公共交通

会議及び幹事会の開催経費でございます。事務費 100,000円、これは資料作成に係る消耗品等購入費

や公共交通空白地域対策等に係る国や県との打合せのための旅費でございます。事業費 850,000円、

これは地域公共交通フォーラム開催事業に係る経費 540,000円並びに公共交通空白地域等対策事業と

してアドバイザーの先生の招聘に係る費用弁償とご指導を受けるための訪問旅費等の310,000円でご

ざいます。予備費は 157,662円で、歳出合計1,127,662円を見込んでおります。なお、項目間の流用は

会長に一任ということでお願いしたいと存じます。説明は以上でございます。

●議長（室井市長）

　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。

●議長（室井市長）

　特に質問等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29号、会津若松市地域公共交通会議　平成24年度事業計画（案）について」、及び、

「協議第30号、平成24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（室井市長）

　満場ご異議ないものと認めます。よって、協議第29号及び第30号につきましては原案のとおり決定

されました。以上で、予定していた議事はすべて終了いたしましたが、引き続き次第の５「その他」

に移らせていただきます。事務局から、その他の報告などはありますか。

●事務局長（目黒課長）

　事務局からは特にございません。

●議長（室井市長）　

　以上で「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。　

●事務局員

　それでは以上をもちまして、第14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。


