
（資　料）

　会津若松市地域公共交通会議議案に係る

　書面表決について

（添付書類内訳）

　１．報告第１８号　平成22年度事業報告について

　　　・平成22年度事業経過（平成23年 3月末現在）　

　２．承認第　１号　平成22年度収支決算について

　　　・平成22年度収支決算書　　　　　　　　　　　

　　　・監査結果報告書（写）　

　　　
（参考資料）

　　　　・平成22年度収支決算見込との変更点と事由

　　　　

会津若松市地域公共交通会議



報告第１８号

平成２２年度事業報告
期　日 摘　要 備　考

平成２２年

　４月　１日 会津若松市地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定 東北運輸局長

　４月　１日 地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の交付決定

以降、事業計画の変更について実施主体と協議・調整 事務局

　４月　１日 病院循環バス『ひまわりくん』実証実験運行の継続 会津乗合自動車㈱

　４月　１日 七日町経由北会津線（観光農業連携推進バス）運行開始 会津乗合自動車㈱

　４月　１日 まちなか循環バス『エコろん号』本格運行へ移行（本町商店街振興会） 第８回会議で合意

　４月２３日

　５月１１日

　６月　１日 地域公共交通活性化・再生総合事業の変更計画を決定、委員へ送付 事務局

　６月２１日 平成２１年度会計監査

　６月２２日 平成２１年度会計監査

　６月２４日

　７月　７日

　７月２９日 会津乗合自動車㈱

　８月２４日 東北運輸局

　８月２５日

　８月２６日 会津乗合自動車㈱

　９月１３日 （※）田園町町内会打ち合わせ 会津乗合自動車㈱

　９月１６日 配布と回収は町内会

１０月　３日 コミュニティバス絵画コンクール表彰式及びオリジナル停留所標識除幕式 会津若松市

１１月　８日 神明通り商店街振興会打ち合わせ（バスのっせ事業の拡充） 事務局

１１月１６日 会津乗合自動車㈱

１２月　１日 会津乗合自動車㈱

１２月１０日

１２月２２日 会津乗合自動車㈱

平成２３年

　２月１０日 田園町町内会打ち合わせ 会津乗合自動車㈱

　２月２４日 会津乗合自動車㈱

　３月　１日 病院循環バス『ひまわりくん』新車両購入 会津乗合自動車㈱

　３月　８日 会津若松商工会議所

　３月１０日 第１１回幹事会 地域公共交通会議

　３月２３日 第１０回地域公共交通会議　※震災により中止。書面表決対応。 地域公共交通会議

　３月２８日 河東地域コミュニティバス『みなづる号』パンフレット作成 会津若松市

　３月２８日 地域公共交通会議

（※）宇佐美アドバイザーを招聘

7,538千円

幹事会ＷＧ（第５回コミバス利用促進対策）

幹事会ＷＧ（第６回コミバス利用促進対策）

幹事会ＷＧ（第７回コミバス利用促進対策）

幹事会ＷＧ（第３回路線バス活性化対策）

まちなか周遊バス『あかべぇ』新車両での運行開始

平成22年度地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の検査

幹事会ＷＧ（第４回路線バス活性化対策）

（※）金川町新交通サービス導入協議会

金川町ニーズ把握調査（～9/30）

（※）金川町新交通サービス導入協議会

まちなか周遊バス『あかべぇ』通年運行へ移行

幹事会ＷＧ（第５回路線バス活性化対策）

（※）金川町新交通サービス導入協議会

金川町新交通サービス導入協議会

高齢者運転免許自主返納支援事業ＰＲチラシ作成及び配布

路線バス時刻表を発行、全世帯に配布（52,000部作成）



承認第１号

平成２２年度収支決算書
平成２３年３月３１日

歳入額　　　９，８０２，４７３円

歳出額　　　９，２８４，２１８円

差引残額　　　　５１８，２５５円

　【歳入の部】

款 項 目
予算額

（円）

決算額

（円）

比較

（円）
摘　要

１負担金 １負担金 １負担金 1,458,000 1,458,000 0
○会津若松市負担金

　　　1,458,000円

２補助金 １補助金 １補助金 25,941,000 7,538,000 △18,403,000

○活性化・再生総合事業

　費補助金

　　　7,538,000円　　

３繰越金 １繰越金 １繰越金 369,000 405,274 36,274
○平成21年度繰越金

　　　  405,274円

４諸収入 １諸収入 １雑　入 1,000 401,199 400,041

○会津乗合自動車㈱協力

　金　　400,000円

○預金利子・返還金等

　　　　　1,199円 

歳入総額 27,769,000 9,802,473 △17,966,527

【歳出の部】

款 項 目
予算額

（円）

決算額

（円）

計

（円）
摘　要

１ 事務費
１ 会議費 １ 会議費 20,000 1,170 △ 18,830 会議お茶代

２ 事務費 １ 事務費 20,000 1,575 △ 18,425 振込手数料

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 27,699,000 9,281,473 △18,417,527

○会津乗合㈱事業費補助

　　6,928,000円

○商工会議所事業費補助

　  　100,000円

○会津若松市事業費

　　　629,179円

○交通会議事業費

　　1,624,294円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 30,000 0 △ 30,000

歳出総額 27,769,000 9,284,218 △18,484,782





参考資料（承認第１号関連）

　　　

　　　　　　　　平成２２年度収支決算見込との金額の変更点及び事由

　【歳入の部】

　

（款） （項） （目） 収支決算見

込書の金額

（円）

収支決算書

の金額

（円）

差額

（円）
変更事由

４諸収入 １諸収入 １雑　入 401,041 401,199 ▲158 利息収入

　

　【歳出の部】　　

（款） （項） （目） 収支決算見

込書の金額

（円）

収支決算書

の金額

（円）

差額

（円）
変更事由

１事務費

１会議費 １会議費 10,000 1,170 ▲8,830
第１０回公共交通会議の書面

表決化に伴う会議費の減少

２事務費 １事務費 10,000 1,575 ▲8,425
第１０回公共交通会議の書面

表決化に伴う事務費の減少

２事業費 １事業費 １事業費 9,463,790 9,281,473 ▲182,317

収支決算見込日（3/10）時点

の実施事業の完了に伴う事業

費確定

①会津若松市実施事業

　見込額618,000円

⇒確定額629,179円

（内訳）

　・停留所設置経費

　・ベンチ設置経費

　・絵画コンクール経費

　・リーフレット作成

　・ペーパークラフト作成

②会津若松市地域公共交通会

　議事業

　見込額1,817,790円

⇒確定額1,624,294円

※内訳

　・時刻表（マップ）作成


