
第１６回会津若松市地域公共交通会議

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成 25 年3月 19 日（火）午前 10 時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：会津若松地方広域市町村圏整備組合 4階講堂　

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

　　別紙出席者名簿のとおり

４　議　　事

（１）報告第２２号　平成２４年度事業経過報告について

（２）報告第２３号　平成２４年度収支決算見込みについて

（３）協議第３１号　平成２５年度事業計画（案）について

（４）協議第３２号　平成２５年度収支予算（案）について

５　その他

６　閉　　会



報告第２２号

平成２４年度事業経過報告

実施時期 事　業　等 概　　要

平成24年４月１日

　　　 ～７月19日

金川町・田園町コミュニティバス

実証実験運行の継続

事業主体：会津乗合自動車株式会社

運行協力：金川町・田園町コミュニティバス運行 

　　　　　支援委員会

平成24年６月５日 東北運輸局福島運輸支局への照会 内　容：○会津若松市における過疎地有償運送制

　　　　　度の導入可能性

平成24年６月25日 第17回幹事会 内　容：○第15回地域公共交通会議提出案件に係

　　　　　る協議

平成24年７月２日 第15回地域公共交通会議 内　容：○平成23年度事業報告について（報告）

　　　　○平成23度収支決算について（承認）

　　　　○金川町・田園町コミュニティバス実証

　　　　　実験運行の中間報告について

　　　　○路線バス統廃合後の状況について

平成24年７月24日 東北運輸局福島運輸支局への照会 内　容：○金川町・田園町コミュニティバスへの

　　　　　地域公共交通確保維持事業の活用可能

　　　　　性

平成24年８月７日

～８日

地域公共交通アドバイザーの招聘 助言者：岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏

内　容：○金川町・田園町コミュニティバス実証

　　　　　実験終了後の検証作業への指導・助言

平成24年 10月 12日 公共交通研修会への参加 内　容：路線バス事業の改善、地域連携による路

　　　　線維持方策等について（主催：地域科学 

　　　　研究会、講師：国土交通省関東運輸局地 

　　　　域公共交通マイスター・谷島賢氏）

参加者：２名

平成24年 11月 29日

～30日

地域公共交通アドバイザーの招聘 助言者：岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏

内　容：○金川町・田園町コミュニティバス実証

　　　　　実験終了に係るバス利用者へのヒアリ

　　　　　ング同行・助言

　　　　○アンケート設計への指導・助言

平成25年 1月 12日

～28日

金川町・田園町コミュニテイバス

に関するアンケート調査の実施

内　容：○実証実験運行後の検証作業として金川

　　　　　町・田園町の65歳以上の住民を対象と

　　　　　したアンケート調査を実施

実施協力：金川町・田園町コミュニティバス運行

　　　　　支援委員会



報告第２２号

実施時期 事　業　等 概　　要

平成25年 1月 29日 平成24年度地域公共交通フォー

ラム

（場所：會津稽古堂 ）

事業主体：市地域公共交通会議

内　容：○報告「地域公共交通の取組と課題」

　　　　○講演「地域・交通事業者・行政の協働

　　　　　による地域公共交通システムの構築・

　　　　　運営」

　　　　　講 師：日立市都市建設部公共交通政策 

　　　　　　　　 課係長、国土交通省関東運輸局 

　　　　　　　　 地域公共交通マイスター　

                 高橋正朗氏

　　　　　助言者：岩手県立大学助教　宇佐美誠 

　　　　　　　　　史氏

参加者：65名

平成25年 2月 19日

～

過疎地有償運送に係るアンケート

調査の共同実施

内　容：○過疎地有償運送に係る地域住民の利用

　　　　　意向等の把握調査

　　　　　　　　

平成25年３月８日 地域公共交通アドバイザーの招聘 助言者：岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏

内　容：○金川町・田園町コミュニティバスに関

　　　　　するアンケート分析等への指導・助言

平成25年３月13日 第18回幹事会 第16回地域公共交通会議提出案件に係る協議

平成25年３月19日 第16回地域公共交通会議 内　容：○平成24年度事業経過報告について（報

　　　　　告）

　　　　○平成24年度収支決算見込について（報

　　　　　告）

　　　　○平成25年度事業計画（案）について　 

　　　　　（協議）

　　　　○平成25年度収支予算（案）について

　　　　　（協議）

※参考：委員による自主事業

実施時期 事　業　等 概　　要

平成24年８月31日 コミュニティバス利用促進事業

の実施

事業主体：会津若松市（河東支所・北会津支所）

内　容：○両地域小学生向けの絵画コンクールの

　　　　　実施

　　　　○上記優秀作品をオリジナルバス停へ掲

　　　　　載（既設６基）

平成24年８月31日 高齢者運転免許自主返納支援事業

の実施

事業主体：会津若松商工会議所

作成部数：250部（登録加盟店表示ステッカー）

平成25年３月31日

（予定）

路線バス時刻表の作成 事業主体：会津乗合自動車株式会社

作成部数：20,000部



報告第２３号

　　　　　　平成２４年度収支決算見込み（平成２５年３月１８日現在）

　　　　　　　　　　　　歳入見込み額　　　１，０５６，６５３円

　　　　　　　　　　　　歳出見込み額　　　　　３８１，５４１円

 　　 　　 　　      差 引残 額         　 ６７５，１１２円

　【歳入の部】

款 項 目
予算額

（円）

決算見込額

（円）

比較

（円）
摘　要

１負担金 １負担金 １負担金 500,000 500,000 0
○会津若松市負担金

　　　　　　　　500,000円

３繰越金 １繰越金 １繰越金 627,662 556,477 ▲71,185
○平成23年度繰越金

　　　　　　　  556,477円

４諸収入 １諸収入 １雑　入 100 176 76
○預金利子

　　　　　　　 　　176円 

歳入総額 1,127,762 1,056,653 ▲71,109

【歳出の部】

款 項 目
予算額

（円）

決算見込額

（円）

比較

（円）
摘　要

１ 事務費

１ 会議費 １ 会議費 20,000 4,400 ▲15,600
○本会議及び幹事会経費
 
　　　　　 　　　4,400円

２ 事務費 １ 事務費 100,000 53,555 ▲46,445

○事務消耗品・通信費等

　　　　　　　 　　315円

○国打合せ等旅費

　　　　　 　 　 2,600円

○公共交通研修会参加旅費等

　　　　　　　　50,640円

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 850,000 323,586 ▲526,414

○地域公共交通フォーラム　

　開催事業費 　 98,185円

○公共交通空白地域等対策

　事業費   　　225,401円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 157,762 0 ▲157,762

歳出総額 1,127,762 381,541 ▲746,221



協議第31号

平成２５年度事業計画（案）について

　会津若松市地域公共交通会議の平成 25年度事業計画（案）について、下記のとおり提
案します。

　平成 25年度については、各事業の実施主体との調整を図りつつ、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た「地域公共交通フォーラム」の開催、

バス問題の専門家の助言・指導による公共交通空白・不便地域の解消に向けた調査研究等

に引き続き取り組むとともに、これまでの取り組みを発展させ、地域公共交通利用促進活

動への支援を行うものです。

平成２５年度事業計画（案）

１．実施事業

事　業　名 事　業　概　要

地域公共交通フォーラム開催事業 　路線バスの活性化に向け、市の取組報告及び講演を

基本に、市民、事業者、行政の連携・協働により、課

題を共有し、今後の課題解決に向けた方向性を共に考

えるための機会とする。

公共交通空白地域等対策事業 　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　宇佐美誠史氏を招き、公共交通空

白・不便地域の解消に向けた対応策のための調査研究

を行う。

地域公共交通利用促進活動支援事業 　地域公共交通利用促進に自主的に取り組む団体等を

対象に、その活動経費への助成を行い、路線バス活性

化、公共交通機関の利用促進を図る。

　

２．会議等

　⑴　地域公共交通会議

　　　必要に応じて適宜開催する。

　⑵　幹事会

　　　各種事業等の調整及び地域公共交通会議の開催に際して適宜開催する。

　　



地域公共交通利用促進活動支援事業について（案）

１　目的

　　自ら主体的に地域公共交通の利用促進活動に取り組む団体等への支援を通じ路線バスの活性 

　化を促進する。

２　助成対象団体等

　⑴　町内会その他地域的な共同活動を行っている団体

　⑵　交通事業者

３　助成対象事業

　⑴　会津若松市内の路線バス等の活性化を目的とし、かつ、利用促進に具体的な成果が期待で

　　きる事業

　⑵　事業の対象が特定の個人や団体に限られていない事業　

　⑶　交付決定があった日の属する年度内に実施する事業

※　助成対象外事業

　⑴　国、都道府県、市町村又は民間を含めた各種助成財団等の補助金、助成金等の交付を受け、

　　又はそれぞれの交付対象とされている事業

　⑵　一の事業の部分的な業務又は当該事業の実施のみでは十分な効果が期待できない事業

　⑶　事業目的に照らし適当と認められない事業

４　助成対象経費

　⑴　広報費

　⑵　イベント経費 

　⑶　その他利用促進活動を行うために必要と認められる経費

　★　ただし、入場料、広告料、協賛金その他これに類する収入がある場合は、その金額を助成 

　　対象経費から差し引く

※　助成対象外経費

　⑴　団体の運営に係る経費　　

　⑵　事業実施内容と照らし合わせ、適当と認められない経費　　

　

５　助成金交付額

交付率 交付限度額

町内会など地域団体 助成対象経費の全額 100,000円

交通事業者 ２分の１ 100,000円



協議第32号

平成２５年度収支予算（案）について

　会津若松市地域公共交通会議財務規程第２条第２項の規定に基づき、会津若松市地域
公共交通会議の平成25年度収支予算（案）について、下記のとおり提案します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

平成２５年度収支予算（案）

歳入総額　９７５，２１２円

歳出総額　９７５，２１２円

【歳入の部】

款 項 目 金 額（円） 摘　要

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 ３００，０００ ○会津若松市負担金　300,000円

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 ６７５，１１２ ○平成２４年度繰越金（見込）

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑　入 １００ ○預金利子等

歳入総額 ９７５，２１２

【歳出の部】

款 項 目 金 額（円） 摘　要

１ 事務費

１ 会議費 １ 会議費 ２０，０００ ○本会議及び幹事会経費　　　　　20,000円 

２ 事務費 １ 事務費 １００，０００
○事務消耗品・通信費等　　　　　50,000円
○国・県打合せ旅費　　　　　　　50,000円

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 ８００，０００

○地域公共交通フォーラム開催事業費
　　　　 　　　　　　　　　　　200,000円
○公共交通空白地域等対策事業費
　　　　　　　　　　　　　　　　200,000円 

○地域公共交通利用促進活動支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　400,000円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 ５５，２１２

歳出総額 ９７５，２１２

〔附帯事項〕
　　項目間の流用は、会長に一任するものとする。



過疎地有償運送制度について

1. 法的根拠

　　（道路運送法第78条）

　　 　 旅客自動車運送事業によることが困難な場合に限り自家用有償運送を認める。

　　　　自家用自動車は、以下の場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

　　　   　　①　災害のため緊急を要する場合

　　　   　　②　市町村、ＮＰＯ等が市町村の住民等一定の旅客の運送を行うとき（登

　　　　　　　　録制）

　　　　　　　　　・　市町村運営有償旅客運送

　　　　　　　　　・　過疎地有償運送

　　　　　　　　　・　福祉有償運送

　　　　   　③　公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域又は期間

　　　　　　　　を限定して運送を行うとき（許可制）

2. 条件

　　　過疎地有償運送を始めるには、道路運送法で定められた条件が必要で、これらの条

　　件を満たし、かつ地域の関係者間で過疎地有償運送の必要性や対価等ついて合意を整

　　えた上で国土交通省に申請し、許可を得なければならない。

項　目 主　な　条　件

運送主体 ①特定非営利活動法人、②一般社団法人・一般財団法人、③農協、④生協、

⑤医療法人、⑥社会福祉法人、⑦商工会議所・商工会、⑧認可地縁団体

運送対象 ①過疎地域の住民、②地域内の官公庁、病院等を利用する者、③その他地域

内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者で、会員名簿に登録

された者

※観光客の利用は不可

運送区域 過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域その他これに類する地域で、

バスやタクシーといった公共交通機関がない地域

使用車両 ①乗車定員11人以上の自動車、②乗車定員11人未満の自動車、③軽自動車

運転手 ①第二種運転免許取得者、②国土交通大臣が認定する講習を修了している者、

国土交通大臣が認める要件を備えている者

運送の対価 燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内

参考資料
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