
第１7回会津若松市地域公共交通会議

　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成25年 4月 26日(金)午前10時 30分

　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：会津稽古堂 3階研修室3　

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２４号　平成２４年度事業報告について

（２）承認第　３号　平成２４年度収支決算について

（３）協議第３３号　乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について

（４）そ 　の 　他

５　その他

６　閉　　会



会津若松市地域公共交通会議 委員・出席者名簿

（任期：平成24年 1月 21日～平成26年 1月 20日）

委　　　　員
出席者

No 区分 団体・機関等 所属団体役職 氏　　名 備考

1
一般乗合旅客自動車運送事

業者の代表

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 杉原 広晴

2
一般乗合旅客自動車運送事

業者の代表
会津交通株式会社

取締役貸切観

光部長
白井 和英 白井 和英

3
一般乗合旅客自動車運送事

業者の代表

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 鈴木 哲雄

4
一般旅客自動車運送事業者

の組織する団体の代表

社団法人福島県バ

ス協会
専務理事 千代谷俊行 欠席

5
一般旅客自動車運送事業者

の組織する団体の代表

社団法人福島県タ

クシー協会

会津支部支部

長
福田  正 福田  正

6 住民（又は利用者）の代表 会津若松市区長会 会長 羽染 健一 副会長
代理

小林 正一

7 住民（又は利用者）の代表
会津若松市老人ク

ラブ連合会
副会長 星　成市 監事 星　成市

8 住民（又は利用者）の代表 企画室ＭＥ 代表 田澤 演子 田澤 演子

9
国土交通省東北運輸局福島

運輸支局長が指名する者

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 兼平 悟

10
国土交通省東北運輸局福島

運輸支局長が指名する者

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
斎藤 幸一 斎藤 幸一

11
旅客自動車運送事業者の事
業用自動車の運転者が組織
する団体の代表

会津乗合自動車労

働組合
書記長 津田 弘幸 津田 弘幸

12
福島県会津地方振興局長が

指名する者

福島県会津地方振

興局

県民環境部主
幹兼副部長兼
県民生活課長

山口 聖一
代理

久保 一幸

13
福島県会津若松建設事務所

長が指名する者

福島県会津若松建

設事務所

企画管理部

企画調査課長
矢澤 敏幸

代理

鈴木美沙子

14
福島県会津若松警察署長が

指名する者

福島県会津若松警

察署
交通第一課長 武藤 仁志 武藤 仁志

15
会津若松商工会議所会頭が

指名する者

会津若松商工会議

所
事務局長 渡部 耕三 監事 欠席

16 会津若松市長 会津若松市 市　長 室井 照平 会長 室井 照平

17 会津若松市企画政策部長 会津若松市 企画政策部長 寺内 秀也 副会長 寺内 秀也



会津若松市地域公共交通会議
報告第２４号

平成２４年度事業報告

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



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

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

場　所：會津稽古堂

参加者：65名

平成25年 2月 19日

～３月11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29日 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



承認第３号

平成２４年度収支決算

　　　　　　　　　　　　歳入決算額　　　１，０５６，６５３円

　　　　　　　　　　　　歳出決算額　　　　　３８１，５４１円

 　　 　　 　　      差 引残 額        　 ６７５，１１２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 500,000 500,000 0
○会津若松市負担金

　　　　　　　500,000円

２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

３諸収入 １諸収入 １雑　入 100 176 76
○預金利子

　　　　　　　　　176円

歳入合計額 1,127,762 1,056,653 ▲71,109

【歳出の部】

款 項 目
予算額

（円）

決算額

（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

歳出合計額 1,127,762 381,541 ▲746,221





協議第３３号

乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について

　会津乗合自動車株式会社からの乗合バス路線の廃止の申出に対する協議ついて、下

記のとおり提案する。

記

１．申出者

　　会津乗合自動車株式会社　代表取締役社長　福田　正

２．申出内容

（１）廃止しようとする路線

路線名 起点 主な経由地 終点 キロ程 運行回数 平均乗車密度

北会津支所線 若松駅前 七日町

蟹川

北会津支所 7.8/7.9 1/1 0.1

◎路線免許については別添路線図①～②間1.8km、③～④間1.4kmが廃止

（２）廃止の予定日

　　　平成２５年６月１日

（３）廃止を必要とする理由

　当該路線は利用の低調により、自主運行路線バスとしての維持が困難となって

きた。そこで申出者においては、利用状況調査を行いながら、関係自治体である

会津若松市と当該路線の廃止について協議を重ねるとともに、地区への事前説

明・周知等も行い、さらに協議・検討を加えた結果、利用者の増える見込みがな

く、また、沿線住民の理解により廃止による利便性阻害もないと判断し当該申出

に至った。

３．申出に対する会津若松市地域公共交通会議としての判断（案）

　申出者と会津若松市では、申出者から廃止計画の連絡があった平成２４年１２月以

降、運行以来実施している利用者数調査に加えて、各バス停留所の乗降者数調査を行

うとともに、３月には、廃止計画のあるバス停が存する町内会に対して、利用者数

データ及び廃止計画案に係る事前説明・周知を行い、これと併せて利用者の質問・意

見表明の機会提供を行ったところである。

　この間、バス停の廃止計画のある地区の利用者や住民からは何らの異論も寄せられ

ておらず、また、一便当たり0.5人足らずとの低調な利用水準も変動しなかったこと

から、当該路線については申出内容のとおり廃止することはやむを得ないものと承認

する。





写



写
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資料

北会津支所線の利用者数の推移　

１　運行開始から現在までの３年間の利用状況　

運行日数 運行便数 利用者数

 【合　計】

利用者数

【１便当たり】

平成22年度 357日 5往復（10便） 1,632人 0.46人

平成23年度 247日   2往復（ 4便） 367人 0.37人

平成24年度

（3/31まで）

245日   1往復（ 2便） 192人 0.39人

２　平成24年度の利用状況

運行日数  運行便数
利用者数

【合計】

　　利用者数

【１便当たり】

4.04月 20日 １往復（  ２便） 24人 0.60人

4.05月 21日 〃 15人 0.36人

4.06月 21日 〃 7人 0.17人

4.07月 21日 〃 8人 0.19人

4.08月 23日 〃 21人 0.46人

4.09月 19日 〃   12人※ 0.32人

.　10月 22日 〃 17人 0.39人

2.11月 21日 〃 20人 0.48人

　12月 19日 〃 　　 21人 0.55人

25. 1月 19日 〃   　 16人 0.42人

    2月 19日 〃 　　 15人 0.39人

25. 3月 20日 〃  　　16人 0.40人

　　※学校行事による団体利用（13日 30人、18日 50人）を除く

３　廃止を計画しているバス停の利用者数

　　　調査期間：平成24年 12月 13日～平成25年３月31日（運行日数：69日間）

　バス停の名称 利用者数（総数） 利用者数（１便当たり）

乗車数 下車数 乗車数 下車数

　北会津中学校 ０人 ０人 ０人 ０人

　中荒井 ９人 ０人 0.13人 ０人

　二日町入口 ０人 ０人 ０人 ０人

　蟹川 ２人 ０人 0.02人 ０人

　小見別 ０人 ０人 ０人 ０人

　天満 １人 ０人 0.01人 ０人

　三ツ谷入口 １人 ０人 0.01人 ０人


