
第１８回会津若松市地域公共交通会議

　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年 2月 13日(木)午後1時30分

　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：會津稽古堂 3階研修室1　

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）副会長の指名

（２）協議第３４号　会津若松市地域公共交通会議監事の選任について

（３）協議第３５号　病院循環バス『ひまわりくん』の運賃改定について

（４）協議第３６号　まちなか循環バス『エコろん号』の運賃改定について

（５）協議第３７号　河東地域コミュニティバス『みなづる号』の運賃改定について

（６）報告第２５号　平成２５年度事業経過報告について

（７）報告第２６号　平成２５年度収支決算見込みについて

（８）協議第３８号　平成２６年度事業計画(案)について

（９）協議第３９号　平成２６年度収支予算(案)について

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26年 1月 21日～平成28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

ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ事業部
輸送管理課長

杉原 広晴 杉原 広晴

2
一般貸切旅客自動車運送事
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
一般乗用旅客自動車運送事
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 欠席

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
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 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 欠席

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 欠席

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 欠席

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 矢澤 敏幸

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
代理
野田 彰広

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 欠席

16 会津若松市長 会津若松市 市　長 室井 照平 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 寺内 秀也

※会議成立のための定足数９名

＜事務局＞　会津若松市企画政策部地域づくり課 課長 目黒只法、主幹 井島慎一、主査 柏木康豪

＜関係者＞　会津乗合自動車株式会社ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ事業部輸送管理課　課長補佐 小澤睦

　　　　　　合資会社広田タクシー営業部　営業係長 佐藤廣幸

　　　　　　会津若松市企画政策部河東支所まちづくり推進課　課長 上野栄一



協議第３４号

会津若松市地域公共交通会議監事の選任について

会津若松市地域公共交通会議設置要綱第１１条第１項及び同条第２項の規定に基づき、

監事２名を選出しようとするものである。　



協議第３５号

病院循環バス『ひまわりくん』の運賃改定について

　病院循環バス『ひまわりくん』の運賃改定について、平成２２年１月２７日第８回

会津若松市地域公共交通会議における協議経過をふまえ、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）運賃の改定

　　大人２１０円、小人１１０円（均一制）※改定前：大人２００円、小人１００円

（２）運賃改定の実施予定日

　　平成２６年４月１日

（３）運賃を改定する理由

　公共交通事業における平成２６年４月１日から実施される消費税率引き上げにつ

いては、国土交通省より、運賃・料金へ円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負

担することを基本とする考えが示されている。

　会津乗合自動車株式会社では、国の考えを踏まえるとともに、路線間の整合性を

考慮し、全ての路線において、消費税率引き上げに伴う税負担増加分を運賃へ転嫁

するものであり、自主運行路線バスとして運行する病院循環バス『ひまわりくん』

についても、他路線の運賃引き上げと同様に改定を行うものである。

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）

　今般の運賃改定は、消費税率引き上げに伴うものであり、消費税が消費一般に負担

を求める間接税として、利用者が公平に負担することが基本であることを考慮すると

ともに、他路線の運賃の引き上げ額とも整合が図られていることから、当該路線の運

賃改定については適当であり、申出内容のとおり承認する。

5



協議第３６号

まちなか循環バス『エコろん号』の運賃改定について

　まちなか循環バス『エコろん号』の運賃改定について、平成２２年１月２７日第８

回会津若松市地域公共交通会議における協議経過をふまえ、下記のとおり提案する。

記

１．申出者

　　合資会社広田タクシー　代表社員　遠藤 太助

２．申出内容

（１）運賃の改定

　　大人２１０円、小人１１０円（均一制）※改定前：大人２００円、小人１００円

　　１日券：大人５００円、小人２５０円　※変更なし

（２）運賃改定の実施予定日

　　平成２６年４月１日

（３）運賃を改定する理由

　公共交通事業における平成２６年４月１日から実施される消費税率引き上げにつ

いては、国土交通省より、運賃・料金へ円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負

担することを基本とする考えが示されている。

　合資会社広田タクシーでは、国の考えを踏まえるとともに、他社路線バスとの整

合性を考慮し、自主運行路線バスとして運行する まちなか循環バス『エコろん

号』について、消費税率引き上げに伴う税負担増加分を運賃へ転嫁するものである。

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）

　今般の運賃改定は、消費税率引き上げに伴うものであり、消費税が消費一般に負担

を求める間接税として、利用者が公平に負担することが基本であることを考慮すると

ともに、他路線の運賃の引き上げ額とも整合が図られていることから、当該路線の運

賃改定については適当であり、申出内容のとおり承認する。

5



協議第３７号

河東地域コミュニティバス『みなづる号』の運賃改定について

　河東地域コミュニティバス『みなづる号』の運賃改定について、平成２０年１月

２１日第１回会津若松市地域公共交通会議における協議経過をふまえ、下記のとおり

提案する。

記

１．申出者

　　会津若松市長　室井　照平

２．申出内容

（１）運賃の改定

　　会津乗合自動車株式会社が認可を受ける対キロ区間制基準賃率に準じ、

　初乗り１７０円、最高運賃４５０円の範囲で設定

　※改定前：初乗り１７０円、最高運賃４４０円の範囲で設定

（２）運賃改定の実施予定日

　　平成２６年４月１日

（３）運賃を改定する理由

　公共交通事業における平成２６年４月１日から実施される消費税率引き上げにつ

いては、国土交通省より、運賃・料金へ円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平に負

担することを基本とする考えが示されている。

　河東地域コミュニティバス『みなづる号』の運賃については、運行を委託する会

津乗合自動車株式会社が認可を受ける対キロ区間制基準賃率に準じて算出されるこ

とから、同社の消費税率引き上げに伴う税負担増加分の運賃引き上げと同様に改定

を行うものである。

　

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）

　今般の運賃改定は、消費税率引き上げに伴うものであり、消費税が消費一般に負担

を求める間接税として、利用者が公平に負担することが基本であることを考慮すると

ともに、他路線の運賃の引き上げ額とも整合が図られていることから、当該路線の運

賃改定については適当であり、申出内容のとおり承認する。

5



報告第２５号

平成２５年度事業経過報告

実施時期 事　業　等 概　　要

平成25年
　４月16日

第8回金川町・田園町コミュニ
ティバス運行支援委員会への出
席

＜内　容＞
○金川町・田園町コミュニテイバスに関するアン
ケート調査の報告及び運行支援委員との意見交換

平成25年
　４月19日

第19回幹事会 ＜内　容＞
○第17回地域公共交通会議提出案件に係る協議

平成25年
　４月26日

第17回地域公共交通会議 ＜内　容＞
○乗合バス路線の廃止の申出に対する協議について
（協議）

○平成24年度事業報告について（報告）
○平成24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
結果について（その他）

平成25年
　７月１日

地域公共交通利用促進活動助成
金交付要綱の制定

平成25年
　７月23日

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結果
の地区への報告

＜内　容＞
○金川町・田園町コミュニテイバスに関するアン
ケート調査の結果について、金川町・田園町地区
住民に対し、組回覧により報告

平成25年
　８月８日

地域公共交通アドバイザーの招
聘、派遣

＜内　容＞
○金川町・田園町の地区住民を対象とした、コミュ
ニテイバス講演会に地域公共交通アドバイザーを
招聘、派遣し、講演会を開催

＜講　師＞岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏
（地域公共交通アドバイザー）

＜参加者＞26名

平成25年
　８月23日
　　 ～

平成26年
　１月31日

地域公共交通利用促進活動支援
事業

＜助成対象者＞会津乗合自動車株式会社
＜内　容＞
○路線バスの乗り方案内チラシを作成、バス営業所、
公共施設、主要商店街などに配布

○乗り方を周知することにより、乗車への抵抗感を
減らし、利用促進を図る

＜作成部数＞5,000部　　　

平成25年
　８月29日

金川町・田園町コミュニティバ
スに関する意見交換会への出席

＜内　容＞
○運行支援委員や実証実験における実際のバス利用
者と今後のコミュニティバスの利用希望意向等に
ついて意見交換を実施

平成25年
　９月25日

金川町・田園町コミュニティバ
スに関する意見交換会への出席

＜内　容＞
○運行支援委員や実証実験における実際のバス利用
者と今後のコミュニティバスの利用希望意向等に
ついて意見交換を実施

○今後の運行を見定めていくための取り組みとして、
利用希望者を拡大していくための取り組みについ
て協議

平成25年
　11月 24日

公共交通研修会への参加 ＜内　容＞
○「くらしの足をみんなで考える全国フォーラム
2013」への参加（主催：くらしの足をみんなで考
える全国フォーラム実行委員会)

○基調講演（福島大学経済経営学類 吉田樹准教
授）、テーマ別セッション等

＜参加者＞事務局員２名



報告第２６号

平成２５年度収支決算見込み（平成26年 2月 13日現在）

　　　　　　　　　　　　歳入決算見込み額　９７５，２８７円

　　　　　　　　　　　　歳出決算見込み額　４３４，３７５円

　　　　　　　　　　　　　差引残見込み額　５４０，９１２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 300,000 300,000 0
○会津若松市負担金

　　　　　　　　300,000円

２繰越金 １繰越金 １繰越金 675,112 675,112 0
○平成24年度繰越金

　　　　　　　  675,112円

３諸収入 １諸収入 １雑　入 100 175 75 ○預金利子
　　　　　　　 　　 175円

歳入合計額 975,212 975,287 75

【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 2,000 ▲18,000 ○本会議及び幹事会経費
 　　　　　 　　　2,000円

２ 事務費 １ 事務費 100,000 67,280 ▲32,720

○事務消耗品・通信費等
　 　　　 　　  17,400円

○国打合せ等旅費
　　　 　 　     2,600円

○公共交通研修会参加旅費等
　　　　　　　　47,280円

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 800,000 365,095 ▲434,905

○地域公共交通フォーラム　
　開催事業費 　126,080円

○公共交通空白地域等対策
　事業費   　　204,950円

○地域公共交通利用促進活動
　支援事業費 　34,065円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 55,212 0 ▲55,212

歳出合計額 975,212 434,375 ▲540,837



協議第３８号

平成２６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26年度事業計画（案）について、下記のとおり提

案する。

　平成26年度については、会津若松市地域公共交通総合連携計画における各事業の実施

主体との調整、連携を図りつつ、地域公共交通会議の主体的な事業として、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、公共交通空白地域への対応

にかかる調査研究、地域公共交通利用促進活動支援事業に引き続き取り組むとともに、本

市の公共交通ネットワークのあり方について研究を行うものである。

記

平成２６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

交通空白地域への対応にかかる調査研究を行う。

地域公共交通利用促進活動支援事業 　地域公共交通の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

線バスの活性化、公共交通機関の利用促進を図る。

地域公共交通ネットワーク研究事業 　福島大学経済経営学類准教授 吉田樹氏を招きな

がら、意見交換を通じて本市の公共交通ネット

ワークのあり方について研究を行う。

　

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。

　　



協議第３９号

平成２６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２６年度収支予算（案）について、下記のとおり提案する。

記

平成２６年度収支予算（案）

歳入総額　８４１，０１２円

歳出総額　８４１，０１２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

２繰越金 １繰越金 １繰越金 540,912 ○平成25年度繰越金 540,912円

３諸収入 １諸収入 １雑　入 100 ○預金利子  100円

歳入合計額 841,012

【歳出の部】

款 項 目 金額（円 摘　要

１ 事務費

１ 会議費 １ 会議費 10,000 ○本会議及び幹事会経費　　 10,000円

２ 事務費 １ 事務費 60,000
○事務消耗品・通信費等 10,000円

○国打合せ、研修等旅費 50,000円

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 730,000

○地域公共交通フォーラム
　開催事業費 

130,000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
　支援事業費 　

200,000円

○地域公共交通ネットワーク
　研究事業費 

200,000円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 41,012

歳出合計額 841,012

〔附帯事項〕予算の流用は、会長に一任するものとする。



会津若松市地域公共交通会議 委員名簿

（任期：平成26年 1月 21日～平成28年 1月 20日）

委　　　　員 (参考)
前任期における公

共交通会議の役職No 区分 団体・機関等 所属団体役職 氏　　名

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

ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ事業部

輸送管理課長
杉原 広晴

2
一般貸切旅客自動車運送事

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

3
一般乗用旅客自動車運送事

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

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

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

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

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

8 住民（又は利用者）の代表 企画室ＭＥ 代表 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

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

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

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

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

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

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

16 会津若松市長 会津若松市 市　長 室井 照平 会長

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
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会津若松市地域公共交通会議設置要綱

(平成21年２月23日決裁）

（平成24年２月 １日決裁）

（目的）

第１条　この要綱は、会津若松市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）の設置

及び運営に関し必要な事項を定めることにより、道路運送法（昭和26年法律第183

号）及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下

「活性化・再生法」という。）の規定に基づき、地域における需要に応じた旅客輸送の

確保と利便性の向上を図り、もって地域の実情に即した住民への輸送サービスを提供す

ることを目的とする。

（交通会議の事務所）

第２条　交通会議の事務所は、会津若松市役所内に置く。

（協議事項）

第３条　交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

　⑴　活性化・再生法第５条第１項の規定に基づく、地域公共交通総合連携計画（以下

「連携計画」という。）の策定及び変更に関する事項

　⑵　連携計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

　⑶　地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

　⑷　市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

　⑸　前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項

（委員）

第４条　交通会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者をもって構成する。

　⑴　一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

　⑵　一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表

　⑶　一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表

　⑷　住民（又は利用者）の代表

　⑸　国土交通省東北運輸局福島運輸支局長が指名する者

　⑹　国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所長が指名する者

　⑺　一般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

　⑻　福島県会津地方振興局長が指名する者

　⑼　福島県会津若松建設事務所長が指名する者

　⑽　福島県会津若松警察署長が指名する者

　⑾　会津若松商工会議所会頭が指名する者

　⑿　会津若松市長

　⒀　会津若松市企画政策部長

　⒁　その他交通会議の運営に関し必要と認められる者

２　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

３　補欠による委員の任期は、前任者の在任期間とする。

４　第１項第１号から第11号までに掲げる委員については、交通会議に代理人を出席さ

せることができる。

（会長及び副会長）

第５条　交通会議に会長及び副会長２名を置く。

２　会長は、前条第1項第12号に規定する委員をもって充てる。

３　会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

４　副会長は、委員の中から会長が指名する。

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。
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（交通会議の運営）

第６条　交通会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

２　交通会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

３　交通会議の議事は、出席委員（代理人を含む。）の３分の２以上の同意により決す

る。

４　交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円

滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

５　交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

（協議結果の取扱い）

第７条　交通会議において協議が調った事項について、交通会議の委員はその結果を尊重

し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

（交通会議の幹事会）

第８条　交通会議は、第３条に掲げる協議を円滑に行うため、必要に応じて幹事会を置く

ことができる。

２　幹事会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（交通会議の事務局）

第９条　交通会議の業務を処理するため、事務局を会津若松市企画政策部地域づくり課に

置く。

２　事務局の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（交通会議の経費）

第１０条　交通会議の運営に要する経費は、会津若松市からの負担金その他の収入をもっ

て充てる。

（交通会議の監査）

第１１条　交通会議に監事２名を置く。

２　交通会議の出納の監査は、構成員の互選により選任された監事によって行う。

３　監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

（交通会議の財務）

第１２条　交通会議の予算の編成、現金の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が

別に定める。

（交通会議が廃止された場合の措置）

第１３条　交通会議が廃止された場合においては、交通会議の収支は、廃止の日をもって

打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

（補則）

第１４条　この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が

交通会議に諮り定める。

　　附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成21年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（委員の任期の特例）

２　第４条第２項の規定にかかわらず、施行日以降に初めて選任された第４条第１項第６

号及

　び第９号に掲げる委員の任期は、平成22年１月20日までとする。

3　この要綱は、平成24年２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
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　会津若松市地域公共交通会議地域公共交通利用促進活動助成金交付要綱

（趣旨）

第１条　会津若松市地域公共交通会議は、路線バス等の活性化を促進するため、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に対して、予算の範囲内において助成金を交付す

　るものとし、その交付等に関しては、会津若松市補助金等の交付等に関する規則（平成４年会

　津若松市規則第１号）を準用するほか、この要綱の定めるところによる。

（助成対象団体等）

第２条　助成金の交付対象となる団体等（以下「助成対象団体等」という。）は、自主的、主体

　的に地域の路線バス等の利用促進活動に取り組む者であって、次の各号のいずれかに該当する

　ものとする。

　⑴　町内会その他地域的な共同活動を行っている団体

　⑵　道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８項に規定する自動車運送事業者及び同法

　　第79条の７に規定する自家用有償旅客運送者

２　複数団体の連携・協力により事業を実施する場合は、１団体とみなす。

（助成対象事業）

第３条　助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、助成対象団体等が、

　自主的、主体的に企画し、及び実施する事業で、かつ、次の各号に掲げるすべての要件を満た

　すものとする。

　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）

第４条　次に掲げる事業は、助成金の交付対象としないものとする。

　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　その他第１条に規定する趣旨に照らし適当と認められない事業

（助成対象経費）

第５条　助成金の対象となる経費は、公共交通利用促進活動を行うために必要な経費のうち、次

　の各号に掲げる経費（以下「助成対象経費」という。）とする。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ものとする。

　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

２　次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

　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　　

　

（助成金交付額）

第６条　助成金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、

　その額が100,000円を超える場合は、100,000円とする。

　⑴　第２条第１号の者　助成対象経費の全額

　⑵　第２条第２号の者　助成対象経費の２分の１の額

（助成金の交付申請）

第７条　助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書

類を添えて会津若松市地域公共交通会議会長（以下「会長」という。）に提出しなければなら
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ない。

  ⑴　事業計画書、 収支予算書 （第２号様式）

  ⑵　その他参考となる書類　　

（助成金の交付決定）

第８条　会長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、助成金の交付の適否を決定する。

２　会長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書（第３号

様式）により申請者に通知するものとする。

（実績報告）

第９条　助成対象団体等は、助成対象事業が完了したときは、助成対象事業実績報告書（第４号

様式）に次に掲げる書類を添えて会長に報告しなければならない。

　⑴　事業成果書、収支決算書（第５号様式）

　⑵　領収書等の支払を証明する書類

　⑶　その他参考となる書類　　　

（助成金額の確定）

第10条　会長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべ

き助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書（第６号様式）により助成対象団体等に通知

するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、会長は、前項の規定により確定した助成金の額が第８条の規定に

より決定した額と同額である場合には、前項に定める当該助成対象団体等への通知を省略する

ことができる。

（助成金の交付請求）

第11条　助成金の額の確定を受けた助成対象団体等は、助成金の支払を受けようとするときは、

助成金交付請求書（第７号様式）を会長に提出しなければならない。

（助成金の交付時期）

第12条　助成金は、助成対象団体等が助成対象事業を完了した後において交付するものとする。

ただし、第２条第１号の者については、会長が必要と認めるときは、当該助成対象事業の完了

前に助成金の一部を概算払として交付することができる。

（帳簿等の整備）

第13条　助成対象団体等は、助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類

を整備し、助成金の交付を受けた会計年度の末日から５年間これを保管しておかなければなら

ない。

（立入調査等）

第14条　会長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成対象団体

等に対し報告を求め、又は関係職員をその事務所等に立ち入らせ、当該助成事業に係る帳簿、

関係書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に説明を求めることができる。

（その他）

第15条　この要項に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、会長がその都度定

めるものとする。

　附　則

この要綱は、平成25年７月１日から適用する。



金川町・田園町コミュニティバスにおける平成２５年度の主な取り組み

実施時期 事　業　等 概　　要

平成25年
　４月16日

第8回金川町・田園町コミュニ
ティバス運行支援委員会への出
席

＜内　容＞
○金川町・田園町コミュニテイバスに関するアン
ケート調査の報告及び運行支援委員との意見交換

平成25年
　７月23日

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結果
の地区への報告

＜内　容＞
○金川町・田園町コミュニテイバスに関するアン
ケート調査の結果について、金川町・田園町地区
住民に対し、組回覧により報告

平成25年
　８月８日

地域公共交通アドバイザーの招
聘、派遣

＜内　容＞
○金川町・田園町の地区住民を対象とした、コミュ
ニテイバス講演会に地域公共交通アドバイザーを
招聘、派遣し、講演会を開催
＜講　師＞岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏

（地域公共交通アドバイザー）
＜参加者＞26名

平成25年
　８月29日

金川町・田園町コミュニティバ
スに関する意見交換会への出席

＜内　容＞
○運行支援委員や実証実験における実際のバス利用
者と今後のコミュニティバスの利用希望意向等に
ついて意見交換を実施

平成25年
　９月25日

金川町・田園町コミュニティバ
スに関する意見交換会への出席

＜内　容＞
○運行支援委員や実証実験における実際のバス利用
者と今後のコミュニティバスの利用希望意向等に
ついて意見交換を実施
○今後の運行を見定めていくための取り組みとして、
利用希望者を拡大していくための取り組みについ
て協議

平成25年
　12月 24日

金川町・田園町コミュニティバ
スに関する意見交換会への出席

＜内　容＞
○コミュニティバスの利用希望者等と今後のコミュ
ニティバスの運行のあり方について意見交換を実
施

平成26年
　１月17日

○金川町・田園町コミュニティ
バスに関する意見交換会への
出席
○地域公共交通アドバイザーの
招聘、派遣

＜内　容＞
○コミュニティバスの利用希望者等と今後のコミュ
ニティバスの運行のあり方について意見交換を実
施
＜助言者＞岩手県立大学助教　宇佐美誠史氏

（地域公共交通アドバイザー）

【地域の方々による、利用希望者を拡大していくための取り組みの経過】
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　　金川町・田園町コミュニティバスの

　　　実証実験運行とアンケート調査の報告

平成２３年７月～平成２４年７月までの１年間、実証実験運行を行いました

１．概要、目的

『金川町・田園町コミュニティバス』は、公共交通空白地域の一つである城北地区の金川

町・田園町地域における交通弱者の解消を目的として、町内会など地域の皆さんとバス会

社、市役所が、一緒になって事前にアンケート調査を行ったり、運行内容を検討して実証

実験として運行を開始しました。

【実証実験前に行ったアンケート調査】※65歳以上の金川町内会の住民を対象

　新たな交通サービスが導入された場合、利用したいと思いますか（/473）

■ ①積極的に利用したい 61人 ■ ②利用したい 224人

■ ③利用しない 110人 ■ 無回答 78人

２．利用結果
平成23年度 運行日数 利用者数 1日平均

会津若松駅前コース 251日 139人 0.55人
病院・神明通りコース 251日 685人 2.73人

アピオコース 251日 216人 0.86人
合  　　計 251日   1,040人 4.14人

平成24年度 運行日数 利用者数 1日平均
病院・神明通りコース 110日 753人 6.85人

アピオコース 110日 119人 1.08人
合      計 110日 872人 7.93人

今後のコミュニティバスの利用意向等を確認するためアンケート調査を行いました

調査目的 実証実験運行の検証とバス利用意向等に係る地域ニーズを精査するために必

要な情報を収集する

調査対象 金川町・田園町の65歳以上の住民（平成25年１月1日現在）

調査期間 配布日：平成25年 1月 11日　　回収期限：平成25年 1月 28日

配布

回収数
配布数(人) 回収数 回収率 有効回答数 有効回収率

820人 728人 88.8％ 669人 81.6％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12.9% 47.4% 23.3% 16.5%

約60％の方が「利

用したい」との高い

利用希望でした

【利用促進策の強化】
①病院・神明通りコースのダイヤ充実
②バス停の改善
③お得な専用会員券（ 2,500 円 /月）販売
④ＰＲリーフレットの全戸配布

利用促進の取り組みによ

り、利用者数は若干増え

ましたが、それでも利用

者数が少なかったため、

バス会社による運行継続

はできませんでした。

※利用したい合計60.3％ 利用しない
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実際にバスを利用した人の状況 ～ アンケート調査の結果（抜粋）

「コミュニティバスを利用した頻度を教えてください」

■ ①週4回以上 5人 ■ ②週2,3回程度 19人 ■ ③週1回程度 22人

■ ④月2回程度 32人 ■ ⑤1ヶ月に1回程度 25人 ■ ⑥2ヶ月に1回程度 10人

■ ⑦3ヶ月に1回程度 6人 ■ ⑧半年に1回程度 25人 ■ ⑨1年に1回程度 21人

■ ⑩一度も利用したことはない 444人 ■ 無回答 23人

今後のコミュニティバスの利用意向 ～ アンケート調査の結果（抜粋）

「今後、コミュニティバスが運行されるとした場合、利用しますか」

■ ①利用すると思う 77人 ■ ②たぶん利用すると思う 137人

■ ③利用しないと思う 403人 ■ 無回答 52人

アンケート結果の分析 ～ 免許の有無などで利用希望者を分析しました

利用希望する方 利用希望しない方

免
許
な
し

【Ａグループ:１２５人】
◆免許証を持たない利用希望者であり、
現時点でバス利用を必要とする中心的
な方々

【Ｃグループ:１８２人】
◆免許証は持たないものの、現時点では
バス利用を必要・希望していない方々

免
許
あ
り

【Ｂグループ:６８人】
◆免許証があるものの、バス利用を希
望している方々

【Ｄグループ:１９３人】
◆免許証があり、現時点ではバス利用を
必要・希望していない方々

◆現時点でのバスを必要とする人の中心は、Ａグループ(免許証がなく、かつ、利用希

望)１２５人の方々であり、Ｂグループ(免許証あり、かつ、利用希望)で実際にバス

を必要としている人は一部にとどまるものと考えられます。

◆一般には、運転免許証を持たない方が公共交通機関の主たる利用者層と考えられま

すが、当該地区では、運転免許証を持たない方の約６割はバス利用を希望していま

せんでした。

今後のコミュニティバスの運行について、一緒に考えましょう

【成果】地域のみなさん、バス会社、市役所が一緒にバスの運行について取

り組みを進めてくることができました。

【課題】実際の利用者は高齢者の約２５％にとどまり、また、今後のバス利

用を希望する高齢者の方も約３０％でした。さらに、バスに対する地

区全体の実質的な認知度も高いとは言えない結果となりました。

　　　　一方で、「将来的には必要」とする声も多く見受けられました。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11.5% 20.5% 60.2% 7.8%
利用しないと思う

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70.4%
※利用したことがある合計26％

今後の利用希望者は

約３０％にとどまり

ました

一度も利用したことがない

実際に利用された方

は約２５％にとどま

りました

※利用すると思う合計32％


