
平成２６年度第４回会津若松市地域公共交通会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年 1月 30日(金)午後3時30分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：勤労青少年ホーム 1階 講習室　

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３号　会津若松市地域公共交通会議設置要綱の改正について

（２）報告第４号　地域公共交通網形成計画の策定について

（３）そ　の　他　

５．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

No 区分 団体・機関等 所属団体役職 氏　　名 役職

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 欠　席

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
代理
小椋　孝

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 宍戸紳一郎 宍戸紳一郎

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

羽染 健一

7 住民（又は利用者）の代表
会津若松市老人ク
ラブ連合会

常任理事兼社会
奉仕厚生部長

鈴木 博 鈴木 博

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

遠嶋 孝則 遠嶋 孝則

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

県民環境部副部
長兼県民生活課
長

高橋 篤 高橋 篤

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 深谷 康宏
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 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 斎藤　勝
副会
長

斎藤　勝

※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＞株式会社みちのりホールディングス アソシエイトマネージャー 大下篤志氏

　　　　　会津乗合自動車株式会社バス・タクシー事業部輸送管理課 主任 安部和人



報告第３号

会津若松市地域公共交通会議設置要綱の改正について

会津若松市地域公共交通会議設置要綱の一部を改正する要綱

　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）の一部を次のよ

うに改正する。

　第３条第１号中「地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」」を「地域公共交通網

形成計画及び同法第27条の２第１項の規定に基づく地域公共交通再編実施計画（以下

「法定計画」」に改め、同条第２号中「連携計画」を「法定計画」に改める。

　附　則

（施行期日）

　この要綱は、決裁の日から施行する。

＜参考＞新旧対照表
新 旧

第１条～第２条　略

（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、地域公共交通網形成計
画及び同法第      27      条の２第１項の規定  
に基づく地域公共交通再編実施計画
（以下「法定計画」という。）の策
定及び変更に関する事項

　⑵　法定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

第４条～第１４条　略

　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。
　附　則
（施行期日）
１　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。
　附　則
（施行期日）
　この要綱は、決裁の日から  施行する。  

第１条～第２条　略

（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

第４条～第１４条　略

　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。
　附　則
（施行期日）
１　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。



報告第４号　平成２７年１月 28 日

地域公共交通網形成計画の策定について

１　これまでの経緯

　　「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、平成 22～28 年度を計画期間と

　する「市地域公共交通総合連携計画」を策定し、地域公共交通の充実に向け市民・事業者・行

　政等の連携による取組を推進。　

　⑴　主な取組　　

　　○　市コミュニティバス、エコろん号、ひまわりくん導入による路線充実［～平成 21 年度］

　　○　路線統廃合による効率化と利便性の向上［平成 23 年度］

　　○　時刻表やパンフレットの配布による利用促進［平成 23 年度～］

　　○　交通空白地域解消のための住民主体コミュニティバスの導入［平成 26 年度］

　　○　各種データに基づく路線バス（３・４コース）の再編、住民コミバスの新設［平成 26 年度］

　　○　データ活用による公共交通とまちづくりとの連携等の研究［平成 26 年度］

　⑵　課題

　　○　利用者数の低迷とそれに伴う運行欠損の増加

　　　　　利用しやすい路線バスとするためには、地域特性や利用者数等のデータに基づくバス

　　　　ネットワークやサービスレベルのあり方、観光・商業・健康等のまちづくりとの連携方策につ

　　　　いて検討が必要

　　○　被災地特例終了（～Ｈ 27）

　　

２　国の動向　　

　⑴　交通政策基本法の公布・施行［平成 25 年 12 月４日］

　⑵　改正地域公共交通活性化再生法の施行［平成 26 年 11 月 20 日］

　　　○　法定計画が「地域公共交通網形成計画」に改正

　　　○　地域公共交通網形成計画 では、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携した面的

　　　　　な公共交通ネットワークの再構築が求められる。

　※　補助・支援制度概要　

　　　・　地域公共交通網形成計画を踏まえて策定する地域公共交通再編実施計画に位置づける

　　　　事業に対して、補助要件緩和等の支援措置が適用。

　　　　　　　

３　　地域公共交通網形成計画の策定趣旨

　　　本市公共交通に係る課題を踏まえ、住民、事業者、行政等の連携のもと、法改正に対応し

　　た支援措置を活用しながら、各種データに基づき、まちづくりと一体となった公共交通網の再

　　編を行い、持続可能な地域公共交通の実現と活力ある地域づくりに資するため、地域公共交

　　通網形成計画を策定する。

　

４　　計画の基本事項

　⑴　策定主体　

　　　  市　※なお計画策定に係る調査事業（国補助事業）は市地域公共交通会議が実施。

　⑵　名称　

　　　　（仮称）会津若松市地域公共交通網形成計画

　⑶　計画期間

　　　　平成 28 年度を初年度とし、最終年度は第７次長期総合計画との整合を踏まえ設定

　⑷　各種計画との整合

　　　　第７次長期総合計画及び各種計画との整合を図る

　　

　



　　【主な関連計画等】
　　〔企画政策 〕 地域再生計画、地域活性化モデルケース、ユニバーサルデザイン推進プラン等　

　　〔市　　 民   〕 環境基本計画、交通安全計画等

　　〔健康福祉  〕 障がい者計画・障がい福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、

　　　　　　　　　　　健康わかまつ 21 計画、地域福祉計画等

　　〔観光商工　 〕中心市街地活性化基本計画、観光振興計画等

　　〔建　　　　設 〕都市計画マスタープラン、交通バリアフリー基本構想等

　　〔教育委員会〕教育振興基本計画等

　⑸　計画の構成（活性化再生法第５条第２項）

　　　・　基本的な方針、区域、目標、事業及び実施主体、達成状況の評価事項、期間等

　⑹　計画の基本視点

　　 ①　各種データに基づき地域特性に対応したバスネットワークやサービスレベルの設定

　　　　・　人口、生活利便性水準等の地域特性や各路線の集客力等の分析、公共交通需要推計

　　　　　等を行いながら、より使いやすいバスネットワークや最適な運行量を設定

　 　②　幹線軸の選定と利便性向上策

　　　　・　幹線軸（まちなか周遊バスや神明通り・若松駅間等）への重点的取組

　　 ③　まちづくりとの連携、まちづくりへの寄与

       　・　交通結節点（神明通り・若松駅等）におけるハブ機能の整備

　　　　・　商店街、観光、健康等のまちづくりとの連携策

　 　④　多様な主体との連携・協働による持続可能性を高める仕組みづくり

　　　　・　住民主体による協働方式の拡充・応用等

　 　⑤　計画策定による国庫補助要件の緩和等の特例措置の活用

　　　

５　市民意見聴取等の方法

　⑴　バス利用者アンケート　

　⑵　市民アンケート

　⑶　関係地区との懇談会

　⑷　地区住民、施設等利用者へのグループインタビュー

　⑸　パブリックコメント

６　策定体制

　⑴　庁内（関係課長会議、企画副参事会議、部長会議での協議・決定）

　⑵　市地域公共交通会議

７　当面のスケジュール　

　　【平成２６年度】　

　　　　３月　　「地域公共交通調査事業」の国申請［市地域公共交通会議：３月１９日開催予定］　

※　調査事業の骨子案

　⑴　公共交通の実態・ニーズの把握調査（乗降調査、アンケート、グループインタ

　　　ビュー等）　

　⑵　公共交通・地域特性の現状分析、公共交通の需要分析

　⑶　地域公共交通網形成計画素案の検討・提案

　　　①課題整理、②基本方針（ネットワーク網、運行サービス提供、まちづくりとの

　　　連携、運営・運行体制等）、③具体的施策、④事業化方策等の検討・提案

　⑷　地域公共交通会議との連携用務　

　　　【平成２７年度】

　　　　６月：調査事業（～１月）、２月：計画決定手続き　



　　　　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）

（平成27年１月30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、地域公共交通網形成計画及び同法第

27条の２第１項の規定に基づく地域公共交通再編実施計画（以下「法定計画」とい

う。）の策定及び変更に関する事項

　⑵　法定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。

資料１



（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。

　附　則
（施行期日）
１　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。
　附　則
（施行期日）
　この要綱は、決裁の日から施行する。



　　　　　＜国の動向＞
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　　　　＜計画策定の枠組み＞

　＜国の支援メニュー①＞

　　　　

　 ＜国の支援メニュー②＞

地域公共交通再編事業【28年度10月以降】

（国の補助等を活用した具体的なバス路線の再編事業、乗換拠点整備）

＜国支援メニュー②＞

地域公共交通再編事業【28年度10月以降】

（国の補助等を活用した具体的なバス路線の再編事業、乗換拠点整備）

＜国支援メニュー②＞

交通政策基本法（平成25年12月施行）
交通政策基本法（平成25年12月施行）

【改正】地域公共交通活性化再生法（平成26年11月施行）
【改正】地域公共交通活性化再生法（平成26年11月施行）

地域公共交通

再編実施計画

【28年度】

地域公共交通網

形成計画

【27年度】

地域公共交通会議地域公共交通会議

調査          調査          調査          調査          　 　 　 　 　 　【27年度】（新規）

計画策定調査事業

＜国支援メニュー①＞

【27年度】（新規）

計画策定調査事業

＜国支援メニュー①＞

計画策定

調査事業

補助金

市

(計画策定主体)

市

(計画策定主体)

負担金

公共交通

フォーラム

公共交通

フォーラム

空白地域

対策事業

空白地域

対策事業

利用促進

支援事業

利用促進

支援事業

国
国

事業

へ支援

実施実施実施実施

策定策定策定策定

策定策定策定策定

【26年度】事前準備

地域公共交通ネットワーク研究事業

【26年度】事前準備

地域公共交通ネットワーク研究事業

地域公共交通確保維持改善事業

（地域公共交通調査事業）

・形成計画や再編実施計画の策

定調査の実施に必要の経費を

補助

・補助率：定額（上限2,000万円 )

【 27年度概算要求より】

地域公共交通確保維持改善事業

・大臣認定を受けた再編実施計

画に基づいて実施される事業に

対して、補助要件の緩和等の措

置を適用

（例）

・路線バスの再編により生じる、国

の輸送量要件や広域性要件を

緩和し、支援を維持するだけで

なく、充実を図る

・再編に係る路線の利用促進へ

の補助（マップ、ラッピング等）

・バスの乗り換えターミナル、待合

所等の公共交通の利用環境の

充実を重点化

※27年度以降の国の支援内容

についての詳細は未定

※今後、国支援等を有効に活用

していくために、計画の策定、

再編事業への取り組みが必要



金川町・田園町住民コミュニティバスの運行実績について
（平成２７年１月２７日現在）

■平成２６年１１月の運行実績（Ｈ26.11.4～11.27）

　【総括】　　　　　　　　　　　　　　【一日当りの利用状況】

運行日数 のべ便数 利用者数 便数 利用者数

１４日 ４２便 ２１７人 ３便(1 ｺｰｽ) １５．５人

■平成２６年１２月の運行実績（Ｈ26.12.1～12.30）

　【総括】　　　　　　　　　　　　　　【一日当りの利用状況】

運行日数 のべ便数 利用者数 便数 利用者数

１７日 ５１便 ２８８人 ３便(1 ｺｰｽ) １６．９人

■平成２７年１月の運行実績（Ｈ27.1.5～1.29）

　【総括】　　　　　　　　　　　　　　【一日当りの利用状況】

運行日数 のべ便数 利用者数 便数 利用者数

１５日 ４５便 ２８６人 ３便(1 ｺｰｽ) １９．１人

■１１～１月の３ヶ月間

　【総括】　　　　　　　　　　　　　　【一日当りの利用状況】

運行日数 のべ便数 利用者数 便数 利用者数

４６日 １３８便 ７９１人 ３便(1 ｺｰｽ) １７．２人

　※目標としていた利用者数は一日当り５人（収支率にすると２０％）

　※１日当り２５人の利用者数だと運賃収入だけで賄える計算

　＜参考＞実証実験運行時との比較
　　　 Ｈ23.7.20～Ｈ24.3.31　　　Ｈ24.4.1～Ｈ24.7.19　

便数 利用者数 便数 利用者数

９便(３ｺｰｽ) ４．１４人 ７便(２ｺｰｽ) ７．９３人

資料3



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 11月 21日福島民報

平成26年 7月 16日朝日新聞(福島）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　平成26年 11月 4日 KFB福島放送


