
平成２６年度第５回会津若松市地域公共交通会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成27年３月19日(木)午後1時15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） 協議第４号　平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域公共交通調査事業）の交付申請について

（２） 報告第５号　平成２６年度事業経過報告について

（３） 報告第６号  平成２６年度収支決算見込みについて

（４） 協議第５号　平成２７年度事業計画（案）について

（５） 協議第６号　平成２７年度収支予算（案）について

（６） 報告第７号　「松長団地・西若松駅線」及び「中央病院・居合団地線」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に係る期限運行便の検証結果について

（７） 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
出席者

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

常務取締役 佐藤 俊材 佐藤 俊材

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 宍戸紳一郎 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

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 監事 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 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 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
代理
國分 俊和

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＞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

          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



協議第４号

平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通調査事業)

の交付申請について

　平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査事業）の

交付申請について、別紙のとおり提案する。

5



報告第５号

平成２６年度事業経過報告

実施時期 事　業　等 概　　要

平成26年
４月９日

第１回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○他市の公共交通ネットワーク見直しの事例、市
内路線バスの現状、市の概況（人口分布、利便
施設の配置状況等）等について意見交換

４月23日 第２回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○幹事会意見を踏まえたバスネットワーク及び進
め方のイメージについて意見交換

＜助言者＞
　福島大学経済経営学類 吉田樹准教授

５月７日 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＞
○利用希望者による意見交換会の経過、内容及び
住民コミュニティバス運行組織への参加・協力
について協議

５月15日 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＞
○運行内容及び住民コミュニティバス運行組織へ
の参加・協力について協議

５月19日 東北運輸局との協議 ＜内　容＞
○金川町・田園町住民コミュニティバス運行にか
かるフィーダー国庫補助及び地域公共交通網形
成計画策定にかかる調査事業国庫補助金に関す
る協議

５月28日 第３回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○路線再編の目的・目標の整理、市内を走る路線
バスにおける幹線軸、今後の進め方等について
意見交換

６月３日 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＞
○実現可能性のある運行計画(案)の確認及び住民
コミュニティバス運行組織の設立に向けたスケ
ジュール等について協議

６月５日 金川町町内会役員会、田園町町
内会役員会での説明

＜内　容＞
○住民コミュニティバスの運行枠組みについて説
明

６月16日 第４回幹事会 ＜内　容＞
○第1回地域公共交通会議提出案件にかかる協議

６月17日 ○(仮称)金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会設
立打合せ会への出席

○地域公共交通アドバイザーの
招聘、派遣

＜内　容＞
○規約、委員・役員、事業計画・予算案(たたき
台）等についての意見交換及び運行内容、バス
停等の協議

＜アドバイザー＞
　岩手県立大学総合政策学部　宇佐美誠史助教

６月23日 第１回地域公共交通会議 ＜内　容＞
○副会長の指名
○監事の選任について(協議)
○平成25年度事業報告について(報告)
○平成25年度収支決算について(報告)
○平成27年度会津若松市地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ系統確保維
持計画(案)について(協議)

７月９日 第５回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○ケーススタディとして「市内３・４コース・松長
団地線」見直しの取組について選定



実施時期 事　業　等 概　　要

７月14日 金川町・田園町住民コミュニ
ティバス運営協議会設立総会(第
１回運営協議会)への出席

＜内　容＞
○規約、委員・役員、事業計画・予算の協議・決
定及び運行内容、バス停等の協議

７月30日 第６回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○「市内３・４コース・松長団地線」見直しにつ
いて協議

＜助言者＞
　福島大学経済経営学類 吉田樹准教授

８月１日 「市内３・４コース・松長団地
線」見直しにかかる一箕地区区
長会(役員会)への出席

＜内　容＞
○会津乗合自動車株式会社とともに「市内３・４
コース・松長団地線」見直しの考え方等につい
て事前説明を実施

８月7日 第２回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○運行内容、バス停、利用促進事業の進め方等の
協議

８月12日
　　 ～

平成27年
３月26日

(終了予定)

地域公共交通利用促進活動支援
事業

＜助成対象者＞金川町・田園町住民コミュニティ
　　　　　　 バス運営協議会
＜内　容＞
○時刻表・路線図等を掲載したリーフレットの作
成・配布(2,000部)

○バス愛称募集事業(「さわやか号」と命名)
○バス出発式事業
○のぼり旗作成事業　　　

８月25日 第７回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○「市内３・４コース・松長団地線」見直し及び
第２回地域公共交通会議提出案件にかかる協議

＜助言者＞
　福島大学経済経営学類 吉田樹准教授

８月27日 第２回地域公共交通会議 ＜内　容＞
○金川町・田園町住民コミュニティバス運行計画
(案)について(協議)

○市内３・４コース・松長団地線の見直しへの対
応について(協議)

９月11日 第３回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○愛称募集事業審査会及びリーフレット作成、声
掛け運動等の利用促進事業について協議

９月24日 第８回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○「市内３・４コース・松長団地線」見直しにつ
いて協議

９月25日 「市内３・４コース・松長団地
線」見直しにかかる一箕地区区
長会(役員会)への出席

＜内　容＞
○会津乗合自動車株式会社とともに「市内３・４
コース・松長団地線」見直し(案)について事前
説明を実施

９月27日
　  ～

10月10日

「市内３・４コース・松長団地
線」にかかる見直し(案)の公
表・周知と意見聴取

＜内　容＞
○現行路線バス利用者への見直し(案）の公表・
意見募集(回答数 283人(回収率42％)）

○一箕地区全町内会への見直し(案)の公表・意見
募集(57町内会)

○ホームページによる見直し(案)の公表・意見募
集(3名からの意見)

10月11日 第４回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○バス出発式及び利用促進事業について協議



実施時期 事　業　等 概　　要

10月21日 第９回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○「市内３・４コース・松長団地線」見直し及び
第３回地域公共交通会議提出案件にかかる協議

＜助言者＞
　福島大学経済経営学類 吉田樹准教授

10月28日 第３回地域公共交通会議 ＜内　容＞
○市内３・４コース・松長団地線の見直し(案)に
係る市民意見聴取の結果について(報告)

○乗合バス路線の事業計画の一部変更について
(協議)

○地域公共交通ネットワーク研究事業の取組状況
について(その他)

10月31日 第５回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○バス出発式の最終確認及び利用促進事業につい
て協議

11月４日 ○金川町・田園町住民コミュニ
ティバス「さわやか号」出発
式への出席

○地域公共交通アドバイザーの
招聘、派遣

＜アドバイザー＞
　岩手県立大学総合政策学部　宇佐美誠史助教

11月 20日 第10回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○「市内３・４コース・松長団地線」見直し後の
運行及び地域公共交通網形成計画策定に係る今
後の進め方等について協議

11月 31日 第６回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○運行実績報告、利用状況や運行上の課題につい
ての意見交換及び応援寄付金募集の協議

12月 25日 ○第７回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会へ
の出席

○地域公共交通アドバイザーの
招聘、派遣

＜内　容＞
○運行実績報告、利用状況や運行上の課題につい
ての意見交換及び応援寄付金募集の報告・協議

＜アドバイザー＞
　岩手県立大学総合政策学部　宇佐美誠史助教

平成27年
１月21日

第11回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○第４回会津若松市地域公共交通会議提出案件に
かかる協議

１月29日 第８回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○運行実績報告、利用状況や運行上の課題につい
ての意見交換及び応援寄付金募集の報告・協議

１月30日 平成26年度
第４回地域公共交通会議

＜内　容＞
○会津若松市地域公共交通会議設置要綱の改正に
ついて(報告)

○地域公共交通網形成計画の策定について(報告)

２月５日 地域公共交通確保維持改善事業
等の支援制度等にかかる東北ブ
ロック説明会への出席

＜内　容＞
○地域公共交通網形成計画策定調査事業及び支援
制度等にかかる説明会



実施時期 事　業　等 概　　要

２月12日 地域公共交通フォーラムの開催 ＜内　容＞
○取組報告
「会津若松市における地域公共交通の取組みと課
題について」(地域公共交通会議事務局)
「金川町・田園町における住民主体のコミュニ
ティバスの運行」(金川町・田園町住民コミュニ
ティバス運営協議会)

○鼎談
「『バスの力』で会津若松市を元気に！」
　福島大学経済経営学類 吉田樹准教授
　会津乗合自動車株式会社 松本順会長
　会津若松市 斎藤勝企画政策部長
＜場　所＞會津稽古堂
＜参加者＞約90名

２月20日 おでかけ交通博 2015in福島への
出展

＜内　容＞
○「金川町・田園町住民コミュニティバスの取
組」について、金川町・田園町住民コミュニ
ティバス運営協議会とともに出展

＜場　所＞コラッセ福島
＜参加者＞約140名

２月26日 第９回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席

＜内　容＞
○運行実績報告、利用状況や運行上の課題につい
ての意見交換、市地域公共交通フォーラム・お
でかけ交通博 2015in福島の参加報告

３月13日 第12回幹事会
(地域公共交通ネットワーク研究事業)

＜内　容＞
○第５回会津若松市地域公共交通会議提出案件に
かかる協議

３月19日
（予　定）

平成26年度
第５回地域公共交通会議

＜内　容＞
○平成27年度地域公共交通確保維持改善事業補助
金(地域公共交通調査事業)の交付申請について
(協議)

○平成26年度事業経過報告について(報告)
○平成26年度収支決算見込みについて(報告)
○平成27年度事業計画(案)について(協議)
○平成27年度予算(案)について(協議)
○「松長団地・西若松駅線」及び「中央病院・居
合団地線」に係る期限運行便の検証等の結果に
ついて(報告)

３月26日
（予　定）

第10回金川町・田園町住民コ
ミュニティバス運営協議会への
出席（予定）

※参考：委員による自主事業

実施時期 事　業　等 概　　要

平成26年
　８月

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
○絵画コンクール入賞作品をオリジナルバス停へ
掲載

平成26年度
（通年）

高齢者運転免許自主返納支援事業
の周知及び実施

＜事業主体＞会津若松商工会議所
＜内　容＞
○制度・サービスの周知及び加盟店一覧を取りま
とめ、ホームページ等により周知

平成27年
　３月31日
　（予定）

わかりやすい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６号

平成２６年度収支決算見込み　（平成２７年３月１９日現在）

　　　　　　　　　　　　歳入決算見込み額　８８９，７２３円

　　　　　　　　　　　　歳出決算見込み額　５９４，４２２円

　　　　　　　　　　　　　差引残見込み額　２９５，３０１円　      　 

【歳入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

【歳出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

款 項 目 予算額 比較 適用

300,000 300,000 300,000 0
○会津若松市負担金

300,000

540,912 540,912 589,634 48,722
589,634

100 100 89 ▲11
○預金利子

89

歳入合計額 841,012 841,012 889,723 48,711

予算
現額

決算
見込額

1負担金 1負担金 1負担金

2繰越金 1繰越金 1繰越金
○平成25年度繰越金

3諸収入 1諸収入 1雑　入

款 項 目 予算額 比較 適用

10,000 12,740 12,740 0
○本会議及び幹事会経費

12,740

60,000 86,838 86,838 0

○事務消耗品・通信費等

9,698

○国打合せ旅費等

77,140

730,000 730,000 494,844 ▲235,156

90,748

○公共交通空白地域等対策事業費

155,801

100,864

○地域公共交通ネットワーク研究事業

147,431

41,012 11,434 0 ▲11,434
▲2,740

▲26,838

歳出合計額 841,012 841,012 594,422 ▲246,590

予算
現額

決算
見込額

1事務費

1会議費 1会議費

2事務費 2事務費

2事業費 1事業費 1事業費

○地域公共交通フォーラム開催事業費

○地域公共交通利用促進活動支援事業

3予備費 1予備費 1予備費

※事務費（会議費)へ流用

※事務費（事務費)へ流用



協議第５号

平成２７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２７年度事業計画（案）について、下記のとおり提

案する。

　平成２７年度については、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、公共交通空白地域の対応のため

の調査研究、地域公共交通利用促進活動支援事業、地域公共交通ネットワーク研究事業に

引き続き取り組むとともに、地域公共交通活性化・再生法の改正を踏まえ、地域公共交通

網形成計画策定のための調査事業を実施する。なお、会津若松市地域公共交通総合連携計

画における各事業については、引き続き実施主体との調整、連携を図りながら、その取組

を進める。

記

平成２７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、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

地域の対応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。

地域公共交通網形成計画策定調査事

業（ネットワーク研究事業含む）

　地域公共交通活性化・再生法に基づく地域公共交通

網形成計画を策定するために、国庫補助を活用した調

査事業を実施する。

　また、福島大学経済経営学類准教授 吉田樹氏を招き

ながら、意見交換等を通じて本市の公共交通のあり方

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６号

平成２７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２７年度収支予算（案）について、下記のとおり提案する。

記

平成２７年度収支予算（案）

歳入見込み額　１３，７６７，０００円

歳出見込み額　１３，７６７，０００円

【歳入の部】

【歳出の部】

〔附帯事項〕項目間の流用は、会長に一任するものとする。

款 項 目 予算額 適用

900,000
○会津若松市負担金

900,000

12,571,000
12,571,200

295,301
295,301

699
○預金利子等

699

歳入合計額 13,767,000

1負担金 1負担金 1負担金

2補助金 1補助金 1補助金
○地域公共交通確保維持改善事業費補助金(調査事業)

3繰越金 1繰越金 1繰越金
○平成26年度繰越金

4諸収入 1諸収入 1雑　入

款 項 目 予算額 適用

30,000
○本会議及び幹事会経費

30,000

90,000

○事務消耗品・通信費

10,000

○国打合せ・研修等旅費

80,000

１事業費 13,632,000

○地域公共交通フォーラム開催事業費

160,000

○公共交通空白地域対策事業費

200,000

○地域公共交通利用促進活動支援事業費

300,000

○地域公共交通網形成計画策定調査事業費

　（ネットワーク研究事業含む） 12,972,000

15,000

歳出合計額 13,767,000

1事務費

1会議費 1会議費

2事務費 1事務費

2事業費 1事業費

3予備費 1予備費 1予備費



報告第７号

「松長団地・西若松駅線」及び「中央病院・居合団地線」に係る期限運行便の検証結果に

ついて

　「松長団地・西若松駅線」及び「中央病院・居合団地線」に係る期限運行便の検証結果

について、下記のとおり報告する。

記

１　経緯

　　　10月開催の会津若松市地域公共交通会議で承認された「市内３・４コース・松長

　　団地線」の見直しでは、見直し案を利用者や関係地区に提示し、アンケート等で聴取

　　した市民意見を踏まえて、改善策を講じ、最終的な運行内容を定めた経過にある。

　　この中で、「松長団地・西若松線」の買物バスや、「中央病院・居合団地線」の増便

　　分については、「各便とも３月31日までの期限運行とし、４月以降の運行について

　　は、利用実態を検証した上で、継続の可否を判断し公共交通会議に報告する」ことと

　　された。

２　期限運行便の運行状況及び検証結果［26.12.1～27.2.28］

松長団地・西若松線
中央病院・居合団地線

大塚山経由（買物バス） 北滝沢経由

⑴ 経過 ・松長・居合地区住民の買

物バスとしてヨークベニマ

ル一箕店までのルートに２

便運行

・利用者アンケートを踏まえ、

９：25 発の北滝沢経由に１

便を振り替え

・利用者アンケートを踏まえ、

若松駅「10：35 発」と「17：

35 発」を増便

⑵ 利用状況 ・利用状況：バス停「大塚山

入口（一箕ヨーク前）」の乗

降者数はそれぞれ約 2 人

/日程度

・バス停「北滝沢」の乗降者

数はそれぞれ約 2 人/日

程度

・10：35 発は 7.3 人/日、

17：35 発は 10.4 人と全便

平均 13.6 人よりも少ないが

一定利用あり

⑶ 利用傾向 ・微増だが、増加傾向 ・微増だが、増加傾向 ・微増だが、増加傾向

⑷ 利用形態 ・新規利用者の割合が多い ・ほとんどが固定客の利用 ・明確な傾向はなし

※ 検証結果 ⇒　買物バスとして増加が

期待できるものの、３便まで

の水準にはないため、４月

１日以降も、２便運行で継

続

⇒　固定客を中心に一定の

利用があるため、４月１日

以降も、１便運行で継続

⇒　全便平均より低いも

　のの、一定の利用がみら

れるため、４月１日以降も、

２便運行で継続

３　今後の対応

　　各便ともに、４月以降も引き続き利用状況の把握・分析を行いながら検証していく。



 

 

 

様式第５－１（日本工業規格Ａ列４番） 

 

平成  年  月  日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

住    所  福島県会津若松市東栄町３番 46号 

氏名又は名称  会津若松市地域公共交通会議 

会 長  室 井 照 平    印 

 

 

平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（地域公共交通調査事業）交付申請書 

 

 

平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査事業）金 12,571,200 円を

交付されるよう、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第５条

の規定に基づき、別紙関係書類を添えて申請します。 

 

 

資資資資    料料料料 



 

様式第５－１ 別紙 

 

平成２７年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

（地域公共交通調査事業）交付申請事業 

 

補助対象事業者名 会津若松市地域公共交通会議      （単位：円）  

補助対象事業の 

名称及び内容 

補助対象事業の着手 

及び完了予定日 

補助対象経費 補助金額 

会津若松市地域公共交通網形成計画策定調査 

○実態・ニーズ把握調査 

○地域特性分析、公共交通の現状分析及び需要分

析 

○地域公共交通網形成計画の検討・取りまとめ 

○協議会開催 

着手予定日 

交付決定日以降 

完了定日 

平成 28 年 3 月 31 日 

12,571,200 12,571,200 

 

（添付書類） 

（１）補助対象経費に係る見積書 

（２）その他補助金の交付に関して参考となる書類 

 



 

様式第５－１ 別紙 

 

地域公共交通調査事業の実施に関する計画 

１．当該地域の公共交通の概況・問題点    

［［［［公共交通公共交通公共交通公共交通のののの概況概況概況概況］］］］ 

○ 公共交通資源の概況 

・ 会津若松市は、福島県の西部、会津盆地の東南に位置し、東西に約 20 ㎞、南北に約 29 ㎞、

市域面積は 383.03ｋ㎡の面積を有する、人口約 126 千人（平成 22 年国勢調査人口）の都市であ

る。他方、ＤＩＤ面積は約 16.70ｋ㎡と全面積の約 4.4％、ＤＩＤ人口は約 88千人、対人口比約

70％であり、比較的コンパクトな都市構造となっている。 

・ コンパクトさに加え、平坦な地形もあって、市街地内では徒歩や自転車利用も多く見られ、な

かには、車による移動と徒歩や自転車による移動とが代替的な関係となる地域もあり、このこと

が会津若松市の交通手段の多様さの一因となっている。 

・ こうした中、市内公共交通は、会津若松駅と中心市街地を基点に、鉄道（ＪＲ磐越西線、只見

線、会津鉄道会津線）及び路線バスが整備されている。路線バスは、交通事業者が公的補助を受

けないで自主運行をしている市街地生活路線が７路線（まちなか周遊バスや病院循環バスを含

む）、国・県・関係市町村の補助により広域幹線として運行されている地域間幹線系統が８路線、

市・県の補助により市中心部と近隣町村を結ぶ路線として運行されている市町村生活交通路線が

５路線、市町村合併に伴う行政区域の拡大に対応するために市が運行しているコミュニティバス

が２路線、合計 22 路線が運行されている。一般的に、地方都市の路線バスは利用状況が厳しい

状態になることが多いが、会津若松市は年間400万人近くの観光客が訪れる観光都市であるため、

市内観光施設を循環する、まちなか周遊バスは多くの観光客に利用されている。加えて、市民の

生活路線としての利用もあることから、まちなか周遊バスは一定の利用者数を確保しており、会

津若松市の公共交通の強みの一つとなっている。 

○ 公共交通施策への取組経緯 

・ 平成 21年度に、「市民に利用しやすく、まちの活性化につながる公共交通体系」の構築に向け

て、平成 22年度から 28年度までを計画期間とする「会津若松市地域公共交通総合連携計画」を

策定し、各主体の連携によって同計画に基づき以下のような施策・事業を展開してきている。 

a.効率化と利便性の向上に向けた路線の統廃合 

b.「わかりやすい時刻表」、「バスの乗り方案内パンフレット」の作成・配布 

c.「子どもを対象としたバスの乗り方教室」などによる利用促進方策の実施 

d.住民運行サポート組織による市コミュニティバスの活性化 

e.交通空白地域解消に向けた実証実験運行の実施・検証 

f.運転免許証自主返納者支援制度の導入（商工会議所との連携） 

g.路線バスを利用した来店者への回数券配布やポイント付与（中心商店街との連携） 

h.まちなか周遊バスの拡充（観光施設等との連携） 

i.地域公共交通フォーラムの開催、出前講座、利用促進助成制度の導入など 

・ しかしながら、上記の取組にもかかわらず、観光利用者が多いまちなか周遊バスなどの一部路

線を除いては、バス利用者数は減少傾向にある。 



 

○ バスネットワークのあり方に係る地域公共交通会議での調査研究 

・ 利用者数減少に対応するため、平成２６年度は、ゼロベースでバスネットワークを再編するこ

とを目指して、法定協議会（会津若松市地域公共交通会議）において「地域公共交通ネットワー

ク研究事業」を新規事業として位置づけ、バスネットワーク再編のあり方について研究を行って

いる。ケーススタディとして、会津乗合自動車の自主運行路線「市内・３・４コース・松長団地

線」の再編事業を実施した。乗降データに基づく路線再編案を利用者と地域住民に説明・周知し

た上で、利用者・地域住民アンケート調査を実施・分析し、利用者へのフィードバックを行うな

ど、住民ニーズに即応する路線再編を行った。 

・ また、各種データに基づく路線再編の条件整備に向け、市のオープンデータやビッグデータ活

用・分析事業と協調し、情報政策部門と連携しながら、バスの乗降データや市民・観光客の動線

データなどの収集方法や、これらのデータを活用した公共交通と観光・商工・健康分野のまちづ

くりとの連携方策についても研究を行っている。 

・ さらに、住民組織「金川町・田園町住民コミュニティバス運営協議会」が運営主体となり、交

通事業者及び市が連携する仕組みにより、平成２６年１１月から、公共交通空白地域の一つであ

る金川町・田園町において住民コミュニティバスを運行している。これは住民主体による「地域

協働運行方式」であり、この成果をふまえて、他地区への水平展開のあり方についても研究を行

っている。 

・ 乗降データ等の分析・活用や地域協働運行方式は、地域公共交通施策の推進において重要な要

素であり、会津若松市の強みの一つである。これらの取組みにあたっては、学識経験者の継続的

な参画・協力を得ている。 

 

［［［［公共交通公共交通公共交通公共交通のののの問題点問題点問題点問題点（（（（課題課題課題課題）］）］）］）］ 

○ 問題点 

・ 会津若松市の公共交通は、連携計画に基づくさまざまな取組にもかかわらず、まちなか周遊バ

スなどの一部路線を除き、路線バス利用者の低迷と、それに伴う運行欠損の増加が続いている。 

○ 今後の取組上の課題（論点） 

・ その解決に向けて、住民の公共交通ニーズに対応した利用しやすい公共交通ネットワークの構

築が必要である。そのためには、地域の特性や利用者数等の各種データに基づくバスネットワー

クとそのサービスレベルのあり方、観光・商業・健康・環境・交通安全等のまちづくりとの連携

方策について見定めることとして、法定協議会において以下の点を整理している（平成 27 年 1

月 30 日開催の会津若松市地域公共交通会議において確認）。 

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 

・ 人口構成や高齢化状況・生活利便施設の配置状況等の地域特性の分析、各バス路線の運行・

利用状況等に基づく各路線・系統の分析・評価を行ったうえで、公共交通の需要（ニーズ）の

把握を行う。その上で、市民に使ってもらえるバスネットワークや最適なサービスレベルを設

定する必要がある。 

② 幹線軸の設定(選定)と利便性向上策の重点的な展開 

・ ①の分析結果を踏まえ、生活動線と観光動線への対応や、まちづくりとの連携を図る上で重

要な路線や区間を「幹線軸」（まちなか周遊バスや神明通り～若松駅前区間など）として設定



 

する。 

・ その上で、「幹線軸」については、ダイヤ、時刻表等案内表示、待合機能、乗換機能等の環

境整備に重点的に取り組み、選択と集中による官民一体となった利便性向上策を講じる必要が

ある。 

③ 幹線軸を踏まえた交通結節点の選定及び広域路線のあり方（ゾーンバス化）の研究 

・ 幹線軸の設定と乗継環境の整備により、会津地域の中心都市である会津若松市のバスネット

ワークの利便性向上策と並行して、隣接する自治体間との広域幹線のあり方についても研究す

る必要がある。 

④ まちづくりと連携し、まちづくりへ寄与できる連携方策の研究 

・ まちづくりとの連携として、交通結節点（神明通り・会津若松駅等）については、待合機能、

乗継機能の環境整備を行いながら、ハブ機能としての整備を行う必要がある。 

・ 公共交通と商業、観光、健康、環境、交通安全等のまちづくりとの連携については、双方の

相乗効果を得ることができるような施策・事業を企画・展開する。さらに、専門的知見を踏ま

えつつ、関連データに基づく定量分析を行いながら、公共交通の活性化や利用者数の増加等が

各分野にどの程度の波及効果を及ぼし得るかについても検討し、地域公共交通網形成計画の目

標設定に反映させる。これにより、計画の達成状況の評価において、必要かつ有効的な検証を

行い、継続的な改善につなげることが可能となる。 

⑤ 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の拡充 

・ 金川町・田園町住民コミュニティバスは、住民主体による協働運行方式として、地元住民の

生活交通の確保のみならず、バスに乗り合わせての地域の高齢者の外出機会の増加にもつなが

っている。これにより、地域での見守り等の地域福祉機能の向上や買物弱者支援、健康増進な

どのまちづくりとの連携・波及効果も期待できる。この取組を継続・検証しながら、他の公共

交通空白地域や不便地域等での水平展開にどう結び付けていくかが課題である。 

 

２．目指す交通計画と策定調査の必要性 

 「目指す交通計画」については、これまでの会津若松市の地域公共交通政策における成果・問題

点及び課題を踏まえつつ、現時点における基本的な考え方を記載する。これらの基本的な考えにつ

いては、平成 27 年度の地域公共交通調査事業（以下「調査事業」という。）の中で調査及び協議を

行って、地域公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）に位置づける予定である。    

    

［［［［目指目指目指目指すすすす交通計画交通計画交通計画交通計画］］］］ 

⑴ 持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本的な方針に係る現時点での考え方 

以下の３つの基本方針案は、平成 26 年度地域公共交通会議の「地域公共交通ネットワーク研

究事業」の調査研究において整理した５つの課題を踏まえた、現時点での基本的な考え方である。 

① 「移動の足として安心して便利に使える持続可能な地域公共交通ネットワークとサービス環

境の実現」(商品としてのバスづくりとマーケティング・ミックスの推進) 

② まちづくりと連携し、コンパクトな「スマートシティ」を支える公共交通の活性化(まちづ

くりとのソフト・ハード面での連携) 



 

③ 市民・利用者のニーズ・視点を起点として、さまざまな主体が連携・協働して公共交通を支

える仕組みの拡充(協働による運営システムの拡充)  

これらの関係性は、まず、会津若松市の持続可能な地域公共交通ネットワークを形成するため

には、バスに関するマーケティング・ミックスの確立・推進により、住民ニーズに対応した安心

して利用できるバスづくり（方針①）が必要である。その上で、まちづくりとの連携も含めて公

共交通の活性化を図り、その効果を市のまちづくりの将来像の実現につなげていく（方針②）。

さらに、それらを実現するための基幹的・横断的な仕組みづくり（方針③）を行う、という一連

の流れを念頭において検討しているものである。 

⑵ 地域公共交通網形成計画の区域 

形成計画の区域は、会津若松市の市全域とすることを想定しているが、会津若松市には近隣市

町村とを結ぶ広域的な幹線が複数運行されていることから、これらについても十分留意する必要

がある。そのため、今後の調査事業の中で、関係市町村とも連携しながら、広域的なバスネット

ワークや交通結節点のあり方との関連も含めて検討して設定する予定である。 

⑶ 地域公共交通網形成計画の目標 

３つの基本方針の達成のために必要と考えられる「目標」について、現時点での基本的な考え

方は以下のとおりである。なお、目標の考え方、目標数値の計測方法、評価の方法などについて

は、調査事業の中で具体的に検討を行って形成計画に位置づけていくこととしている。 

① 「移動の足として安心して便利に使える持続可能な地域公共交通ネットワークとサービス  

 環境の実現」に向けた目標 

この目標としては、「市内路線バス全体の利用者数」や、「幹線軸となる路線の利用者数」な

どの維持・増加を想定している。加えて、バス路線のネットワークやサービスレベルの再編に

伴って乗換拠点の設定を想定していることから、「乗換拠点におけるハード・ソフト両面にわ

たる利便性の向上」や、連携計画からの継続的な取組として「公共交通空白地域の解消」など

も目標として考えられる。   

② 「まちづくりと連携し、コンパクトなスマートシティを支える公共交通の活性化」に向けた

目標 

会津若松市は年間約 400 万人の観光客が訪れる観光都市であることから、まちなか周遊バス

など観光客をターゲットとした公共交通施策の充実により観光誘客につなげる観点から、「観

光客入込数の増加」を目標として想定している。さらに、公共交通の利用者増加による「中心

市街地における交流人口の維持・拡大」や「高齢者の交通事故死傷者数の減少」、「メタボリッ

クシンドローム割合の減少」、「温室効果排出ガス（運輸部門）の削減」についても設定の可能

性を検討する。  

③ 「市民・利用者のニーズ・視点を起点として、さまざまな主体が連携・協働して公共交通を

支える仕組みの拡充」に向けた目標   

 金川町・田園町住民コミュニティバスで導入した地域協働運行の方式は、住民ニーズに即応

した公共交通を確保・維持・改善していく上で重要な要素であることから、「地域協働運行方

式の拡充」を目標として設定する予定である。また、地域協働運行方式を導入するためには住

民組織の設置が必要条件の一つとなることから、この数値目標化も併せて検討する。 



 

⑷ 目標を達成するために行う「事業及びその実施主体」に関する事項 

会津若松市の連携計画に基づく取組は、交通事業者と市との緊密な連携により行ってきたとこ

ろであり、この基本姿勢は今後も継続していくものである。 

① 「移動の足として安心して便利に使える持続可能な地域公共交通ネットワークとサービス  

 環境の実現」に関連する想定事業 

○ 各種データの把握・分析による幹線軸の設定及び幹線軸の品質確保・向上策の実施 

乗降データの収集・分析はもとより、地域の人口や生活利便性分析、路線・系統の分析や

交通需要分析を行った上で、公共交通の需要に即応したバスネットワークやサービスレベル

を検討し、「幹線軸」を設定する。幹線軸については、高頻度のサービス提供（ダイヤの充

実）、幹線区間専用時刻表や方面別時刻表の作成、支線路線や広域路線(近隣自治体との地域

間幹線系統)との乗継拠点の施設・環境整備などを検討する。 

  幹線軸の品質確保・向上の実現に向けては、形成計画へ位置づけた上で、地域公共交通再

編実施計画（以下「再編実施計画」という。）において具体化を図る予定である。 

○ ＩＣＴを活用したバスネットワーク等の継続的改善のための仕組みの構築・運用 

  ＩＣＴを活用しながら乗降データ、地域データ、利用者ニーズ等の各種データの把握・分

析を行い、その結果を、バスネットワークやダイヤなどの継続的改善につなげていくための

一連の仕組みづくり及びその運用方法について検討する（参考事例：イーグルバス㈱におけ

る各種データの収集・分析による運行ダイヤの最適化など）。 

  なお、会津若松市は、内閣府の「地域活性化モデルケース」選定や「地域再生計画」の第

一次認定をはじめ、市全体としてビッグデータ・オープンデータの収集・分析・活用に取り

組んでおり、調査事業では、これらとの連携も図りながら、公共交通とまちづくりとの具体

的な連携方策についても検討していく予定である。 

○ 広域路線のゾーンバス化 

  幹線軸及び乗継拠点を設定した上で、広域路線や支線路線のゾーンバス化についても、関

係市町村と連携して、事業としての位置づけを検討する。その実現に向けては、形成計画へ

位置づけた上で再編実施計画において具体化を図っていきたい。 

○ 乗継拠点の整備及び乗継利便性の向上 

  市内幹線軸と広域路線・支線路線の乗継、路線バスと鉄道駅との乗換など、乗継拠点の整

備にあたっては、路線バスのみならず、鉄道や乗用タクシーなど、複数の交通モード間での

乗継利便性の向上を図る必要がある。そのため、中心市街地や鉄道駅などの乗継拠点・待合

施設の整備では、バスロケーションサービスの提供をはじめとした乗継抵抗感軽減策や、若

年層や観光客などを対象に携帯電話（スマートフォン）によるバスの位置情報の提供などの

ソフト施策についても検討する。 

○ 利用者ニーズに対応した利用促進策 

  市内の交通事業者では、バス交通の基本情報をわかりやすく提供するための時刻表やリー

フレットの作成・配布、住民や観光客などを対象としたフリーパスの発行、観光などまちづ

くりと連携した企画切符の発行などを実施している。これらの取組成果をもとに、さらなる

利用促進策について検討する。 



 

○ 公共交通空白地域解消に向けた事業（該当地域内人口の減少策）  

  公共交通空白地域の解消に向けて、地域協働運行方式の円滑な導入のための「実証実験運

行事業」の導入を検討する。地域事情等により住民組織の設置が困難な地域については、他

都市の取組（山口市のグループタクシー制度等）を参考として、グループを主体としたタク

シーの活用方策などを検討する。 

② 「まちづくりと連携し、コンパクトなスマートシティを支える、公共交通の活性化」に関連

する想定事業 

○ 観光振興と公共交通の連携方策  

  観光客入込数とまちなか周遊バス利用者数との間には、強い相関関係が見られることか

ら、年間約 400 万人もの観光客をバス利用に取り込むことができれば、公共交通の維持・活

性化への効果が期待される。そのため、市内観光移動の利便性向上に向けて、隠れた観光資

源に対応した新たな観光周遊バスの導入などが想定される。また、広域観光移動の利便性向

上に向けては、現行の「会津ぐるっとカード事業」とタクシーなどとの連携などの検討も考

えられる。 

○ 公共交通と中心商店街との連携方策 

  会津若松市では、中心商店街、交通事業者、住民コミュニティバス運営組織との連携によ

り、バス利用者への回数券配布やポイント付与を行うなど、公共交通と中心商店街との連携

を進めているが、会津若松市の中心商店街である神明通りは、ほぼすべての路線バスが経由

する公共交通の結節点であるため、中心市街地活性化基本計画との連携も図りながら、「乗

換拠点の整備」とあわせて、公共交通の利用促進と中心商店街の活性化の双方につながる施

策の拡充などについて検討する。 

○ 公共交通と高齢者の交通安全、健康増進施策との連携方策 

  会津若松市の交通事業者においては、６５歳以上を対象とする「高齢者フリーパス制度」

の導入を始めたところであり、これにより、高齢者の利用促進が進めば、免許返納増加を通

じた交通事故の減少や、外出機会増加による健康増進などへの効果が期待される。そのため、

交通安全や健康増進施策との連携も図りながら、「高齢者フリーパス制度」や「運転免許証

自主返納者支援制度」の拡充について検討する。 

③ 市民・利用者のニーズ・視点を起点として、さまざまな主体が連携・協働して公共交通を支

える仕組みの拡充」に関連する想定事業 

○ 住民起点の地域協働運行方式の拡充方策 

  地域協働運行方式の維持・拡充を図るため、協働運行方式導入の実効性向上のためのトリ

ガー方式の検討や実証実験運行・検証事業の導入を検討する。    

(５)地域公共交通網形成計画の達成状況の評価 

会津若松市は各種データにもとづく分析・活用を重視していることから、達成状況の評価に必

要な各種データは、調査事業の中で、データ把握の方法、把握期間、有効な評価の仕組み、目標

達成のための効果的なＰＤＣＡサイクルのあり方などを検討し、形成計画に位置づける。 

(６)計画期間 



 

計画期間は、平成２８年度を初年度とし、最終年度は、現在改定中の「会津若松市第７次長期

総合計画」との整合性を踏まえながら、調査事業の中で検討し、形成計画に位置づける予定であ

る。 

 

［［［［策定調査策定調査策定調査策定調査のののの必要性必要性必要性必要性］］］］ 

・ 形成計画の策定にあたっては、これまでの先行的な取組や学識経験者や関係者(機関)との協

働などの会津若松市の強みを生かしつつ、バス・鉄道駅乗降調査等による各種データに基づい

て定量的に分析を行う。さらに、住民等の外出行動や公共交通の利用実態、運行システムの評

価・改善要望を把握するために、アンケート調査及び、住民グループインタビュー調査やヒア

リング調査といった定性的調査も行う。特に、グループインタビュー調査は、まだ眼前にない

新しい路線体系やシステムに対する潜在需要の把握に効果的であり、これによって、より的確

なバスネットワークやサービスレベルのあり方、公共交通の再編のあり方を検討することが可

能と考えている。 

・ そのために、事務局内部の分析や学識経験者の知見に加えて、コンサルタント特有の専門的

知識や技能を活用し、より有効な調査を行うために、調査事業を実施する。 

・ 平成 27 年度に「地域公共交通網形成計画」を策定した上で、計画において位置付けた地域

公共交通特定事業(地域公共交通再編事業)については、平成 28 年度以降に順次、地域公共交

通再編実施計画を策定し、事業化・実施、評価・改善を行っていく予定である。 
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３．事業の実施内容 

実施項目 実施内容 

⑴ 実態・ニーズ把握調査 ⑴ 既存資料・データの収集・整理・分析 

①上位計画・関連計画 

長期総合計画、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、 環境基本計画、交通安全計画、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（策定中）、中心市街地活性

化基本計画、観光振興計画、都市計画マスタープラン、交通バリ

アフリー基本構想、教育振興基本計画等 

②会津若松市地域公共交通総合連携計画（平成 21年度策定）の検証

（※中間的総括は実施済み） 

③関連計画の調査結果（福祉部門等も含めた市民アンケート調査、

コミュニティバス沿線アンケート調査など） 

⑵ バス利用及び鉄道利用実態調査 

※地域間幹線系統は関係市町村区域内含む 

①調査員のカウントによる「バス乗降調査＋鉄道駅乗降調査」 

 ○路線バス 

 ・市内を運行する全てのバス路線(22 路線)を対象に、平日と休日

各１日の全便・全バス停別に乗降者数を把握する（対象：平日

約 400 便、土日約 300 便）。 

 ○鉄道 

 ・会津若松駅と西若松駅の２駅を対象に、平日と休日各１日の電

車毎に乗降者数を把握する。 

 ※上記乗降調査を 150 人・日で行う。 

②バス利用者アンケート調査 

・利用実態や運行システムの評価等を把握するため、路線別にバ

ス車内でアンケート調査を行い、利用者の属性、利用目的、利

用時間帯、利用回数などを把握する。 

 ・調査方法：車内配布、郵送回収 

 ・対象者：市内 22 路線の平日・休日の各１日の全利用者 

 ・想定配布数：2,000 票（1,964,000 人/平成 25年度年間利用者数

÷365 日×1.5/休日は平日の半数×0.3/往復利用と調査協力意

向を考慮） 

・想定回収数（回収率 50％）：1,000 票 

⑶ 市民アンケート調査 

・市民の日常の移動実態や公共交通の利用状況、問題点・改善要



 

望などを把握する。その際、路線バスだけではなく、鉄道、乗

用タクシーなど他の公共交通モードの状況把握も行う。 

・地区別の外出行動の活発さを把握するために「外出回数」を把

握する。 

・公共交通空白地域の設定のために、「駅・バス停までの距離」に

対する意見を把握する。 

・配布及び回収方法：郵送配布・郵送回収 

・配布数：3,000 通、・回収数：1,050 通（回収率 35％）      

⑷ 住民グループインタビュー調査 

①各地区の住民の移動実態や日常の外出で困ること、公共交通に対

する改善要望などの潜在ニーズ（生の声）を掘り下げて聞き取る。 

②対象：各地区の交通弱者 10名程度（マイカーを持たない高齢者、

家族を送迎している主婦等） 

③開催回数：４回（市街地中心部・外縁部・郊外部の４ヶ所×各１

回） 

④実施方法：各地区の集会所等に集まってもらい、１地区(グループ)

約２時間をかけて聞き取りを行う。 

⑸ 関係者ヒアリング調査 

①対象：庁内関係部署（都市計画課、地域福祉課、高齢福祉課、 観

光課、商工課、支所など）交通事業者（会津乗合自動車㈱、会津

鉄道・広田タクシー、、社会福祉協議会など）、 関連施設等（商

業施設、病院・医院、高校、福祉施設［特に障がい者施設・作業

所等］など）、関係団体（観光ビューロー、商店街振興組合、生涯

学習センター利用団体等） 

②実施方法：訪問による聞き取り（高校などへは調査票によるアン

ケート方式を検討） 

⑵ 地域特性分析、公共交通 

 の現状分析及び需要分析 

⑴ 地域特性のデータ収集・整理・分析 

・地区別の人口数・率（年齢別）、人口密度、生活関連施設・観光

施設等の分布状況 

・まちづくり・観光の現状と取組み 

・地区別の移動実態（買物・通院・通勤・通学等の日常生活での

移動）の把握 

・地区別、バス停圏エリア別のアクセス性水準（買物・通院・通

学しやすさ）の算定 

・地区別、バス停圏エリア別の生活行動力水準（外出行動の活発

さ）の算定 

・バス停圏（300m 等）エリア別の交通弱者の状況（高齢者、独居

世帯、学生、免許の有無）、地形（坂・バリア等）など 

⑵ 公共交通の現状分析 



 

・路線別の運行状況、利用状況、これまでの取組み状況 

・路線・系統別の評価（利用者数、利用目的、機能類型化、集客

性水準、事業性水準など） 

・交通空白・不便地域の分析・設定 

⑶ 会津若松市の公共交通の潜在ニーズ分析・需要推計（上記⑴及

び⑵を踏まえて） 

・バス停半径 300ｍエリアごと（市内 450 エリア）の乗降者数に

ついて、潜在需要・顕在需要両面を考慮して、バスネットワー

ク・サービスレベル設定のための重要指標として活用する。 

(3)地域公共交通網形成計画

の検討・取りまとめ 

⑴ 公共交通を取り巻く課題の整理 

・運営面から（利用状況、収支状況、行政負担など） 

・サービス面から（路線カバー率、サービス水準など） 

・運行システム面から（行き先・ルート、本数、ダイヤ、車両、

バス停環境、情報提供など） 

・まちづくりとの連携（観光、商業、健康、環境、交通安全等） 

⑵ 基本方針 

①公共交通網のあり方 

・ 誰のどのような外出をどの程度支えるか（ターゲット、利用目

的、サービスレベル） 

・ 生活面（市民の日常生活）、観光面（来訪者・市民の非日常）

などの視点 

・ 幹線軸、支線、交通拠点（結節点）の設定 

②サービス提供の方針 

・ 中心市街地のバス機能向上（面） 

・ 幹線軸の強化の方向性 

・ 支線沿線の対応方向性・・・地域協働運行方式の援用 

・ 交通空白地域の対応方向性・・・地域協働運行方式の援用 

・ 交通拠点（結節点）の設定・整備方針 

③まちづくりとの連携方針 

④運営・運行体制の方針 

⑶ 具体施策（リーディングプロジェクト） 

・バス路線網の再編（鉄道、路線バス、コミュニティバス、観光

周遊バス、タクシー他） 

・幹線軸の強化策（本数・ダイヤ、沿線バス停機能、車両など） 

・新たな交通サービス（市街地内の観光・生活の両交通に対応可

能な小循環バスや交通空白地域に対応する地域協働運行交通シ

ステムなど） 

・交通拠点の整備（会津若松駅前広場の再編、神明通りや城周辺

の乗場位置・環境改善など） 



 

・公共交通の利用促進（ターゲットの明確化、ターゲットに合わ

せた情報提供・案内サイン、バスパック等の実質的な利用者増

の取組みなど） 

⑷ 具体施策の事業化のための手法・体制 

・トリガー方式（地域協働運行方式の基準収益設定の発展的な拡

充） 

・実証実験運行・評価・検証サイクル制度の確立・導入 

・事業化スケジュール 

・ＰＤＣＡサイクルによる事業実施後の評価・検証、見直し・改

善の詳細方法 

・管理運営体制・・・多様な主体の参画と資源の活用 

(4)協議会開催 ⑴ 法定協議会（地域公共交通会議）における協議 

・調査業務の選定及び委託、計画の検討及びとりまとめ、計画の

承認等について、協議会において協議。 

・年４回の開催を予定。 

・調査内容等の詳細な分析・検討については、公共交通会議幹事

会において行う 

⑵ 公共交通会議幹事会おける協議 

・各種調査に基づくデータの分析はもとより、市の公共交通の将

来像や具体施策について、関係者間で意見・アイディア交換（ブ

レインストーミング）も行いながら、事業化に向けての実現可

能性等の調整を行う。 

・幹事会メンバー（市、交通事業者、商工・観光関係者、利用者

代表等）等に、学識経験者や関係者を交えて協議を行う。 

・年 12 回の開催を予定。 

⑶ 地域間幹線系統に係る関係市町村との協議 

・年 6回程度の協議を予定。 

※上記会議及び協議については、適宜、コンサルタントを交えて開

催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

４．スケジュール 

    

実施項目 4 月       9 月       12 月       3 月 

⑴ 実態・ニーズ把握調査 

 

 

⑵ 地域特性分析、公共交通

の現状分析及び需要分析    

 

⑶ 地域公共交通網形成計   

 画の検討・取りまとめ 

 

⑷ 協議会開催 協 議 会  ■      ■      ■      ■ 

幹 事 会  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

関係市町村協議   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   
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５．予算計画 

実施項目 

総事業費 

（見込み） 

補助対象経費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

⑴ 実態・ニーズ把握調査 

 

 

７，０４０ 

千円 

 

７，０４０ 

千円 

 

７，０４０ 

千円 

 

０ 

千円 

⑵ 地域特性分析、公共交通

の現状分析及び需要分析    

 

１，３９４ 

千円 

 

１，３９４ 

千円 

 

１，３９４ 

千円 

 

０ 

千円 

⑶ 地域公共交通網形成計   

 画の検討・取りまとめ 

 

２，４３４ 

千円 

 

２，４３４ 

千円 

 

２，４３４ 

千円 

 

０ 

千円 

⑷ 協議会開催等事務費 
 

２，１０３ 

千円 

 

１，７０３ 

千円 

 

１，７０３ 

千円 

 

４００ 

千円 

合計 １２，９７１ 

千円 

１２，５７１ 

千円 

１２，５７１ 

千円 

４００ 

千円 



①累計利用者数 ＝ （単位：人）

H26.12 H27.1 H27.2 計 ⇒期限運行とした北滝沢経由

若松駅前発 5,801 5,873 5,592 17,266 ⇒大塚山経由（一箕ヨークの買い物）

西若松駅東口発 5,816 6,037 5,604 17,457 ⇒期限運行とした２便増回

中央病院・

居合団地線

若松駅前発 3,008 2,872 2,899 8,779

千石まわり 3,742 4,016 3,645 11,403

神明まわり 3,290 3,546 3,164 10,000 【平均】

21,657 22,344 20,904 64,905 ⇒ 721.2

②便別１日の平均利用者数 ＝ （単位：人）

若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前若松駅前若松駅前若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前

6:25 7:00 7:25 8:00 8:25 9:259:259:259:25 10:25 11:25 13:40 14:40 16:30

平日 21.1 42.1 32.5 13.0 12.7 13.813.813.813.8 15.0 15.5 14.4 18.2 24.7

休日 3.3 9.6 3.9 8.6 7.0 11.111.111.111.1 10.9 12.3 13.0 10.1 9.8

平日 26.0 45.3 39.1 13.8 11.7 16.916.916.916.9 14.8 16.1 14.6 12.2 31.5

休日 2.7 11.0 5.5 5.6 7.5 9.29.29.29.2 9.5 12.5 10.3 11.1 9.3

平日 23.1 42.2 36.8 14.3 15.4 15.915.915.915.9 17.1 16.3 18.1 15.9 32.1

休日 1.9 11.1 6.6 4.9 10.1 13.113.113.113.1 9.6 11.6 10.1 12.0 9.0 【小計】

平日 23.4 43.2 36.1 13.7 13.3 15.515.515.515.5 15.6 16.0 15.7 15.4 29.4 237.4

休日 2.6 10.6 5.3 6.4 8.2 11.111.111.111.1 10.0 12.1 11.1 11.1 9.4 97.9

西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口西若松駅東口西若松駅東口西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口 西若松駅東口

7:20 8:35 10:2010:2010:2010:20 11:20 12:20 15:35 16:40 17:30 18:15 18:50 19:25

平日 22.0 7.6 12.012.012.012.0 14.0 23.2 38.2 29.2 34.1 18.2 15.6 8.3

休日 12.6 3.2 9.39.39.39.3 10.8 14.0 13.6 12.6 11.9 6.4 7.0 1.1

平日 22.8 10.3 12.512.512.512.5 13.1 24.9 40.9 32.2 36.8 22.5 19.6 11.3

休日 10.2 3.0 8.18.18.18.1 9.3 17.5 13.8 9.8 10.8 7.4 8.2 2.4

平日 26.4 11.7 12.412.412.412.4 16.4 33.1 37.5 26.8 34.8 23.5 14.4 10.2

休日 10.1 3.3 9.79.79.79.7 12.1 15.6 14.7 9.7 9.3 7.1 7.7 2.0 【小計】 【合計】 【3路線 総計】

平日 23.7 9.9 12.312.312.312.3 14.5 27.1 38.9 29.4 35.2 21.4 16.5 9.9 238.8 476.2 878.0

休日 11.0 3.2 9.09.09.09.0 10.7 15.7 14.0 10.7 10.7 7.0 7.6 1.8 101.4 199.4 398.6

若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前若松駅前若松駅前若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前若松駅前若松駅前若松駅前

7:40 8:15 9:10 10:3510:3510:3510:35 12:10 13:10 14:10 15:30 17:3517:3517:3517:35

平日 20.6 13.7 12.6 7.27.27.27.2 9.2 9.2 9.3 22.4 10.010.010.010.0

休日 6.1 4.2 6.4 7.87.87.87.8 3.8 8.2 7.6 6.1 4.74.74.74.7

平日 22.7 15.1 12.4 7.27.27.27.2 10.6 9.3 11.8 20.2 12.212.212.212.2

休日 4.4 6.5 6.1 5.15.15.15.1 4.2 3.7 4.2 3.5 3.33.33.33.3

平日 22.5 19.8 14.3 7.57.57.57.5 12.0 13.7 12.4 20.9 9.19.19.19.1

休日 3.1 6.4 5.7 5.65.65.65.6 5.0 5.6 5.6 3.4 2.62.62.62.6 【小計】

平日 21.9 16.2 13.1 7.37.37.37.3 10.6 10.7 11.2 21.2 10.410.410.410.4 122.6

休日 4.5 5.7 6.1 6.26.26.26.2 4.3 5.8 5.8 4.3 3.53.53.53.5 46.3

若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前

6:50 8:10 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:10 18:15 20:30

平日 18.8 13.0 12.4 8.9 9.4 8.1 11.0 8.0 9.6 14.6 11.8 9.3 1.6

休日 4.6 6.8 8.6 7.1 4.8 7.3 9.2 3.4 6.1 6.9 10.6 6.3 0.6

平日 24.3 15.4 12.8 9.0 11.6 11.0 12.0 7.8 10.8 15.4 11.0 11.2 1.6

休日 5.0 7.5 8.8 11.0 6.7 8.6 8.2 2.8 7.6 6.7 8.7 3.6 0.3

平日 26.3 12.7 14.2 10.1 11.2 10.3 12.6 8.4 9.5 14.7 11.9 11.5 1.4

休日 4.2 7.6 7.0 7.6 5.2 9.1 10.9 3.8 6.3 5.0 6.2 5.3 0.1 【小計】

平日 23.1 13.7 13.1 9.3 10.7 9.8 11.9 8.1 10.0 14.9 11.6 10.7 1.5 148.4

休日 4.6 7.3 8.1 8.6 5.6 8.3 9.4 3.3 6.7 6.2 8.5 5.1 0.3 82.0

若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前 若松駅前

7:15 8:25 9:55 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45

平日 17.6 5.5 9.9 8.3 7.9 9.3 10.1 8.0 11.4 9.8 8.3 8.0 4.5

休日 9.3 2.8 8.1 5.4 5.9 2.9 9.7 7.7 4.9 8.3 5.3 2.2 3.1

平日 25.0 5.2 11.4 8.0 7.4 9.7 10.5 7.2 15.2 11.7 9.7 11.4 6.2

休日 8.7 2.1 6.5 5.0 7.2 3.5 9.6 6.5 4.3 6.1 6.3 1.7 3.3

平日 22.9 5.7 11.5 7.7 10.2 10.0 10.5 8.2 13.1 10.4 9.9 9.0 5.9

休日 4.6 1.1 8.4 5.1 4.7 3.0 9.0 7.0 3.6 6.9 7.7 2.2 3.1 【小計】 【合計】

平日 21.8 5.5 10.9 8.0 8.5 9.7 10.4 7.8 13.2 10.6 9.3 9.5 5.5 130.7 279.1

休日 7.5 2.0 7.7 5.2 5.9 3.1 9.4 7.1 4.3 7.1 6.4 2.0 3.2 70.9 153.0

神明・千石線

（千石まわり）

H26.12

H27.1

H27.2

路線名 年月

月平均

月平均

曜日別

神明・千石線

（神明まわり）

H26.12

H27.1

H27.2

路線名 年月 曜日別

月平均

松長団地・

西若松駅線

H26.12

H27.1

H27.2

路線名 年月 曜日別

中央病院・

居合団地線

H26.12

H27.1

H27.2

月平均

路線名 年月 曜日別

松長団地・

西若松駅線

H26.12

月平均

年月路線名

H27.1

H27.2

曜日別

新路線新路線新路線新路線『『『『松長団地松長団地松長団地松長団地・・・・西若松駅線西若松駅線西若松駅線西若松駅線』、『』、『』、『』、『中央病院中央病院中央病院中央病院・・・・居合団地線居合団地線居合団地線居合団地線』、『』、『』、『』、『神明神明神明神明・・・・千石線千石線千石線千石線』』』』のののの実績表実績表実績表実績表

路線名

松長団地・

西若松駅線

神明・千石線

計


