
平成２０年度 第１回 

伊達市地域公共交通活性化協議会次第 

 

                        日時：平成２０年７月１５日（火）  

                           午後２時～午後４時  

                        場所：伊達市役所本庁舎・大会議室  

 

１，開 会  

 

２，会長あいさつ  

 

３，監査員の指名について  

 

４，報 告  

 （１）伊達市地域公共交通総合連携計画策定支援業務の委託について  

 

 （２）伊達市の公共交通の現状について  

 

５，協 議  

 （１）平成２０年度伊達市地域公共交通活性化協議会予算の補正について  

 

 （２）伊達市地域公共交通総合連携計画の策定スケジュールについて  

 

 （３）市民アンケート調査の実施について  

 

６，その他  

 （１）霊山・月舘地域でのデマンド型乗合タクシーの運行について  

 

７，閉 会  
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№ 組織区分名 代表者職名 代表者 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び道路運送法施行規則の規定

1 伊達市 市長 仁志田　昇司 計画策定市町村・主催する市町村

2 ふくしま自治研修センター 教授 吉岡　正彦 学識経験者・学識経験を有する者

3 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 清野　和也 その他必要と認めるもの・地方運輸局長

4 福島県県北地方振興局 県民環境部長 遠藤　義広 その他必要と認めるもの・その他運営上必要と認めるもの

5 伊達警察署 交通課長 久留飛　克典 公安委員会・都道府県警察

6 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 調査第二課長 岩渕　敦 道路管理者・道路管理者

7 福島県保原土木事務所 所長 堀田　洋一 道路管理者・道路管理者

8 伊達市建設部 建設部長 松浦　裕行 道路管理者・道路管理者

9 社団法人福島県バス協会 専務理事 菅崎　守雄 公共交通事業者等・一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体

10 福島交通株式会社 福島支社次長 鈴木　昭平 公共交通事業者等・一般乗合旅客自動車運送事業者

11 東日本旅客鉄道株式会社 福島支店長 寺田　充 公共交通事業者等・その他運営上必要と認めるもの

12 阿武隈急行株式会社 代表取締役専務 尾形　憲一 公共交通事業者等・その他運営上必要と認めるもの

13 社団法人福島県タクシー協会 県北支部長 宍戸　清治 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体

14 有限会社丸和保原タクシー 代表取締役 寺島　剛 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者

15 有限会社梁川タクシー 代表取締役 宍戸　清治(重複) 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者

16 有限会社ふくしま中央交通 支配人 高橋　好雄 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者

17 有限会社月舘タクシー 代表取締役 菅野　午三 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者

18 新達交通株式会社 代表取締役 引地　達雄 計画事業実施見込者・一般乗用旅客自動車運送事業者

19 伊達町町内会東地区連合会 会長 鈴木　益美 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

20 梁川町自治組織連絡会 会長 八巻　康雄 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

21 保原町町内会連合会 会長 須永　英次 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

22 前霊山町新多目的交通システム運行委員会 副委員長 直江　市治 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

23 前月舘町新多目的交通システム調査委員会 委員長 佐藤　満明 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

24 伊達市PTA連絡協議会 会長 菅野　鉄也 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

25 伊達市連合婦人会 会長 大森　瑛子 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

26 伊達市連合婦人会 副会長 小野　洋子 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

27 伊達市連合婦人会 副会長 菅井　ハルヨ 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

28 伊達市社会福祉協議会 会長 梅津　義昭 地域公共交通の利用者・住民又は旅客

29 私鉄総連福島交通労働組合 福島支部支部長 三ノ輪　好昭 その他必要と認めるもの・一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体

30 自交総連福島地方連合会 執行委員長 山崎　良博 その他必要と認めるもの・一般乗用旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体

31 伊達市商工会 会長 佐藤　勇 その他必要と認めるもの・その他運営上必要と認めるもの

32 保原町商工会 会長 佐藤　晃司 その他必要と認めるもの・その他運営上必要と認めるもの



資料１ 

 

報告（１）伊達市地域公共交通総合連携計画策定支援業務の委託について 

 

 伊達市地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」と表記する。）を策定す

るにあたり、下記の業務をコンサルタントに委託する。 

 

※主な業務の内容 

（１）現状の分析 

  現況調査の実施等により、公共交通等の現状と課題を抽出・整理する。 

  ・路線バスの運行及び利用状況 

  ・鉄道の運行及び利用状況 

  ・タクシーの保有台数及び運行状況 

  ・病院等の送迎バスの運行及び利用状況 

  ・学校・幼稚園等送迎バスの運行及び利用状況 

  ・自家用自動車の保有台数及び保有世帯率 

  ・鉄道駅の駐車場・駐輪場の利用状況 

（２）市民意向調査 

  ・市民２，０００人を対象としたアンケート調査の実施 

   アンケートの設計、配布、回収、集計、分析（封筒代、郵送料を含む） 

（３）協議会等への出席（３回程度）と会議資料の作成 

  ・会議資料の作成 

（４）連携計画策定支援 

  ・連携計画（案）の作成（紙及び電子データにて提出） 

    基本方針の策定 

    連携計画に掲載する事業の設定 

    地域公共交通総合連携計画の作成 

 

※契約業者決定の経過 

  ５社から見積書を徴し、設計金額（5,124,000 円）を下回りかつ、公共交通

関係業務の受託実績がある「株式会社ケー･シー･エス」を委託先に決定した。 

  住所 宮城県仙台市青葉区本町一丁目 11 番２号 ＳＫ小田急ビル 

  名称 株式会社ケー・シー・エス東北支社 

  代表 支社長 霜鳥 友子 

  金額 ４，６２０，０００円（内消費税額２２０，０００円） 



資料３  

 

協議（１）平成２０年度伊達市地域公共交通活性化協議会予算の補正について  

 

 国庫補助金額及び業務委託費が確定したので、協議会の予算を次のとおり補正

する。  

 

１．収入    （単位：千円） 

款 項 目 備 考 
当初 

予算額 

補正 

予算額 

補正後 

予算額 

１ 

負担金 

１ 

負担金 

１ 

負担金 
伊達市 884 0 884 

２ 

支出金 

１ 

補助金 

１ 

補助金 
国土交通省 6,000 △ 1,500 4,500 

３ 

諸収入 

１ 

雑入 

１ 

雑入 
預金利子等 1 0 1 

合 計       6,885 △ 1,500 5,385 

 

 
      

２．支出    （単位：千円） 

款 項 目 備 考 
当初 

予算額 

補正 

予算額 

補正後 

予算額 

１ 

会議費 

１ 

会議費 
費用弁償等 784 △ 466 318 

１ 

運営費 

  

 

２ 

事務費 

１ 

事務費 
消耗品等 100 47 147 

２ 

事業費 

１ 

事業費 

１ 

事業費 

計画策定調査 

業務委託料 
6,000 △ 1,380 4,620 

３ 

予備費 

１ 

予備費 

１ 

予備費 
  1 299 300 

合 計       6,885 △ 1,500 5,385 

 



資料４ 

 

協議（２）伊達市地域公共交通総合連携計画の策定スケジュールについて 

 

第１回協議会（７月１５日） 

 ・平成２０年度伊達市地域公共交通活性化協議会予算の補正について 

 ・伊達市地域公共交通総合連携計画の策定スケジュールについて 

 ・市民アンケート調査の実施について 

 ・霊山・月舘地区でのデマンド型乗合タクシーの運行について 

第２回協議会（１１月） 

 ・市民アンケート調査の結果について 

 ・地域公共交通総合連携計画（素案）について 

 ・パブリックコメントの実施について 

第３回協議会（１２月） 

 ・地域公共交通総合連携計画の決定について 

 ・保原「のってみっカー」の４条申請に係る協議について 

第４回協議会（３月） 

 ・地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定申請について 

 ・次年度予算について 

 



　 連携計画策定に関するスケジュール(案)

協議会の開催 ◎ ◎ ◎ ◎

アンケート

　配布回収 配布 回収

　集計分析 集計 分析

バス利用状況実態調査 ◎ ◎

*素案の送付 *決定

パブリックコメント ＨＰに掲載

デマンド型乗合タクシー

　地区住民説明会 霊山・月舘地域

　道路運送法21条申請 ◎

　利用事前登録 商工会・市役所で受付

　霊山･月舘地区運行開始 試験運行（１年間）

委託路線バス（10月改変）

　委託契約の協議開始 ◎

　委託契約の更新 ◎

委託路線バス（４月改変）

　契約変更の申出 ◎

　路線変更届 ◎

　委託契約の変更 ◎

１０月 ３月６月 ２月

伊達市地域公共交通
総合連携計画の策定

１１月 １２月 １月７月 ８月 ９月


