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第８回 草津市地域公共交通活性化再生協議会 議事録 

 

○日時：平成２４年８月３日（金） １６：１０～１６：４０ 

○場所：市民交流プラザ ５階 大会議室 

○出席者 

 委員 平沢、堤、中島（代理 大西）、田中、浅川、樋口、加茂、前野、山本、中村、 

    後藤、堀口、安井、城居、吉井、塚口、北村（代理 金澤）、駒井、吉岡、南、 

    宮下、藤田、松田（代理 清水）、宮城（代理 山田）、浅見、進藤（代理 浜田） 

 事務局：交通政策課  山本課長、松尾参事、藤崎専門員 

 随行者：２名 

 傍聴者：０名 

 記 者：０名 

 

○配付資料 

【次第】 

【委員名簿】 

【議第１号】平成２３年度事業報告について 

【議第２号】平成２３年度決算について 

【草津市総合交通戦略策定業務】 

【草津市地域公共交通活性化再生協議会設置要綱】 

【草津市地域公共交通活性化再生協議会規約】 

 

 

  



－2－ 

 

○議事概要 

事務局 

 

 

（開会） 

それでは、地域公共交通会議に引続き草津市地域公共交通活性化再生協議会

を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして進行させていただきます。本日の資料につきま

しては、委員名簿、会議の次第となっておりますのでよろしくお願いします。 

なお、本日の会議は、草津市地域公共交通活性化再生協議会設置要綱第 7 条

第 7 項の規定に基づき、公開で進めさせていただきますので、よろしくお願い

します。 

本協議会は、平成 19 年法律第 59 号 地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律第 6条第 1 項に規定されます法定協議会として設置いたしております。 

また、本日の出席は、30名中／26名であり、設置要綱第 7条第 3項に定める

過半数以上の出席を得ておりますことから、本協議会は成立しておりますこと

をご報告申しあげます。 

審査に入ります前に事務局よりご連絡いたします。 

当協議会の委員委嘱期間が今年の 3 月末で満了いたしましたので、今回再度

委員委嘱をさせていただきました。今後 2 年間よろしくお願い申しあげます。

委員名簿におきましては、お手持ちの資料に添付しておりますので、ご確認く

ださい。 

それでは、本協議会の会長である草津市副市長の平沢克俊より皆様に挨拶を

させていただきます。 

平沢会長 （開会挨拶） 

事務局 

 

それでは、本協議会設置要綱第 7 条第 2 項により、会長が会議の議長に当た

ると規定されておりますので、以降の議事進行を会長にお願いいたします。そ

れでは、平沢会長よろしくお願いいたします。 

議長 議長として、これより会議の進行を務めさせていただきますが、委員の皆様

の御協力をよろしくお願いいたします。 

まず、本協議会規約第 22条第 3項に基づき、議事録署名人を選任する必要 

がありますことから、本日の会議の議事録署名人を指名いたしたいと思います。 

議事録署名人を加茂委員と宮下委員にお願いいたします。 

これより議事に入りますが、質疑の際には、挙手をしていただき、お名前を

おっしゃっていただき、ご発言いただきますようお願いいたします。 

本日の案件は、先ほど申した 2 件ですが、議事に入ります前に「副会長およ

び監事の選任」について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 

 

副会長の選任につきましては本協議会規約第 10条 3項により会長が選任する

ことと規定されておりますので、会長に御指名をお願いいたしたいと思います。
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それでは、会長よろしくお願いします。 

会長 それでは、規約に基づきまして会長の指名とのことでございますが、昨年度

も本会議におきまして副会長を務めていただきました立命館大学理工学部教授

の塚口委員に、引き続きお願いさせていただこうと考えておりますので、塚口

副会長の御就任をお願いいたしたいと思います。 

続きまして、「監事の選任」について、でございますが監事の就任については

どうしたらよろしいか事務局よろしくお願いします。 

事務局 

 

監事につきましては本協議会規約第10条4項により委員の互選により選出す

ると規定されておりますが、いかがお取り計らいいたしましょうか。 

前野委員 事務局の考えをお聞かせください 

事務局 

 

事務局といたしましては、これまでも本会議の監事として適切に監査してい

ただきました滋賀県バス協会専務理事 樋口委員と草津市観光物産協会会長 

南委員に是非とも引き続きお願いしたいと考えております。委員のみなさま、

いかがでしょうか。 

 ＜＜拍手又は異議なしの声あり＞＞ 

事務局 

 

ありがとうございます。委員各位のご賛同をいただきましたので、樋口委員、

南委員に監事の御就任をお願いいたしたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

「副会長および監事の選任」について事務局からは以上です。 

議長 それでは、議案の審議に入ります。第 1号議案「平成 23年度事業報告につい

て」、第 2 号議案「平成 23 年度決算について」は、いずれも関連がございます

ので一括審議とさせていただきます。 

それでは第 1 号議案、第 2号議案について事務局より説明を求めます。 

事務局 

 

それでは、第 1号議案「平成 23 年度事業報告について」平成 23 年度草津市

地域公共交通活性化再生協議会事業報告書に基づいて説明いたします。1 ペー

ジをご覧ください。 

各種会議の開催としまして、平成 23年度第 6回草津市地域公共交通活性化再

生協議会を 7 月 28 日に開催させていただき、平成 22 年度決算について報告さ

せていただきました。 

第 7 回として、2 月 20 日には平成 24 年度予算について報告させていただき

ました。 

分科会としては、地域公共交通会議を 5 回開催しました。主としてまめバス

運行についてご協議いただきました。福祉有償運送運営協議会は 1 回開催し、

法第 79条登録団体の更新審査をお願いしたところです。 

公共交通の改善に関する調査研究の実施としては、地域公共交通活性化再生

総合事業補助金を活用し、まめバスの効果測定調査に取り組みました。 
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以上が事業報告であります。 

続きまして、第 2号議案「平成 23年度決算について」ご説明させていただき

ます。 

3ページの平成 23年度草津市地域公共交通活性化再生協議会収支決算書をご

覧ください。 

事業期間は、平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日までです。収入と支

出に分けて記載しておりますが、まず支出からご説明をさせていただきます。

下段の支出欄をご覧ください。 

運営費につきましては、会議費、事務費を各 1,000 円で、予算額 2,000 円に

対しまして、決算額が 0円、増減額はマイナス 2,000円であります。 

事業費としまして、予算額 350万円に対しまして、決算額は 334万 9,500円、

増減額はマイナス 15万 500円であります。内容は、まめバス実証運行にかかる

効果測定等調査と住民への利用促進を図るため、立命館大学へ業務委託を行い

ました。 

予備費として予算額 1,000 円に対しまして、決算額は 0 円、増減額はマイナ

ス 1,000 円です。 

以上、支出予算額合計の350万3,000円に対しまして、決算合計が334万9,500

円、増減額はマイナス 15万 3,500 円です。 

 

続きまして、上段の収入をご説明いたします。上段の収入の欄をご覧くださ

い。 

負担金は、予算額、決算額ともに 0円であります。 

補助金として予算額 350万円に対しまして、決算額は 334 万 9,500円、増減

額はマイナス 15万 500円でありました。こちらは、活性化再生事業補助金の経

過措置として国からの補助金をいただいているものでございますが、年度末の

実績報告額に合わせて交付請求を行い、収入をいただいているものでございま

す。 

繰越金は、予算額、決算額ともに 0円です。 

借入金は予算額を 1,000 円としておりましたが、市中銀行からの借入れはご

ざいませんでしたので、決算額は 0円、増減額はマイナス 1,000千円です。 

諸収入についても寄付金、雑入で予算額 2,000円のところ、雑入の収入が 192

円ございましたので、増減額はマイナス 1,808円であります。 

この 192円につきましては、利息となっております。 

以上、収入予算額合計の350万3,000円に対しまして、決算合計が334万9,692

円、増減額はマイナス 15万 3,308 円です。 
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つきましては、平成 23 年度収入決算額 334 万 9,692 円から支出決算額 334 万

9,500円を引きまして、収支は 192円となりますことから、平成 23年度にお

ける繰越金は 192円発生いたしました。 

この繰越金につきましては、平成 24年度に市の一般会計に雑入にて処理いた

します。 

以上で、第２号議案「平成２３年度決算について」の説明とさせていただき

ます。 

事務局からは以上でございます。議長よろしくお願いいたします。 

議長  それでは、第２号議案につきまして、会計監査報告を監事よりお願いいたし

ます。 

南 委員  事務局のほうより会計報告がありましたので監査を実施いたしました。これ

により会計報告をさせていただきます。 

 草津市地域公共交通活性化再生協議会の平成 23 年度会計監査について報告

させていただきます。 

 平成 23年度会計監査報告、貯金通帳、証拠書類の会計経理および処理につい

て正確かつ適正に執行されたことを認めます。 

 以上でございます。 

議長 ただ今の第１号議案および第２号議案につきまして、何かご質問などがござ

いましたらお願いいたします。 

  (意見なし) 

議長  意見等よろしいでしょうか。 

 それでは、第１号議案「平成２３年度事業報告について」および第２号議案

「平成２３年度決算について」賛成の委員の方は、挙手願います。 

  (全員挙手) 

議長 全員賛成からの賛成をいただいたものと認めさせていただきます。 

これにて本日の案件につきましては審議を終了とさせていただきます。 

それでは事務局へお返しします。 

事務局 

 

以上で本日の議事については、委員の皆様のご協力によりまして、終了いた

しました。 

慎重なご審議を賜り、また、原案通りご承認いただきまして誠にありがとう

ございました。 

その他事項として事務局より 1 点報告がありますので簡単に説明させていた

だきます。 

事務局 

 

 事務局から 1点報告させていただきます。 

昨年度の2月20日の活性化再生協議会におきましても述べさせていただきま

したが、今年度、草津市総合交通戦略というものを策定させていただきます。 
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平成 24 年度草津市総合交通戦略策定業務として資料をつけさせております

が、こちらは 10 年、20 年先の草津市の交通のあり方を検討していきたいと考

えております。こちらの活性化再生協議会と連携を図りながらより良い草津の

交通というものを考えていきたいと思います。 

9 月より協議会を立ち上げ、進めていきたいと思っております。協議会で決

定した事項については、活性化再生協議会、地域公共交通会議の中でも報告等

させていただきます。またご意見等も総合交通戦略の中に入れていきたいと考

えておりますので、9 月から開催させていただくという報告させていただきま

す。 

事務局 

 

 次回の会議については 2月ごろを考えております。よろしくお願いします。 

 本日は、地域公共交通会議、公共交通活性化再生協議会と御審議、御協議い

ただき誠にありがとうございました。 

 これをもちまして閉会とさせていただきます。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 


