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資料１ 

令和２年度 村上市地域公共交通活性化協議会 事業報告 

 

１．路線定期バス事業 

№ 事業名 内容 

1 村上市まちなか循環バス (1) 運行事業者：新潟交通観光バス㈱ 

(2) 運行開始：H23.10.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～土曜日（日、祝日、12/29～1/3、7/7運休） 

10便/日（大回り－小回り循環：５便、小回り循環：５便） 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 10,980人 9.7％ 

 R1 13,761人 12.6％ 

 前年度比 -2,781人 -2.9％ 

(5) その他 

厚生連村上総合病院の移転に伴う、ダイヤ改正 

（R2.12.1） 

2 村上市せなみ巡回バス (1) 運行事業者：新潟交通観光バス㈱ 

(2) 運行開始：H25.10.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～土曜日（日、祝日、9/3～9/5、12/29～1/3運休） 

４便/日 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 5,132 人 10.6％ 

 R1 6,422 人 14.6％ 

 前年度比 -1,290人 -4.0％ 

(5) その他 

厚生連村上総合病院の移転に伴う、ダイヤ改正 

（R2.12.1） 

3 まちなか循環バス・ 

せなみ巡回バス共通乗車券 

(1) 一日乗り放題券売上枚数 58枚 

(2) 回数乗車券売上部数：437冊 
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№ 事業名 内容 

4 寒川～府屋中町線 (1) 運行事業者：新潟交通観光バス㈱ 

(2) 運行開始：H25.2.18～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（土、日、祝日、12/29～1/3運休） 

行き２便、帰り２便 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 438人 1.7％ 

 R1 393人 1.7％ 

 前年度比 45 人 0％ 
 

２．デマンド型乗合タクシー事業 

№ 事業名 内容 

1 荒川・神林地区 

のりあいタクシー 

(1) 運行事業者：坂町タクシー㈱ 

藤観光タクシー㈱ 

(2) 運行開始：H23.10.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3除く） 

行き４便、帰り４便 

(4) 利用者数と収支率 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 4,221 人 6.1％ 

 R1 4,570 人 6.7％ 

 前年度比 -349人 -0.6％ 
 

2 神林地区通院対応 

のりあいタクシー 

(1) 運行事業者：岩船タクシー㈱ 

(2) 運行開始：H23.10.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3除く） 

行き１便、帰り２便 

(4) 利用者数と収支率 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 879人 15.0％ 

 R1 947人 15.2％ 

 前年度比 -68人 -0.2％ 

(5) その他 

厚生連村上総合病院の移転に伴う、利用料金の 

改定（R2.12.1） 
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№ 事業名 内容 

3 村上瀬波・山辺里地区 

通院対応のりあいタクシー 

(1) 運行事業者：㈱はまなす観光タクシー 

(2) 運行開始：H24.11.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3除く） 

行き１便、帰り２便 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 915人 9.5％ 

 R1 1,065 人 11.9％ 

 前年度比 -150人 -2.4％ 

(5) その他 

厚生連村上総合病院の移転に伴う、利用料金の 

改定（R2.12.1） 

4 朝日地区通院対応 

のりあいタクシー 

(1) 運行事業者：㈱瀬波タクシー 

(2) 運行開始：H24.4.2～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3除く） 

行き１便、帰り２便 

(4) 利用者数と収支率 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 1,016 人 19.3％ 

 R1 1,155 人 18.6％ 

 前年度比 -139人 0.8％ 

(5) その他 

厚生連村上総合病院の移転に伴う、利用料金の 

改定（R2.12.1） 

5 岩船・松喜和地区 

のりあいタクシー 

(1) 運行事業者：岩船タクシー㈱ 

(2) 運行開始：H30.10.6～（継続運行） 

(3) 運行状況 

土・日・祝日のみ（12/29～1/3除く） 

ＪＲ岩船町駅に到着する電車時刻に合わせ運行 

上り３便、下り４便 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 16 人 2.7％ 

 R1 94 人 3.9％ 

 前年度比 -78人 -1.2％ 
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３．高速のりあいタクシー 

№ 事業名 内容 

1 村上市高速のりあい 

タクシー 

（村上市－新潟市） 

(1) 運行事業者：㈱瀬波タクシー 

㈱はまなす観光タクシー 

藤観光タクシー㈱ 

(2) 運行開始：H29.4.1～（継続運行） 

(3) 運行状況 

月曜日～金曜日（祝日、12/29～1/3除く） 

行き２便、帰り２便 

(4) 利用者数 

 年度 
乗車人数 

（4月～3月） 
収支率 

（4月～3月） 

 R2 1,735 人 8.6％ 

 R1 1,803 人 9.0％ 

 前年度比 -68人 -0.4％ 
 

４ その他の事業（公共交通利用促進ＰＲ活動等） 

時期 事業 内容 

随時 チラシ・ポスターの配布による周知 
全戸配布、医療機関、公共交通機関、 

金融機関、調剤薬局等 

R2.6 かもメール広告掲出 
郵便局の依頼により、まちなか循環 

バス・せなみ巡回バスの車内広告掲出 

R2.11 年賀状広告掲出 
郵便局の依頼により、まちなか循環 

バス・せなみ巡回バスの車内広告掲出 
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５ 協議会開催状況 

時 期 事 業 議 事 

令和２年 
４月１日 

書面決議 〔協議事項〕 
村上市地域公共交通活性化協議会の規約改正について 

５月 19日 第 1回協議会 
（書面決議） 

〔協議事項〕 
1)協議会規約の改正について（案） 
2)令和３年度 村上市地域内フィーダー系統確保維持 
計画（案）について 

3)生活交通改善事業計画（案） 
4)村上総合病院移転に伴う路線バスの路線変更について 

６月８日 書面決議 〔協議事項〕 
村上市地域公共交通網形成計画策定業務委託の業者選定 
について 

８月 28日 第２回協議会 〔協議事項〕 
1)村上市地域公共交通網形成計画（案）の策定について 
2)通院対応のりあいタクシーの利用料金改定について 
3)協議会委託バス路線のダイヤ変更について 
4)路線バスの運賃改定の協議について 

９月 14日 書面決議 〔協議事項〕 
通院対応のりあいタクシーの利用料金改定について 

11月 25日 第３回協議会 〔協議事項〕 
1)村上市地域公共交通網形成計画（案）の策定について 
2)令和２年度 地域公共交通確保維持完全事業の評価に
ついて 

令和３年 
１月 25日 

第４回協議会 〔協議事項〕 
1)協議会規約の改正について 
2)村上市地域公共交通計画（案）の策定について 
3)令和３年度 事業計画（案） 

１月 26日 書面決議 〔協議事項〕 

村上市地域公共交通計画（案）について 

３月 22日 第５回協議会 〔協議事項〕 

1)村上市地域公共交通計画（案）及びパブリックコメン 
トの実施結果について 

2)令和３年度事業計画（案）について 
3)令和３年度予算（案）について 

 



- 6 - 

令和２年度 村上市地域公共交通活性化協議会 決算報告 

（自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日） 

１ 歳入      （単位：円） 

款 項 目 予算額 決算額 差額 
（決算額－予算額） 

摘要 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 72,401,000 58,343,185 △14,057,815 村上市負担金：            58,343,185 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 0 4,152,500 4,152,500 国庫補助金：              4,152,500 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 0 0 0  

４ 諸収入 １ 雑 入 １ 雑 入 0 94 94 預金利子：                       94 

合  計 72,401,000 62,495,779 △9,905,221  

２ 歳出      （単位：円） 

款 項 目 予算額 決算額 差額 
（決算額－予算額） 

摘要 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 653,000 517,234 △135,766 委員報酬・費用弁償：             461,200 

      会議録委託料：                   56,034 

 ２ 事務費 １ 事務費 204,000 173,956 △30,044 手数料等：                      122,180 

      消耗品費等：                  51,776 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 71,544,000 61,804,589 △9,739,414 デマンド型交通等運行事業：   61,804,589 

      ・デマンド型交通：           39,059,300 

      高速のりあいﾀｸｼｰ関係経費       16,229,262

   
      通院対応等のりあいﾀｸｼｰ関係経費 22,830,038 

 

 

 

       

       

 

 

      ・まちなか循環バス運行：      5,729,581 

      

・せなみ巡回バス運行：       2,208,087 

・まちなか循環、せなみ巡回バス関連物品： 

562,870 

      ・路線バス関係：              4,939,823 

      
・広報等に関する経費：         999,928 

・地域公共交通計画策定業務委託：   8,305,000 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 0 0 0  

合  計 72,401,000 62,495,779 △9,905,221  

       

歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額 摘要 

62,495,779 62,495,779 0 ※次年度への繰越なし 
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