
別添１

令和2年　月　日

協議会名： 津山市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

－1－

(1)津山西循環線
　（津山～マルナカ院庄店
　　　　　　～PLANT５～津山）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

A

利用者は目標9,660人（H29
実績の8％増）に対しR元：
11,990人と2,330人増加（約
24.1％増）、目標を大幅に上
回った。

H30.11月から鏡野町と共同で
市域をまたぐ路線として延伸
し、大きな効果があった。更な
る利用周知を継続していく。

(2)マルナカ西循環線
　（マルナカ院庄店～津山
　　　　　　～マルナカ院庄店）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

A

利用者は目標8,897人（H29
実績維持）に対しR元：9,272
人と375人増加（約4.2％
増）、目標を上回った。

系統(1)の延伸による相乗効果
もあり、利用者が増加した。更
に利用周知を継続していく。

(3)小循環線
（津山～志戸部～津山）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

C

利用者は目標6,615人（H29
実績維持）に対しR元：5,434
人と1,181人減少（約17.9％
減）、目標を達成できなかっ
た。一方、H30実績（4,909
人）からは、531人増加（約
10.7％増）となり、H30年度
の延伸・減便による影響か
ら脱却しつつある。

定常利用者は復元傾向にある
ため、今後は観光路線としての
経路や運行時間などの見直し
を検討していく。

(4)加茂支所線
（イオン津山店前～めぐみ荘）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

C

利用者は目標14,683人
（H29実績維持）に対しR元：
12,357人と2,326人減少（約
15.8％減）、目標は達成でき
なかった。

(5)勝北支所線
（イオン津山店前～新野桜橋）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

C

利用者は目標5,553人（H29
実績維持）に対しR元：4,442
人と1,111人減少（約20.0％
減）、目標は達成できなかっ
た。

(6)（奥津川）勝北支所線
（イオン津山店前～奥津川）

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

C

利用者は目標2,307人（H29
実績維持）に対しR元：2,064
人と243人減少（約10.5％
減）、目標は達成できなかっ
た。

中鉄北部バス株式会社

〇循環線が、接続する幹線路
線やその他枝線についても、乗
降調査をR元.6月に実施。加え
て、H30.11月～R元.9月の津山
西循環線の鏡野町延伸結果に
関しての乗降調査を毎日実施
した。中でも、新規設定バス停
については、詳細調査を実施
し、利用動態を検証した。
〇H31.4月からR元.５月に、ごん
ごバスの一日フリー乗車券を販
売(実績83枚）し、利用者確保
に努めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇Ｈ30.11月に商店街内で公共
交通啓発活動を実施。
〇「網形成計画」中に記載の「2
種免許取得支援事業」を、H30
年度より、「津山圏域定住自立
圏」の枠組みで実施。（H30年
度実績14名、H31.4月～R元.9
月で5名の申請有）これによる
効果を路線維持確保につなげ
ていく。
○H31.4月に市内高校に「帰宅
用バス時刻表」を配布。
○「バス乗り方教室」を希望す
る連合町内会にてR元.5月に実
施。今後も継続予定。

　　　　　　　　　　　　【次頁続く】

沿線上のスーパー、団地に対
応する経路変更をR元.10月か
ら実施。今後、更なる利用周知
活動を進めるとともに、利用・移
動動態を調査し、引き続き利用
者ニーズに即した運行経路・時
刻を検討していく。　　　　　　　　　　　　　　　　
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津山市

公有民営補助（車両更新）

　(7)津山東循環線
　　　車両３台　更新
　　　（令和元年7月1日から
　　　　　　　　　　　　運用開始）

〇R元.6月に、沿線経路上の
スーパー店舗にて車両お披露
目式を実施。併せて利用啓発
グッズを配布し、周知を実施。

A
・計画通り事業は適切に実
施された。

A

更新後、利用者は増加。
（7月～9月期 昨年度対比
2,436人増）
乗り心地に対する要望・苦
情は更新後は無くなった。

低床化車両により、高齢者など
の利用者増を目指す。
また、新車両活用により、運行
効率改善をめざし、運行経費の
削減を目指していく。
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中鉄北部バス株式会社

(7)津山東循環線　
（津山～イオン津山店前～　　　　　
津山）

【前頁より】

〇R元.7月から津山東循環線車
両について「公有民営型」補助
制度を活用した、車両更新、低
床化を実施。
○R元.8月に市内図書館にて、
「バス・タクシーの現在展」を実
施。その中で、バス協会協力に
よる、市内幼稚園児バス塗り絵
を展示。

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

Ｂ

利用者は目標84,815人
（H29実績維持）に対しR元：
84,778人と37人微減（約
0.01％減）、ほぼ目標を達
成した。

R元.7月より「公有民営型」によ
る東循環線車両を更新した。利
用者は、更新後（R元.7月～9
月）は前年に比べ2,436人増
加。
より周知を図り、更なる利用者
増を目指す。

特定非営利活動法人　　　　　　
エコビレッジあば

(8)阿波区域

◯NPOより、地域だよりを配布
し利用促進・啓発している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◯NPOより、阿波地域内でのイ
ベントなどへのお出かけ時に、
阿波区域運行を利用するよう
阿波の地域団体などに働きか
けをしている。　　　　

A

・計画通り事業は適切に実
施された。要望や利用・運
行状況を踏まえ必要に応じ
た改善をはかっている。

C

利用者はH29：1,124人に対
しR元 ：850人と減少し、一
日あたりの利用者数は2.33
人と、目標値である3.1人を
達成できなかった。

運転手の高齢化により、登録
運転手が大幅に減少。そのた
めニーズに対応できる運転手
が足らず、利用者の減少に繋
がった。
また、「特定人間関係に依存」
するところもあり、運転手減少
は大きな影響を残した。　　　　　　　　　　　　　　　　　
他の同様運行の事例を参考に
しつつ、運転手確保の方策を
研究・検討していく。　　　　　
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事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について
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協議会名： 津山市地域公共交通会議
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地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　本市は岡山県北東部に位置し、人口101,467人（平成31年1月1日）、総面積506.33㎢で、県内第3の人口規模である。
平成17年に旧加茂町、旧阿波村、旧勝北町、旧久米町と合併し、美作地域の中心都市としての役割を担っている。
　地勢としては、岡山三大河川の吉井川が貫流する市内中心部の盆地を囲むように、中国山地、吉備高原に接し、林
野面積は342.57㎡で総面積の60％以上を占めている。
　人口構成としては、65才以上人口は30,365人と人口の約29.9％を占める一方、15歳未満人口は約13.1％となってお
り、少子高齢化、人口減少が進んでいる。
　平成22年3月に「津山市地域公共交通総合連携計画」を策定し、再編実施等を行い、一定の成果を得たところである
が、公共交通を取り巻く環境は大変厳しく、事業者収支も逼迫し、行政からの補助がなければ維持できない状況であ
る。
　こうした中、平成28年度に「津山市地域公共交通網形成計画」を策定し、『みんなに「やさしい」「持続可能」な公共交
通』、『「まちづくり」といっしょに進める公共交通』、『「交流」と「にぎわい」を創り出せる公共交通』を基本方針とした、公
共交通施策に取り組んでいるところである。
　免許返納者など交通弱者のニーズ対応や、公共交通運行の下支えとなる「2種免許取得支援」、「小型乗合交通」の
導入検討などの事業をすすめるとともに、広域的な視点による「バス路線のあり方」も検討していく。また、乗り継ぎ拠
点での幹線路線とフィーダー系統路線の結合等による効率的な運行などによる新たな公共交通体系の確立を目指し
ていく。



































　　　バス停の名称変更について
No.

広域バスマップ　
のページ

事務局 変更案 コンセプト

1 希望ヶ丘前 きぼうがおかまえ 11ページ ⇒ 希望ヶ丘ホスピタル よくある地名と勘違いする可能性がある。

2 林田局前 はいだきょくまえ 11ページ ⇒ 林田郵便局前 「郵便局」が目印であることを明確に

3 南小口 みなみしょうぐち 11ページ ⇒ 南小学校前 「みなみこぐち」との読み違いを防ぐ。他の学校近くのバス停表現にあわせる。

4 西中前 にしちゅうまえ 4ページ ⇒ 西中学校口 「にしなかまえ」との読み違いを防ぐ。他の学校近くのバス停表現にあわせる。

5 院庄駅口 いんのしょうえきぐち 4ページ ⇒ ウエストランド前 駅から遠い。最も目印になるスーパーの名称に変更

6 作楽神社口 さくらじんじゃぐち 4ページ ⇒ 院庄交差点 他に「作楽神社」の名称バス停があり、混同をさけるため。

7 小田中局前 おだなかきょくまえ 4ページ ⇒ 小田中郵便局前 「郵便局」が目印であることを明確に

8 市営住宅前 しえいじゅうたくまえ 4ページ ⇒ 院庄郵便局前 市営住宅は離れている。最も近い目印を名称設定。

9 草加部 くさかべ 7，10ページ ⇒ 多胡クリニック 目印となる近くの病院の名称へ設定。

10 滝尾駅口 たきおえきぐち 7，10ページ ⇒ 滝尾駅入口 バス停から少し離れていることを示す表現に

11 高野小学校前 たかのしょうがっこうまえ 7ページ ⇒ 高野小学校口 バス停が直近でないことを示す表現に

12 高野農協前 たかののうきょうまえ 7ページ ⇒ 津山東農協前 現在の農協名称へ変更

13 田熊会館前 たのくまかいかんまえ 7ページ ⇒ ？？ 会館は現在ない（事務局案：「田熊消防機庫」）

14 ふれあいセンター ふれあいせんたー 7ページ ⇒ 田熊ふれあいセンター 「ふれあい」といった他でも使われる表現を「田熊」と地名で限定

15 坪井局前 つぼいきょくまえ 3ページ ⇒ 坪井郵便局入口 「郵便局」が目印であることを明確に

16 千代駅前 せんだいえきまえ 3ページ ⇒ 千代駅入口 バス停から少し離れていることを示す表現に

17 北中須賀 きたなかすか 4ページ ⇒ くめ診療所前 目印となる近くの病院の名称へ設定。

18 梅の里入口 うめのさといりぐち 3ページ ⇒ 梅の里公園入口 正式名称に近いものに変更。

19 運動公園入口 うんどうこうえんいりぐち 3ページ ⇒ 久米運動公園入口 運動公園は他にもあるため。

20 自動車学校入口 じどうしゃがっこういりぐち 11ページ ⇒ 津山自動車学校入口 他の自動車学校、教習所と区別しやすする。

21 文化センター北口 ぶんかせんたーきたぐち 11ページ ⇒ 椿高下 文化センターには「北側入口」はないので、誤解をまねく。

22 裁判所前 さいばんしょまえ 11ページ ⇒ 裁判所入口 バス停から少し離れていることを示す表現に。

23 中之町局前 なかのちょうきょくまえ 11ページ ⇒ 中之町郵便局前 「郵便局」が目印であることを明確に。

24 作楽神社前 さくらじんじゃまえ 4ページ ⇒ 作楽神社入口 バス停から少し離れていることを示す表現に

25 洋学資料館口 ようがくしりょうかんぐち 11ページ ⇒ 洋学資料館入口 バス停から少し離れていることを示す表現に

26 山西口 やまにしぐち 4ページ ⇒ 山西口（田邑） 他の「山西」地名との混同を避ける

27 田邑農協前 たのむらのうきょうまえ 4ページ ⇒ 田神社前 農協施設はもうない。

28 美作大学前 みまさかだいがくまえ 11ページ ⇒ 美作大学入口 「大学」は少し離れており、「前」ではなく「入口」の表現に。

29 一宮小入口 いちのみやしょういりぐち 2ページ ⇒ 一宮小学校入口 他の学校近くのバス停表現にあわせる。

30 東一宮車庫 ひがしいちのみやしゃこ 2ページ ⇒ 中鉄北部バス 東一宮車庫 車庫の内容を明確に

31 スポーツセンター入口 すぽーつせんたーいりぐち 11ページ ⇒ 中道中学校前 目印となる施設の名称に。スポーツセンターは遠い。

32 高田幼稚園前 たかたようちえんまえ 2ページ ⇒ ？？
幼稚園は閉園（事業者からの案：高田バス停を「高田小」に変更し、「高田幼稚園」を
「高田」に変更）

33 自動車教習所前 じどうしゃきょうしゅうじょまえ 11ページ ⇒ 津山自動車教習所前 他の自動車学校、教習所と区別しやすする。

34 一宮保育所前 いちのみやほいくしょまえ 2ページ ⇒ ？？ 保育所は閉園（事業者からの案：鵜ノ羽橋（近くの橋の名称））

35 一宮局前 いちのみやきょくまえ 2ページ ⇒ 一宮郵便局前 「郵便局」が目印であることを明確に

36 一宮小学校前 いちのみやしょうがっこうまえ 2ページ ⇒ 一宮小学校口 他の学校近くのバス停表現にあわせる。

既存バス停名称

バス停の表現 設定案

「……前」もしくは施設名のみ　　　バス停が目印施設のすぐ直近にある。

「……口」　　　　　　　　　　　　バス停が目印施設が目視できる場所にある。

協議事項２


