
別添１

令和3年12月20 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
　（津山駅～マルナカ院庄店
　　　　　～PLANT５～津山駅）

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
た改善を図っている。

Ｂ

利用者は目標15,975人
（H31実績の約27％増）に対
しR3：13,387人（目標対比：
87.7％）となり、目標を下
回った。

路線延長により利用者数が増
加していたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、利
用者の伸びが鈍化した。バス
利用時の感染症対策の徹底と
安全性の周知を図り、併せて
利用促進のための周知を行
う。

(2)マルナカ西循環線
　（マルナカ院庄店～津山駅
　　　　　　～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
た改善を図っている。

B

利用者は目標8,693人（H31
実績の約6%減）に対しR3：
7,414人（目標対比:約
85.3％）となり、目標を下
回った。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用者が減少し
た。接続する「久米支所線」と
(1)系統と一体的な運行体系を
検討する。また、バス利用時の
感染症対策の徹底と安全性の
周知を図り、併せて利用促進
のための周知を行う。

(3)小循環線
（津山駅～志戸部～津山駅）

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
た改善を図っている。

C

利用者は目標5,134人（H31
実績の約6%減）に対しR3：
3,137人（目標対比：約
61.1％）となり目標を達成で
きなかった。

観光路線としての経路や運行
時間検討のための社会実験を
実施し、一定程度の利用が見
込まれた。引き続き社会実験を
実施し、必要なニーズの把握
に努める。また、バス利用時の
感染症対策の徹底と安全性の
周知を図り、併せて利用促進
のための周知を行う。

(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
た改善を図っている。

B

利用者は目標17,959人
（H31実績の5%減）に対し
R3：14,760人（目標対比
82.2%）となり、目標を達成で
きなかった。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用者が減少し
た。
特に、系統(5)(6)は感染症の影
響で離れた利用者が帰って来
ていない状況となっている。
運行経路のあり方について検
討していくとともに、バス利用
時の感染症対策の徹底と安全
性の周知を図り、併せて利用
促進のための周知を行う。

(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
た改善を図っている。

中鉄北部バス株式会社

R2.10月に、小型乗合交通実証
実験の実施に向けた事前調査
として、市内福田地区で公共交
通に関するアンケート調査を実
施し、地域の移動手段や行き
先など交通事情の把握に努め
る。

Ｒ２．12月から、公有民営補助
で車両更新した、津山西循環
線、マルナカ西循環線、津山東
循環線の５台の車両で、地元
大学生やプロバスケットボール
選手による車内アナウンスを
実施し、バスに親しみを持って
もらう取組みを実施

R３.３月に、生活支援サポータ
研修会において、公共交通に
関する説明会と地域の公共交
通に関する意見交換会を実
施。

循環線及びそれに接続する幹
線路線やその他枝線につい
て、乗降調査をR3.10月に実
施。

R3.7月に、小型乗合交通実証
実験の実施に向けた事前調査
として、市内上高倉地区で公共
交通に関するアンケート調査を
実施し、地域の移動手段や行
き先など交通事情の把握に努
める。
　　　　　　　　　　　【次頁に続く】

付議事項１

今年度の評価は目標達成率
　～100％  ：A
　99～70％：B
　70％～　 ：Ｃ　　　設定とした



別添１

令和2年12月20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）

津山市

公有民営補助（車両更新）

　(１)津山西循環線
　　　車両２台　更新
　　　（令和２年１０月1日から
　　　　　　　　　　　　運用開始）

車内の案内放送を地元大学生
や津山市をホームタウンとする
プロスポーツチーム選手の声
で行うことで、親近感を持って
もらう取組や、「図書館だより」
スポーツイベントのちらしを設
置するなど、身近な交通手段と
してPR。

A
・計画通り事業は適切に実
施された。

Ｂ

新型コロナウイルス感染症
の影響での更新のため、利
用者に影響は見られなかっ
た。
乗り心地に対する要望・苦
情は更新後は無くなった。
また、導入前に比べ、運行
事業者の㎞当たりの燃料
油脂費は原油価格の高騰
により若干増額となった
が、車両修繕費及び車両
減価償却費が年間約300万
円の節減効果となった。

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。

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

- 2 -

中鉄北部バス株式会社

(6)（奥津川）勝北支所線
（イオン津山店前～奥津川）

【前頁より】
Ｒ3.8月に、小型乗合交通実証
実験の実施に向けた事前調査
として、市内油木地区で公共交
通に関するアンケート調査を実
施し、地域の移動手段や行き
先など交通事情の把握に努め
る。
･R3.3月～4月「さくらまつり」期
間中の小循環線の特別運行実
験。

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
た改善を図っている。

(7)津山東循環線　
（津山駅～イオン津山店前～
                          津山駅） 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
た改善を図っている。

Ｂ

利用者は目標80,257人
（H31実績の約5％減）に対
しR3：72,691（目標対比
90.6％）となり、目標を達成
できなかった。

「公有民営型」による車両更新
により、利用者は増加傾向で
あったが、新型コロナウイルス
感染症の影響が大きくなり、利
用者が減に転化した。
バス利用時の感染症対策の徹
底と安全性の周知を図り、併せ
て利用促進のための周知を行
う。

系統(4)、(5)と同様

付議事項１



別添１－２

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

令和3年12月20 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

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99,821人（令和3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30,715人と人口の約30.8％を占める一方、15歳未満人口は12,694人で人口の約
12.7％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。

付議事項１

－ 3 －





































令和３年度地域公共交通確保維持改善事業の評価について

地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統確保維持）とは

令和２年 10 月から令和３年９月（バス年度：令和３年度）にかけて、枝線路線バスにおいて国

から補助を受けた事業。事業完了後に公共交通会議において事業評価の審議をいただき、１月中旬

に、評価内容を中国運輸局へ提出するもの。

実施事業

評価対象事業は２つ。

評価について

事業評価基準を参考に、評価は次のとおりとした。

事業実施の適切性

「新型コロナウイルス感染症」の影響下で事業実施に当たり制約はあったが、以下の理由か

らすべてＡ（適切に実施）とした。

・ 感染症予防の取組と感染症影響下での利用促進のための広報活動を実施した。

・ 利用者動態調査は例年通り実施した。

・ 車両更新について、予定どおり車内での利用促進を実施した。

目標・効果達成状況

（事業１について）

当初目標（利用人数）に対して、次の評価基準に設定。

A（目標達成） ：目標達成率が１００％以上

B（一部未達成）：目標達成率が９９％～７０％

C（未達成） ：目標達成率が７０％未満

これは、新型コロナウイルス感染症の影響より、岡山運輸支局内の路線バス輸送収入の直近

３ヶ月（７～９月）の数値が、令和元年比 67～71％であることから、感染症の影響を勘案し、

「一部未達成Ｂ」の基準を７０％以上と設定し、各バス系統を評価した。

（事業２について）

（1）西循環線は、プラス要因として「車両導入後、修繕費用等が改善された」などあるが、マ

イナス要因として「燃料油脂費が原油価格高騰のため増額となった」などの理由から、Ｂ（一

部未達成）とした。

事業 名称 内容 補助を受ける主体

１
フィーダー

運行補助

幹となる線に結ぶことを前提に運行する枝線（フ

ィーダー）の運行赤字を一部補填する国庫補助
中鉄北部バス株式会社

２
公有民営型

車両更新補助

フィーダー系統で使用するバス車両を公有民営

方式により更新するにあたっての国庫補助
津山市

付議事項１

補足資料




























