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５)  あなたは津山市にバスが今以上に必要だと思いますか？（該当するもの 1 つに○） 
  

  

 

 

 

  

  

 

 

今以上に必
要だと思う,

79 .6%

現状のまま

で良い,
19 .7%

もっと減らし
ても良い,

0.7% 有効回答数N=147

もっと減らし

ても良い,
1 .0%

現状のまま
で良い,

55 .7%

今以上に必
要だと思う,

43.3%

有効回答数N=97

阿波地域 

津山市全体 

加茂地域 

勝北地域 久米地域 

もっと減らし

ても良い,
2 .2%

現状のまま
で良い,

46 .4%
今以上に必

要だと思う,
51.5%

有効回答数N=2274

もっと減らし
ても良い,

0 .0%

現状のまま

で良い,
42 .4%

今以上に必

要だと思う,
57 .6%

有効回答数N=33

もっと減らし
ても良い,

2.5%

現状のまま
で良い,

45 .3%
今以上に必

要だと思う,
52.2%

有効回答数N=159

もっと減らし

ても良い,
2 .2%

現状のまま
で良い,

46 .8%
今以上に必

要だと思う,
51.0%

有効回答数N=1808

旧津山市 

旧津山市周辺部 

もっと減らし
ても良い,

2 .5%

現状のまま

で良い,
44.4%

今以上に必

要だと思う,
53 .1%

有効回答数N=845

旧津山市中心部 

もっと減らし
ても良い,

1 .9%

現状のまま
で良い,

49 .0%

今以上に必
要だと思う,

49 .1%

有効回答数N=963
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６） 現在、自動車を利用されている方も、高齢になると運転が困難になるなど、今はバスが必要でな

くても将来は必要になる可能性がありますが、将来の公共交通に対する不安はありますか？（該当

するもの 1つに○） 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

あまり不安は
ない, 3.2%

どちらでもない,
1 .1%

少し不安であ
る, 40.9%

とても不安であ
る, 53.8%

全く不安はな
い, 1.1%

有効回答数N=93

阿波地域 

津山市全体 

加茂地域 

勝北地域 久米地域 

あまり不安は

ない, 7 .8%
どちらでもな

い, 8 .0%

少し不安であ

る, 42 .0%

とても不安で
ある, 41.1%

全く不安はな
い, 1 .0%

有効回答数N=2370

あまり不安は

ない, 8 .3%どちらでもな
い, 12 .5%

少し不安であ
る, 29 .2%

とても不安で

ある, 50 .0%

全く不安はな
い, 0 .0%

有効回答数N=24

あまり不安は
ない, 8 . 0%

どちらでもな

い, 6. 0%

少し不安であ

る, 44 .0%

とても不安で
ある, 42 .0%

全く不安はな
い, 0 .0%

有効回答数N=100

あまり不安は
ない, 7 .9%どちらでもな

い, 5 .5%

少し不安であ
る, 40.9%

とても不安で

ある, 44 .5%

全く不安はな
い, 1 .2%

有効回答数N=164

旧津山市 

あまり不安は
ない, 8 . 2%どちらでもな

い, 8 .6%

少し不安であ
る, 42 .6%

とても不安で

ある, 39 .7%

全く不安はな
い, 1 .0%

有効回答数N=1888

旧津山市周辺部 

あまり不安は
ない, 8 .0%どちらでもな

い, 7. 3%

少し不安であ
る, 44 .0%

とても不安で

ある, 40 .0%

全く不安はな
い, 0 .7%

有効回答数N=886

旧津山市中心部 

あまり不安は
ない, 8 .3%どちらでもな

い, 9 .7%

少し不安であ
る, 41 .3%

とても不安で

ある, 39 .4%

全く不安はな
い, 1 .3%

有効回答数N=1002
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７） 現在のバスの利用状況では、今後バス路線や運行本数が減少することも考えられます。このよう

な状況を改善しバスを将来まで残していくために、バスを積極的に利用しようと思いますか？（該

当するもの 1つに○） 

  

  

 

 

 

  

  

 

どちらでもな
い, 23 .2%

まあまあそう

思う, 33 .7%

とてもそう思
う, 18 .4%

全くそう思わ

ない, 5 .7%あまりそう思

わない,
19 .1%

有効回答数N=876

阿波地域 

津山市全体 

加茂地域 

勝北地域 久米地域 

どちらでもな
い, 21.5% まあまあそう

思う,  32 .7%

とてもそう思
う,  22 .7%

全くそう思わ

ない, 5 .7%
あまりそう思

わない,
17 .5%

有効回答数N=2366

あまりそう思わ
ない,  12.0%

全くそう思わな
い, 5 .4%

とてもそう思う,
29. 3%

まあまあそう思
う, 32 .6%

どちらでもない,
20.7%

有効回答数N=92
あまりそう思

わない,
12 .0%

全くそう思わ
ない, 0.0%

とてもそう思

う, 40 .0%

まあまあそう
思う,  20 .0%

どちらでもな
い, 28 .0%

有効回答数N=25

どちらでもな
い, 27.7%

まあまあそう

思う,  36.6%

とてもそう思
う, 21.8%

全くそう思わ
ない, 3. 0%

あまりそう思
わない,

10 .9%

有効回答数N=101

どちらでもな
い, 18.5% まあまあそう

思う,  33.3%

とてもそう思
う, 23.5%

全くそう思わ
ない, 6 .2%あまりそう思

わない,

18.5%

有効回答数N=162

旧津山市 

どちらでもな

い, 21 .7%
まあまあそう

思う, 32.2%

とてもそう思
う, 22 .0%

全くそう思わ
ない, 5 .6%あまりそう思

わない,
18 .4%

有効回答数N=1833

旧津山市周辺部 旧津山市中心部 

どちらでもな

い, 20 .4% まあまあそう

思う, 31.0%

とてもそう思

う,  25 .2%

全くそう思わ

ない, 5 .6%
あまりそう思

わない,
17 .9%

有効回答数N=1007
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８）バスが走ることにより、「自動車を運転できない方の移動の足の確保」の他にも、「自動車を利用していた人

がバスを利用することで環境や渋滞が改善する」、あるいは「ケガや自動車の故障など突発的な理由で自
動車が利用できない場合の移動手段が確保される」など、普段は自動車を利用している方にとってもバス
が走ることによる利点はあると考えられます。 

では、バスが存在することにどの程度「価値」を感じていますか？津山市のバスを維持していくために、
市の財政からの支出に追加して年間に一人あたりいくらまでなら払っても良いと考えますか？  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .0%

8 .7%

10. 1%

17.4%

14.5%

8.7%

2.9%

37 .7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10,000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=69

43. 0%

2. 4%

6. 3%

19 .5%

14 .4%

5. 5%

8 .1%

0. 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10,000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=1820

52. 2%

4. 3%

4. 3%

26 .1%

4 .3%

8 .7%

0.0%

0 .0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10, 000円

10 ,001円以上

有効回答数N=23

48 .2%

1 .2%

7.2%

18. 1%

13.3%

6.0%

6.0%

0 .0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10,000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=83

43. 0%

2. 4%

5 .8%

20. 0%

14. 8%

4 .9%

8 .3%

0. 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10, 000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=1453

阿波地域 津山市全体 

加茂地域 勝北地域 

久米地域 

47.6%

1 .6%

11 .9%

15 .1%

11. 1%

7. 9%

4 .8%

0 .0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10, 000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=126

旧津山市 

旧津山市周辺部 

44 .6%

1 .9%

6 .1%

20. 0%

15.1%

3 .6%

7. 6%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10,000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=675

旧津山市中心部 

41.6%

2.8%

5 .5%

19. 9%

14 .5%

6.0%

8 .9%

0. 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1～550円

551～1,099円

1,100円

1 ,101～2,200円

2 ,201～3,300円

3 ,301～5,000円

5,001～10,000円

10 ,001円以上

有効回答数 N=778
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３．自由意見 

問 31  自由意見 
特に 1 人暮らしの高齢者にとっては停留所とバスの各路線が増えると大変有りがたいと思う！！ 

「サンシティうぐいす」にいる年寄り(母)には悩みがあります。53 号線まではバスが通っているのですが、施設から遠すぎてとても利用でき

ないとのことです。ごんごバスが河辺小の前を通ってくれたら何も言うことはなく、どこにでも自分で行けるのにとよく話しています。路線の

拡大は難しいでしょうが、1 便でも 2 便でもあると平日にしない移動が可能になるのではと思います。ごんごバスは便利でいいと思います

が路線が少しわかりにくくなって残念です。東回り、西回り等を見直してみてはどうかとおもいます。乗り継ぎも出ては来ますが中回り 1 本

外回り A･B･C･D・・・として中央付近は便数多くする、外回りは少し少なくするとか・・・。 

「国分寺ハイツ」を下って来た県道に「ごんごバス」の停留所を作って「ごんごバス」を利用できる様にしてほしい。「国分寺ハイツ」も高齢

化が進み高齢者単身世帯が増加、近くでもタクシーを利用している現状です。 

・ＪＲ因美線の存続等将来を考えると不安が大きい。是非因美線の存続を！・近場(加茂町内)はバリ利用になり、便数確保もしくは必要な

ときに呼べる？予約できるコミュニティバス？タクシー？等も考えてみて欲しい。 

・ごんごバスを利用してみたいがバス停や運行ルートがわからない、どこにあるか分からないし、広報にでも詳しく載せて欲しい・バス停や

駅が遠く車で行っても駐車場がないので困る 

・バス，鉄道の便が少なすぎる。 ・朝の時間が遅すぎる。 ・利用したいが時間帯目的地までのルートで利用したことがない，しかたなくタ

クシーを利用する。住みにくい街である。 

・バス利用の促進活動(月 1 のノーカーディー)。 ・郊外，郡部に駐車場設置によるバス利用の促進。 

・ノンステップバスの導入(特にごんごバス)お年寄りが多く利用している為。 

・ 終便の時間を遅くする。・ごんごバスの色を目立つ色にする(赤，青，黄，etc)。 

・バスの車種を，乗ってみたくなるようなバスを導入(都会では斬新なバスが多い)。 

・市内道路は狭い所も多いのでバスの小型化も考えてみたい。・理想は美しいデザインの小型バス、アクティブに小回り効くように。あと排

気ガスの気にならないように。バス停もお洒落にかっこよく。 

・バスチケット制 etc わかりやすい支払い方法(子供にも外国人にも分かりやすく)、バス内の案内、時刻の充実求む。 

・地域がらバスの便が少ない(1 日2 往復、しかも利用しにくい時間帯、通勤通学にも使えない)のは致し方ないと思っているが、地域にたく

さんいる老人のことを考えると何とかならないものかといつも考えている。 

・週何便かのデマンドバスかボランティアの小型バスあるいは乗用車でもと思っているが、白タクになるのではと心配だ。事故の心配もあ

る。ボランティアの人とタクシー会社と保険代とうまく組み合わせて新しい安いシステムを作っていただくよう要望します。 

若干提案を書かしてください。 

 地域は夫々の事情を抱えているので、どこでも当て嵌まる解決策は簡単には見出せません。しかし真剣に取り組もうとすれば今の時代

ですから、今以上のことができるようにも思えます。今のままでは人口減や大都会への集中から田舎は益々ジリ貧になり、サービスは益々

悪化すると思われます。 

 特に老人は交通手段がなく、生きる糧である通院、買い物、金融機関等に行けなくて困っている。 

提案 

1 バス会社・タクシー会社・その他との提携で低料金制度を創る。 

①私の町内にもごんごバスを走らせてとの声が多数あるとは聞いているが、この方式はやはり経費が大きく、有効でない町内まで運用を

広げるのは反対です。基幹幹線のみの適用が良いと考えます。 

②小地域には地域の規模に合わせた工夫が必要。 

③特にタクシー会社等は(言っては失礼だが)ほとんどが待ち時間である。定期バスも気の毒なほど空車に近い状態で走っていることが多

い。人材や車両をもう少し有効に使えないか。 

④人材(運転手)・機材(車両)・資金が必要だが、人材・機材について大きなプールで業者から提供を受ける方法がないか。会社単位でな

く大きな連合組織に登録するとか。 

⑤個々の企業の利益率を割るくし困難かもしれないが。 

2 自分たちで交通手段を確保 

①運転手 

ア 定年退職組も今とても多い時代。ボラを中心にすえてあるいはタクシーや運送業の OB に依頼したら？ 

イ そのためには業法に違反しないか調査しなければならない。違反なら法改正できないか研究を要す。 

②車両 

ア 悪個人の自家用普通車両の提供となるが、小型バス、マイクロバス、ワゴン車等、また公共の貸与、補助、メーカーのリース等、工夫

の余地がある。 

イ 同じく法的な検討が必要。 

③安全対策 

ア 一番重要。システムの根幹となるもので何にも増して 重要視しなければならないがいい手持ち案がない。 

イ 任意保険は金銭で片付くが。 

④運行回数・行き先 

ア 週 1～2 回なら纏めて面倒がみえて良いのでは。毎日運行する必要はないと思われる。何曜日はこの地区だとわかれば予定を組める

人が多い。 

イ 行き先についてはある程度自由が欲しい。何医院、何スーパー、何銀行と得意先がある。言ってはいけないが老人には時間はある。

多少時間がかかってもあちこち行ける方がいい。希望を聞くためにもあまり多人数単位でない方がいいかも知れない。 

⑤経費収入 

ア 国県市の補助金に頼るだけでは実現は難しい。 

イ 行った先で、例えば何医院、何スーパーにスポンサーになってもらい行った回数によりいくばくかの寄付か経費を負担してもらうような

制度はできないか。 

ウ 制度化できれば町内単位であるいは連町支部単位で負担金を出せる可能性もある。目に見える特定の使途には負担金は出し易い。
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・通勤時間帯の鉄道の車両を増やしてほしいです。・ごんごバスを 30 毎にしてほしいです。・悪天候のとき(雨、雪)バスの増便があればい

いですね。・以前からあるごんごバスのルートを料金 100 円にしてほしいです。 

・鉄道とバスの時刻連絡が全くうまくできて無いので困ります。・循環バスを走らせてほしいです。小型バスでよいのです。今は自転車で

用を足にいますが、年と共にしんどくなりました。・家族に車の送迎を頼めないときはタクシー代がかさみます。バスの便を良くしていただ

きますようにお願いいたします。 

・便数の確保 ・高速バスで，津山市を素通り(止まらない)する路線が多いが，津山市小原地内にバスセンター(高速道直結)を造り，各方

面のバスを止める．米子，広島，鳥取方面が大変便利になる． 

・利用できる便数が少な過ぎる。・運賃が高い。高齢者割引がない。・バスの乗降ステップが高くて不便。 

1.生産年令に相当する者の大部分は自家用車によっている。2.郊外から津山にくる高校生は列車、バスを利用している。通学に便利な

運行が望まれる。3.旧市内の高校生は自転車で通学している。4.高齢者は買い物、病院、娯楽施設に行くためバスとタクシーを利用して

いる。便利なバスの運行と共に利用しやすいタクシーのあり方を考えることである。 

1.ごんごバスを利用すると揺れが激しく乗り心地がよくない。 2.腰が悪いのでカートを利用して歩いているので、バスの中に持って入りや

すく又降りやすいように、出口が広くなれば使いやすい。 3.地球温暖化を少しでも防ぐ為、自動車を減らすように考えたらとてもいいと思

っています。 

1.トイレつきバスの運行、鉄道も同じく、但し 1 時間以上の運行の場合  2.現在運行されているバス路線の時刻表を全戸配布しては？運

行状況を知らない人が多い  3.バス利用に期待できない、それは若い人の利用が少ない 

1.一宮より津山市内に行くバスが少ない。2.市内のごんごバスは山北より上河原方面運行をしていないので運行してもらうと良い様に私

達も市内に利用できると思う。財政の問題に絡むのではないかと思う。難しいです。 

1.公共の交通手段の充実(バス、鉄道も含む) ・カーシェアリング事業の導入。 ・電動自転車等の貸出しサービス。2.歩道(自転車道路)

の整備(道幅は 小 3.6ｍ) 

1.通勤に自家用車を使っているのですが、バス通勤ができれば利用できるのではと思っています。 2.大型スーパーにごんごバスが行っ

ていないので不便だと思います。 3.地球温暖化の為に車を少しでも減らせればいいのではと考えています。 

10 人乗り位の小さい車で小さい道に入ってください． 

①アルネをバス交通のターミナルにできないだろうか。②吉井川南側 R53 号だけでなく、小型のバスであればもっと利用できると考える。

(R53 からはずれている所までバスが入ることができる。) 

①できればバスの便数がもう少し望ましい。②鉄道は廃止しないようお願いします。 

①バス停のそばに、現在時刻がわかるもの、②通過したバスがはっきりと分かる掲示、などがあれば利用しやすくなる。 

①岡山空港との連絡バスがなくなってしまいとても不便です。現在、勝田交通の方で予約が出来るようですが、運賃も割り高になり公共

機関として何らかの交通手段がほしいですね。(津山市の方も、飛行機の利用者は多いはずです。)②将来、高齢になったときの交通手

段に不安があります。車に乗れなくなったときは、買物も近い場所しか行かれなくなり良い方法を考えてください。③鉄道はこれ以上減ら

さないようお願いします。 

①回数が少ない ②昼の便をもう 1 回増やしてほしい。 ③少し遅れていたが、そこに見えているのに乗せてもらえなかった。 

① 回 数 が 少 な い  ② 津 山 ま で 来 て 他 の 市 町 村 に 行 く と き 接 続 バ ス や 列 車 が 無 く て 不 便 。 ( 特 に 東 方 面 )

③早朝の一本が休日は削減されている。 

１時間ごとにごんごバスがあるので 1 日市民は助かっていると思う。柵原バスがない時間(午前 11 時頃)1 往復ごんごバスが国分寺を通っ

てもらえばタクシーを使わなくてすみます。利用者が何人くらいいるかが問題です。 

1 人暮らしで今の所何とか自分で行っています。若い者が帰る時は頑張るつもりです。2 年ほどあればバス利用を致しますのでこのアンケ

ートは必要ありません。困った節は民生委員の方に相談いたしますので、今後送らないで下さい。 

１人老人なので(86 才)タクシーのみを利用しています。通院(買物)にタクシーのみ利用。もう少しバスとか(巡回バスといふのですか？)金

額的にもお手軽につかえるものがほしい(バスは停留所の関係があり、家から●●といふ●●不要) 

20 時くらいまで運行してほしい 

20 年程前に市沿線町村で姫新線、因美線を守る対策協議会活動で、ＪＲ、ダイヤ、運転本線等の改善要望を行って一部は改善されたが

(その当時には)、今は全く活動もなく、列車本線も少なくなりダイヤも不便である。(特に老人、高校生達が困っている。) 

20 年程度前は駅～野介代団地行バスが 1 時間位の間隔で運行されていたのでバスを利用していたが、現在は朝、夕 1 回の運行のため

やむをえず自家用車の運転をすることになった。現在のバス運行時間では自家用車が無ければタクシー利用となり日常生活は出来にく

い。バスの便数が少なくなったので、やむをえずほとんどの人が自家用車を便用する様になり従ってバスの便数は減っていった。今、高

齢者はバスのないところでは生活できない。 

40 年以上も乗ってないので、様子がわからない。 

75 歳以上の方は無料にしてほしい。 

Ｈ21.9 月から新姫バスが運行停止とのことですが東中学校に来春入学の女の子供さんが居られます。その子は心臓病その他の生まれ

つきの病弱の子供さんです。自転車通学が無理とのことで大変心配して居られます。是非(ごんごバス)を池ケ原車の停留所まで運行して

ください。私ども後期高齢者で運転免許を返却する時期になりつつ居ります。その時のため土地を出してバス停を作ってもらいました。是

非共ごんごバスを走らせてください。切に望み御願いします。 

JR と路線バスとの連絡が全く無い 

JR の姫路、鳥取、松江方面の便が悪すぎる。津山線の複線化・電化を。 

JR のバスは京都、大阪と便利だと思いますが津山市の公共交通においてはわかりません。ごんごバスにも乗ったことがありません。

急ぐ時に思った時間に便がないので利用していないのが現状です。 

JR の岡山方面の始発を東津山にできないか。 

ＪＲは岡山まで本数が少なく不便さを感じるが、仕方がないとあきらめている(人口、県北で産業も少ない利用頻度もおちると思うので)。大

阪まではバス(高速バス)を利用している。安くて便利が良いと思う。市内のバスは自家用車があるので普及は難しいと思う。自家用車を持

ち、バスを利用するのはムダが多い気がします。しかし津山駅他主要な場所をつなぐネットワークがあれば便利で老人かタクシーを利用

しているという話があるようですが●●●されれば良いと思います(タクシーは割高のため)(タクシーが悪いという意味ではありません)(ケー

スバイケースで利用すれば良いと思います) 
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JR 津山～岡山の時間短縮。津山駅までのバス利用がしやすくなる対策〈列車とバスの運行調整など〉 

JR 津山駅のエレベーター設置 

ＪＲ津山線の運転回数を 30 分ごとにしてほしい。車両減でも運転増を願う。 

JR 津山線は単線なので待ち合わせ時間が多いのが不満。JR の車両の席が向かい合わせになっている。同じ方向を向いた座席を希望。

JR 利用を高めないと規制緩和による鉄道廃止論が起こり、地方ローカル線の存続が危ぶまれる。鉄道とバスとの接続と有効利用を考え

た公共交通を検討して頂きたい。JR は民間であり津山市に固定資産税など納税している企業だが、ごんごバスなど福祉バスは津山市の

税による運行・経営であり、この格差の解消と効率的運行を図らなければならない課題がある。総合交通体系の確立が求められているこ

とから是非課題の解決を図ってほしい。 

P&R をしようと思っても駐車場が無い。無料で駐車できるところがあればよい。岡山などへは電車で行くと子供たちも喜ぶと思うので。 

R53 号の拡張のスピードをアップしてほしい。岡山までせめて 40～50 分で行けるように。 

Ｒ53 号岡山行のバスが存続しており便利でした。現在、廃線になって不便を感じます。マイカーで通院するのは苦痛です。 

あと 5 年～10 年先にはもっと高齢化社会になります。今は、普通の生活が送れていますが地域によっては若い人が少なくなってきていま

す。やはり公共の交通は必要になると思っています。多くの方は利用して便利で助かる体制を続けて行ってほしいです。 

あまりにも本数が少なすぎて利用できません。フリー乗降はとてもよいことだと感じました。 

あまり歩けないので自転車に載れていた頃はコムラ食品に自転車を置かしてもらい奴通り商店街に乗降していました。津山駅は階段が

多いので亀甲までタクシーで乗っていました。駅の階段がなくなればよいのにと願っています。 

あまり利用していないのでわからない。 

あまり利用していませんが、利用の時は満足しています。 

アルネやプール(グリ-ンヒルズ)はいらなかった。病院や市営プールはもとあった所の中心にあるべきだった。スーパーに普通行くのに安

く便利にバスが利用できたらいいのに…。 

アルネ津山店を中心とした商店街では揃わない物があり、もっと郊外の施設や娯楽施設にも行けるようなことがしてほしい。 

いつでもどこでも乗降可能なバス 

いつもごんごバスを利用させて頂いている 1 市民です。ずっと以前から感じていることがある。客が降りる時に、一言「ありがとうございまし

た。」と言っても頭を下げる位の運転手がいる。と思えば、違う人には口に出して言っていたのを聞いたことがある。(メガネをかけて、少し

太った人)はっきり言ってその人の運転しているごんごには乗りたくないと思う。その人以外の人なら私のように免許を持ってない者には大

変便利な乗り物にこれからも再々利用させて頂きたいと思います。 

お年寄りで、バスを利用されている方は本数とか少なくておこまりだと思います。 

きめ細かく路線を作ってほしい 

グラスハウスにも行くバスが有れば利用者がもっと増えると思う。 

グラスハウスを市民に残す為、バス(ごんご等)を利用して市民のみなさんに利用していただいて幼児からお年寄りまでグラスハウスの施設

で健康の為に運動をしてもらってはどうでしょうか。近隣のバスのグラスハウスに寄ってもらって利用してもらいます。もっとグラスハウスの

価値を再認識すべきではないでしょうか。お年寄りにやさしい施設として市内の施設をみなおして、一番お金の余裕のある方々にどんど

ん利用してもらえるよう知恵を市職員の方々に出してもらって下さい。施設をなくすより生かすためにバスもどんどん便利にして下さい。

図書館や科学館での勉強会、弥生の里歴史考古学勉強等アイディアを出して下さい。 

グリーンヒルズのバスが中止になり、何か用事ある時は不便を感じます。用事の時のみの運行は無理でしょうか。 

ここ 10 年くらい公共交通を利用していないので意見を言う知識が無い。 

ここ何十年もバスを利用してないので意見の書きようがありませんが、もう十年後には必ずバスを利用しなくてはならない時がくると思いま

す。そのときのために一度バスに乗ってみること。50～60 歳以上の方に一日無料バスキップを配る。期間限定でのってみてもらうのもどう

か？ 

コスト的に無理があるのだろうけど、もう少し利便性があがれば利用することも検討できると思う。地方都市ではやはり官が中心となった公

共交通のあり方を見い出し、運営していくべき時が来たのではないでしょうか。 

これから高齢化社会となり自動車を運転出来なくなる老人が増える。日々の買物、通院等の足の確保が必要となる。路線バスの必要性

が高くなる。現在のコースの見直しもいるのでは、バス停まで遠い居住者もおりバス停の見直し、昔のようにバス停以外でも乗り降りが自

由に出来る柔軟な対応を図る。鉄道、市民の利用促進と乗車率の向上を図り、実績をつくるのが一番。 

これから先いつお世話になるか…その時は安心して乗れるようにしていてほしいです。年を取れば動きも悪くなるのでスローになりなす

が、どうぞよろしくお願い致します。 

これから先車の運転が不自由になった時、家の下の道路にバスが通ることを望みます 

これ以上、バス路線を減らさないで下さい。 

ごんごのような小型でいいので、回数を増やしていただきたい。 

ごんごバス 大崎小学校管内にして欲しい 

ごんごバス、加茂、勝北、久米便と市内の循環は市内中心部への到着に時間がかかりすぎると思います。 

ごんごバス 30 分おきになればと思います。 

ごんごバスが、東一宮の辺りまで来て欲しいです。 

ごんごバスがあるが 1 日 2 便だと使用することが出来ない。津山市内とはいえど 17、18 ㎞もあり津山市の予算では多くは望めないと思い

ますが、これから先病院等に世話になると不安に思います。 

ごんごバスがもう少し北まで伸びれば便利よくなると思います。 

ごんごバスが運行されることで病院へ行かれる人などは便利になってありがたいと思う。自分は病院・買い物などほとんど町内で済ませる

ので、年に何回かはバスを利用するが、鉄道のほうが時間ロスが少ないので鉄道のほうが良く利用する。 

ごんごバスが市役所で回らないので、もう少し北上して上河原、小原など通って下さい。そうすると中央病院に行きやすくなります。 

ごんごバスが小田中から田邑へ行く道を通れば利用すると思いますが、今現在は、ごんごバスは小田中スシロー前も通らないので利用

する機会がない。 



 16

ごんごバスが走るようになってうれしく思います。将来利用したいと思います。もっとたくさん便があれば車を家において気軽に町中に出

かけることができます。税金の問題はありますが、将来のことと考えるとそのためのお金は決してむだではないと感じました。 

ごんごバスが津山市一宮まで来てほしい。 

ごんごバスが通っていますが、回数が少ない為、中鉄の利用が多いです。福祉バスも通っているようですが利用は全くできません。ごん

ごバスは通ってほしいです。是非、お願いしたいです。 

ごんごバスが通っていますが、時間的に利用しにくい。 

ごんごバスが東一宮を通ったら大変助かります。私も 70 代になり夫を病院に連れて送り迎えをしておりますが、今は私が運転できますか

らよいのですが…。2～3 年で出来なくなるのではないかと思うと今後の事が心配で、バスが必要になると思います。大規模農道を走るバ

スが(中央病院)ほしいです。 

ごんごバスが有るが、どこで乗れるか分からない。バスに乗って欲しいのであれば、バス会社がもっと努力して欲しい。利用者のことを考

えて工夫して欲しい。今の状態では払う必要がある。 

ごんごバスが有るけど北口はきてないので役に立たない。川崎の中央病院に行こうと思うと、工業まで出て商業まで歩くか、大手町まで出

てごんごバスを待つしかないので不便。 

ごんごバスが利用しやすいとは聞いてます。車のない人や運転できない人のためにはもっと利用しやすい状況は必要と思います。市の

財政が厳しい事も知ってますが、福祉、教育にはお金を使うべきです。 

ごんごバスで勝北線、久米線で市内中心部から出かけて行くとごんごバスでは帰れない(時間的に)。周辺部になったら自由乗降の方が

良いと思う。老人はバス停までが行きにくい。 

ごんごバスで昔の市内バスの様にどこでも交通が便利だといいなぁー。 

ごんごバスで病院に通院が大変便利で喜んでいます。 

ごんごバスについては、老人の病院通いに利便性があると思います。 

ごんごバスに乗ってみたいとは思いますが，自宅から遠く歩けるようにするにはキツイです。まだ自由に自家用車に乗れますが，年を重

ねると返納(免許証)の場合，タクシーに頼らざるしかないように思います。経済的にも将来はとても心配です。 

ごんごバスに乗りたいが、バス停までが遠いので歩くのも不便です。ごんごバスの運賃を安くしていただいて加茂のめぐみ荘へ行きたい

です。中央病院へも自分で行きたいです。 

ごんごバスのステップを低いものにして欲しい。自転車専用の道路を作ってほしい(車優先でない社会にして) 

ごんごバスのバス停を近くにしてもらいたい。将来、不安なので安い運賃で市内を乗れるように改善してもらいたい。バス路線を残してお

いてほしい。 

ごんごバスのようなものが利用できれば良いと思います。 

ごんごバスのような小回りの利くバスが増えたらいいと思う。 

ごんごバスのような小型バスが市内を縦横無尽に、かつ頻繁に運行するようになればよい。 

ごんごバスのルートを増やす。 

ごんごバスの運行がもっと拡がれば良いと思う。 

ごんごバスの運行など良いと思います。乗っている人が少ないのが気にかかります。 

ごんごバスの運行についてもっとユニークな方法は無いのか。考えて欲しい 

ごんごバスの運行は午前・午後の各 1 回だが、もう 1 回あればありがたい。 

ごんごバスの運行を 1 日数回グリンヒルズ回りを考えて欲しい。現在のバス停(衆楽公園前)から遠い。 

ごんごバスの運行を今まで通りお願いします。 

ごんごバスの運行範囲を広げてほしい。便数も増やしてほしい。福祉バスも運行してほしい。 

ごんごバスの運転回数を増やして欲しい。朝と夕方の便の増と時刻の遅いのが欲しい。姫新線で姫路までの直通が出来ないか。今は佐

用までしかないので岡山へ行くしかない。ごんごバスの車を乗車する人数によってもっと小さいバスを運行したら。(経費を抑えられる)エコ

カーに切り替える。ステップをもっと下に乗り降りに便利な車に改造されたい。(特に老人が多くなるため) 

ごんごバスの加茂線ですが、終点がめぐみ荘では中途半端です。どうせなら旧加茂町をもう少し奥まで回って欲しい。黒木方面、行重方

面など汽車の通っていない方面を中心に、通学の時間に合わせて運行してあげてはどうでしょうか。助かる子供達も出てくると思います。

ごんごバスの回送車も生かせば日に 3 回の往復になるので生かして下さい。 

ごんごバスの回数が少いです。 

自分は自家用車に乗る事ができますが、運転のできない方の為には大切なのは、近くを走るバスだと思います。 

ごんごバスの回数が少ない。ルートが限られているので墓参りなどに困る。仕方なくタクシーを利用している。 

ごんごバスの回数をふやしてもらいたい。 

ごんごバスの距離を延長してほしいです。市役所から北方向へ。 

ごんごバスの経路を多くして頂きたい。 

ごんごバスの高杉団地に停留所を設置してもらえればうれしいです。 

ごんごバスの三浦停留所と下津川停留所の間に、奥津川停留所の設置を希望。 

ごんごバスの市役所までの距離を、北の中国電力津山営業所まで延長してほしい。 

ごんごバスの時刻表を年に 1 回発行してほしい。「つやま」に載せるなど。 

ごんごバスの通行をもう少し北上して上河原、小原あたりまで通ってほしいです。 

ごんごバスの停留所を小原方面にもして下さい。 

ごんごバスの停留所を小原方面にもして下さい。 

ごんごバスの便を増やし，北の方にも来てほしい． 

ごんごバスの料金を一回 100 円～150 円ぐらいに下げれば利用者も増加するのではないか？ 

ごんごバスの路線と時間(早朝と夜間)、特に列車や高速バスとの連絡にも便利になると良いと思う。 
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ごんごバスの路線について、現在津山市福井地区から押入方向に通っているようですが、同じ所を植月方面へのバスが通っているので

福井から新田地区を通って 53 号に行く様変更してもらえると車に乗れないお年寄りが大変助かります。 

ごんごバスの老人の料金をタダにして、自由に外出してほしい。 

ごんごバスは、乗り換えなしでもう少し市の重要なところ(病院，ショッピングセンター，学校，市役所，駅など)を回ってほしい。 

ごんごバスは 30 分毎にあり利用しやすいが、他の場所へ行きたくても交通手段が無くて不便。タクシーに頼らざるを得ない。 

ごんごバスはとても便利と思います。 

ごんごバスはとても良いと思いますが利用できる地域が限られており、もっとすべての市民が使えるようになれば良いと思います。鉄道も

たまに使うことがありますが、自宅から駅まで車で行くので駐車場がいっぱいでこまったことがあるのでそのあたり改善してほしいです。 

ごんごバスはもっと範囲を広げて運行する必要があると思う。市内の１部の循環では利用できる人は限られている。全体的にこのアンケー

トはもっと考える点があると思う。(設問、解答例も含めて) 

ごんごバスは旧市内を循環しているが、新市内への運行も必要では？ 

ごんごバスは残してください。 

ごんごバスは自分の行きたい所以外大回りするので困ることが多い。 

ごんごバスは続けてほしい。人から通学の汽車の本数が少なくて困ると聞く。 

ごんごバスは通っているが、停留所まで行くのに苦労するから一度も利用したことがない。 

ごんごバスは通っているが、停留所まで行くのに苦労するから一度も利用したことがない。 

ごんごバスは便利が良く、将来は利用すると思います。 

ごんごバスをいつも見るのですが、ほとんど人が乗っていません。もったいないし運転手の方もかわいそうに思います。もっと小型のマイク

ロバスか、時にはワンボックスカー(普通車)でまわってはどうでしょうか。 

ごんごバスをきめ細やかに循環してほしい。 

ごんごバスをこれからも維持して欲しい。多少の値上げはやむをえないと思う 

ごんごバスをせめて池ヶ原まで二往復望みます。 

ごんごバスをもっと 8:00 ぐらいまでおそく運行してほしい。1 時間に 1 本ではなく 30 分に 1 本にしてほしい。 

ごんごバスをもっと北の方も通してほしい。(総社地区も) 

ごんごバスを一宮運行にしていただければ助かります。バスの運行本数をふやしてほしいです！ 

ごんごバスを一宮地方まで延ばしてほしい。 

ごんごバスを時々利用させて頂いて感謝いたしています。時々一杯で立つ事があり、危険を感じています。 

ごんごバスを中央病院の上、高杉団地まで延してもらいたい。 

ごんごバスを通してほしい 

ごんごバスを通してほしい 

ごんごバスを籾保～大篠～中央病院に行けます様にお願いいたします。 

ごんごバスを利用させてもらう。買い物・病院等行くことが出来るので、バスを頼りにしております。続けてくださることを願ってます。 

ごんごバスを利用して、津山駅から汽車にのり、岡山まで何十年ぶりに行ってみた。(H21.5)バスと汽車との連携が悪く待ち時間が長いこ

とを感じた。 

ごんごバスを利用しているが、もう 1 往復くらい増やしてもいいかと思う。 

ごんごバス加茂線の山北到着時刻を 8 時過ぎにして欲しい。 

ごんごバス継続をお願いします。 

ごんごバス市の中心だけでなく西吉田方面とか少し辺地に運行してほしい。 

ごんごバス停が近くにない 

ごんごバス停にゆくまで平福診療前も大渡り橋も 10 分かかるので間でもう一ヶ所バス停がほしい。駅まで行くのは中鉄バス佐良山小学校

前があるが本数が少ない。 

ごんごバス等は曜日で走らせる路線を交えるなどして市内全域から中央病院等に通える様にしてはどうですか？近くを通らない人は同じ

税金を払っていても利用出来ないのは差別かな？と思いますが・・。 

ごんごバス北廻りもあったらと思います。太田、小原 

ごんごバス路線の増設 乗り継ぎなしで中央病院→東部運動公園→林田小学校経由→鶴山通り北上 

ごんごバス路線の増設 乗り継ぎなしで中央病院→東部運動公園→林田小学校経由→鶴山通り北上 運行バスを小型化へ移行大型→

中型→小型→ワゴン車 

ごんご久米線のバス、1 日 3 本では少なすぎて頼りになりません。 

終便はもう少し遅くまでと、日中はせめて 1 時間に 1 本位は希望しております。 

ごんご久米線を時々利用しておりますが、午前、午後、今 1～2 回増便出来れば、又終発バスを今少し遅く出来れば有難いです。岡山行

にはバスと鉄道を利用しますが、その連絡が充分でないと思います。 

こんなに面倒で答のない者の解答欄のないようなアンケートはしないようにして下さい 

さくらまつり期間中にボランティアで衆楽公園駐車場係を毎年しています。いつも思うのですが、ごんごバスや市バスで他の観光名所に

行きたいとたずねられる事が多いのですが、バスの便が少なかったり、バスがなかったりするようです。さくらまつり期間中でけでもバスを

増やすとか可能ならしてもらいたいです。ホルモンうどんコースや武家屋敷コースや何本かつくってぐるぐる巡回するようにしたら喜ばれる

と思います。難しいと思いますが、少しでも津山に来てよかったと言ってもらえるようになれば私もうれしいです。 

ずっとバスに頼っていますのでこれ以上減らさないで下さい。少し時間が遅いのがあればと思います。 

せっかくごんごバスが通っているのに乗り場が分からなかったり、乗せてもらえなかったりするのでしっかり教えて欲しい。 

せっかく近くに，一宮の車庫があるのに，津山中央病院行きや，ジャスコ行きがなく(ジャスコがない)不便です。また，市の中心街からの

終バスも早い時間しかなく夕方不便です。 
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たくさんバスを見かけるが、路線がわかりにくい。行き帰り同じ道を通ってない為利用しにくい。バス停がわかりにくいし、時刻表も消えたり

して見えない。大阪より転居してきたが、津山のバスに比べて大阪はバス停もきれいだし、便も多く、乗りやすい。もっと改善されればマイ

カーを使わなくてもいいので助かるしエコにもつながるのでは？ 

タクシーバスみたいにどこからどこまででも行けるようにして欲しいです。 

たまたま JR ごんごバスに近い場所に住んでいるので時間さえゆっくり見ていれば問題ありません。 

とにかくもっと利用しやすいようにして下さい。本数にしろ時間にしろ無さすぎです。不便すぎます。 

とにかく不便すぎる。本数、連絡、時間全てにおいてである。もっと利用者のニーズに応えてほしい。 

とりあえず現状を維持してもらいたい。 

なくさないでください 

バス(ごんご勝北線)はもう一便でも増えれば帰路が大変便利になります。又バス停留所を堀坂に１ヵ所作ってほしいです。 

バス、鉄道、ほとんど利用しないので、今どうゆう状況かわかっていないので回答しづらい。 

バス、鉄道の本数を増して下さい。 

バス、鉄道の両方共不便で使う気にならない。 

バス、鉄道は利用しない。自家用車。 

バス、鉄道共に津山地域の公共交通は、バラバラで非常に使い勝手が悪い。その影響が市内中心部の商店街の空洞化につながってい

ると思う。今回の調査を元に、バス会社・JR・市が一体となって、公共交通のあり方について、真剣に議論してほしい。 

バス：ごんごバス以外の路線(コース)や時刻が分からない。鉄道：津山線のスピードアップ 姫新線姫路までの直通快速を日に 1～2 本 

バス・・・便数が少なすぎて利用することが生活上無理  鉄道・・・近くに駅がないので利用は不可能、駅まで車で行くしかないので、わざ

わざ乗り換えてという気にもなれない。 

バス・鉄道共に回数が少ない。(乗客数が絶対的に合わないためと思う) 

バスからバスへの乗りつぎができない(接続がない)(不便) 

バスが駅前に到着するのが鉄道の発車であるため，利用が難しいので，せめて 10 分前位に着くようにしてもらいたい．また，鉄道を利用

しバスに乗り換えようとしても 2～3 分前に発車しているため利用出来ない．接続を良くしてほしい． 

バスが近く(5 分以内)に通っていない。考えてほしい。 

バスごんごバスの１時間１本は少ないと思います。バス停の案内板が分かりづらい。イスとか屋根が欲しい。鉄道大阪～津山が昔のように

１本で繋がっていたらいいと思います。津山駅前があまりにさびれ、寂しいですね。税務署とかの駐車場を市民に解放する日もあってい

いと思います。他県では、実行していますよ。 

バスでも鉄道でも特に鉄道は電化にして岡山便を増やしてほしい 

バスで高齢者の方にとってステップが高い位置にあると昇降しにくいので、新しいバスを導入の折は、ご配慮いただきたい。 

バスで助かっております。年とって足が悪いので乗るとすぐ動くのはとてもこわいです。もっとたくさんの人が利用すればといつも思ってお

ります。 

バ ス と 鉄 道 と の 連 絡 が 良 け れ ば も っ と 良 く な る か も 知 れ な い 。 大 型 バ ス は 必 要 な い と 思 う 。 小 型 で 良 い と 思 う 。

どこでも乗れて、どこでも降りられる方式であればもっと良い。 

バスにあまり人が乗っていないので、(バスが)小さめでも良いのではないだろうか。予約制にするとか(遠い場所へ行く場合)便利は悪い

が、長いことバスを走らせるには、色々な工夫をしないと、みんなの負担を重くするだけでは続かない 

バスにしても鉄道にしても遠いし数が少い。 

バスについて： 今は自分で運転出来るが出来なくなった時、私の住んでいる所へバス停があればと思います。 

鉄道について： 車で遠出が出来ないので神戸・姫路に行くのに鉄道がなく不便。 

バスについて。乗車率の悪い時間帯の減便をして効率を上げては。 

バスについては、１小型バスに時々乗ることがあります。乗降のしやすさ、乗り心地が、大型バスよりよいです。２循環バスが自宅に近くを

通ってほしいです。３夕方、バスセンター初の終バスが早すぎます。(①19：00 頃まで運行してほしい。②鉄道で夕方津山に帰ってくると、

バスが終わっているのが大変不便です。快速電車が津山に到着する時間だけでも、夜、バスを運行させてほしいです。)鉄道について

は、津山～岡山間の運賃がもう少し安くなればと思います。 

バスについては全く利用したこともなく時々バス走行を見かける程度の認知度です。従って質問事項に答える材料が全くありませんので

無回答の箇所があります。今後共、バス利用は全くゼロだと思います。 

バスにとても感謝しております。 

バスに限れば籾保周辺では乗っている人を見かけない。 

バスに今はあまり乗りませんが、年をとって乗るようになると思います。トイレが近いので、トイレがあればと思います。 

バスに乗った時、学生だからと思ってかもしれないが、すぐに出発されるので、転びそうになるので、危ない。学生も重たい荷物をたくさん

持っているし、ちゃんと座るのを待ってほしい。いつもあせって座らないといけないので困る。待っても、待っても、バスが来なくて帰れなか

ったことがある。予定時間より早く出たのか。かなり遅れたのかわからない。 

バスに乗る良い時間帯がなかったり、本数が少ない。 

バスの IC カードが分かりにくい。バスの時間が広く知られていない。 

バスの運行に関しての総合的な時刻表が欲しい。バス同士のつながりが非常に分かりにくい。 

バスの運行回数を増加してほしい。バス停まで遠い。自分の必要な所で乗降できればよい。 

バスの運転回数が少ない。又運転手さんが不親切です。 

バスの運転手の方の中には、サービス業に適さない性格の人もおられるように思います。弱者に親切であってほしいと思います。 

バスの岡山(倉敷)行きがない。鉄道の便が不便です。大阪・米子・鳥取の直通急行がない。 

バスの回数が減り不便 

バスの回数がほしいです。今はどうにかですが先で困る。 

バスの回数がほしいです。車に乗れなくなってどうしようかと大変に不安です。 
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バスの回数が増えれば。関係ない事かもしれませんが、城東地区にスーパーかコンビニを誘致してほしい。 

バスの回数が非常に少ない。バスと電車(特に岡山行き)の時間の連絡が非常に悪い、考えられていない。バスの降下ボタンが押しにく

い。(腰痛があるときは、押すのが非常に困難)。乗り降りに段差がありすぎ。座席がせまい。 

バスの回数を増やしてほし。久米行は朝早くないから困る。汽車も 7:10 発から 10:10 までないのでバスを利用したいので増やしてほしい。

(車にのらないのでバスか汽車を利用しなければならないので、バスがもう少し何回も(前は勝山行きがあったので助かっていたけど)ごん

ごバスの回数が少ないので増やして欲しい。時間帯をもっと考えてもらいたい。市内を中鉄バスも回送で走ってるからもっと利用できるよう

に考えて下さい。 

バスの回数を増やしてほしい。 

バスの回数を増やしてほしい。バスの通らない産業道路の北側のほうに住んでいる。せめて院庄近辺まで行けるバスがあればよい。 

バスの回数を増やしてほしい。夏休みなど子どもが学校が休みの時期。 

バスの時間表が見にくい。バス停がない。(分かりにくい) 

バスの時間表について バスの時間表は文字が小さく見にくい(老人向きでない)が、大きくすると表が大きくなるので、路線ごとの時間表を

つくり、その路線近辺の家(町内会)に配布する。文字が大きく見やすくて小形に作れるので、見やすいところにはっておける。自家用車を

持っていて、時たま乗りたいとき、近くの停車場の時間がわからなくて利用できない。これが即利用が増える方法と思う。 

バスの乗降時の段差がとても高いので困っている。バスが時刻表どおりに来ない。(雨降りの日屋根のない所で 5 分も待つのは困る。) 

バスの大きさを小さくして、便数を増やしたらどうなのかなと思うことがあります。 

バスの中がいつも少ないので、もっと小さなバスにして回数を増やしたらいいと思います。 

バスの停留所が遠くて、本数が少ない。 

バスの停留所のわかりにくい箇所がある。バスの停留所にできれば屋根がほしい。バスの回数の増便を希望する。列車の本数の増加を

希望する。(姫新、因美線) 

バスの便が悪く、免許を持たない年寄りや子どもは全て送迎が必要になるという現状。バス停に屋根もなく歩道に列が出き、あぶない所も

ある。暗くて危ない。路線がわからない。 

バスの便が少ないので自家用車に頼らざるをえない。ごんごバスも近くを通らないので利用できないし、不便。列車との連絡も悪く利用で

きない。 

バスの便が大変悪い 

バスの便が良ければ、自家用でなくバスを利用したいです。車に乗れるのも後少し。 

バスの便数が少なくて使いたくても使えない。 

バスの便数が少なく悪循環に陥っているに感じるが津山の地理と人口を考えればやむを得ないのかも知れない。 

バスの便数現行 2 往復を 4 往復にしてほしい。 

バスの本数が少なく、あまり利用できない。 

ごんごバスも通ってなく、平日に家族が病院に行くときの移動手段がない。 

のり合いタクシー等があれば良いのですが。 

バスの本数が増えればうれしい。始発と 終の幅が広がるとうれしい。 

バスの本数を増やしてほしい。 

バスの本数を増やしてほしい。今は利用者が少なくても、次第に根付けば利用者が増えるのではないか。 

バスの利用がしにくい。 

バスの利用者は少ないが、年寄りにとってバスは必要。小型にしてでも 1 時間に 1 本はほしい。沼廻り、八子廻りは半年間だけだったが、

少し乗る人が多くなってきたときなくなった。 

バスの路線表や時刻表を年 1 回配布、又は公共施設に置いて、無料配布するなどしてはどうでしょうか。バスの利便性の認知度の低さも

問題。 

バスは、利用する事は、ほとんどないのですが、バスを見ると 2 人～3 人しか乗っていないのもたびたびあります。もったいないし…と思っ

てしまいます。バスを小さくするとか、行き先で電話予約して乗り合いにするとか。1 台で。行き先がたくさんになっても大勢の人をあっちこ

っちと融通をきかして運ぶ。少しくらい時間がかかっても我慢して長くバスを利用できるように工夫する。(私も利用すればよいのですが、

ついつい…。) 今のままでは、バスの運行が無理になるのではと心配です。 

バスは 1 日 2 回、鉄道は 1 日 7 回、回数を多くしてください。 

バスはあまりいらないから鉄道をもっと増やしてほしい。 

バスはもう少し小型の車両で回数をふやしてほしいと思います。電車も時間がかかりすぎます。 

バスは気軽だとは思うが、ついつい車に頼ってしまう。近くにバス停はあるが通勤に使わないので時刻表を見たことが無い。夜の飲み会

等は送ってもらうか、車で出て帰りはタクシーか代行(バスはないと思う)なので今のところ乗る機会が無い。もっと利用することで便数や時

間が増えるとは思うが… 

バスは残してください。 

バスは使っていないが、鉄道はたまに使うが、時間帯と本数乗り継ぎが悪い。特に岡山→加茂まで。 

バスは小型で 10 人乗りくらいの方が良いと思う。 

バスは小型で 10 人乗りくらいの方が良いと思う。(たいてい 1 人～3 人しか乗って居ないから) 

バスは不便のため、子供もまったく使用しない。鉄道は本数が減ったので、通学が不便になっている。夕方便を増やしたほうが良いと思

う。バスは小型にすると良いと思う。 

バスは不便地には止むを得ないが、運行に際しては、諸状況を総合的に判断して、多種多様な利用者に対して、地域に状況に合わせ

た小規模なピンポイントなもの(コミュニティを利用とか)がよいのではないか。 

バスは利用することがありません。 

バスも JR も本数が少なく、乗り遅れると次までの時間が長すぎます。 

バスや鉄道が終わる時間が早いこと、本数が少ない為、利用しにくい。改善してほしい。 
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バスや鉄道だけの取組みでは改善出来ない。ショッピングモールやレジャー施設とのタイアップで互に利用を増加させる事。 

バスや鉄道ではなく、ワンボックス自動車などの素早く小回りのきく交通手段、窓口の充実を図るべき時代ではないか。対応の速さ、サー

ビスの充実、津山市政として。 

バスや鉄道などの公共の交通機関が充実するどころかすたれていると思う。将来に対して非常に不安であるし、子供たちの通学にも大き

く影響されています。家族の負担ばかり増えているし、行政にもしっかりして欲しいと思います。高齢化が進んでいる事は確かにはっきり

わかっているハズ。何をすべきかは明確なはずです！！ 

バスや鉄道を使うことがめったに無いので意見はありません。 

バスより鉄道利用のほうが多いのですが、便数が少ないことで、自家用車利用が一番多くなっています。ただし、高齢になると公共交通

の利用は多くなると思うので、住民の足をうばわないでもらいたいです。 

バスを小型化してでも朝夕及び深夜の本数を増やしてほしい 

バスを定期的に都会のように動かしてほしい。 

バスを農道、東一宮方面にもっと走らせてくれたら利用者もいるのでは？鉄道も岡山までの津山線を電化するなどしてくれたら電車に乗

るためにバスを利用する人が増え、双方利用者が増えるのではと思う 

バスを利用していませんが、停留所での発着時刻表は整備されていますか。運行時間帯、利用者状況をふまえ、もっと小型車量を採用

してもいいと思う。排気ガス対策として、電気自動車等のエコカーを採用してはどうか。 

バスを利用しようと思ってもバスが運行されていないため利用しにくいです。(バス停までが遠い)瓜生原地域にもバスを走らせてください。

バスを利用するのは年 2～3 回程度です。各自治体が運行していると思われるバスがありますがこれらはほとんど同じコースを廻っている

ようです。これらの連携はできているのでしょうか。 

バス運行に一人いくら出すのではなく、どの様に運行するか、それによって市の財政をどう使うかが大事では？ 

バス運行を充実するべきである 

バス運行時間の本数を増して下さい。 

バス会社のバスは小型でもよいので回数を増やせば利用者が増えるのではないかと思う 

バス会社の経営が苦しいのは分かりますがバスの小型化をして新しいバスに切り替えないとダメですね。 

バス現在通りに。 

バス停が遠いのは仕方ないのかもしれませんが、JRとの連絡をしっかりしてほしい。各地域からJR駅まで運行されれば、津山や岡山へ行

きやすい。通勤・通学・買い物など JR のほうが時間が確かである。バスの機能として。地域から市民の方を駅につなぐ方法も検討しては

いかがでしょうか。 

バス停が家から遠く、バスを利用することはありません。以前津山中央病院が現場所に移動した時(働いていた時)交通手段がなく、車を

買いました。二階町のときはバス停は遠かったけれど利用していました。子どももバスに乗ることはめったにありません。バス停が家から近

くて安ければ、習い事など子どもだけで行けるようになるかもしれません。 

バス停が近くても、たぶん利用しないと思う。 

バス停が見あたらない 

バス停に椅子や、出来れば降雨時に対して屋根等が備わっていれば良いと思う。 

バス停に屋根がない。椅子もない。老人が座り込んでいる姿を時々見かける。 

バス停に止まりかけたと同時に、手を大きく振りながら追いついて乗ろうとしたおばさんがバスに着く寸前にバスは発車してしまい、呆然と

立ちすくむ姿を目撃しました。バックミラーなどで充分わかるような状況でした。年寄りが多いなかで、目を配って乗せてあげたり、待って

あげたりする配慮がないと安心して利用できないと思います。岡山市のバスは手を振って乗ろうとする人を乗せずに走り去るということは 4

年住みましたが一度もありませんでした。 

バス停の位置、路線ルート、運行時間がわからない。簡単に誰にでも分かるようにしてほしい。運行の間隔も長いため、利用しにくい。積

極的にピーアールして間隔を短くしてほしい。 

バス停の時間表の所にある、イスが不備なため、腰痛のひどいときなど困ります。 

バス停まで１時間歩いてかかる。足が痛くて歩けない。家族の通勤時たのむかタクシーを利用するしか交通手段がない。 

バス停までが遠くて利用できない。 

バス停までの距離が遠いので自宅近くの市道を通ってくれれば十分活用できるので考えてほしい。 

バス停まで遠い。本数が少ない。年寄りは(後期高齢者は料金を)安くしてほしい。 

バス停を高杉団地にお願いします(本人より)  バス停が遠いためほとんど娘の私が自動車で迎えに行っています。父は免許を持ってい

ますが、やはり高齢のためそろそろ運転を控えさせなければ行けないようになります。そうなるとここで住んでいくことになると交通の便が

悪すぎ日々の生活が困ります。中央病院までバスは来ていますが、そこまでが坂が急なため、高齢の足にはきついようです。高杉団地の

入口までバスが上がってきてくれるだけで、高杉団地の高齢の人々が助かると思います。よろしくお願いします。(娘より) 

バス停各々記入された時刻表がほしい。(主要バス停のみでは×)津山線で以前岩崩れがありました。同じあやまちを繰り返さないように

安全性を追求し具現してもらいたい。 

バス停等にバス路線や時刻表を表示していただきたい。 

バス鉄道どちらも現状維持を望む。 

バス廃止や鉄道路線の廃止はぜったいに困る。 

バス利用者の少ないのに驚きです。いつもガラガラバスをみてもったいない感がします。もう少し路線を考えてみたらと思います。時間帯

も。 

バス利用車専用の駐車場を作ってそこから各方面に通勤や観光等が出来るようになればよいのですが 

バス料金の見直しをするべき。距離によって料金差があっても良いと思う。 

バス路線によっては 1 日 1 往復しかない道路もあり(おそらく通学用なのだろうが)使い便利が悪いと思うことがある。また、以前自家用車に

乗っていない時は、バスで主に移動していたが、本数の多い線はバス停が遠かったり、路線バスが早かったり夕方を過ぎると本数が激減

して結局タクシーに乗ることが多かった。ごんごバスが走るようになっても、バスの時刻表が分かりにくく利用し難いと感じた。 
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バス路線の維持等公共交通整備の為に税金ばかりに頼るのではなくもっと市の財政の中で節約できることを考えてほしい。公務員(市職

員)の給与、賞与をまず減らすべきである。基本的に公務員は自分たちに甘い。一般企業であれば人件費をまず減らすのは当然。市とい

う会社が赤字であるなら…その先は考えれば解るはず。特に問 14 は内容からおかしい。座っているだけのベテラン職員はリストラすべ

し。 

バス路線の拡充及び運行本数の増大 

バス路線をもっともっと考えて、便利よくすればバスの利用をする人が増えると思います。 

バス路線を午前 10 時頃と午後 12 時頃増加してください。 

バス路線図があればうれしいです 

はっきり言って近くにどんな路線バスが通っているのか、どこに停留所があるのかも知らないし、市内をどの程度バスが走っていてどの路

線があるのか全く分からない。もちろん乗車賃も分からない。しかも、40 年近く津山にいて全くバスに乗った事すらない。もっと分かりやす

くすべきだと思う。津山は全くの車社会だと思います。車なしでは住みづらい津山だと思う。 

はなはだ市民のためといいがたいほどおさむい限りである。公共交通といえるものがあるとは信じがたい！ 

ペーパードライバーの主婦です。60 歳を過ぎると膝が痛くなり「グリーンヒルズ津山」のプールにお友達の運転で通っていますがとっても

遠くになりました。お友達がお休みの時は自分の原付で通っていますが、雨天の時はお休みするしかないので困っています。財政が厳

しい折、一桁の利用者のためにバスを走らせてくださいとも言えないし、それよりも何よりも健康作りのために通っている「グリーンヒルズ津

山」の存続すら危ぶまれていることの方が私にとっては重大です。元気な年寄りを生むことのみならず、津山市には幼児や児童が遊び楽

しめるプールがゼロになります。憩いの施設がなくなるのもおかしいが、そこへ運ぶバスもないのも不親切な市だと思います。 

ほとんど使えないのが現状で、まことにお寒い限りである。 

ほとんど自家用車を使用しておりバス等は使用しませんが、今後環境問題、老人となれば、公共交通は必ず必要と思います。現行のご

んごバス等は必ず使用することになると思いますのでこの種(巡回バス等)の公共交通の充実をお願いします。 

マイカーがあるので全く利用することがないが学生などのことを考えると、学生にとって使いやすい公共交通であったほうがいいと思う。 

マイカーを減らすことを考えてもらいたい。バス、タクシー、鉄道を多く利用する事がよいと思います。 

マイカー規制をし、公共交通を強制的に利用させると良い。マイカーには環境税などで税金を徴収したほうが良い。 

マイカー所有率が高くなっている状況では、まずはバス等を使うことの利点(CO2 の削減、渋滞の緩和、とくに公共交通機関しか頼れない

人への存在価値)を今よりもっと PR していってほしい。PR の内容を充実させるためにもできる限り本数を増やすなど利便性を高めていっ

て欲しい。 

マイカー並みの利便性があれば良いと思う 

まず、本数が少なく 20：30 に 終は不便である。路線に不公平感がある。新津山地区は特に思われる。その他、多々あるが書きつくせな

い。 

まったくバスの通っていない地区の者はどうすればよいのか。その場合、徒歩かタクシーの利用のみであるが、非常に不便。 

もう少し回数を増やしてほしい 

もう少し極め細かい調査をし、バスの大きさを調節して効率化してほしい。 

もっと JR や、バスの公共交通が発達していれば、1 人 1 台の車の所有なく通勤、通学に車利用しなくてもすむと思います。 

もっとバスを増やしてほしい。バス停を増やす。 

もっとバス利用者を調査してアンケートを送付したら？私みたいなまだ現役で仕事をしているものにとっては不要だと思います。税金のム

ダづかいをするな！ 

もっとバス路線、回数を増やして欲しい 

もっとわかりやすいバスの運行表を作って欲しい。自動車が運転できなくなったらとても不便な場所に住んでいるのでバスを利用しやすく

して欲しいのです。 

もっと安くして。本数を増やして。 

もっと活力ある地域にするためみんなで考えよう。住人みんなの意見が受けいれられていない。対話の行政をお願いします。 

もっと充実させるべきであるが、経費の面で限界があると思う。 

もっと充実すべき 

もっと巡回コースが緻密になり停留所が増えれば便利になると思います． 

もっと津山(ハブターミナル)を中心に各方面に伸びる路線があってほしい。 

やがて自動車には乗れなくなるので少々負担しても(全市民)小型のバスがいつも走っている状態が良いと思います。できなければ？？と

して民間(？？)、市民(公共)で？？意識で運行しては。 

やはり年寄りにとって移動手段が限られていることに問題があると思う。街中ならいざ知らず、周辺部、田舎の者は公共交通機関の利用

は難しくタクシー等で目的地へ行くということをよく耳にする。 

この点をしっかり考えて検討していただきたい。 

よくごんごバスを利用するが停留所まで遠いので大学近くにほしいです。回数券を作ってほしい。度々利用すると結構費用が要ります

よ。路線バスですが、土・日・祭の休日は運行がないので大変不便です。 

ルート及びバス停の見直しが必要だと思います 

阿波のバスが古くなってきたのでこの先どうなるかとても不安です 

安岡町、茅町、西今町、宮脇町、旧出雲街道の小型バス運行が必要と思います。以前は主要道路で定期バスが走り、活気あふれる街で

した。街が寂れるのを防ぎ、活性化を取り戻す意味にも、小型バスを運行し安全安心の街に復活したいものです。 

以前、少しの間ですが北園町郵便局前をバスが通っていました。今は中央病院、商店街もやっと車を利用しています。でもいずれ車は

乗れなくなります。その時近い所にバス停が欲しいです。それに時刻がよくわからなく「本当に来るのかな」と不安になります。 

以前、乗車方法を間違えたときに運転手さんにえらそうに注意された。忙しくても丁寧な口調で教えてほしい。 

以前はよくバスを利用していましたがサービスが悪い。運転手の態度、言葉使いが荒っぽい。(高齢の方の乗降に時間がかかると文句を

言ったりひどい。) 
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以前は月に 1～2 度ですがバスで通勤をしていましたが、バスの本数が減り利用するのが難しくなり 近は家族に送ってもらったりしてい

ます。現在は自動車も運転できますが、30 年後は公共交通に頼るしかないので、現在の住所に住むのをやめ、スーパー、病院等が近い

場所に引越しを考えています。老後はこのままでいくと、かなり不安ですね。 

医療機関の利用時に利用したいが便利が悪い。時間と目的地が合わない。 

金融機関とか役所に行くのにも行きはあっても帰り迄の便が長すぎて結局タクシー利用となる。 

今のバスなら学生も時間が合わず全く利用がないと思います。 

一層の充実を望む 

一度もバスに乗ったことはありません。休日は母(84 才)を連れて買い物、病院と走っていますが、もしこれから先、年老いた自分が一人で

バスに乗れるかといわれてもわかりません 

一日に便が少なくて、不便です。高齢者、子供、学生、障害者の為にもう少し親切にして下さい。 

バスの乗継の時間が開きすぎで、便利が悪い。津山市の西部、(院庄駅口、Westland)の方面の便が少ない。 

一般のバスを通してほしい 

因美線(津山⇔鳥取)の智頭での乗り継ぎ時間が不便 

因美線は学生のためにも存続してほしい 

因美線を残してください 

因美線を残してください 

雨降りの日はバスを利用したい。又、タクシーを多く利用している。農村・過疎地に役所の職員が出向いて討議し、現状を掌握し対策をた

てること。(小型バス化、運行回数、チケット…) 

運行する経路が廃止になっているところが増え、自動車免許のない高齢者が困っているのをよく耳にします。運行数や経路を考慮して欲

しい。 

運行回数が少なくなる程利用難くなり、利用者が少ないことの不採算理由による減便が悪循環になっていく。小型バス等の運行や利用し

やすい時間帯により、使用者の増加をかんがえては。 

運行時間の再チェックと停留所待合の整備、歩いて停留所まで行きバスがなかなか来ない。すでにつかれるのであまり利用できない。 

運行場所とか時刻等がよくわからないので今の処バスには乗らない 

運転できない病気の時乗りかえをしないと救急病院に行けないので、ごんごバスを以前のようにせめてグリンフィルズまでまわって頂きた

い。 

運転できなくなった場合の移動手段を考えると大変不安である。 

運転免許があるのに運転できません。家族の送迎に頼っています。近くにバス停を設置して JR の駅まで運行して下さい。 

運転免許を持たない老人です。買物等通院等に今利用しているバス路線の廃止が近づいていますので、そのかわりになるバス路線を考

えて欲しい。 

駅に近いので将来の存続を強く希望する。 

駅に駐車場が少ないので広い駐車場を作ってください． 

遠出をする時には鉄道をよく利用しますが、とにかく運行本数が少ないので、昼間に岡山駅から津山駅まで 2 時間ぐらいかかったり、のど

かな景色を楽しむのも 1,2 回はよいのですが・・・・・出きれば増便、時間短縮していただきたいですね。 

汚いバスがある。 

横山上バス停に近いのですが本数(運行)が少ない駅とか市役所に行くのも不便です。救急病院(すぐみてもらえないから)が遠いのと、タ

クシーしかなく割高で乗れません。(人間が少ないので無理です) 

岡山、姫路行きの鉄道、バス共に交通を良くして下さい。今なら津山市内にとじこもるように思います。もっと他市とかいろいろなイベント

にも参加したいです。 

岡山～津山間のバス運行を、多く、早く。津山線の複線化を早急に。 

岡山～津山間を短縮(30～40 分)すれば車で行くことなくＣＯ2 削減に効果ある。ごんごバスをもっと効率的に運用すべき。 

岡山への鉄道便をふやしてほしい。 

岡山までの鉄道の本数が少ないのと、時間がかかりすぎるので、改善してほしいです。時々は鉄道に乗りますが、上記 2 点がネックにな

り、車での回数が多くなります。 

岡山県北部を代表すべき市なのに寂れていっている。取り残されているのは交通の便が悪く快適さがないからだと思う。日常品はともかく

欲しい品とか観たいものがある時、県外あるいは市外に出ていかなくてはならない。老人としては、市内のものも、外からの人も行くのをな

るべく諦めようと思わない町にすることである。岡山方面へは津山線しかないのだから、駅にはエレベータ(若い人は乗るのを禁止)が必要

であり、階段や段差のできるだけ少ない町にすることである。今は雪が少なくなったが、急勾配の道は凍りやすい。尚、インターに商業施

設が集中していて、バスを乗り継がねばならず、費用も高くつき時間のロスもあるので、市外、県外にいつ頃行こうといろことになる。中心

部でなくなった中心部にこれまでこだわり過ぎたのではないか。町も道も変わるにつれ、人の流れも変わる。長いスパンで少しずつ将来

設計を立てた中から住みたい町に変えてほしい。 

岡山行きの JR の快速便を一時間おき位にしてほしい。 

岡山市のように常時何時でもバス等に乗れる事を希望する。特に津山市役所から北の町はバスが日に数回しか走ってない。ごんごバス

をもっと市全体に走らせてほしい。 

岡山市へ行くバスがないので不便を感じている。鉄道も時間がもっと短くなればと常々思っている。旅行しても岡山市から津山へ帰るの

に時間がかかりすぎる。 

岡山津山間の電車、津山線のことですが、もう少し高速化はできないでしょうか。せめて 30 分くらいで走れば値打ちがあるのですが。私

は市長になったら、30 分で岡山津山間を走る電車をこしらえようと思います。21 日に間に合わないのは一番農家の多忙な時にアンケート

をせよというからで遅れた理由です。 

岡山-津山-鳥取の移動交通手段がとても不便(時間的にも駅での駐車料金も含めて)。質問が分かりにくかったです。 

岡山迄に鉄道の時間がかかりすぎ。もっと早く行けるように願います。 

何 と か し て バ ス を も っ と 利 用 で き る よ う に し た い 。 エ コ の 為 に も バ ス ( 多 人 数 利 用 者 ) は 必 要 。 老 後 の 為 に も 大 切 。

電車をひけたら一番良いが、費用がかかる。馬車路線も考えてみてほしい。 
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何時見てもごんごバス利用者が少ない様に思いますが市の経費がもったいない。車を小さくするとか回数を少なくしたらどうか・・・。 

何十年もバスを利用していないので、アンケートの記入に苦労した。 

何十年も市内バスを利用していません。長距離には乗り物に耐えられないので市外へ出かけることは大変。いずれ車を手放さなければ

なさず移動にはタクシーを使うことになるだろう。 

加茂、勝北方面を走っていてもよくごんごバスにであいますが、田邑路線には通学バスしか走っていません。自家用車に乗らざるを得ま

せんが、年をとって車に乗れなくなった時には病院に行くのにも困ると思います。 

加茂川から西地区には公共交通(加茂地域を出る)無い。さらに JR を利用する交通機関もない。津山市の職員の公共交通を利用が進め

ばバスの便数も増えスピードを出し無理な追越、スピードオーバー等減り、さらには世界的目標 CO2 削減にもなる。市職員は率先すべき

だと考えます。 

加茂ー津山を増便してください 

家に車がありませんので、病院とか買物は障害の車かタクシーを利用しております。(乗物は私の近所ではとても不便です。) 

過疎地では公共の交通手段が乗車客が少なく減少していくと思われます。維持するためには相互扶助は必要で、多少の負担が当然と

考え、現状を維持する必要があると考えます。 

過疎地域のバス利用が不便なのでは？ 

芽野病院に行くのになんとかバスの便をよくしてもらいたい。自宅から乗り時間を考えてもらいたい。今ではタクシーを利用している。 

回送で市内へ帰るバスへの乗車を考えて下されば 

改善してくださり、良い交通環境になっていると思うが、あまり外出しないので良くわからない。 

皆自家用車でバス利用者は殆どいないが、自家用車の無いものにとってバスは貴重。バスの本数を多くしてほしいが、財源や利用者を

どう確保するか、困ったことだ。 

外見からですが乗車率は非常に低いように見受けられる。運行する車の大きさをもっと小型化したらどうか。 

各町内から主要職域までの接続等のマーケティングによる公共交通機関の整備により地域温暖化(ノーカー通勤)防止にもつながるため

官民一体で考えてほしい。津山という所は各地域で協力体制は整っていると思う。 

格差がありすぎ 

確かに利用が少ないので余計廃止になったり、不便になるのでどんどん悪循環の繰り返しが起きていると思う。でも高齢化社会がどんど

ん進んでいるのに、津山市は他の周りの町や村に比べて公共機関の利便性などに対する取り組みがないと思う。例えば運転教習所のル

ートバスとか保育園等のルートバスとか、他の機関と協力したり何かできることが必ずあると思う。もっと真剣に考えてほしい。 

学校の登下校に利用するため時間本数をもっと考えて欲しい 

学生が通学に乗れるスクールバスのような公共交通があれば助かると思います。 

学生の為、午前中で終わって帰りたい時(テスト期間)に列車が加茂止まりしかなく(3 時)やむを得ず 4 時以降まで待って乗るのはとてもし

んどいです。現状のままならまだ良いのですが、少なくなったりしたらとても困ります。夜も 18:00 に乗り過ごすと 19:40 しかなく待ち時間が

長すぎるので中間のが運行して欲しい。 

学生の頃からバスはほとんど利用したことがありません。必要なかったので。汽車は利用していましたが、地域的にみてもバスの方が便利

だけど本数が少ない。利用者数からいってもしかたのないことですが、時々“回送”に乗れたらなあと思うことがあります。支所間バスを子

どもが利用していますが、回数券だとどこで乗ってもどこで降りても同じ金額でありがたいですが定期だと、記載してある区間以外(以上)

で乗り降りすると、所定の料金を払わないとやはりいけないのですか？ 

学生の方に必要な鉄道の存続を望む。自動車移動しか出来ない現状ではあるが、もっと便利かつ安ければ利用しやすい。交通手段が

自家用車しかない現状に不安あり。 

学生時代、学校へ行く時間のバスがなかった為、天候の悪い日などとても不便でした。せめて学校の時間に合わせてもらえたらと思いま

す。親としても子供が大きくなったときに助かります。 

環境に優しい区域ごとに明るい標示記号みたいなものと時計などがあればと思います。 

関係ないが、津山警察の不評は驚くべきものがある。もっと検挙率をあげてもらわなければ不安です。 

基本自転車で動くが、雨が降るとバスを利用している。通勤や通学のために、朝の良い時間帯にバスが無いので不便。年を取るとバスが

便利なので 1 時間に 1 本、できれば 2 本ほしい。行きたい時間にバスが来ない。志戸部からジャスコ方面のバスがほしい。税金をもっと老

人のために使ってほしい。 

汽車など来てほしい時間に来ない場合が多い。 

汽車の車輌がどこの地域に比べてもお粗末すぎる。トイレのないのも不安。津山～岡山は利用することもあるが、行き先に駐車場あれば

車の移動にしてしまう。 

義父が施設に入っておりほぼ寝たきりに近いので代わりに書きましたので矛盾回答の点があるかもしれません。津山では車に乗れないと

生活できないといわれ、嫁いできましたが本当にそう思います。のんびりした生活であればバスの利用も考えますがやはり現状では車を

使わないと一日にしなければならない用事が片付きません。でもバスを利用されている方は喜んでおられるようなので少しでも便利にな

ればとは思います。 

久米ごんごバスを利用しています(時々JR)道の駅久米の里から乗車します。津山行きを 10 時頃、津山発久米行きを 12 時台 1 本づつ(1

往復)増やして戴けたら有難と思います。 

宮部下周辺の人口からいけばこんなものでしょう。市のバスを利用したことは無いが、ネットで見ると、病院や駅へ行けること、料金も 200

円と安いことを知った。 

宮部上に週に 2 回か 1 回福祉バスが来ているようですが行くときは良いけど病院とか郵便局、農協の用事をした時帰る時に困るらしい。

急加速，急発車などバスの運転が悪い。ＪＲ(津山～岡山)の乗り心地が悪い。横揺れで。 

急発進、急ブレーキをやめてほしい。 

旧市内のごんごバスばかりでなく、周辺地域(例、加茂ごんご)のバスを増やしてほしい。高齢者は周辺部に住めなくなる。(料金を 2 倍にし

てでも)ごんごバスの巡回を乗車できるようにならないか。 

旧津山市街地を、主な公共施設をめぐりながら、あまり待ち時間の無いようにぐるぐる回ってくれる循環バスが走ってほしい。バスを住宅

街に走らせてほしい。 
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狭いエリアを小型車(ワゴン車くらい)で巡回して他エリアとの接点(停留所)で乗り継ぎをして行けばある程度の行きたい所へいける範囲が

拡がる運行を計画してもらえるなら、利用のために年間 3000 円～5000 円の負担があったとしても、自身で運転できなくなったときには利

用したいと思う。ごんごバスなど中心部の人には便利かもしれないが地域はずれの方々には利用できないと思うので、そこまでのアクセス

が欲しいと思う。 

郷里に老親がいて空港を利用することがありますが、空港へのバスがないのが不便です。乗合いタクシーは予約制ですので、家族の都

合が合わない時は困りますし、時間が飛行機との時間とぎりぎりで迷います。 

近い将来、高齢化社会になり、バス等の公共交通の利用が必ず必要になり、バス路線や運行本数を改善して残していただき、今後増や

してくらさるようお願いします。 

近い将来車の運転ができなくなり、バスを利用するときに、安心していつでも利用することができるようお願いいたします。 

近くにあったバス停が無くなって年寄りは出ることができなくなっている。 

近くにバス停がありますが、車で移動する為にのりません。 (まご)子供達を 2,3 度、バスや汽車にのせて津山駅と千代駅に行った事が有

ります。近度岡山駅方面にのせて行きたいと思っています。中学、高校になるとバス、汽車を利用する事が有ると聞いたので、親達も移動

手段を知らなければいけないと思います。(どこへ行くにも自家用車でつれて行くだけだから知る機会を作ってみたいと思います。 

近くにバス停があればと思います。車にのれなくなるから 

近くにバス停を作ってほしい(ごんごバス) 

近くに一宮車庫があり，回送バスが出ているのに津山中央病院，ジャスコ行き等がないのに不満です。ごんごバスは市の中心部ばかり走

り，肝心な不便な所を回ってくれない。又，市の中心部からの 終のバスも早い時間なので不満です。 

近隣にバス路線がないので乗車出来ない。数年前までは，中鉄バスが運行し，便利だったが，今はバスの恩恵は殆どない。 

空席の市バスが山間地域を回っています。もったいないです。いい方法が無いものですかね。市も頭が痛いです。小生の頭ではいい方

法が見つかりません。 

経費が必要だから仕方ないが人口密度に関わらずできる限り便利が良い方が良い． 

月にバスを数回しか利用しませんが、週に 1 回でも領家の方を廻ってもらえるとよろしいのですが。千代駅まで出ていますので。 

県外から転入して半年なのでまだよく解りません 

県外から約半年の転入者です。回答が十分でない事を考慮下さい。 

県外に行ったりする時バス・JR など本数が限られている 

県道、市道の幹線道への整備。 

県内各所に出向き、8 年ほど家を留守。バス路線変化には大変驚きました。街全体にも活力が感じられず、南部、西部と大差があるように

感じられる(県北部含む)。県北独特の人間性、地域性ほど他地域と合見ると考えさせられる面があるように思う。帰津してもひしひしと思

い起こされ、公共交通もさることながら津山市の根源から改革をしないと前途多難ではないかと強く心配している。ある人から"津山、死ん

でるね”と何年か前に言われ、その言葉を思い起こしている。 

現在、運転出来るが数年後は出来なくなる。その時に現在路線バスにて医療機関(津山中央病院)は行けるけれど、市内ごんごバス停は

利用圏外なので不自由になる事は確実です。ごんごバスの運行範囲を広げて欲しい。 

現在、自分自身利用はありませんが、友人が北の方から出て来るのに、バスの便が悪く、待ち合わせに困ります。 

現在ごんごバスは、旧苫田農協の所を曲がっているが、マルイ志戸部店周辺に停留所を設けてほしい。料金を 50～100 円↑でもいい。 

現在では、自家用車を運転し、移動していますが、出来なくなれば公共の交通機関を利用するようになると思います。バス・鉄道とても必

要だと思います。 

現在のところ特になし． 

現在のところ別に支障なし 

現在のバス便回数を 低限度として確保してほしい 

現在のバス路線は、私の地域に住む高齢者は利用しにくいと感じています。 

現在の住所(高杉団地)は陸の弧島である。もっとも近い公共交通機関はごんごバスの津山中央病院前停留所です。団地から歩いて約

20 分坂がきつくて年寄りには重労働です。ごんごバスを団地まで来るようにしてください。 

現在の所自動車運転でき津山市の交通機関に不便を感じておりませんので意見が解りません。 

現在の路線でよいと思います。 

現在は、自家用車を運転して自由に行けるからよいですが、さらに高齢になって車を運転できなくなったら、ハイヤーを頼まねばならない

がと案じています。 

現在バスを利用していないので質問にお答えできません。 

現在は家族車で出かけていますが後 1 年位でバスを利用せざると思っています。加茂からのバスの回送車が利用できると少しはよくなる

と思っています。汽車を利用することが出来ない駅の中間民なので先々心配をしています。一人当たり 1100 円とありますが、1200 円にす

ると加茂線朝夕の回送車が利用できることには難があるでしょうか？ 

現在は元気にマイカーを運転できているので市内バスを利用したことがありませんが、将来車の運転ができなくなったときのことを思うと、

公共の乗り物が無いと不安になってきます。少ない年金生活になってきますので、頻繁にタクシーを利用できませんし、勝手な言い分で

すか 10 年後くらいには公共の乗り物にお世話になると思うので大阪府知事さんのように本気に財政の無駄遣いを見直して遣り繰りしてく

ださい。市長さんに渇をいれたいです。 

現在は公共交通機関を利用する現状が少ないので、赤字路線だと思われる。各戸に自動車が普及する中で、必要だけど事業的には大

変だと思う。 

現在は自家用車があるから不便を感じていないが、将来老齢化で運転できなくなると大変不便だと思う。路線と便数の拡充を望む。 

現在は自家用車で移動するが、将来は公共交通機関を利用しなければと思うので、バス路線および回数確保をお願いしたい。そのため

の財政支出はある程度必要。尚、これからますます高齢化が進み、公共交通の必要性が今以上に出てくる。 

現在は自家用車で用事等を行っておりますが、老齢になると近くまでごんごバスでも通ってほしいと思います。 

現在は自家用車を使用できているので不便はないのですが、将来的に運転できなくなった場合は、近くのバス停より市バスを利用するこ

とになると思いますので、高齢化が進むことと平行して運行本数を増やして頂きたいと思います。 
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現在は自動車を使っていますが自動車に乗れなくなった時バスの回数が少なく津山へ出るのも不便だと思う。 

現在は自分で運転して動いていますが、運転できなくなった時はバス利用になると思います。小型でも良いので、今のバス路線を続けて

生かせていてほしいと思います。 

現在は自分で運転できるので不便は感じませんが、老いてきてからの交通手段は不安です。誰でも使える交通が利用できたら良いで

す。(介護サービス) 

現在は自分で自動車を運転しバスに乗る機会はありませんが、将来的にはバスを利用する機会が増すと考えられます。その頃には私営

バスと公共バス(ごんごバス)との間に時刻等の連携ができていて時刻表にしても見やすくわかりやすい親しみのもてるバスであったらいい

なと思います。期待しております。これからの高齢化社会においては、非常に重要な課題だと思います。 

現在は自分で車を運転するので困らないのですが、あと数年あるいは十数年のうちに、車を運転する能力や車を維持するだけの経済力

を失うだろうと考えると憂鬱です。自分自身もそうでしたが若いうちは、高齢になった時のことは考えにくく、公共交通機関をしっかり使って

維持しようとは思いません。やはり教育の力が必要ではないでしょうか。総合学習等で、高齢化社会の現実に気づく学習を取り入れない

といけないのでしょうね。 

現在は自分の車がありますので、問題はありませんが・・・。車に乗れなくなった時は心配です。バスや電車にしても駅に行くまでが困りま

す。 

現在は車の運転が自分で出来るが、先々には無理となるが、現住所はバスルートからはずれているため、バス停まで 20～30 分歩くの

で、年をとると無理になり、外出等でかけるのがタクシーしかなくなる。 

現在は年令的に不自由を感じてはいませんが、市の財政を考えれば今のままで言いのだと思います。60 才前後の人がもう少し年をとると

公共交通を利用する人が増えると思います。 

現在は年齢的に自分で車を運転できるのでバス等を利用していませんが高齢になったときの交通機関(手段)は不安です。 

現在は別にないが、鉄道については存続できるようにしてほしい。 

現在は良いが運転免許がなくなって運転できなくなったときバス停までは遠すぎる。戸島でも奥の方なので、近いお宅もあるが我が家は

歩いて行くのは無理。そこまで歩けるようなら車にも乗れるだろう。中心部や路線に近い人だけが便利の良い暮らしができるようだ。です

からバスのために税金を支払いたくない。きめ細かいことを市がする訳ない。期待もしていない。市民から税金をとることを考えず、市がど

うしたら豊かになるか考えてほしい。 

現在よりサービスを低下させない様、よろしくお願いします。 

現在よりサービス低下にならないようにして下さい。母親が月に 1～2 回バスを利用し津山の病院に行っています。1 日の終日時間がかか

っています。 

現在元気で自家用車、オートバイを活用しているが、私も団塊の世代、10～15 年後は移動に大変不安をもっている。会合で 75 才～の人

から移動が大変困っているということをよく聞く。又、病院、医院などへ行く際バスの乗り継ぎが必要になり時間が合わないのでタクシーに

なり費用がかさむという声が多い。 

現在仕事のために車を保有しているが、移動目的が病院とかショッピングとか仕事以外だけになった時、できれば車を持ちたくない。で

も、現在の公共交通だと不便を感じ、そうもいかないと思っている。高齢者が外出しやすい津山市であって欲しいと思う。 

現在私は健康でまずまず自家用車を運転していますが、高齢にていつ運転不能になるか分かりません。その際何分近地にて日々生活

の買い物並に通院の際を思いますと、現行より劣らぬよう、尚緊急時も含めてお願いします。 

現在時ではバスの利用はなく緊急時にはタクシーの利用を必要とするのでタクシー料金の安くなる事を望んでいます。 

現在自動車の運転が出来ていますが、これが出来なくなった時はバス等公共的な乗物を使用しなければならないが、現在の様な機関で

は非常に心配している。(バスや鉄道の本数が少ないので) 

現在車に乗れるので特に意見なし。 

現在主に自家用車で移動していますのでバス、鉄道を利用する機会が有りません。車を運転しなくなるとバスを利用する様になるのか

な！と思います。現在路線バスは 2 時間に 1 回運転されています(津山⇔高田) 

現在利用していないので、意見はありません。 

現時点では自分で車にて移動することが出来、孫達の送迎が出来るので健康でいたい 

現状においては利用価値は無いに等しい。現在は自分で運転できるから何とかなっているが、数年以内に免許証の返却を考える事態を

相続すれば孤立感しか残らない。さびしい限りである。公共交通機関による高齢者の移動方法を真剣に考えるべきである。 

現状をいかに効率的に運行していくかでしょうか。まだ自由に車を使えるので、正直バス、JR の現状を把握しておりませんが、高齢になる

とたまには使うことになると思います。虫喰い状に進む市街地化に対応した斬新な体系をよろしくお願いします。市の財政からの持ち出し

が少なくなってその分他に力を入れ、福祉とかが充実するよう効果的な見直しをお願いします。 

午前中に 2 往復、午後 2 往復欲しい。 

後、何年運転ができるでしょう…。市内だけでも行きたい所に行ける様になるといいですね。又、岡山空港に行くのにもう少し便利になら

ないでしょうか…。 

後、数年後には免許証を返納するためにバスは私の交通。バスの本数を増やしても、減ることの無い様、お願いします。 

交通の便の悪い田舎などで、バス停でなくても乗り降りできる利便性があると良い。年をとると歩くのに時間がかかってしまい、バス停に遅

れてバスの後姿を見送るのは情けなく、そこからタクシーに乗らなくてはならない。 

交通関係の車輌の運転ではボランティア等の応募を募って法改正などで対応してはどうでしょう。規則で決められてばかりでの進捗は少

ないのでは？ 

交通機関の整備大変だと思います。公共施設(役所、国の機関、図書館、体育館)、商業施設、飲食店など分散しすぎています。一回の

外出で数件の用事を済まそうと思うと出来ません。都市整備の失敗です。 

交通手段が自転車や徒歩とは行かない為、車、タクシーバスなど必要な地域です。バスは子供が小学校の通学に使用しているので必要

です。 

交通網の整備 バスの定期化等 低価格で乗車できる様 努力をお願いしたい。 
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交通料金が高いのと運行本数の数が少ない。都会の様に行き先が明確にわかるのと、通勤・通学時間帯に 10 分、15 分間隔で運行、バ

ス停も増やし、市内は一律の金額(低価格)になれば乗る人も増えるだろうと思う。どんどん高齢者も増えて事故も増えるし、若い人もいつ

までも運転できるわけでは無いので公共交通機関の充実を望みます。(自分で運転しなくても良い街になってほしい。) 自家用車が減れ

ば、地球にも環境にも優しいだろうし、津山ももっと住人に優しい街になって欲しいです。 

光陽台住人は高齢者が多くなり、車を運転できる人が家族に居なくなればここには住めないという声が多いです。日常の買物と病院通い

位はもう少し何とかならないかと思います。 

公共の交通機関といえども利益が追求される時代。通勤、買物、通院等で車が無いと生活できない。土地柄、年々不安。何百人～何千

人の工業団地があるが、会社または団地としてバスの運行が少ないのでは？鉄道の充実バスの連結、市の範囲で考えるのは避けるべき

と思う。(隣接の市町、大企業と) 

公共の自動車、タクシー等により CO2 の少ない車に切り替えることで一般の方も段々に切り替えるようになるのではないかと思います。早

く電気自動車が出来るといいです。我々、動植物の生態系に異常を見るに忍びなく思います。 

公共バス運行は高齢者、弱者の足の確保に必要とは思いますが、利用効果が少ない、財政等の負担も多いので要検討  障害者、高齢

者対策として福祉タクシー?で利便を計ることが必要と思う  問題設定 Ａ表の目的 5 に該当と思うが(団体活動が項目にあれば？) 

公共機関は特に必要ですが、時間的に乗換え等を考えれば不便なので、どうしても自家用車に頼ります。今のバス運行では通勤は不可

能です。 

公共交通がどうなっているのかさえ知らない。バスの回数？運賃？どこからどこへ？ 

公共交通がまったく利用できない。週 1 度くらいの運行を考えてほしい。 

公共交通が近くになく、利用できない。 

公共交通が充実していないため、車を利用せざるをえない。車を運転できる間はいいが、運転できなくなった時、買い物、病院への通い

などが大変不安に感じます。今でもお年寄り、学生など交通弱者にとっては大変住みにくく、特にバスがない、山間部は生きていくことす

らむつかしく、廃屋や廃村ができている現状です。政府の構造改革は所詮は田舎の切り捨て、交通弱者の切り捨てでしかなかった。 

公共交通とは採算だけを考えるべきではない。交通弱者のことを十分に考えるべきである。 

公共交通については過疎地であっても公費を投入することもやむを得ないと思います 

公共交通の完全サービス化に尽力してほしい。 

公共交通は将来的にも必要なものです。文明社会が形成される中で 終的には個人的に大型のものを持って行動する事が限界が見え

て来ます。社会全体を活性化、流通化、環境衛生問題、福祉、教育を向上させます。目先より将来的な先進策を実行されることを望みま

す。交通機関には税金を使っても便利がよくなれば誰も文句は言われません。市の発展が開かれます。 

公共交通は利便や頻度が高い方が望ましいが、田舎の中でバス以外頻度は上げ難くバスの回数を増やしてほしいが、いつも空運転をし

ている現状であり増やせは言えない。 

公共交通機関とは全く無縁。生まれてこのかた自力で移動することがあたりまえのように思っていたが、交通行政としてみれば全く無策で

あったように思える。自分で運転できなくなるとタクシーを頼むしかない。出費はかさむばかり。バスを利用できない地域の者に補助するよ

うなことは考えられないのか？ 

公共交通機関の便は非常に悪い。京阪神に向ふにも鉄道便はことのほか悪い。新幹線に乗るにも岡山まで出るにも大変便が悪い。ごん

ごバス(市内)もっと判りやすくしてほしい。(ごんご)路線バスの詳しいパンフレットがほしいです。 

公共交通機関は今や、コミュニティーの場となろうとしています。この部分に財政の切捨てをするのであれば、幸福立国津山はうそっぱち

でしょう。そもそも幸福とは何？今後ごんごバスを含めて公共のバス路線の増発を期待します。何時来るか分からないものは誰も利用しま

せん。 

公共交通調査は年齢的に少々難ありと思いますが労を多とします。 

公共施設に行きやすいバスの運行． 

公共手段がもとあればとは思うが実際は利用していない。ただ、これから自分が運転できなくなれば、タクシーなどを使うようになるので、

安いタクシー会社ができたらよいなぁと思います。(だからと言って第 3 セクターの会社を作っても、うまく運営はできないと思いますが。) 

広域に循環するバスがあればと思います。 

広域的(範囲)に巡回バスを推進して欲しい． 

行きたい所にバスが行き、時間もいろいろあると利用しやすくなると思います。今の状態では利用しにくいです。 

行政が違えば財政問題があるとおもいますが、朝の 8 時頃には、中鉄、チェリーバス、富、星のふるさと、かった等各方面から、同一場所

(高校、中央病院)に続々とバスが集まってきています。どのバスにでも、誰でも乗れたら、もっと便利になるのでは・・・広域でバス問題に

取り組んでみてはどうでしょうか？バスをハイエースクラスに変えてみるとか、ディサービスの車もガラ空きなので、利用すればいいのに。 

行政の努力で充実されることを望む 

高い市民税を払っているのでこれ以上の負担はできない． 

高価なバスを業者に購入させ運用するより、もっと格安の小型バスが有るのではないかな？10 人乗り程度のワゴン車でも使えるのではな

いでしょうか。時間帯を考え、使い分けしてみてはどうでしょう。 

高杉団地に居住していますが、居住者の半数以上が高齢者の世帯です。 寄バス停はごんごバスの津山中央病院ですが、高齢者には

決して便利とは言いかねます。高杉団地バス停を設けて欲しいと思います。 

高杉団地までバス停延長を願います。 

高杉団地内にバス停があれば良いと思います。 

高杉団地入口にバス停をつくって下さい 

高速バスの案内所(受付)で対応が不適切だった。 寄のバス停が遠く自宅から電動車で行ったら置き場所がない。 

高台に住んでいるため、バス停は遠くはないが、帰りが大変。おとなりの老夫婦は 近運転免許を返上したので、どこへ行くのもタクシー

を利用。買物はコープの宅配に頼っている。将来の私たち夫婦もそうなるだろう。すごく不安！高台の方へも回ってくれるバス路線はでき

ないものか？ 

高尾の場合買物する場所が遠い。車に乗らないお年寄りは日々の買物に困る。福田～高尾～平福～二宮のバスがあれば良いのに。 

皿、平福には病院もあるし、西中学校へ行くのも自転車しかないから。 



 27

高尾はバスの便がない。汽車は本数が少ない。交通は不便です。 

高尾は汽車がありますが、停車しない便があります。全部とまればいいのにと思います。 

高尾は店がないため買物等バスがないので大変不便。 

高野駅の北側(農免道路)を通行するバスを通してほしい。 

高齢となり、公共交通機関を利用するのは不安になりました。やはり、家族等の車を利用する方が本人も家族も安心です。 

高齢になったときに公共交通を利用したくてもバス停までが非常に遠い。 

高齢になったらバスを利用したいと思います。 

高齢になっても自家用車を運転して必要な所へは出ている。一人暮らしなので少々のことは我慢して出かけるが加齢と共に運転できなく

なったり、行き左記によっては不安もあるので弥生町バス停(志戸部線高田行き、野介代行き)を通るバスをもう１往復でもふえたら時間的

に便利です。津山市に駐車場(あっても出し入れしにくい)便利が悪いのでなるべくバスを使いたい。ごんごバスは時刻がわかりにくいので

見やすい表にして下さい。 

高齢になって自家用車に自分で運転出来なくなった時どうして病院へ行こうかと思うと不安でいっぱいです。新田町内にごんごバスが通

るように是非ともよろしくお願い致します。 

高齢になり鉄道の利用を痛感しています。バスの便が一時間に一往復でもあれば外出のチャンスが増えて楽しいのですが・・・日曜祭日

午前中 1～2 時は大変不便です。汽車との連絡も考慮に入れていただくと有難いのですが夏期は 終便を８時くらいまでに延長すること

は出来ないのですか？ 

高齢のやもめや肢体の不自由な人のために、屋根と椅子があればと思います。(バス停に) 

高齢化が進み今後交通弱者が増えますので、「ごんごバス」の回数や路線を増やしていただき、老人に乗りやすくしてほしいと思います。

高齢化社会での公共交通手段は確保して貰いたい。 

高齢化社会なので、津山市の公共交通としてのバス路線はぜひ確保していただきたい。 

私も時々バスに乗っていますが、これからもっと利用しようと思います。 

高齢化社会は、まだまだ続くため、私●●●自家用車(交通手段がないため自家用車が必要)での移動は事故につながる可能性が強

く、外に出る気が失われます。したがって、岡山市内位の交通網又は利便性があれば良いと思われます。(30 分毎に乗車可能を望みま

す。) 

高齢化社会へ対応するためにバスをどこでも乗り降りできるように取り組むこと。それには多くの問題があるので、津山市が全力で取り組

み実現して欲しい。例：運賃は一律にする。(市内限定)停留所は不要となる。交通事故の防止を考える。 市民のためと考えればバス運営

は前進します。 

高齢者が手軽に利用できる公共交通のシステムを考えてください。 

高齢者が多く運転できない為交通手段がないので路線バス停までの交通方法の検討が必要である。 

高齢者となり、自転車はやめてバスや鉄道を利用している。東回り、西回りのごんごバスは回数が多いので便利。その他の路線バスは回

数が少ないので不便。高齢者のために、バスの存続を願う。難しい問題なので、回答に困った。 

高齢者にタクシーの割り引きチケットを渡す事を考えて欲しい(病気によってバス停まで歩いて時間待ちするのも大変な事もあります。 

高齢者にとってもう少し便利が良くなるようになればと思います。 

高齢者になりますと、病院に行くにもバス停まで遠くてとても不便です。回路をもう少し山北にのばしてほしいです。 

高齢者に対して便利良くしてほしい。 

高齢者の足代わりとなるよう小回りのきくご配慮をよろしくお願い致します。 

高齢者の免許の返納を言われるが公共機関が充実され、日常生活に支障がないようになれば返納したいと思うが、現状では生活がなり

たたない。 

高齢者や世帯数が少ない地域に対する公共交通は大変不満に思っています。特に津山線に関しては不便極まりないです。バスに関し

ても市内中心が満たされているだけで本当に不満ばかりです。 

高齢者や体の不自由な人でも利用しやすいところにバス停がほしい。近い将来、車の運転ができなくなったときにとても不便。 

高齢者社会に向うので今から準備してほしい。(例 乗合タクシー、通勤通学時間帯を除くバスの小型化等) 

合併前まで私鉄バス・町営バスが運行していたが、赤字につき廃止合併後市営ごんごバスは運行しているが、停留所まで距離にして

2,300ｍ、私鉄バス・ＪＲは約 3,000ｍあり、過疎中の過疎で市民は歩くか自家用車で、高齢化が進もうと市の考えは自分の事は自分でしろ

との事。町までの交通手段は 0 に等しい。 

国道 53 号を津山行のバスが走っていますが自家用車に押されて本数が多いときの半分以下になっています．しかし，どの便も空車に近

い状態で走っているのを見ます．現在の本数維持に多額の補助金を市が負担しているようで，財政面から云うと止むを得ないと思いま

す．これ以上少なくならないように努力してほしいです． 

国道 53 号線の高規格化の促進や津山線の高速化及び増便し、岡山へのアクセスの整備を一層進めてほしい。 

国道沿いであってもバスは通らず、JR も駅と駅の中程のため乗ることが出来ません。とっても不便です。自家用車での動きしか出来ませ

ん。運転できなくなると、買い物にも行かれません。身体の具合が悪くなってもタクシーの利用しかない。年金生活なので回を重ねると生

活が成り立たなくなります。もっと便利の良い場所、他の市へ住み替えることを考えている。 

国分寺も大きな道路ができたのですからバス停があっても良いと思います。 

今、普段から(バス)使ってないため、その価値が実感できない。将来的には必要と感じると思う。 

今まではごんごバスを利用し上之町の墓参り(お寺)等をしておりましたが、昨年から横浜の娘が結婚したので、月に 4 回位(毎週のように)

横浜～津山を往復し、津山のアパートを借りて、そこから通って来て世話をしてくれています。娘が自家用車で動いてくれますのでごんご

バスの利用が少し減りました。 

今では自分で車を運転しているので不自由はないですがもし運転出来なくなった時には、バス停でなくても自由に乗降できるようお願い

したい。 

今のところ、あまり利用していないのでわからない。 
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今のところ、家のものに送迎してもらっていますが入院などした時には、タクシーを利用しています。ごんごバスは東一宮のあたりとか、グ

リーンヒルズに来ているのでしょうか。もう少し年が大きくなって車に乗ることが出来なくなった時のことを考えると、不安です。 

今のところ、自分で車の運転ができ、どこにでも行けるのではっきりとは感じません。中心部には自転車でも可なので、現状より悪くならな

い事を祈ります。10 年先のことはわかりませんが・・・・ 

今のところ自家用車があるのでなんとも云えない。 

今のところ自力で移動していますが、そのうちバス利用のお世話に 

今のところ特別ありません。 

今のところ日常は車に頼りきった生活で不自由はないが、これからも市内の移動にはバスを利用することはないと思う。 

今のバス運行は一部の便となっているだけであり有効ではない。むしろ乗用車等の通行を妨害しているバスの姿を見ることが多い。全市

民がバスの運行を理解し、努めてバスを利用する努力をしない限り津山市の財政から支出するに値しない市バスとなっている。やるなら

徹底し、全市民が利用できる形にする必要がある。 

今の市役所の場所悪いです。国、地方の施設、銀行、郵便局、病院、図書館などの施設が近くの範囲に集まっているのが望ましい。そう

するとバスを利用して 1 回の外出で数件の用事が済ませられる。 

今の所、運転できますが、近いうちにはバス利用になると思えば不安でいっぱいです。旧道を何便か廻る様考えていただければ、幸と思

いますが？無理でしょうか？ 

今は、自動車を運転していますが、高齢になった時、バスに乗って移動(病院、買い物)ができるよう確保できたらうれしいです。 

今は、電車などは伝えるが、これから先バス等は、必要だと思う。いろいろな面で、安く利用できる路線などを考えてほしい。 

今は、特に使う事もないので、特別な意見はなし 

今はまだ運転できますが，将来年序を重ねていくととても不安です．バス運行時間が少ないので． 

今は運転ができるので不自由に感じる事はありませんが自宅から県南に行く際もバス→汽車を利用できたら利用したいけど不便です 

今は運動するので特になし 

今は何とも感じませんが、将来は必ず必要であり、利用させて頂きます。 

今は健康で自分で運転してどこへでも出かけていますが、10 年 20 年後の状況を考えた時、車に乗れなくなった自分がどうなるか移動手

段を何にするか不安です。きめ細かいバス路線の検討、本数の検討、市としての取り組みをお願いします。 

今は妻が運転できるが、将来は心配。バスは存続してほしい。 

今は使用することはないですが、高齢化になっていく今、必要とする人が増えていくと思います。使用する人が便利だと感じれるような運

行をお願いしたいです。 

今は自家用車が使えるが今後はやめるときが来る。その後の暮らしは、今の公共交通状況ならば少ないバスを利用するか、少し遠いけ

れど因美線を利用するか、それも難しいときはタクシーを考えている。年を取れば不便でも免許は返さなければならないと思うので、その

ときに生活レベルを高めるためには公共交通が必要。約 15 年後には該当者が急増すると思うので、税金の使い方を良く考えてほしい。

今は自家用車に乗せてもらっているので不便さは無いが将来車が運転できなくなった場合，現在のごんごバスの様な種類の車が市内縦

横に走ることを願っている．特に主人が突然の入院の時は特にそう思う． 

今は自家用車に乗れるので不便ではないが、バス，鉄道の便数が少ないので、高齢になったときに津山で暮らしていけるかどうか不安。

今は自分で自家用車を運転しているので不自由はないけれども将来的には公共機関に頼らざるを得ないと思いますので今回のアンケ

ートには不適切な面があり失礼ですが公共ボランティア、その他にも色々と限界があると思います。でも互に助け合う気持と助けて貰う気

持ちを持つべきと思います。 

今は自分で車に乗れますが、高齢になって自分で運転することが出来なくなった時に、病院まで家族に送ってもらうようになると思いま

す。(バス等の手段がとりにくく便も少ないため)ごんごバスも運行されていませんので、たいへん不便な所に住んでいると思っています。 

今は自分で車を運転していますが、今後の事を考えると、今のバス路線を維持してほしいです。老人、学生に便利な様に！ 

今は車を運転しているので、公共交通機関を利用する機会がありません。参考にならないかもしれませんが、ご了承下さい。 

今は車を運転できるので、津山市内は、バスを利用することがない。ペーパードライバーの時は、バスを利用した事があるが、バスの待ち

時間が長く、バス停も雨がふると傘をさしたりと不便でした。自分が高齢者になった時は、バスが便利で身近に感じられたら良いと思いま

す。鉄道も岡山へ行くのも１時間に 1 本程度で少し不便だと思います。せめて、1ｈに 2～3 本あれば車を運転する頻度が私自身減るかも

しれない。 

今は主人がいますし、自分もバイクで出られますが主人がいなくなると遠方はバスを利用する様になると思いますが 1 日 2 回くらいしかな

いので、やはり以前の様に午前中は 4～5 回午後も 4～5 回あると良いと思う事があります。 

今は体の不自由さは皆無で、車の運転は何等問題を感じることなく日常の足になっているが年齢も 70 歳以上になると、やはり体の不自

由が一層増して車の運転には問題が出てくると思う。そうなると、車は自分の足としてはならない。であれば、公共的交通機関の充実・整

備は必然性を増す。○で今のような道路状況では遠くへ行くのも限度がある。よく言うように、「年をとれば住宅は都市の中心部のほうが

良い」即ち、施設が揃っているからである。母の病院通いを見ていると、一日仕事である。往復で 5000～6000 円払って体の痛いところを

見てもらうためにそう簡単に負担できる金額ではない。養老院が町の中心部にあってこそ老人には福音であると思う。それだけに公共の

交通機関の充実・整備は不可欠な課題である。老人社会の質の向上は行政の存在を改めて問うことになる、避けては通れぬ施策として

対処しなければならない。老人施設が年金問題で阻害されているだけさらに重要である。 

今までどーりでいいです。 

今までは JR やバスの世話になる事なく、生活を維持出来ていたが、田舎に住む人間としては今後、年を取ってからの生活に大いに不安

は有ります。車では近い距離でもとても歩いて行けるような場所にスーパー、病院などはありません。ごんごバスの恩恵なども受けられる

地域ではないので、運転できなくなったら・・・。と考えると、公共交通のサービスというのは、高齢社会が進む時代においては必要と感じ

ます。 

今より小型にして運行回数をふやしたらいい。 

今井橋から北へ伸びる新道路が出来つつありますが、城代町北あたりにバス停を新設して頂きたいものです。 

今井橋南詰付近(マツダ)停留所が欲しいです。バスはよく通りますが乗ることができません。 

今運行している大型バスでなく、もっと小型車で高齢者の足代わりになるよう路線と本数を考え直していただきたく思います。 



 29

今経済的理由で車がありません。7 月 15 日はたまたま親族に乗せてもらって外出しましたが、いつもは自転車しか方法がありません。とっ

ても不便です。地方に住んでいると、これからはバス等の便を増やしてもらったり、何か他の方法で市役所に気軽に行けるようにして下さ

い。 

今現在、利用しいないのでわかりませんが、将来、お世話になると思います。バスは小型化して回数を増やす。バス停は決めないで、軒

下迄(各家)送迎していただきたいです。近所の助け合いの元で。 

今現在は健康であり運転もできるがこの先益々公共交通も衰退し全く期待できない。 

今現在は自動車で行動しているが、将来高齢になったらバスを利用すると思う。 

今現在は自動車の運転ができているので公共交通機関を利用することが全くありませんが将来運転免許の返納ということも老いとともに

考える時期があることも頭の中に入れてあります。その時にはバス及び鉄道などの利用に伴い、不便に感じることも多くあると思います。

そうなったときにはそういう人たちの意見を取り入れてもらえるような利用者に優しい公共交通機関であって欲しいと思っています。 

今 現 在 は 車 に 乗 れ る の で 良 い が 、 将 来 乗 れ な く な っ た 時 に 田 舎 の 方 は 不 便 な の で 何 か 対 策 が な い か と も 思 う 。

実際今現在、お年寄りの人は不便なんじゃないかとも思う。 

今後はもっとごんごバスを利用したい。(今は入院中で、あまり活用できない。) 

古林田の教会へ行きたい。 

今後は特に必要になると思います。私の住所からは真庭市に近く病院もつねに真庭市内に通っています。病院に関する事は津山市や

真庭市の境界をなくしてほしいし津山市学独で交通体系を考えず旧バス会社の路線を再考し運行経路と時間を設定していただきたい。

今後当地区は限界集落(数年後)になりますので、特にバスの運行については今以上の必要が生じます。廃止するならデマンドバスの運

行が不可欠です。強く要望します。特にこれからは行政は高齢化対策を強力に進めないと弱者切捨てになる。それには受益者負担の理

解を求めていく事が必要と思います。 

今後免許無くなる、中鉄バス、回数少ない。ごんごバス新設を至急依頼する。又は増発を依頼する。 

今時点では車で動くほうが早いが、自分のこれからを思うとバスの存続を願う。 

今少しバスは小型で、路線を増加、乗り降りの場所を増加、早朝、夜の便を工夫。(夕方 6 時頃が 終では不便である。通勤の為にはもう

少し早い便が必要。) 

寄のバス停に停まる本数が少ない。時間帯も乗継など不便。 

近は車の人がふえてバスが減ったので便利が悪い。 

財政的に困難とは思うが、市内にも辺鄙が多い小型バスでも朝夕一回でもよい往復できないものかと思う。 

財政面で大変だと思いますが、自分の車で移動できない高齢者が増えることが予想されるので、便を減らさないようにしてほしい。 

昨年の 10 月に職場でノーカー運動に参加いたしました。自宅から久米の中北まで徒歩、鉄道を利用しました。ごんごバスでは時間が合

いませんでした。朝は東津山駅を 6：30 頃発で、津山駅で乗り換えして千代駅まで、帰りは秋の夕暮れが早く暗い道を慣れない道を徒歩

で千代駅へ。日頃車で自由に行動していたものにとってあらためて公共交通機関の不便さを痛感しました。せめて、通勤通学時だけでも

なんとかならないものかと思いました。また老後車の運転が出来なくなったときも不安です。 

柵原の町営バスが通っているのでまだ良いが、もしなくなるようならこの先無収入の私にはすごく困りますのでよろしくお願い致します。 

柵原町営バスが私たちの団地(光陽台団地下)にきて下さるのですが、ぐるっと大回りして(瓜生原を)通って川崎の鶴山ホテルの手前に来

るので、イーストランド(買い物をする店)の前を通らないので、買い物にとても不便を感じています。私も単車に乗れる年数は残り幾年な

ので・・・ 

柵原町営バスは通学と病院の通院に合わせた時間帯で一般の人は利用に不便です。高齢化が進み運転免許証も返上というときがきて

も引きこもりにならないように元気で心身のケアをしたいものです。 

三浦のバス停の位置をもう少し散髪屋の目あたりにしてくだされば利用もできやすい。少し下過ぎ、ちょっとのことではありますが、便利が

悪いです。 

山間部の住民に対する細い配慮を希望する。 

使用したことがないためよくわかりません。 

始発時刻が遅いので早い便のバスがほしい。上河原中～津山駅までの終発時間が早い。私は岡山の病院に通っているので月 2 回はバ

スを利用しています。バスから汽車に乗るのにぎりぎりになるのでいつも走って駅に行っています。 

子供が三人います。家族で移動する際も公共の交通手段を使うより自動車のほうが安いので今はあまり使えません。時間に追われる

日々ですので、バスを待っている時間がないので車で移動しています。子育て中の主婦が公共の交通手段を使うのは難しいです。 

子供が神姫バスをよく利用しています。神姫バスが廃止になると高校からの帰宅にＪＲ姫新線だけの不便さがあります。ＪＲも朝夕、合う時

間帯がないので、神姫バスの存続を願います 

子供たちの通学が良くなるようにバスの運行をお願いします。古い大きなバスは必要ないと思う。 

子供の学校への通学等不便である 

子供の通学に利用できるバス等があまりないので不安。時間的なもの、運賃等の負担がきつい。現在の家庭のお金の面で又送り迎えに

なった時の時間帯等とても厳しいものがある。公共交通の本数も増やしてほしいが、場所によってはのりつぎできびしい所もある。そして

バス等にしても学割があるらしいがそれでも毎日となればお金の面で辛い状況もある。何かよい策をとって子供たちを安心して高校等に

かよわせてやりたい。 

子供達に対する事件、危険性が高くなる現在、子供の学校をはじめ、塾、習い事、友人との遊びにまで、親の送迎を必要としてきてい

て、それに費やす時間、経費もバカになりません。市内の内側へのバスアクセスを強化して頂けたらとてもうれしいです。近辺ではもみ保

のライスセンターに駐車場と、ごんごバスのバス停を切に願っています。アルネ、図書館などへのイベント参加もできてうれしいです。津山

市民だから乗れるこの価格！という料金でお願いします。ももっこカードのように老人や子供のみ低料金で。 

子供二人の通学に、バスを利用したくても、始発は遅く、終バスは早すぎて使えない。バスの後ろを走っていると、ブレーキ音や排気ガス

に悩まされる。実家のある神奈川県のバスは低床・ノンステップで、同じ時代・同じ国に暮らしているとは思えない。 

市が運行しているバスを時々見かけますが、乗客が1～2 人乗っているか、又は全く乗っていない時もあり、市のバスの運行は必要なのか

不信に思います。 

市の財政を圧迫する施設はいらない。 
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市の中心部には何回かバスが出ていますが、ごんごバスでは駅まで行くのに時間がかかりすぎて汽車に乗れないこともあります。 

市 域 が 広 い の で 、 ど ん な 事 を し て も 無 理 。 特 に 年 よ り は 利 用 で き な い 。 75 歳 以 上 に な っ て も 自 家 用 車 が 必 要 で あ る 。

メイン通りのバス網を整備すること。くものす大作せんなんてダメ。のれないところに住んでいる人の負担が募るだけです。 

市営バスは便利なところを走っているので、結局自分の住んでいる僻地には来てくれていないので負担もしたくない。不公平である。 

市営住宅周辺の公共交通機関の充実。また、走行しやすいように道路の幅を拡張してほしい。 

市街地に住む私たちのような高齢者のためにぜひ公共交通手段を確保してもらいたい。 

市中心部への重要な道路に近く住んでいるが学生用の朝・夕 1 便のバス運行である。だから 17 年間全くバス使用しておらず。現在は車

があるが年を取り、子供も遠くへ行った場合の「足」がとても不安。現在運行しているバス路線一覧を教えて欲しい。関心が無いから聞い

てもいない。 

市内ごんごバスは利用大変に良い、が大型スーパーなどは少々便利が悪い。 

市内ごんご西まわり東まわりは乗り心地がよくない、コースも城下町なので道か角が多く狭い、その道を時刻を守るためカーブもあまりスピ

ードを落とさない。病院通いの方にしては気分が悪くなるのではないか。横の座席もよくない。ステップが低いのはよろしい。従前からある

高田線などは大型バスで乗ってホットする。市の方にも乗車して実感して欲しいを思います。同じように小型でも加茂勝北ごんごの方が

少し良い乗り心地です。 

市内では特になし。但し、現在の岡山までの国道改良が望まれる。 

市内で遠出をしようと思わないほど、車の無い者にとっては交通に関しては不便。しかし、いつも空車のようなバスを見ているとバスを増

やすことも考えられない。難しい問題と思う。岡山や大阪に向けて出かけることが多い。近く感じられるから。 

市内のどこからどこへバスが運行しているのかよくわかりません。例：ジャスコへ行くのに、どこのバス停で何時のバス？ 帰りは、どこのバス

停で何時のバス？ 

市内の交通には特に不満はありません。しかしながら(市の行政とは異なるでしょうが)津山を県内の 1 都市あるいは西日本の 1 地域として

見ればあまりにも陸の孤島です。唯一大阪まで存在する中国道だけが納得できるものです。その他、北でも南でも道路だろうが鉄道だろ

うがあまりに不便です。津山に引っ越してきましたが、この街を訪れるのは不便極まりないと感じます。鎖国しているのではないのですか

ら。岡山まで 150 ㎞以上あるのかと感じてしまいました。これでは学校施設等だけでなく、個人ももっと便利な地域へ流出してしまいませ

んか。せっかくいい街なのに誰もよってきませんよ。 

市内の公共交通網はないに等しい。コストの問題はあると思うが、何らか充実の必要を感じる(特に老後を考えると)。大阪への高速バスは

便利だと思う。岡山行きの JR はぎりぎり便利に使えると思うが、自宅～JR 津山駅間の公共交通が壊滅的なのでほとんど役に立たない。岡

山～津山間の JR 高速化は望まれる。 

市内の高校生や中学生などが利用しやすい便を増やして利用できるようにすればもっとバスがみじかなものにかわっていくと思います。

その場合は学生割引も必要かと思いますが。 

市内の全路線バスの図示されたものが欲しい。(公営私営とも同図示)個々の問い合わせ先等も併せて。 

市内の地形から、全てを網羅出来る公共交通網をつくるのは難しいと思います。現在でも吉井川より南では食料品店は一軒もなく、又、

バスに乗る為には津山バスセンターまで行かなければなりません。一人暮らしの老人は、ローソンで食料を買っています。病院はタクシ

ーです。住民の利便性を考慮したごんごバスの路線の見直しが必要だと思います。 

市内の路線バス(私、公営共)の図示したパンフレット的な物を配布して欲しい。バス路線の問合先を明示して欲しい。 

市内を一般バス(中鉄)が余り走らないので不便です。私にとって 大の悩みは自由に外出困難な所です。 

市内循環バスには西方面を通るものが少ないので増やしてほしい。 

将来運転が出来なくなった時にすごく不安があります。 

市内循環バスの拡充(エリアの拡大、通勤・通学時の増便)を手始めに行う。 

市内巡回バスが満席で走っているのを見ることは少ない。経費節減のため、小型バスの導入を考えては。 

市内中心部ばかり優遇されている様に思う。大崎方面は公共交通手段が少ない。今はまだ自分で運転できるが将来老後は不安。 

市役員・市長・市議など、公務員がまず公共交通を利用していないのが問題だと思います。アンケート以前の問題だと思います。東京へ

行く時、津山市に住んで居る国会議員が公共交通を使うことをまず考えるべきと思う。 

私たちの宮部上は、週に金に午前７時 40 分に来て、11 時半に送ってくれるだけで、私はいつも用事のときは親類のほうにお願いしてい

ます。タクシーは金がいるので月 3 万の年金ではどうすることも出来ず何より困っています。88 歳での宮部では交通に一番困っていま

す。 

私たちの居住地も高齢化が進み、お店は遠く足の確保がむずかしくなっており生活に不安をもっています。買い物、通院など生活に密

着したバスが欲しいです。 

私たちは堀坂の一番南に住んでおり便利が悪い。医者通いにはタクシーはお金がかかるのでできるだけバスを利用したいが、今すぐと

は言わないので、送り迎えしてもらえるようになればよい。 

私の住む地域からもよりの駅まで 4 ㎞あり、冬場の路面凍結が心配です。また、買物する場所が少ないです。冬場でもいつでも買物がで

きるような公共機関の発車をお願いしたい。 

私の住んでいるところにはバスや鉄道は無く、将来運転できなくなった時のことを考えるととても不安。免許がないとこの地域では生活で

きない。 

私の地域は、バス、かめっちバス(美咲町)も通らず、JR の駅も遠くて年齢とともに不安です。この様な不便な所へは住みたくなく、他の市

へ移住を考えております。 

私は、運転免許証がないので公共バスを使いたいのですが、午前中の(中心商業地域への)回数が(運行時間)少ないので不便に思いま

す。 

私は、岡山県にきてから、美作市 14 年、津山市 17 年になります。それまで大阪市で生まれ育ちましたが、特に津山市に住むようになり交

通便の悪さにおどろいたものです。美作市にて車の免許を取得したほどです。もっと公共交通機関の充実がのぞましいと思う。市電の発

達と、周囲の環境整備、小型バス、トローリーバス等々の必要を感じます。 

私は、介護は受けていませんが車椅子で移動する状態です。現在、夫にお世話になっているが、主人が運転できなくなった時が不安で

す。 
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私は、後期高齢者になると免許証を返納しようと思っているが我々の世代は非常に人口が多く、さまざまな要因で自分で運転せざるを得

ない人が多くなると思う。そこには、多くに交通トラブルが発生し、社会問題となるであろう。超高齢化社会到来に向けて、老人が安心、安

全な公共交通利用の体系を早急に構築していただきたい。 

私はまだ車を運転できるから良いのですが、高齢者に対して極め細やかな運行サービスができる様工夫していただきたい。そのために

税を増やさなければいけないのであれば覚悟しています。 

私は運転できないので夫が高齢になるとバスかタクシーになります。ぜひ、存続できるように、現行より減ることのないようにお願いします。

私は後期高齢者の上、歩行難ですから、一般人としての意見には適しません。 

私は自宅周辺に風邪などの病院なら多数ありますが、骨折した場合などは大変病院が遠く、タクシーを利用したら一回 3000 円(行き・帰

り)になり高額です。 近は、我が家は学生が二人いますが雨などのときはほとんどの家庭では子供さんの送迎を親御さんが行っていま

すが我が家ではできません。そんな時、バスで行かせたいのですが、バスが運行されていません。始発が 8 時 30 分なので津山高校、津

山工業高校の始業時間にまにあいません。遅刻になります。今回この調査があり、大変感謝しております。山陽新聞さんにも投稿させて

いただいて事もありますが、第一に困っているのは便数が少ないことです。一番利用したい通学通勤時間帯のバスが大変不足していま

す。朝 7 時～9 時、昼 12 時～14 時、夕方 16 時～19 時の便数を 15 分に一回運行になればと切に願っております。特に雨、雪の時はそ

れを感じます。ごんごバス程度か岡山空港利用のワゴンタイプの小型でも良いので増発していただきたいです。そして利用が多ければ定

期の利用を検討していただき低料金にもつなげていただければ家計も助かります。また雨の時は高校周辺には交通渋滞がひどいので

交通緩和にもつながると思います。私の(40 才)学生時代はかっぱを着て自転車をこぎ学校へ通っていましたが、少子化の今、そのような

通学をしている学生は皆無の状況です。雨の時は我慢できても雪の時はとても困っています。自転車道はつるつるでとても滑りやすいの

です。 

以上我が家が切にバスの便数を願っていることばかり記入して申し訳ございません。しかし、文化医療で後世に立派に貢献された方々が

おられ伝統深いこの津山が若者に魅力を感じさせない老人世帯が増加していくばかりの津山に憂い、さびしい未来を感じてしまうので

す。調査で終えるのではなく、何とぞ改善のほどお願いいたします。自家用車がなくても移動できるのが都会すなわち活気ある社会への

一歩だと思います。 

私は主に自分の車を利用しますが、両親(共に 70 才以上)は病院などバスを利用しています。歩いて 1 分のバス停で便利ですが、バス代

が高いので往復 2000 弱かかります。 

私は障害者の為自転車にも乗る事が出来ませんので交通手段は歩くかバスのみです。ですから今現在バスがたとえ本数が少なくても大

変助かっております。 

これからはますます高齢化が進む事と思います。市の財政状況から存続は困難な様に思われますが、是非一日一本でも良いので利用

したいと思います。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

私は足に障害があり運転が余り好きではありません。特に天候の悪い日は困難な時があります。そういう時はバスに乗りたいと思うのです

が、バス停が遠いので残念です。 

私は町内は孤立したようにバスも通っていなく高齢者は医者に行くにタクシーか身近な人を頼むより他なく公共バスを願っている人が多く

います。 

私自身は身体障害者ですので、公共交通(主にバス)が絶対必要です。(特に平日)また、同居している主人の母は要介護状態で、通院に

は必ず車椅子タクシーを利用しています。普段の買物は徒歩圏内で何とか間に合わせていますが、イズミ津山店がなくなった影響も大き

く、休日には、必ず主人の運転をあてにしなくてはなりません。バスのルート、あるいは本数がもう少しあれば、平日に移動がより便利に可

能になると思われます。 

時々運行中のバスを見かけますが乗客が非常に少なく感じます。もう少し多数のお客様が乗っている状況が欲しいです。 

自家用車があるので、バスや鉄道に乗ることがありません。なので状況すら分かりません。今後、多くの人に広めるのであれば(その必要

性はあると思います)イベントを起こしたり、無料の日など設けてみてはいかがでしょうか？ 

自家用車が運転できなくなったら不安。よりよい交通機関をおねがいします。 

自家用車が主流でバスや鉄道等の整備は市としても非常に難しいと思いますが、せめて市バスの運行は利便性を考慮しながら続けてい

ただきたいと思います。 

自家用車が増加で不便さがあまりない人が多いと思いますが老人にとっては必要が大いにあります。高価になりますが希望を叶えてくだ

さい。お願い申し上げます。 

自家用車の運転出来る間は好まないが脚に病気があり歩行困難なのでバス停までの歩行困難につきそう言う状態になった時(歩行困難)

には非常に心配。 

自家用車の普及とともに市内バスの運行回数が段々と少なくなり(以前は毎時 30 分ごとにあった)市中心部にいくためには、平日は午前 7

時 30 分から 10 時 30 分ごろまでなし、土曜日・日曜日は 12 時 30 分ごろまでなし、これでは利用したくても出来ない。JR 津山駅へ行くた

めには、毎回往復タクシー利用を余儀なくしている。高齢のため現在は晴天の日は自転車を医療機関や買い物のため利用しているが、

危険なためタクシーを早晩せざるを得ないと思っている。高年齢のため●●のご配慮をよろしくおねがいします。 

自家用車を持っている人が多いとき、バス利用者が少ないのは仕方ないが、少ないといえ通勤、通学、通院などバス利用車がある。今以

上少なくすることは、反対です。やはり、市の補助が必要です。現在、1.2 億円とのこと苦しい市の財政を(あまりの増額を要求して)痛めて

もいけない。1.3 億まで。 

自家用車を主人と 2 台所有しているため、全く公共交通を利用しない。正直興味がなかったので、生まれて数回程度しかバスに乗った経

験がない。 

自家用車等がなければ生活がなりたたないのは、一体だれがこういう津山にしたのか！！ 

自宅から、バス、鉄道共に遠距離 

自宅からバス停が遠い 

自 宅 か ら 遠 い の で 年 寄 り が 1 人 で も 駅 、 バ ス 停 ま で 乗 り 降 り が 出 来 る 場 所 に 増 や し て 欲 し い ( バ ス 停 だ け で も )

宜しくお願いします。 

自宅よりバス停 2 分、駅へ 3 分程の場所で大変便利ですが、あまり外出しないので、本数の少ないのは苦になりません。たまにバスで帰り

ますが乗客が 1～2 人の時がよくあります。小型のバスにして(朝・夕のみ大型)便も少なくても仕方ないと思います。 

自動車の運転ができないので移動の足の確保として、バスを利用したい。バスがないと不便じゃけえ。 
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自動車の運転ができなくなると公共交通機関に頼らなければならなくなるが、運行本数が少ないように思う。 

自動車をあと少しで乗れなくなったらタクシーで動かなくてはならないから、安くて近くまで来てくれる乗りものがあれば良いのにと思って

います。 

自分が動ける時は車で移動又は２人で移動できるが、妻一人の時は妻は車に乗らないのでバスを使うか、自転車で移動している。今は

不便さをあまり感じていないが将来的に言えばバスでの移動が出来やすい方がよいと思う。タクシーは運賃が高いので使いづらい。 

自分で運転できなくなったときを考えれば、バス・列車は存続していただきたい。 

自分で自動車の運転ができなくなったときが不安で、もっと気軽に利用できる「ごんごバス」風なのがよいと思う。 

自分で自動車を運転できない場合の移動手段が心配であり、タクシーより安く利用できるシステムを考えてもらいたい。 

自分のまわりにはバスや鉄道を多く利用する人はいないが、知り合いの年輩の方などは、困っておられるようです。阿波の方など、ボラン

ティアで市役所まで出てこられるのに「午前中のみ 2 時間の用で 1 日がかりになる。バスの時間に合わせて動くのは本当に大変だ。」との

ことでした。特に子育て中の方は、地形的にも、距離的にも自転車という選択もしにくいとのことでした。バスの本数を減らすと、「自分さえ

よければよい」という感慨迎合するようで…。タクシーを使いやすくするとか(安くしたり、チケット制にしたり)、ピンポイントで利用しやすいバ

スにするとか、アイディアを出し合ってはどうでしょうか。 

自分は利用しなくても、必要な施設であろう。 

経費負担の設問があったが、増額してでも多くの人が利用できるよう充実したものにしたいものだ。 

自分自身が居住しているところは旧市内であり、ごんごバスも通っていますし、駅も近いですので非常に便利で何の不満もありませんが、

市中心部ではないところに住まわれている方は不便ではないかと感じます。予算面からも厳しいとは思いますが、同じ市内に居住してい

る以上は全市民が同等のサービスを享受できるべきではないかとは思います。 

自分自身が車に乗れなくなった時の交通手段に困る。 

買い物に一番困ると思う。 

実家が工業高校の近くなので第一病院から日に３回ほどバス(久米線)が運行されている事はありがたいです。もっと本数があると良いで

すが…。アルネや駅にも行けるので良いですが、駅への本数だけでも増えるとありがたいです。個人的には久米線が一番良く利用してい

ます。もっと本数があれば久米のレインボープールにもバスで行きたいです。 

実家の母が新津山市内に一人暮ししているが、病院に行くのに不便で、時間のある時は車で送り迎えをしている。これから先も病院の回

数もふえるので、上手に公共交通機関を利用できる方法を考えてほしい。 

社会人は自分の車が運転でき、公共交通に頼るところは少ないと思うが、高齢者と高校生のために何とか本数を増やしてほしいと思う。

特に朝・夕。 

車がないとどこにも行けない。病気になったら困る。とても不便。 

車がないと日常困るところに住んでいます。将来が不安になります。病院に行くのにもタクシー等も必要になり、通院距離が長いため、18

年 19 年と父の介護をしたとき、中央病院までの通院に不便を感じました。また、介護施設までは毎日自分の車で行かなければ交通機関

はありません。 

車に(バス)でも乗って倉吉～三朝～東郷に行きたいが、バスが無いので不便です。出来ればバスが通るようになれば幸いです。 

車に乗らない人も困らない(小売店が少なくなって買物に困る人が多いので)足の確保をお願いしたいです。 

車に乗れないのでバス通勤したいのですが、停留所が遠いのと朝の時間にバスが無く不便を感じている。特に雨の日の自転車通勤は大

変。 

車の運転ができなくなってからは、食料の調達が一番心配。子供がいなく夫婦だけになったら誰に頼ればよいのか。 

車を運転する人はなかなかバスや汽車に乗る事がないと思います。時刻表を見るのが大変。年配の方や車の運転をしない方、遠出をす

る方は必要だと思います。これ以上バスの運行が減らないよう願います。 

車社会の変化は考えられず、路線バスの財政支出増加は必要なし。高齢者と対象としたごんごバスを充実させるべきでは。 

主人が単身赴任のため 1 ヶ月の内 2～3 回は鉄道での交通手段をつかいます。(私本人が)津山線の回数が少ないので乗りつぎがとても

不便です。 

バスにと思うと料金が高いですね。 

主人が病気になり車の免許を返納した。車も手放した。子供は独立している。上記の理由で、ごんごバスの利用となる。会合や病院に行

くと一日仕事となる。ごんごバスをもう一便増やしてほしい。(三往復)加茂線は乗車率も高いと聞いている。私も月に 10 回位は利用してい

る。 

主人の入院で何回かごんごバスを利用しました。中央病院と第一病院に行くのに市役所まで自転車で行かなければなりません。近くから

乗れる様になればいいなと思います。また、第一病院行きは回数が非常に少なく、回数をふやして欲しいと思います。 

主要幹線道路だけでなく、市内でも団地のほうにバスを通してほしい。 

種、荒神山、下種、皿線にごんごバスを通して下さい。 

周辺の交通不便地に、デマンド方式などの公共交通のしくみが必要。 

周辺市町村からの津山市内企業への通勤者は各自 1 台の車で通勤している人が多く，交通渋滞の原因の一つとなっている．市外者の

市内乗入れ交通手段も合わせて考えてほしい． 

週末に PM6:00 頃に郊外から津山の商店街にバスを走らせて欲しい 

住民は個々によってその目的が異なってくる。公共交通機関となれば 大公約数にならざるを得ないが住民の要望を年間でも何回か聞

き、それにそえる様な方法を考えてほしい。私なども何時、どの様にして欲しいかは日々に変わっていくと思う。(路線各の買い物バス、通

院バスなど) 

住民理解を求めながら高負担高サービスを目指して格差解消していく。 

従来通りで良いと思います。 

渋滞緩和やエコの観点から、公共交通を利用すべきなのはわかっているが、実際の日常生活において進んで利用できるような水準にな

い。個人の努力で変えられるような問題ではなく、市民、行政全体でライフスタイルの見直しを考え、よく議論しないと、真の解決は見えて

こないのではないか。 

循環式も必要であるが、津山駅を中心として放射線がわかりやすく便利である。 
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巡回バスの大きさを利用者数に合わせ小型化すればよいのではないでしょうか。 

書かれているように、今現在は、自分で自動車を運転できますが、親の病院の送り迎えにしても、今まで親が自分でしていたものがつれ

ていかなくてはならなく段々なって来ました。(複数の病院)自分がそうなった場合、自分の子供にそれを求めるのは無理のように思いま

す。先が不安になります。公共の交通機関は大切です。 

勝部周辺はごんごバスが通ってないので利用できない。鉄道も便によっては時間がかかり過ぎもう少し短縮できれば良いと思う。駅の駐

車場も時間によっては満車の時があります。 

商売で自家用車で移動しているので良く分かりません。 

将来、高齢化社会になり、バス等の公共交通の利用が必ず必要になるため、バス路線や運行本数を改善して、残していただきたい。 

将来は必要だと思いますが、今、自家用車で自由に動き回っているので、公共交通についての事がほとんどわかりません。 

将来を考えると公共交通がなくなるのは大変こまる。 

市民に理解を求め税金等の投入で存続させてほしい。 

将来自分で移動できなくなった場合、1 日 2 往復買い物および通院が出来るように整備して下さい 

将来津山中央病院に行く場合、市のバス(ごんご)を志戸部、沼より本数を増やしてほしいです。(1 日 2 往復位) 

将来的には公共の交通機関は必要性が大になると考えている． 

小さいバス(ごんごバス程度)が便数、路線共多くあれば自分の事を使わなくても公共交通が利用できると思う。今はよいが年をとって車を

運転できなくなったときを思うと不安になる。 

小さいバスを通勤帯に動かせて欲しい。 

小さい車で田舎道に入ってください． 

小型でよいから各地域から旧市内へ回数を多く運行してほしい。 

小型にして乗客が多くなったら、大型へと変える。申し込みセンターのようなところを作って電話等で申し込み、その状況に応じてバスを

運行できるシステムを作る。経路もできるだけ申し込みに応じられるよう変更できるようにする。自由に乗降できるシステムにする。津山駅

のバス時刻は列車の時刻を考える。 

小型のバス(ごんご)でいいので，末永く残してほしいと思う． 

小型のバスでよいと思う。 

小型のバスをこまめに運行するループ型のほうがいいと思う。大阪市内はループ運行が細かく分かれていて便利です。 

小型のバスを利用してもう少し増発してほしい 

小型バス(20 人乗り)位でもう少し山間部の老人等の買い物、通院など小回りのできるバス路線として老人などの足を確保すればバス利用

者は増えてくるのでは？ 

小型バスでいいから、市内をすみずみまで回って欲しい。車のないものにとって病院に行くのにバスは必要です。 

小型バスでいいので運行回数を多くしてほしい 

小型バスで回数を多く運行してほしい 

少子、高齢化が進む中、私鉄バスのような特定路線運行だけではバス利用者減っていくと思う。以上のことから市が運営する公共交通で

色々な路線を運行しなければならないと思う。 

少子高齢化の進展に伴い、公共交通網の整備なしには津山の活性化は困難だと考えます。目先の事にとらわれず、長期ビジョンに立っ

た施策を望みます。 

沼の柳通りにもバス路線を復活してもらいたい。 

乗らないのでわかりません。 

乗り合いタクシーなど、少人数でも利用できるものがあればと思う。 

乗降人数に見合うバス路線に絞って、計画運行するべき。 

乗物に乗れない方、お年老の方にはとても大切なものですからバスは大事です。ごんごバスが通りだしてとても助かっていると思います。

乗り手がいないからやめるのではなく続けてほしいと思います。 

城西通りをとおるバスは、駅には行けるが市役所、体育館、中央病、アルネへ行くには乗りかえが必要になります。将来車が運転できなく

なった時不安を感じます。 

また高齢の方がいつまでも車を運転しなければならないという状況は、大変危ないことと思います。 

色々な路線のバスを見かけたりバスもあるのですが，止まっている所を見たことがありません(本数が少ないのでしょうか)．バス停にどのバ

スも止まってもらえると便利になるのでは．バスの時刻表なども各家庭に配布してほしいし，街中を走るごんごバスも郊外では不便です． 

新加入の津山市区の便利を優先させてください。 

新幹線で広島・九州方面に行くときに、Ｐ代が高くて自家用車が利用できないので困る。公共交通機関で駅までアクセスできるようにして

ほしい。 

新興住宅地、新設道路に応じてバス停を設置して欲しい 

新姫バスが通らなくなったら 1 人暮しの者は困ります。 

新聞のチラシに津山市交通網の図を書いたものを含めて下さい。新しくできた道路はバスが通っているのでしょうか？奴通りもまもなく完

成するので、新しい道路網計画はどうなっていますか？市民広報の中で教えて下さい。バスの利用目的はショッピングセンターや通学、

病院通院が多いので、近道のルートを考慮して下さい。 

申し訳ないですが普段全く利用しないので意見はありません． 

真加部線が一往復あればと思いますが無理でしょう。 

時々かつたバスでナンバ河辺店に行っています。 

ごんごバスだと中央病院で乗換えて行方、日本原線で行きます。 

ごんごバス、福祉バスに乗れるのでありがたいと思って買物病院に行けるので安心しています。 

神姫バスの代替路線をいち早く決めてほしい(高速を除く) バス停から遠い地区をなくしてほしい(例：近長、加茂町、成安、吉見ほか)  Ｉ

Ｃカードの導入をしてほしい(PiTaPa or ICOCA が使えるようにしてほしい) 
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親族が大阪に居住のため、高速バスを利用しますが、自動車を置ける所がありません。年金が少額なので、高い利用料は支払えません

し、又、駐車する所がありません。バスを利用して津山駅迄来ますが、バスの所要時間は 1 時間以上で、乗り心地も悪く、すっかりつかれ

てしまいます。 

人が乗らない所はミニバン、マイクロバスなど小さい車両を活用すればいいと思う 

人口に対するサービスの限界はあるが、定額の循環バス(中心市街地内)があればよい 

人口も少ないから当然公共交通機関が少ないのは当然の理である。といって高齢者のライフラインを放ったらかしということは不条理であ

る。思いきって小型タクシー制(予約)敷いても妙なことにはなるまい。むろん年間 5000 円ぐらいのチケット制にして高齢者に渡すなり、買

い物の日なりを改めたりしてみるべき。この点について公民館なりで時間をかけての話し合いの会を立ち上げてみては？この紙面ではむ

り。真に人々の needs を知りたいのならば、分科会を含むフォーラムを開いて聴いてみられい。(人々の考え、意見をじゃ) こんなアンケー

トぐらいでは決して解決にはなりやせんぞ。つかれちゃったよ。このやり方。 

人生の大半は大都市(東京、大阪)で過ごして来ましたので、殆どは公共交通を利用してきましたが、帰京して驚いたことは、津山の人は

公共交通は利用しないで自家用車の人が大半だということです。殆ど一台に一人という乗り方ですし、交通量が多く危い。従って、公共

交通利用者は減少するばかりでしょう。目と鼻の先に行くにも車で動いている。(ゴミだし等)平均年収は低いように思いますが、虚栄心が

強いようです。(バス停で立って待つのが恥ずかしい)小型バスでも良いので、回数を増やして欲しい。せめて毎時一本くらいあれば・・・も

う一つは、ごんごバス路線を柳通りにせめて通して欲しい。決まった路線はしばらくは続けて欲しい。 

生活しやすい町に！ 

西吉田、大崎地区に津山市営バスなし。美咲町営バスが 3-4 便有るのみ 

西吉田周囲から病院(津山中央)ｅｔｃの公共機関が活用できるようごんごバスが通っていないので、バス循環を 1 時間に 1 本ずつでもして

くれると、西吉田に在住している年配者は多く利用すると思います。このアンケートを基に住みよい街づくりをよろしくお願いします。 

西部方面～中心地に出る便が不便 今は自転車に乗れます。但し、(若い人は勿論、中年の人も自転車の逆走行には困りものです。自転

車も車両と○○のか何故○○のか分からないのか！毎度申し上げます。ごんごの様な形式を西部には出来ないのでしょうか。大型でなく

ても乗り合いが出来ればと思います。都会へ出て行くと便利ですよね。人が皆よく歩いています。自動車が多い様だと困ります。 

西方面から布中に行くのにバスの便が悪い。本数がない。 

税金の無駄遣い反対 

税金を下げてほしいので不要な交通機関はいりませんが今後車が運転できない年になるとどうしても必要になると思います。 

税金投入では市の財政を圧迫するから高齢者は補助券を出して個人負担でタクシーなり個人契約なりで利用するべき。現況は利用者

が少なく無駄が多い。 

積極的に、公共交通に関わっていただきたい。ごんごバスには多くの人が乗っていることを考えていただきたい。 

積極的に利用してあげたい。 

赤字であっても公共の利益のため充実を期待する。 

赤字路線と呼ばれるルートが少人数に必要とされているのに廃線になる所が多い。 

赤字で廃線にしたら、民間へ委託して運用してほしい。 

雪道の運転が苦手なので、バスがあれば利用したいと思う。 

先入観としてバスは利用するに値しない状況だと思っている。(１日１本～２本では)。それとそのPRはまったくなされておらず、どこに(例え

ばごんごバスなど)表示されているのか時間帯もどこに尋ねればいいのか近所の人も知らないという。しょせん自家用車かタクシーか徒歩

かということになる。諦めているのである。(便利とは程遠い状況に)定期バスが整備されれば皆利用すると思う。状況を一般市民に PR す

ればきっと利用する。エコにもなるし買い物も便利になるように考えてもらえばアルネも市内の病院もとても明るい活気あるものになると思

う。 

全く利用したことが無いので、よく分からない。 

全地域の公共交通の充実 

全地区，全市民が満足できる様にはできない．出来るわけがありません．地域差も大きいし，販売店も様々有るが，実際に活用しようと思

えば自家用車になる．自家用車に乗れなくなった時，陸の孤島の中で生活する感じになる．公共交通でカバーできる津山市ではないと

思う． 

早朝、晩の便を作ってほしい。もっと便数をふやしてほしい。ごんごバスの範囲を広げてほしい。 

総合的に公共交通機関は完備できていない。路線の見直しと増便が必要 

増便して欲しい。 

足、腰が弱っているので、バス停まで遠く、バスを利用することが出来ない。 

足が不自由なため、バスに一人で乗れないため、あまり興味がない。頼める人もいないので、タクシーで行けば年金生活をしているので、

生活だけでやっとだからだめ。健常者がうらやましい。 

存続を望みます。 

他県からお客様が津山駅に降りられたとき、駅前の様子を見て、「とんでもないところに来た」という声を聞きました。シャッター通りなど改

善すべきところがあると思います。 

体が不自由なので家の近くにバス停がほしい。 

体が不自由になり自家用車に乗れなくなりました。通院に困っています。新田町内にごんごバスを通るようにして下さい。お願いします。 

待ち時間の少ないバス運行 

退職後、高齢による免許返還を迎えた時にどうすれば良いか不安である。 

大・中バスは必要無し。乗客少ない。それより便数少なすぎて使えない。タクシーみたいな小型で頻度を多く配車すると価値有。 

大きな道路でしかバスが通らない。旧道は通るが他の狭い道はなく、大通りに出ないといけないので不便だと思う。利用者が限られる。足

の悪いものはタクシーをよぶようになる。(バス停遠いから) 

大型のバスに乗っている方が少ないとき、同じ路線を他のバスが走っているとき、相互乗入れの無駄が気になります。 

大型バスを小型・中型に切り替えた方が良いと思う。(30 人乗り以下位で十分) 
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大崎にもごんごバスが通るようにしてほしい。 

大手町バス停から阿波まで直通があればよい。 

大変難しい問題だと思います 

第一病院に行くのに利用したいが、どこのバス停なのか、何時に来るのか、帰りのバスはあまり待たずに乗れるのかよくわからない。 

滝尾から高野まで JR で行って、バスで職場に行くことを考えたが、乗り換えに 1 時間以上かかるのであきらめた。もう少し JR との乗り継ぎ

を考えたほうが良い。津山市の公共交通だけ考えているから不便になる。 

単身世帯、女性、高齢、これからの生活が非常に心配です。現在の公共交通では病院にも買い物にも行けません。全部タクシーを使わ

なければなりません。現在は、自家用車で自分で運転していますが、高齢のため運転を止めようと思っていますが困っております。 

団地を下りて来た所にごんごバス停留所を作って欲しい。 

段差があるから乗れない。 

地域が高齢化する中で、日常の生活をささえる交通手段はとても重要です。コミュニティバスや、JR などでの公共交通の整備を計画的に

行うべきだと思う。 

地域が分散しているので、難しい面もあるかと思いますが、車に乗れなくなるであろう老後のことを考えると、ミニバス(?)ミニタクシー(?)のよ

うなものをきめ細かく走行して頂たらと思います。 

地域にはバスが無く幼稚園小学校と家族で送迎しているが現状。中学は自転車通だが長距離ということで助成がなされている。親の負

担軽減を考慮願いたい。 

地方では交通手段が自動車に限定されてしまいます。 

中央病院に行く道幅が狭く車で行くのに危険 

中央病院へのアクセスが悪い(自動車での)。Ｒ53→鎌田橋→病院。旧Ｒ53 が狭い。 

中学から汽車通になるが、車両数や運行数が少ないと思います 

中学校と高校の通学時間帯に中学校前、高校前行きのバスがあれば良いと思う。 

雨の日は特に送りの車が多く出ていて環境にも悪いと思う。カッパを着てや、傘をさしての運転は危険なので、バスがあれば利用する人

は多いと思う。 

ごんごバスを西の地域にも走らせてほしい。 

中心部はごんごバス等走っていて便利ですが、私のすんでいる西吉田は 10 月になるとバスもなくなってますます車が無くては行動でき

ないので、とても不安です。 

中心部を通る路線が無いので不便。 

中鉄と JR の連携した運行を望む。中鉄バスが運行しているバスの方が安全安心して乗れる。チェリーバスはやはり輸送サービスが悪い。

以前中鉄が運行していた時の方が親切丁寧であり、バスカードも使えよかった。効率的な運行をするため、バスは 1 社体制で運行する方

がダイヤなどが効率的である。バス継続のために税金を使うことは大事。ただ小型バスの導入でもいいのではないか。タクシーは料金が

高いし、乗合タクシーは不安。それと津山のタクシー事業者は不誠実な会社が多いのでバスの方が子供の教育上からしてよい。 

中鉄バス、ごんごバス、通学バス、鉄道など現在の運行状況は維持して欲しい。運賃少し値上げしても良い。また公的資金を投入しても

よいと思います。 

その上で地域のタクシーの利用方法を検討する用意があるのではないか。 

福祉目的では料金の補助を考えて下さい。 

中鉄バスの運行を観察しているとほとんど空での運行です。単純に気の毒に思います。運転手さんに「補助が出来ているのですか」と聞

いたら「ウン」とひと言いわれました。ごんごバスについては運行ルートが限られていて、市民全部が利用出来ていないのでは？ 

中鉄バスの東一宮から津山駅行きの朝 7 時台がもう少し早くなりませんか？ 

中鉄バスは路線がよくわからないし、運行時間もあまりないようです。ごんごバスの路線はわかりやすく、運行時間も 30 分おきでよいので

すが、もっと広域まで行けて、バス停を増やしてほしいです。他町村の市内乗入バスと合同にして、連携を計れば良いのでは？津山第一

病院やグリーンヒルズ、ジャスコまで行けるようにしてほしいです。 

中鉄バスを冬場利用することがあるが、時間通りに来たことがない．時刻表は破れ、看板(バス停)サビで見えない。椅子も無く、屋根もな

く、高齢者は近くのブロックの上で腰かけて待っている姿を見かける。 

町内を通るバスはいろいろありますが、行き先がよく分かりませんので、表に表示してあればいいと思います。(行き先を) 

長距離バスの充実。津山⇔岡山間高規格道路 

鳥取行のバスが 1 本/２日くらいあれば、楽しいだろうと思う。他地域との交流もできて人も集まるのではないか。 

直行便がすくない。 

直行便がすくないように思う。ごんごバス等利用したことがないのでわからない。 

津山、岡山間の鉄道の時間がもっと短くなればと思います。 

津山～岡山間に時間がかかりすぎる。 

津山～岡山間の所要時間の短縮が出来ないものだろうか。(バス・鉄道どちらでも)  自分で運転できない人、全ての人が、自分の行きた

い所に行ける様なコース方法を検討していただきたい。 

津山～岡山間をもっと早く。 

津山～勝北路線バスから真庭氏久世～勝山方面への良い連絡便があれば知りたい。津山奥津線が無いようなので不便。 

津山から岡山へのアクセスが速く、便利になる方法を考えて欲しい。道路、岡山津山間の汽車等またはバス 

津山から岡山へのアクセスを便利して欲しい。 

津山から県南に行くにも、鳥取・島根等へいくにも、バスがないというのは大変不便です。車に乗れなくても、安心してくらせる津山市であ

ってほしいです。ごんごバスは東回りと西回りで、目的地までの時間が大きく違うことがあり、まよいやすいです。「○○方面なら、このバス

停」というような表示があるとありがたいです。もっと遅くまでバスが利用できるといいです。 

津山から自宅に帰るためのバスが必要です。神姫バスが今後通らなくなると聞いてとても不安です。今のまま津山から勝央を通るバスを

通るように考えて下さい。 
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津山にごんごバスが通っているので、買物、病院に行くのに大変ありがたく思っています。また、加茂のめぐみ荘も便利良く、時々行かせ

てもらっています。 

津山にも岡山市の天満屋のようなバスセンターが必要。税金を無駄につぎ込んだアルネ計画が腹立たしい。津山は山陽と山陰の交通の

要衝、近畿と米子の交通の要衝、県北の商工業の中心地としての自覚と将来設計が無い。情けない。 

津山に来て子供ができてから、交通機関が不便で病院や親子クラブ等に通うのに苦労したため車を購入した。津山は車社会で、自転車

やバスに乗る発想自体が少ないのではないか。ごんごバスは利用しやすそうだが、ルートと時間が良くわからず、未だ乗ったことが無い。

バス停環境を整えてくれれば、子供と一緒に利用しやすいと思う。 

津山は交通の要所でありながら、岡山市、鳥取、米子、姫路などへの移動が不便であるため、自家用車を使わざるを得ない。 

津山駅～岡山駅まで快速を増やしてほしい。津山～姫路間を直通のものがあれば良い。(バスでも…) 

津山駅で奥津線に乗り換えるので、トイレも行きたいし、10 分位前に町営バス(美咲町)が着いてもらいたいです。今まで乗ってくれたこと

はありません。 

津山駅に行くバス停が近くにない 

津山駅の田美線の 終時刻を 21:00 以降にしてほしい。高野駅北側(農免道路)にバスを通してほしい。 

津山駅より志戸部勝部線のバス本数を増設して頂きたい。 

津山駅をもっとかっこよくして欲しい 

津山駅を中心とした放射状の運行ばかりでなく、農道・産業道路を利用したネットワークを組む必要がある。乗り換え時間を短縮する意味

での運行回数を増やす必要がある。(利便性が悪いから自家用車が増える→利用者減少→運行回数が減少) 

津山駅を中心として駅周辺の新構築が望まれる。 

電車を利用してバス乗降の不便さ、送迎自動車の場所が少なく回転が悪い。又、自家車駐車場の整備が整えれば列車を利用しての回

数も増える。津山名産のおみやげ広場、喫茶店、食堂など小さくても津山らしさを演出した店が出来れば利用者も楽しいと思う。 

津山駅を発着する鉄道や高速バスには不便を感じないが、市内を走る路線バスは、本数が少なく、自宅から遠いので不便である。今回

のアンケートを機会に行政やバス会社でより利用しやすい公共交通を作っていってほしい。使い勝手が良くなれば利用すると思う。 

津山駅行きの路線バスはほぼ全て JR や高速バスの発車後に津山駅に着くダイヤとなっているがなぜ？ 乗り継ぎさえ良ければ(30 分前

に着く程度で)積極的に利用する。(以前は使用していた)今は、JR 等に乗るためにはタクシーしか利用できない。仕方なく駅まで車を利用

するか、JR に乗らない方法をとる。何とかして下さい。本当に困っています。 

津山駅前の開発と低床バスの導入 

津山駅前の駐車場が狭い、少ない。電車の便数が少ない。 

津山駅前付近の道路整備をしてほしい。北八出地区にもバス路線を通してほしい。 

津山圏域の工業団地、大企業の就労期間帯に合わせた運行経路を増設し運営を希望する。 

津山口は私達老人にとりましてはとても不便な所となっています。バスの回数が少しでも多ければと思っています。只今久米行と院庄と 2

本有りますが時刻がほぼ一緒なのが残念です。 

津山工業高校東から、中島地区の第一病院へ行く、ごんごバスがなくなったので不便です。 

津山市～鏡野に向かうバスがない。バス停等の場所、利用方法(路線)が明確に分からない。津山駅まで行く交通手段が無い(自家用車

を利用しなければ移動出来ない) 

津山市から山間部に行くバスが大きく人が乗っていない。燃料の無汰使いでは。 

津山市ごんごバスを廃止しないで続けて下さることを願ってます。 

津山市でなく津山圏域として、周辺市町村も取り込んで広域的に整備すべき。 

津山市では車を駐車できる場所の確保等、みんなが車を所有できる環境が整っている為、車を所有する人がほとんどだと思う。従って車

を利用して目的地に行くことが多く、その反面、公共機関での移動が少ない。また自家用車では自由に行動できる(お店が集中していな

いので店～店の移動が多い。)公共機関が発展するには難しい。 

津山市に限らず，利用者から見れば，便が少ない，停留所が遠い・少ない，料金が高いなどの理由で公共交通機関を利用しない者に，

鉄道・バス会社は料金を値上げするか，便数をさらに減らすといった悪循環になっている．将来の地球温暖化防止のためにも，ある程度

のマイカー規制等「ガマンしなければならない」という共通の目的を持って公共交通に比重を置いた取り組みを進めるべきと考える． 

津山市に鉄道は期待出来ないし期待しない。 

バスは、学生やお年寄りの為に充実した方が良い。 

津山市のバスは古い感じがします。見た目だけでも明るくインパクトのあるようにしたらどうでしょうか。 

津山市の商業地が中心部より東部(河辺・高野)や西部(院庄)北部へと離れて発展する現在、津山駅前→スポーツセンター等南北線は現

存するので北部→東部→南部→西部や実氏北部等の循環コースがほしい。 

例(北部→院庄-佐良山-上○○-荒神山押渕-○○-河辺-高野-北部)等路線があれば便利ではないか。提案する。 

津山市の端の方に住所なので市役所の出張所等に行くのも不便でいろんな行事に参加しにくい。利用料金は 1 回５００円位の支払いな

らば利用できるのでジャンボタクシー位の大きさで地域の中をもっと巡回するバスを通してほしい。 

津山市の中心の商店街ばかりで、揃わない物があり、郊外の施設や娯楽施設に行くことができるようにして欲しい。 

津山市の中心部に自転車で出かけて、帰るときに上り坂なので大変。自転車を持ち込めるバスがあると助かる。JR で津山駅まで帰ってき

ても、6 時ごろには終バスになるので、どうしても自家用車で津山駅まで出てしまう。遅い時間にバスがあればありがたいのだけれど・・・。

通勤と仕事に利用できる路線，時間帯のバスがあればありがたい。 

津山市の北○地区から津山中央病院(川崎)に行くバスの行程があれば 

津山市は基本的に車がないと日が経ちません。しかし将来を考えるともっと知恵を使った交通体系が必要。1)集合住宅。若者・中高年・

老人が一緒に生活する場所づくり(災害・安全・医療)。2)人間墓に入る迄仕事をし、常に生産し生き甲斐のある一生を過ごせる社会がで

きれば交通体系も時には大金がいるだろうが長期的に見て安心社会がつくれそう。 

津山市は交通機関を利用するにはとても不便だと感じています。家族 4 人が 4 人とも自家用車を持ってないと非常に不便だと常に思って

いるのでとても不経済的でもあると考えています。行きたい所へのバスの路線がない。本数がないなど利用人口的なこともあるのかも知れ

ませんが、これからの高齢化社会を考えると公共交通がもっと便利にならないと利用する人も多くなるどころかもっと利用者も少なくなるの

ではないでしょうか？我々もこれから車を運転出来なくなった時のことを考えるとどこへも行けなくなるととても不安です。 
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津山市は人口が少なく山間部が多いので公共交通網は無理と思います。山間に老い、足の無い者にはどんな立派な施設が出来ても高

嶺の花です。人と人との絆が生きる楽しみです。 

津山市は陸の孤島化しています。岡山が１時間、京大阪が３時間以上では外部へ行く公共交通には乗らないと思います。市内の方で

は、環状道路が早くできればよいと思います。川崎～志戸部野道路のおかげで鶴山通りがかなりすいた様に思います。 

津山市も人口の高齢化が進んでいるが、まだ自動車を運転できる人が多い。でも将来、今の高齢者が運転できない時が来るはず。その

ときには、新たな公共交通が必要になると思います。 

津山市市街地に住む私たちのような高齢者のためにぜひ公共交通手段を確保してもらいたい。 

津山市内に行くバス、鉄道の便が少ないけど現在ごんごバスはとても利用されています。今後も便数を検討していつまでも皆様に役に立

つよう願います。 

津山市内のバス停はありません。柵原町営バスが通っています。不便なので乗りません。自家用車です。 

津山市内の周辺部では公共交通機関を利用または、増便することは財政的に困難である。 

津山市内を運行するバスの本数は多いが旧郡部(富、久世、加茂等～)への本数が少ない。遠方から津山市内の高校に通う学生は親に

送ってもらえない子もいるでしょう。バス通が困難ため療に入る学生もいます。私立で寮ともなると経済的負担が大きいと思います。 

津山市内を走行している路線バス、値段全く知りませんでした。すでに報知の事とは思いますが、分かれば広報でバス路線を知らせてく

ださい。 

津山市日上地区は、柵原町営バスが通っており、朝、津山東高校行き、3 時頃、津山の町方面行き(市内方面)、夕方、津山駅方面行きと

帰り。今は乗ることはありませんが自動車に乗れなくなったら、不便です。(津山市内のバスではありません。柵原町営です。) 

津山市福田(河成田まで)行くバスを必ず運行してください。 

津山市民として公平なサービスを受けたい。バス、鉄道の利用が不便 

津山西中学校前交差点で院庄から市街地へ向かう方向でＵターンする車両がとても多い。それに加えて上記交差点から旧道へ行く道

路の一方通行を解除してほしい。 

津山線(ＪＲ)の高速化 

津山線(ＪＲ)の高速化 

津山線と因美線の連絡が悪いです． 

津山線の通学時の車両を増してほしい。朝の便を特に。 

津山線の電化・空港との連結(鉄道のり入れ)、本数増加 時間短縮、それに連動するバスの配置 シンガポールやバハマ並のバスの運行

津山線は距離が短いわりに時間がかかる。岡山までに行くのにもっと便利で毎回利用したいと思うようなサービスをして欲しい 

津山線をもっと活用したいのですが、車両の座席が他線にくらべてひどくお粗末です。又津山駅のトイレは大変汚く、あんなひどいトイレ

は他の駅ではみかけません。利用度を高めるためには以上の点を改善していただきたいと思います。 

津山中心より西から院庄までの交通機関はダメ、他のバスを走らせてください。中鉄バスとなんらの契約があるなら、減にして考えてくださ

い。○○用を考えて下さるならば旧○○路線にバスを乗り入ること 

通院や買い物ができないほうはどうしてもバスは必要です。税金を何に使うかということですので、お金がかかっても減らしても無くさない

方向でお願いします。 

通学にバスを利用していますが、9 月から、バスが利用できなくなると、困ります。駅も遠くて不便。本数も少ないし、ごんごバスは自宅近く

までは来なくて、遠くて不便。新姫バスの存続を心より望みます。帰宅の手段がなくなります。 

通学バスの本数が少ない様に思うので、できれば増便していただきたい。 

通勤、通学に自家用車を利用せずにもっと公共の交通機関を利用すればいいと思います。バス、鉄道のない所は仕方がないですけど。

通勤、通学時間の本数が増えたら、もっと乗る人が増える。お客さんの安全を配慮すべき。お年寄りも、学生も(大荷物を持っている)。座

ってからバスは動くべき 

通勤・通学の時間帯には大型、それ以外は小型バスを運行する。通院の方には、診療終了後帰宅のために、昼の時間帯のバス運行本

数を増やすなど、工夫が必要。また、運賃は安くないと利用できない。(年金暮らしの方には重要) 

通勤・通学時間帯に、津山駅の列車時刻に合わせてバスを運行してほしい。動因利用者を想定してバス運行時間を決めているのか、コ

ンセプトがわからない。税金を使うのであれば、市民が利用しやすい時間を良く考えてほしい。 

通勤に大規模農道を利用しているが、通勤時間ではバスを見ない(この時間帯に運行していないのか？ルートになっているのか？)又、

中鉄バスも国道で??見かけるぐらいか。ごんごバスも同様でほとんど見ない。津山線等も本数も少なく、バス鉄道を利用するよりも自分で

運転する方が早く目的地に着く。現在のままでは利用価値は全くと言っている程無い。主題の内容から外れるが、津山市の老若男女全

体での人口をいかに増やすかを検討し、実行していくのか？公共交通機関の有効な有様が見えてくるのではないか？つまり、津山市の

人を呼び込み、??の魅力がないのではないのか！市の失策である!! 

通勤に利用できる時間帯がない。 

通行中バスが(停留所)に止まっている時信号機が見えない時があり危険 

通段利用する機会が無いのでよくわかりません。今は自家用車に乗ってドア to ドアが普通になっておりますが、車を運転できなくなった

時、買い物で大型商品や大量購入の時どうなるのかを不安はあります。 

低床のノンステップバスなど高齢化社会に対応した施策をお願いいたします。 

鉄道 岡山～津山の快速電車の増発とスピードアップ化  バス  市街地(例えば、市役所・アルネ津山)のターミナル化を行い、乗継など

の利便性を図り、通勤・通学者、独居老人等の利用促進を図る 

鉄道(津山線)津山ー岡山間の頻度を増便するの必要性前△に所要時間がかかりすぎます。 

鉄道…津山駅前後の駅間にもう一つ駅がほしい。時間がかかっても今の一駅区間で下車すれば中間まで 4～5km もあり移動がかかる。

バス…東西の直通路線がほしい。文化センターを中心とする東西南北の循環路線があれば良い。自宅より小距離で車を止め移動が出

来る。 

鉄道が大変不便になり 近利用してない 

鉄道で岡山まで 1 時間以上かかるのにトイレのない電車があるなんて、ひどい。年よりはのっちゃいけないんですよね。 
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鉄道において、カーブでスピードをあまりにも落とすので、時間がかかりすぎる。また、津山駅での乗換えが不便なため、車に頼らざるを

得ない。 

鉄道の駅をふやす。車両を変える(バス) 

鉄道の不便さは非常に感じています。各方面への便数の少なさ、また、ディーゼル機関車である事によるスピード不足、時間がかかると

いう事で利用がしにくいです。例えば岡山方面でも、もっと時間がかからなければ利用するのですが…。バスも同じで、本数の少なさ、料

金の高さ、岡山市内のバスを利用すると、とても利用しやすい事におどろきを感じます。 

鉄道の便数、時間、スピードについて満足感は全然ありません。利用しづらい環境だと思います。せめて 1 時間に 2 本、岡山⇔津山なら

35～45 分程度、料金ももう少し安いと利用者は大幅アップするのでは？と思います。バスも便数が増え、バス同士の接続の良さ、ＪＲとの

接続等々いろいろな連携がうまくいくと利用者が増えると思います。津山市の中心でも駐車場が探しやすい点があり、自家用車利用が高

いですが、岡山市のバス環境はとても整っているので将来的には見習いたい環境だと思います。 

鉄道の本数を増やしてほしい。 

鉄道はもう少し運行の数を増やしてもいいと思う。 

鉄道は因美線、高野駅迄約 3.8km ですが、作州街道の通る、交通の便は非常に便利なのですが、約 600m 東を、ごんごバスが通ってい

ますが、徒歩でバス停に行くには遠すぎる為、私の町内会の人もほとんど、ごんごバスを利用する人が少ない状態です。○○、回り道に

なり仲々路線変更は困難と思いますが何とか考慮して頂きますれば幸甚です。一考して頂きます事を望みます。 

鉄道は因美線を増便してください。 

鉄道も利用できるバス停があれば。山形から滝尾方向行き。 

鉄道ローカル線の利用者減→減便→利用者減→・・・・の現状をうれえます。 

鉄道をもっと増やしてほしい。病院に行くにしてもバスももっとあれば公共交通機関を利用します。そのためには少しぐらいの個人負担増

は当然だと思います。 

鉄道をもっと利用したいが、運行本数が少ないし、もう少し時間が短縮されてほしい。普段から、バスの利用を呼びかけ、運賃が安くなれ

ば利用者は増えると思う。身近に感じられて、気軽に利用できるようなキャッチフレーズで、学生にも呼びかけたら利用が増え、渋滞も解

消されて良い。 

鉄道を利用したいことがあるのですが、回数が少ない上に途中時間調整のために待ち時間も長く、乗換えを必要とするので、とても不

便。だから今のところは自家用車の方を優先しているが、いつまでも運転できる自信が無いので将来が不安。 

鉄道利用する人のため津山市が運行するバスを鉄道駅に立ち寄りさせて欲しい 

鉄道利用をしたいときに駐車場が満杯で仕方なく車で行くということがよくある。バスの停留所は狭く、南風をよける屋根もない。利用した

ことがないが、待つ時間が大変だと思う。 

天気の悪い日に乗るため、停車場に１０分位待っていたら、空のバスが来たので乗って座るか座らないうちに発進してびっくりした。その

後、運転手さんの一言「たった 1 人乗るのにいちいち止るのか!チェッ」だって。頭が真っ白になり「もう二度と乗らない」と決めた。こんなバ

スなら廃止にしてください。税金のムダ 

田舎なので、自家用車(仕事をもつ人はほとんど)が必要と思います。バスでの通勤は時間の無駄であり、とても考えられません。けれど、

高齢者はやはりバスは必要でしょうが・・・・・利用数は少ないでしょう。バスというより、タクシーを有効に使う方法はないでしょうか。必要な

人へ弱者には、割引チケットを市から出すとか。 

田舎は車がないと生活できない状況にあります。都会のように路線が整い料金も安く時間も整っていれば、もっと利用したいです。車は

維持費が高くつきます。仕方なく車を利用しているのも現実です。田舎を不便に思います。きっとこれから先もこの現状が良い方には行

かないと思いつつ、アンケートに記入はした。 

田邑にいる姉が、公共の乗り物が無いので困っていて、医者に行くのも 3,4 千円かかるらしい。 

田邑地区はバスの定期便も減り通学バスの朝、午後だけなので、車に乗らない私達は病院に行くのも大変になります。バス便が増えたら

と思いますが。 

田邑路線バスが無くなり、バスに乗れない人やお年よりは困っておられます。私たちは現在は自分で車を運転出来ていますが、将来車

に乗れなくなったときは本当に困ると思います。病院に行けるような、どこでも乗れるようなバスを是非運行してほしいと思います。 

電車が少ない分、バスはもっと本数を増やすべきだ。 

電車とかの運営を増やしてほしい。(1 時間に 1 回とかはとっても不便です) 

電車の本数がもう少し増えればと思う。 

電車や高速バスとの乗り継ぎをちゃんとして欲しい。(乗り継ぎがスムーズだと乗ろうと思います) 

都市位の設備、時刻表、運行の数の確保が出来てくれば利用する者の数が増加するやもしれませんねと思います。 

都市部と違い、農村部では公共交通は難しいでしょう。いざというときのために、常時空同様のバスを運行するわけには行きません。 

都心のように地下鉄のように利便性をあげていき、公共交通手段を安く利用できるようにして欲しい。 

東一宮は人口も増えてきており、朝の時間に高校への送迎や自転車などで渋滞になりやすいので、もっとバスの便を増やせば利用する

人もあるのでは。乗合わせバス(タクシー)を用意したらどうか。 

東西巡行循環形式のバス路線を検討してみてください 

当地区はごんごバスは運行されておりません。中鉄バスも朝７時 25 分以降午後 2 時 25 分までバスは走っておりません。ごんごバスを午

前・午後 2 便づつ往復運行してほしいです。そうすればもう少し町まで出掛ける気分になると思います。車の運転の出来ない人はなかな

か出掛ける気になれませんなんとか考えて欲しいです。 

当分の間、今迄通りに運行続けるのが良いと思う。その後、様子を見て変更するのが良いのではないですか。 

道路網地図とバス路線、バス停、時刻表を作成する事。但し現存の運行者間で合議協力する事。(ネットワーク) 

特にバスは申し込むと迎えに来てくれる方式がよいのではないか。 

特筆事項ありません 

楢は路線バス(中鉄)が運行されているけれど、車に乗れない人は津山迄 600 円程度、循環バスが運行されているところは 200 円程度、

同じ様に税金をはらっているのに差が大きすぎる。 
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二宮は津山の西，東とくらべてバス以外でも下水道なし，ガスはプロパン，公民館もボロボロ。年はとるし自転車に乗れない。今はタクシ

ーばかり。年金より保険料医療費は自動的にひかれます 

二宮方面はごんごバスが通っていません。二宮の方へは来ないのでしょうか。他のバスが通っているようですが、よく分かりません。中央

病院よりごんごバスに乗ったことがあります。このバスなら利用出きると思ったのですが、がんばってもう少し西方面まで来て下さい。 

日頃バスを利用していないため、バスに関するアンケートについては、参考にならないと思います。平日は、勤務中であり、外出はありま

せん。将来、バス運行については、地域により、1 ボックスカーの乗り合い等も視野に入れたほうが便利な面もあるように思います。 

日常の生活は一家の中で大体間に合うのですが高齢の一人暮らしで車に乗れないので市内中心地へ行くにも市外へ行くにもバスの回

数が少ないので諦めている。タクシーでも料金がもっと安ければいいが年金生活者では中々利用困難。利用者が少なくても採算のとれ

る位の小型自動車で回数があれば大いに利用したい。 

年に何回か津山線を利用するためにバスを利用するが、バスが時刻表より遅れるので前便のバスに乗る。もう少し時間にゆとりを持てるよ

うに運行してほしい。 

年をとって 寄の駅までの交通手段がとても心配。 

年をとって車に乗れなくなったときの移動手段としてバスは重要だと思う。 

年々からだの衰えを感じます。ごんごバスが安いのですが、上村から役場まで行かねばなりません。なんとか安価で津山市街地に出掛け

られることを望みます。 

農村部の公共交通〈バス〉について、根本的に見直しが必要。 

買物、通院等の為ごんごバスを当地域にも是非お願いしたい。 

八子地域はスーパーなどへの交通路線が無く将来が不安。商業高校前の道路を現在拡張中の道路に接続し、将来バスが走るようにし

ていただきたい。 

美咲との交流が多く公共交通が JR のみで津山経由である。千代駅→亀甲駅を結ぶバス路線はできないか。 

美咲町吉原の公園でよくイベントがありますが、工業高前からですとイベントはほとんど日曜日で、中バスさん日曜運休で行こうと思っても

足がありません。日曜日の午前中 1 本だけでも吉ヶ原行きを運行してもらえないものでしょうか 

美作大学前にとまるバスの朝 6 時台を入れてほしい。 

姫新線(津山－姫路)直通特急か快速、因美線(津山－鳥取)直通特急か快速が実現してほしい。 

姫路行高速バス 1 日に１便でもいいから必要と思います。姫新線、姫路まで乗替無しでもう少し早く着く便が欲しい。(今は乗る気がしな

い)レトロな列車で(一両でも良い)観光客が利用する気持になる様に。 

姫路行高速バス必要(小型車でもいいから)。姫新線、姫路まで乗替なしで直行、快速(青春切符の利用ができる)車両に工夫をして乗りた

くなる気分に(女性は特に乗ると思う)津山駅を大きくして、お店が入る様にして近隣からお客が来る様にする。 

病院に通っていますが、なかなか、バスの時間が悪くて困っています。 

病院へは、バイクが使えなくなったらタクシーで行くしかない。タクシーでは片道 2，3 千円かかる。 

病院等へ行くバスの便がもう少しあればよい 

不便！自家用車が必要だとは思いますが高齢化が進む中事故も多くもっとごんごバスのようなバスをたくさん走らせて欲しい 運賃も高

い！ 

不便な地域の住民を大切にして頂きたい。市町市議の報酬を減らせ。 

娯楽趣味あるも老齢であり又農作業に追われあまりできない。農村高齢者の実態を市政は考え対応すべきだ。市政 80 周年記念式典に

出席するも市長他来賓の決まった挨拶であり何を意味したのか解らない。特に記念品ボロ菓子 8 ヶ入り箱 19 年に 1 万風の記念品。主催

者は何を考えているのか。市長他市議市民の心をどの様にとらえているのか。給料、報酬の額を○○って見よ。口先で何をいっても駄目

だ。恥を知ってほしい。このようなことで市民の心がつかめると思うのか。市長他市議バッチを胸につけて恥ずかしくないか。今の自民党と

同じ。でも自民党は国債を発行バラまくだけ良いか。 

市長にも伝えて下さい。福山コンサルタント様へお願い。ごんごバス運行は続けるべきだ。 

市議会をよくテレビを見るが質問者も答弁者も原稿を読むだけの事で何も意見をなさない。農業の実態をよく知ってほしい。老人を大切

にする事から考えて欲しい。 

不便の一言につきます。しかし、利用者がいないのだから仕方ないと思います。 

夫婦のみの世帯です。現在 61 才、60 才で大きな病気をした事が幸福にもありません。将来、高齢になり病気になる可能性も大です。そう

なりますと病院へ行ったり、食料品を買う為に公共交通、タクシーを利用しないと生活が成り立たなくなります。不況で就職先がなかった

り、バイト的仕事しかない様な世情ですので、税金、年金保険金等、国、地方公共国体も収入税と思います。人様や行政にたよらず自立

した生活をしなくてはいけないのが今後の目標なのですが・・・。バスや鉄道への税金投入は私どもも少し理解できたように思います。昭

和 40 年代までは私も交通手段は自転車、バス、オートバイ、バスが主流でしたが、公衆電話の使用が少なくなった様に時代の流れでしょ

うか。税金投入についてアンケートをとっていただきありがとうございました。 

普段の生活は家族の対応で十分良い。2 ヶ月に 1 度くらい新幹線で移動する際、ごんごバス停が近くにありながら、ＪＲとの連絡が無いた

め、タクシーを利用せざるをえないので残念。 

普段は、ほとんど自動車使用なので、今の時点では公共交通について考えることはない。車を持っていなかったとすると、バスや電車の

本数は少し少ないかと思います。 

福田地区路線バスお願いします 

別になし。 

便が少なすぎるので改善してほしい。中鉄バスの運転手の態度が劣悪。 

便が非常に悪く利用できない 

便や路線を増やしてほしい 

便を増やしてください 

母親を介護している者です。病院に行くときなど、タクシーを使うのですが、80 才以上の老人には、価格面で、少し安くなるとかの、便宜さ

ればと思います。ちなみに、往復で、3000 円くらいかかります。 

北の街へのバスの運行回数を増やしてほしい 

本数が少ない為乗る事が出来ない。 



 40

本数が少なく不便である。 

本数が少な過ぎて利便性が悪くかえって利用が敬遠されている 

本数を増やしてほしい。駅まで出る ap7 時代からあれば、車で出なくてよい。帰りも pm7 時代の 終があれば、通勤もバスが使える。町に

出るのも本数が多ければバスで買物に行けると思う。 

JR も駅の駐車場がいっぱいで使えないことが多い。 

本数を増やすのは難しいと思うが、忘年会シーズンや週末などの限定便があると良い。 

本数増加して欲しい 

本来、公共交通機関であるならば、利便性もよく運賃も安いのが一番であると思われますが、利用人数が見込めない場合、収益性によ

り、増便または利便性の向上は計り難い現実ではないでしょうか？ 

毎週火曜日(2 往復)に勝北支所まで福祉巡回バスが運行されているのみ。この地域の動態は津山市街地へ向いており非常に不便を感

じている。特に運転が出来ない高齢者が多くなり、地域にとっても交通問題は現在でも切実な問題であると考えている。 

毎年、鉄道とハイウェイバスの時刻表は新聞と一緒に入っていますが、バスに関してはどのようにして路線など知ることができるのですか。

まず、どのバスがどのように運行されているかわからないとここならバスで行こうという気になりません。また、大きなバスでなく、ワゴンのよう

な車でよいから小回りのきく(バス停の間隔も、行先も)ものになったら、利用者も増すのではと思います。 

満足している 

民間のバス会社の経営が苦しいとは思うが、現状を維持してほしい。また公営のバスも経営は苦しいと思うが、現状で頑張ってほしい。 

民間事業者は大変厳しい環境の中努力していると思う。民官事業として限界であり行政と地域による支援が必要。税金投入必要。バス路

線維持は福祉事業である。あさひチェリーバスのような中鉄バスと異なった運営をしているバスが増えているが、運行サービスなどに不安

と問題を感じる。やはり長年の積み上げてきた中鉄バスの方が、運転手や運転技術が格段によいし、安心して乗っていれる。今一度中鉄

バスに運行を委託して県北全体のバス路線ネットワークを構築することが各市町村の効率的な運行と財政運営ができるのではないか。 

無理なこととは思いますが、都会並みの料金・本数(せいぜい 15-20 分に１本)ならばバスを使ってもいいかなと思います。あと、通学の高

校生に使いやすい路線・本数など改善の余地があると思います。津山←→岡山の鉄道料金も家族で乗ると高い。11 時台までのバスがあ

れば飲み会の帰りに使える。 

無料とはいかなくても月 1000 円位でいつでも使用できるようになればと思う。自分はバスに乗らないので良い意見は出来ない。 

免許の無い人がバスで気軽に移動できる様、バス停・時間帯が便利になれば良い。 

免許を返還した場合にバスを利用すると思いますが、スーパーなどの近くにバス停が無ければ設置してほしい。 

目的地に行くのに分かりやすい路線表示や観光ができるような路線を取り入れる 

問 14 は無解答。住んでいる地域により価値観が異なる。全額で判断するのでなく、生活に必要な 低限は維持すべきである 

問 31 の回答ではなないのですが、現在自家用車を運転して、用件をすましていて、バスなどの公共交通機関をほとんど利用していない

ので、バスなどの現状を知らないものですから、アンケートに対して答えを書くのに、困りました。現在は自動車の運転ができますので、生

活に不自由をあまり感じていませんが、運転できなくなるのも、そう遠くないでしょうから、そうなった時に、今の公共交通機関の利用で、ど

んな生活ができるか大きな不安を感じています。 

夜 8:00 ごろまで運行してほしい。 はしっていないところが多いので北へ行く便を作ってほしい。例：高専橋～柳通り～北陵中～グラスハ

ウス 

夜に利用したい時に便がない。 

予算がない時にあまり動かない方がよい。桑山市長の写真入りアンケート依頼にびっくりしました。さらにイオン津山があるアンケートに

も。 

余り出歩かない(バスに乗っていくほどの距離)私にとっては自分で思う時間に自家用車で出歩くことができるので今はバスを利用すること

はほとんど○、車に乗れない人は東一宮～駅～ごんごバスで中央病院 いかに時間のロスと運行本数の少なさ不便さ ごんごバスで直通

中央病院となればいいのに・・・・。自動車に乗れない人がグリンヒルズプールが利用したいのにいけない。プールもどうなることやら。 

余り利用しないので良く分からない。汽車(津山ー岡山)の所要時間が少しでも短くなると有り難い。(すれ違いの待ち時間が長い)バスは

ごんごバスに乗ったことがないので。行動半径が違うような気がします。それ以外のバスは自宅近くから乗るとほとんど乗換えが必要となり

面倒。 

用事に応じてごんごバスを利用するが、もう少し便が多いほうが良い。便を増やす中に、直行便や、急行のように数箇所のみ止まる便な

どを増やしてほしい。 

利用したくても利用できる状態に無い 

利用したことがない 

利用していない(出来ない身で)意見なし 

利用しないので参考にならずすいません 

利用しやすい場所にバス停がほしい(500ｍ以内くらい)。家族がいるので助かっているが、一人だと通院に不自由で、買い物もできない。

利用しやすくなればよい。 

利用者が少ない山間地でも必要な人が利用できる方法を考えて下さい 

利用状況、乗車数等を細く分析し、状況に応じた体制を確立して欲しい。 

利用料を安くする。バス停に屋根を設置するなど、オシャレに。学生にバス通学を促すように、学校側へ依頼。(親による送迎が雨の日な

どに多い) 

陸の孤島と呼ばれたまま、何も足として利用できない。TAXI を利用しているが料金の一部を補助するとかの制度は考えられないものか。

バス路線がある人との整合性が全く感じられない。放ったらかしの印象しか残らずこのアンケートも不快。 

料金を少し上げてでも回数が欲しい。どこからでも乗れるように。 

料金を上げてでも、ごんごバスや福祉バスの便数を増やしてほしい。 

良くお年寄り(私もですが)から聞くのですが、津山周辺(バスごんごのバス停)迄が遠くて結局タクシーになる。お金もかかるだから例えば

同じ地域の方で午前、午後何回か集まる場所、時間を決めておけばそこにバスが迎えに来てくれるという方法などいかがでしょうか。私も

後何年運転出来るか分かりません。本当に不安が有ります。 
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林田団地、雇用促進住宅、県営住宅、野介代市営住宅地域から津山中央病院へのバスがあれば、よいと思います。(小さいバスでよい

のです。) 

列車の運行間隔が短くなればもっと便利になると思う。 

列車を増やしてほしい 

路線と運行回数を増やしてほしい．通山岡山間の準高速道路を早く完成してほしい． 

路線バスの回数と経路が複雑すぎると思います。乗降人数にもより、致し方ないかとも思います。 

路線バスの回数を望む。 

路線バスの範囲を広げて回数を増やして欲しい 

路線バスの便数が少ない。また、バス停からの距離が遠い。(徒歩２０分くらい)ごんごバスの停留所が近くにあるが、便数が少なく利用し

にくい。また、市街地まで時間がかかりすぎる。料金が路線バス並みになっても良いので便数を増やして欲しい。 

路線バスの本数、時間割については、現状でやむをえないと思う。料金をもう少し下げれば利用者が増えるのではないか。 

路線数が少なく、運行本数も少ないため利用しにくい。循環バスは大規模病院を経由しており料金も安く高齢者には非常に有益だと思

う。中心市街地活性化のため、アルネをターミナルとした循環バスを運行したらどうか。高速バス(大阪)はよく利用している。(新幹線乗継

を含む)高い駐車料金を支払わなくてすみ、又都心での移動は電車、バスとも非常に路線数、運行数とも多く、自動車で行くよりずっと便

利、快適である。津山市では通勤通学を除き、通常の路線バスの運行は採算的に困難だと思う。(通学等公営又は借上バスを運行して

はどうか。) 

老後になって不便を考えると思う。 

老人 弱者に便利にしてほしい。買物も地域ごとにそろえばいいなぁ。 

老人が運賃の安い福祉タクシーを市営で運行してほしい。 

老人のための公共交通にご配慮お願いします。 

老人世代がほとんどであるが、バスが通っていないため、タクシーを利用するしかない人がほとんどである。 

老齢ですので、やはりバス等交通機関の利用し易い改善を希望します。 

老齢にむかい、バス、鉄道などの公共交通面だけの不安だけではない。日常生活をどうしていくか、どうすれば安心して暮らしていける

か、そのことが心にかかっています。くらしを行政サービスとして公共的にどうつくっていくかが問題と思います。 

老齢化の社会なのでバスの運行を願います． 

 


