
平成３０年度 第１回福崎町地域公共交通活性化協議会会議次第 

日 時  平成３０年７月４日(木)14:00～ 

場 所  福崎町役場２階 大会議室 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 委嘱辞令交付 

４ 委員紹介 

５ 福崎町地域公共交通活性化協議会会長の選出 

６ 報告事項 

（１）サルビア号の利用状況等について           （資料１） 

（２）市川町及び神戸医療福祉大学との協議状況について   （資料２） 

７ 協議事項 

（１）サルビア号各路線の運行形態の変更及び新設について  （資料３） 

   （各路線運行方法、バス停、時刻表等について） 

（２）サルビア号各路線の運賃について           （資料４） 

８ その他 

 （１）公共交通施策の周知及び利用促進について       （資料５） 

９ 閉  会 

【配布資料】 

・会議次第

・座席位置表及び委員名簿

・資料１ サルビア号の利用状況等について

・資料２ 市川町及び神戸医療福祉大学との協議状況について  

・資料３ サルビア号各路線の運行形態の変更及び新設について  

（各路線運行方法、バス停、時刻表等について）

・資料４ サルビア号各路線の運賃について 

・資料５ 公共交通施策の周知及び利用促進について 

・福崎町地域公共交通網形成計画（概要版） 

・現行サルビア号時刻表 



〇 ○

福崎町　尾﨑副町長

神戸運輸監理部総務企画
部　吉本調整官（代理） ○ ○福崎町　吉栖技監

○

兵庫県　中播磨県民セン
ター　當舎　企画調整担当
所長補佐

○ ○福崎町議会
小林　議員

福崎警察署　交通課
新田　課長 ○ ○福崎町議会

三輪　議員

JR西日本福崎駅
永井　副駅長 ○ ○

兵庫県タクシー協会
依藤　西播支部副支部長
（神崎交通株式会社）

○ ○
福崎町区長会　黒田
副会長

○ ○ ○ 〇

　　　　〇
兵庫県バス
協会　中澤
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　　　　〇 〇　　〇
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局
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○

座　　席　　位　　置　　表（大会議室）　H30.7.4開催分
兵庫県立大学名誉教授
松本教授

会長 橋本町長

〇

事

務

局

兵庫県県土整備部
交通政策課　正垣副課長 〇 〇

神姫バス労働組合
濵田 執行委員

福崎町商工会
谷口 会長

福崎町老人クラブ

連合会 藤岡会長

傍
聴
席

神姫バス株式会社
魚谷 所長



■委員 （敬称略）

区　　　分 役　　　　　職　　　　　等 氏　　　名 備　　　　考

1 学識経験者 兵庫県立大学名誉教授 松 本 滋 学識経験者

2 福崎町区長会副会長 黒田 義孝 利用者代表

3 福崎町老人クラブ連合会長 藤 岡 修 利用者代表

4 福崎町商工会長 谷口 守男 その他（地元企業）

5 ＪＲ西日本福崎駅　副駅長 永井 英樹 公共交通事業者

6 神姫バス株式会社　姫路営業所長 魚 谷 観 公共交通事業者

7 公益社団法人兵庫県バス協会　専務理事 中澤 秀明 公共交通事業者

8
社団法人　兵庫県タクシー協会
西播支部副支部長（神崎交通株式会社）

依藤 義光 一般旅客運送事業者

9 神姫バス労働組合　執行委員 濵田 崇広
事業者の運転者が組織
する団体

10 地方運輸局
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
輸送部門首席運輸企画専門官

岩 野 住 之 地方運輸局

11 兵庫県
中播磨県民センター姫路土木事務所
企画調整担当所長補佐

當舎 良章 道路管理者（県）

12 警察関係 福崎警察署　交通課長 新田 隆弘 公安委員会

13
福崎町議会議員
（民生まちづくり常任委員会）

小 林 博 住民代表

14
福崎町議会議員
（総務文教常任委員会）

三輪 一朝 住民代表

15 副町長 尾﨑 吉晴 町

16 技監 吉栖 雅人 道路管理者（町）

■オブザーバー

区　　　分 役　　　　　　　　職 氏　　　名 備　　　　考

1 国
近畿地方整備局姫路河川国道事務所
道路管理第二課長

竹内 浩二

2 兵庫県
兵庫県県土整備部県土企画局
交通政策課　副課長

正垣あおい

福崎町

福崎町地域公共交通活性化協議会委員名簿  (順不同)

(任 期　平成 30 年 4 月１日～平成 32 年 3 月 31 日)

各種団体

運送事業者・
組織団体等

福崎町議会
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（資料１）

報告事項（1）

巡回バス「サルビア号」の利用状況に
ついて

平成３０年度 第１回地域公共交通活性化協議会

平成30年7月４日（水） 健康福祉課
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報告事項（２）
市川町及び神戸医療福祉大学との協議状況について

平成３０年度 第１回地域公共交通活性化協議会資料

平成３０年７月４日（水）

1

（資料２）



［運行内容 市川町連携コミュニティバス関係］→詳細は協議事項で説明。

〇運行開始日：平成３０年１０月２日（火）～

〇運行曜日：火曜日及び木曜日

〇運行方式

（デマンド方式分→前日の午後３時までに電話予約）

福崎町内全域及び市川町保喜、西田中、北田中、西川辺、甘地、坂戸、奥

（定時定路線分 関係バス停） 片道６．６ｋｍ

・市川町役場、辻川（ミートショップ松井前）、田尻南（ライフ前）、

福崎町役場（サルビア会館前）、吉田西（ラ・ムー前）の５ヶ所

〇運賃：１００円／回（福崎町全域～市川町役場 定期使用可の予定）

（参考：市川町役場コミバスは１０／１～運賃を２００円→１００円へ変更）

〇運行回数：デマンド分 往復１回 定時定路線分 往復３回

★内容を定めて運行協定を締結予定
2

【市川町との協議状況について】



（協議状況）

Ｈ３０．５．７（月） 市町村運営有償運送にかかる協議実施

Ｈ３０．５．２１（月） 大学バスの利用状況確認外実施

Ｈ３０．６．４（月） １種免許対象者（１名）に対する運転者講習実施

（講師：兵庫県移送サービスネットワーク）

（運行区間・運行運賃等）

〇運行区間：福崎駅前～西野南（ボンマルシェ間）の３．６ｋｍ予定

〇運賃：１００円／回 定期使用可の予定

（今後の予定）

★運行に関する協定書締結予定

（次回の公共交通活性化協議会で協議にはかる予定）
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［神戸医療福祉大学との協議状況について］



〇サルビア号（まちなか便）運行終了後の16：30以降は大学バスでボンマル
シェまで買い物ができます。
〇また､役場周辺では通勤や出張帰り、夕方に福崎駅行きに使用できます。

月～土曜日

運行日

運行時間

・月～金曜日

・土曜日

時刻 大学前 駅前
（交通広場）

西野南
（ﾎﾞﾝﾏﾙｼｪ）

駅前
（交通広場）

大学前

16 30 40 45 17:00 17:10
17 25 35 40 50 18:00
18 10 20 25 35 45
19 0 10 15 25 35
20
21 15 25 30 40 50

時刻 大学前 駅前
（交通広場）

西野南
（ﾎﾞﾝﾏﾙｼｪ）

駅前
（交通広場）

大学前

17 16:50 0 5 20 30
18 17:45 17:55 0 10 20
19 0 10 15 25 35
20 0 10 15 25 35
21 15 25 30 40 50

バス停

施設

大学バスルート

4
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［神戸医療福祉大学バス運行イメージ図：駅前～西野南］















































協議事項（２）
サルビア号各路線の運賃について

平成３０年度 第１回地域公共交通活性化協議会資料

平成３０年７月４日（水）

1

（資料４）



※公共交通網形成計画策定による運行体系の変更

（Ｈ３０．１０．１運用開始）に向けた取り組み

（主な内容）

・一般、学生・高齢者、福祉対象者等多様な料金体系の構築を
考えている。

・普通運賃 １００円／回については、変更の予定なし。

（デマンド、買い物バス、市川町連携コミバス含む）

・回数券についても現行のまま据え置きの予定。

（１１枚綴 １，０００円）

2

【Ｈ３０．３．２９協議内容の確認】



（定期券料金見し案について）

※案①はバス定期券をベース（７割）、案②は電車定期券をベース（５割）

［１ヶ月定期券］→通勤通学対応も考えての価格設定とする。

・料金改定案について

Ａ 一般利用者定期券
案① ３，０００円／月 ※100円×2回×24日×70％＝3,360円→3,000円

案② ２，０００円／月 ※100円×2回×24日×50％＝2,400円→2,000円

Ｂ 学生/高齢者定期券 案① １，５００円／月 ※学生は、高校生、大学生、専門学校生

※Ａ×５０％ 案② １，０００円／月 ・高齢者は65歳～74歳の方

Ｃ 福祉対象者定期券 案① ７００円／月 ※福祉対象者は後期高齢者となる75歳以上の方

※Ｂ×５０％（切捨て） 案② ５００円／月
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳交付者
・生活保護受給者

※現行で中学生以下は無料としているため、継続して無料とする。

3

〇サルビア号定期券料金の見直し案について（３／２９提案分）

※公共交通活性化協議会委員の内、１名の意見
→できるだけ利用者の負担にならないような利用料金設定にして欲しい。



4

〇６ヶ月定期の新設について（３／２９提案）

［１年定期券→６ヶ月定期券へ移行］

・１年定期券については、利用状況等を勘案し、今回の制度変更で廃止し、
６ヶ月定期券に移行を考えている。

※６ヶ月定期券については、５ヶ月分の価格設定とする。

Ａ 一般利用者定期券
案① １５，０００円／６ヶ月

案② １０，０００円／６ヶ月

Ｂ 学生/高齢者定期券 案① ７，５００円／６ヶ月

※Ａ×５０％ 案② ５，０００円／６ヶ月

Ｃ 福祉対象者定期券 案① ３，５００円／６ヶ月

※Ｂ×５０％ 案② ２，５００円／６ヶ月

※１年定期の廃止及び６ヶ月定期の新設につき、提案のとおりで承認を受ける。
→５月末で１年定期は廃止。（広報で周知及び利用者に個別通知実施）



［事業者様との協議状況：定期券料金関係］

Ｈ３０．３．２９実施の公共交通活性化協議会の内容を受けて実施。

・神崎交通㈱様の意見：案②（安価な方）でいいのではと回答。

・神姫バス㈱様の意見：案②（安価な方）でいいのではと回答。

［庁内での検討状況］

Ｈ３０．６．２２ 第４回福崎町地域公共交通網形成計画等策定委員会で検討

（内容）

・地域公共交通活性化協議会での意見及び事業者様との協議内容を報告

★地域公共交通活性化協議会での委員の意見や事業者様の意見を反映

案②（安価な方）で協議事項として提案可となる。

〇定期券料金 ①一般 ２，０００円／月 １０，０００円／６ヶ月

②学生・高齢者 １，０００円／月 ５，０００円／６ヶ月

③福祉対象者 ５００円／月 ２，５００円／６ヶ月

5

【事業者との協議及び庁内協議結果について】



［共通項目］
〇運賃：１００円／１回 （乗り継いだ場合も同様。乗り継ぎ場所は福崎町役場）

※中学生以下は無料。
〇回数券：１１枚綴（１，０００円）
〇定期券：①一般定期券・・・・・・・・・・ ２，０００円／月 １０，０００円／６ヶ月

②学生・高齢者定期券・・・ １，０００円／月 ５，０００円／６ヶ月
※学生とは高校生、大学生、専門学校生を指す。
高齢者とは６５歳以上７５歳未満の方を指す。

③福祉対象者定期券・・・・ ５００円／月 ２，５００円／６ヶ月
※福祉対象者とは、７５歳以上の方及び身体障害者手帳、療育手帳
精神障害者手帳交付者と生活保護受給者を指す。

［まちなか便、郊外便］
〇現行運賃と変更なし・・・ １００円／１回

［市川町連携コミュニティバス］
〇デマンド運行分・・・・ １００円／１回（定期券使用可）
〇定時定路線分・・・・・ １００円／１回（定期券使用可。福崎町役場で乗り継ぎ可）
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【協議事項：サルビア号各路線の運賃について】








































