
令和元年度 第２回福崎町地域公共交通活性化協議会会議次第 

日 時  令和元年７月１９日(金)14:00～ 

場 所  ｻﾙﾋﾞｱ会館２階 講義室 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３．協議事項  ①巡回ﾊﾞｽ「ｻﾙﾋﾞｱ号」等の利用者区分及びﾊﾞｽ停等について

        ②福崎町・姫路市連携ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ふくひめ号）運行社会実験実施について

４．報告事項  ①令和元年 地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰について

        ②前之庄地域ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ社会実験運行（結果報告）・・・姫路市報告

５ その他 

6 閉  会 

【配布資料】 

・会議次第

・委員名簿

・資料１ 巡回ﾊﾞｽ「ｻﾙﾋﾞｱ号」等の利用者区分及びﾊﾞｽ停等について

・資料２ 福崎町・姫路市連携ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ふくひめ号）運行社会実験実施について

・資料３ 令和元年 地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰について

・資料４ 前之庄地域ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ社会実験運行（結果報告）



■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 池田 広幸 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 水 田 節 男 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　副執行委員長 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）

三輪 一朝 住民代表

14
福崎町議会議員
（総務文教常任委員会）

石野 光市 住民代表

15 副町長 近 藤 博 之 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

三宅 豊文

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～令和  2 年 3 月 31 日)

各種団体

運送事業者・
組織団体等

福崎町議会



巡回バス「サルビア号」等の利用者区分及び
バス停等について

1

令和元年度 第２回福崎町地域公共活性化協議会
令和元年７月１９日（金）

(資料１）

協議事項等（１）



（１）巡回バス等の定期券 福祉対象者の追加について（案）

2◎ 福祉対象者の区分要件の追加のみ。 （利用料金の変更なし）

【サルビア号関係】



3

【サルビア号関係】



（２）巡回バス等のバス停の新設・移転について（案）

4

【サルビア号関係】



5

112 高橋（神姫バス停）

111 西治（神姫バス停）

【新規バス停の位置図】

【サルビア号関係】



6

39 新町西（アキタケ診療所南）バス停

【バス停の名称変更及び移転の位置図】
【サルビア号関係】



（３）その他・・・参考資料
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①まちなか便の時刻表について

★各路線の時刻表

【サルビア号関係】



8

②郊外便（川西Ａ）時刻表

【サルビア号関係】



9

③郊外便（川西Ｂ）時刻表

【サルビア号関係】



10

④郊外便（川東Ｃ→Ｄ）時刻表
【サルビア号関係】



11

⑤郊外便（川東Ｄ→Ｃ）時刻表
【サルビア号関係】



12

⑥買い物バス（八千種コース）時刻表
【サルビア号関係】



13

⑦買い物バス（大貫コース）時刻表
【サルビア号関係】



14

⑧市川町連携コミバス時刻表（火・木曜日運行）

【３１２号線ルート（火曜日）】 【落合ルート（木曜日）】

【サルビア号関係】



15

〇巡回バス 駅前バス停として２番停留所
の継続的な使用。

【理由】

交流広場の屋根設置工事のため、
２番停留所（～Ｒ1.8.9まで）を使用して
いるがバス利用者から下記の意見あり。

・トイレが近くてよい。
・以前の場所は、通勤者等の通
行により混雑して待ちづらい。
・広い場所なので落ち着いて待てる。

※神姫バス、神崎交通でバス利用者の
聞き取りを実施。⇒ 同様の意見

★駅前（交通広場）バス停留所について

【サルビア号関係】



福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号）
運行社会実験実施について

1

令和元年度 第２回福崎町地域公共活性化協議会
令和元年７月１９日（金）

(資料２）

協議事項等（２）



2

1.運行社会実験（案）について
【ふくひめ号関係】



3

【運行計画・ルート及びダイヤについて】

計１２便

【ふくひめ号関係】



4

（Ａ便及びＢ便）

〇Ａ便：福崎駅～工業団地経由～溝口駅 〇Ｂ便：溝口駅～工業団地経由～溝口駅

朝１便 夕方以降２便 計３便 朝１便 夕方１便 計２便

【ふくひめ号関係】



5

（Ｃ便及びＤ便）

〇Ｃ便：溝口駅→福崎駅 〇Ｄ便：文化センター→溝口駅・福崎市街
→文化センター

朝１便 夕方以降２便 計３便 朝～夕方 ４便

【ふくひめ号関係】



6

（時刻表 Ａ・Ｂ・Ｃ便 → 主に通勤用） 【ふくひめ号関係】

ＪＲ

ＪＲ

ＪＲ ＪＲ

ＪＲ ＪＲ

ふくひめ号 ふくひめ号 ふくひめ号



7

（時刻表 Ｄ便 → 主に市町間連携用）

※４便目については、
溝口セブン-イレブン前
で、９：４２発マリア病院
方面行き神姫バスと
接続するダイヤとなって
いる。

【ふくひめ号関係】

ＪＲ

ふくひめ号
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２．利用料金
【ふくひめ号関係】



9

３．目標収支率・目標利用者数
【ふくひめ号関係】



令和元年６月１３日・・・福崎町地域公共交通活性化協議会で概略説明

令和元年６月２４日・・・姫路市公共交通会議にて協議→承認済

令和元年６月２５日・・・連携団体協議

（仮称：ふくひめ号運行社会実験実施協議会開催）

令和元年７月１７日・・・工業団地協議会にて説明会開催

令和元年７月１９日・・・福崎町地域公共交通活性化協議会で協議

令和元年１０月１日・・・ふくひめ号運行開始（運行開始式開催予定）

令和元年１１月頃・・・・アンケート調査実施（住民、利用者、企業等）

令和２年１月末頃・・・・令和２年度運行体制協議予定→４月からの運行体制
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【スケジュール等】
【ふくひめ号関係】















前之庄地域デマンド型乗合タクシー
社会実験運行（結果報告）

（報告事項２）

令和元年７月１９日（金） 姫路市交通計画室

（資料４）



社会実験の概要について①

◆ 事業手法

道路運送法第２１条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業

◆ 運行地域

・夢前町前之庄地域

◆ 運行期間等

【期間】平成３１年（2019年）１月２１日（月）～同年３月２９日（金）
【運行日】月曜日、水曜日、金曜日（祝日及び振替休日は除く）

◆ 運行事業者（公募による決定）

・神崎交通株式会社

◆ 本格運行移行のための目標

①１運行あたりの平均乗車人員 １．３人
②利用者負担と公的負担の割合 １ ： ２以内

1

【前之庄乗合タクシー】



・地域内ルート（月曜日）

＜行き＞ ９：００、９：１５、９：３０

＜帰り＞ １０：００、１０：３０、１１：００

［ 料金 ］ 100円～300円

・福崎町ルート（水曜日及び金曜日）

＜行き＞ ９：００ （旬彩蔵まで）

＜帰り＞ １２：３０（福崎駅前から）

［ 料金 ］ 500円～3,500円

県道23号

県
道
67
号

前之庄
地域

ﾗ・ﾑｰ ﾗｲﾌ

ﾌﾚｯｼｭ
ﾊﾞｻﾞｰﾙ

福崎駅

JR播但線

旬彩蔵

中国自動車道

凡例
：乗合タクシー利用（前之庄地域内ルート）
：乗合タクシー利用（福崎町ルート）
：福崎町コミュニティバス（巡回バス【サルビア号】）利用

社会実験の概要について②

◆ 運行内容

2

【前之庄乗合タクシー】



社会実験結果（前之庄地域）

◆ 利用実績

◆ 利用者負担及び公的負担

運行回数 運行日数 乗車人員（合計） 平均乗車人員

１８回 ９日 １５２人 ８．４人

ルート別 運行回数 運行日数 乗車人員 平均乗車人員

地域内ルート ６回 ３日 ５９人 ９．８人

福崎町ルート 【合計】 １２回 ６日 ９３人 ７．８人

（水曜日） ２回 １日 ２２人 １１．０人

（金曜日） １０回 ５日 ７１人 ７．１人

利用者負担
（運賃）

公的負担
割合

（利用者負担 ： 公的負担）

運行経費
［事務費除く］

（利用者負担＋公的負担）

５２，４００円 ３４，１２０円 １ ： ０．６５ ８６，５２０円

3

【前之庄乗合タクシー】



アンケート結果（前之庄地域）①
◆ アンケート調査の概要
・利用登録者１４３名（利用者４６名、非利用者９７名）に対し、自治会を通じアンケート調査を実施
［回答］１０５通（利用者２８通、非利用者７７通）

◆利用者（２８名）の主な回答

質問内容 主な意見

乗合タクシー利用方法
・利用してみて理解できた（17名）
・理解できた（9名）

主な利用施設【複数回答】
【地域内】飲食店（9名）
【福崎町】ライフ（19名）、旬彩蔵（18名）、もちむぎのやかた（8名）ほか

良かった点【複数回答】 ・複数名での利用で料金が下がった（13名）

改善点

時間

【地域内】＜往路＞社会実験時より遅めの出発があると良い（3名）
＜復路＞午後発があると良い（7名）

【福崎町】＜往路＞社会実験時と同じくらい（6名）
＜復路＞もう少し遅めの午後発があると良い（6名）

本数 ・両ルートとも2～3本程度（地域内：3名、福崎町：7名）

料金
【地域内】200円（3名）
【福崎町】300円（9名）

福崎町内の移動
・時間に余裕が無い（13名）
・乗り換え時に乗れない（10名）
・福崎町内の買物等活用チラシを見て行き先を決定した（7名）
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【前之庄乗合タクシー】



アンケート結果（前之庄地域）②

◆非利用者（77名）の主な回答

質問内容 主な意見

乗合タクシー利用方法
・説明会で理解できた（18名）

・理解できた（16名）

利用しなかった理由
【複数回答】

・まだ自分で運転できるから（36名）

・料金が高い（29名）

・知人や家族に頼んでいる（21名）

（その他意見）
・１人で予約しようとしたが、高額になるので利用しなかった
・乗り場が遠く、荷物を持つと長く歩けない

利用しようと思う動機
【複数回答】

・自分で運転できなくなる（35名）

・知人や家族に頼めなくなる（29名）

・料金が安くなる（18名）

（料金に対する具体的な意見）
【地域内】 100円（５名）
【福崎町】 500円（５名）、300円（3名）、200円（3名）

5

【前之庄乗合タクシー】



アンケート結果（事業者）
◆アンケート調査の概要
・各事業者へアンケート調査及びヒアリングを実施

◆神崎交通株式会社（前之庄地域）の主な回答

質問内容 主な意見

予約方法の課題 ・問題なし

社会実験
運行内容

曜日 ・運行日前日の予約確認連絡は、日曜や祝日を避けてほしい

時間
・神種地区が広域なため、決められた時間内にドア・ツー・ドアでの運
行することが難しい

乗降場所 ・復路の降車は、自由に行われる方が利用者の利便性が上がる

事務所体制 ・複数名利用の時に、予約者の照合に時間がかかった

当日キャンセル ・当日キャンセル先の連絡先を明確にする必要がある

本格運行
に向けた
課題

台数 ・2～3台（大型1台、中型2台）程度

曜日
・火曜日、木曜日、土曜日が良い
（予約確認連絡の対応が困難な、日曜や祝日を避けるため）

通年運行での課題 ・冬季の降雪時の対応を検討する必要がある

事務所体制 ・地域内ルートで往路9時、復路11時の場合、乗務員確保が困難
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【前之庄乗合タクシー】


