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地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　本市には、公共交通の利用が不便な地域が存在しており、地域の人口減少や高齢者の免許返納等により、移動が
困難な住民の移動手段を確保する必要性が増している。
　また、路線バスにおいては、交通事業者を取り巻く経営環境の厳しさが増すなか、利用者が少ない不採算路線につ
いては、交通事業者単独による維持が困難となっている。
　このような中、本市では、公共交通の利用が不便な地域において、住民の移動手段の確保と将来的な地域公共交通
の維持を目的として、生活交通確保維持改善計画を策定し、「ふれあい交通運行事業」及び「生活交通確保維持事業」
を実施している。

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和５年　１月　２６日

協議会名： 大分市地域公共交通協議会

評価対象事業名： 令和４年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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【一次評価 】 本協議会が自ら評価・分析した事業の実施状況に関する評価

【二次評価 】 九州運輸局に設置した第三者委員会が評価
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令和５年度

生活交通確保維持改善計画

策定

【計画策定に関する協議】

・R4第1回協議会

（R4年6月3日開催）

令和４年度
生活交通確保維持改善計画
策定

【計画策定に関する協議】

・R3第1回協議会

（R3年6月14日開催）

【計画変更に関する協議】

・R3第2回協議会（書面）

(R3年8月25日開催）

・書面報告

(R3年12月28日報告）

・書面報告

（R4年3月14日報告）

令和４年度第３回

大分市地域公共交通

協議会（今回）

令和６年度

生活交通確保維持改善計画

一

次

評

価
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協議会名：大分市地域公共交通協議会 令和5年1月26日

評価対象事業名：令和４年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

クリスタルシティタクシー株式会社
（19）大黒ルート

大黒～佐賀関の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（16）木佐上ルート（神崎中学校前：往路）

木佐上～神崎中学校前の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（17）木佐上ルート（神崎中学校前：復路）

木佐上～神崎中学校前の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（18）大志生木ルート

大志生木1～大志生木の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（13）一木ルート

一木～浜入口の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（14）木佐上ルート（馬場：往路）

木佐上～馬場の運行

ワーカーズコープタクシー有限会社
（15）木佐上ルート（馬場：復路）

木佐上～馬場の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（10）屋山ルート

屋山～坂ノ市の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（11）折立ルート

折立～坂の市小学校前の運行

クリスタルシティタクシー株式会社
（12）道尻ルート

道尻～坂の市小学校前の運行

大分タクシー株式会社
オーケーはとタクシー株式会社
（6）中野ルート

中野～戸次の運行

野津原タクシー有限会社
（7）上石合ルート

屋形木～野津原支所の運行

大分シティタクシー株式会社
（8）延命寺ルート

延命寺～坂ノ市の運行

弓立～判田局前の運行

オーケーはとタクシー株式会社
大分タクシー株式会社
（4）赤仁田ルート

赤仁田～判田局前の運行

大分タクシー株式会社
オーケーはとタクシー株式会社
（5）樫原ルート

樫原～判田局前の運行

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

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

大分はとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
（1）弓立ルート（通常便：戸次）

弓立～戸次の運行 （令和2年度の事業評価結果）
　評価の指標は、
　　①年間利用者数
　　②稼働率
　　③地域検討会の開催状況
　　④検討会等への参加者数
　毎年、実際に利用している利用者が
参加する「地域検討会」を路線ごとに開
催し、利用状況の確認及び運行日・時
刻の見直しを行い、また、バス事業者と
のワーキング会議などをもとに、利用者
数の増加に向け沿線住民を対象とし
た、バス乗り方教室や時刻表の配布を
実施し、幹線との乗り継ぎ時刻の調整
を図るなど、利用促進に取り組まれて
いることを評価します。
　①年間利用者数、②目標稼働率の目
標が、新型コロナウイルス感染症の影
響で達成できなかったため事業評価は
Bとなっているが、他の目標値（③地域
検討会の開催状況、④検討会等への
参加者数）は目標を達成している。
　今後について、With/Aftarコロナを見
据えた対策が検討されることを期待し
ます。
また、引き続き利用者のニーズ、利用
実態を把握し、継続的に協議を進めて
行くことにより持続可能な旅客運送
サービスの提供の確保がなされること
を期待します。

（反映状況）
　利用者ニーズや利用実態の把握のた
めに、引き続き地域検討会を開催し、
利用者から出た意見や要望に基づき、
運行ルート・運行時刻表の見直しを行
い、利便性の向上及び利用促進に努め
た。

A

計画どおり事業は適切に実
施された。

B

①目標利用者数8,000人/年に対して8,389人
（達成率104.9％）であった。
②目標稼働率（実績運行日数/運行可能日
数）45％以上に対し、59.0％であった。

（目標を上回った理由）
　目標利用者数、稼働率ともに、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を考慮し、令和２年
度の実績をもとに設定した値である。
　近年の新型コロナウイルス感染症の影響
により、外出を控える登録者や、施設の送迎
等を利用する登録者が増えたことが、一部
ルートにおいて利用者数減少の一因となっ
ているものの、新規ルートで多くの利用が
あったこと等により、ルート全体の利用は増
加した。

③地域検討会の目標開催回数1路線につき
1回以上（計30回以上）に対し、27回開催し
た。
④検討会、説明会等の目標参加者数400人
以上に対し、実際の参加者数は356人であっ
た。

（目標を下回った理由）
　地域検討会は各ルート年１回の開催として
いるが、本年度においては、新型コロナウイ
ルス感染症の状況を鑑み、自治会との協議
の上、未開催としたルートがあった。
　また、運行説明会については、同様の理由
により全ルート未開催となったが、代替とし
て、一部ルートにおいては、利用方法や運行
計画、利用状況のお知らせをするチラシを回
覧し、利用促進に努めた。

クリスタルシティタクシー株式会社
（9）市尾ルート

木田南部～坂ノ市の運行

●引き続き、ルートごとに毎年開催する「地
域検討会」を継続する中で、地域の実情や
利用者ニーズの変化に対応した見直しを
行いながら、利用者・交通事業者・行政の
協働で、以下の事項に取り組む。
・利用実績の評価及び検証
・地域住民の利用ニーズの把握
・次年度の運行計画の検討
・利用促進

●市内の新型コロナウイルス感染状況を
見ながら、自治会と協議の上「運行説明
会」の再開を検討するとし、新規利用者の
拡大を図るため、事業内容や利用方法等
について、登録者だけでなく地区全体への
周知に努める。

●引き続き、停留所に標柱・ベンチの設置
を進め、利用環境の向上を図る。

●引き続き、制度紹介チラシや利用状況報
告のチラシを回覧するほか、自治会と連携
し、地域への制度説明会を開催する等、広
報活動を行うことで、地域全体への周知を
図り、新規利用者の拡大に繋げる。

大分はとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
（2）弓立ルート（通学便：戸次）

弓立～戸次の運行

大分はとタクシー株式会社
大分シティタクシー株式会社
（3）弓立ルート（通常便：判田）

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に位

置付けられたとおり、適

切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に位

置づけられたとおりに実

施されていない点があっ

た

Ｃ評価：事業が計画に位

置付けられたとおりに実

施されなかった

目標・効果達成状況の

評価基準

Ａ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成した

Ｂ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成できていない点が

あった

Ｃ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成できなかった
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協議会名：大分市地域公共交通協議会 令和5年1月26日

評価対象事業名：令和４年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

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

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

A

①目標利用者数62,354人/年に対して82,516
人（達成率132.3％）であった。

（目標を上回った理由）
　目標利用者数は、新型コロナウイルス感染
症の影響を考慮し、令和２年度の実績をもと
に設定した値である。
　臼関線においては新型コロナウイルス感
染症の影響により利用が回復しなかったが、
机張原線・柞原線・大分市内線においては
想定より利用が回復したことから、ルート全
体としては目標値を上回る結果となった。
　本年度においては、新たに沿線住民との
意見交換会を開催し、バス会社の現状やバ
ス利用が低迷している旨を説明し、路線維
持のためのバス利用の意識づけを行った。
　また、沿線住民に対し、路線バス時刻表
や、バスロケーションシステム「バスどこ大
分」、運賃割引サービス「休日ファミリー割
引」などバス利用に関する情報を掲載したチ
ラシ「公共交通ナビ」の回覧・配布を行った。

●沿線住民への意識づけ
　意見交換会開催後の利用状況の変化に
ついて効果検証を行う。利用状況やバス時
刻表を回覧配布し、路線維持のためのバ
ス利用の意識づけを行う。

●沿線施設との連携、利便性向上
　バス利用を促進するため沿線施設（商業
施設や病院）にバス時刻表を常備する。

臼津交通株式会社
(21)臼関線

佐賀関～下浦

大分交通株式会社
(22)机張原線

5号地大交車庫前～田室町
～机張原

大分交通株式会社
(23)柞原線

5号地大交車庫前～田室町
～柞原

A

大分交通株式会社
(26)大分市内線

大分駅前～新川～中大山

大分交通株式会社
(27)大分市内線

大分駅前～西春日町～下坂本

計画どおり事業は適切に実
施された。

※台風や道路の交通規制に
よる運休あり。（要綱に定め
るやむをえない事情として認
められたもの）

臼津交通株式会社
(20)臼関線

佐賀関～臼杵
（補助対象：大分市内分のみ）

（令和2年度の事業評価結果）
　評価の指標は、
　　①年間利用者数
　　②稼働率
　　③地域検討会の開催状況
　　④検討会等への参加者数
　毎年、実際に利用している利用者が
参加する「地域検討会」を路線ごとに開
催し、利用状況の確認及び運行日・時
刻の見直しを行い、また、バス事業者と
のワーキング会議などをもとに、利用者
数の増加に向け沿線住民を対象とし
た、バス乗り方教室や時刻表の配布を
実施し、幹線との乗り継ぎ時刻の調整
を図るなど、利用促進に取り組まれて
いることを評価します。
　①年間利用者数、②目標稼働率の目
標が、新型コロナウイルス感染症の影
響で達成できなかったため事業評価は
Bとなっているが、他の目標値（③地域
検討会の開催状況、④検討会等への
参加者数）は目標を達成している。
　今後について、With/Aftarコロナを見
据えた対策が検討されることを期待し
ます。
また、引き続き利用者のニーズ、利用
実態を把握し、継続的に協議を進めて
行くことにより持続可能な旅客運送
サービスの提供の確保がなされること
を期待します。

（反映状況）
　新たに沿線住民との意見交換会を開
催し、路線維持のためのバス利用の意
識づけを行った。また、沿線住民へバス
時刻表を回覧、配付し、住民の利便性
向上や周知を行った。

大分交通株式会社
(24)机張原線

5号地大交車庫前～西春日町
～机張原

大分交通株式会社
(25)柞原線

5号地大交車庫前～西春日町
～柞原

事業実施の評価基準

Ａ評価：事業が計画に位

置付けられたとおり、適

切に実施された

Ｂ評価：事業が計画に位

置づけられたとおりに実

施されていない点があっ

た

Ｃ評価：事業が計画に位

置付けられたとおりに実

施されなかった

目標・効果達成状況の

評価基準

Ａ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成した。

Ｂ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成できていない点が

あった

Ｃ評価：事業が計画に

位置付けられた目標を

達成できなかった
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大分市地域公共交通協議会 （大分県大分市）

概 要

【ふれあい交通運行事業】

運行主体：大分市タクシー協会

本市の公共交通は、大分駅を中心に、鉄

道が東西にJR日豊本線、南北にJR豊肥本

線及びJR久大本線が敷設し、路線バス網

が郊外に向かって放射状に伸びている。ま

た、公共交通の利用が不便な地域では、コ

ミュニティバス「ふれあい交通」を運行して

いる。

事業名：令和４年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

合併状況：平成１７年１月に１市２町が合併

人 口：４７万６５５６人 （令和４年１２月３１日現在）

面 積：５０２.３９平方キロメートル

過疎地域等指定：過疎地域とみなされる区域のある市町村

高齢化率：２８．１％（令和４年１２月３１日現在）

補助対象の系統数：２７系統（確保維持事業のみ）

自治体負担額：R2:21,581千円、R3:32,786千円、 R4見込36,712千円(確保維持事業のみ)

協議会開催数：協議会７回、書面報告１回（令和３年４月～令和４年３月の開催数）

計画、目標（Ｐｌａｎ）

生活交通確保維持改善計画等の取組み（Ｄｏ）

実施状況、目標の達成（Ｃｈｅｃｋ）

今後の課題、対応（Ａｃｔｉｏｎ）【ふれあい交通運行事業】

●路線ごとに毎年開催する「地域検討会」を継続して開催し、地域の実情や利用者ニーズの変化に対応
した見直しを行う。

●「運行説明会」を開催し、地域全体へ、制度や利用方法、運行計画の周知及び利用促進を図る。

●引き続き、停留所に標柱・ベンチの設置を進め、利用環境の向上を図る。
●制度紹介や利用状況報告のチラシを回覧するほか、地域への制度説明会を開催する等、広報活動を行
うことで、地域全体への周知を図り、新規利用者の拡大に繋げる。

基礎データ

現在、３２路線を運行中の「ふれあい交

通」は、交通の不便な地域からバス停ま

で繋いでおり、そこから路線バスに乗り

換えれば市内中心部まで移動可能なネットワークを形成している。
主な利用者は高齢者で「長寿応援バス※」の制度を利用し、バス停でバスに乗り
換えて移動している。また、スクールバスの代替として、一部路線で通学便を運行し
ており、小学生に利用されている。

【ふれあい交通運行事業】

①目標利用者数8,000人／年に対して、8,389人（達成率104.9％）であった。
②目標稼働率（実績運行日数/運行可能日数）45％以上に対し、59.0％であった。
③目標地域検討会開催回数1ルートにつき1回以上（計30回以上）に対し、27回の開催であった。
④目標説明会等の参加者数400人以上に対して、356人であった。

【生活交通確保維持事業】

運行主体：臼津交通株式会社、大分交通株式会社

本市の路線バスにおいては、交通事業者を取り巻く経営環境
が厳しさを増すなか、利用者が少ない不採算路線については、
交通事業者単独による維持が困難となっている。

平成31年2月より臼津交通（株）の臼関線（佐賀関～下浦間）
に支援を開始し、令和2年4月より大分交通（株）の机張原線、
柞原線、大分市内線に支援を開始した。

通勤や通学等にも利用されており、沿線住民にとってかかせ
ない移動手段である。

【生活交通確保維持事業】
①目標利用者数62,354人／年に対して、82,516人(達成率132.3%)であった。

【ふれあい交通運行事業】

実際の利用者が参加する「地域検討会」を路線ごとに開催し、前年度の利用状況の確認や、意見交換を
行った。検討会の中で利用者から出た意見や要望に基づき、運行ルートや時刻表を変更した。

【生活交通確保維持事業】
沿線住民との意見交換会を開催し、バス会社の現状やバス利用が低迷している旨を説明し、路線維持
のためのバス利用の意識づけを行った。また、沿線の住民に対し、路線維持のためのバス利用のお願い
を掲載した時刻表や、「バスどこ大分」や休日ファミリー割引などバス利用時のお得な情報を掲載した「公
共交通情報ナビ」を回覧、配付した。

【生活交通確保維持事業】

●意見交換会開催後の利用状況の変化について効果検証を行う。利用状況やバス時刻表を回覧配布し、
路線バス維持のためのバス利用の意識づけを行う。

●沿線施設に最寄りの停留所の時刻表を設置するなど、バス利用の利便性の向上と周知を行う。

※市内に住む６８歳以上の高齢者が、市内の路線バスを利用する際、市が発行する「長寿応援バス乗車証」

をバスの乗務員に提示することで、市内一律１乗車につき、利用者負担額１５０円（現金）で乗車できる制度。

本市の郊外においては、公共交通の不便な地域が存在し、住民の
日常生活の移動手段を確保する必要性は増大している。
このような中、本市では、公共交通の不便な地域において、住民の日常生活の移動手段を確保し､地域公共
交通の確保及び維持を図ることを目的として、「ふれあい交通運行事業」及び「生活交通確保維持事業」を実
施している。
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