
  

四万十市 

（「ふれ愛タクシー」、「ふれ愛号」） 

導入形態 デマンド型乗合タクシー、バス 

導入地区 

(導入開始) 

西土佐地域、中村地域(後川エリア)(H23.3月～) 

中村地域(富山･蕨岡(東西)エリア)(H24.3月～) 

中村地域（八束地区）（H25.10月～） 

運行 

主体 

（西土佐）㈲西土佐交通   （後川・西富山・蕨岡）高知西南交通㈱ 

（東富山・蕨岡・八束）四万十市ハイヤータクシー組合 

※四万十市ハイヤータクシー組合では、H27.11より４社が１週間交代で運行 

運行台数 
（西土佐）ワゴン車 ３台   （後川）ワゴン車 １台   （西富山・蕨岡）ワゴン車 １台 

（東富山・蕨岡）タクシー車両１台＋予備車２台   （八束）タクシー車両１台＋予備車１台 

運行形態 

・便数 

・区域運行（西土佐地域：各エリア～江川崎、中村地域：各エリア～中村市街地） 

・路線不定期運行（中村地域：八束線（名鹿地区～中村駅）） 

・西土佐地域（中部エリアを除く）の朝一便目のみ、路線定期運行 

・エリアにより、１日４～１１便。八束線は、１日３往復。 

運行日 
西土佐・後川・東富山・西富山・蕨岡  月～土曜日（日祝日、年始１／１～３は運休） 

八束  月・木曜日（祝日、年始１／１～３は運休） 

運賃 

（西土佐、後川）エリア内：２００円、２エリア：３００円 ※西土佐エリアは通学・通院利用に限り無料。 

（富山・蕨岡）エリア内：２００円、２エリア：３００円、２エリアを超えるもの：５００円 

（八束）１００円～７００円               ※小学生以下及び障害者は半額。    

予約受付 

（西土佐・後川・富山・蕨岡）予約受付センター（ＪＲ予土線江川崎駅内） 

（八束）四万十市ハイヤータクシー組合 

※八束線以外は、会員登録（無料）が必要 ※月～土 ７：００～１８：００受付（運休日除く） 

（八束線は、８：００～１８：００受付） 

※朝いちの便は前日まで。それ以外は、利用したい便の出発１時間～２時間前まで。 

協議機関 四万十市地域公共交通活性化協議会（市、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県 等） 

財源対策 無し 

利用実績 
 

 ①西土佐エリア ②東富山・東蕨岡エリア ③八束地区 ④後川エリア ⑤西富山・西蕨岡エリア 

Ｈ 

24 

利用人数 3,469人 2,705人  1,273人 986人 

利用料金 522,700円 1,086,050円  375,900円 453,450円 

市負担額 13,684,650円 11,226,138円  2,823,000円 2,642,000円 

Ｈ 

25 

利用人数 3,757人 2,977人 108人 1,244人 998人 

利用料金 595,600円 1,106,150円 53,100円 359,700円 442,550円 

市負担額 13,855,800円 6,881,112円 937,650円 4,943,000円 4,675,000円 

Ｈ 

26 

利用人数 3,724人 3,200人 378人 1,161人 1,010人 

利用料金 598,600円 1,168,650円 181,800円 324,377円 418,250円 

市負担額 13,694,400円 7,087,305円 1,903,525円 5,870,000円 5,181,000円 

※八束地区のH25年度実績は、H25.10月～H26.3月の実証運行期間のもの。 

※市負担額：①～③は委託料。④～⑤はH25から運行補助金（H24.10～H25.9分）として支出。 

運行に至った経過・作業等 

(H21年)３月 四万十市地域公共交通活性化協議会 設立総会 

    ９～１０月 アンケート調査、利用者ヒアリング調査 

(H22年)３月 四万十市地域公共交通総合連携計画書 策定 

(H23年)３月 西土佐・後川地域で実証運行開始 

    １２～Ｈ２４.１月 運行エリア拡大について、住民説明会 

(H24年)３月 富山・蕨岡地域に運行区間拡大 

    ４月 西土佐で一部運行形態・運行時間見直し 

(H25 年)４月 四万十市デマンド交通本格運行開始。後川で減便、東富山・蕨岡で配車台数の変更、市街地エリアの乗

降場所を追加。 

    １０月～八束地区で路線不定期運行路線の実証運行（H26年１０月～本格運行） 

今後に向けての課題 

・利用実績をもとに、運行形態、便数等の見直しを行い、利便性を損なわないように運行経費の削減を図る。 
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大豊町 

導入形態 デマンド型乗合タクシー 

導入地区 

(導入開始) 
町内全域（H18.5.1～） 

運行 

主体 

・㈲大杉ハイヤー  ・㈲大豊ハイヤー  ・豊永観光㈲ 

※３社での共同運行。運行は２週間ごとのローテーション 

運行台数 ４人乗り車両３台（各社１台ずつ）＋９人乗り車両２台 

運行形態 

・便数 

・町内１４エリア～目的地までの区域運行（利用者宅～下記４か所） 

・①大豊町役場周辺  ②大豊町総合ふれあいセンター周辺  ③本山町役場周辺 

④高知日赤病院周辺  の４か所を行き先に設定 

・１日１便（不定期） 

運行日 週３日（月・水・金）運行 

運賃 
片道料金：町内 ５００円、本山町 １，０００円、高知市 ２，０００円 

※福祉タクシーチケットの利用可。 

予約受付 利用日の前日１７時までに受付（３社共通の電話番号）に予約 

協議機関 
大豊町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県 等） 

財源対策 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（通常は過疎債）  

利用実績 

 H24年度 H25年度 H26年度 

延べ輸送人員 ７５２人 ７９６人 ８１４人 

延べ運行台数 １８４台 ２１１台 ２５７台 

１台当乗車人数 ４．１人 ３．８人 ３．２人 

運行助成金※ 1,425,100円 1,624,600円 1,802,900円 

 

※タクシー事業者が高知運輸支局に届出た料金と、実際の運賃収入の差額 

 １人乗車があった場合、１人分の乗車料金を助成 

運行に至った経過・作業等 

(H17年) ４月 地域交通の意見交換会（高齢者を中心とした交通弱者の足の確保について） 

        高知県ハイヤー協会来庁（乗合タクシー特区申請について協力依頼） 

     ６月 高知県ハイヤー協会「大豊町乗合タクシー特区構想」提案書を国に提出 

     ７月 「特区構想」について、国土交通省から現行の制度で運行できるとの回答 

     10月 乗合タクシー制度について説明会 

     11月 乗合タクシーについて協議 

(H18年） １月 高知県の移動サービスを考える会主催、移動サービス学習会 

     ２月 四国運輸局へ乗合タクシー制度申請 

     ３月 高知運輸支局からハイヤー業者３社に許可証交付 

        大豊町交通問題を考える会を設立 

     ５月１日 乗合タクシー 運行開始 

(H23年) １月 地域公共交通会議を開催  

        乗合タクシー継続運行申請に伴う会議 

     ３月 四国運輸局へ乗合タクシー継続運行申請 

     ４月 高知運輸支局からハイヤー業者３社に許可証交付 

今後に向けての課題 

数名で乗り合わせた際、最初に乗った乗客の目的地と、２番目３番目に乗ってくる乗客の乗車地が、必ずしも運行ル

ート上でつながるわけではないので、最初の乗客の乗車時間が長くなり、負担となっている。 

往復の場合、帰りも同様。 
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いの町 

導入形態 デマンド型乗合タクシー 

導入地区 

(導入開始) 

①小野（H19.9月～） 

毛田、成山地区（H20.10月～） 

②吾北、中追、横藪・蔭地区（H24.6月～） 

運行 

主体 

①㈲明神ハイヤー 

②㈲吾北ハイヤー（吾北地区）、大はらハイヤー（中追地区） 

 ㈲明神ハイヤー（横藪・蔭地区） 

※高知県ハイヤー協会いの支部と協議、手順を踏んで選定。 

運行台数 

①５台（予備車１台必要） 

②３台（最低車両数：２台） 

※道路運送法第４条許可申請における処理方針で、最低車両数が決められている。 

運行形態 

・便数 

①（路線定期運行＋予約運行） 

 １日３便、廃止路線バス停～いの町中心部 

②（区域運行＋バス停への着時間設定→路線バスへ接続＋予約運行） 

 路線バスの通過時刻に合わせて運行、自宅付近～最寄りのバス停 

運行日 
①小野地区：毎日運行  毛田地区：毎週火・金曜  成山地区：毎週水・金曜 

②毎日運行（吾北地区では、集落ごとに予約優先曜日あり） 

運賃 
② 乗車１人 ３００円（成山地区は５００円） 

②１乗車１人 ３００円            ※小児運賃半額 

予約受付 
①朝1便目は前日まで 昼・夜便は利用する３時間前までに運行業者に予約 

②利用日前日の９時～１９時の間に、運行業者に予約 

協議機関 
いの町地域公共交通活性化協議会、いの町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県、警察、道路管理者、学識経験者 等） 

財源対策 過疎債等 

利用実績 

 H24年度 H25年度 H26年度 合計 

①小野、毛田、 

成山地区 

輸送人員 1,273人 1,151人 975人 3,399人 

運賃収入 471,350円 433,900円 385,750円 1,291,000円 

運行委託料※ 2,047,840円 1,792,930円 1,507,180円 5,347,950円 

②吾北、中追、 

横藪・蔭地区 

輸送人員 1,403人 4,354人 4,637人 10,394人 

運賃収入 418,500円 1,301,100円 1,390,050円 3,109,650円 

運行委託料※ 1,839,190円 5,027,960円 7,853,820円 14,720,970円 

※１運行ごとの実際のタクシーメーター料金で委託契約（運賃は町収入としているので、実質差額を負担。） 

運行に至った経過・作業等 

 

（S45年）１１月～ 県交通の路線廃止に伴う代替路線（町営：市町村有償運送）として、１日３便運行開始。 

（H19年）９月～  定時制デマンド式乗合タクシーに移行（小野線） 

（H20年）１０月～ 毛田（毎週火曜日）、成山（毎週水曜日）地区に延伸 

（H23年）９月～ 毛田・成山地区 毎週金曜日運行開始（週２日運行） 

（H24年）６月～吾北地区、中追地区、横藪・蔭地区に運行範囲拡大（毎日運行） 

（H25年）４月～吾北地区内の県北部交通休止区間（思地～若宮）に運行範囲拡大 

 

今後に向けての課題 

・過疎地域・山村振興地域以外の交通空白地域の解消 
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いの町 

導入形態 公共交通空白地有償運送 

導入地区 

(導入開始) 
本川地区（H23.4月～） 

運行主体 社会福祉法人 いの町社会福祉協議会 

運行台数 ２５台 ※すべて運転者の自家用車 

車両設備 

有償運送車両の表示「運送者・有償運送車両・登録番号」（マグネットシート） 

公共交通空白地有償運送 登録証の写し、運転者証 

損害賠償保険に全車加入 

対人：無制限、対物：３００万円以上、搭乗者：５００万円以上 

運転者 

２１名  ※区長、民生委員、社協職員、森林組合職員、町職員（兼務） 等（稼働運転者数 ６名） 

報酬 売り上げの８５％（残りは社協） 

自己負担 車検・修理費、自動車保険料、燃料代 

要件 免許取得後５年以上経過した人で、78歳以下の人 

運行時間 特に制限なし（利用日の３日前までに予約） 

運賃 
初乗り６㎞未満 ５００円＋６㎞超過後は１㎞あたり１００円増額（１㎞に満たない部分は切り捨て） 

待ち時間：３０分あたり１００円  迎車（行政区を超えるもの）：２００円 

運行範囲 いの町本川を発地もしくは着地とする範囲 

登録会員 本川地区住民のうち ６０名（年会費 １，０００円）  

連絡体制 

⑥運送（料金支払いもこの時）                ⑦帰り（空車） 

 

                 ⑤迎え        

                         

            ④配車連絡             ③引受 

 

① 予約申込                 ②連絡 

協議機関 

いの町有償運送運営協議会 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県、警察、道路管理者、学識経験者 等  

 ※いの町地域公共交通活性化協議会と同一委員      ） 

役場負担 初期費用：ステッカー代、連絡用携帯電話代、市町村有償運送等運転者講習受講料 

利用実績 

（H24年度）件数：２３９件  売上：７０８，３００円 

（H25年度）件数：３０２件  売上：８４７，３００円 

（H26年度）件数：１２１件  売上：６３８，３００円 

運行に至った経緯の概要・作業等 

（H17年）地元タクシー業者 廃業 

交通網が貧弱な本川地区では、日常生活に車が不可欠であるが、車を運転しない（できない）高齢者などの地域

住民にとって、不便な状態が続いていた。 

 （H22年）11月 いの町有償運送運営協議会 設置 

      12月 本川地区交通空白地有償運送について地区住民への説明会（町主催） 

 （H23年）１月 社会福祉法人 いの町社会福祉協議会を運営主体者として、取り組み開始 

        （研修、講習会、運転者への説明会、交通安全講習会 等） 

３月 2回目 住民説明会 

   具体的な運営方法について、運営協議会で承認 

４月 運行開始（実質運行開始は ６月） 

 （H25年）４月 運送料金の見直し（１㎞あたり１００円→現行） 

         近距離（本川地区内）での利用が７割を超える中での収入の確保と、近距離利用者の利用控えを 

         解消するため。 

今後に向けての課題 

・運転手増員のための資金不足 

・事業運営のための資金確保 

目的地 

運転者 利用者 

いの町社協 
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仁淀川町 

導入形態 路線バス（市町村営） 

導入地区 

(導入開始) 

町内全域（３０路線）(H19.8月～H22.3.31) 

（２９路線）（H22.4.1～） 

※町民バス（９路線）と民間バスを補完 

運行主体 
有限会社 仁淀川観光 

※町からの指定管理者の指定を受ける。 

運行台数 １４人乗り車両 ３台（町所有車両を有限会社  仁淀川観光へ無償貸与） 

運行日・ 

運行ルート 

月曜日：４路線  火曜日：６路線   水曜日：６路線 

木曜日：６路線  第１，３木曜日：１路線 

金曜日：５路線  第１，３金曜日：１路線 

※全て１日１往復運行。 

※祝日は運休。 

※一部デマンド運行区間あり。（前日のお昼までに予約） 

※国道３３号及び国道４３９号では既存のバス停を利用。それ以外は乗降自由区間。 

運賃 

片道 大人２００円（中学生以上）、小人（小学生）１００円  

※身体障害者手帳等を持っている人は半額。 

※幼児（小学校入学前）は無料。 

協議機関 
仁淀川町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県 等） 

財源対策 中山間地域生活支援総合補助金（移動手段確保支援事業）、過疎債（平成２４年度まで） 

利用実績 

 

 H24年度 H25年度 H26年度 合計 

池川（利用者数・往復合計） 3,441人 3,053人 人 人 

吾川（利用者数・往復合計） 4,375人 4,080人 人 人 

仁淀（利用者数・往復合計） 1,867人 1,749人 人 人 

利用者 計 9,683人 8,882人 8,420人 26,985人 

運賃収入 1,766,200円 1,615,000円 1,493,645円 4,874,845円 

運行委託料 14,700,000円 14,700,000円 17,130,000円 46,530,000円 

 

 

運行に至った経過・作業等 

 

仁淀川町行政改革大綱に住民の利便性向上のための見直しが記載される。 

（吾川村実施の患者輸送バスの取扱いが課題として残る。） 

平成17年8月の合併後、12月の住民アンケートから交通弱者の課題が浮かび上がる。 

 

（H18年）  ４月 町長、副町長が地域に伺い懇談会を開催 

       ５月 仁淀川町営バス運行管理検討会を行い、以後協議を重ねる 

        ７月 町職員による地域訪問を実施 

       ８月 既存バス乗客への聞き取り調査を実施 

       12月 町議会定例会でコミュニティバスの設置、管理条例が可決 

（H19年）  ８月 運行開始 

 

今後に向けての課題 

 

・車両の更新 

・運転手の確保 

 

集計中 
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運行路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全て大崎駅を発着 

※上久喜線、上名野川線、橘・上線、中村線、北川線、瓜生野桧谷線、舟形線、余能線、坂本線、岩柄線、安居線、 

椿山線、別枝線、大野 泉線、古田線、高瀬線、沢渡線の一部でデマンド運行。 
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中土佐町 

導入形態 路線バス（民営） 

導入地区 

(導入開始) 

①久礼地区：７系統 

②大野見地区：３系統 

（H25.1月～9月 無料で実証運行 ６系統） 

 ※3月途中より＋１系統となる 

（H25.10月～本格運行） 

（H27.10月に路線再編：計10系統となる） 

運行主体 
㈲中土佐ハイヤー 

※公募型プロポーザル方式により、選定。 

運行台数 
１０人乗りワゴン車 ２台＋予備車（運行主体所有車両） 

※町が購入し、本格運行開始直前に無償譲渡した。 

運行日・ 

運行 

ルート 

曜日 久礼地区 大野見地区 

月曜日 萩原循環線・松の川川崎線 下ル川線 

火曜日 黒石野線・大野鎌田線 萩中線 

水曜日 長沢線・大坂線 高樋線 

木曜日 萩原循環線・松の川川崎線 萩中線 

金曜日 黒石野線・大野鎌田線 下ル川線 

土曜日 長沢線・大坂線 高樋線 

※路線不定期運行。黒石野線には黒石野線（楠の川）を含む 

運賃 
一回の乗降で 大人 １００円、小人 ５０円 

※６５歳以上は無料。（中土佐町高齢者等外出支援・路線バス無料化事業 適用） 

協議機関 
中土佐町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、高知運輸支局、県、警察、道路管理者等） 

財源対策 ・地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統）、過疎債 

利用実績 

 

 H25.1月～H25.9月 H25.10月～H26.9月 H26.10～H27.9月 

久礼地区 大野見地区 久礼地区 大野見地区 久礼地区 大野見地区 

利用人数 1,696人 757人 2,060人 1,098人 1,943人 1,376人 

運賃収入 0円（※１） 315,800円 331,900円 

補助金額 7,118,160円 9,033,000円 （※2） 9,993,000円 （※2） 

※１実証運行期間中は、無料で運行。 

※２国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統）」を含む。 

運行に至った経過・作業等 

（H23年）8月～12月 集落別によるヒアリング及び意見交換会 

（H24年）3月     「中土佐町生活交通再編計画」策定 

11月    住民説明会 

     12月    交通事業者との協議 

（H25年）1月     コミュニティバス（６系統）実証運行 

            同時に利用者アンケート（バス車内に設置、回答） 

            バス乗務員による利用者意見の聞き取り調査 等実施 

     2月     交通事業者との協議（運行の状況や住民の意見等、今後の調整についてのヒアリング） 

3月     生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）策定 

     4月     運行事業者選定（プロポーザル方式） 

     6月     中土佐町公共交通会議 

8月     中土佐町地域公共交通確保維持改善事業による路線運行に関しての協定を締結 

道路運送法第４条一般乗合の許可申請（９月に許可となる） 

     10月～   本格運行開始 

今後に向けての課題 

高齢化による利用者の減少が課題となるが、継続運行するためには利用促進活動や状況に応じた運行内容の変更

を行っていく必要がある。 
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運行路線図 
 
 
 
 
■久礼地区運行路線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■大野見地区運行路線 
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檮原町 

導入形態 交通空白地有償運送 

導入地区 

(導入開始) 

初瀬区、松原区 

（H23.5月～） 

運行主体 ＮＰＯ法人 絆 

運行台数 ５台（うち運転者の自家用車 ３台、町からの無償貸与車両 ２台） 

車両設備 

有償運送車両の表示「運送者・有償運送車両・登録番号」（マグネットシート） 

交通空白地有償運送 登録証の写し、運転者証 

損害賠償保険に全車加入（対人：無制限、対物：無制限、搭乗者：無制限） 

運転者 

２１名  ※退職者、農業者、主婦 等（稼働運転者数 １２名） 

報酬 運転者の自家用車使用：料金の８割  町からの貸与車両使用：料金の６割 

自己負担 車検・修理代、自動車保険料、燃料代、交通空白地有償運送等運転者講習受講料 

要件 交通空白地有償運送等運転者講習受講者・特にないが、目安として７０歳まで 

運行時間 ７：００～２１：００（前日までに予約） 

運賃・ 

運行範囲 

地区内 片道 ３００円 

初瀬区～松原区 片道 ５００円 

初瀬区～檮原町東区、津野町新田 片道 １，０００円 

松原区～檮原町東区、津野町新田、四万十町大正 片道 １，５００円 

登録会員 初瀬・松原区内住民及び親族等  約５００名 

連絡体制 

利用者 → 連絡責任者に申し込み → 登録運転者 → 業務の開始、終了を連絡責任者に連絡 

運転者は、乗務の都度、運行記録を作成 

月に一度、運行記録をもとに、収受した料金から運転者の報酬を精算 

協議機関 
ゆすはら ふっとわーく推進協議会 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、商工会、シルバー人材センター等） 

町負担 

初期費用：車両購入（エスティマ ２台）   

その他：H24年度 移動支援利用促進事業（利用者に対し、５回に１回無料券を配布。） 

    H25,H26年度 移動手段支援利用促進事業委託 

（利用者１人に対し、３００円を町からNPO法人に補助。２５０千円を上限。） 

利用実績 

(H24年度) 件数：９７５件  売上高：８４１，２００円 

(H25年度) 件数：１，３５２件  売上高：９７２，６００円 

(H26年度) 件数：１，０５６件  売上高：９６７，４００円 

運行に至った経過・作業等 

（H17年）高齢者保健福祉計画を作成する際、町内のニーズ調査を行った中で、移動手段確保への要望が上がる。 

（H18年）県内の先進地視察（さわやか高知、大豊町の乗合タクシー） 

（H19年）町の関係部署協働で取り組むことを確認。 

県・地域支援企画員や保健福祉課、須崎福祉保健所の協力（調査票作成、聞き取り調査人員） 

を得て、再度実態調査。結果を分析していく中で、初瀬区・松原区での移動手段確保の必要性が 

浮かび上がる。地区関係者と上勝町有償運送視察。 

（H20年）移動手段の確保を考える意見交換会（２回開催） ハイヤー業者との話し合い（２回開催） 

     タクシー、バス業者に梼原町の実態を説明。 

（H21年）移動手段確保について区長会 

     情報収集活動（島根県飯南町、高知運輸支局問い合わせ） 

（H22年）移動手段確保検討会 再開（高知運輸支局職員を迎えて） 

     ２回目の検討会で初瀬・松原という地区限定について賛意を得る 

町の事業を一部委託することで、業者との合意 

（委託事業：月１回のいきいきふれあい広場への送迎、 

   病院等への送迎用タクシーチケット発行（雲の上いきいきチケット） 

   スクールバス事業（小学校が３校→１校に統合したことに伴う） 

平成２３年３月 ゆすはらふっとわーく推進協議会 設置 

４月 ＮＰＯ法人「絆」設立（初瀬区長 矢野氏が理事長） ５月 交通空白地有償運送業務開始 

→利用者からはおおむね好評。  タクシー事業者からの不満もなし（平成２４年３月時点） 
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今後に向けての課題 

・運転者のモチベーションを保つための取り組み 

 （独自の取り組みとして、車いすの使い方の講習や安全運転講習（警察）を実施） 

・運行範囲の拡大 

・利用者の利便性のアップ（受診の待ち時間の取扱や受診援助などのサービス向上） 

管内図 
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四万十町 

導入形態 路線バス（民営） 

導入地区 

(導入開始) 

①十和地区：H23.9月～４路線 

       H24.8月～＋２路線 

②大正地区：H24.10月～３路線 

③窪川地区：H25.12月～６路線 

④  〃   H27.2月～４路線 

運行主体 
①③④株式会社 四万十交通   ②有限会社 丸三ハイヤー 

※基本的には運行地域の路線バス業者（既存バスの見直しを含むため） 

運行台数 ①12人乗り車両／2台  ②10人乗り車両／1台  ③12人乗り車両／1台  ④25人乗り車両／1台 

運行日・ 

運行ルート 

※別紙 運行ルート図 参照。 

※いずれの路線も、ＪＲ予土線停車駅や診療所へのアクセス、買い物等を意識したダイヤで運行。 

運賃 一回の乗降で １００円 

協議機関 四万十町地域公共交通会議（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局 等） 

財源対策 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統） 

利用実績 

年度  十和地区 大正地区 窪川地区 

Ｈ24 

輸送人員 4,172人 681人 - 

運賃収入 392,990円 68,100円 - 

運行委託料 6,987,511円 2,600,698円 - 

Ｈ25 

輸送人員 4,750人 1,510人 1,593人 

運賃収入 482,473円 150,950円 - 

運行委託料 8,487,689円 4,705,402円 1,813,380円 

Ｈ26 

輸送人員 4,872人 1,850人 7,113人 

運賃収入 477,062円 185,000円 632,200円 

運行委託料 8,598,317円 5,160,675円 3,181,851円 

※平成２４年度大正地区の運行期間は平成２４年１０月～平成２５年３月の６ヶ月間。 

※平成２５年度窪川地区の運行期間は平成２５年１２月～平成２６年３月の４ヵ月間。（試験期間につき運賃無料。） 

※平成２６年度窪川地区第１期の平成２６年４月～９月の６ヵ月間は実証運行期間。（試験期間につき運賃無料。） 

※平成２６年度窪川地区第２期の平成２７年２月～３月の２ヵ月間は実証運行期間。（試験期間につき運賃無料。） 

運行に至った経過・作業等 

（H20年）９月   第１回地域公共交通会議開催 

（H21年）１～３月 利用実態アンケート調査 

           地域座談会（３ヶ所）、事業者ヒアリング実施 

           四万十町生活交通再編基本方針及び行動計画策定 

（H23年）２～８月 十和地域での実証運行開始 

     ９月   ４路線の本格運行開始 

（H24年）８月    ２路線の本格運行開始 

     １０月  大正地域３路線の本格運行開始 

     ３月    窪川地域生活交通再編計画の策定 

（H25年）１２月   窪川地域６路線の実証運行開始 

（H26年）１０月  窪川地域６路線の本格運行開始 

（H27年）２月   窪川地域４路線での第２期実証運行開始 

     １０月  窪川地域４路線の本格運行開始 

今後に向けての課題 

・財源の確保 

・バス停までも移動できない方への対応（福祉車両、福祉タクシー券の充実等） 

・既存バス（路線、スクールバス、病院バス）との調整 

・タクシー事業者への影響（デマンドの導入検討） 

・周知不足（より利用しやすい運行体系への見直し） 

・外出機会の創出 
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運行路線図 

十和地区 

大正地区 

窪川地区 
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黒潮町 

導入形態 路線バス（民営） 

導入地区 

(導入開始) 

町内全域１２路線（S46.4月～） 

※H24.4月～川奥地区・市野々川地区で新規路線運行。 

※H25.5月～大方地区・大井川線でエリアデマンドバスを

運行。 

運行主体 
佐賀地区：㈲高南観光自動車 

大方地区：高知西南交通㈱ 

運行台数 ９台（㈲高南観光自動車２台 高知西南交通㈱７台） 

運行日・ 

運行ルート 

※別紙 バス路線網図 参照 

※北郷加持エリアデマンドバス 

 （運行日）月・水・金曜日（５往復／1日） 

 （運行形態）区域運行（自宅近く⇔土佐くろしお鉄道入野駅） 

運賃 
距離制 ※割引制度：障害者割引(身体・精神・療育)、小人割引 

※北郷加持エリアデマンドバス：１乗車１００円 

協議機関 黒潮町地域公共交通活性化協議会 

財源対策 
地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統）、 

高知県バス運行対策費補助金、特別交付税 

利用実績 

※路線バス 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

乗車人員 １９,６０１人 １８,４２６人 １６,７９９人 

運賃収入 ５,３９８,５５５円 ５,１０７,７８３円 ４,８７３,３５１円 

運行補助金 ４３,８８２,０００円 ３８,１０１,０００円 ３６,１２８,０００円 

※うち 北郷加持エリアデマンドバス（平成２５年度の運行期間は H25.5月～H26.3月） 

 平成２４年度（定時定路線運行） 平成２５年度（デマンド運行） 平成２６年度（デマンド運行） 

運行日数 月～土曜日 月・水・金曜日 月・水・金曜日 

運行便数 １日４往復（毎回運行） １日５往復 

（予約のあった時のみ運行） 

１日５往復 

（予約のあった時のみ運行） 

利用者数 ７３９人 ６８１人 １,３０２人 

運行費用 ４，２３４千円 ３，６７３千円 ３,７０７千円 
 

運行に至った経過・作業等 

※川奥～拳ノ川～佐賀線、川奥～拳ノ川～かしま荘線の新規運行に至る経過から記載。 

(H21年)２月    黒潮町地域公共交通活性化協議会 設立 

    10～12月 ・バス利用実態調査 

         ・全世帯アンケート調査 

         ・地区懇談会（ワークショップ）：旧小学校区を基本とした１９会場で開催 

(H22年)３月   「黒潮町地域公共交通総合連携計画」完成 

         初年度事業として、交通空白地域の解消を目標とした、路線バスの実証運行を計画 

(H23年)１～３月 市野々川地区～佐賀駅、川奥地区～佐賀駅で路線バスの実証運行 

         同時に乗車状況調査、利用者アンケート調査、住民アンケート調査を実施 

    ７～H24.２月 川奥～（拳ノ川・市野々川）～佐賀線・佐賀かしま荘で路線バスの実証運行 

(H24年)４月   本格運行開始 

(H25年)５月   大方地区・大井川線で「北郷加持エリアデマンドバス」の実証運行開始 

８月   北郷加持エリア(６集落)でデマンドバスに関する意見交換会を開催 

(H26年)４月   「北郷加持エリアデマンドバス」の本格運行開始 

今後に向けての課題 

・町内フィーダー線の再編（運行モードの見直し） 

・町内市街地への２次交通の導入検討（循環型路線バス） 

・バス運賃設定の見直し（１００円刻み運賃の導入） 

・町内スクールバスの再編 

35



       

バス路線網図 
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  ここでは、国土交通省や地方運輸局が、ホームページ上で情報提供している、地域公共交通活性化に向けた全国的 
な取組み事例のデータベースや、マニュアル・手引き集等をご紹介します。 
  他にも、都道府県・市町村で独自のマニュアルを作成しているところもたくさんありますので、調べてみてください。 

補 足 説 明 ③  

○国土交通省ホームページ上で提供されている、取組事例データベース 

公共交通活性化事例 
（地域公共交通支援センター） 

トップ＞総合政策＞公共交通活性化＞地域公共交通支援センター 

地域公共交通の活性化・再生への事例
集 

トップ＞総合政策＞総合的な交通体系を目指して＞地域のモビリティ確保支援＞事例
集、ガイドライン集 

地域公共モビリティ事例 トップ＞総合政策＞総合的な交通体系を目指して＞地域のモビリティ確保支援＞地域
のモビリティ確保のデータベース 

○マニュアル・手引き・事例集・調査報告 など 

タイトル 提供元 掲載先 

地域のモビリティ確保の知恵袋 

国土交通省 

トップ＞総合政策＞総合的な交通体系を目指し
て＞地域のモビリティ確保支援 

地域公共交通の利用促進のためのハンドブック 
～地域ぐるみの取組～ 

トップ＞総合政策＞公共交通活性化＞ 
地域公共交通確保維持改善事業 

地域公共交通づくりハンドブック トップ＞自動車＞公共交通の利便性向上 

はじめて会議委員に任命された方の地域公共交通ガイド 北海道運輸局 トップ＞地域公共交通＞マニュアル 

みんなで創る地域公共交通 -住民説明会の手引き偏- 
北陸信越運輸局 トップ＞地域公共交通＞公共交通支援ツール 

公共交通の利用促進に向けた地域のサポート事例集 

地域公共交通の活性化・再生に向けた自治体と交通事業者の
パートナーシップの構築 

中部運輸局 トップ＞地域公共交通＞ 
公共交通を考えるためのツール集 デマンド型交通の手引き、続・デマンド型交通の手引き 

地域公共交通会議等運営マニュアル 

地域公共交通確保・維持・改善に向けた取組マニュアル 

近畿運輸局 

トップ＞地域・交通の活性化・再生 

よりよい地域交通を実現させるためのマニュアル トップ＞地域・交通の活性化・再生＞ 
基礎データ・事例集 

地域のニーズに応じた効率的な乗合旅客輸送サービス導入・
促進マニュアル 

中国運輸局 トップ＞地域公共交通 
中国管内の公共交通不便地域等における移動実態と最適な
生活交通確保策の検討調査 

なるほど！！公共交通の勘どころ 
九州運輸局 トップ＞公共交通活性化 

コミュニティバス導入のポイント 
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