
公共交通事業者ヒアリング調査 

ヒアリングが可能であった交通事業者からの主な意見は、下記のとおり。 

 

（１）市内運行バスの事業者に対して 

調査日時 令和 3年 10月 13日(水) 

調査事業者 徳島バス阿南株式会社 

 

【ヒアリング内容】 

１）利用者について  

・バス利用する人は、通院・通学者が多く、特に朝夕の時間帯に多い。 

・郊外からまちなかに出る人も多く、まちなかを通るルートにしている。 

・通勤者は主に阿南駅まで利用している。 

２）利用者からの声について  

・現在の路線は・医療センターが終点になっており、阿南光高等学校まで行かない。そのため生徒は医療セン

ターの駐輪場を利用したいという声を聞く。阿南医療センターの駐輪場は医療センター利用者専用となって

いる。 

・バリアフリー化の要望がある。 

・車いす利用者からは、スロープ板で乗り降りしているが、車いすが重く介助者への負担が大きく、車両のバ 

リアフリー化を望む声がある。歩道を嵩上げすればよいが、全てのバス停の整備は不可能。 

車いす対応はポンチョ（循環バス）のみ。中型バスは新たに車両を購入すれば、車いす対応できる。小型バ 

スはリエッセ、ローザのマイクロバスのため、車いすは乗れない。 

・那賀川地域北部に陸上自衛隊の駐屯地があり、バスについての問合せがある。  

３）現在の運行ルートについて 

・昨年度見直しを行い、今の形が完成形と考えている。 

前回までは長大路線が多かったが、市域南部は橘営業所まで走る路線に変更した。 

見直す必要があるのは、新野地域を走っている路線で、他の路線と比べて利用者が少ない。 

・大潟線については、変更前は細い道を通っていたが、店舗等のある道路幅員が大きい道を走るように変更し

た。 

・循環バスの所要時間が長く、1時間 20分かかる。羽ノ浦・那賀川地域の利用者は阿南駅周辺に目的があり、

羽ノ浦から那賀川、那賀川から羽ノ浦への移動需要は考えにくい。例えば、羽ノ浦から阿南駅周辺、那賀川

から阿南駅周辺の２ルート化の検討する必要があるのではないか。 

・中林海岸線では、阿南自動車学校を通るルートに変更した。免許更新で利用する人がいる。 

・幹線である徳島バスとのダイヤを合わせる必要があり、阿南駅、橘営業所で調整が必要。特に橘営業所で乗

り継ぎできるように如何に走らせるかが課題になる。 

４）現在の運行ダイヤ（時刻表）について  

 ・ＪＲがパターンダイヤを導入したことで、乗り継ぎがしやすくなった。 

５）バス停について  

 ・最近、バス利用者で乗降者が多いバス停は、サンアリーナである。スポーツ大会などの利用を学校と連携し

て推進できるとよい。 

 ・店舗の入り口は、車両の出入りがあるためバス停を設置できない。また、店舗内にバス停を設置する場合、

車両を回すスペースが必要になり、設置は難しい。 

・利用者が少ないバス停はあるが、運賃の関係上、無くすことはできない。 
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６）運行において今後改善すべき点等について 

 ・阿南駅より南側の地域に住む人の移動手段を確保する必要があり、路線バスが担っている。最低限、阿南駅

までは運びたい。 

・鉄道が走っていない地域を路線バスが補う必要があると考える。 

・コンパクトシティとの整合性を図る必要があると考える。 

７）鉄道との乗り継ぎ等について  

 ・ＪＲがパターンダイヤを導入したことで、乗り継ぎがしやすくなり、クレームは聞かない。問題がないと捉

えている。 

８）料金・割引制度 

 ・子ども、障がい者割引を実施している。 

・市の施策として、バス券を 7０歳以上の高齢者に年 7２枚配布している。 

長大路線を無くし、橘営業所で各路線が止まることで乗り継ぎが発生したことで、バス券を使う枚数が増え 

てしまった（１乗車で１枚使う）。また、高齢者にとって乗り継ぎは体への負担も大きい。 

・運転免許返納者は運賃が半額になる。 

９)利用者を増やす方策について  

・市内にある全ての交通手段とセットで考えないと利用促進はできない。 

・IC化 

徳島バス阿南だけが導入しても意味がなく、お客さんのメリットがない。 

初期投資は補助金が使えるかもしれないが、更新費用が高く、補助金がなければ導入は難しい。 

１０）新たな交通手段について 

 ・新たな交通手段の運行への参画の可能性はある。 

１１)運転手の確保 

 ・路線バス運転手は現在 10人いる。その内 60歳以上は 1人。必要に応じ、運転手の増員は可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（2）広域運行バスの事業者に対して 

調査日時 令和 3年１０月１２日(火) 

調査事業者 徳島バス株式会社 

 

【ヒアリング内容】 

１）利用者の状況・特徴について  

・利用者は学生が多く、通勤、通院者等となっている。 

・丹生谷線は那賀町への通学、阿南駅への接続と橘営業所での乗換えなどがある。 

２）利用者からの声について  

 ・渋滞で時間通りにバスが来ないという指摘がある。 

３）運行路線に係る問題点・課題等について 

①運行ルート 

・これまでの長大路線を短縮し、現在の橘線、丹生谷線にして改編している。 

②運行ダイヤ 

・JRのダイヤ変更に合わせてバスダイヤを変えた。学生の通学時間以外は、パターンダイヤ化している。 

 ③バス停について 

・何故必要か分らないようなバス停もある。不必要なものは除いてもよいが、バス停間が長くなれば料金の問

題が出てくる。 

・小さな店舗では、店先にバス停を置かせてくれない。むしろ除けるように言われる。 

④バス停周辺施設 

・フジグランで駐車場活用（パーク＆ライド）事例がある。 

・駐輪場は近くにカフェなどの目的地がないと設置しても使われない。 

・羽ノ浦、宮倉では駐輪場でないところに勝手に自転車を止めているところもある。 

⑤待合環境、バリアフリー 

・待合環境については、医療センター、JR 阿南駅においては対応できているが、フジグランはまだ対応でき

ていない。 

・車両のバリアフリー化は、阿南市内運行のバスは 9割達成している。（予備車のみ未対応） 

4）運行において今後改善すべき点等について 

・現在運行の 2路線は今のところ変えようがないと考えている。利用者は減少しているが、今は、徳島～橘間

で約２０人/日の利用はある。  

5）鉄道との乗り継ぎ等について  

・JRとの連携を図ることを重視している。ダイヤの改正時期が、JRが３月に対し、バスは１０月のため、ど

うしても調整が６か月ズレてしまっていたが、JRのパターンダイヤ化以降は、調整が取れている。 

6）料金・割引制度について 

 ①乗継の割引は必要と考えている。現在、発行している高齢者割引券は１乗車１枚の利用のため、乗継が発生

するとその都度必要となり利用者の負担となる。定期の人は乗り継ぎ無料。200 円の乗り継ぎ割引券を渡

している。 

②現在、１日千円の乗り放題券を発行している。 

７) 利用促進について  

①２０2１年４月より、グーグルにもバス情報をアップしている。（GTFS-ＪＰ様式） 

②バスロケを導入しており、JR 阿南駅にデジタルサイネージを設置しているが、阿南バスがバスロケを導入

していないため、情報が限られている。 



③IC化 

・IC化するためには、初期投資として高額の費用が必要。ランニングコストも必要となる。 

また、導入のための環境整備に数年かかる。 

・JRもＩＣ化やQRコードによる決済などを検討しており、調整を図る考えがある。 

導入に当たっては、観光との連携を図り、県外利用者も使えるものが望ましいと考えている。 

・今後、四国運輸局、JR、県、徳島バスにおいて、導入に向けた勉強会を行う予定。 

８)運転手の確保について 

  ①担い手がいない。補助金をもらっても運行維持できないような状況。 

・高校生を採用し、育成するとともに、新たな免許取得費を無料にするなどの対策を行っている。 

・バスの運転は拘束時間が長くきつい割に給料が低い。かなり改善してきたが求められる給料になっていな 

 い。 

・現在、全体の 1/3 が貸し切りバス、2/3 が路線バス。貸切バスは拘束時間が長いので敬遠する者もいる。 

・人を運ぶより荷物の方が楽なため、トラック運転手に転向する人も多く、運転手の取り合い状態である。 

・運転手の高齢化が進み、全体 300人中、約 100人が 60歳以上。 

９)コロナ禍の影響について 

①コロナ禍で、自家用車の利用率が上がっているように感じる。バス利用者は全体で約４割は減っている。 

路線バスで元の６割程度、高速バスは 2～3割程度、貸切バスは波があるが 2～3割程度になっている。 

観光やイベントの需要回復はまだ感じられないが、学校からの需要（修学旅行等）が出始めている。 

②コロナの影響対策として、１台当たりの乗客数を制限することで、２台目の運行が必要になった場合、県か

ら補助が出るので助かっている。 

10) 観光との連携について 

・10月 15日から観光庁の補助事業を活用し、鳴門で既存観光拠点におけるスマートホンを使った決済シス 

テムの実証運行を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（3）鉄道事業者に対して 

調査日時 令和 3年 10月 12日(火) 

調査事業者 四国旅客鉄道株式会社徳島企画部 

 

【ヒアリング内容】 

１）運行・利用状況、利用者特性について 

パターンダイヤ導入について 

・2019 年３月、牟岐線にパターンダイヤを導入し、徳島～阿南間の９時～１９時台、阿南～海部間の１０時～１５時台

に運転する普通列車の発車時刻を統一し、お客様に分かり易いダイヤに見直した。パターンダイヤ時間帯に徳島～

阿南間の普通列車を８便増発した。輸送強化を図った徳島～阿南間のご利用状況（2019年4月～2020年1月）

は若干増加した。 

・一方で、特急列車（徳島～牟岐）及びご利用の少ない区間（阿南～海部間）の普通列車の適正化を合わせて実施、

ご利用状況も減少したが、鉄道の運行本数が減少した区間における地域間移動の利便性の確保策として、徳島バ

ス様と連携し、高速バス（室戸・生実・阿南・大阪線）阿南～海部間等のバス停留所で乗り降りできるように改正し、

阿南駅等で鉄道と高速バスを乗り換えて頂くことで徳島～海部間の移動機会を確保した。高速バスにとっても空席

の有効活用となる。 

２）利用者からの声について 

・駅頭（又は会社ＨＰ）においてお客様からご意見を伺う「ふれあいボックス」を設置し、寄せられたご意見等については、

社内のサービス推進委員会に付議して、現状確認のうえ改善すべき点は改善するなど、半月・1 箇月毎に整理し、

回答が必要なご意見等に関しては、各駅に掲出又はメール等でお返事をしている。 

なお、多い意見としては、ダイヤ改正直後は、列車の時刻に関するご意見が多いほか、その他ではバリアフリー設備、

割引切符、ＩＣカードなどキャッシュレス化、係員の対応・案内等、様々なご意見を頂いている。 

・車椅子対応については、ご利用日の２日前までにご連絡を頂くようご案内している。線区内に無人駅が多く、有人駅で

あってもご利用時間帯によっては係員の派遣が必要となるため、事前連絡をお願いしている（当日でも対応は行うよ

うにしているが、係員の派遣のために待っていただく必要がある）。 

３）運行に係る問題点・課題等について 

①アクセス性 

・阿南駅については、パターンダイヤの導入により、鉄道・バス間の乗り継ぎダイヤが合わせ易くなるのがメリットの一つ。 

交通結節機能の強化の面では、地域バス等に関しては、特に列車の運行頻度が高まった徳島方面へ利便性が

向上したのではと考えている。 

阿南駅への道路については、特に西側は旧市街地が広がっており、道路幅員が狭く、円滑な移動という面で課題

が残っているのでは。 

・羽ノ浦駅についても、駅への進入路が狭く自動車が入りにくい状況で、かつ、駅前でも転回がしづらい状態である。 

駅の反対側（旧国道 55号線）方面から新たに道路を取り付けることも考えてはどうか。 

②運行ダイヤ 

・ＪＲグループは例年３月にダイヤ改正を実施している。スケジュール的には、12 月にプレス発表を行っているが、ダ

イヤを変更するにあたっては、近年は前広に県、関係市町村に打診し調整している。 

これにより、コミバス等の二次交通の接続に関して対応したダイヤ改正ができるものと考えている。 

③駅周辺施設（駐車場、駐輪場） 

㋐駐輪場について 

・公共駐輪場は鉄道利用促進のためにも必要で、自家用車等からモーダルシフトを促すためには、駐輪場の量（駐

輪スペース）も必要であるが質（駐輪設備、上屋、照明等）も重要である。 

・当社では、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき駐輪場整

備を進めており、同法においては一義的に、地方公共団体又は道路管理者に設置の努力義務が定められており、



当社は駐輪場敷地等の提供で協力することとしている。現在、公共駐輪場の未設置個所では当社敷地内に駐輪

している実態があるが、当社では公共駐輪場の設置までの間、受忍している状況である。駐輪環境等に関してご

意見を頂くケースもあり、当社では、週１～２回、無人駅を巡回し、整理している。 

・阿南駅、羽ノ浦駅には公共駐輪場が設置されているが、少し駐輪スペースが不足している。 

㋑パーク＆ライド等 

・マイカーを含む移動のモーダルミックスの推進の面では、パーク＆ライドは重要な施策の一つと認識している。 

かつて、フジグランにおいて、県で実証実験中であったが、現在は新規受付を中止。 

当初スキームでは、3,000円／月の商品券を購入することが条件で、平日利用限定であった。 

・送迎する人のためのキス&ライドに対応した施設整備も必要と考える。 

④待合環境、バリアフリー 

・牟岐線の駅は築 80年以上の建物が多く、耐震対応や建て替えの時期にきている。 

今後、建て替えを進めることとなるが、建て替えにあたっては、事前に関係自治体に打診している。地域で利活用

案があれば対応するが、なければ現在の利用実態に応じた（阿波中島駅のように）、メンテナンスの容易なコンパ

クトな駅舎に建て替えする。 

また、コンパクトにすることで、用地が生み出せ、公共駐輪場等の整備が可能となる。 

駅舎立替えにあたっては、バリアフリー対応とする。 

4）運行において今後改善すべき点について 

①パターンダイヤの定着には、３年程度かかると思われる。来春の大きなダイヤ改正はないと思っている。 

今後、高徳線、鳴門線にもパターンダイヤを導入し、２次交通と接続しやすくしていく方針である。 

②交通事業者の連携について 

人口減少社会で公共交通の利用者の拡大が見込めない現状において、これまでのパイを取り合う関係から、現

在ある交通機関の特性を活かしたうえで、連携を強化して繫ぐ取り組みを推進し、各モードを総動員する形で、地

域の公共交通の利便性の確保と、持続的な運行が可能となる形を模索することが重要と考えている。 

5）料金・割引制度について 

 ・乗換えの利便性については、これまで取り組んできたが、運賃の共通化がこれからの大きな課題である。 

現在は、各交通機関の運賃面のつながりがないので割高になっている。これは１事業者のみの取組だけでは解決

し辛い面があるところから、国、県、関係市町の協力を仰ぎ、相互理解のもと課題解決への道筋を検討出来れば

考えている。 

6）利用促進について 

①2019 年、四国内で初めてパターンダイヤを導入した。徳島県以外は、私鉄が営業しているが徳島県内にはＪＲと

路線バスのみ。他県での私鉄の役割の一部をＪＲが担うことができないか考えチャレンジしている。徳島県内は明

石大橋開通を期に京阪神方面への導線がかわり、このことも導入への後押しとなった。 

②ＩＣ化 

・JR 四国管内では、香川県内で、一部ＩＣＯＣＡが導入されている。瀬戸大橋線経由で岡山エリアとの利便性の確保

の関係での対応である。ＩＣＯＣＡ等のいわゆる 10 カードは、連携するカードが多いので利便性が高く、セキュリティ

も高いので信頼性も申し分ないが、その反面、導入経費、メンテナンス経費が高く導入の足かせになっている。 

・近年、ＩＫＯＣＡの簡易版も開発されており、導入に見合うかどうか注視している。他にも QR コード等を活用した決済

などもあり、双方を共通利用することが可能か等を含めて検討することとしている。 

・徳島バスとは、基本的な共通認識があると認識している。当社としては四国４県の私鉄、バス事業者等の共通利用

が可能な仕組みができないか各社に声掛けを考えている。 

7）観光との連携について 

・徳島鳴門エリアにおいて、ＫＤＤＩ、徳島バス、JR 四国等が共同して、観光型ＭａａＳ（くるくるなるとデジタル周遊チケ



ット）の実証実験を実施してキャッシュレス化の実証を行う。ＪＲ・徳島バスのフリーデジタルパス、鳴門地区の観光

施設のデジタルチケット、徳島バス乗車券のスマホ決済等を検証する。 

・10月から 12月にかけて、JR四国管内で四国ディスティネーションキャンペーン実施中。 

ＪＲグループが協力して開催地への集中送客及び宣伝展開を重点的に行い観光需要・交流人口の拡大につなげ

る。 

8）運転手の確保について 

・列車の乗務員は不足している。社員の年齢構成が歪であるため、近年の大量退職に補充が追い付かない状況で

ある。毎年 120～130人規模で採用しているが、最終的に資格取得して運転士等とし実務に就く人数は 40人程

度に絞られる。 

9）コロナ禍の影響 

・2020 年度期末決算では、連結 ▲108 億円（対前年 101 億円の悪化）、単体 ▲83 億円（対前年 62 億円の

悪化）で昭和 62年の会社発足以来、過去最低の数字となった。 

・ご利用状況では、（輸送人員）で、定期が対前年比 89.4％、定期外で対前年比 51.6％。徳島～阿南間で対前年

比 75.0％、阿南～牟岐間で対前年比 70.2％と非常に厳しい状況で、2021 年度も同様の状況が継続している。

減少原因の太宗はビジネス需要、残りが観光需要の減と考えており、収入としては定期外の規模が大きいので影

響が大きい。 

・一日で見れば、コロナ禍で生活様式が様変わりして、日を跨ぐような夜の便の利用が激減している。 

コロナ後においても、列車の利用状況は、8～8.5 割程度になるのではないかと懸念している。インバウンドの回復

はもっと後になると思われる。このような利用状況が続くようであれば、ご利用実態に見合う列車本数にせざるを得

ない状況になるかもしれないと危惧している。 

  



（4）タクシー事業者に対して 

調査日時 令和 3年１０月 15日(金) 

調査事業者 毎日タクシー有限会社 

 

【ヒアリング内容】 

１）運行・利用状況について 

（１）営業範囲について 

・市域全体を営業範囲にしている。 

（２）利用者の傾向等について 

①利用者全体の傾向 

・ほとんどが固定客。その他は、年に数回観光客の貸切りやお遍路の客がある程度。 

・ビジネス客はコロナ禍で減少した。 

②年齢層 

・年齢層は高齢者が約７割と多い。 

③目的地 

・病院、量販店 (アピカ、フジグラン、スーパーセブン、マルナカ等)が多い。 

・最近は少ないが、夜は飲み屋から自宅への客もいる。 

・企業のチケットによる売り上げが若干ある。 

④利用者数の推移 

・一昨年を１００とすると昨年はその５０%減、更に今年は昨年の２５%減になっている。 

⑤利用者減少の原因 

・病院や店舗の送迎もあるとは思うが、飲み会が減ったことも原因の一つ。 

・これまでは、地場企業関連のビジネス客が多かったが、減少した。大阪方面からのビジネス客が社用で

タクシーを利用していた者が、車で乗り合わせてくるようになった。 

・昨年は阿波踊りがなく、全体的に利用客が減った。阿波踊りの効果は大きい。 

2）コロナ禍の影響 

①今年はコロナ禍で、飲食店が補助金の交付により店を閉めたので更に客が減った。 

コロナ後においても、利用客は完全には元に戻らないと思う。 

②徳島県が行っている交通事業者への補助制度（公共交通スマート利用応援事業）について 

・補助制度で助かっている。大いに進めてほしい。 

・利用する客層は９割が普段から利用している人。 

・購入手続きを簡単にする方がよい。高齢者には、難しいようだ。 

・阿南市内にこのような補助制度があればよい。 

３）乗合タクシー事業の免許について 

・乗合タクシー免許は保有していない。市内のタクシー業者はどこも持っていないと思われる。 

４）運行体制について 

（１）運転手及び車両の保有状況 

①運転手人数 11人 ②車両 12台(セダン型コンフォートタイプ) 

（２）運転手の確保に向けた取り組み 

・募集しても、応募者はいない。 

・３年後は８０歳代になるドライバーもいる。 

5）地域公共交通としての担い手に関する考え方 

（１）今後の事業展開 



・縮小していくことになると思う。 

（２）乗合タクシーの運行を実施することとなった場合について 

①参加の可能性について。 

・乗合タクシーについては賛成。人手不足で、そのようなやり方が必要と思っていた。１０年以上前から、

例えば、曜日ごとに各社が運行するようなことも考えていた。 

・例えば、阿南医療センターから３方面にルートを設定し、目的地までの客で料金をシェアするようなこ

とも考えられる。 

・目的地として、フジグラン、アピカ、スーパーセブン、マルナカ、ビッグ等を設定することも考えられ

る。 

・京都では、MKタクシーが相乗りによる料金シェアで空港まで安く行ける運行をしていると聞いた。 

②参加する場合の条件について 

・売り上げがあり、職員の給料が確保できなければいけない。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


