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バス補助路線アセスメントについて 

 

１ 概要                                         

（1） 趣旨 

   次の２つの目的を推進するため、平成 21年度から実施しています。 

  ① 県や市町村等の第三者がバス路線の状況を把握・評価し、バス事業者へ改善に関する働き

かけを行うことにより、利用者の利便性の向上と路線効率化の促進を図る。 

  ② 利用者が少ない路線について、その実情を把握し、課題点を改善することにより、利用者

の増大を図る。 

 

（2） 対象路線 

   国又は県の補助対象候補路線から、利用者数や補助金額等を考慮して、補助要件割れが生じ 

  る可能性の高い路線を優先して選定しています。 

 

（3） アセスメント実施機関 

   県地域振興室、県広域振興局（対象路線に関連する局のみ）、市町村（対象路線に関連する 

市町村のみ）、有識者 

 

（4） アセスメントの工程等 

工 程 内 容 

① アセスメント実施路線の選定 ア 利用者数の少ない路線 

イ 補助金額の多い路線 

② 事前調査、ニーズ調査 ア 基礎資料により路線の課題点を把握 

イ アンケート等により住民ニーズを把握（市町村が実施） 

③ 乗車調査 各アセスメント実施機関がバスに乗車し、課題点を調査 

④ 意見交換会 把握した課題点や市町村が集約した住民ニーズ調査結果を持

ち寄り、改善策等について検討 

⑤ バス事業者への通知 調査結果や課題点をバス事業者に対して通知 

⑥ バス事業者からの対応状況等報告 バス事業者から対応状況や対応方針について報告 

⑦ アセスメント実施結果の公表 アセスメント実施結果の情報公開 

⑧ 対応状況の把握、フォローアップ ア バス事業者による改善に向けた取組みの効果の確認 

イ 必要に応じてバス事業者による今後の取組みを支援 
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２ アセスメント実施路線                                         

（1） 平成 21年度（10路線） 

No. 路線名 起 点 経由地 終 点 事業者名 
補助

区分 

１ 好摩直通線 盛岡バスセンター 
北山、イオンス

ーパーセンター 
好摩駅 岩手県交通㈱ 国庫 

２ 猊鼻渓線 一関駅前 
千歳橋、磐井南

光病院 
摺沢駅前 岩手県交通㈱ 国庫 

３ 小山線 水沢車庫 胆沢病院 二ノ台 岩手県交通㈱ 国庫 

４ 細浦経由高田線 高田バスターミナル 細浦、権現堂 大船渡病院 岩手県交通㈱ 県単 

５ 沢内線 ほっとゆだ駅 川舟 貝沢 岩手県交通㈱ 県単 

６ 田老線 宮古駅前 

宮古病院前、ふ

れあい荘前、田

老駅前 

田老港 岩手県北自動車㈱ 国庫 

７ 大野線 久慈駅 県立久慈病院、角柄 陸中大野 岩手県北自動車㈱ 国庫 

８ 東部Ａ線 沼宮内営業所 陸中大渡、下屋敷 岩手町役場 岩手県北自動車㈱ 県単 

９ 吉ヶ沢線 末代橋 中山（沼宮内病院） 吉ヶ沢 岩手県北自動車㈱ 県単 

10 軽米線 十一日町（八日町） 
道の駅なんごう、

西里 
軽米病院 南部バス㈱ 国庫 

 

（2）平成 22年度（10路線） 

No. 路線名 起 点 経由地 終 点 事業者名 
補助

区分 

１ 岩黒線 江刺バスセンター 下門岡 北上駅前 岩手県交通㈱ 国庫 

２ 中井線 中井 須崎、上山 大船渡病院 岩手県交通㈱ 国庫 

３ 崎浜線 北里大学 須崎、上山 大船渡病院 岩手県交通㈱ 国庫 

４ 生母線 胆沢病院 奥州市役所、公園西 生母 岩手県交通㈱ 県単 

５ 大迫石鳥谷線 大迫バスターミナル 大迫病院、宝陽病院 石鳥谷駅前 岩手県交通㈱ 県単 

６ 松川温泉線 盛岡バスセンター 盛岡駅前、田頭町 松川温泉 岩手県北自動車㈱ 国庫 

７ 葛巻線 ふれあい広場 
瀬月内、グリー

ンテージ前 
葛巻中学校 岩手県北自動車㈱ 県単 

８ 中山線 いわて沼宮内駅前 
沼宮内病院、沼

宮内営業所 
中山 岩手県北自動車㈱ 県単 

９ 宮古岩泉線 宮古駅前 
宮古病院前、小

本駅前 
岩泉駅前 岩手県北自動車㈱ 県単 

10 伊保内一戸線 伊保内営業所 来田温泉、一戸駅前 
イコオショッピ

ングセンター 
岩手県北自動車㈱ 県単 
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（3） 平成 23年度（７路線） 

No. 路線名 起 点 経由地 終 点 事業者名 
補助

区分 

１ 長岡線 盛岡駅前 犬吠森 日詰駅前 岩手県交通㈱ 国庫 

２ 永井回り志和線 盛岡駅前 
近隣公園、都南

バスターミナル 
日詰駅前 岩手県交通㈱ 国庫 

３ 藤崎線 一関駅前 磐井南光病院、番台 藤沢小学校前 岩手県交通㈱ 国庫 

４ 大籠線 千厩バスターミナル 千厩病院、藤沢病院 千松 岩手県交通㈱ 国庫 

５ 馬留線 水沢駅前  愛宕 岩手県交通㈱ 国庫 

６ 成田線 花巻北高前 成田、村崎野 北上駅前 岩手県交通㈱ 県単 

７ 早坂高原線 盛岡駅前 早坂トンネル 龍泉洞前 ジェイアールバス東北㈱ 国庫 

 

（4） 平成 24年度（10路線） 

No. 路線名 起 点 経由地 終 点 事業者名 
補助

区分 

１ 網張温泉線 盛岡バスセンター 小岩井農場まきば園 網張温泉 岩手県交通㈱ 国庫 

２ 晴山線 イトーヨーカドー 新花巻駅前 晴山 岩手県交通㈱ 国庫 

３ 九千沢線 竹山 一関駅前 九千沢 岩手県交通㈱ 国庫 

４ 藤沢線 千厩バスターミナル 千厩病院 花泉 岩手県交通㈱ 国庫 

５ 国道南線 水沢車庫  イオン前沢店 岩手県交通㈱ 国庫 

６ 国道北線 北上駅前  金ケ崎町役場 岩手県交通㈱ 国庫 

７ 青山松園線 滝沢営業所 月ヶ丘二丁目 松園営業所 岩手県交通㈱ 県単 

８ 二戸線 伊保内営業所 
ふれあい広場、

長興寺 
二戸駅前 岩手県北自動車㈱ 国庫 

９ 岩手県立大学線 盛岡バスセンター 

盛岡駅前、滝沢村

道、第三富士見団

地、県立大学 

滝沢駅前 岩手県北自動車㈱ 国庫 

10 軽米線 二戸駅 県病、温泉センター 軽米病院 ジェイアールバス東北㈱ 国庫 

 ※ 上表の内容はアセスメント実施当時のものです。 

 

３ アセスメント実施後の対応                               

  アセスメントの調査結果や課題点・対応策を関係バス事業者に提示し、対応状況や対応方針に

ついて報告を求めています（報告内容は別添のとおり。）。 

  なお、アセスメント実施後随時、バス事業者による改善に向けた取組みの効果の確認を行うと

ともに、バス事業者による今後の取組みに対する助言等を行っていきます。 


