
 令和３年度 大津市地域公共交通活性化協議会　決算書

歳入 単位：円

款 項 目 当初予算額 決算額

1.負担金 1.負担金 1.負担金 17,456,000 17,578,100

17,456,000 17,578,100

2.補助金 1.補助金 1.補助金 0 0

0 0

3.諸収入 1.諸収入 1.雑入 0 62 預金利息（25円+22円+15円）

0 62

17,456,000 17,578,162

歳出

款 項 目 当初予算額 決算額

1.運営費 1.会議費 1.会議費 347,000 216,582

194,000 144,900 委員謝礼

42,000 31,500 源泉所得税

102,000 37,000 費用弁償、旅費（事務局）

9,000 3,182 湯茶代

2.事務費 1.事務費 980,000 369,450

50,000 6,745

465,000 123,200

465,000 239,505

3.諸費 1.諸費 0 0

2,654,000 586,032

2.事業費 1.事業費 1.事業費 16,129,000 15,030,565

5,336,000 3,541,490

10,493,000 10,395,000

300,000 1,094,075

0 0

16,129,000 15,030,565

18,783,000 15,616,597

歳入 歳出

17,578,162 － 15,616,597 ＝ 1,961,565

報告事項(１)　-①

計

計

計

精算額

適用

大津市負担金　5,000,000円（1期）+5,000,000円（2期）+7,456,000円（3期）

+122,100（仰木地域デマンド型乗合タクシー利用促進に関する負担金）

計

計

志賀地域ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ実証運行委託料

葛川・伊香立・仰木・上田上・晴嵐台地域デマンド型乗合タクシー実証運行委託料

地域公共交通利用促進事業費（葛川・伊香立・仰木・上田上・晴嵐台地域におけるデマンド

型乗合タクシーアンケート集計分析業務、大津市バス＆電車乗り換えマップ作成、仰木地域デマ

ンド型乗合タクシー利用促進、デマンド型乗り合いタクシー周知啓発用動画制作費）

上田上、帝産バス社会実験事業

合　　計

合　　計

適用

事務費（印紙代、通信費、消耗品費、振込手数料等）

志賀地域におけるﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ実証運行事務費

（パンフレット作成、アンケート調査等）

交通課題地域を中心とした新たなデマンド型乗合タクシー実証運行事務費

（車両マグネット作成、アンケート調査等）





令和３年度　事業報告報告事項(１)-②　

令和3年度地域公共交通活性化協議会事業

①志賀地域デマンド型乗合タクシー実証運行事業

②葛川･伊香立･仰木・上田上・晴嵐台地域デマンド型
乗合タクシー実証運行事業

③上田上、帝産バス社会実験事業

④地域公共交通利用促進事業



【運行データ】

　※のべ利用人数のうち、2名以上で予約し乗車した人の割合

あいのり率（％）　※

①志賀地域デマンド型乗合タクシー実証運行事業

当初計画通り実施（H27.10より運行開始）

【目 的】 交通不便地域におけるデマンド型乗合タクシーの有効性と持続可能性の検証

【運行内容】 月～金の週５回運行（午前8時から午後6時まで）
1日14便運行

【運行事業者】 大津第一交通（株）

【委託料】
・運行委託料 3,541,490円（予算額：5,336,000円）
（R3.4月～R4.3月分の総計）

【取り組み内容】
・令和3年4月 新たにグループ予約割引を開始
・令和3年10月 地元自治会・関係団体と運行検討協議
・令和3年11月 平和堂和邇店で利用登録促進活動を実施※

【前年度までとの比較検証】
・複数名で予約し乗車する人（グループ予約割引利用者）の割合が増加
・契約単価増等により、前年度と比較し収益率が低下
・運行エリアが拡大し、登録者が増加したことで利用回数は増加

【今年度の評価】
・あいのり率の増加を目的にグループ予約割引を導入し、利用人数の増加等、一定の成果を得た。
・一方で、収益率は低下したことから、収益率確保に向けて、グループ予約割引の割引率や
契約単価の値について課題検討が必要と考える。

※地元関係団体と協同で行なった利用登録促進活動の様子
（市職員による利用登録受付） （NPO団体あしの会様による宣伝）

12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15.1 18.4 22.4 22.9 25.2 30.9 28.0 26.9 25.3 33.3 27.2 32.4 31.7 27.7 22.6

あいのり割引
導入前

R2年度 R3年度

あいのり割引
導入後



前年度よりも収益率低下

運行エリア拡大により利用人数増加

増加傾向にある



【運行データ】

②葛川･伊香立･仰木・上田上・晴嵐台地域デマンド型乗合タクシー

実証運行事業

当初計画通り実施（R3.４月より運行開始）

【目 的】 交通不便地域におけるデマンド型乗合タクシーの有効性
と持続可能性の検証

【運行内容】 バスの減便に対応する時間にのりあいタクシーを
代替運行

【運行事業者】 琵琶湖タクシー（株）

【委託料】
・北部、南部3台 10,395,000円（1台あたり 3,465,000円）

【取り組み内容】
・令和3年4月1日 実証運行開始
・令和3年6月 アンケートを実施
・令和3年8月 仰木地域停留所2箇所追加
・令和3年12月 仰木地域無料チケット配付

【今年度の評価】
・利用者数や乗り合い人数が想定より低調であること等、志賀地域デマンド型乗合タクシー導入当
初と同じ課題傾向が見られた。
・利用者数や乗り合い人数の増加、周知啓発を今後の課題としたい。



③上田上、帝産バス社会実験事業

【実証運行経過】

・平成30年12月 帝産湖南交通㈱より、上田上地域を運行する路線バスの

利用者減少により路線廃止の相談

・令和2年2月16日 上田上学区、帝産湖南交通㈱、市の三者で協議を重ね、

路線存続に向けた社会実験について大津市地域公共交通

活性化協議会で承認（書面表決）

・令和2年4月1日 本協議会主体で社会実験開始（令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで）

・令和3年4月1日 「大学病院-田上車庫線」は、利用者数が僅少であることから

廃止し、のりあいタクシーへ転換

・令和3年4月1日 「石山駅発牧口線」は、帝産湖南交通㈱の営業路線として、

復路を2便に増便し実証運行継続（令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで）

【運行内容及び利用状況】
令和4年2月末現在

実証運行路線図

石山駅

牧口

路線
１便あたりの

平均利用者数

朝 牧口 ６：５８発 石山駅行き １５．１人
夕 石山駅 １８：５０発 牧口行き ８．０人
夕 石山駅 １９：５０発 牧口行き ２．９人
朝 牧口 ６：５８発 石山駅行き ５．７人
夕 石山駅 １８：５０発 牧口行き ３．７人
夕 石山駅 １９：５０発 牧口行き １．８人

便

石山駅発牧口線
（平日）

石山駅発牧口線
（休日）



（１）公共交通総合案内マップの改訂

【業務名】 令和4年3月版大津市バス＆電車乗り換えマップ製作業務

【目 的】 大津市内における公共交通の利便性の向上

【委託先】 ㈱スマイ印刷工業

【内 容】 令和４年３月版大津市バス＆電車乗り換えマップの印刷

作成部数：1,000部

配布先：市内３６支所、主要窓口、市内観光案内所に配布予定

【前年度からの主な改正点】 系統番号の表記、運行系統毎の路線表記、

運行頻度視覚化、乗継割引情報記載等

【経 費】 495,000円

④地域公共交通利用促進事業

（２）デマンド型乗り合いタクシー周知啓発用動画作成

【業務名】 大津市デマンド型乗り合いタクシー周知啓発用動画制作委託業務

【目 的】 デマンド型乗り合いタクシーの利用方法等を動画で解説し、周知･啓発する

【委託先】 ㈱COMARS

【内 容】 大津市デマンド型乗り合いタクシー周知啓発用の動画制作

動画公開方法：大津市公式YouTubeにて公開

【経 費】 198,000円

※動画撮影の様子

龍光寺前（仰木地域） JR堅田駅



（５）バスの乗り方教室の実施

滋賀県交通戦略課主催の元、市内の小学校においてバスの乗り方教室を実施。新型
コロナウイルスの影響により実施できない場合があったため、実施数は前年度と比較し減少。

【実施先】 ・富士見小学校 ２年生 ４年生（バリアフリー中心）
・膳所小学校 ２年生
・仰木の里東小学校 ２年生
・上田上小学校 １年生 ２年生 ４年生（バリアフリー中心）
・瀬田南小学校 ２年生

【内 容】 バス事業者協力のもと、バスを実際に学校に乗り入れ、バスに乗ってから降りる
までの流れを説明。座学においては、滋賀県交通戦略課により公共交通機関でのマナーか
ら滋賀県内における交通事情の紹介などを行った。

（３）葛川･伊香立・仰木・上田上・晴嵐台地域におけるのりあいタクシー
のアンケートの実施

【目 的】 持続可能な地域の公共交通として本サービスを継続していくために、
地域住民の皆様に日頃のご利用方法やサービスへのご意見等を
伺い、運行方法の改善や利用促進に活かすことを目的とする

【実施方法】 各地域の全世帯へアンケートを配布し、郵送にて返送いただく

【集計分析】 （一社）システム科学研究所へ依頼

【分析経費】 220,000円（郵送料・封筒代等は事務費にて計上）

（４）仰木地域での「のりあいタクシーお試し無料チケット」の配布

【目 的】 のりあいタクシーを利用体験いただくきっかけとし、
利用促進につなげる

【内 容】 仰木地域在住の65歳以上の方全員へ
無料チケット1枚を配布

【経 費】 [協議会]122,100円+[仰木地域]122,100円＝ 計244,200円


