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令和 年度 の西脇市コミュニティバスについて

名称等

総称 称 路線

西脇市 ミュニテ ス
プ ス め ン  

環

時計回 時計回  

ひめ ス 西脇市駅 住吉

運行開始予定

和 月 日 木

運行事業者

姫グ ン ス株式会社

ープバス めぐ ン の概要

車両 台 時計回 時計回 を 時 方向 運行

新車 購入 見送 現行 つ ス車両 台 エ ス ミュ タ

乗客定員 12人 28 式 台 29 式 台 を転用

現行 号 プ ス め ン

車両種類
小型 ス 定員 44人

※乗客 43人

ワ ン 定員 14人

※乗客 12人

車両数 台 台

日あた

便数

12便 往 日 21便 時計回 11便

時計回 10便

土曜日 15便 時計回 便

時計回 便

運行日 月～金 月～土

運休日 土日 休日 始 日 休日 始

始発時間

7：10発 西脇営業所発  時計回   7：30発

西脇市役所 新庁舎 発

時計回 7：35発

西脇市役所 新庁舎 発

最終時間

17：13発 西脇営業所発  時計回   18：30発

西脇市役所 新庁舎 発

時計回 18：00発

西脇市役所 新庁舎 発

料金 対距離制 170 ～ 均一 100 現金 Ｃ
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 ート案 

  資料 － 参照 

 

 時刻表案 

  資料 － 参照 

 

 ひめバスの概要 

  現行を踏襲 つつ昼間 減便を行う 減便案 資料 － 参照  

 現行 和 度 降 

車両種類 小型 ス 定員 32人  
左 

車両数 台 

日あた 便数 12便 往  便 往  

運行日 月～金 

左 
運休日 土日 休日 始 

始発時間 7：00発 西脇営業所発  

最終時間 18：35発 札場発  

料金 対距離制 170 ～  均一 100 現金 Ｃ  

 

 料金詳細 

 路線 ス ミュニテ ス 

大人 中学生 上  対距離制 
乗車：均一 100  

小児 小学生  大人 半額 

幼児 上

就学児  

小児 た 大人 人 つ 人

無料 人目 小児料金 左 

乳児 満  無料 

障害者割引 半額

対象者 

身体障害者手帳所持者 

療育手帳所持者 

乗車：均一 100  

免許返納者 運転免許を返納 兵庫県 住所

記載 た 運転経 証明書

を 持ち 65 上 方 大人

半額 現金  

上記 わ

ニ Ｃカ

利用 つ市 移動

時 限  

乗車：最大 100  

 

 



時計回    

■ ス停：既存 ば 号

★ ス停：新設

囲み部分：新規 ート

●丸印：医療施設 スー ー等  

ープ ス め ン ート案 時計回

資料

西脇北高校西脇北高校

西脇警察署西脇警察署

ロ ワ クロ ワ ク 西脇税務署西脇税務署

西脇病院西脇病院

神姫 ス西脇営業所神姫 ス西脇営業所

中兵庫信用金庫中兵庫信用金庫

総合福祉センタ総合福祉センタ

新西脇駅新西脇駅

院 歯科院 歯科

みのり農協みのり農協

西脇工業高校西脇工業高校

農産物直売所農産物直売所

スス

図書館 児童館図書館 児童館

西脇高校西脇高校

スタ ミナルスタ ミナル

西脇 コミセン西脇 コミセン

スス

ス 院 歯科ス 院 歯科

西脇豊 郵便西脇豊 郵便

総合市民センタ総合市民センタ

院 内科院 内科

院 心療内科院 心療内科

院 外科胃腸科院 外科胃腸科

院 皮膚科院 皮膚科

新庁舎 市民交流施設新庁舎 市民交流施設

院 眼科院 眼科

院 小児科院 小児科

野村郵便野村郵便

院 整形外科院 整形外科

院 内科院 内科

院 耳鼻科院 耳鼻科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

衣料品衣料品 ス 衣料品ス 衣料品

播 信用金庫播 信用金庫
西脇郵便西脇郵便

療モ ル療モ ル

バス 西脇市駅バス 西脇市駅

バス 野村西バス 野村西

バス 北 旬菜館前バス 北 旬菜館前
バス 西脇工業高校前バス 西脇工業高校前

バス 10 重春小学校前バス 10 重春小学校前

バス 11 西脇高校南バス 11 西脇高校南

バス 12 いえ
※一部 便 経由しない
バス 12 いえ
※一部 便 経由しない

バス 13 緑風台南バス 13 緑風台南

バス 14 緑風台中央バス 14 緑風台中央

バス 15 緑風台北バス 15 緑風台北

バス 1　 西脇高校北バス 1　 西脇高校北

バス 1、 和田新池バス 1、 和田新池

バス 18 和田町バス 18 和田町 バス 19 西脇 アピカバス 19 西脇 アピカ

バス 21 西脇農協南バス 21 西脇農協南
バス 22 高田井北バス 22 高田井北

バス 20 西脇区コミセン前バス 20 西脇区コミセン前

バス 23 播州成田山前バス 23 播州成田山前

バス 24 小坂町南バス 24 小坂町南

バス 25 西脇地方合同庁舎前バス 25 西脇地方合同庁舎前 バス 2　 市民センターバス 2　 市民センター

バス 2、 西脇小学校前バス 2、 西脇小学校前

バス 28 上野バス 28 上野

バス 29 西脇病院バス 29 西脇病院

バス 32 西脇市役所バス 32 西脇市役所

バス 30 上野南バス 30 上野南

バス 31 西脇市役所西バス 31 西脇市役所西

バス 和布町バス 和布町

バス 野村農協前バス 野村農協前

バス 野村バス 野村

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科
院 循環器内科院 循環器内科 三井住友銀行 院 内科三井住友銀行 院 内科

みのり農協みのり農協

院 歯科院 歯科 院 泌 器科院 泌 器科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

衣料品衣料品
院 内科院 内科

院 産婦人科院 産婦人科

院 歯科院 歯科

院 内科院 内科

院 整形外科院 整形外科

院 整形外科院 整形外科



反時計回  

■ ス停：既存 ば 号

★ ス停：新設

囲み部分：新規 ート

●丸印：医療施設 スー ー等

ープ ス め ン ート案 反時計回

西脇北高校西脇北高校

西脇警察署西脇警察署

ロ ワ クロ ワ ク 西脇税務署西脇税務署

西脇病院西脇病院

神姫 ス西脇営業所神姫 ス西脇営業所

中兵庫信用金庫中兵庫信用金庫

総合福祉センタ総合福祉センタ

新西脇駅新西脇駅

院 歯科院 歯科

みのり農協みのり農協

西脇工業高校西脇工業高校

農産物直売所農産物直売所

スス

図書館 児童館図書館 児童館

西脇高校西脇高校

スタ ミナルスタ ミナル

西脇 コミセン西脇 コミセン

ス 衣料品ス 衣料品

ス 院 歯科ス 院 歯科

西脇豊 郵便西脇豊 郵便

総合市民センタ総合市民センタ

院 内科院 内科

院 心療内科院 心療内科

院 外科胃腸科院 外科胃腸科

院 皮膚科院 皮膚科

新庁舎 市民交流施設新庁舎 市民交流施設

院 眼科院 眼科

院 小児科院 小児科

野村郵便野村郵便

院 整形外科院 整形外科

院 内科院 内科

院 耳鼻科院 耳鼻科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

衣料品衣料品 ス 衣料品ス 衣料品

播 信用金庫播 信用金庫
西脇郵便西脇郵便

療モ ル療モ ル

バス 2、 西脇市駅バス 2、 西脇市駅

バス 2　 野村西バス 2　 野村西

バス 25 北 旬菜館前バス 25 北 旬菜館前
バス 24 西脇工業高校前バス 24 西脇工業高校前

バス 23 重春小学校前バス 23 重春小学校前

バス 22 西脇高校南バス 22 西脇高校南

バス 21 いえ
※一部 便 経由しない
バス 21 いえ
※一部 便 経由しない

バス 20 緑風台南バス 20 緑風台南

バス 19 緑風台中央バス 19 緑風台中央

バス 18 緑風台北バス 18 緑風台北

バス 1、 西脇高校北バス 1、 西脇高校北

バス 1　 和田新池バス 1　 和田新池

バス 15 和田町バス 15 和田町 バス 14 西脇 アピカバス 14 西脇 アピカ

バス 12 西脇農協南バス 12 西脇農協南
バス 11 高田井北バス 11 高田井北

バス 13 西脇区コミセン前バス 13 西脇区コミセン前

バス 10 播州成田山前バス 10 播州成田山前

バス 小坂町南バス 小坂町南

バス 西脇地方合同庁舎前バス 西脇地方合同庁舎前 バス 市民センターバス 市民センター

バス 西脇小学校前バス 西脇小学校前

バス 上野バス 上野

バス 西脇病院バス 西脇病院

バス 32  西脇市役所バス 32  西脇市役所

バス   上野南バス   上野南

バス 31  西脇市役所西バス 31  西脇市役所西

バス 30 和布町バス 30 和布町

バス 29 野村農協前バス 29 野村農協前

バス 28 野村バス 28 野村

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科
院 循環器内科院 循環器内科 三井住友銀行 院 内科三井住友銀行 院 内科

みのり農協みのり農協

院 歯科院 歯科
院 泌 器科院 泌 器科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 歯科院 歯科

院 内科院 内科

院 産婦人科院 産婦人科

院 歯科院 歯科

院 内科院 内科

衣料品衣料品

院 整形外科院 整形外科

院 整形外科院 整形外科



ープバス めぐ ン 時刻表案 令和 月～

時計回 右ルート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

区間 累計 区間 累計 区間 累計 区間 累計 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30

0.3 0.3 0:02 0:02 0.3 0.3 0:02 0:02 西脇市役所西 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 16:32 17:32 18:32

0.8 1.1 0:02 0:04 0.8 1.1 0:02 0:04 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 16:34 17:34 18:34

0.8 1.9 0:02 0:06 0.8 1.9 0:02 0:06 野村農協前 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 16:36 17:36 18:36

0.2 2.1 0:01 0:07 0.2 2.1 0:01 0:07 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 16:37 17:37 18:37

0.3 2.4 0:01 0:08 0.3 2.4 0:01 0:08 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 16:38 17:38 18:38

り　発 7:46 8:28 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 17:52 18:55

り　着 7:38 8:08 8:49 10:06 11:30 12:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:34

0.0 2.4 0:02 0:10 0.0 2.4 0:07 0:15 7:45 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 16:40 17:40 18:40

0.4 2.8 0:01 0:11 0.4 2.8 0:01 0:16 7:46 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 16:41 17:41 18:41

0.2 3.0 0:01 0:12 0.2 3.0 0:01 0:17 北は 旬菜館前 7:47 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:42 17:42 18:42

0.2 3.2 0:01 0:13 0.2 3.2 0:01 0:18 西脇工業高校前 7:48 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:43 17:43 18:43

0.6 3.8 0:01 0:14 0.6 3.8 0:01 0:19 重春小学校前 7:49 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:44 17:44 18:44

0.1 3.9 0:00 0:14 0.1 3.9 0:00 0:19 西脇高校南 7:49 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:44 17:44 18:44

0.6 4.5 0:01 0:15 0.0 3.9 0:00 0:19 7:49 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 17:45 18:45

0.4 4.9 0:01 0:16 0.8 4.7 0:01 0:20 7:50 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 16:46 17:46 18:46

0.4 5.3 0:01 0:17 0.4 5.1 0:01 0:21 緑風台中央 7:51 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 16:47 17:47 18:47

0.3 5.6 0:01 0:18 0.3 5.4 0:01 0:22 7:52 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 16:48 17:48 18:48

0.5 6.1 0:01 0:19 0.5 5.9 0:01 0:23 西脇高校北 7:53 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 16:49 17:49 18:49

0.4 6.5 0:01 0:20 0.4 6.3 0:01 0:24 7:54 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:50 17:50 18:50

0.7 7.2 0:02 0:22 0.7 7.0 0:02 0:26 7:56 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:52 17:52 18:52

0.4 7.6 0:02 0:24 0.4 7.4 0:02 0:28 西脇 アピカ 7:58 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 16:54 17:54 18:54

0.5 8.1 0:02 0:26 0.5 7.9 0:02 0:30 西脇区コミセン前 8:00 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:56 17:56 18:56

0.5 8.6 0:02 0:28 0.5 8.4 0:02 0:32 西脇農協南 8:02 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:58 17:58 18:58

0.6 9.2 0:03 0:31 0.6 9.0 0:03 0:35 高田井北 8:05 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 17:01 18:01 19:01

0.4 9.6 0:01 0:32 0.4 9.4 0:01 0:36 播州成田山前 8:06 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 17:02 18:02 19:02

1.1 10.7 0:02 0:34 1.1 10.5 0:02 0:38 8:08 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 17:04 18:04 19:04

0.7 11.4 0:02 0:36 0.7 11.2 0:02 0:40 西脇地方合同庁舎前 8:10 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 17:06 18:06 19:06

0.4 11.8 0:01 0:37 0.4 11.6 0:01 0:41 市民センター 8:11 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 17:07 18:07 19:07

0.3 12.1 0:01 0:38 0.3 11.9 0:01 0:42 西脇小学校前 8:12 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 17:08 18:08 19:08

0.5 12.6 0:01 0:39 0.5 12.4 0:01 0:43 8:13 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 17:09 18:09 19:09

0.5 13.1 0:02 0:41 0.5 12.9 0:02 0:45 8:15 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 17:11 18:11 19:11

0.5 13.6 0:02 0:43 0.5 13.4 0:02 0:47 上野南 8:17 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 17:13 18:13 19:13

0.5 14.1 0:01 0:44 0.5 13.9 0:01 0:48 西脇市役所西 8:18 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 17:14 18:14 19:14

0.4 14.5 0:02 0:46 0.4 14.3 0:02 0:50 8:20 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 17:16 18:16 19:16

14.5 0:46 14.3 0:50

反時計回 左ルート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

区間 累計 区間 累計 区間 累計 区間 累計 7:35 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00

0.3 0.3 0:02 0:02 0.3 0.3 0:02 0:02 西脇市役所西 7:37 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 15:02 16:02 17:02 18:02

0.5 0.8 0:01 0:03 0.5 0.8 0:01 0:03 上野南 7:38 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:03 18:03

0.5 1.3 0:02 0:05 0.5 1.3 0:03 0:06 7:41 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05

0.5 1.8 0:01 0:06 0.5 1.8 0:01 0:07 7:42 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 15:06 16:06 17:06 18:06

0.5 2.3 0:01 0:07 0.5 2.3 0:01 0:08 西脇小学校前 7:43 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:07 16:07 17:07 18:07

0.3 2.6 0:01 0:08 0.3 2.6 0:01 0:09 市民センター 7:44 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 15:08 16:08 17:08 18:08

0.4 3.0 0:01 0:09 0.4 3.0 0:01 0:10 西脇地方合同庁舎前 7:45 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 15:09 16:09 17:09 18:09

0.7 3.7 0:02 0:11 0.7 3.7 0:02 0:12 7:47 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 15:11 16:11 17:11 18:11

1.1 4.8 0:02 0:13 1.1 4.8 0:02 0:14 播州成田山前 7:49 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 15:13 16:13 17:13 18:13

0.4 5.2 0:01 0:14 0.4 5.2 0:01 0:15 高田井北 7:50 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 15:14 16:14 17:14 18:14

0.6 5.8 0:03 0:17 0.6 5.8 0:03 0:18 西脇農協南 7:53 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 15:17 16:17 17:17 18:17

0.5 6.3 0:02 0:19 0.5 6.3 0:02 0:20 西脇区コミセン前 7:55 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19

0.5 6.8 0:02 0:21 0.5 6.8 0:02 0:22 西脇 アピカ 7:57 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:21 16:21 17:21 18:21

0.5 7.3 0:02 0:23 0.5 7.3 0:02 0:24 7:59 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 15:23 16:23 17:23 18:23

0.7 8.0 0:02 0:25 0.7 8.0 0:02 0:26 8:01 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 15:25 16:25 17:25 18:25

0.4 8.4 0:01 0:26 0.4 8.4 0:01 0:27 西脇高校北 8:02 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 15:26 16:26 17:26 18:26

0.5 8.9 0:01 0:27 0.5 8.9 0:01 0:28 8:03 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 15:27 16:27 17:27 18:27

0.3 9.2 0:01 0:28 0.3 9.2 0:01 0:29 緑風台中央 8:04 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 15:28 16:28 17:28 18:28

0.4 9.6 0:01 0:29 0.4 9.6 0:01 0:30 8:05 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 15:29 16:29 17:29 18:29

0.5 10.1 0:01 0:30 0 9.6 0:00 0:30 8:05 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 18:30

0.5 10.6 0:02 0:32 0.8 10.4 0:01 0:31 西脇高校南 8:06 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 18:32

0.1 10.7 0:00 0:32 0.1 10.5 0:00 0:31 重春小学校前 8:06 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 18:32

0.6 11.3 0:01 0:33 0.6 11.1 0:01 0:32 西脇工業高校前 8:07 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 15:33 16:33 17:33 18:33

0.2 11.5 0:01 0:34 0.2 11.3 0:01 0:33 北は 旬菜館前 8:08 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 15:34 16:34 17:34 18:34

0.2 11.7 0:01 0:35 0.2 11.5 0:01 0:34 8:09 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:35 16:35 17:35 18:35

0.4 12.1 0:01 0:36 0.4 11.9 0:01 0:35 西脇市駅　着 8:10 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:36 16:36 17:36 18:36

り　発 8:28 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:52 18:55

り　着 8:08 8:49 10:06 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 18:34

0.0 12.1 0:01 0:37 0.0 11.9 0:03 0:38 西脇市駅　発 8:13 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37

0.3 12.4 0:02 0:39 0.3 12.2 0:02 0:40 8:15 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:39 16:39 17:39 18:39

0.2 12.6 0:01 0:40 0.2 12.4 0:01 0:41 野村農協前 8:16 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40

0.8 13.4 0:02 0:42 0.8 13.2 0:02 0:43 8:18 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 15:42 16:42 17:42 18:42

0.8 14.2 0:01 0:43 0.8 14.0 0:01 0:44 西脇市役所西 8:19 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 15:43 16:43 17:43 18:43

0.4 14.6 0:02 0:45 0.4 14.4 0:02 0:46 8:21 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:45 18:45

14.6 0:45 14.4 0:46 D

西脇市役所
運転時分

緑風台南
いえ

野村西

JR

野村

和布町

緑風台北

キロ 時分 キロ 時分 便名
西脇市役所

西脇病院
上野

小坂町南

和田町
和田 池

：通常ルート D： いえなし

野村西

いえ
緑風台南

緑風台北

和田 池
和田町

小坂町南

上野
西脇病院

西脇市役所
系統

反時計回 左ルート

日 資料１－

西脇市役所

和布町

野村

西脇市駅　発

：通常ルート ： いえなし 時計回 右ルート
キロ 時分 キロ 時分 便名

西脇市駅　着

JR線



ープバス めぐ ン 時刻表案 令和 月～

時計回 右ルート

1 2 3 4 5 6 7 8

区間 累計 区間 累計 区間 累計 区間 累計 7:25 8:10 9:10 12:30 13:30 16:30 17:30 18:30

0.3 0.3 0:02 0:02 0.3 0.3 0:02 0:02 西脇市役所西 7:27 8:12 9:12 12:32 13:32 16:32 17:32 18:32

0.8 1.1 0:02 0:04 0.8 1.1 0:02 0:04 7:29 8:14 9:14 12:34 13:34 16:34 17:34 18:34

0.8 1.9 0:02 0:06 0.8 1.9 0:02 0:06 野村農協前 7:31 8:16 9:16 12:36 13:36 16:36 17:36 18:36

0.2 2.1 0:01 0:07 0.2 2.1 0:01 0:07 7:32 8:17 9:17 12:37 13:37 16:37 17:37 18:37

0.3 2.4 0:01 0:08 0.3 2.4 0:01 0:08 7:33 8:18 9:18 12:38 13:38 16:38 17:38 18:38

り　発 7:54 8:24 9:38 12:45 13:45 16:45 17:52 18:55

り　着 7:45 8:15 9:05 12:30 13:30 16:30 17:30 18:34

0.0 2.4 0:07 0:15 0.0 2.4 0:00 0:08 7:33 8:20 9:20 12:45 13:45 16:45 17:45 18:45

0.4 2.8 0:01 0:16 0.4 2.8 0:01 0:09 7:34 8:21 9:21 12:46 13:46 16:46 17:46 18:46

0.2 3.0 0:01 0:17 0.2 3.0 0:01 0:10 北は 旬菜館前 7:35 8:22 9:22 12:47 13:47 16:47 17:47 18:47

0.2 3.2 0:01 0:18 0.2 3.2 0:01 0:11 西脇工業高校前 7:36 8:23 9:23 12:48 13:48 16:48 17:48 18:48

0.6 3.8 0:01 0:19 0.6 3.8 0:01 0:12 重春小学校前 7:37 8:24 9:24 12:49 13:49 16:49 17:49 18:49

0.1 3.9 0:00 0:19 0.1 3.9 0:00 0:12 西脇高校南 7:37 8:24 9:24 12:49 13:49 16:49 17:49 18:49

0.6 4.5 0:01 0:20 0.0 3.9 0:00 0:12 7:37 8:24 9:25 12:50 13:50 16:50 17:50 18:50

0.4 4.9 0:01 0:21 0.8 4.7 0:01 0:13 7:38 8:25 9:26 12:51 13:51 16:51 17:51 18:51

0.4 5.3 0:01 0:22 0.4 5.1 0:01 0:14 緑風台中央 7:39 8:26 9:27 12:52 13:52 16:52 17:52 18:52

0.3 5.6 0:01 0:23 0.3 5.4 0:01 0:15 7:40 8:27 9:28 12:53 13:53 16:53 17:53 18:53

0.5 6.1 0:01 0:24 0.5 5.9 0:01 0:16 西脇高校北 7:41 8:28 9:29 12:54 13:54 16:54 17:54 18:54

0.4 6.5 0:01 0:25 0.4 6.3 0:01 0:17 7:42 8:29 9:30 12:55 13:55 16:55 17:55 18:55

0.7 7.2 0:02 0:27 0.7 7.0 0:02 0:19 7:44 8:31 9:32 12:57 13:57 16:57 17:57 18:57

0.4 7.6 0:02 0:29 0.4 7.4 0:02 0:21 西脇 アピカ 7:46 8:33 9:34 12:59 13:59 16:59 17:59 18:59

0.5 8.1 0:02 0:31 0.5 7.9 0:02 0:23 西脇区コミセン前 7:48 8:35 9:36 13:01 14:01 17:01 18:01 19:01

0.5 8.6 0:02 0:33 0.5 8.4 0:02 0:25 西脇農協南 7:50 8:37 9:38 13:03 14:03 17:03 18:03 19:03

0.6 9.2 0:03 0:36 0.6 9.0 0:03 0:28 高田井北 7:53 8:40 9:41 13:06 14:06 17:06 18:06 19:06

0.4 9.6 0:01 0:37 0.4 9.4 0:01 0:29 播州成田山前 7:54 8:41 9:42 13:07 14:07 17:07 18:07 19:07

1.1 10.7 0:02 0:39 1.1 10.5 0:02 0:31 7:56 8:43 9:44 13:09 14:09 17:09 18:09 19:09

0.7 11.4 0:02 0:41 0.7 11.2 0:02 0:33 西脇地方合同庁舎前 7:58 8:45 9:46 13:11 14:11 17:11 18:11 19:11

0.4 11.8 0:01 0:42 0.4 11.6 0:01 0:34 市民センター 7:59 8:46 9:47 13:12 14:12 17:12 18:12 19:12

0.3 12.1 0:01 0:43 0.3 11.9 0:01 0:35 西脇小学校前 8:00 8:47 9:48 13:13 14:13 17:13 18:13 19:13

0.5 12.6 0:01 0:44 0.5 12.4 0:01 0:36 8:01 8:48 9:49 13:14 14:14 17:14 18:14 19:14

0.5 13.1 0:02 0:46 0.5 12.9 0:02 0:38 8:03 8:50 9:51 13:16 14:16 17:16 18:16 19:16

0.5 13.6 0:02 0:48 0.5 13.4 0:02 0:40 上野南 8:05 8:52 9:53 13:18 14:18 17:18 18:18 19:18

0.5 14.1 0:01 0:49 0.5 13.9 0:01 0:41 西脇市役所西 8:06 8:53 9:54 13:19 14:19 17:19 18:19 19:19

0.4 14.5 0:02 0:51 0.4 14.3 0:02 0:43 8:08 8:55 9:56 13:21 14:21 17:21 18:21 19:21

14.5 0:51 14.3 0:43

反時計回 左ルート

1 2 3 4 5 6 7

区間 累計 区間 累計 区間 累計 区間 累計 7:45 10:00 11:00 14:00 15:00 17:00 18:00

0.3 0.3 0:02 0:02 0.3 0.3 0:02 0:02 西脇市役所西 7:47 10:02 11:02 14:02 15:02 17:02 18:02

0.5 0.8 0:01 0:03 0.5 0.8 0:01 0:03 上野南 7:48 10:03 11:03 14:03 15:03 17:03 18:03

0.5 1.3 0:02 0:05 0.5 1.3 0:03 0:06 7:51 10:05 11:05 14:05 15:05 17:05 18:05

0.5 1.8 0:01 0:06 0.5 1.8 0:01 0:07 7:52 10:06 11:06 14:06 15:06 17:06 18:06

0.5 2.3 0:01 0:07 0.5 2.3 0:01 0:08 西脇小学校前 7:53 10:07 11:07 14:07 15:07 17:07 18:07

0.3 2.6 0:01 0:08 0.3 2.6 0:01 0:09 市民センター 7:54 10:08 11:08 14:08 15:08 17:08 18:08

0.4 3.0 0:01 0:09 0.4 3.0 0:01 0:10 西脇地方合同庁舎前 7:55 10:09 11:09 14:09 15:09 17:09 18:09

0.7 3.7 0:02 0:11 0.7 3.7 0:02 0:12 7:57 10:11 11:11 14:11 15:11 17:11 18:11

1.1 4.8 0:02 0:13 1.1 4.8 0:02 0:14 播州成田山前 7:59 10:13 11:13 14:13 15:13 17:13 18:13

0.4 5.2 0:01 0:14 0.4 5.2 0:01 0:15 高田井北 8:00 10:14 11:14 14:14 15:14 17:14 18:14

0.6 5.8 0:03 0:17 0.6 5.8 0:03 0:18 西脇農協南 8:03 10:17 11:17 14:17 15:17 17:17 18:17

0.5 6.3 0:02 0:19 0.5 6.3 0:02 0:20 西脇区コミセン前 8:05 10:19 11:19 14:19 15:19 17:19 18:19

0.5 6.8 0:02 0:21 0.5 6.8 0:02 0:22 西脇 アピカ 8:07 10:21 11:21 14:21 15:21 17:21 18:21

0.5 7.3 0:02 0:23 0.5 7.3 0:02 0:24 8:09 10:23 11:23 14:23 15:23 17:23 18:23

0.7 8.0 0:02 0:25 0.7 8.0 0:02 0:26 8:11 10:25 11:25 14:25 15:25 17:25 18:25

0.4 8.4 0:01 0:26 0.4 8.4 0:01 0:27 西脇高校北 8:12 10:26 11:26 14:26 15:26 17:26 18:26

0.5 8.9 0:01 0:27 0.5 8.9 0:01 0:28 8:13 10:27 11:27 14:27 15:27 17:27 18:27

0.3 9.2 0:01 0:28 0.3 9.2 0:01 0:29 緑風台中央 8:14 10:28 11:28 14:28 15:28 17:28 18:28

0.4 9.6 0:01 0:29 0.4 9.6 0:01 0:30 8:15 10:29 11:29 14:29 15:29 17:29 18:29

0.5 10.1 0:01 0:30 9.6 0:30 8:15 10:30 11:30 14:30 15:30 17:30 18:30

0.5 10.6 0:02 0:32 0.8 10.4 0:01 0:31 西脇高校南 8:16 10:32 11:32 14:32 15:32 17:32 18:32

0.1 10.7 0:00 0:32 0.1 10.5 0:00 0:31 重春小学校前 8:16 10:32 11:32 14:32 15:32 17:32 18:32

0.6 11.3 0:01 0:33 0.6 11.1 0:01 0:32 西脇工業高校前 8:17 10:33 11:33 14:33 15:33 17:33 18:33

0.2 11.5 0:01 0:34 0.2 11.3 0:01 0:33 北は 旬菜館前 8:18 10:34 11:34 14:34 15:34 17:34 18:34

0.2 11.7 0:01 0:35 0.2 11.5 0:01 0:34 8:19 10:35 11:35 14:35 15:35 17:35 18:35

0.4 12.1 0:01 0:36 0.4 11.9 0:01 0:35 西脇市駅　着 8:20 10:36 11:36 14:36 15:36 17:36 18:36

り　発 8:24 10:45 11:45 14:45 15:45 17:52 18:55

り　着 8:15 9:59 11:30 14:30 15:30 17:30 18:34

0.0 12.1 0:04 0:40 0.0 11.9 0:05 0:40 西脇市駅　発 8:25 10:40 11:40 14:40 15:40 17:40 18:40

0.3 12.4 0:02 0:42 0.3 12.2 0:02 0:42 8:27 10:42 11:42 14:42 15:42 17:42 18:42

0.2 12.6 0:01 0:43 0.2 12.4 0:01 0:43 野村農協前 8:28 10:43 11:43 14:43 15:43 17:43 18:43

0.8 13.4 0:02 0:45 0.8 13.2 0:02 0:45 8:30 10:45 11:45 14:45 15:45 17:45 18:45

0.8 14.2 0:01 0:46 0.8 14.0 0:01 0:46 西脇市役所西 8:31 10:46 11:46 14:46 15:46 17:46 18:46

0.4 14.6 0:02 0:48 0.4 14.4 0:02 0:48 8:33 10:48 11:48 14:48 15:48 17:48 18:48

14.6 0:48 14.4 0:48

土曜日

西脇市駅　発

：通常ルート ： いえなし
キロ 時分 キロ 時分 便名

西脇市役所

和布町

野村
西脇市駅　着

JR線

野村西

いえ
緑風台南

緑風台北

和田 池
和田町

小坂町南

上野
西脇病院

西脇市役所
系統

：通常ルート ： いえなし
キロ 時分 キロ 時分 便名

反時計回 左ルート

和田 池

緑風台北

西脇市役所
運転時分

時計回 右ルート

緑風台南
いえ

野村西

JR

野村

和布町

西脇市役所

西脇病院
上野

小坂町南

和田町



西脇市駅行

8:25 10:15 11:55 15:55 17:45 7:30 9:20 12:45 16:50 18:35

8:26 10:16 11:56 15:56 17:46 7:31 9:21 12:46 16:51 18:36

8:27 10:17 11:57 15:57 17:47 7:32 9:22 12:47 16:52 18:37

8:28 10:18 11:58 15:58 17:48 7:32 9:22 12:47 16:52 18:37

↓ 10:19 11:59 15:59 17:49 7:33 9:23 12:48 16:53 18:38

8:28 10:20 12:00 16:00 17:50 7:34 9:24 12:49 16:54 18:39

8:29 10:21 12:01 16:01 17:51 7:35 9:25 12:50 16:55 18:40

8:30 10:22 12:02 16:02 17:52 7:36 9:26 12:51 16:56 18:41

8:31 10:23 12:03 16:03 17:53 7:37 9:27 12:52 16:57 18:42

8:33 10:25 12:05 16:05 17:55 7:37 9:27 12:52 16:57 18:42

8:36 10:28 12:08 16:08 17:58 7:38 9:28 12:53 16:58 18:43

8:36 10:28 12:08 16:08 17:58 7:39 9:29 12:54 16:59 18:44

8:37 10:29 12:09 16:09 17:59 7:40 9:30 12:55 17:00 18:45

8:41 ↓ 12:13 16:13 18:03 7:41 9:31 12:56 17:01 18:46

8:44 10:34 12:16 16:16 18:06 7:42 9:32 12:57 17:02 18:47

7:00 ↓ 10:37 ↓ ↓ ↓ 7:43 9:33 12:58 17:03 18:48

7:02 8:45 12:17 16:17 18:07 7:44 9:34 12:59 17:04 18:49

7:04 8:47 12:19 16:19 18:09 7:46 9:36 13:01 17:06 18:51

7:05 8:48 12:20 16:20 18:10 7:47 9:37 13:02 17:07 18:52

7:05 8:48 12:20 16:20 18:10 7:48 9:38 13:03 17:08 18:53

7:06 8:49 12:21 16:21 18:11 7:48 9:38 13:03 17:08 18:53

7:07 8:50 12:22 16:22 18:12 7:49 9:39 13:04 17:09 18:54

7:08 8:51 12:23 16:23 18:13 7:50 9:40 13:05 17:10 18:55

7:08 8:51 12:23 16:23 18:13 7:51 9:41 13:06 17:11 18:56

7:09 8:52 12:24 16:24 18:14 7:51 9:41 13:06 17:11 18:56

7:10 8:53 12:25 16:25 18:15 7:52 9:42 13:07 17:12 18:57

7:12 8:55 12:27 16:27 18:17 7:53 9:43 13:08 17:13 18:58

7:13 8:56 12:28 16:28 18:18 ↓ ↓ 11:17 ↓ ↓ 19:00

7:14 8:57 12:29 16:29 18:19 7:55 9:45 11:20 13:10 17:15

7:15 8:58 12:30 16:30 18:20 7:58 9:48 ↓ 13:13 17:18

7:16 8:59 12:31 16:31 18:21 8:01 9:51 11:24 13:16 17:21

7:17 9:00 12:32 16:32 18:22 8:01 9:51 11:24 13:16 17:21

7:18 9:01 12:33 16:33 18:23 8:05 9:55 11:28 13:20 17:25

7:19 9:02 12:34 16:34 18:24 8:06 9:56 11:29 13:21 17:26

7:19 9:02 12:34 16:34 18:24 8:08 9:58 11:31 13:23 17:28

7:20 9:03 12:35 16:35 18:25 8:09 9:59 11:32 13:24 17:29

7:21 9:04 12:36 16:36 18:26 8:10 10:00 11:33 13:25 17:30

7:22 9:05 12:37 16:37 18:27 8:11 10:01 11:34 13:26 17:31

7:23 9:06 12:38 16:38 18:28 ↓ 10:02 11:35 13:27 17:32

7:24 9:07 12:39 16:39 18:29 8:11 10:03 11:36 13:28 17:33

7:24 9:07 12:39 16:39 18:29 8:12 10:04 11:37 13:29 17:34

7:25 9:08 12:40 16:40 18:30 8:13 10:05 11:38 13:30 17:35

7:26 9:09 12:41 16:41 18:31 8:15 10:07 11:40 13:32 17:37

寺下 野村西
札場 西脇市駅

中畑町公民館 西脇アピ
宮 前 和田町
西光寺 西脇高校前

ツクエ イチ 茜が丘東
ウ 平野口

双葉小学校前 重春小学校前
アイ 西脇高校南
五輪前 西脇工業高校北

ツ みらいえ

中畑 西脇区コミセン前

上比延町公民館 下戸田
上比延 西脇営業所
岩花 西脇病院
原 橋 西脇営業所
足丸 東本町

比延町公民館 鹿野
岡 山 鹿野西
日本へそ公園東 上戸田

こみせん比也野 比延町消防庫
西脇東中学校前 西脇東中学校前
比延町消防庫 こみせん比也野

上戸田 日本へそ公園東
鹿野西 岡 山
鹿野 比延町公民館

西脇病院 岩花
西脇営業所 上比延
下戸田 上比延町公民館

西脇区コミセン前 中畑
東本町 足丸
西脇営業所 原 橋

西脇高校前 西光寺
和田町 宮 前
西脇アピ 中畑町公民館

西脇工業高校北 五輪前
西脇高校南 アイ
重春小学校前 双葉小学校前

平野口 ウ
茜が丘東 ツクエ イチ
みらいえ ツ

おりひめバス　減便案 令和 年 月～

現　行：１日12便 ６往復
減便後：１日６便 往復

西脇市駅 札場
野村西 寺下

札場行
ス停 ス停時刻表 時刻表

減
便

減
便
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                    ：路線延長区間

令和 年 月コミュニティバス再編による路線延長区間

資料１ー５



令和３年４月
西脇市コミュニティバス再編
による免許廃止区間

免許廃止区間

資料１－６
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コミュニティバス再編に伴う停留所の新設及び廃止について 

 

 新設停留所 ープバス め ン  

停留所名称 所在地 備考 

西脇 役所 西脇 戸田 128番地  標柱新設 片側  

西脇 役所西 西脇 戸田 88番地  標柱新設 片側  

野南 西脇 野 185番地  

西脇 野 125番地 14  

神姫バス標柱と共用 両側  

和 町 西脇 和 町 170番地  

西脇 和 町 188番地  

標柱新設 両側  

野村農協前 西脇 野村町243番地  

西脇 野村町233番地  

標柱新設 両側  

野村 西脇 野村町 391番地  

西脇 野村町 393番地  

神姫バス標柱と共用 両側  

西脇 コ セン前 西脇 西脇 309番地  

西脇 西脇 310番地  

神姫 リーンバス標柱と共用 両

側  

西脇農協南 西脇 西脇 362番地  

西脇 西脇 884番地７  

標柱新設 両側  

高田井北 西脇 高田井町 335番地  

西脇 高田井町 896番地  

反時計回 標柱新設 

時計回 神姫 リーンバス標柱

と共用 

 

 廃止停留所 ば ら号、つ バス  

停留所名称 系統名 

西脇 役所 く 号 

船町 民館 つく バス 船町線  

黒田 民館 つく バス 船町線  

福寺南 つく バス 船町線  

黒田庄福祉センター つく バス 船町線  

門柳分館 つく バス 船町線  

岡あいあいセンター つく バス 船町線  

楠丘小学校前 つく バス 船町線  

喜多 つく バス 船町線  

黒田庄駅 つく バス 船町線  

福地集会所 つく バス 船町線  

青年 家 つく バス 船町線  

比延芦谷 つく バス 船町線  

大垣内北 つく バス 船町線  

ッ スバリュ西脇寺内店 つく バス 船町線、小苗線  
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北 田園空間博物館総合案内所 つく バス 船町線、小苗線  

坂本西 つく バス 船町線  

西林寺 つく バス 船町線  

大野隣保館 つく バス 船町線  

日町 つく バス 船町線  

小苗 つく バス 小苗線  

船町 つく バス 小苗線  

大隅 院前 つく バス 小苗線  

西澤 つく バス 小苗線  

大伏 つく バス 小苗線  

津万井 会堂 つく バス 小苗線  

蒲江 つく バス 小苗線  

蒲江 民館 つく バス 小苗線  

坂本東 つく バス 小苗線  

寺内 民館 つく バス 小苗線  

西嶋 つく バス 小苗線  

大垣内 つく バス 小苗線  

大津神社 つく バス 小苗線  

津万 つく バス 小苗線  
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路線バ 上限運賃制度について 

 

 制度適用の条件 

  和 年 月 日 降 ニコ カードを使用し 市 停留所 乗車し つ  

 市 停留所 降車した場合に 限運賃を適用す  

 

 上限運賃額 

   100   

 

 対象路線 

  西脇市 を走 全 路線 イ イ スを除  

加美中線 中黒田線 大屋線 大和線 宮線 社線 ス 

 

 対象停留所 

  市 全 停留所 今後新設又 移設さ を含  

 

 対象者 

  全 利用者 

 

 費用負担 

  和 年度 に 制度導入 た ICカードシステム改修を ス事業者 

  実施し 市 そ 費用を負担す  

  和 年度 降 通常運賃 限運賃 差額を ス事業者に補助す  

 

上限運賃制度適用イメー  
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令和 年度からの西脇市デマンド型交通について 

 

 運行主体 

  西脇市 

 

 運行者 

  市 タク 事業者 者 

  寿タク 株式会社 車両  

  西脇タク 株式会社 車両  

 

 名称等  

  総称 西脇市 マンド型交通 

  称 乗合タク ン 資料 参照  

 

 運行開始日 

  和 月 日 木  

 

 運行範囲 

  市 全域 

 

 運行区域 

  部運行 域 津万地 日 地 比延地 黒田 地 南部運行 

  域 西脇地 春地 村地 芳田地 域 市街  

  域を相互乗入 域  

 乗車 運行 域を越え 移動 つい 特例目的地 療施設 西脇 

 多 域斎場 出 地又 目的地 あ 場合 移動 限 料金 片道 

 乗車分 特例目的地を出 地 移動 当 特例目 

的地 復路 限  

 相互乗入 域へ 移動 市 全域  

 相互乗入 域 移動 目的地 部 南部い 場合  
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移動パターンと利用可否判定  

出 地 目的地 利用 否 料金 備考 

部 部 ○ 乗車分  

部 相互 ○ 乗車分  

部 南部 特例目的地 ○ 乗車分  

部 南部 × ―  

南部 南部 ○ 乗車分  

南部 相互 ○ 乗車分  

南部 部 特例目的地 ○ 乗車分  

南部 部 × ―  

相互 部 ○ 乗車分  

相互 南部 ○ 乗車分  

部 特例目的地 南部 △ 乗車分 復路  

南部 特例目的地 部 △ 乗車分 復路  

 

 運行日 

  月～土 日曜日 日及び12月29日 月 日 を除く  

 

 利用可能時間等 

曜日 利用 能時間 車両 運行事業者  予約センタ 受付時間 

日 7:30～17:30 

 

7:30 乗車 能 

17:30 全 乗客降車 

7:00 準備 出庫 

7:30  最初 乗車 

17:30 乗客全 降車 

18:00 入庫 片付け 

7:00～17:30 

乗車時間 時間前 要予約 

朝 時 前 乗車 前日 要予約 

前日 運休日 場合 直前 運行日 ※  

土曜 8:30～12:30 

 

8:30 乗車 能 

12:30 全 乗客降車 

8:00 準備 出庫 

8:30  最初 乗車 

12:30 乗客全 降車 

13:00 入庫 片付け 

8:00～12:30 

乗車時間 時間前 要予約 

朝 時 前 乗車 前日 要予約 

※  

 

 乗降場所 

  自宅付近 指定場所 ⇔ 目的地 

  目的地 ⇔ 自宅付近 指定場所 

  目的地 ⇔ 目的地 

  指定場所  

  ご ス ン 公民館等車両 乗入 能 所を マンド型交通 

  乗降場所 個々 指定 

  自宅付近 適地 く 自宅前へ安全 車両 乗入 能 場合  

  自宅前 乗車  

 ※バスを乗 換え 移動 自宅付近 指定場所及び目的地 共 バス
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停 300ｍ圏 あ 場合 原則利用不 バス 役割分担  

※目的地 療施設 学校 公共施設 商業施設 金融機関等 あ

マンド型交通予約 ス ム 録 地点

10 車両

  日産 ＮＶ タク ニバ イン 

車両数  

乗客定員 車い 乗車時  

車両 イン 資料 参照 

11 事前予約

  必要 事前予約 い者 乗車不  

12 利用者

小学生 市へ 申請 利用 録を済 者 在住地不問  

13 料金

大人 
中学生 64歳  400  
65歳       200  

小児 小学生 200  

幼児 乳児 未就学児 要保護者 伴  無料 

身体障害者手帳所持者 200  

療育手帳所持者 200  

精 障害者保健福祉手帳所持者 200  

介助者 
身体障害者手帳 療育手帳又 精 障害者保
健福祉手帳所持者 介助者 200  

回数券 20乗車分を5,000 販売 実質 乗車250  

※料金 全 乗車当
※料金 収受 つい 利用者 乗車時 乗務員 車 実施 支払方法
現金又 回数券
※回数券 つい 乗務員 車 販売

14 予約センター

 受付日 
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月～土 日曜 日及び 12月 29日 月 日 を除く  

 受付時間 

   日  午前 時～午後 時 30 分 

イ 土曜日 午前 時～午後 ０ 時 30 分
乗車日 日前 乗車時間 時間前 予約 能 朝 時 前 土曜日 
朝 時 前 予約 前日 要予約

 センタ 場所 

新庁舎 和 月 現庁舎  

 オペ タ  

常時 体制 会計 度任用職員  

 予約受付方法 

電 ックス 
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コ ュニ バス・ ンド型交通の名称・ ザ ンについて 

 

 コ ュニ バス 

  名称等 

総称 称 路線  

西脇市コ ュニ バ  
バ ン  

循環 時計回

反時計回  

バ  西脇市駅 住  

 

  ＋ ン ＝ ン 

  …循環 加え ちへ 愛着や人 人 表現す キ

ワ  

  ン…親し やすさ やすさ 意識した 車輪 韻

踏 い タ タ表記 他市 差別化  

 

  ザ ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   西脇ＹＭＣ 全面 採用した 視認性 高い ン 

   ※ＹＭＣ …西脇市 資産 育 明 い未来 い

連想させ  
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 ンド型交通 

  名称等 

総称 称 

西脇市 ン 型交通 乗 タク す ン  

 

  す ＋ ン ＝ す ン 

  す …中心市街地 郊外部 ッ ワ ク 人 人 メ

したキ ワ  

  ン…コ バ 様 親し やすさ やすさ 意識した 自動

車 エン ン音 ン 韻 踏 い  

 

  ザ ン 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   人々 様々 交流等 地域資源 育 力 日本 へそ 緒 表現す

ソ 銀河 全面 採用 

   親し やす 視認性 高い ン し い  

 

 参考 

  ヘソノオ銀河 

   成30 度 西脇青 会議所 主催した ソ 宇宙祭 い 経



3 

 

緯度地球科学館 銀河 広場 壁面 河野 さ 描い

た壁画 タ  

   へそ 緒 生 誕生 ンボ あ た生 起源 辿 い

地球 誕生 そし 宇宙 誕生 う 生あ 元

辿 全 い いうコンセ 描 い  

   日本 へそ 緒 コンセ 掲 西脇市民 思

いや 助 生 い う 日本 へそ ふさわし

い心豊 ち い う いう願い い  
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地域 系統確保維持計  

和   日 

称 西脇市地域公共交通会議

生活交通確保維持改善計 称 

西脇市地域 系統確保維持計  

．地域公共交通確保維持 業 目的 必要性 

 西脇市 ュニテ 地域公共交通活性 再生総 業 国

庫補助 成21 10 日 実証運行 開始し 業終了後 成23 日 降

市 業 運行 し い  

 西脇市 ュニテ し 成20 12 日 実証運行 開始し

成23 10 日 降 地元住民 自主運行 し 成28 31日 住民主体運

行終了後 成28 18日 ュニテ し 運行 開始し 成29

路線 運行 い  

 市東端部 位置 比延地 場 停留所 起終点 し 地域

間幹線系統 主要拠点 西脇病院 西脇 西脇市駅 各 停留所 経

起終点 し 運行さ し 市 端部 位置 黒 地

船 公民館停留所及 小苗 起終点 し 様 地域間幹線系統 西

脇病院 停留所 経 し 運行 乗 入 西脇市駅 停留

所 鉄軌 駅 西日 旅客鉄 西脇市駅 し 乗 入 黒 駅 停

留所 社 黒 駅 設置し 鉄軌 駅 連接し 系統 い  

 加え 両系統 地域間幹線系統 主要 系統 し 機能

学生 通学手段や高齢者 通院 買い物 手段 し 大 役割 担 い  

 特 比延地 療機関 商業施設 存在し い 地 住民 市 外 療機関

商業施設 へ行 地域 系統 あ 系統 利用 必要 あ

両系統 地域間幹線系統 乗 換え こ 通院や買い物 移動範 さ

こ 地域住民 移動手段 し 必要不 系統 あ いえ  

 一方 中学生 遠距 通学 手段 し 高校生 比延地 や

黒 地 高校 直接 交通手段 し 大変 要 系統 あ  

 加え 市 書館機能 子育 支援機能 男女共 参 機能

ュニテ ン 機能 複 施設 経 教育振興や ュニテ 活動

観点 市民 大 役割 果 し 地域間幹線系統

接 し 接 停留所 幹線系統や他 ュニテ 乗 換え こ

こ 能 あ  

 前述 両系統 地域間幹線系統 系統 し 役割 果 し 両

系統 学生 通学 手段 奪わ 交通手段 持 い高齢者 外出 こ

容易 生活 維持 非常 困 状況  

 こ う 両系統 当 地域 必要不 あ 系統 運行 維持し

地域住民 移動手段 確保 地域 活性 こ 目的 し 計 策定  

線部 変更箇所 
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ン 姫 西脇営業所 隣接 市 新庁舎 起終点 し 市

街地 車両 時計回 時計回 方向 環 系統 あ こ 系統

様 地域間幹線系統 主要拠点 西脇病院 西脇 西脇市

駅 各 停留所 経 地 し 運行さ 計 あ こ 系統 乗 入 西

脇市駅 停留所 鉄軌 駅 西日 旅客鉄 西脇市駅 設置さ こ 鉄

軌 駅 連接し 系統 い 学生 通学や高齢者 通院 買い物 手段

し 大 役割 担う 考え い  

．地域公共交通確保維持 業 定 的 目標 効果 

業 目標 

和 日再編前  

  

  運行回数 日 往  

  利用者数 日当 利用者数 35人  

 し  

  運行回数 日 往  

  利用者数 日当 利用者数 21人  

和 日再編後  

  

  運行回数 日 往  

  利用者数 日当 利用者数 20人  

 ン  

  運行回数 

日 時計回 時計回 日10便  

土曜日 時計回 時計回 日 便  

  利用者数 

日当 利用者数 時計回 20人  

時計回 20人  

業 効果 

 中高生 遠距 通学 支援 

 高齢者 通院 買い物 外出支援 生活水準 維持 

ウ 利用者 ニ 応え こ 伴う利用実績 向

エ 利用実績 向 伴う地域公共交通 活性

 利用実績 向 伴う地域活動や住民活動 活性  

． ． 目標 成 行う 業及 そ 実施主体 

老人 学校等へ テ ネ ント 実施主体 西脇市  

．地域公共交通確保維持 業 運行 確保 維持 運行系統 概要及  

運行予定者 
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 運行系統 概要 

 和 日再編前  

  運行 ト 

   

   西脇市駅～ いえ 茜 丘複 施設 ～西脇高校前～西脇 ～西脇営業所～ 

  西脇病院～こ 比也 ～住 場  

 

  し 船 線  

   西脇営業所～西脇病院～大 隣保館～門柳分館～船 公民館 

  し 小苗線  

   西脇営業所～西脇病院～寺 公民館～蒲江～大伏～小苗 

 

  地域間幹線系統 接 停留所 

種別 し   

接  

停留所 

黒 駅 

※船 線  
西脇病院 西脇市駅 

地域間 

幹線系統 
― 

西脇市駅～中安  

    鍛冶屋～鳥羽  

西脇市駅～中安  

    鍛冶屋～鳥羽  

接 鉄軌  ＪＲ加古川線 ― ＪＲ加古川線 

 ウ 運行日 

   曜～金曜日 日 し 休日及 12 29日～翌 日 運休  

 エ 運賃 大人  

   

   別紙  

  し  

   別紙  

  乗降 間 

   高齢者等 利用しや い う 停 外 自 乗降 間 設定 

  車両 運行形態 

   小型 乗 形式又 ワ ン 乗 形式 

 

 和 日再編後  

  運行 ト 

   

   西脇市駅～ いえ 茜 丘複 施設 ～西脇高校前～西脇 ～西脇市役所 新庁 

舎 ～西脇病院～こ 比也 ～住 場  

 

  ン  

  時計回  

   西脇市役所 新庁舎 ～西脇市駅～西脇高校 ～ いえ～西脇 ～西脇病院～西 

脇市役所 新庁舎  

  時計回  

   西脇市役所 新庁舎 ～西脇病院～西脇 ～ いえ～西脇高校 ～西脇市駅～西 

脇市役所 新庁舎  

 

  地域間幹線系統 接 停留所 

種別 ン  

接  

停留所 
西脇病院 西脇市駅 

地域間 

幹線系統 

西脇市駅～中安  

    鍛冶屋～鳥羽  

接 鉄軌  ＪＲ加古川線 

 ウ 運行日 

曜日～金曜日 日 
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ン 曜日～土曜日 日 

い 休日及 12 29日～翌 日 運休  

 エ 運賃 

   均一 100  

  乗降 間 

   高齢者等 利用しや い う 停 外 自 乗降 間 設定  

 

  車両 運行形態 

   小型 乗 形式又 ワ ン 乗 形式 

 

 運行予定者 

  姫 ン 株式会社 

．地域公共交通確保維持 業 要 費用 負担者 

 西脇市 負担 西脇市 負担 額 運行経費補助金 い 運行 業者 姫

ン 株式会社 経常損益額 国庫補助金 差し引い 額  

．補助金 交付 う 補助対象 業者 称 

 

姫 ン 株式会社 

 

．補助 う 手 利用状況等 的 測定方法 

 活性 法法定協議会 補助対象 業者 場  

 

当 し 

．別表 補助対象 業 基準 し書 基 協議会 日 日当 運

行回数 回 足 認 系統 概要 

地域間幹線系統  

 

当 し 

 

．別表 補助対象 業 基準 基 協議会 域行政圏 中心市 村

準 生活基 整備さ い 認 市 村 一覧 

地域間幹線系統  

 

当 し 

 

10．生産性向 組 組 容 実施主体 定 的 効果目標 実施時期 

及 そ 他特記 項 

地域間幹線系統  

 

当 し 

 

11．外客来訪 計 整 性 

外客来訪 計 策定さ い 場  
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当 し 

 

12．地域公共交通確保維持改善 業 行う地域 概要 

地域 系統  

 

地域公共交通確保維持改善 業費補助金交付要 表 添付 

 

13．車両 得 目的 必要性 

車両減価償却費等国庫補助金 公 民営方式車両購入費国庫補助金 う

場  

 

 成28 運行 開始し し い 路線 隘 間 あ 一方 需

要 致し 輸送 確保 定員14 乗 用へ 改造 乗客定員 12 ワ ン

車両 必要 あ  

 成29 運行 開始し し 路線 い 記 様 理 定員14

乗 用へ 改造 乗客定員 12 ワ ン 車両 必要 あ  

 

和 日再編後  

 再編前 し い 使用し い ワ ン 車両 再編後

ン い 使用  

 

14．車両 得 定 的 目標 効果 

車両減価償却費等国庫補助金 公 民営方式車両購入費国庫補助金 う

場  

業 目標 

和 日再編前  

 し 運行回数 日 往  

 し 利用者数 日当 利用者数 21人  

和 日再編後  

 ン 運行回数 

 日 時計回 時計回 日10便  

土曜日 時計回 時計回 日 便  

 ン 利用者数 

日当 利用者数 時計回 20人  

            時計回 20人  

業 効果 

 

  中高生 遠距 通学 支援 

  高齢者 通院 買い物 外出支援 生活水準 維持 

 ウ 利用者 ニ 応え こ 伴う利用実績 向  

 エ 利用実績 向 伴う地域公共交通 活性  

  利用実績 向 伴う地域活動や住民活動 活性  

 

15．車両 得計 概要及 車両 得 行う 業者 要 費用 負担者 車両
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減価償却費等国庫補助金 公 民営方式車両購入費国庫補助金 う

場  

 

地域公共交通確保維持改善 業費補助金交付要 表 添付 

西脇市 運行 業者へ 補助金額 い 国庫補助金 差し引い 差額分

負担 こ し い  

 

16．老朽更新 替 費用 削減等 地域公共交通確保維持 業

支 改善 計 車両 替 費用削減等 容 替車両 活用し

利用 策  

公 民営方式車両購入費国庫補助金 う 場  

 

当 し 

17．協議会 開催状況 主 議論  

 

 成29 31日 地域 系統確保維持計 い 説明 協議 承認 

 成29 10日 地域 系統確保維持計 い 書面協議 

 成30 28日 地域 系統確保維持計 変更 い 説明 協議 承認 

 成30 22日 地域 系統確保維持計 い 説明 協議 承認 

 成30 11 21日 西脇市地域公共交通 形成計 案 い 説明 協議 

 成31 18日 西脇市地域公共交通 形成計 案 い 書面協議 承認 

 和元 12日 地域 系統確保維持計 い 説明 協議 承認 

 和 日 地域 系統確保維持計 い 書面協議 承認 

 和 11 25日 地域 系統確保維持計 変更 い 説明 協議 

 

18．利用者等 意見 映状況 

和 日再編前  

し ト 設定 当 地元 長会等 調整 行 地元 集落 中

あ 隘 路 通 う要望 あ そ 映さ 計 し  

和 日再編後  

ン ト 設定 当 地元 長等 調整 行  

19．協議会 ン 構成員 

国土交通省 戸運輸 理部兵庫陸運部首席企 専門官 

兵庫県 播磨県民局加東土木 務所長 

西脇警察署 交通課長 

西脇市 都市経営部長 

姫 株式会社 
西脇営業所長 

部労働組 執行委員 

姫 ン 株式会社 表 締役 

公益社団法人兵庫県 協会 専務理  

一般社団法人兵庫県 協会 理  

西日 旅客鉄 株式会社 加古川駅管 加古川線 長 
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市民 表 

西脇地 長会長 

津万地 長会長 

日 地 長会長 

春地 長会長 

村地 長会長 

比延地 長会長 

芳 地 長会長 

黒 地 長会長 

西脇市老人 連 会長 

西脇市身体 害者福祉協会長 

西脇市消費者協会長 

西脇商工会議所女性会長 

西脇市商業連 会長 

西脇市ＰＴＡ連 会長 

 

県土整備部県土企 局交通政策課副課長 

播磨県民局加東土木 務所多 業所長 

多 企 秘書課長 

計 関 担当者 連絡先  

住 所 兵庫県西脇市郷瀬 605

所 属 西脇市都市経営部 世 創生課  

氏 宮  和

電 0795-22-3111

e-mail kikaku@city.nishiwaki.lg.jp 

注意  様式 あ 参考 あ 補助要 要件 満 あ こ 様式

差し支えあ  

既存計 部分 生活交通確保維持改善計 記載項目 致 部分 そこ

転記や 当部分 明確 し 添付 活用い い 差し支えあ  

実 計 作成 当 補助要 等 踏 え 作成 願いい し  

各記載項目 い 地域公共交通 形成計 及 地域公共交通再編実施計 作成し

い 場 当 計 当部分 転記し 別添○○計 △節 等

し 引用し こ 能 し 記 ． ． い 地域公共交通

形成計 及 地域公共交通再編実施計 定 目標 当 目標 成 行う

業及 そ 実施主体 関 項 整 性 う し さい 生活交通

確保維持改善計 全体 し 協議会 協議 整 提出さ 必要 あ

 

外客来訪 計 作成し い 場 当 計 当部分 転記し 別添

○○計 △節 等 し 引用し こ 能

※ 当 い項目 削除 当 し 記載し さい



表 地域公共交通確保維持事業 運行を確保 維持 運行系統 概要及び運行予定者 地域 ダ 系統 和

起点 経 地 終点
運行態様
別

基準ロ
該当
要件

接続 補助対象
地域間幹線系統等

接続確保策

基準ニ 該
当 要件
別表

注

．区域運行 場合 運行系統 経 地 営業区域を記 系統キロ程 い 記載を要 い

． 系統キロ程 い 小数点第 位 第 位 捨 記載 環系統 場合 往又 欄 キロ程を記載 う片方 欄 環 記載

． 再編特例措置 い 地域公共交通再編実施計 認定を 地域 ダ 系統 係 特例措置 適用 別表 を 補助対象 場合 ○ を記載

． 運行態様 別 い 路線定期運行 路線不定期運行 区域運行 別を記載

． 接続 補助対象地域間幹線系統等 接続確保策 い 地域 ダ 系統 接続 補助対象地域間幹線系統又 地域間交通 ットワ う 接続を確保 い 記載

． 表 記載 運行予定系統を示 地図及び運行ダ ヤを添付

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 環

西脇市
役所

西脇市駅
西脇

カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回 路線定期

往 ｋｍ
日 回

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

 環
路線定期

西脇市

(1)
西脇

営業所

神姫 ン ス株式会社

(4) 西脇市駅～ いえ～ 場

西脇市 環 時計回
西脇市
役所

(3) 西脇市駅～ 場
西脇
市駅

西脇市 環
反時計回 いえ

非経

市区 村 運行予定者名
運行系統名
申請番号

計
運行
回数

計
運行
日数

系統
キロ程

運行系統
再
編
特
例
措
置

往 ｋｍ
日

西脇市 環 反時計回
西脇市
役所

西脇市駅
西脇

カ

日

地域 ダ 系統 基準適合
別表 及び別表

路線定期
ｋｍ

大伏 小苗 回

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

 ｋｍ

路線定期
神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 環

西脇市
役所

路線定期

西脇市駅
いえ

西脇 カ

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院 接続

(2) 西脇営業所～船 公民館
西脇

営業所
黒 庄駅
門柳 館

船
公民館

往 ｋｍ
日 回 路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院及び 接続

西脇営業所～小苗
往 ｋｍ

西脇 カ 場
ｋｍ

(5) 西脇市駅～西脇営業所
西脇
市駅

いえ
西脇

カ

西脇
営業所

往 ｋｍ
日 回 路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 ｋｍ

西脇
市駅

いえ
西脇

カ
場

往 ｋｍ
日

ｋｍ
回 路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

西脇市 環
時計回 いえ非経

西脇市
役所

西脇市駅
西脇 カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回 路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 環

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

回



表 地域公共交通確保維持事業 運行を確保 維持 運行系統 概要及び運行予定者 地域 ダ 系統 和

起点 経 地 終点
運行態様
別

基準ロ
該当
要件

接続 補助対象
地域間幹線系統等

接続確保策

基準ニ 該
当 要件
別表

注

．区域運行 場合 運行系統 経 地 営業区域を記 系統キロ程 い 記載を要 い

． 系統キロ程 い 小数点第 位 第 位 捨 記載 環系統 場合 往又 欄 キロ程を記載 う片方 欄 環 記載

． 再編特例措置 い 地域公共交通再編実施計 認定を 地域 ダ 系統 係 特例措置 適用 別表 を 補助対象 場合 ○ を記載

． 運行態様 別 い 路線定期運行 路線不定期運行 区域運行 別を記載

． 接続 補助対象地域間幹線系統等 接続確保策 い 地域 ダ 系統 接続 補助対象地域間幹線系統又 地域間交通 ットワ う 接続を確保 い 記載

． 表 記載 運行予定系統を示 地図及び運行ダ ヤを添付

西脇市
役所

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

ｋｍ

西脇
市駅

いえ
西脇

カ
場

往 ｋｍ

路線定期
神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

ｋｍ
場

往 ｋｍ
日 路線定期回西脇 カ

西脇
市駅

日 回

西脇市
役所

西脇市駅
西脇

カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回 路線定期

路線定期
神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

西脇市駅
西脇

カ

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院及び 接続 環

路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 環

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

 環

西脇市駅
西脇 カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

西脇市 環
時計回 いえ非経

西脇市
役所

 環

西脇市
役所

西脇市駅
いえ

西脇 カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

計
運行
日数

計
運行
回数

再
編
特
例
措
置

地域 ダ 系統 基準適合
別表 及び別表

運行系統

系統
キロ程

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院 接続

路線定期

西脇市

西脇市 環 時計回

市区 村 運行予定者名
運行系統名
申請番号

(3) 西脇市駅～ 場

神姫 ン ス株式会社

(4) 西脇市駅～ いえ～ 場

西脇市 環 反時計回

西脇市 環
反時計回 いえ

非経



表 地域公共交通確保維持事業 運行を確保 維持 運行系統 概要及び運行予定者 地域 ダ 系統 和

起点 経 地 終点
運行態様
別

基準ロ
該当
要件

接続 補助対象
地域間幹線系統等

接続確保策

基準ニ 該
当 要件
別表

注

．区域運行 場合 運行系統 経 地 営業区域を記 系統キロ程 い 記載を要 い

． 系統キロ程 い 小数点第 位 第 位 捨 記載 環系統 場合 往又 欄 キロ程を記載 う片方 欄 環 記載

． 再編特例措置 い 地域公共交通再編実施計 認定を 地域 ダ 系統 係 特例措置 適用 別表 を 補助対象 場合 ○ を記載

． 運行態様 別 い 路線定期運行 路線不定期運行 区域運行 別を記載

． 接続 補助対象地域間幹線系統等 接続確保策 い 地域 ダ 系統 接続 補助対象地域間幹線系統又 地域間交通 ットワ う 接続を確保 い 記載

． 表 記載 運行予定系統を示 地図及び運行ダ ヤを添付

西脇市
役所

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

ｋｍ

西脇
市駅

いえ
西脇

カ
場

往 ｋｍ

路線定期
神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

ｋｍ
場

往 ｋｍ
日 路線定期回西脇 カ

西脇
市駅

日 回

西脇市
役所

西脇市駅
西脇

カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回 路線定期

路線定期
神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続

西脇市駅
西脇

カ

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院及び 接続 環

路線定期

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇市駅 西脇 カ

接続 環

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

 環

西脇市駅
西脇 カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

西脇市 環
時計回 いえ非経

西脇市
役所

 環

西脇市
役所

西脇市駅
いえ

西脇 カ

西脇市
役所

往 ｋｍ
日 回

計
運行
日数

計
運行
回数

再
編
特
例
措
置

地域 ダ 系統 基準適合
別表 及び別表

運行系統

系統
キロ程

神姫 ン ス㈱ 運行 補助
対象地域間幹線系統 西脇市駅～
鳥羽 西脇病院 接続

路線定期

西脇市

西脇市 環 時計回

市区 村 運行予定者名
運行系統名
申請番号

(3) 西脇市駅～ 場

神姫 ン ス株式会社

(4) 西脇市駅～ いえ～ 場

西脇市 環 反時計回

西脇市 環
反時計回 いえ

非経



表 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域 概要

単位 人

交通不便地域 訳

地域公共交通 形成計 地域公共交通再編実施計 策定 日 及び算定式適用開始

※参考

※ 省略

記載要領

．

．

．

．

．

添付書類
． 人口集中地区 外 地区及び交通不便地域 区 地図

全域 交通不便地域 場合 省略

市区 村名 西脇市

人 口

人口集中地区 外 25,722

交通不便地域

人 口 対象地区 根拠法

計 名 策定 日 算定式適用開始

西脇市地域公共交通 形成計 成 日 成

根拠法 欄 交通不便地域を地方運輸局長等 指定 場合 局長指定 記
載

対象人口 算定式 国庫補助 限額

人 × ＋ 万

協議会 い 認を得 必要 あ 自治体 必要性 応 記載
記載 場合 適用算定式 い 直近 地域 ダ 系統確保維持費国庫補助金 係 国庫補助

限額 算定式を 活用く い

人口 最新 国勢調査結果を基 記載 地方運輸局長等 指定
交通不便地域 場合 申請 前 現在 住民基 帳を基
記載
※ 実施要領等 別 定 場合 そ

人口集中地区 外 欄 国勢調査結果 設定 人口集中地区 該当
い地区 人口を記載

交通不便地域 欄 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要
交付要 いう 別表 ロ 記載 あ 過疎地域 人口及び交付要 別

表 ロ 実施要領 ． ⑭ 基 地方運輸局長等 指定 交通不便
地域 人口 合計 複 場合を除く を記載

対象地区 欄 当該市 村 一部 記 ． 掲 法律 根拠法 基 地
域指定 い 場合 根拠法 当該区域 旧市 村名等を記載

地方運輸局長等 指定 交通不便地域 存在 場合 該当 区域名を
記載



表 車両 得計 概要 地域 ダ 系統 和

ロ

神姫 ン ス株式会社 1

2 西脇営業所～小苗
西脇市 環 時計回
西脇市 環 時計回
いえ非経
西脇市 環 反時計回
西脇市 環
反時計回 いえ非経

小型車両 13 H28.10 一括

神姫 ン ス株式会社 2

1 西脇営業所～船 公民館
西脇市 環 時計回
西脇市 環 時計回
いえ非経
西脇市 環 反時計回
西脇市 環
反時計回 いえ非経

小型車両 13 H29.10 一括

3

4

5

注

． 再編特例措置 い 地域公共交通再編実施計 認定を 地域 ダ 系統 係 特例措置 適用 別表 を 補助対象系統 運行 用 供 場合
○ を記載

． 購入等 種別 い 一括 割賦又 ス 別を記載

． 購入 い 初 い 購入予定 を記載

乗車
定員

． 乗車定員 い 席数 運転席を含 立席数を加え 数を記載 立席 席を除い 面積を 人当 専 面積 方メ ト 除 数 道路運送車
両保安基準第 条 第 条

購入
再編
特例
措置

購入等 種別

． 補助対象車両 種別 い 欄 ンステップ型 ワンステップ型又 小型車両 別を ロ欄 スロ プ付 又 ト付 別を 欄 標準仕様 ンステップ ス認定要領
成 日付 国自 第 号又 成 日付 国自 第 号 基 く認定を 又 非標準仕様 別を記載

補助対象車両 種別

西脇市

市区 村 ス事業者等名

申
請
番
号

運行 用 供
補助対象系統名

申請番号



表 車両 得計 概要 地域 ダ 系統 和

ロ

神姫 ン ス株式会社 1

西脇市 環 時計回
西脇市 環 時計回

いえ非経
西脇市 環 反時計回
西脇市 環
反時計回 いえ非経

小型車両 13 H29.10 一括

2

3

4

5

注

． 再編特例措置 い 地域公共交通再編実施計 認定を 地域 ダ 系統 係 特例措置 適用 別表 を 補助対象系統 運行 用 供 場合
○ を記載

． 購入 い 初 い 購入予定 を記載

． 購入等 種別 い 一括 割賦又 ス 別を記載

購入
再編
特例
措置

購入等 種別

西脇市

． 補助対象車両 種別 い 欄 ンステップ型 ワンステップ型又 小型車両 別を ロ欄 スロ プ付 又 ト付 別を 欄 標準仕様 ンステップ ス認定要領
成 日付 国自 第 号又 成 日付 国自 第 号 基 く認定を 又 非標準仕様 別を記載

． 乗車定員 い 席数 運転席を含 立席数を加え 数を記載 立席 席を除い 面積を 人当 専 面積 方メ ト 除 数 道路運送
車両保安基準第 条 第 条

市区 村 ス事業者等名

申
請
番
号

運行 用 供
補助対象系統名

申請番号

補助対象車両 種別 乗車
定員
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