
交通網の形成に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

1

「あわめぐり」利用者から「病院からの帰りは、終わ
る時間が何時になるかわからないので予約しづら
い」との声があります。
現に病院へ行く人数より病院から帰る人数が2割
ほど少ないので、出来れば12時•13時になど定時に
阿波市内のタクシー会社や公民館や大型の商業施
設迄の周遊運行ができませんか。
そうするとその後は、タクシー会社や公民館や大型
の商業施設をハブとして、タクシーや「あわめぐり」を
利用して帰宅出来るのではないかと思います。

あり 反映済み

「あわめぐり」は事前予約制となっていることから、ご利
用者の方には、予め余裕を持った事前の予約を推奨して
いるところです。
また、定時運行のバス路線については、「あわめぐり」と
は別の交通モードとなることから、四国運輸局の認可が別
途必要となります。バス路線については、利用者数が非常
に少なく、採算が合わない等の理由から廃線となったこと
から、現在の「あわめぐり」を導入した経緯があります。
新たなコミュニティバスの導入には多額の経費が必要と
なる一方で、過去の経緯を踏まえると費用対効果も低い
ものとなることが予想されることから、定時運行の路線バ
スの導入は現在のところ検討しておりません。

2

現行のスクールバスの見直しが検討されているよ
うですが、「あわめぐり」の増車も含む検討をお願い
します。
例えばスクールバスを廃止してあわめぐりを増便
する方法や逆にスクールバスを残して阿波西、阿波
高校の生徒の通学にも利用するなど。

あり 反映済み

スクールバスについては、大影小学校の休校及び旧日
開谷小学校の廃校に伴い、両校区の児童が新たな通学先
となる大俣小学校までの距離が遠くなることから、児童の
通学の容易性の確保すること及び、登下校の円滑安全な
輸送を主目的とし運行しております。そのため、通学専用
のスクールバスについては、維持することとします。
なお、高等学校への通学は通学距離が中学校よりも遠
くなること及び、「あわめぐり」が公共交通であるという観
点から「あわめぐり」の通学目的の利用は可としておりま
す。
「あわめぐり」の増車については今後、利用者数が著しく
増加することによる予約不成立数が急激に増加した際に
費用対効果や市の公的負担とのバランス等を考えなが
ら、慎重に検討してまいります。



交通網の形成に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

◆現在の公共交通の代替案として
　新たなデマンド型交通というより、食糧を運ぶウー
バーイーツの人を運ぶ版をアプリか何かで情報共
有・連係し、ＡＩで調整すれば、現在、ネックとなる固
定化されている時間、行き先の細かな調整が可能に
なるではないか。

◆運行管理についての（案）
　時間に余裕がある人や行き先が定例している人等
が登録すれば、交通弱者以外に農家等の収益向上
や新たな雇用、他自治体への拡大等の期待ができ
る。
　農閑期や雨天の際は、農家は比較的、時間的な余
裕があるため、送迎可能と思う。
　マッチングが上手く行くようであれば、多少の時間
は前後しても、往復でいくらかの収益が得られるの
であれば、行き先が同じ病院への乗り合わせが可能
となり、互いにウィンウィンの関係となるとともに、市
の負担額も軽減されるのではないか。
　ただし、白タクにならないよう法令改定も踏まえた
協議、仕組み作りが必要である。
　事業を支援する登録者の資格審査（運転技能、車
両、任意保険等）や表示（当日は「あわめぐり」のマグ
ネットを貼付して走行）等は、必須。
　運営には、予め、登録者に車種、行き先等を入力し
てもらい、随時、利用者からのフィードバックも反映
すると良いと思う。
　新たな配車管理システムを構築するとなると費用
がかさむので、既存のアプリ等の転用を検討・活用
し、経費は維持費用のみとしてはどうか。

3 あり 反映済み

　「あわめぐり」は配車システムからIoTを活用し、予約順
に運行経路を作成しており、1回の運行でより多くの利用
者を輸送できるよう、乗合率の向上に努めているところで
あります。
　現行の「あわめぐり」は、利用者も順調に増加傾向にあ
り、地域の足として根づきつつありますので、より新たな交
通モードの導入は現在のところ、検討しておりません。
　しかし、いただいたご意見のように、自家用有償旅客運
送やその他、自動運転車両による輸送を導入している自
治体もございます。
　阿波市地域公共交通活性化協議会においても、国や他
の自治体の動向や先進事例及び、地域の実情等を踏まえ
ながら、本市にあった最適な交通モードを引き続き、研究
してまいります。



他機関との連携・まちづくりに関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

4

（仮称）阿波スマートインターチェンジでの高速バス
停留所及び利用者用駐車場の設置は検討されてい
ますか。

－ －

（仮称）阿波スマートインターチェンジ完成後は、現在の
交通の流れや交通状況が変化することが予想されます。
本計画（案）では、令和5年度から令和9年度までの5年
間を計画期間としており、その間「阿波市地域公共交通活
性化協議会」において毎年度、各種施策の進捗状況の分
析等、計画の検証を行い、必要に応じて計画の適切な見
直しを行う予定です。
（仮称）阿波スマートインターチェンジ完成後の施設整備
等についてのご意見は、関係機関と情報共有させていた
だきます。

5

高齢化が急速に進む阿波市では、継続して交通弱
者を支援していく必要があると理解しているが、現
在、運行しているタクシー会社等も、近い将来、事業
継続が困難となり、廃業する確率が高いことが予想
される。

－ －

本計画（案）は、今後5年間の公共交通の方向性を示す
ものです。いただいたご意見は、まちづくり全体の課題で
ありますので、関係機関と共有させていただきます。



広報に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

6

「あわめぐり」のスマートフォン等で手軽に予約する
ために、インターネット予約を実施がきまっています
が、いつ頃から実施しますか。出来ればYouTubeで
予約の利用方法がわかるようにしてほしいです。

あり 反映済み

「あわめぐり」のインターネット予約は、利用者の利便性
の向上を目的として、令和4年度第2回阿波市地域公共
交通活性化協議会において、承認を得ております。導入
時期は現在のところ、令和5年4月1日を予定しておりま
す。
また、インターネット予約導入に合わせて、阿波市公式
YouTube等を活用した利用方法の案内の情報発信の検
討もしております。

7

「あわめぐり」の利用方法はACNでは放送していま
すが、YouTubeでの配信はいつごろになりますか。

あり 反映済み

令和5年度から「あわめぐり」のインターネット予約を導
入開始予定としております。具体的な配信時期等は関係
各所との協議の上決定する必要があるため未定です。
しかし、現行の「あわめぐり」利用方法の放送内容を併
せて、インターネット予約の内容も盛り込んだ広報映像を
作成し、広く広報したいと考えております。

8

年に1度程度は広報あわの表紙にあわめぐりを載
せてはどうか。予約方法や乗降方法などが動画で視
聴できるようになれば、動画サイトにリンクするQR
コードや利用状況などを広報に掲載してもいいので
はないでしょうか あり 反映済み

「阿波市デマンド型乗合交通」は、平成31年4月から2年
間の実証実験運行を経て、令和3年度から「あわめぐり」
として本格運行しております。
令和元年度から今年度までの4年間は、少なくとも年に
1回は広報誌へ「阿波市デマンド型乗合交通」をはじめと
する「公共交通」関連の記事を掲載しております。
令和5年度以降も定期的な「公共交通」関連の情報発信
を継続してまいります。

9

「あわめぐり」の乗降場所にて「あわめぐり」のご利
用ガイドや登録用紙を設置できませんか。

－ －

「あわめぐり」のご利用ガイド等は、阿波市公式HPにお
いて公開しているとともに、阿波市役所本庁舎及び各支
所において設置・配布しております。
また、来庁が難しい等の理由から郵送での送付を希望
される方には、ご利用ガイド等の郵送も行っております。
　いただいた内容はご意見として承ります。



予約に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

10

「あわめぐり」に乗車する際、その都度電話しなけれ
ばならない。繋がらない事もある。ネット予約などを
検討できないか？ あり 反映済み

令和4年度第2回阿波市地域公共交通活性化協議会に
おいて、利用者の利便性の向上を目的として、インター
ネット予約の導入の承認を得ております。現在のところ、
令和5年4月1日運用開始を予定しており、準備を進めて
おります。

11

「あわめぐり」の予約は1時間前なので、病院などで
は帰る時間がまちまちなので予約が取りづらい場合
があります。それに対応して予約の締め切り時間を
乗車時間の半時間前にできませんか。実施している
行政もあります。 － －

「あわめぐり」の運行管理をしているシステムの運営上、
1時間前までの予約としており、受付後、IoTを活用して自
動で運行経路を作成しております。
「あわめぐり」の運行区域は市内全域となっていることか
ら、車両の移動に時間を要する場合がありますので、時間
に余裕をもって、安全に運行するため、現行の予約の受付
締め切り時間を前倒しすることは現在のところ検討してお
りません。

12

「あわめぐり」の時間帯別利用者数を見ると午前9
時台が最も多いですが、アンケートでは通院時の自
宅からの出発時間でもっとも多いのが8時台であり
8時台に前倒しはできませんか。標準化出来れば予
約も分散して予約そのものが取りやすくなるのでは。
他の要因として8時台の予約が通学に優先されてい
ませんか

－ －

「あわめぐり」の7時台の運行は、高校生の通学優先とし
て運行しております。しかし、高等学校等への到着時刻
が、8時台になることや、車両が高等学校付近に集中する
ことから、次の予約の場所までの移動に時間を要すること
があると考えられます。7時台が高校生優先の運行時間
帯であることを考慮していただき、ご理解くださいますよう
お願いいたします。



「あわめぐり」の利便性の向上に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

13

「あわめぐり」土日の運行はできませんか。土曜日
の病院やいろいろなイベントにも参加したいとの声が
あります。

あり 反映済み

「あわめぐり」の運行は、八幡交通(有)及び(有)土柱タ
クシーに委託しております。
現在は、平日のみの運行としておりますが、運行日を増
やすと、運転手の確保の問題や、委託費をはじめとする運
行経費の増加等の課題が生じます。
いただいたご意見は、今後の阿波市地域公共交通活性
化協議会において運行の見直しをする際の参考意見とし
て承ります。

14

デマンドの予約センターの業務も忙しい時間帯も
あるかと思いますが、丁寧な案内を心がけて欲しい
です。

あり 反映済み

計画（案）では、「市民や関係者と共につくる持続可能な
地域公共交通」を基本方針３に掲げ、「様々な関係者との
協働によって、持続可能な公共交通を運営する」ことを目
標としています。
定期的に阿波市地域公共交通活性化協議会を開催し、
協議会内での意見交換を通じて利用者や市民のニーズ
等の情報共有を図り、安全・安心な地域公共交通を目指
してまいります。
いただいた内容は、関係機関と情報共有させていただき
ます。

15

「あわめぐり」の登録をインターネットで出来るよう
にできませんか。

－ －

「あわめぐり」は阿波市に住民票があり、車両への乗り降
りがお一人でできる方を対象とした交通モードであるた
め、市役所で住民票の確認をする必要があります。このた
め「あわめぐり」の利用登録は、市役所窓口での申請書の
提出の他、FAX及びメールでの受付とさせていただきま
す。

16

病院や大型店舗では車両の出入りが多く「あわめぐ
り」の利用者の安全確保の点からも、「あわめぐり」専
用駐車場を設けることはできませんか。

－ －

「あわめぐり」は、指定乗降場所の各施設管理者の皆様
から、運行の趣旨にご賛同いただいた上で、各施設への
乗入を無償でご承諾いただき、運行しております。
また、一部の乗降場所を除いた各施設は、阿波市または
阿波市地域公共交通活性化協議会の所有地ではないこ
とから、「あわめぐり」専用の駐車スペースを設けることは
困難であると考えております。



「あわめぐり」の利便性の向上に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

17

「あわめぐり」アンケートの内で目的地(乗降場所)
を増やして欲しいとの要望が多いですが、乗降場所
を増やす検討はされていますか。具体的に美容室や
理髪店を乗降場所にできませんか。

－ －

「あわめぐり」の乗降場所は、公共施設をはじめ病院や、
金融機関、大型商業施設等の不特定多数の市民の方の
利用が見込まれる場所を乗降場所として設置しておりま
す。令和5年1月1日現在の乗降場所は、約130カ所となっ
ております。今後におきましても、現在の乗降場所の指定
基準に沿った運用を継続してまいります。
個人商店等につきましては、限られた財源の中、持続可
能な運営を続けていくこと及び、タクシー業界への影響が
あること等の観点から追加の指定は極めて難しいと考え
ております。
個人商店等をご利用者の方は、目的地近隣の公共施設
等を「バス停」としてご利用いただき、目的地まで外出して
くださいますようお願いいたします。

18

「あわめぐり」乗車時の手荷物について膝上の限定
を緩和できませんか。他の公共交通では手荷物を膝
上限定は少ないです。運転手の手助けが必要でな
く、個人で管理できる程度なら問題はないと思いま
す。

－ －

「あわめぐり」は乗合で運行しておりますので、荷物が多
い方を受け付けた場合、その後に予約された方が、予約し
た車両に乗車できないといったことが発生する可能性が
あります。このため、車内への持ち込みは、現行通り膝の
上に乗る荷物までとさせていただきます。
安全で安心な「あわめぐり」の運行へのご協力をお願い
いたします。

19

「あわめぐり」の年間運行日数が242日に対して年
間利用回数が多い人は、321回の利用がありまし
た。年間パスポートなどの仕組みは検討されていま
すか。

－ －

「あわめぐり」は、運行主体が阿波市地域公共交通活性
化協議会であるため、定期券等の企画・販売には、販売窓
口の運営方法等、課題が多くあります。
また、ご乗車いただく際に必ず運行予約が必要な交通
モードであり、鉄道等のように、所定の場所で希望すれば
必ず乗れる交通モードではありません。定期券等を導入し
たとしても、時間が合わずにご乗車の機会が少なくなった
場合の補償等、検討事項も多くありますので、定期券等
の導入は困難であると考えております。
　いただいた内容は、ご意見として承ります。



「あわめぐり」の利便性の向上に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

20

「あわめぐり」は13時台の利用が12時台•14時台に
比べると少なくなっています。運転手が昼休みの為
に車両が4台の内2台しか走らない為に利用者数が
落ち込んでいるのではないでしょうか。アンケートで
も通院時の帰宅時間で一番多いのが12時〜14時と
なっています。昼の時間帯に運転手の交代や増車を
含めて4台運行ができませんか。

－ －

「あわめぐり」は、交通事業者へ運行委託しておりますの
で、運転手の確保等についても、交通事業者の責任にお
いてお願いしております。
また、「あわめぐり」の運行経費等の大部分は阿波市か
ら阿波市地域公共交通活性化協議会への負担金で賄っ
ているため、限られた予算の範囲内で効率的な運行を目
指しております。
増車等は、市の負担金も増加しますので、市財政とのバ
ランスを図りながら、その必要性を慎重に検討してまいり
ます。
　いただいた内容は、ご意見として承ります。

21

利用者にとってわかりやすくするために、「あわめぐ
り」のピンクのステッカーを乗降場所に貼ることを検
討されていますが、乗降場所のベンチついても、ピン
クのステッカーを貼ることができませんか。ベンチが
無いとこには新設もできませんか。場所によっては建
物内で待っていただくことも必要ではないでしょう
か。運転手がどこにいるか探さなくていいし、 利用者
の方も安心して待てると思います。 － －

「あわめぐり」は、各施設管理者から運行の趣旨のご賛
同と敷地内への無償での乗入に対するご承諾を得て、乗
降場所として指定した上で運行しております。計画（案）の
施策で記載しているステッカーの貼付の検討についても、
施設管理者のご承諾を得られた場合のみ、実施すること
が可能です。
また、各施設の敷地内にあるベンチ等は、各施設の所有
物となりますので、ステッカーを貼付し占有することは難し
いと考えております。
さらにベンチの新設についても、乗降場所が各施設のご
承諾の上に成り立っていることや、限られた予算の中で
「あわめぐり」の持続可能な運行を目指していることから、
現在のところ検討はしておりません。
　いただいた内容は、ご意見として承ります。



「あわめぐり」の利便性の向上に関すること

No. ご意見・ご提言
計画（案）へ
の記載

対応方針（案） ご意見・ご提言に対する考え方 考察

22

「あわめぐり」の車両について、車両が大きいものに
ついて乗降しにくいとの声があります。またステップ
を踏み外しそうになったとも聞いています。乗降時の
踏み台対応や小さい車両への変更は検討されてい
ますか。 － －

「あわめぐり」は乗合交通のため、1回の運行でより多く
の利用者の方を輸送することで、運行効率を高めていき
たいと考えております。
このことから、現在のところワゴン車2台、セダン車2台で
運行体制を取っておりますが、変更は検討しておりませ
ん。
ワゴン車に関しては、踏み台もしくはステップをご用意し
ておりますので、ご乗車の際は、足元にお気をつけてご乗
車くださいますようよろしくお願いいたします。

23

「あわめぐり」の乗降場所について、障がい者施設
にも停まってほしい。送迎のない事業所もある。
また、福祉サービスは制限があり、毎日の通所には
使えない。市内の福祉事業所も乗降場所に指定して
欲しい。

－ －

「あわめぐり」は地域公共交通機関であることから、乗降
場所は、公共施設をはじめ病院や、金融機関、大型商業
施設等の不特定多数の市民の方の利用が見込まれる場
所を乗降場所として設置しております。今後におきまして
も、現在の乗降場所の指定基準に沿った運用を継続して
まいります。
目的地が乗降場所の指定を受けていない場合、近隣の
公共施設等を「バス停」としてご利用いただき、そこから徒
歩もしくは、タクシーのご利用をお願いいたします。
　いただいた内容は、ご意見として承ります。

24

　東徳島医療センターを乗降場所に加えてほしい。

－ －

「あわめぐり」は、阿波市内を区域内運行として運行して
おります。現在は、阿波市内に「JRの駅」や「総合病院」が
ないことから、JRの3駅、及び「吉野川医療センター」に限
り、吉野川市地域公共交通会議、また地元タクシー会社な
どに承諾をいただき、特別に乗入の許可をいただいた上
で、運行をしております。
このことから市外への運行は、市内の運行への影響、当
該市町の交通会議、地元タクシー会社との協議など、様々
な課題が生じてまいりますので、慎重な判断が必要です。
　いただいた内容は、ご意見として承ります。


