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資料：各バス路線の時刻表（2018 年 7 月時点） 

第４章 邑南町周辺の公共交通 

４-１ 邑南町営バス（おおなんバス） 

４-１-１ 路線網 

○邑南町内を広く運行する邑南町営バス（通称：おおなんバス）は、一部路線を除き合併前の石

見町営バスと瑞穂町スクールバス、羽須美村村営バスを、町村合併に伴い邑南町が引き継いだ

ものです。 

町内外をつなぐ主要路線の他、週に 1～3 回程度の頻度で、やまびこ号（石見地域）、ふくし

号（瑞穂地域）、けんこう号（羽須美地域）が、谷筋などをきめ細かく運行しています。一方、

これらの路線は重複して運行する路線も多く、また曜日によって運行経路が異なるなど複雑

な運行となっています。 

○運賃は邑南町内の乗降の場合、１乗車 200 円（中学生以上）となっています。 

図 12 邑南町営バス（おおなんバス）の路線網  
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表 1 おおなんバスの運行状況 

路線名 運行日 
運行委託 
事業者 

運行区間 

運行回数 年間 

（往復） 利用者数 

（回/日） （人/年） 

羽須美田所線（スクール混乗路線） 毎日  ㈲出羽運送 羽須美～田所 7 6,960 

宇都井線（スクール混乗路線） 月～土 ㈲出羽運送 羽須美中学校～宇都井 5※ 1,417 

戸河内長田線（スクール混乗路線） 月～土 ㈲出羽運送 羽須美～戸河内～長田・坪木 3.5※ 6,172 

下口羽上田線（スクール混乗路線） 月～土 ㈲出羽運送 羽須美中学校～口羽～上田・長田 6.5※ 7,239 

高宮線（朝の便はデマンド） 月・金 
㈲出羽運送 

・西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 
羽須美支所～川根農協 2 

宇都井線・けんこう号 

に含む 

口羽矢上線 毎日  西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 口羽駅～矢上駅 3 5,388 

けんこう号 落合・後山・細貝・大庭・旅迫・木須田線 月曜日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 坪木～河野医院 1 571 

けんこう号 松木・上田・平佐・菖蒲・川角・神谷線 火曜日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 松木～河野医院 1 913 

けんこう号 戸河内・長田・日南川線 水曜日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 上戸河内～羽須美支所 1 614 

けんこう号 江平・上ケ畑・雪田線 木曜日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 作木口～河野医院 1 263 

けんこう号 宇都井・落合線 金曜日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 坪木～河野医院 1 455 

高原線（スクール混乗路線） 毎日 ㈲出羽運送 田所～布施 5 8,894 

ふくし号高原線 月～金 ㈲出羽運送  田所～高原 3 2,818 

出羽線 月～土 ㈲出羽運送 田所～大林 4※ 9,247 

ふくし号 出羽線 月曜日  ㈲出羽運送 田所～山田～大林 2 

1,013 

ふくし号 奥亀谷・道明・下対線 火曜日 ㈲出羽運送 奥亀谷・道明・下対 4 

ふくし号 大草線 金曜日 ㈲出羽運送 田所・山田～大草 2 

ふくし号 馬野原線 金曜日 ㈲出羽運送 馬野原・臼谷・下対～田所・山田 1 

ふくし号 市木線 水曜日 ㈲出羽運送 田所～市木 4 

市木線（スクール混乗路線） 月～土 ㈲出羽運送 田所～市木 3 1,620 

大朝線 毎日 ㈲出羽運送 田所～大朝 6 14,220 

日和線（スクール混乗路線） 毎日 ㈲矢上タクシー 矢上・邑智病院～日和 4 

5,564 
やまびこ号日和線 月曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日和  

やまびこ号日和線 山の内方面 水曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日和 2 

やまびこ号日和線 横谷方面 木曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日和  

日貫線（スクール混乗路線） 毎日 ㈲矢上タクシー 矢上～日貫～石見今市 5 

10,328 やまびこ号日貫線 吉原・東屋方面 火曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日貫  

やまびこ号日貫線 青笹・福原方面 水曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日貫 2 

やまびこ号日貫線 山の内方面 金曜日 ㈲矢上タクシー 矢上～日貫  1,042 

瑞穂インター線 毎日  西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 矢上駅～瑞穂インター 6 4,715 

邑南川本線 毎日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 三坂口～矢上駅～石見川本 8 39,192 

宇都井口羽線（三江線代替交通） 毎日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 後山口～羽須美支所 3 2018 年度から運行 

引城区域運行（デマンド） 毎日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 引城～羽須美支所 - 2018 年度から運行 

江平上ケ畑区域運行（デマンド） 毎日 西日本ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 区域運行  - 2018 年度から運行 

  合計    - 128,645 

※季節運行の便数も含める  
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４-１-２ 運行便数 

○石見地域、瑞穂地域、羽須美地域の中心部では、各路線が重複し便数が多くなっています。 

○基幹道路である国道 261 号沿いでも比較的便数が多くなっています。 

図 13 平日 1 日あたりの運行便数（片道 1 回の運行を 1 便とする） 

 

資料：各バス路線の時刻表（2018 年 7 月時点） 
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４-１-３ 広域路線網 

○邑南町と隣接自治体とを結ぶ広域路線は、邑南町営バスが「邑南川本線」、「大朝線」、「日貫     

線」などがある他、大田市方面へ運行する「石見銀山号（石見交通）」や三次市方面へ運行す

る「作木線（備北交通）」などがあります。 

○高速バスでは、瑞穂インターを拠点に益田・浜田～大阪・神戸方面へ運行する路線の他、浜田    

～広島方面へ運行する路線があります。 

 

 

図 14 邑南町周辺の広域バス路線 

 

資料：各バス路線の時刻表（2018 年 7 月時点） 
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４-２ タクシー 

４-２-１ タクシー事業者の分布 

○タクシー事業者は町内に 3事業者（4営業所）があり、周辺では美郷町に 1事業者が運行を行     

っています。 

○羽須美地域の２地区の他、日貫、布施といった地区では、タクシー事業者から離れています。 

 

図 15 タクシー事業所の分布と事業所からの 5 ㎞圏域  
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４-２-２ 通院タクシー料金助成 

○車による移動が困難な方を対象に、通院目的での利用に対してタクシー料金助成事業が行わ

れています。 

○対象は、石見地域および羽須美地域の 9集落に限定されています。 

表 2 通院タクシー料金助成の概要 

利用できる人 
邑南町に住所があり、かつ助成の対象となる地域に居住し、本人及び同居家族が自家用車を所有していない
又は所有していても身体の障害などにより運転するものがいない、若しくは日中車を運転する同居の家族が不

在となる高齢者世帯等 

利用目的及び制限 タクシーの利用は、通院に限定します。遊興目的での利用はできません。 

申込方法 所定の申請用紙に記入して役場福祉課に提出してください。審査を行い決定後、助成券を交付します。 

利用できるタクシー会社 石見タクシー・石見タクシー井原営業所・矢上タクシー・おおなん交通・大和観光 

図 16 通院タクシー料金助成の対象地域 

 


