
５５．バスネットワーク構築．バスネットワーク構築
のための主要施策のための主要施策

・岐阜市型・岐阜市型BRTBRT

GIFU CITY

・岐阜市型・岐阜市型BRTBRT
・市民協働型コミュニティバス・市民協働型コミュニティバス
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岐阜市型岐阜市型BRTBRTのの特徴特徴

１．初期投資が安価⇒鉄軌道と比較して
２．高い柔軟性⇒・施設の段階整備が可能

・需要、都市構造の変化に応じた
ルート設定可能

３．視認性⇒バスレーンのカラー化、連節バスで確保
４．輸送力⇒連節バスはＬＲＴに匹敵
５．定時性の確保⇒バスレーン導入

BRTの特徴を最大限に活かした岐阜市型ＢＲＴ導入により、路線全体で利用者増加
ＢＲＴの特徴

ＢＲＴの特徴を最大限に活かす

公共交通の魅力・情報発信力の向上

岐阜大学・病院線路線全体で

平日1日の利用者数が約３０３０％増加％増加
（H22年6月とH27年6月比較）

路線全体の利用者数増加
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BRTBRTの導入推進の導入推進
全長:約18m 全幅:2.55m 定員:130名 席数:46席■バス車両の高度化
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バスの欠点を克服するバスの欠点を克服するBRTBRT

定時性・速達性の向上

バス走行環境の改善による定時性・速達性の向上

速い！遅れない！速い！遅れない！

バス優先レーン、PTPSの導入推進
バス優先レーン

忠節橋通りの規制時間 ７時～9時、17時～19時
レーン内の車両の排除が課題
⇒専用レーン化の検討

※ＰＴＰＳ：
Public Transportation Priority System
（公共交通優先信号システム)
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バスを便利にするバスを便利にするBRTBRT
乗継拠点や停留所の利用環境整備による利便性の向上

利便性の向上利便性の向上

バスロケ表示機

運行状況情報を提供! 雨に濡れない！雨に濡れない！
総合案内板

ハイグレードバス停整備

乗り継ぎ拠点整備 乗継が便利！乗継が便利！

駐輪スペース整備
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30分到達圏域

岐阜大学・
岐阜大学病院

岐阜市型岐阜市型BRTBRTのの導入導入

連節バス導入路線
（H24.8.5導入）

連節バス導入路線
（H26.3.28導入）

第１弾第１弾

第２弾第２弾

第３弾第３弾

公共交通軸を強化する、岐阜市型ＢＲＴを導入

岐阜市型ＢＲＴの導入岐阜市型ＢＲＴの導入岐阜市型ＢＲＴの導入岐阜市型ＢＲＴの導入

公共交通軸となる公共交通軸となる
幹線バス路線の強化

名
鉄
名
古
屋
本
線

名鉄竹鼻線

名鉄各務原線

ＪＲ高山本線

幹線バス路線

乗り継ぎ拠点

(トランジットセンター)

BRT導入検討路線

名鉄岐阜駅

ＪＲ
岐阜駅

長良川

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

連節バス導入路線
（H23.3.27導入）

第１弾第１弾

連節バスの導入は、
首都圏以外では初(全国４番目)

連節バス4台2回目の購入では、車両は安くなりユーロは上昇
【H22年度】2台 71百万円/台 (１ユーロ117.59円）

（国１/２、市１/４、事業者１/４）
【H25年度】2台 72百万円/台(1ユーロ135.83円）

（国１/３、市１/４、事業者５/12）

3路線に導入
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BRTBRTの導入戦略①の導入戦略① ～上下分離と民間交通事業者との連携～

○バスの走行環境、利用環境の整備は自治体が担う。
○交通事業者はバス車両の購入負担、整備工場整備と安全・安心の確保

連節バス用のバスベイの整備

バスレーンの整備バス停近傍のC&R整備 ハイグレードバス停整備
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BRTBRTの導入戦略②の導入戦略② ～段階的、戦略的導入～

Ｈ２０ バス路線の再編

ＢＲＴの段階的整備

Ⅰ導入効果の早期発現を期待できる路
線から導入（H22年度）

ＢＲＴの戦略的導入

ＢＲＴ導入に向けた合意形成のための戦略

Ｈ２１ 走行環境の整備バスレーン導入

Ｈ２２ 車両の高度化（連節バス導入）

Ｈ２１ バスレーンのカラー化

Ｈ２６ ＰＴＰＳ導入に向けた協議

Ⅱ連節バスの魅力の活用（H24年度）
市内循環線へのルート拡大
観光振興、中心市街地活性化

Ⅲ導入効果の発現に時間はかかるが
公共交通軸として最も重要な路線に
導入（H25年度） 43



岐阜市型岐阜市型BRTBRTの導入と早期効果の発現の導入と早期効果の発現～Ⅰ戦略的な導入～

岐阜市が踏み出した『はじめの一歩！』岐阜市が踏み出した『はじめの一歩！』

・路線全体の利用者増加
・駅前広場の混雑解消
・輸送力･輸送効率の向上
・途中バス停の安全･円滑性向上

効果

約25%
増加
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『新たなバス利用者の創出』と『観光振興』『新たなバス利用者の創出』と『観光振興』

連節バスの魅力の活用連節バスの魅力の活用 ～Ⅱ戦略的導入～

■ＦＣ岐阜の応援に
かけつけるサポーター

■中心市街地を走る連節バス

■金華山（岐阜城）を背に
長良川を渡る連節バス

■駅から出発する連節バス

・観光利用者が増加
・利用者に好印象

効果
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長良橋通りへのBRT導入

まちづくり、観光の軸となる幹線への導入まちづくり、観光の軸となる幹線への導入～Ⅲ戦略的導入～

長良橋のバスレーンを走行する連節バス

市役所のバスレーンと連節バス

BRTによるトランジットモールのイメージ図
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岐阜市型岐阜市型BRTBRTの導入効果の導入効果
BRTの導入によりバス待ち時間の短縮

効果

朝の駅前広場でのバス待ち時間が

１３分短縮１３分短縮

連節バス乗車前 大量輸送能力によるバス待ち時間の短縮

最後尾

3列滞留
最後尾

連節バス乗車後

バス待ち滞留
が一気に解消！
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市民協働型コミュニティバス市民協働型コミュニティバス
地域での日常生活の移動の確保のため、市民協働の手づくりコミュニティバスを導入

高齢者等の地域内における
日常生活の移動の確保

高齢者等の地域内における
日常生活の移動の確保

地域住民が主役となる

市民協働の手づくり市民協働の手づくり
コミュニティバスコミュニティバス

地域住民が主役となる

市民協働の手づくり市民協働の手づくり
コミュニティバスコミュニティバス

記念式典の風景

地域の人のバスガイト

運営協議会の様子

運行の継続は

地域住民地域住民

行政（市） 交通事業者交通事業者

地域住民が主体となった運営協議会を設置

地域が経営感覚を持った運営
（地域住民が計画・運営）

運営の支援 バスの運行

ルート
ダイヤ
運賃も

地域が決定

バス停の組み立て

地域の人のバスガイト

地域は最大限努力
（明確な収入目標）
地域負担（運賃・広告）

地域に応じて

１５～40％

行政が
地域の努力を支える

行政負担（補助金）

地域に応じて
60～85％

運行の継続は
地域の努力次第
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現在１６地区１６地区

拡大する拡大するコミュニティバスコミュニティバス
市民協働の手づくりコミュニティバスの導入地区が増加

今年度 2地区導入１８１８地区に地区に 今後 ２２２２地区へ地区へ

黒野･西郷地区
芥見東･南地区

みどりっこバス

みわっこバス 藍川地区

あいあいバス

ほっとバス
長良・長良東地区

ながらうかいバス
三輪地区

方県・網代地区

常磐・鷺山・長良西地区

さんさんバス

方県・網代バス

地域の
バスの

（受益人口比率７３％） （受益人口比率８１％） （受益人口比率１００％）
（目標年次：平成（目標年次：平成3030年度）年度）

市民協働の
モデル

にっこりバス

西ぎふ・くるくるバス

芥見・岩地区

中心市街地東部地区

日光地区

市橋地区

ｅバス

境川地区

３７３(みなみ)バス
境川らくちゃんバス 長森南地区

三里・本荘地区

加納地区

厚見・茜部ぐるり
ふれあいバス

茜部・厚見地区

すまいるバス

芥見岩っこバス

加納めぐりバス

長森ふれあいバス

北長森地区

ひのっこバス
日野地区

バスの
愛称
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利用が増え続けるコミュニティバス利用が増え続けるコミュニティバス
地域の努力によって利用者が増え続ける持続可能なコミュニティバスシステム

Plan

Do

C

Action

試行運行試行運行

効率性・補助額チェック

地域住民による
・運行計画の見直し
・収支改善策の検討

運賃の見直し
広告収入の検討 等

（例）
日光地区
・本格運行移行のため自発的に

2年間

Check

本格運行本格運行

運行継続運行継続

効率性・補助額チェック

・本格運行移行のため自発的に
運賃100円→200円へ

・その後、地域努力で利用が増加し、
運賃200円→100円に値下げ

→利用者がさらに1.25倍に

三輪地区
・本格運行移行のため

ルート、ダイヤを効率化
運賃も自発的に100円→200円に

・地域努力で利用が増加、
運賃200円→100円に値下げ

→利用者がさらに1.33倍に

3年毎に
チェック
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６．バスネットワークを
支える仕組み

GIFU CITY

支える仕組み
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走行環境向上のためのバスレーン・走行環境向上のためのバスレーン・PTPSPTPSの導入の導入
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約3,259本（4１路線） 平成26年4月1日現在

■全バス路線が乗入れ

■バス停を色分け化

■乗り入れ本数

方向別のわかりやすい乗り場の整理

岐阜駅北口駅前広場バス乗降場岐阜駅北口駅前広場バス乗降場岐阜駅北口駅前広場バス乗降場岐阜駅北口駅前広場バス乗降場

【岐阜駅北口駅前広場】

■幹線方向を基本とし
乗り場を配置
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病院内ロビーバス近接情報

郊外乗継拠点（トランジットセンター）事例郊外乗継拠点（トランジットセンター）事例郊外乗継拠点（トランジットセンター）事例郊外乗継拠点（トランジットセンター）事例

幹線バスとコミュニティバスの連携

連節連節バスの導入バスの導入

大学附属病院に整備されたバスターミナル 54



■ハイグレードバス停（バスロケーションシステム併設）

■ハイグレードバス停（広告付）

ハイグレードバスハイグレードバス停停ハイグレードバスハイグレードバス停停

■ハイグレードバス停（広告付）

＊広告会社が整備、清掃、メンテナンスを行う。
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バスネットワークを支えるシステムバスネットワークを支えるシステム

高齢者おでかけ
バスカード

70歳以上の方対象
２割引で乗車可能

ＩＣカード

これは便利！使いやすくわかりやすいバス

路線バスでも
バスを乗り継ぐと

アユカ

ＩＣカード
約2３万枚発行

(市民1/2が所有)

バスカード

バスロケーションシステム

バスの接近や到着予測
時刻情報を利用者に提供

行先番号

路線バスでも
コミュニティバスでも

乗車可能

バスを乗り継ぐと
割引あり

見やすく、わかりやすい番号制

各系統を「英字＋２桁の数字」の
行き先番号で案内

各バス停のQRコードを
携帯電話で読み取るだけ

で運行情報がわかる

免許返納した65歳以上人にアユカ交付
（利用額2,500円分）
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７．市民意識の醸成

GIFU CITY
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市民が公共交通に親しみ、考える市民が公共交通に親しみ、考える

各種イベント

事業者等との連携や事業者独自での各種啓発イベントを実施

バスまつりinGifu（H27.3.28）

シンポジウム
「地域公共交通は誰のための誰のものか」
（H27.3.28）

濃姫バスと岐阜いちご

公共交通は
市民のものです

清流ライナー綱引（H26.10.11）

濃姫バスと岐阜いちご
「濃姫・美濃娘」

コラボ企画

こども写生大会

ちびっこ運転士体験
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よびかけよびかけ、学ぶ、公共交通の大切さ、学ぶ、公共交通の大切さ

バス優先レーン遵守啓発活動 小中学校での交通環境学習

バス優先レーンの認知度を高めるため、
一般ドライバーに遵守啓発を実施

BRTの推進のためのバスレーンの遵守啓発、子どもの頃から公共交通の意識づけ

かしこいクルマの使い方と公共交通について
子どもの頃から学ぶ

⇒自発的に考えて行動できる「将来の岐阜市民」の育成

市が呼びかけ 県警、バス事業者とも連携
バス優先レーン規制時間

朝 ７時～９時、夕１７時～１９時
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８８．地域公共交通条例．地域公共交通条例

GIFU CITY
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“みんなの地域公共交通条例”“みんなの地域公共交通条例”

地域公共交通を持続可能なものに！地域公共交通を持続可能なものに！

実現するには…

①市民の意識醸成①市民の意識醸成
②多様な主体の連携・協働（市、市民、交通事業者等）②多様な主体の連携・協働（市、市民、交通事業者等）

地域公共交通は地域社会全体の財産 ととらえ、

持続可能な地域公共交通をみんなで創り守り育てるための条例

岐阜市みんなで創り守り育てる地域公共交通条例制定岐阜市みんなで創り守り育てる地域公共交通条例制定

・地域公共交通に関する基本理念
・市の責務や市民・事業者・公共交通事業者の役割
・地域公共交通に関する基本施策を明確化

・地域公共交通に関する基本理念
・市の責務や市民・事業者・公共交通事業者の役割
・地域公共交通に関する基本施策を明確化

②多様な主体の連携・協働（市、市民、交通事業者等）
③長期的視野に立った総合的かつ計画的な取り組み③長期的視野に立った総合的かつ計画的な取り組み を目的に

公共交通に関する条例１県、６市で策定
国では交通政策基本法が平成２５年１２公布施行

海外ではフランスの交通権の例
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