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平成１９年 ９月１４日設置

フィーダー系統 平成２７年 ４月３０日 確保維持計画策定等

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（全体）

中部様式1



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

 本町は、町内に鉄道駅がなく、町と町外を結ぶ３路線と町内を循環する１路線の計４路線の
バスが運行されていたが、特に自主運行バス路線（輪之内線以外）の年間輸送人員の減少、
バス路線維持に対する財政負担が問題

 住民からは、空バスへの指摘がある一方、こまめな
停留所の配置や増便などの新たな要望

 利便性向上を図るとともに、効率的な公共交通を構
築することを目的とし、「輪之内町地域公共交通総
合連携計画」(H26.3)を策定(網計画として位置付け)

 計画策定後、町内の移動を確保するため新たに
「輪之内町デマンドバス」を運行（H27.1）

地域の特性と背景

輪之内町地域公共交通総合連携計画

 基本理念
「住んでいて良かった、これからもずっと住み続け
たいまちづくり」の一翼を担う公共交通の構築を目
指す

 基本方針
①移動制約者の外出機会創出のための生活交通の確保
②通学ニーズに合った公共交通の確保
③幹線系統のサービス水準向上と乗り継ぎの改善
④地域で支え合う持続可能な公共交通の構築
⑤公共交通の利用促進に向けた取り組みの推進

 計画期間 平成26年度～平成31年度

計画の基本的な方針・目標・期間等
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2.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容（１） （Do） 3

中学３年生向け近隣高校までの乗換案内等チラシの作成・配布 ［実施主体：町・運行事業者］

 進学先を検討中の中学3年生に対して、公共交通を
利用して近隣の高校へ通学する方法を紹介。
(10月の進路相談時に配布)

 登校・下校に利用できる具体的な乗継便や運賃・定
期代を紹介。

 平成31年4月に開始した高校生のバス通学定期券
購入補助制度を紹介。

 バス利用に慣れていない人向けにバスの乗り方案内
も紹介。

海津明誠高校の生徒向けＰＲチラシの作成・配布
［実施主体：町］

 新入生及び在校生向けのバス利用ＰＲチラシを作成
（平成31年3月）

 海津明誠高校への通学用路線である、南北線の利用
が見込まれる輪之内町や安八町在住の生徒に配布。
（海津明誠高校に依頼）

夏休みの小学生団体利用［実施主体：町，住民］

 小学生の子どもを持つ親に対して、夏休みのわのうち
未来塾（生涯学習講座）会場までの移動にデマンドバ
スを利用できることをPR。

 団体利用に対応できるよう、運行事業者と事前に調整。

高校生バス通学定期券購入補助の実施 ［実施主体：町］

 平成31年4月より、高校生のバス通学定期券購入補助を実施。

 購入費用の3分の1を補助。

▲中学3年生向け公共交通PRチラシ



2.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容（２） （Do） 4

デマンドバスのログデータを活用した分析・検討 ［実施主体：町］

岐阜羽島駅

安八温泉

バロー羽島
インター店

ザ・ビッグ
輪之内店

輪之内文化会館

輪之内町役場

 デマンドバスの予約システムのログを活用し、
利用状況、時間帯、予約成立状況、乗合率を
継続的に分析。

１．定路線化の検討

予約の集中する時間と行先の関係に注目し、
同一時間帯に一定規模の需要が見込める移動
に対して、セミデマンド方式の導入や定路線
化を検討。

２．輸送人員の許容量のチェック

乗車人数や予約件数などの推移を定期的に集
計・分析し、車両２台での運行が限界に達し
ていないかチェックを実施。 ▲バス停間利用者
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▲乗車時間と予約件数の関係

定路線の利用状況の分析・検討 ［実施主体：町］

 各路線の定期券販売状況や町内の中学生の進学
先の変化を把握。

 利用者増加のための取り組みを検討・実施。

通学定期購入補助

進学者の多い学校への公共交通を利用した通学
方法紹介チラシの作成



53.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

 地域公共交通確保維持事業では、連携計画で定めた数値目標をベースに、利用実績を踏まえ、
公共交通の路線別年間利用者数を目標値として設定

 輪之内羽島線・南北線：利用者数が近年減少傾向にあり、また今後も人口減少等の影響によ
る減少が想定されることから、現状維持を目標とする。

 輪之内町デマンドバス：利便性向上策や利用促進策の実施により、今後も利用者数の増加が
見込めることから年約４％の増加を目標とする。

評価指標と基本的な考え方

平成31年度 地域公共交通確保維持計画 目標値（実績値）

：平成31年度確維持計画における
目標値見直し箇所

計画策定時 実績値 目標値
H24 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

輪之内羽島線 7,157 7,545 7,401 6,740 7,849 7,400 7,400 7,400
南北線 4,420 5,132 4,443 4,774 3,499 4,800 4,800 4,800
町内線 141 79 － － － － － －

デマンドバス － 5,458 9,612 10,674 11,483 11,550 12,000 12,500
合計 11,718 18,214 21,456 22,188 22,831 23,750 24,200 24,700



63.計画の達成状況の評価指標とその結果（１） （Check）

輪之内羽島線

 定期外利用者数は前年よりも減少したものの、
定期利用者は微増しており、目標値を達成。

 岐阜・羽島方面への進学者数に対して、H31の定期券販売は増加。

目標達成状況に関する考察

H30 H31

定期外利用者数 4,189人 3,695人 12%減

定期利用者数 3,660人 3,744人 2%増

H27 H28 H29 H30

進学者数 28人 10人 16人 19人

H28 H29 H30 H31

定期券販売状況 21人･月 20人･月 40人･月 75人･月

目標値の達成状況

年度

路線名 平成24年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成31年度

輪之内羽島線 7,157人 7,547人 7,401人 6,740人 7,849人 7,439人 7,400人 達成

南北線 4,420人 5,132人 4,443人 4,774人 3,499人 1,652人 4,800人 未達成

町内線 141人 79人 － － － － －

5,458人 9,612人 10,674人 11,483人 11,191人

606人/月 801人/月 890人/月 957人/月 933人/月

計 11,718人 18,216人 21,456人 22,188人 22,831人 20,282人 23,750人 未達成

実績値

デマンドバス －

目標値
達成状況

11,550人 未達成



73.計画の達成状況の評価指標とその結果（２） （Check）

輪之内町デマンドバス（フィーダー補助対象路線）

 平成31年度は年間利用者数が減少に転じ、目標値を未達成。

 利用者からは、特に「夕方診療の帰りに対応した運行時間の拡大」について意見・要望があ
る。利用者等からの意見を参考にしつつ、新たな利用者の獲得も課題。

輪之内線（地域間幹線系統）
 平成24年度以降、利用者数は増加傾向。平成30年度に一度減少したが、平成31年度は大幅に
利用者が増加。（H24:121,218人→H30:169,552人→H31:194,578人）

 西濃地域では、免許返納者への特例、子育て支援、バス通学定期券購入補助など各市町によ
る効果が徐々に出てきていると思われる。

目標達成状況に関する考察 令和2年1月17日の地域公共交通会議にて協議し、承認。

南北線
 定期利用者、定期外利用者とも前年より減少しており目標値を未達成。
(定期券販売が、40人・月減少)

※実質2人

 安八郡から海津明誠高校への通学者数は増加傾向にあるが、バスを利用する人が減少している。

 海津市コミュニティバスの運賃値上げ(H27.10)以降、輪之内町在住者の通学定期券購入が減少。
（自転車や送迎で通学）

H30 H31

定期外利用者数 619人 412人 33%減

定期利用者数 2,880人 1,240人 57%減

H27 H28 H29 H30 H31

安八郡から海津明誠高校への通学者数 75人 81人 74人 87人 98人



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

課題

輪之内羽島線

 定期利用者の確保。

南北線

 海津明誠高校への通学路線と
して、町単独で今後も維持し
ていく必要性の検討。

輪之内町デマンドバス

 夕診への移動に利用したいと
いう要望への対応。

 新規利用者の掘り起こし。

輪之内線

 始発便の繰り上げ、最終便の
繰り下げ等の要望への対応。

 地域公共交通総合連携計画の
計画期間が平成31年度で終了。

 今後の町の公共交通施策の方
針等を整理する必要がある。

対応方針

 進学先(方面)に応じたPRチラシを作成し、進路を検討す
る中学3年生を中心に提供。

 定期利用者の獲得に効果のある、高校生のバス通学定期
購入補助を継続実施。

 安八郡(輪之内町，安八町，神戸町)方面から海津明誠高
校への進学者数の推移を確認。

 今後利用可能性のある中学生に対して、利用意向等を確
認し、運行を継続していくか検討。

 海津線や輪之内線との統廃合を周辺市町と検討・協議。

 最終降車時間延長の実験実施し、要望に応えるとともに、
朝の通院目的利用の分散を図る。

 利用機会創出のため、町のイベントや地域懇談会の参加
者、70歳代前後の方に、お試し乗車券を配布し、新規
利用者の掘り起こしを図る。

 海津線や南北線との統合を周辺市町と検討・協議。

 現在の利用状況等を踏まえて、今後取り組むべき事項等
を検討。

 周辺市町で、地域公共交通網の作成・見直しが行われて
いるため、検討状況を把握し、関連路線について協議。

 令和2年度中に、検討・協議を行い、今後の基本的な方
針、目標と目標達成のための事業を定める。



輪之内町地域公共交通会議

9

平成１９年 ９月１４日設置

フィーダー系統 平成２７年 ４月３０日 確保維持計画策定等

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（経緯）

中部様式2



1.直近の第三者評価の活用・対応状況 10

直近の第三者評価委員会
における事業評価結果

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

輪之内線への乗り継ぎ情
報の提供や町外施設との
連携など一層の利用促進
を図る。

―

Googleマップ等の経路検索で
バス路線が検索可能となった
ため、その周知に努める。

輪之内羽島線、南北線は
利用者が減少傾向にある。

利用促進のため、通学定
期券の購入補助を開始。
また中学3年生向けに、
周辺高校への公共交通を
使った通学方法を整理し
たチラシを作成・配布。

通学定期券の購入補助により、
羽島方面への定期利用が増加。
今後も継続していく。(4～5月
の定期購入者 H30:18人･月，
H31:72人･月)

南北線は、今後利用可能性の
ある中学生に対して、利用意
向等を確認し、運行を継続し
ていくか検討。海津線や輪之
内線との統廃合を周辺市町と
検討・協議。

地域公共交通ネットワー
クの利用状況分析に基づ
いた施策に取り組む。

―

方面別の通学者や通勤者数の
変化などにも着目し、利用状
況の変化等を分析していく。



2.アピールポイント 11

▼路線別補助制度の活用状況
 平成31年4月より、高校生のバス通学定期券の購入補助を
スタート。

 通学定期券購入費用の3分の1を補助。
 令和元年12月末時点で28名が活用。

高校生バス通学定期券購入補助の実施

 輪之内町地域公共交通総合連携計画は、平成31年度で計画期間が終了。
 計画期間終了後も、公共交通施策を計画的に推進していくため、現在の利用状況等を踏まえ
て、今後取り組むべき事項等を検討。

 令和2年度中に、実証実験の結果も踏まえて検討・協議を行い、地域公共交通計画を策定する。

連携計画後の取り組み・目標等の検討

 平成31年4月より、運転免許証自主返納者等に対する支援をスタート。
 デマンドバス専用回数券（100円券11枚綴り）3冊を交付。
 令和元年12月末までに8名が活用。

運転免許証自主返納者支援の実施

 運行開始当初からあった運行時間延長の要望に対応するとともに、朝の通院目的利用の混雑
緩和し、「予約のとりにくい」状況を解消するため、令和2年4月より半年間、最終降車時間
を延長する実証実験を検討中。

 また、利用者の固定化・高齢化により利用者数が減少しているため、サービス拡大による新
規利用者の掘り起こしを目指す。

 半年間の利用状況や利用者の意見を踏まえ、本格導入するかどうかを判断する。

輪之内町デマンドバス運行時間延長の実証実験

活用人数

輪之内線 ２５名

輪之内羽島線 ３名

南北線 ０名

 利用機会創出のため、町のイベントや地域懇談会の参加者、70歳代前後の方に、お試し乗車
券を配布し、新規利用者の獲得を図る。

輪之内町デマンドバスお試し券の配布



（別添１）

令和　２年　１月１７日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

名阪近鉄バス(株) 輪之内町デマンドバス

　公共交通利用促進のため
の新たな取り組みとして、高
校生のバス通学定期券の購
入補助を開始。
　また、中学3年生向けに、
周辺高校への公共交通を利
用した通学方法を整理した
チラシを作成・配布。

B

平成26年度に策定した地域公共
交通総合連携計画が最終年度
を迎えているため、その評価も
兼ねて住民アンケートは令和2
年3月に実施予定。

B

　利用者数は11,191人/年であ
り、目標の11,550人を下回った。
利用者数増加により、「予約がと
りにくい」などの意見もあり、新規
利用者の掘り起こし・確保が進
んでいない。

　令和2年4月より半年間、最終降車時
間延長の実験実施を検討中。サービス
拡大を図り、新規利用者の掘り起こし
とともに、現在の利用者の利用回数増
加を目指す。
　デマンドバスの利用機会創出として、
町のイベントや地域懇談会の参加者、
デマンドバスの利用を検討される70歳
代前後の方に、お試し乗車券を配布。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
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（別添１－２）

令和　２年　１月１７日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

　輪之内町には鉄道駅が無く、町の公共交通としてはバスが主であり、町と町外を結ぶ３路線と町内を循環する１路線の計４路線のバスが運行され、住
民の移動手段を担ってきた。しかし、町の自主運行バス路線の年間輸送人員の減少、バス路線維持に対する財政負担、高齢化の進行などが問題と
なっていた。また住民からは、空バスへの指摘がある一方、こまめな停留所の配置、バスの増便などの新たな要望が挙げられていた。
　そのため、連携計画で定めた『「住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたいまちづくり」の一翼を担う公共交通の構築を目指す』を基本理念と
し、利便性向上を図りながらも、できるかぎり財政負担の軽減を図り、便利で効率的な公共交通を構築することを目的に、地域公共交通確保維持事業に
取り組むものである。
　自主運行バスは、高齢者等の移動制約者の買い物や通院、高校生の通学のための交通手段として不可欠なものであり、今後も維持していく必要があ
る。

輪之内町地域公共交通会議

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）


