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平成２０年３月３日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２７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

鏡島市橋線

岐阜日野線

地域の特性や概要
●鉄道が市域の南端に位置し市内移動に適していないことから、
公共交通の市域内移動の中心はバスが担っている。

●バス路線は、ＪＲ岐阜駅を中心に放射状に路線網を形成
●少子高齢化、人口減少、生産年齢人口の減少により、バス利
用者の減少が懸念される（郊外部の大規模開発団地での急激
な高齢化や人口減少が顕著）

●低密度な市街地の外延化が依然として進行

取り組みの背景
●鉄道、バスの分担率は維持しているものの、自転車、徒歩の
分担率は減少し、自動車の分担率は増加、自動車への依存は
進んでいる。

●路線バスとコミュニティバスを合わせたバス利用者数は、平
成19年以降維持されており、負のスパイラルからは既に脱却
しているが、運転手不足が顕在化していることや、今後、急
速な人口減少、高齢化が進むことから、バスの持続的な運行
が困難となることも懸念される。

岐阜市地域公共交通網形成計画
計画期間：平成27年～令和2年

■基本的な方針

■公共交通の目標

【幹線バス路線】

本市の将来都市像の骨格を形成する根幹的なバス路線として、

以下に示す8つの路線を幹線バス路線として位置づけます。

Ｂ：梅林方面 Ｎ：長良方面 Ｋ：金華方面 Ｃ：忠節方面

Ｏ：大縄場方面Ｇ：鏡島方面 Ｗ：西加納方面 Ｅ：東加納方面

都市の基軸となる公共交通軸の形成により、
利便性の高い公共交通ネットワークを構築

公共交通ネットワーク図

「公共交通を軸に都市機能が集積した
歩いて出かけられるまち」

・安全で円滑な公共交通を軸とし、
都市交通施策の推進により、
都市の再構築がされた魅力のあるまちづくり

※鏡島市橋線、岐阜日野線：フィーダー補助路線

岐阜高富線
【乗り換え幹線】



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（1/3） （Do） 3

網形成計画に位置づけられた事業

■路線再編【地域公共交通再編事業】

・幹線バスと支線バスの再編による公共交通ネットワー

クの構築 → これまで８路線で５回再編を実施

・鏡島市橋線はＪＲ岐阜駅を中心としたループ化した

支線、日野市橋線はＪＲ岐阜駅を中心とした支線と

して再編【フィーダー補助路線】

■ＢＲＴ導入推進（走行環境整備・利用環境整備）

・バス優先レーンの規制区間の拡大、カラー化を実施

平成31年3月 長良橋通り 北進 Ｌ≒880m施工済み

令和２年3月 長良橋通り 北進 Ｌ≒240m施工予定

・バス優先レーンの遵守啓発活動の実施

運行事業者、交通管理者、市との連携事業として実施

令和元年5月15・16日（市内４箇所で実施）

令和元年10月23・24日（市内４箇所で実施）

・ハイグレードバス停の整備によるバス待ち環境向上

令和元年１１月より、幹線バス路線に設置されたバス停

上屋に、バス路線図に合わせ幹線バス路線名やカラーを

明示し、路線を分かり易いものとした

《路線再編経過》

①H27.10.1 鏡島市橋線、茜部三田洞線、日野市橋線

②H28.4.1 城田寺団地線

③H28.10.1 鏡島市橋線、加野団地線、茜部三田洞線

三田洞線、日野市橋線

④H29.4.1 鏡島市橋線、茜部三田洞線、三田洞線

⑤R１.10.1 曽我屋線、西郷線



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（2/3） （Do） 4

網形成計画に位置づけられた事業

■学校教育モビリティ・マネジメント

・平成２６年度より小学生・中学生を対象に学

校教育モビリティ・マネジメントを実施

・本年度は、小学校５校（対象生徒５９２名）、

中学校１校（対象生徒２９０名）に授業を実施

・小学生に対しては、岐阜乗合自動車㈱の協力を

得て、実際のバス車両を用いたバスの乗り方や、

乗車時のマナーについても講義を実施

・中学生に対しては、地元コミュニティバス運営

協議会長を講師として招き、協議会活動の内容

や、地域住民の一員として自分の役割を考える

講義を実施

左：中日新聞

令和元年10月11日号

右：読売新聞

令和元年11月7日号

■バスマップ等の作成・配布【再編計画推進事業】

・バス路線ダイヤ改正に合わせて内容を更新した市内バスマップ

を作成し、観光案内所やバス案内所、バス営業所及び市の施設

など市内の主要施設に設置

・岐阜市への転入者を対象として転入届窓口で配布するツール

（市内バスマップ、動機付け冊子）を作成

・免許返納者、高齢者おでかけバスカード配布者にバスの乗り方

案内とともに市内バスマップを配布

転入者用ツール（R1.10.1版）



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（3/3） （Do） 5

その他事業

■ＪＲ岐阜駅北口「杜の架け橋」にバス運行情報案内板を設置

・岐阜乗合自動車㈱がＪＲ岐阜駅北口駅前歩行者用デッキ

２階「杜の架け橋」にＪＲ岐阜駅バス停を発着する１２

バースの運行情報を一覧表示する案内板を設置して、

１１月１６日より供用を開始した。

■Google Mapを用いた経路検索サービス

・GTFSによるデータ整備で令和元年１１月からGoogle Map

にて岐阜乗合自動車㈱の経路検索、運賃、時刻の検索が

可能になった。

■公共交通フェスタの実施

・公共交通に対する市民の意識向上及びバス利用

促進を図るため、子供を中心にバス等に親しむ

体験イベントを岐阜乗合自動車㈱と共催で金華

橋通りにて実施

・日時：令和元年１１月１７日（日）

・場所：金華橋通り・金公園

・協力：岐阜県警察、岐阜県自動車会議所、

岐阜県バス協会、岐阜連携都市圏等

Googleホームページより



63.計画の達成状況の評価指標とその結果（1/2） （Check）

路線再編【地域公共交通再編事業】の実施状況

路線名
利用者数の推移・事業の効果

H29.10.1～H30.9.30 H30.10.1～R1.9.30

茜部三田洞線
850,901人 864,778人（+1.6%）

・定時性・速達性の向上（最大５分の遅延改善）

城田寺団地線
62,439人 63,957人（+2.4%）

・需要が見込まれるルートへの再編

加野団地線
235,140人 239,717人（+1.9%）

・定時性・速達性の向上（最大１４分の遅延改善）

三田洞線

445,082人 459,184人（+3.2%）

・利用者の需要に合致した運行ダイヤ
・需要が少ない区間見直しによる運行経費の削減

曽我屋線

―
192,263人

（R1.10.1路線再編）

・需要が少ない区間見直しによる運行経費の削減、運行
車両の効率化

西郷線
―

148,722人
（R1.10.1路線再編）

・他路線との統合再編による運行効率化

再編前

再編後



73.計画の達成状況の評価指標とその結果（2/2） （Check）

フィーダー系統における評価（平成31年度岐阜市地域内フィーダー系統確保維持計画で定めた目標）

路線名
利用者数

事業概要・評価
目標値 実績値

鏡島市橋線 227,849人 229,726人

・平成28年10月1日に加野団地線との再編
により、加野団地線のＪＲ岐阜駅から西側
の運行ルートを加え、ダブルループとした。
平成29年4月1日には、平成27年10月1日
に加えた日野市橋線のＪＲ岐阜～市橋の区
間は競合する幹線の岐阜高富線への利用転
換が進み、利用者が極めて少ないことから
この区間を廃止し、シングルループに再編
した。目標値に対して実績値は約2千人増。
・令和元年度も地元小学校でモビリティマ
ネジメントを実施。

岐阜日野線 90,353人 97,865人

・平成27年10月に路線再編を実施し、定時
性等の向上などから、目標値と比較して実
績値は約7千人増。
・コミュニティバスとの乗り継ぎポイント
の設置及びＰＲを実施。

【乗り換え幹線】

岐阜高富線
1,822,340人

（平成30年度実績値）

1,844,342人

・平成29年4月1日に廃止した鏡島市橋線の
ＪＲ岐阜～市橋の区間と並行する幹線バス
路線である。
・令和元年度の利用者数は平成３０年度と
比較して約２2千人増であり、乗り換え幹
線の機能を果たしている。

◎上記路線も含め利用促進に努めながら、持続可能なバスネットワークとなるよう効率的な
路線バスの再編を推進していく。



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

課題１ 需要を喚起させる利便性向上（利用者数、収支率の向上）

⇒対応策 ・新庁舎拠点バス停、エントランスにバスロケーションシステム設置

・ハイグレードバス停の整備によるバス待ち環境向上

・トータルナビなどの経路検索サービスの提供

・ダイヤ改正に合わせたバスマップを作成・配布

課題２ モビリティマネジメント（MM）活動の推進

⇒対応策 ・日頃バスを利用していない市民への利用促進の取り組み、イベント等の実施

・小中学生を対象とした公共交通の大切さを啓発する授業の実施

・転入者や免許返納者等の交通行動転換の可能性がある対象へのＭＭ活動の実施

課題３ 地域の需要に応じた効率的な路線バスの再編の推進

⇒対応策 ・新庁舎バス停を活用した中心部のバス路線再編計画の検討など、利便性と効率性

が向上する路線再編を引き続き実施（第２次再編実施計画の策定）

・運転者の確保に向けた交通事業者による免許取得費用の支援や女性を対象とした

採用活動の実施、岐阜市の広報紙を利用した採用情報の提供

・自動運転技術などの新たな技術の活用検討



岐阜市総合交通協議会

9

平成２０年３月３日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２７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（1/2） 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

平成２７年１０月の路線再

編と比較して、岐阜日野線、

鏡島市橋線やそれと接続する

系統について、利用者の増加

に繋がっており、「公共交通

フェスタ」や「学校教育マネ

ジメント」など、公共交通に

対する市民意識の向上に継続

的に取り組んでいることを評

価します。

●公共交通フェスタ

令和元年11月17日に初めて金

華橋通りで行うトランジット

モールと同時開催。25,000人

を超える市民が訪れた。

●学校モビリティマネジメント

平成26年度より実施しており、

今年度は小学校５校、中学校１

校（参加数８８２名）において

公共交通に関する授業を行った。

評価された取り組みに加え、

コミュニティバス事業やトラ

ンジットモールなど、公共交

通に対する意識を高める事業

を引き続き実施するとともに、

更なる路線再編に取り組むこ

とで、公共交通の利用促進と

運行効率の向上を図っていく。

コミュニティバス等運営協

議会の抱える問題の共有など、

今後も地域との対話を引き続

き実施されるよう期待します。

各地区でコミュニティバス等

運営協議会を定期的に開催し、

地域の抱える諸問題について協

議を行っている。

今年度は、コミュニティバス

を補完するサポート便の運行を

実施する。

引き続き、定期的な運営協

議会や全体会議を開催するこ

とで、地域との対話を重ね、

問題の共有や課題解決を図っ

ていく。



1.直近の第三者評価の活用・対応状況（2/2） 11

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

また、現在の地域公共交通

網形成計画実施事業の計画期

間満了が近づくため、路線再

編の効果検証し、次のステッ

プに繋げるよう期待します。

令和元年１０月１日より、

曽我屋線を西郷線等とあわせ

て路線再編を行った。未実施

路線における再編の検討や、

既に再編を行った路線につい

ては、利用者数の推移や効率

性等を確認しつつ効果検証を

行っている。

再編路線の効果検証を行う

ことにより、次期地域公共交

通計画（仮称）の策定に繋げ

ていく。

11

2.アピールポイント（1/2）

■公共交通フェスタとトランジットモールの同時開催

・公共交通の重要性を知ってもらうイベントと、

トランジットモールを同時開催することによる

相乗効果により、25,000人を超える市民が来場

そのほか、「もっとたくさんの走行実験をしてほしい。実際の道路で自動運転を体験したい。」
「高齢者のために早く利用できることを希望します。」との要望あり

（自動運転来街者アンケート）
・自動運転による公共交通の利用意向が、試乗後に約１.３倍に増加
・市民が自動運転技術を理解するためには、走行実験が最も有効であるとの意見が約９割

連節ループバス利用者：約1,100人 金華橋通り通過路線バスの利用者：約5%増（対前週同日比）

・自動運転走行実験やバス路線経路検索体験の実施



■超高齢化などコ
ミュニティバスの抱
える課題に対応した
仕組み

・狭路等の地域や、
利用が少ないため
ルートカットした地
区等について、コミ
バスの代替となるサ
ポート便（タクシー車

両等）を芥見・岩地
区で運行（R2.2)

■コミュニティバスの推進

・岩野田・岩野田北地区で

より市内２０地区目となる

コミュニティバス（ぐるっ

とバス）の試行運行開始

(R1.9.2)

2.アピールポイント（2/2） 12

■スマートシティの推進

・公共交通自動運転技術活用研究会の設立 (H31.4)

・スマートシティモデル事業（国交省） 「重点事業化促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に選定 (R1.5)

・近未来技術等社会実装事業（内閣府）に選定 (R1.7)

・官民連携のスマートシティぎふ推進コンソーシアムを設立 (R1.11)

今後も引き続き、自動運転技術の推進等、新技術を活用しつつ、交通を中心としたまちづくり

の課題について解決を図っていく

■ＪＲ岐阜駅にバス運行情報案内板を設置

（再掲）

・12バースの運行情報を
一覧表示

■バス停の幹線明示（再掲）

（R1.11）

・幹線名と系統番号を
バス停に明示 (R1.12)



（別添１）

令和2年1月24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

■利用者数
目標：90,353人
　　　　↓
実績：97,865人
■収支率
H30：77.6%
　　　　↓
R1  ：80.8%

・利用者は目標を約7千人上回っ
た。
・収支率は改善。

・引き続き、当該路線沿線住民へのバ
ス利用を促進するようPR等を行う。
・地元地区のコミュニティバスとの乗継
利便性の向上のためのダイヤ調整等
を検討する。
・沿線小学校での学校モビリティマネジ
メントの実施を働きかける。

岐阜日野線
・名鉄岐阜～日野西
・JR岐阜～日野西

再編後の路線の定着が進ん
だことにより、利用者数が目
標値を上回ることができた。
バスマップの作成・配布や、
免許返納者へのICカード配
布などの利用促進に努め
た。

A
事業は計画通り適切に実施され
た。

A

岐阜市総合交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

岐阜乗合自動車(株)
鏡島市橋線
・左回り
・右回り

再編後の路線の定着が進ん
だことにより、幹線・支線とも
に利用者数が目標値を上回
ることができた。
バスマップの作成・配布や、
免許返納者へのICカード配
布などのほか、令和元年度
も昨年度に引き続き沿線小
学校にて学校モビリティマネ
ジメントを実施し、利用促進
に努めた。

A
事業は計画通り適切に実施され
た。

A

■利用者数
目標：227,849人
　　　　↓
実績：229,726人
■収支率
H30：67.8%
　　　　↓
R1  ：65.0%

・利用者は目標を約2千人上回っ
た。
・収支率の悪化は、運転手の人
件費が上がったため。

・引き続き、当該路線沿線住民へのバ
ス利用を促進するようPR等を行う。
・地元地区のコミュニティバスとの乗継
利便性の向上のためのダイヤ調整等
を検討する。
・引き続き、沿線小学校での学校モビリ
ティマネジメントを実施する。

岐阜乗合自動車(株)



（別添１）

令和2年1月24日

協議会名：岐阜市総合交通協議会

①事業の結果概要
③事業の今後の改善点

（特記事項含む）

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【事業が適切に実施された（されている）かを記載。適切に実施されな
かった（されていない）場合には、実施されなかった事項及び理由等記
載】

【事業の今後の改善点として、取組内容・関係者それぞれが果たす
べき役割等を記載。】

バスマップ等の作成・配布
■市内バスマップ
・バス路線ダイヤ改正に合わせて内容を更新した市内バスマッ
プ（令和元年10月1日版、令和2年4月1日版）を各15,000部作
成、配布
・バス案内所やバス営業所、観光案内所及び市の施設など市
内の主要施設に設置し、バス路線をPR
■転入者向け配布物
・市内バスマップの更新にあわせ、岐阜市への転入者を対象と
して転入届窓口において配布するツール（市内バスマップ、動
機付け冊子）を各4,000部作成、配布

A 計画通り事業は適切に実施されている。

・市内バスマップ等の事業は継続的に実施しており、今後も春、秋
の路線バスダイヤ改正に合わせて作成・配布を行っていく。
・バス案内所や市役所窓口での配布以外に、様々なイベントや小中
学生対象のモビリティマネジメント授業でも配布するなど、引き続き
積極的に公共交通をPRしていく。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画推進に係る事業）

④事業実施の適切性



（別添１－２）

令和2年1月24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

　岐阜市は、岐阜県南西部に位置した岐阜県の県庁所在地である。公共交通については、鉄道は市域をまたぐ広域移動に利用されているが、市域の南端に位置して
いるため、市域内の移動の中心はバスが担っている。本市においては、自家用自動車への依存により地域公共交通の利用者は減少を続けていたが、近年の様々な
地域公共交通への取り組みにより下げ止まりをみせている。しかし、急速な少子高齢化及び人口減少の進展により、地域公共交通を取り巻く環境は今後も厳しさを増
すことが予想され、利便性の高い持続可能な地域公共交通の確保が求められている。
　このことから、バスを中心とした地域公共交通を持続可能なものとするためには、まちづくりと一体になって、幹線・支線・コミュニティバスが有機的に連携したバスネッ
トワークを構築する必要があり、公共交通軸となる幹線バス路線の強化とあわせ、支線バス路線を地域の特性に応じた効率的な路線とする再編を行う必要がある。ま
た、バス路線再編に伴う支線バス路線となる地域内フィーダー系統の確保維持改善を行うものである。

岐阜市総合交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金、地域公共交通再編推進事業（再編計画推進事業）


