
羽島市地域公共交通協議会
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平成２７年１月２１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２９日 確保維持計画策定

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

地域の特性･概要･公共交通の取り組みの背景

・岐阜羽島駅を交通結節点として、広域的に
は鉄道や路線バスが、地域内ではコミュニ
ティバスが運行

・高齢化の進展に伴い、都市間移動や日常生
活の足として、各地域の移動ニーズにも対
応した商業施設・医療施設等へのアクセス
の確保が一層重要

・岐阜羽島駅では乗り継ぎ拠点としてバス乗
り場のわかりやすさや待合環境の改善が課
題

・これまでの取り組みを踏まえた課題や社会
情勢の変化等に対応し、まちづくりとの連
携を図りながら、誰もが使いやすい公共交
通を実現するため、次期計画の策定が必要

羽島市地域公共交通網形成計画の概要

① 多様な移動ニーズに対応した公共交通サービスの提供
② まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成
③ 利用しやすい環境の整備
④ 多様な主体の連携による交通まちづくりの推進

公共交通ネットワーク概要図

目標『誰もが安全・安心して快適に移動できる地域公共交通体系の構築』

基本方針

計画期間 平成２８年度～令和元年度

羽島市
幹線バス

地域間幹線系統補助路線

名阪近鉄バス羽島線

輪之内町
自主運行バス

海津市
コミバス

支線バス

羽島市
コミバス
はしまわる線
フィーダー補助路線

準幹線バス
羽島市
コミバス
南部線

鉄道

名
鉄
竹
鼻
線･

羽
島
線

新幹線

岐阜羽島駅

乗継拠点

羽島市役所前駅
（南部乗継拠点）



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 （Do）（１） 3

羽島市地域公共交通網形成計画策定に向けた取り組み（令和元年度策定予定）

市民等アンケート調査（R1.5～6実施）

①意見交換会(民生委員・児童委員対象)

地域の実情等を把握

②地域公共交通を考えるガヤガヤ会議(市民・自治会・こども会等対象)

利用促進策や改善等を意見交換

③コミュニティバス座談会(コミュニティバス利用者対象)

バスについて普段感じていること等を意見交換

①市民アンケート（15歳以上の市民対象）回答率46.0%(1,151票)

日常生活での移動状況や公共交通の利用状況等

②高校生アンケート（南部線沿線居住の高校生対象）回答率43.3%(121票)

南部線沿線高校生の通学実態や南部線の利用意向

OD調査及び車内アンケートを実施

⇒地域住民、利用者等から公共交通に対する意見を幅広く把握

地域公共交通を考えるガヤガヤ会議

コミュニティバス座談会

地域懇談会（R1.6～9実施）

乗降等調査（R1.5・11実施）

⇒便別利用者数、バス停間通過人数、バス停別利用者数、乗り継ぎ状況等を分析



【乗降等調査結果】

・東､西･はしまわる線の昼間の便、中､温泉･はしまわる線の夕方の便の利用が少ない。

・はしまわる線は路線再編後、商業施設での乗降割合が増加し、買い物利用が一定程度定着。

・南部線は朝夕の便は通勤･通学利用が多いが、昼間の便の利用者数は平均2人程度と少ない。

・はしまわる線利用者の17%が岐阜羽島駅で他路線、名阪近鉄バス、名鉄等に乗り継ぎ。

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 （Do）（２） 4

【地域懇談会等結果】

・幼少期も含めた幅広い年代へのＰＲや子どもが楽しめる企画等、今後公共交通を利用する層で

ある幼少期から公共交通に親しみをもってもらえるような取り組みが必要。

・情報提供が不足しているため、バスを初めて利用する際のハードルが高い。

【市民等アンケート調査結果】

・バスを利用する条件として、運行面だけでなく、わかりやすさの改善を求める意見が多い。

・最寄りバス停や運行ルート等の具体的な運行サービスについての認知が低い。

・はしまわる線の利用者は、時間が合わない等の理由で、片道のみの利用も見受けられる。

・南部地域から高校に通学する手段は、駅や学校まで自転車を利用する割合が高い。

 情報提供等によるわかりやすさの向上や楽しめる企画等の利用促進策の実施が必要。

 引き続き、買い物等の足を確保するとともに、待合環境の改善・往復利用のしやすさが必要。

 時間帯に応じた路線機能の変更や路線の重複を解消する効率的なネットワークの構築が必要。

調査結果（抜粋）

主な分析結果



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 （Do）（３） 5

路線再編事業利用促進事業

出前講座の開催

各種イベントでの利用啓発活動

・出前講座では、高齢化の進展を見据え、公共交通の必要性

について理解いただける。

・一方、利用のきっかけがなく、出前講座後の実際の利用に

つながらないことが課題。

⇒利用の後押しとなるよう、出前講座受講後に乗車体験や

おでかけをする団体に回数券を交付する取り組みを事業化

・子どもを中心に公共交通への関心を高めるため、
市内イベントでPR。

・車両展示や運転席での記念撮影などで体感。

高齢者対象

・公共交通への関心・理解を高めるため、団体を対象に出前講座を開催。

・高齢者だけではなく、将来の利用が見込まれる小学生や未就学児を対象として新たに実施。

未就学児対象小学生対象

出前講座から利用促進 乗車体験会

運転席での記念撮影



63.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）（１）

羽島市地域公共交通網形成計画における評価指標

項目 評価指標
基準値

(H26年度)
実績値

(H31年度)
目標値

(H31年度)
評価

公共交通の
利用状況

乗車人数
名鉄竹鼻線・羽島線
コミュニティバス

5,292人/日
419人/日

5,564人/日
309人/日

6,300人/日
510人/日

Ｂ
Ｃ

高齢者の外出頻度 週1回以上外出する高齢者の割合 76% 88% 80% Ａ

収支改善 コミュニティバスの収支率 15.4% 9.2% 20.0% Ｃ

中心部の賑わい
中心部の主要施設での
コミュニティバス降車人数

25.6人/日 32人/日 35人/日 Ｂ

公共交通に
対する意識

市民の公共交通に対する満足度
名鉄竹鼻線・羽島線
コミュニティバス南部線
コミュニティバス市内線

49
53
45

55
53
43

60
60
60

Ｂ
Ｂ
Ｃ

交通結節点の整備
新羽島駅・羽島市役所前駅の
乗車人数

2,198人/日 2,304人/日 2,310人/日 Ｂ

＜

＞

＜
＞

＜

＜
＜
＜

＜
＜

＜

＞

＜

＜
＜
＞

＜ ＜

【評価欄】Ａ目標達成 Ｂ基準値より増加･目標未達成
Ｃ基準値より減少･目標未達成

■各年度における進捗状況･個別路線の評価、標年度における全体評価により実施

■羽島市地域公共交通協議会で評価･検証及び改善策を検討
評価の考え方

■地域公共交通網形成計画の評価指標の1つである「乗車人数（コミュニティバス
の1日あたり乗車人数）」を評価指標として設定

生活交通確保維持改善計画における評価指標

評価の考え方

※ネットワーク全体の評価のため、名鉄･名阪近鉄バスの利用者数についても評価



134 (前年比) 122 (-9%) 141 (+15%) 169 (+20%) 157 (-7%) 151 (-4%) 157 未達成

東・はしまわる線 26 30 27 24 27 未達成

西・はしまわる線 29 29 27 25 27 未達成

中・はしまわる線 14 46 47 47 47 達成

温泉・はしまわる線 89 64 57 55 57 未達成

284 (前年比) 266 (-6%) 219 (-18%) 171 (-22%) 172 (+1%) 158 (-8%)

419 (前年比) 389 (-7%) 361 (-7%) 340 (-6%) 329 (-3%) 309 (-6%)
南部線

合計

R1

はしまわる線（旧市内線）

年度 実績値 目標値

路線 H26 H27 H28 H29 H30 R1

73.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）（２）
年度=10月～9月

(人/日)

⇒ 通学の利用促進を図るため、割引率の高い通学定期券のPR等を実施。

【例】中学生の進路説明会でのPR 等

・全体では目標を達成できなかったが、路線再編前(H27)と比較すると利用者数は24%増加し、
路線再編による効果は発現。

・羽島温泉の乗降者数は増加しているほか、市民病院や商業施設のバス停利用の割合が高く、買
い物・通院での利用が定着。

・現金･定期券等の有料乗車の利用者数は横ばい、無料乗車証の利用者数が減少。

はしまわる線

・H28.4の路線再編で昼間の減便を行った影響で利用者数が減少。

・再編以降の昼間の便の利用者数は変化していないが、朝・夕以降の便の減少が大きいことから、
通学利用者の減少が影響。(駅への送迎や定期外通学者の雨天時における送迎への転換が増加)

南部線

生活交通確保維持改善計画における目標値の達成状況

⇒ 多様な方法による情報提供や施設と連携した企画を行い、引き続き利用者の維持に努める。

【例】地域別マップの作成等を通じ具体的なバスの活用方法等をPR／バス利用者への特典制度

＜

＜

＜

≧

＜



1,211 1,228 1,273 1,314 1,339

1,220 1,236 1,289 1,324 1,355

2,431 2,464 2,562 2,638 2,694

H26 H27 H28 H29 H30

22.5 24.0
26.1 27.3 26.0

28.5

75
61 61

80

59

82

H26 H27 H28 H29 H30 H31

地域間幹線系統 名阪近鉄バス

羽島線利用者数

83.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）（３）

公共交通ネットワークの分析

岐阜羽島駅乗降者数

1便あたり利用者数

⇒引き続き結節点機能の強化を図り、ネ

ットワーク全体の利用者増加を目指す。

結節点の機能充実

・岐阜羽島駅を拠点とした路線再編

・発着本数の増加

・待合スペースの設置

・名鉄新羽島駅のバリアフリー化

交通結節点機能の強化

28.5 

(岐阜県生活交通
確保維持改善計画)

目標値

27.3人/便達 成

新羽島駅エレベーター
(H31.3設置)

名鉄電車沿線
ハイキング

(参加者：1,824人)

イベントや観光面との連携

・ぎふ羽島駅前フェス

駅前周辺におけるイベント

・名鉄電車沿線ハイキング

羽島市名所巡り

にぎわいの創出

土地区画整理事業による基盤整備に
伴い、良好な宅地を整備

【地区内の宅地化率】

44%(H28) →  61%(H30)

基盤整備による活性化

駅北本郷区画整理事業

名鉄新羽島駅乗降者数

降車人数

乗車人数

27%増加

(人/日)

(人/便)

(人/日)

評価について、令和2年1月21日の地域公共交通協議会にて協議し、承認を得た。自己評価

11%増加



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 9

課題

●多様なニーズや地域特性への対応

・買い物等で利用の際、帰りの便が

利用しづらい。

・市外移動の増加により、引き続き、

広域的ネットワークの形成が必要。

●まちづくりとの連携

・岐阜羽島駅における交通結節点機

能の強化が必要。

●持続可能な公共交通の確保

・路線の重複を避けた効率的な公共

交通ネットワークの構築が必要。

●わかりやすさの向上

・わかりやすい情報提供等により、

利用のハードルの軽減が必要。

●市民意識の醸成

・公共交通に対する市民の親しみの

向上が必要。

対応方針

●地域の日常生活を支える公共交通サービスの確保

・商業施設等と連携した待合環境や往復で利用しやす

い運行サービスへの改善。

・乗り継ぎ割引による幹線とフィーダーのネットワー

ク強化を検討。

●まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成

・分散したバス停の統一等により、岐阜羽島駅を結節

点とした公共交通ネットワークの充実を図る。

●わかりやすく誰もが利用しやすい環境の整備

・出前講座や乗車体験会等の積極的な実施により、公

共交通をPR・利用促進を図る。

・属性や目的に応じたPRや楽しめる企画等により、

公共交通の利用のきっかけを提供。

●多様な主体の連携による交通まちづくりの推進

・市民、交通事業者、行政が協働し、公共交通を支え

あう仕組みを推進。

・他分野との連携により公共交通の活性化を図る。

次期 羽島市地域公共交通網形成計画の課題と対応方針



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 10

次期 羽島市地域公共交通網形成計画の目指す公共交通ネットワークと個別事業

目指す公共交通ネットワーク

●地域の日常生活を支える公共交通サービスの確保

ⅰ）乗継ぎ利用促進

乗継ぎ時刻表の整備、乗継ぎ割引等

ⅱ）コミバス路線の見直し

重複する路線について昼間時間帯の最適化

例：羽島温泉や買い物への移動を重点化 等

●まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成

ＪＲ羽島駅前広場の改善 等

●わかりやすく誰もが利用しやすい環境の整備

系統ナンバリング、ＩＣＴの活用 等

●多様な主体の連携による交通まちづくりの推進

商業施設とのタイアップ、駐輪場整備 等

個別事業（案）

今後のスケジュール
R2.2 パブリックコメント、法定協議会
R2.3 次期網形成計画策定

R2年度末
新庁舎完成予定



羽島市地域公共交通協議会

11

平成２７年１月２１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２９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 12

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

・岐阜羽島駅前広場につい
て、交通結節点としての
安全性・利便性の向上の
ため、今後も改善に向け
て検討することを期待。

・交通事業者や関係者との
協議を踏まえ、岐阜羽島
駅前広場の改善について、
次期計画案に位置付け。

・引き続き、交通結節点の
機能強化に向けて、関係
機関と検討し、調整ので
きたものから順次実施し
ていく。

・接続先の幹線系統（羽島
線）や鉄道への乗り継ぎ
利用についても把握・分
析することを期待。

・定期的に実施する乗降等
調査において、乗り継ぎ
状況に係る調査も実施。

・今後も乗降等調査におい
て乗り継ぎ状況を把握す
る。

・次期計画を検討するにあ
たっては、現在の計画の
評価をした上で進めるこ
とを期待。

・現計画の事業実施状況、
目標の達成状況を評価し、
その結果も踏まえ計画案
を作成。

・次期計画においても毎年
度計画の評価を行い、必
要に応じて内容の改善・
見直しを実施する。



2.アピールポイント 13

こども園と連携した取組み

【実施内容】

・幼少期から公共交通への関心を高めるため、市内こども園の園児による車内飾り付けを実施。

・飾り付け前に出前講座や乗車体験を実施。

・飾り付けされたバスは約1か月にわたり、実際に路線を運行。

【効果】

・飾り付けした路線における利用者数が前年同月比で増加。

・保護者からは「バス乗車のきっかけになった」、

他の利用者からも「乗車して楽しい」など好評。

・飾り付けについて知った手段として、

「子どもから直接聞いた」が最も多い。

⇒子どもを通じたアプローチも有効であると考えられるため、網計画の事業に

「若年層に対する利用促進・PRの実施」を位置づけ予定。

11

6

6

26子どもから
直接聞いた

新聞

市HP等

その他

559人

721人

約1.3倍

H30.12 R1.12

飾り付け 飾り付け後 実際の運行



（別添１）

令和　　年　　月　　日

協議会名： 羽島市地域公共交通協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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）

東・はしまわる線 A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

C

1日あたり利用者数
【目標】27人 【実績】24人
市民病院の乗降者は増加した
が、特別支援学校の乗降者が減
少しており、目標が達成できな
かった。

西・はしまわる線 A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

C

1日あたり利用者数
【目標】27人 【実績】25人
市民病院の乗降者は増加した
が、商業施設(トミダヤ羽島店)で
の乗降者が減少しており、全体
的に微減の傾向で目標が達成
できなかった。

中・はしまわる線 A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

A

1日あたり利用者数
【目標】47人 【実績】47人
バロー羽島インター店の乗降者
が減少したものの、羽島温泉の
乗降者数が増加したことで利用
者数を維持し、目標が達成でき
た。

温泉・はしまわる線 A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

C

1日あたり利用者数
【目標】57人 【実績】55人
羽島温泉の乗降者数は微増した
ものの、バロー羽島インター店の
乗降者が減少し全体では横ばい
となり、目標がわずかに達成で
きなかった。

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

・岐阜羽島駅前広場につい
て、交通結節点としての安
全性・利便性の向上のた
め、バス停の集約等、交通
結節点機能強化に向けた方
策について引き続き検討を
実施した。

・毎年2回に実施する乗降調
査時の際に乗り継ぎ状況も
調査を実施した。

・次期網計画を検討するに
あたり、現計画の事業実施
状況、目標の達成状況を評
価し、その結果も踏まえ計画
案を作成した。

・地域マップを作成し、買い物等での具
体的なバスの活用方法等の情報提供
を行い、引き続き利用者の増加に努め
る。

・羽島温泉とのタイアップによりバス利
用者への特典制度を検討し、温泉の魅
力向上を図るとともに、バス利用への
転換等を促進する。

・令和元年度中に策定予定の地域公
共交通網形成計画に基づき、路線の
見直し、公共交通のPR・利用促進、わ
かりやすさの向上、協働・連携に関す
る取り組みを実施し、よりよい地域公共
交通ネットワークの構築を目指してい
く。

岐阜羽島バス・タクシー
株式会社

（資料４）

1/4



（別添１－２）

令和　　年　　月　　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

　羽島市は、市の中央部に県内唯一の新幹線駅である岐阜羽島駅を有し、「岐阜県の玄関口」としての役割を担っている。また市内には、岐阜羽島駅を交通結節点と
して、広域的には名鉄竹鼻線・羽島線、名阪近鉄バス羽島線や海津市及び輪之内町のコミュニティバスが、地域内では羽島市コミュニティバスが運行されている。
　高齢化の進展に伴い、都市間移動や日常生活の足として、商業施設・医療施設・公共施設等へのアクセスの確保が一層重要となるため、公共交通の確保・維持に
対する取り組みを進めていく必要がある。
[羽島市地域公共交通網形成計画の目標]
　誰もが安全・安心して快適に移動できる地域公共交通体系の構築
[同計画の期間]
　平成28年度～平成31年度
[公共交通の将来像]
　「多様な移動ニーズに対応した公共交通サービスの提供」、「まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成」、「利用しやすい環境の整備」、「多様な主体の連携
による交通まちづくりの推進」を基本方針とし、市民や地域、まち全体が活き活きと輝き、だれもが安心感に抱かれ幸せを感じることができるまちをめざす、『心安らぐ
幸せ実感都市　はしま』の実現を目指す。

羽島市地域公共交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



（別添１）

令和　　年　　月　　日

協議会名：羽島市地域公共交通協議会

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は

地域公共交通網形成計画等の計画策定に向けた方針

【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】

【補助申請を行う補助対象事業名、事業内容、実施時期等を記載】

■事業内容
①市民アンケート調査
②乗降等調査
③民生委員との意見交換会
④地域懇談会
⑤会議開催
⑥パブリックコメント

■結果概要
①③④日常生活での移動状況、公共交通の利用状況、公共交
通に対する意見や要望、南部線沿線高校生の通学実態、南部
線の利用意向等を把握した。
②コミュニティバスの便別バス停別乗降者数、OD、乗り継ぎ状
況を調査し、各路線の利用実態を把握した。
上記調査結果等より羽島市における公共交通の課題を抽出
し、基本方針、目標等を定め、羽島市地域公共交通網形成計
画(案)を作成した。
⑤⑥現在パブリックコメントを実施中であり、今後はその結果や
地域公共交通協議会における意見を踏まえ、さらに検証を進
め、令和元年度内に羽島市地域公共交通網形成計画を策定
する見込みである。

A 計画に位置づけられたとおり、事業を実施中である。

■補助対象事業名
　地域公共交通調査事業（計画策定事業）

■事業内容
　羽島市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託
　①基礎調査及び現状把握・分析
　　・現状把握・分析
　　・交通事業者へのヒアリング
　　・近隣市町へのヒアリング
　②地域ニーズの把握・分析
　　・市民等アンケート調査の実施
　　・地域懇談会の実施
　③公共交通網・計画事業の構築支援
　　・課題の分析・整理
　　・事業体系の分析・検討
　　・路線見直しに係る分析・検討

■実施時期
　令和元年5月22日～令和2年3月25日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定に係る事業）

④事業実施の適切性



（別添１－２）

令和　　年　　月　　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

羽島市地域公共交通協議会

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

本市では、平成28年2月に羽島市地域公共交通網形成計画を策定し、「誰もが安全・安心して快適に移動できる地域公共交通体系の構築」を図るため、JR岐阜羽島
駅を交通結節点とした路線再編事業や、様々な利用促進事業等に取り組んできた。一方、経年的な公共交通利用者の減少、今後も増加が予測される高齢者の移動
手段の確保、バスやタクシーの運転手不足等の課題や問題が顕在化・深刻化し、公共交通を取り巻く環境は一層厳しさを増している。そこで、これまでの取り組みを踏
まえた課題や社会情勢の変化等を整理したうえで、まちづくりとの連携を図りながら、誰もが使いやすい公共交通を実現するため、第二次となる羽島市地域公共交通
網形成計画を策定する必要がある。


