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フィーダー系統 令和元年５月２２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）
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（１）地域の特性

・鉄道、路線バスが一宮駅を中心に放射状に運行

・路線バスの一部は市を跨いで、広域的な運行

（２）地域公共交通のネットワークの形成について
・平成24年３月に一宮市公共交通計画（地域公共交通網形成計画）を策定（改訂を行い現在に至る）

・路線バスは、一宮駅から各地域の拠点を結ぶ路線を幹線的バスと、地域内の最寄りの鉄道駅
や幹線的バスと接続する路線を支線的バスに分類

・幹線・支線が結節することでネットワークとして有効に機能するよう整備
・一部に残る交通不便地域を解消するため、ｉ－バスミニ（一般タクシー車両による予約制の

フィーダー輸送）を支線的バスと位置づけ平成30年４月より本格運行

（３）第２次一宮市公共交通計画の基本方針

・都市活動を支える体系的な公共交通ネットワークを整備する

・利用しやすい公共交通環境を整備する

・地域、交通事業者、一宮市が連携して公共交通を支える

（４）計画期間 平成３０年度～令和４年度

一宮市の公共交通ネットワーク図

1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

幹線

千秋町コース

大和町・萩原町
コース

まちなか幹線 ｉ－バス 一宮コース

尾西北コース

尾西南コース

木曽川・北方
コース

主な公共施設

市庁舎・出張所

医療機関（総合病院）

大型小売店、スーパーマーケット

高校・大学

地域生活
バス

支線的
バス

ｉ－バス

ＪＲ

名鉄

路線バス

路線バス

ｉ－バス

準幹線

鉄道

幹線的
バス

凡　　例



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

ｉ－バスミニ バスロケーションシステムグーグルマップに掲載

実　施　状　況

・バスの運行時刻やルート等の情報をオープンデータ化(GTFS)し、グーグルマップに掲載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年５月実施）

・バスの運行状況の情報（バスロケーションシステム）の提供（平成２５年１０月導入）

・市内の全バス路線（ｉ－バス含む）に路線系統番号表示を実施（令和元年１０月実施）

・車両買い替えに合わせたノンステップバスの導入

・市内公共交通の機能分類と運行水準を設定し、路線の見直しを実施

　　一宮・イオン木曽川線の新規運行（平成２５年４月運行開始）
　　ｉ－バスミニ（予約制乗合タクシー）の運行を実施（平成３０年４月本格運行開始）

≪実施例≫



実　施　状　況

・一宮おでかけバス手形、コミュニティバス一日乗車券、回数券の販売

・市内公共交通を網羅したバスマップの作成・配布

・地域で開催される高齢者が対象の講座等で、公共交通への転換の呼び掛けやバスの利用促進に向け
　たＰＲを実施
・市内小学校で児童を対象に乗り方教室の開催や営業所見学、「ニコニコふれあいバス（ｉ－バス大和

　町・萩原町コース）」の体験乗車を実施

・「ニコニコふれあいバス（ｉ－バス大和町・萩原町コース）」利用者５０万人達成記念式典を開催

・萩原町連区で「ニコニコふれあいバス（ｉ－バス大和町・萩原町コース）１２周年記念感謝デー」を開催

・開明連区で「ｉ－バス尾西北コース」のバス停周辺の施設等の案内記事を地域広報誌に掲載及びバ
　スを利用した買物ツアーを実施

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） 4

高齢者用のバス利用促進
チラシの表紙

買い物ツアーの案内バス乗り方教室の様子



 計画の評価・検証

設定した目標の達成状況から、目標に関連する施策に基づく事業について、一宮市地域公共交通会
議において評価・検証を行い、改善策を検討・実施します。

53.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

評価者
地域（年１回は地域バス協議会で評価を実施）、交通事業者、市の三者の評価をもとに、一宮市地域
公共交通会議（令和２年１月９日実施）において、評価・検証、改善策の検討

目標値 市民意識や利用者数などを評価指標として定め、各年度の目標値（下表）を設定

評価方法
第２次計画が満了する令和４（２０２２）年度を最終年度とし、毎年の評価・検証とそれに基づく改
善策の検討・実施を繰り返すとともに、次計画へ反映

目 標 値
最終

目標値
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H30

(2018)
R4

(2022)

35.0 37.8 36.2 35.8 達成 37.4

8.8 8.8 0.8 2.0 達成 0

845 1,022 1,005 896 達成 1,000

20,702 22,731 22,287 21,600 達成 23,800

(3) 交通不便地域の人口割合（％）

(4) 運転免許証を返納した年間人数（人）

(5) 一日券、回数券などの販売枚数（枚）

指　　  標
実 績 値

達成状況

(2) 市内のバスや鉄道などの公共交通網が充実し
ていると思う人の割合（％）

【評価指標とその結果】

【考察】
市内バス路線の利用者数の目標値は概ね達成できたが、「路線単位」では目標未達成の路線もあり、

地域協議会とも連携を図り更なる利用促進を図る。そのほか、公共交通の充実感、免許返納者や１日券
の販売数についても目標達成。また、交通不便地域の人口割合はｉ－ﾊﾞｽﾐﾆの本格運行により目標達成。

目 標 値
最終

目標値
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H30

(2018)
R4

(2022)

4,861 4,930 4,979 4,871 達成 4,900

4,410 4,462 4,494 4,419 達成 4,444

378 388 407 379 達成 381

うち、幹線補助路線 155 157 169 155 達成 156

うち、フィーダー補助路線 48 49 47 49 未達成 49

73 79 80 73 達成 75

うち、幹線補助路線 54 58 56 54 達成 55

うち、フィーダー補助路線 19 21 22 19 達成 20

地域生活バスの年間利用者数（千人）

指　　  標

実 績 値

達成状況

(1)市内バスの年間利用者数（千人）

幹線の年間利用者数（千人）

準幹線・まちなか幹線の年間利用者数（千人）



 結果に対する考察及び今後の方針

63.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

コース名 補助
指標
分類

H29.10
～H30.9

H30.10
～R1.9

考 察 今後の方針

尾西北

ﾌｨｰﾀﾞｰ

地域生
活バス 22,332人 21,747人

H31.4に遅延対策として、ダイヤ
改正を実施し１便減便したため、
利用者が減少。

沿線の地域協議会とも
連携を図りながら、イ
ベント等の開催や地域
広報誌に利用啓発の記
事を掲載し新規利用者
の掘起こしを行う。

大和町・萩原町 準幹線 47,446人 47,666人

H28年度以降は減少傾向だったが、
地域協議会による利用促進を実施
し令和元年度は微増。

一宮

幹線

まちな
か幹線 90,179人 97,023人

H25にコースと運賃を変更し利用
者は減少したが、近年は病院施設
等の利用が増えており増加傾向。

木曽川・北方は遅延対
策として、H31.4に１便
減便したことで、利用
者の減少が危惧される。
バスマップの配布、１
日乗車券の発行及び高
齢者向けの講座や教室
で、バスのＰＲを行い、
利用促進を図る。
また、交通不便地域

の解消に向けてｉ－バ
スミニの充実を進める。

尾西南

地域生
活バス

34,728人 36,984人

H27に地域協議で決定したコース
等に変更し、利用者は増加傾向で
推移。

木曽川・北方 21,418人 21,059人

H27に地域協議で決定したコース
等に変更し、利用者は増加傾向で
あったが、令和元年度は減少。

千秋町 なし 準幹線 43,036人 44,318人
一宮駅や病院施設への利用が多く、
利用者は微増傾向。

地域協議会の様子

丹陽町連区
萩原町連区



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 7

自己評価から得られた課題 対 策

①バス路線の間や小規模な交通不便地域の移
動に対応するｉ－バスミニの運行区域の拡大
及び地域ニーズに応じた活用。

ｉ－バスミニ停留所の増設検討、利用の少な
い停留所の地域住民への周知、停留所の設置
場所や接続するバス停等を見直し等、利便性
の向上を図り、交通不便地域を縮小する。

②ｉ－バス尾西北、木曽川・北方コースは、
遅延防止として平成31年4月にダイヤ改正を
実施し、１便の減便及び他コースとの乗継ぎ
可能機会の数が減少したため利便性が低下。

ダイヤ改正に伴う利便性の低下により利用者
が減少したため、増加に向けた利用促進策に
ついて、沿線の地域協議会と連携して検討・
実施する。

③目標未達成路線も含めたバスの利用者増加
には、地域・事業者・行政が協働して継続的
な取組を行うことが必要。

地域・事業者・行政で公共交通の意見交換を
行い地域ニーズを把握するとともに、住民の
意識啓発活動の推進や利用促進を実施。また、
バスの利用経験がない方へ、乗車体験等を通
じた新規利用者の掘り起こしを行う。

④１日乗車券等（コミュニティバス専用１日
乗車券、一宮おでかけバス手形）の周知を図
り、積極的な公共交通の利用啓発が必要。

地域の公民館などで行われている教室や講座
等に出向いて、利用啓発や公共交通機関への
転換を呼びかけるとともに、１日乗車券やＩ
Ｃカード・バスロケーションシステムなどの
周知を行う。



一宮市地域公共交通会議
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平成１９年２月９日設置

フィーダー系統 令和元年５月２２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 9

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

〇評価された項目
１.ｉ－バスミニの運行により、
ラストワンマイルに対応した
ネットワークを構築したこと。

２.バス事業者との協働による
「おでかけバス手形」等、一
日乗車券の発行。

３.乗換検索サイトへの対応や
バスロケーションシステムの
導入による情報の見える化等
の実施。

〇今後の課題
１.引き続き地域の輸送ニーズ
の把握に努めること。

２.近隣自治体との連携による
広域的な交通ネットワークの
構築

〇地域協議会での意見交換

１.ｉ－バスが運行している沿
線地域の協議会に参加し、地
域ニーズの把握に努めている。

２.丹陽町地域の交通機関推進
協議会が主体となり、地域
ニーズにあった移動手段を協
議中。

・地域で開催される講座や教
室等に出向き、バス全般（公
共交通利用・一宮おでかけバ
ス手形・１日乗車券・ＩＣ
カード・バスロケなど）につ
いて、ＰＲ展開をするととも
に、地域ニーズの把握にも努
める。

・萩原町地域の「感謝デー」
を通じて、バス路線沿線の大
和町地域との交流を深め、今
後の協力体制を築く。

・丹陽町地域の交通機関推進
協議会が主体となり、地域
ニーズにあった移動手段を引
き続き協議。



2.アピールポイント 10

■引き続き名鉄バスの協力を得て１日乗車券

（一宮おでかけバス手形）を発行。

■ラストワンマイルへの対応！

バス路線の間や、一部に残る小規模な交通
不便地域の移動ニーズに対し、ｉ－バスミニ
としてタクシー車両を活用したラストワンマ
イルに対応する「小さな公共交通」により、
日常生活を支える交通手段の確保を図ってい
ます。

「一宮おでかけバス手形」見本 「一宮おでかけバス手形」チラシ
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2.アピールポイント 11

■ｉ－バスの運行ルートや時刻表などの情報を
Ｇｏｏｇｌｅマップに公開！

〇標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)

データを作成

〇パソコンやスマートフォンで乗換案内等の

ルート検索が可能に！

〇オープンデータ化で誰でもアプリ開発やビジ

ネス等で自由に活用可能に

■「ニコニコふれあいバス」体験乗車を実施

■萩原町連区交通協議会は、記念感謝デーや
ワークショップを開催し、地域のニーズを聞
き利用促進を図っている。

小学校の児童を対
象に、萩原町交通
協議会が主催で、
実際に運行する路
線バスに体験乗車
を実施。

Googleマップ イメージ図



（別添１）

令和2年1月9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

スイトトラベル株式会社
【申請番号１】

ニコニコふれあいバス
ルート①(公有民営方式車両購入費国
庫補助）

スイトトラベル株式会社
【申請番号２】

ニコニコふれあいバス
ルート②(公有民営方式車両購入費国
庫補助）

スイトトラベル株式会社
【申請番号３】

ニコニコふれあいバス
ルート③(公有民営方式車両購入費国
庫補助）

名鉄バス株式会社 ｉ－バス尾西北コース

・一宮市公共交通マップの
作成・配布、１日乗車券の販
売、ワークショップを開催し
利用者数を報告するなど利
用促進に努めた。
・地域づくり協議会だよりに
利用促進の記事を掲載し
た。

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。

Ｂ

【利用者数】
（目標）平成30年度比＋2.0％
（実績）平成30年度比－3.0％
（22,332人⇒21,747人）で達成で
きていない。
【要因】
　近年の利用者は増加傾向で
あったが、遅延防止のため、平
成31年4月にダイヤ改正を実施
し、１便減便したため、利用が減
り、目標達成できなかった。

地域住民発行による地域広報誌に、バ
スで行ける買物施設の紹介記事の定
期的な掲載やバスを利用した買い物ツ
アーを年に１度定期開催するなど、利
用促進を実施中。また「一宮市公共交
通計画」等に基づく、一宮市公共交通
マップの作成・配布、1日乗車券の発
売、地域ワークショップの開催、バスの
乗り方教室、利用者アンケートの実
施、地域の集まりでバスのＰＲ、住民と
の対話を重視する等公共交通の利用
促進につながる取り組みを実施してい
く。

一宮市地域公共交通会議

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

・一宮市公共交通マップの
作成・配布、１日乗車券の販
売など利用促進に努めた。
・ワークショップを開催、地域
住民によるアンケートを実施
し、地域ぐるみでの検討を
行った。

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。

Ｂ

【利用者数】
（目標）平成30年度比＋1.0％
（実績）平成30年度比＋0.5％
（47,446人⇒47,666人）で達成で
きていない。
【要因】
　目標値の＋1.0％は達成できな
かったが、＋0.5％と増加傾向で
はある。目標達成に向け更なる
利用促進が必要。

沿線地域の住民協議会が、バスの利
用経験のない方へ、回数券を配布し利
用促進を実施するなど、新規利用者の
掘り起しを実施中。また「一宮市公共
交通計画」等に基づく、一宮市公共交
通マップの作成・配布、1日乗車券の発
売、地域ワークショップの開催、バスの
乗り方教室、利用者アンケートの実
施、地域の集まりでのバスのＰＲ、住民
との対話を重視する等、公共交通の利
用促進につながる取り組みを引き続き
実施していく。
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（別添１－２）

令和2年1月9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

　本市の目指す都市将来像である「木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市　一宮」の実現に向け、快適な暮らしを支える利便性の高い公共交通ネットワークを構築
するため、過度に車に依存せず、誰もが安心して快適に暮らすことができるまちをめざし、地域、交通事業者、市が連携・協働し、利便性の高い持続可能な公共交通
ネットワークを整備します。
　公共交通は、通院や買物、通勤・通学など、日常生活を送るためには欠かせない移動手段です。今後もさらに進む少子高齢化・人口減少社会に向け、まちづくり施
策（コンパクトシティ＋ネットワーク）との連携を図りながら、市民の皆さんが安心して日常生活を送ることができるよう、また、来街者の皆さんにも使いやすい移動手段
となるよう公共交通の整備を図ります。

※「第２次一宮市公共交通計画（平成３０年２月策定）」より抜粋

一宮市地域公共交通会議

生活交通確保維持改善計画に基づく事業


