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中部様式1

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）

豊川市地域公共交通会議
【協議会】
平成２１年２月１３日設置
【全体計画】
平成２３年３月
平成２８年３月

豊川市地域公共交通総合連携計画
豊川市地域公共交通網形成計画

策定
策定

【フィーダー系統】
平成３０年６月 豊川市生活交通確保維持改善計画

策定

1.協議会が目指す地域公共交通の姿
（１）形成計画期間
平成２８年４月～令和３年３月

（Plan）
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豊川市内 鉄道・バス路線の概要図

（２）地域の特性
豊川市コミュニティバスは、合併
した旧１市４町の地域の平準を図
る目的で、平成２３年１１月に９路
線で運行を開始。平成２４年１０月
に１路線加え、今日に至るまで１０
路線で市内の移動手段を確保。
（３）基本方針
①市域全体の一体性を高める路線
と地域に合った路線を、それぞれ
の役割に応じたサービスで運行
②公共交通の利便性を高め、移動
制約者が移動しやすい交通体系
③行政、交通事業者、市民・地域・
利用者が、それぞれの役割により
協働で公共交通を支える仕組み
づくり
④定期的な公共交通の評価の実
施、継続的な路線の見直し・改善

（鉄道）

ＪＲ東海道線・飯田線
名鉄名古屋本線・豊川線

※（地域間幹線系統補助対象路線）
豊鉄バス新豊線・豊川線
（フィーダー系統補助対象路線）
豊川国府線・千両三上線・ゆうあいの里小坂井線・音羽線・御津線

・本宮線のんほい号

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）
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【利用促進策】
（１）標準的なバス情報フォーマット作成
・豊川市単独予算で、豊川市コミュニティバスだけ
でなく、豊鉄バス新豊線・豊川線（幹線）のＧＴＦＳ
データ作成に着手。令和２年３月公開予定。
（２）夏休み路線バス探検キャラバン
・令和元年８月、小学生以下とその保護者を対象と 夏休み路線バス探検キャラバン
豊鉄バスとの綱引き対決の様子
した豊鉄バス（幹線）の体験乗車会やバスとの綱引
き対決など、バスに親しむイベントを実施。
【調査・検討】

ハートフル号を使用した
体験乗車会の様子

（３）夏休み小学生５０円バス
（１）デマンド型交通への転換シミュレーション（国補）
・運行事業者及び東三河８市町村と連携し、夏休み ・既存バス路線をデマンドタクシーに転換した場合
期間中の小学生のバス運賃を一律５０円とする
の収支シミュレーションを実施。
キャンペーンを実施。
（２）睦美・三上デマンドタクシー実証実験運行
（４）豊鉄バス（幹線）の地域密着型時刻表配布協力 ・本市におけるデマンド型交通導入の可能性につい
・豊鉄バスが作成した地域密着型時刻表について、 て調査することを目的とした実証実験運行を開始。
本市でも積極的に配布協力。
（期間：令和元年１０月～令和２年３月）
（５）コミュニティバス体験乗車会
（３）地域公共交通網形成計画（国補）
・令和元年５月、豊川市民まつり「おいでん祭」でコミ ・平成３０年に実施したアンケート結果に基づき、現
ュニティバス体験乗車会を新規実施。
在の豊川市地域公共交通網形成計画と路線の評
価を通した次期形成計画の策定調査を実施。

3.計画の達成状況の評価指標とその結果

（Check）

（１）評価の考え方、スケジュール
①毎年の基幹路線の評価
・運行ダイヤ、運行ルート、バス停位置等の軽微
な見直しを目的とする評価は、利用者数、収支
率実績で評価・改善。
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③毎年の地域路線の評価
・利用者数、収支率実績で評価・改善。
（形成計画で定める評価・改善スケジュール）

②抜本的な改善のための基幹路線の評価
・サービス水準も含む運行ルートの見直しを目的
とした評価は、スケジュールに基づき令和元年
度に実施。利用者数、収支率実績及び平成３０
年度に実施したアンケート調査結果に基づき、
総合的に評価・改善。
（２）形成計画の数値目標及び実績
形成計画で定める数値目標

平成30年度
目標

平成30年度
実績
（達成度）

令和２年度
計画最終年度
目標

１２万人/年

１０．４万人
（８７％）

１３万人/年

目標１

市内を運行するバス路線の利用者数の増加

目標２

公共交通の利便性の市民満足度の向上

５１％

４０．２％
（７９％）

５２％

目標３

地域主体で検討したバス路線の運行実施地域数の増加

５地域

４地域
（８０％）

６地域

目標４

市内を運行するバス路線の収支率の向上

１６％

１１．４％
（７１％）

１７％

（Check）

3.計画の達成状況の評価指標とその結果
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（２）路線別の形成計画の数値目標及び実績
（豊川市コミュニティバス

路線
豊川国府線
千両三上線
ゆうあいの里小坂井線
一宮線
音羽線
御津線
つつじバス
ハートフル号
本宮線のんほい号
ごゆりんバス
全体（重複人口除く）

令和２年度（計画最終年度）利用者数及び収支率目標に対する評価対象期間における達成度）
沿線人口
合計
Ａ（人）

日平均
利用者実績
Ｂ（人/日）

27,163
12,347
28,325
12,959
24,837
21,898
4,838
13,225
11,458
7,809
110,548

56
36
35
43
34
24
28
12
32
23
323

利用率
Ｃ=Ｂ/Ａ
（％）
0.21%
0.29%
0.12%
0.33%
0.14%
0.11%
0.58%
0.09%
0.28%
0.29%
0.29%

利用者数
目標達成度
D=C/0.34%
（%）（※）
61%
86%
36%
98%
40%
32%
170%
27%
82%
87%
86%

収支率
Ｅ（%）
8.5%
16.9%
15.8%
9.4%
13.6%
9.5%
13.0%
4.4%
8.4%
12.4%
11.4%

収支率
目標達成度
F=Ｅ/17％
（%）
50%
99%
93%
55%
80%
56%
76%
26%
50%
73%
67%

（豊川市コミュニティバス 全１０路線の利用者数推移）
10,000
9,000
各
月
の
合
計
利
用
者
数
（
人
）

8,000
7,000

9,278
8,950

9,185
8,723

8,522 8,846 8,810

9,023

8,622
8,245
8,1698,530 8,106 8,026 8,181
8,017
7,798
8,112
7,735
7,7637,975
7,418 7,536
7,881
7,060
6,984 7,092
7,500
7,418 7,575
7,062 6,998
7,287 7,018 7,163 6,946
6,872
6,886
7,068

8,886

8,468

8,113
7,320
7,050
6,964

6,000

令和元年度

8,458
8,540

7,533

7,472
6,818 6,771
6,246

7,787
7,324

6,603

平成30年度
平成29年度

6,127

平成28年度

5,000

4,000

平成27年度

3,000
2,000
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

1月

2月

3月

（※）
沿線人口（バス
停から半径300m
の範囲を抽出）
あたりの日平均
利用率達成度で
評価。
計画最終年度の
利用者数目標13
万人の達成に
は、沿線人口あ
たり日平均利用
率 ０．３４％
が必要。

3.計画の達成状況の評価指標とその結果

（Check）
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（３）利用者数及び収支率目標の達成状況についての考察
・平成３０年１２月開催の「地域協議会意見交換会・勉強会」で地域が作成した「地域路線（※）利用
促進チラシ」の主要施設への掲示や全戸配布などにより、地域路線を中心に利用者数が増加。
・しかし、計画で掲げる利用者数や収支率等の全体の数字目標を達成のためには、バス沿線人口
の多い基幹路線の利用者数（バス利用率）の増加が必要。
・また収支率については、利用者数が増加しているにも関わらず、運転手不足などを理由とする運
行経費の上昇により、ほとんど改善が見られない。
・そこで、増加傾向にある運行経費を抑制するため、長大な路線や幹線とフィーダー系統の並走解
消など、路線の効率化に向けた見直しが必要。
（※）地域主体で運行する「つつじバス」、「ハートフル号」、「本宮線のんほい号」、「ごゆりんバス」の４路線

地域路線利用促進チラシ作成の様子
地域路線利用促進チラシ（一宮）

4.自己評価から得られた課題と対応方針

（Act）
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【課題】
１．利用者数は増加傾向にあるものの、運転手不足などを理由とする運行経費の上昇により収支率
は改善していない。
２．路線沿線人口の多い地域でのバス利用率向上が不可欠。

【対応方針】
１．収支率向上策として、運行経費を抑制できるよう長大な路線や幹線とフィーダー系統の並走解消
などを中心とした路線の見直しに着手。
２．幹線あっての公共交通ネットワークであることから、 夏休み路線バス探検キャラバンをはじめとす
る３つの幹線利用促進策を継続実施するとともに、基幹路線での利用者数増加を意識したコミュニ
ティバス体験乗車会や乗り方教室など、体験型の利用促進策を着実に実施。
（その他の路線見直しの方向性）
・平成３０年度実施のアンケート調査結果によれ
ば、現在のバス路線の骨格は概ね移動ニーズ
に合っていた。また、バス路線維持のための税
金負担は現状並みがよいとする意見が多く、特
に市中心部以外の地域で運行本数の不満が目
立っていた。
⇒バス路線の骨格を維持しつつ、路線ごとに
データを右のグラフのように可視化し、利用率
等に応じてダイヤや運行経路等を調整。
（※）路線沿線あたりのバス利用率
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中部様式2

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）

豊川市地域公共交通会議

平成２１年２月１３日設置
フィーダー系統

平成３０年６月

確保維持計画策定

1.直近の第三者評価の活用・対応状況
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）

共通ゾーンや豊川市１日フ 次期地域公共交通網形成計
リー乗車券の認知度向上を 画策定のため、交通に関す
図り、利用促進事業を着実 る現状の評価と課題の整理
に行い、利用者数が増加し を行い、次期計画及び路線
ていることについて評価。 の方向性について検討。
また、路線バス探検キャラ 広域幹線の利用促進は、豊
バンなど将来の利用者獲得 川市単独予算で、コミュニ
に向けての利用促進策を着 ティバスのみならず、豊鉄
実に実施している点を評価。バス新豊線・豊川線（幹
次期公共交通網形成計画の 線）のＧＴＦＳデータ作成
策定に向け、各種アンケー についても新規で着手（令
ト調査結果を活用した地域 和２年３月公開予定）する
のニーズに合った路線体系、とともに、「夏休み路線バ
公共交通ネットワークが構 ス探検キャラバン」、「夏
休み小学生５０円バス」、
築されることを期待。
引き続き、認知度アップや 「豊鉄バス（幹線）地域密
広域幹線利用の利進に取り 着型時刻表の配布協力」を
組むことを期待。
継続実施。
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今後の対応方針
各種アンケート調査結果な
どを踏まえて次期形成計画
及び路線案を作成し、令和
３年３月の計画策定及び令
和３年１０月からの新路
線・新サービス水準での運
行開始を目指し、公共交通
会議で本格的な協議を開始
するとともに、パブリック
コメントや地元説明会等の
各種調整に着手。また、左
記幹線利用促進策を継続実
施しつつ、幹線・フィー
ダー系統の並走解消などに
ついて検討し、効率的で持
続可能な公共交通ネット
ワークを再構築。

2.アピールポイント
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【利用促進策】
（１）標準的なバス情報フォーマット作成（新規）
・豊川市単独予算で、豊川市コミュニティバスだけで （※）参加特典として東三河７市町の体験型賞品が
当たる整理券ラリーを合わせて実施。 （新規）
なく、豊鉄バス新豊線・豊川線（幹線）のＧＴＦＳデー
タ作成に着手。令和２年３月公開予定。
（２）豊川市コミュニティバス体験乗車会・乗り方
教室 （新規）
・「ジャンボタクシーの乗車方法等についての講義」、
「ワークショップ形式でのマイ時刻表の作成」、
「ジャンボタクシーの体験乗車会」の３部構成で乗
り方教室を実施。
夏休み小学生５０円バスチラシ（抜粋） 整理券ラリー賞品

【調査・検討】

豊川市コミュニティバス乗り方教室の様子

（１）デマンド型交通への転換シミュレーション
・既存バス路線をデマンドタクシーに転換した場合
の収支シミュレーションを実施。

（２）睦美・三上デマンドタクシー実証実験運行
（３）幹線利用促進策の実施（継続）
・本市におけるデマンド型交通導入の可能性につい
・夏休み路線バス探検キャラバン
て調査することを目的とした実証実験運行を開始。
・夏休み小学生５０円バス（※）
・幹線（豊鉄バス）の地域密着型時刻表の配布協力 （期間：令和元年１０月～令和２年３月）

（別添１）

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）
令和元年１２月２３日
協議会名：豊川市地域公共交通会議
評価対象事業名：陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）
①補助対象事業者
等

豊川市コミュニ
ティバス

豊川国府線
（豊鉄バス）

千両三上線
（豊鉄タクシー）

②事業概要

基幹路線：６路線
地域路線：４路線

国府駅～豊川駅
前

上千両集会所～
三上地区市民館

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業実施の適切性

⑤目標・効果達成状況

前回の評価は、共通ゾー
年間利用者目標：120,000人／年
収支率目標：16.0％
地域主体の運行実施地域数目標：５地域
ンや豊川市１日フリー乗車
年間利用者実績：103,645人／年（H30.10～R1.09実績） 収支率実績：11.4％（平成30年度実績） 地域主体の運行実施地域数実績：４地域
券の認知度向上、利用促進
達成状況：86％
達成状況：71％
達成状況：80％
事業により、利用者数が増
加していることの評価と、路
利用者数、収支率とも目標を達成していないが、昨年度と比べると利用者数は９５,２６５人/年から１０３,６４５人/年に増加したものの、運転
線バス探検キャラバンなど
手不足などを理由とした運行経費の上昇により収支率は１１.４％から１１.４％と横ばいで推移した。
将来の利用者獲得に向けて
平成２８年１０月の路線・運賃体系変更後の利用者数は対前年度を上回る状況が続いているものの、利用促進策はチラシの作成・配布な
の利用促進策実施の評価
どの「紙」が中心であったことから、主な利用者である高齢者の利用促進につながらなかった。
であった。また、次期公共交
通網形成計画の策定に向
け、地域のニーズに合った
路線体系、公共交通ネット
ワークの構築の期待と、引
き続き、認知度アップや広
域幹線利用の利進に取り組 A 計画どおり実 B
施している。
むことの期待であった。
次期地域公共交通網形成
計画策定のため、交通に関
する現状と課題を整理し、
現形成計画の総括と取り組
みの評価を行い、公共交通
路線体系のあり方を検討し
た。
広域幹線の利用促進は、
平成２４年度から継続して夏
休み期間中に小学生が一
律５０円で利用できる利用
促進事業を、豊鉄バスを含
めた東三河地域全体で取り
組み、バスで広域的な移動
日利用者目標：80人／日
収支率目標：17.6％
体験しやすい環境づくりを
日利用者実績：56人／日（H30.10～R1.09実績）
収支率実績：8.5％（平成30年度実績）
行った。
達成状況：70％
達成状況：48％
例年実施している「夏休み
路線バス探検キャラバン」や A 計画どおり実 B 昨年度と比べて、利用者数は５３人/日から５６人/日に増加したものの、収支率は８.９％から８.５％に減少した。
施している。
「夏休み小学生５０円バス」
豊川市民病院より東側の区間は、沿線人口あたりの利用率が低く、幹線（豊鉄バス）との並走区間があることから非効率な路線体系となっ
に加え、新たに「豊川市コ
ている。
ミュニティバス体験乗車会及
び乗り方教室」を実施した。
日利用者目標：35人／日
収支率目標：13.7％
豊川市単独予算で、豊川
日利用者実績：36人／日（H30.10～R1.09実績）
収支率実績：16.9％（平成30年度実績）
市コミュニティバスだけでな
達成状況：103％
達成状況：123％
く、豊鉄バス新豊線・豊川線
計画どおり実
（幹線）のGTFSデータ作成 A 施している。 A 利用者数、収支率とも目標を達成。（利用者数：３３人/日→３６人/日、収支率：１６.６％→１６.９％）
平成２８年１０月の路線・運賃体系変更後の利用者数は、対前年度を上回る状況が続いている。
に着手。令和２年３月公開
予定。
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⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

チラシの作成・配布な
どの「紙」による利用促
進策から、市内イベント
における「体験乗車会」
や地域における「バス
の乗り方教室」などの
「体験」による利用促進
策にウエイトシフトし、
着実に実施していく。
幹線を中心とした利
用促進策（夏休み路線
バス探検キャラバン、
夏休み小学生５０円、
豊鉄バスの地域密着
型時刻表の配布協力）
を継続実施するととも
に、幹線及び豊川市コ
ミュニティバスのGTFS
データ整備により、新
規利用者の獲得を目
指す。
上昇傾向にある運行
経費を抑制するため、
長大路線や幹線と
フィーダー系統の並走
の解消を中心に路線見
直しを行い、令和３年１
０月から新しい路線で
の運行を目指す。
豊川市民病院より東
側の区間は、豊川特別
支援学校の一部の生
徒が通学で利用してい
ることから、学校へのヒ
アリングを通して路線
見直しに着手。
引き続き「共通ゾー
ン」や「豊川市１日フ
リー乗車券」の認知度
向上と利用促進活動を
通じ、更なる利用者数
の増加に向けて利用促
進に取り組む。

（別添１）

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）
令和元年１２月２３日
協議会名：豊川市地域公共交通会議
評価対象事業名：陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）
①補助対象事業者
等

ゆうあいの里小
坂井線
（豊鉄タクシー）

音羽線
（豊鉄タクシー）

御津線
（豊鉄タクシー）

②事業概要

ゆうあいの里～
西小坂井駅

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業実施の適切性

⑤目標・効果達成状況

日利用者目標：37人／日
収支率目標：15.6％
日利用者実績：35人／日（H30.10～R1.09実績）
収支率実績：15.8％（平成30年度実績）
達成状況：95％
達成状況：101％
計画どおり実
B 昨年度と比べて、利用者数は３３人/日から３５人/日に増加し、収支率は１４.８％から１５.８％に増加した。
A
施している。
長大な路線となっているため、運行本数の少なさと、午前中に市中心部へ向かう便への利用者が集中してしまっていることが課題となって
いる。

グリーンヒル音羽
～市役所

日利用者目標：33人／日
収支率目標：11.3％
日利用者実績：34人／日（H30.10～R1.09実績）
収支率実績：13.6％（平成30年度実績）
達成状況：103％
達成状況：120％
計画どおり実
A 利用者数、収支率とも目標を達成。（利用者数：３１人/日→３４人/日、収支率：１１.７％→１３.６％）
A
施している。
平成２８年１０月の路線・運賃体系変更後の利用者数は、対前年度を上回る状況が続いている。

あかね児童館～
市役所

日利用者目標：27人／日
収支率目標：9.5％
日利用者実績：24人／日（H30.10～R1.09実績）
収支率実績：9.5％（平成30年度実績）
達成状況：89％
達成状況：100％
昨年度と比べて、利用者数は２４人/日から２４人/日と横ばいで推移し、収支率は９.８％から９.５％に減少した。
計画どおり実
B 国府駅より東側の区間において、沿線人口あたりの利用率が低くなっていることが課題となっている。
A
施している。

一宮地区地域路
線
いかまい館～い
<東回り>
かまい館
（豊鉄タクシー）
一宮地区地域路
線
いかまい館～い
<中回り>
かまい館
（豊鉄タクシー）
一宮地区地域路
線
いかまい館～い
<西回り>
かまい館
（豊鉄タクシー）

日利用者目標：44人／日
日利用者実績：32人／日（H30.10～R1.09実績）
達成状況：73％

収支率目標：18.6％
収支率実績： 8.4％（平成30年度実績）
達成状況：45％

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

沿線人口あたりの利
用率が低く、大回りをし
ている市中心部付近の
区間の路線見直しに着
手する。
引き続き「共通ゾー
ン」や「豊川市１日フ
リー乗車券」の認知度
向上と利用促進活動を
通じ、更なる利用者数
の増加に向けて利用促
進に取り組む。
国府駅より東側の区
間の路線見直しに着手
するとともに、低迷する
御津地区地域路線と合
わせて、２路線まとめて
再編する方向で地元と
調整する。

高齢者を中心とした
一宮地区内の移動
ニーズを把握するた
め、昨年度に実施した
一宮地区内独自の公
昨年度と比べて、利用者数は２２人/日から３２人/日に増加、収支率は７.６％から８.４％に増加した。
市コミュニティバスの運賃は１乗車２００円が基本となっているが、当路線は地域主体で運賃などを協議して運行している地域路線であるた 共交通に関する市民ア
計画どおり実
B め、１乗車１００円となっていることが収支率が低い理由となっている。
A
ンケート調査とバス利
施している。
用者アンケート調査を
活かし、運賃改定も含
めた路線再構築に向け
て、一宮地域公共交通
運営協議会とともに取
り組む。
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（別添１－２）

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
令和元年１２月２３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）

豊川市地域公共交通会議
陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）

豊川市の公共交通のあり方は、公共交通に関わる課題への対応や、利用者や地域のニーズに応えながら、合併により広くなった市域に
対応した公共交通サービスを提供していくことが必要となっている。また、拡大した市域における公共交通サービスの展開は、行政や交通
事業者だけでなく、市民・地域・利用者も一体となって支えることが不可欠である。
”市域全体を一体化し、みんなで支える公共交通ネットワークづくり”を将来像として、市域全体を一体化する公共交通ネットワークの構築
に向けて市民・地域・利用者が一体となって取り組み、公共交通の利便性向上を目指す。

（別添１）

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）
令和元年１２月２３日
協議会名：豊川市地域公共交通会議
①事業の結果概要

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

④事業実施の適切性

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】

【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】
１．タクシーを活用した公共交通網形成の可能性調査
２．事業の評価
３．次期地域公共交通網形成計画の素案作成
４．基幹路線及び地域路線の見直し検討
【結果概要】
１．豊川市コミュニティバスのOD調査結果を活用し、４つの地域
路線においてタクシー車両を活用したデマンド型交通に転換し
た場合の収支シミュレーションを実施し、可能性を見出した。さ A 計画どおり適切に事業が実施されている。
らに、市内におけるタクシー運転手不足状況を調査するため、
日報またはデジタルタコグラフ及びヒアリングによる分析を行っ
ている。
２～４．現・地域公共交通網形成計画の評価、取り組み状況、
課題を整理し、次期地域公共交通網形成計画の方向性、個別
路線の評価と改善の方向性をまとめ、第４３回豊川市地域公共
交通会議（令和元年１２月２３日開催）で協議した。第４４回地域
公共交通会議（令和２年３月２４日開催予定）では、課題や評価
に対応するための目指すべき将来像、基本方針、目標及び路
線見直し案について協議する予定。

【事業内容】
令和元年度豊川市地域公共交通網形成計画作成等業務
豊川市タクシーを活用したデマンド型交通調査等検討業務
【実施時期】
令和元年6月27日～令和2年3月27日
【計画策定の向けた方針】
豊川市地域公共交通網形成計画の数値目標の達成は厳しい見
込みであるが、豊川市コミュニティバスの利用者数は増加傾向が継
続し、市内の移動の一翼を担う路線として役割を果たしている。豊川
市コミュニティバスの良い傾向を持続させ、さらには向上を図るた
め、評価結果と課題を踏まえて、次期豊川市地域公共交通網形成
計画は以下のような方向性で整理を行う。
①まちづくり施策との連携
現豊川市地域公共交通形成計画策定後に策定された豊川市立地
適正化計画との整合性を図った路線体系の構築を目指し、計画に
反映。
②移動ニーズに応じたバスサービス水準・利便性の確保
厳しい財政状況の中、利便性の確保と運行経費負担は一体で考
える必要があり、豊川市コミュニティバスの保有車両を最大限に活
かしたサービス水準の向上のため、市内各公共交通の役割を明確
にし、計画に反映。現在実証運行中のデマンド型交通について導入
可否を検討の上で必要に応じ計画に反映するとともに、運転手不足
対策についても考慮。
③認知度の向上
現計画の目標未達を踏まえた新たな需要開拓を見据え、公共交
通の利用意識や認知度の向上を目指し、計画に反映。

（別添１－２）

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
令和元年１２月２３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）

豊川市地域公共交通会議
地域公共交通調査事業（計画策定事業）

豊川市では、平成28年3月に策定した豊川市地域公共交通網形成計画が令和3年3月で計画期間の終期を迎える。
次期形成計画については、令和3年3月の策定・公表を目指し、本調査では現形成計画の評価指標のデータ整理・分析を行い、現形成計
画の取り組みの成果・評価の整理を行うとともに、現状と課題の整理を行い、将来像、基本方針、目標の設定と公共交通路線体系のあり方
を検討する。
また、新たなバス路線での運行開始は令和3年10月からを目指し、バス路線見直しの検討を行う。

