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平成２０年３月２８日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８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



（２）豊橋市地域公共交通網形成計画（豊橋市都市交通計画２０１６－２０２５）

１）計画の期間：平成２８年～平成３７年度（１０年間）

２）基本理念：多様な交通手段を誰もが使え、

過度に自家用車に頼ることなく、

生活・交流ができる都市交通体系の構築

３）基本方針

基本方針１：安全･安心で快適に移動できる交通づくり

基本方針２：まちの魅力・活力を高める交通づくり

基本方針３：環境・健康を意識した交通づくり

1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

（１）豊橋市の公共交通

・豊橋駅を中心に民間の豊鉄バスの路線網を放射線状に整備。

・豊川市、新城市、田原市と本市を結ぶ地域間幹線系統がある。

・豊橋駅には、東海旅客鉄道、名古屋鉄道、豊橋鉄道の路線が乗り入れ。

・交通事業者による従来の乗合型公共交通の運行が難しい地域では、地域住民がコミュニティバ

スを運営。支線公共交通やアクセス交通の役割を果たしている。
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三本木線

田原方面

豊川・新城方面

●地域内フィーダー系統確保維持費補助路線
東部地区を除くコミュニティバス４地区、路線バス三本木線

●接続状況
豊橋駅で地域間幹線系統の新豊線、豊川線、伊良湖本線と接続

前芝地区

川北地区

北部地区

東部地区

南部地区
（区域運行）

地域間幹線系統

公共交通幹線軸



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

戦略１：公共交通幹線軸の強化

Ｖｚ

戦略２：地域拠点における交通結節機能の強化

実施項目 時期

★渥美線南栄駅バリアフリー化事業 Ｒ1.9完了

★渥美線新豊橋駅ホーム転落防止柵設置事業
<新規>

R2.1完了
予定

★豊鉄バス終バス延長実施事業
３路線の金・土曜日の最終便を１便増発。

H28～

☆乗合事業運転士確保支援事業<新規> Ｒ1～

☆位置情報システム「のってみりん」の運用 Ｈ29～

◀新豊橋駅
のホームの
転落防止柵
設置を推進。

◀スマホ画面
イメージ
路面電車と
コミュニティ
バスの位置情
報の提供。

★：ハード事業 ☆：ソフト事業 赤字：補助金対象事業

実施項目 時期

★南栄駅Ｃ＆Ｒ駐輪場整備 R1.9完了

★愛知大学前駅Ｃ＆Ｒ駐輪場整備<新規> R1.9完了

★「地域生活」バス・タクシー
（コミュニティバス）運行事業

Ｈ20～

▼乗合事業運転士確保支援事業

▶南栄駅のサイクル
＆ライド駐輪場整備。
駅のバリアフリー化
と合わせた交通結節
点の機能強化。

運転士不足の打開策！

Boa tarde !
こんにちは

定住外国人と乗合事業者との
マッチング

豊橋市

市内乗合事業者

豊橋
ブラジル
協会

免許取得費用の補助

定住外国人

・説明会等
・免許取得費用
の支援

雇用契約

乗合事業者と
のマッチング

委託
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戦略３：まちなか交通の魅力向上

戦略４：自転車や公共交通を中心としたライフスタイルへの転換

実施項目 時期

☆おでんしゃ・ビール電車運行 夏・冬

☆渥美線サイクルトレイン運行 Ｈ23～

☆ふるさと寄付金路面電車体験イベント Ｈ29～

納涼ビール電車▶
季節の風物詩として、
市民に親しまれてい
る。

実施項目 時期

☆ウォーキングイベント<新規> Ｒ1～

☆電車・バス路線案内図（英語版）<新規> Ｈ31.2

☆サイクリングマップ<新規> Ｒ1～

☆東三河８市町村「夏休み小学生50円バス」 H24～

☆あなたの街の時刻表の作成・配布 Ｈ25～

☆出前講座の実施 随時

◀市内のバス
停・鉄道駅を
起点とした
ウォーキング
イベント。

留学生アンケートをもとに作成した英語版路線案内図。▲

◀出前講座の様子
小学生を中心に幼い頃から公
共交通に触れる機会を提供。

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）豊橋市地域公共交通網形成計画（Ｈ２８年～Ｈ３７年（２０１６年～２０２５年））
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目標 評価指標 目標 実績値 達成状況

目標１：
人にやさしく移動しやす
い交通環境を実現する

自転車・公共交通の
利用のしやすさに
おいて満足と感じる

人の割合

過半数
[自転車]33.4％
[公共交通]38.4％

未達成

歩行者・自転車が関
わる交通事故件数

769件／年
からの減少

589件／年 達成

目標２－１：
まちづくり施策と連携し
た公共交通ネットワーク
を形成する

公共交通の
１日当たり利用者数

[主要鉄道駅]
56千人／日平均

[路面電車･路線バス]
23千人／日平均
上記数字を維持

[主要鉄道駅]
59千人／日平均

[路面電車･路線バス]
24千人／日平均

達成

目標２－２：
まちなかの賑わいを創出
する交通環境を実現する

中心市街地内の
休日歩行者通行量

60,000人／日以上 60,107人／日 達成

目標３：
環境負荷軽減、健康増進
に寄与する交通行動の実
現を促す

市街化区域内の
歩行者・自転車の

利用割合
9.90％からの増加 11.4% 達成

【考察】目標１ ： 満足度の割合は伸び悩んでおり、市域全体でのサービス水準のアンバランスさ
が１つ の要因と思われる。

目標2-1： 利用者数は微増しており、時刻表の配布や地元の自治会と協力した継続的なモ
ビリティマネジメントが功を奏していると考えられる。

【今後の方針】路線バス等の維持・強化や地元の自治会等と協力した利用促進の継続的な実施。

3.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）



（２）地域内フィーダー系統確保維持計画
（対象時期：Ｈ３０.１０.１～Ｒ１.９.３０（２０１８.１０.１～２０１９.９.３０））

63.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

【考察】
北部地区：利用促進の取組が目標値までの利用者の増加に結びついていない。
南部地区：定期的な利用が見受けられるようになったことが１つの要因であると考えられる。
前芝地区：新たな利用者の創出を図る利用促進の取組が不十分である。
川北地区：利用促進の取組が利用者の増加に結びついていない。
野依地区：沿線施設への利用が減ったことが要因の１つであると考えられる。
【今後の方針】
コミュニティバス：地域運営団体のさらなる主体性の強化及び関係団体と連携した利用の促進

→利用案内等のチラシ作成、コミバスを活用したツアーの実施、地域の集会でＰＲ 等
路線バス：地元自治会と交通事業者の連携の強化を図り、利用促進に努めていく。
上記自己評価について、令和元年１１月１５日開催の豊橋市地域公共交通活性化推進協議会で協議

目標値：安定した運行を維持するために必要な年間の利用者数（過去増加率を基に設定）

地区 目標値 実績値 達成状況

北部地区
（柿の里バス）

7,200人 6,423人 未達成

南部地区
（愛のりくん）

1,850人 2,593人 達成

前芝地区
（しおかぜバス）

10,300人 9,225人 未達成

川北地区
（かわきたバス）

7,000人 5,748人 未達成

野依地区
（豊鉄バス・三本木線）

119,000人 116,153人 未達成



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 7

◆自転車・公共交通の満足度が過半数を超えなかった。
→ 公共交通の維持・強化、利便性の向上に関する課題

○課題①：路線バス等の強化
公共交通幹線軸を形成する路線の利便性を向上させるため、終バスの延長を他路線でも
実施したいが、運転士不足などの問題が顕著で現行の形に留まっている。

対応方針： 運転士確保のための取組を推進

市内乗合事業者と定住外国人のマッチングの様子▶

対応方針①：駅等のバリアフリー化の推進

対応方針②：市内の公共交通のバリアフリー化の促進

対応方針③：交通結節点等にC＆R駐輪場整備の推進

○課題②：乗換機能の強化
高齢者や子ども、障がい者等に配慮した交通施設や、サイクル＆ライド駐輪場について
容易に整備できる箇所のみの整備に留まっている。

ユニバーサルデザインタクシーの普及等▶

スロープを設置し、段差を解消（南栄駅）▶

未利用地の活用によるＣ＆Ｒ整備（愛知大学前駅）▶



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

○課題③：情報提供の不足
リアルタイム運行情報の提供については、位置情報システム「のってみりん」において、
路面電車、コミュニティバスのみに留まっている。

対応方針：地域運営団体、運行事業者、市の連携強化を図り、
地域運営団体等が中心となり利用促進の取組を実施

【取組内容】
・地域資源を使ったツアー開催
・地域の集まりでのPR
・刊行物等のチラシ作成、配布
・○万人達成キャンペーンの実施
・地域住民の需要の調査・分析
・地域住民の交通意識の醸成

◆地域内フィーダー系統確保維持計画の目標値に至らない地区があった。
→ 支線公共交通、アクセス交通の維持に関する課題

○課題：地域運営団体と地元自治会の利用促進の強化

対応方針：リアルタイム運行情報の提供の拡充
リアルタイム運行情報システムの導入や地図・経路検索サイト等への反映



豊橋市地域公共交通活性化協議会
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平成２０年３月２８日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８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（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

「地域生活」バス・タクシー
地域運営団体による地域主体
の利用促進や見直し、活性化
推進協議会での取組報告など、
地域主体という交通意識の醸
成、地域協働の取り組みが定
着していることを引き続き評
価します。
また、利用者低迷により、

現状の路線存続が困難となっ
た「豊鉄バス・レイクタウン
線」において、路線を存続さ
せるために地元自治会が主体
となって利用促進を実施し、
乗車平均密度を回復させたこ
とについて評価します。
今後は住民が主体となり、

地域全体でバスを支える取り
組みを実施していくことで、
利用促進の拡大につなげるこ
とを期待します。

・引き続き「地域生活」バ
ス・タクシー地域運営団体が
実施する利用促進に関して、
事業者と市も協力し、地域主
体の取組を支援。
・レイクタウン線などで高齢
者の公共交通の利用を促すた
め、地域の老人会等を対象に
「賢い外出方法の選択講座」
を実施。
・広域的な公共交通利用を促
進するために、「夏休み小学
生５０円バス」事業を継続し
て実施。

・今後も地域協働で公共交通
の利用促進を実施する。
・広域幹線の利用促進につな
がるようなモビリティマネジ
メントを関連する市町村及び
各交通事業者と協力しながら
実施していく。



2.アピールポイント 11

○地域住民が主体となり、地域全体でバスを支える取組

（１）地域運営団体が主体の利用促進
各地域運営団体が主体となり、地域の足として残すため、様々な取組を積極的に実施。
【取組内容】
・地域資源を活用したツアーの実施
・大学と連携した講座やおやつツアー
・地域の自治会の集まりや行事に出席しPR活動
・地域運営団体による利用促進チラシの作成
など

（２）地域運営団体の主体性醸成の仕組み
各地域運営団体が市の交通会議の場で定期的に事業報告、意見交換を行うことで主体性を醸成。

◆地元自治会による利用促進（豊鉄バス・レイクタウン線（富士見台地区）ほか）

◆「地域生活」バス・タクシー地域運営団体（５地区７運営団体）による利用促進

地元自治会が主体に利用促進を行い、平成28年度以降、乗車平均密度を回復させ路線を存続。
さらなる利用促進のため、モニターツアーの開催に加え、自治会と地元スーパーでバス停にベン
チを設置。着実に地域全体でバスを支える意識が醸成。

【取組内容】
・自治会・交通事業者で連携したツアーの実施
・待合環境の向上のためベンチ設置
・地元老人クラブに対しての利用講座の実施
など

▲地元の大学と連携。「花育体験」講座や
モニターツアーを開催。

レイクタウン線、飯村岩崎線、中浜大崎線では自治会と交通事業者によりモニターツアーを開催▲



2.アピールポイント 12

ポスターやチラシ、４コマ漫画の作成。
車両内への掲載や各戸配布の実施。

○様々な手法による公共交通の利用促進

▲無償借地に地元スーパーから提供された
ベンチを設置し、待合環境を向上。

▲「賢い外出方法の選択講座」を老人会を対象
に実施。公共交通の講座後、マイ時刻表を作成。

◆全国的に有名な漫画家とコラボ

◆広域路線の利用促進

平成28年10月から豊鉄バス西口線・技科大線
・中浜大崎線の終バスを延長。

◆終バス延長事業の効果

中心市街地の飲食店
等に対しポスター等
で周知。
実施前から利用率

が約1.75倍に増加。

（１）夏休み小学生５０円バス
・整理券ラリーの実施。
・体験型賞品で魅力の向上。
・モデルプランの作成。

（２）カーフリーデー
・近隣市による観光施設へのアクセス周知。
・バス整理券と引換で特産品を贈呈。
・鉄道事業者とスタンプラリー開催。



（別添１）

令和1年11月15日

協議会名：豊橋市地域公共交通活性化推進協議会

評価対象事業名：豊橋市地域内フィーダー系統確保維持計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

①補助対象事
業者等

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）

石巻西川・賀茂線/
下条・森岡線(上、赤岩口）

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

豊鉄タクシー㈱

石巻西川・賀茂線／下条・森岡線
（下）

Ａ

補助対象期間中
は、所定の事業
計画どおりの運
行が実施され
た。

B

【達成状況】
豊橋市北部地区の目標は、年
間（Ｈ30.10～Ｈ31.9）の利用者
数を7,200人としており、年間の
利用者数は6,423人と目標は達
成されなかったが利用者数は
昨年度から845人増加した。

【要因】
利用促進の取組が目標値まで
の利用者の増加に結びついて
いない。

・今年度は目標を達成することができなかったが、利用
者数は昨年度から845人増加しており、北部地区の当
面の目標である年間利用者数7,200人を来年度も目指
す。

・地域運営団体で沿線企業や事業所を回り、車両広告
収入を確保することで、今後も地域全体でバスを支える
取組を実施する。

・地域運営団体がより主体的に活動を行っていくため、
市内の学識経験者などによる助言等を受けながら活発
的な利用促進を図っていく。

・運行地域の住民が主体となり、利用促進の一環として
バスを利用した地域の特性や魅力を地域内外に発信
するツアーを今後も実施していく。また、地域沿線の特
徴である「次郎柿」に着目し他の地域との連携による
「柿狩りツアー」の実施などによる利用促進を図ってい
く。

・地域の集まりや行事に地域運営団体が出向き、ＰＲ
ブースを設置し、チラシの配布や、現状の説明を行う
等、今後も継続して呼びかけを行う。

石巻西川・賀茂線／下条・森岡線
（上）

石巻西川・賀茂線（上）

下条・森岡線（上）

石巻西川・賀茂線/
下条・森岡線（上、石老福通過）

・今年度は利用者数の目標を達成することができた。定
期的な利用が見受けられるようになっており、今後の利
用状況を観察し、目標利用者数の見直しを行う。

・利用者数は目標を達成しているが、乗合率が1.5程度
にとどまっているので、乗合率を高めるための仕組みも
考えていく必要がある。

・今後も民生委員や自治会等と連携し個々に利用を働
き掛けていく。

・様々な移動需要に応じたミーティングポイントの見直し
を検討していく。

・引き続き「地域生活」バス・タクシー事
業において、地域運営団体が主体的に
利用促進を実施するとともに、事業者と
市が必要な支援を行った。

・レイクタウン線などで高齢者の公共交
通の利用を促すため、地域の老人会等
を対象に「賢い外出方法の選択講座」を
実施した。

・昨年度に引き続き、公共交通の利用
促進に取り組む必要があることから、東
三河８市町村内で「夏休み小学生５０円
バス」を実施し、広域移動をしやすい環
境づくりを行った。各市町村の周遊モデ
ルプランをチラシに掲載し、具体的な利
用イメージを示す工夫をした。また、整
理券ラリーを行い東三河の体験型の賞
品を用意し、キャンペーンの魅力向上を
図った。

・上記のイベント実施に伴い、一部のコ
ミュニティバスの地域運営団体では、夏
休み期間中の小学生の乗車運賃を運
営団体で負担し、普段コミュニティバス
に接する機会が少ない小学生の利用を
呼び掛けた。

・ええじゃないかとよはしカーフリーデー
2019では、路線バスやコミュニティバス
の車両等を会場に設置するなど、公共
交通を身近に感じてもらう取組を行い、
市民の公共交通に対する関心を高める
ことができた。

Ａ

補助対象期間中
は予約があった
場合は適切に配
車されており、所
定の事業計画ど
おりの運行が実
施された。

Ａ

【達成状況】
豊橋市南部地区の目標は、年
間（Ｈ30.10～Ｈ31.9）の利用者
数を1,850人としていたところ、
年間の利用者数は2,593人と目
標は達成された。

豊南・大清水

細谷・二川

小沢・二川

②事業概要
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高根・芦原

東海交通（株）



（別添１）

令和1年11月15日

協議会名：豊橋市地域公共交通活性化推進協議会

評価対象事業名：豊橋市地域内フィーダー系統確保維持計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

①補助対象事
業者等

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）

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②事業概要

大村系統（左回り）

大村系統（右回り）

下地・津田・大村回り（左回り）

下地・津田・大村回り（右回り）

・今年度は昨年度から目標を上げたが、達成することが
できなかった。ヘビーユーザの利用がなくなったことや
利用者の利用回数が減ったことにより昨年度より利用
者数が減少した。原因や地域のニーズを検証し、運行
内容の見直し等を通じて、前芝地区の目標である年間
利用者数10,300人を来年度も目指す。

・今年度の補助対象期間も輸送需要が高まる「豊橋ま
つり」開催日に合わせ、運休日である土日に運行した
が、利用者数は減少傾向である。しかし、例年需要が
ある取組なので、来年度も実施する。

・利用促進の機会を増やすために、地域が作成する通
信紙の発行回数を増やしていく。

Ａ

補助対象期間中
は、所定の事業
計画どおりの運
行が実施され
た。

Ｂ

【達成状況】
豊橋市前芝地区の目標は、年
間（Ｈ30.10～Ｈ31.9）の利用者
数を10,300人としており、年間
の利用者数は9,225人と目標は
達成されなかった。

【要因】
新たな利用者の創出を図る利
用促進の取組が不十分であ
る。

梅薮前芝線

Ａ

補助対象期間中
は、所定の事業
計画どおりの運
行が実施され
た。

Ｂ

【達成状況】
豊橋市川北地区の目標は、年
間（Ｈ30.10～Ｈ31.9）の利用者
数を7,000人としていたが、年間
の利用者数は5,748人と目標は
達成されなかった。

【要因】
利用促進の取組が利用者の増
加に結びついていない。

・今年度は昨年度に引き続き目標を達成することができ
なかった。平成31年4月から本格運行に移行し利用の
定着化を図っているところであるが、原因の検証を行
い、来年度は目標の利用者数を6,000人とし、目標達成
を目指す。

・運行地域の住民が主体となり、利用促進の一環とし
て、バスを利用した地域の特性や魅力を地域内外に発
信するツアーを今後も継続して実施していく。

・老人クラブ等に利用を呼びかけ、まだ利用経験が無い
人を中心にお試し乗車券とモデルコースを配布するな
ど、今後も新たな利用者の発掘に繋がる取組を継続し
て実施していく。

・地域内の「かわきたバスを支える会」を集会し、会員を
通して地域の方に利用を呼び掛けてもらうことで、「地
域のバス」という意識の醸成を図っていく。

・沿線付近にある豊橋創造大学との連携を進め、利用
促進を図っていく。

・運行地域の住民が主体となり、運営団体に留まらず、
地域の組織と連携し、バス利用の呼び掛けを行い、利
用促進を図る取組を実施する。

東海交通（株）

川
北
地
区

（
か
わ
き
た
バ
ス

）

前
芝
地
区

（
し
お
か
ぜ
バ
ス

）

東海交通(株)



（別添１）

令和1年11月15日

協議会名：豊橋市地域公共交通活性化推進協議会

評価対象事業名：豊橋市地域内フィーダー系統確保維持計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

①補助対象事
業者等

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）

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②事業概要

豊鉄バス㈱

三本木線（くすのき特別支援学校）

A

補助対象期間中
は、所定の事業
計画どおりの運
行が実施され
た。

B

豊橋市野依地区の目標は、年
間（Ｈ30.10～Ｈ31.9）の利用者
数を119,000人としていたが、年
間の利用者数は116,153人と目
標は達成されなかった。

【要因】
沿線施設への利用の減少。

・今年度は昨年度の利用実績をもとに年間の目標利用
者数を119,000人としたところ、当初の予定を下回る結
果となった。来年度は目標を113,000人とし、利用状況
を観察しながら、関係機関と連携し、沿線施設の利用
者への利用促進に努めていく。

・路線全体の利用者をさらに増やすために、自治会等
に利用促進の働きかけを行っていく。三本木線（野依）

野
依
地
区



（別添１－２）

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

協議会名： 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会

令和1年11月15日

交通不便地域における交通手段の確保を図る。

　豊橋市では、平成28年3月に「豊橋市地域公共交通網形成計画」（以下「形成計画」という。）を策定し、基本理念として掲げた、「多様な交通手段を誰もが使え、過度に自家用車に頼
ることなく生活・交流ができる都市交通体系の構築」を実現するための事業展開を図っている。
　現在、豊橋市の郊外部には交通不便地域が存在しており、当該地域に居住する市民の日常の移動手段を確保のため、形成計画では「交通結節点へのアクセス性の向上」の取組み
として、バス路線の維持や、コミュニティバス（「地域生活」バス・タクシー）の運行を実施事業として掲げている。
　そこで、本計画では当該実施事業を着実に行うことにより、交通不便地域に居住する市民の日常の移動手段を確保することを目的とする。


