
東海市地域公共交通会議
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平成２２年２月１７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（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

【地域特性】
市内には、名古屋駅と中部国際空港を連絡する名

鉄常滑線と、太田川駅と知多半島の南端を連絡する
名鉄河和線により、南北の公共交通基幹軸が、隣接
する大府市と太田川駅を連絡する独自路線バス（上
野台線・横須賀線）により、東西の公共交通基幹軸
が形成されている。
また、市内の各拠点及び公共施設や住宅地域を結

びながら東西・南北の公共交通基幹軸を地域的に補
完し、地域内フィーダー交通という形で、循環バス
による市内の生活交通ネットワークが形成されてい
る。

【東海市地域公共交通網形成計画の目標及び期間】
目標：①地域の骨格を形成する公共交通の構築

②だれもが利用しやすい交通環境の構築
③公共交通間の連携強化
④まちづくりと連携した公共交通体系の構築
⑤環境や健康に配慮して、
かしこく公共交通を使う

⑥地域で支える公共交通
⑦公共交通を使った高齢者の外出促進
⑧公共交通を使った観光や買い物での
交流人口の拡大

計画の期間：平成２８年度～令和５年度の８年間



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

【主な取り組み】

１．地域からの意見聴取結果を精査した、路線等の改正案の検討
・東海市地域公共交通会議を４回開催し、利便性の向上等を目的と
した改正案の協議を行った

２．小学生を対象としたモビリティ・マネジメントの実施
・バス事業者と協力し、市内小学校（２校）を対象にバスに親しむ
機会の創生のため、バスの乗り方教室を実施した

３．免許証自主返納者に循環バス回数券やタクシー利用助成券を配布
・高齢者運転免許証自主返納推進策として、循環バス回数券やタク
シー利用助成券を配布し、運転免許証返納後の足の確保だけでなく、
循環バスやタクシーの利用促進にも寄与している

４．「公共交通おでかけマップ」の配布
・「総合時刻表」とともに、「公共交通お出かけマップ」を市の窓口
や太田川駅前の観光案内所等で配布し、公共交通機関の利用促進に
努めた

５．大府市循環バスとバス停を共同利用
・大府市循環バスの東海市内への乗り入れに際し、らんらんバスの
バス停を共同利用した

乗り方教室

回数券と助成券

おでかけマップ



43.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

【網形成計画における評価に係る事項】

成果指標 平成30年度目標値 平成30年度現況値 達成状況

市内鉄道乗降客数 45,500人/日 54,077人/日 達 成

市内路線バス利用者数 367,000人/年 281,000人/年 未達成

らんらんバス利用者数 350,000人/年 439,172人/年 達 成

買い物、通勤、通学などの日常生活の
移動がしやすいと思う人の割合

60.1％ 60.5％ 達 成

◆目標達成状況に対する考察と今後の方針

成果指標達成項目

考察
・高齢者循環バス利用促進事業により、らんらんバス利用者は増え続けている
・らんらんバス利用者の多くは鉄道駅で乗降しており、利用者増加の相乗効果があった

方針
・次年度実施予定のＧＴＦＳ－ＪＰ化や、ネットワークを利用したバスロケの導入で
利便性を向上させ、特に通勤・通学での利用増を図る

成果指標未達成項目

考察
・上野台線の利用者数が減少
・横須賀線の利用者は増えているが、東海市内の移動での利用者は非常に少ない

方針
・路線バス沿線でのＭＭを実施する際にＰＲを強化する
・路線バスは運転手不足等により、計画策定時と比べ減便しているため、目標の修正
（下方修正）を検討する



・らんらんバスの課題解決に向けたダイヤ改正を、令和2年10月に実施する
・令和2年6月頃から、ダイヤ改正内容の説明会を複数回予定し、地域住民への周知
を図る。また、併せて高齢者向けのＭＭを実施する

・令和2年4月から、65～74歳の運転免許証自主返納者を対象に、らんらんバス無料
乗車証を発行し、利用促進と高齢者の交通安全対策（運転免許証自主返納促進）の
実施を予定している

4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 5

課題 対応方針

・上野台バス停から、大府市循環バスへ
の乗り継ぎができることを、東海市内
でもＰＲする

・来年度実施を予定している循環バスの
乗り方教室等、地域や高齢者に対する
ＭＭを実施する際に、路線バスの利用
についてもＰＲする

１．路線バスの利用者減少
・路線バスは、全体として利用者が
減少

・運転手不足を背景とした減便も、
利用者減少の一因

・定時運行が困難となっている時間帯に
おいては、所要時間を延ばす等の調整
を実施

・利用者の少ない朝夕の時間帯について
は、通勤・通学者の利用を目的とした
改定を実施

２．利用者増による遅延の発生
・らんらんバスの利用者は増加して
いるが、乗降時間の増加で遅延が
発生

・高齢利用者の立ち席利用の増加に
より、転倒事故等も懸念される

対応方針の実現に向けた取り組み



東海市地域公共交通会議

6

平成２２年２月１７日設置

フィーダー系統 平成２５年６月２８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 7

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

高齢者に対し、生涯学習講
座を利用してモビリティ・マ
ネジメントを実施したことを
評価する。今後は外出促進や
運転免許証返納につなげてい
くことを期待する。

７５歳以上の循環バス利用
者の増加や、運転免許証自主
返納者の増加から、外出促進
や運転免許証返納に一定の効
果があったと見受けられる。
（※）

福祉部局と連携し、高齢者
に対するモビリティ・マネジ
メントやダイヤ及びルート改
正の概要の説明を検討してい
く。

「公共交通おでかけマップ」
の配布により利用促進に努め
たことを評価する。

引き続き、「公共交通おで
かけマップ」の配布により公
共交通機関の利用促進に努め
た。

引き続き、「公共交通おで
かけマップ」の配布により公
共交通機関の利用促進に努め
る。ダイヤ及びルート改正時
の刷新については今後検討。

コミュニティバス路線等の
見直しに先立ち、地域の意見
を集め、問題や課題を分析し
たことを評価する。ダイヤ及
びルート改正に反映されるこ
とを期待する。

意見聴取の結果を精査しな
がら、令和元年度の地域公共
交通会議において、見直し案
を策定・検討している。

２０２０年１０月から新た
なダイヤ・ルートでの運行を
予定している。

※ 75歳以上高齢者無料乗車人数：H29年度 139,224人 H30年度 154,511人 R01年度(H31.4～R01.09) 85,463人

高齢者運転免許証自主返納支援事業利用人数：H29年度 210人 H30年度 204人 R01年度(H31.4～R01.12) 266人



2.アピールポイント 8

１．大府市循環バスとバス停を共同利用

・大府市循環バスの東海市内の『上野台』
バス停への乗り入れに際し、交通安全や
管理上の観点から、限られたスペースを
有効に利用するために、共同してバス停
を利用することとしたもの

・公共交通の乗り入れなどの広域連携は、
公共交通の相互アクセスが可能となり、
市民の利便性が向上し、また、接続する
知多バス「上野台線」の利用増加も期待
される

２．小学生を対象としたモビリティ・マネジメントの実施

・路線バスを利用したことがなく、乗降の
仕方を知らない児童が多数存在するめ、
知多乗合株式会社と協力し、バスの乗り
方教室を２回実施したもの
◇富木島小学校（1年生4クラス）
◇明倫小学校（2年生2クラス）

・バスに親しむとともに理解と関心を深め、
将来の利用者の増加につなげる

緑枠・・・東海市が利用
青枠・・・大府市が利用
※バス停の管理は東海市が実施



（別添１）

協議会名： 令和2年1月22日

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

東海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

　地域公共交通会議内で、生活
確保維持改善計画や改善事業
について協議し、目標や効果等
も確認しながら、委員の了解を
得て策定・実施している。
　また、事業終了後には同会議
で報告を行い、今後の課題や、
目標についても協議を行ってい
る。このことから、会議内では適
切に実施されていると考える。

東海市循環バス中ルート③
　聚楽園駅前を起終点とする
　23.9㎞
東海市循環バス中ルート④

　太田川駅前を起終点とする
　23.9㎞
東海市循環バス南ルート⑤

　加木屋デイサービスセンター
  を終起点とする
　22.8㎞
東海市循環バス南ルート⑥

　加木屋デイサービスセンター
  を終起点とする
　22.3㎞
※車両減価償却費の補助あり

知多乗合株式会社 A A

　H30.10～R01.9のコミュニティバスの
年間利用者数は44万人を超え、利用
者は年々増加しているものの、その傾
向は頭打ちとなってきている。
　ダイヤ・ルート等の見直しでは、通
勤・通学での利用を意識した朝夕ダイ
ヤの設定や、昼間時間帯においては
慢性的な遅延の解消及び運行の安全
性の向上を目的としたダイヤ編成、要
望の多かった区間の延伸を予定してい
る。
　また、高齢者に対し、健康の増進や、
普段の交通手段を自家用車から公共
交通への転換を目的としたバスの乗り
方教室や、ダイヤ改正の概要の説明
を、福祉部局と連携し、検討・実施す
る。

　地域からの意見聴取結果
を踏まえ、課題解決に向け
たダイヤ及びルート改正の
協議を実施した。

【利用者数】
目標：44万人
実績：北ルート　16万1千人
　　　  中ルート　14万7千人
　　　  南ルート　13万5千人
　　　  合計　　　 44万3千人
【要因】
平成28年8月から実施している、
高齢者循環バス利用促進事業
により、高齢者の利用が増加・
定着しているものと考えられる。
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（別添１－２）

令和2年1月22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

東海市内には、名古屋駅と中部国際空港を連絡する名鉄常滑線と、太田川駅と知多半島の南端を連絡する名鉄河和線により、南北の公共交通基幹軸が、隣接する
大府市と太田川駅を連絡する独自路線バス（上野台線・横須賀線）により、東西の公共交通基幹軸が形成されている。これらに対し、市内の各拠点及び公共施設や住
宅地域を結びながら東西・南北の公共交通基幹軸を地域的に補完し、地域内フィーダー交通という形で、循環バスによる市内の生活交通ネットワークが形成されてい
る。

地域内フィーダーである循環バスの状況として、H30.10～R01.9中の乗車人数は、４４万３千人と過去最高となっている。また、平成２５年度に実施したバス利用者及び
市民アンケートでは、市民の８２パーセントがバス交通は必要であると回答している。
しかし、地域間幹線系統である横須賀線については、沿線にある高校生の利用減少等の理由から収益が伸び悩み、平成２８年度（H28.4～H29.3）には一部路線が廃
止となるなど、路線維持が難しくなってきており、喫緊の課題となっているが、近年利用者の増加が見られるようになってきた。

本市の中心的交通結節拠点である太田川駅周辺には、東海市芸術劇場のような大型文化施設を始め、大学、商業施設なども整備されています。また、こうした施設
に訪れる人だけではなく、２０２７年のリニア中央新幹線の開通にあわせて、新たな人の動きも生まれ、より一層の「にぎわい」が創出されることも予想される。
バス交通については、今後も多くの人口流入が予想される本市にとって重要な公共交通であるため、今後も、平成２７年度に策定した東海市地域公共交通網形成計
画を推進しながら、利用者の利便性向上を図り、さらなる持続可能な公共交通体系の構築を目指しているところである。

東海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


