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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

平成２０年１２月１９日設置

フィーダー系統 平成３０年６月３０日 確保維持計画策定



21.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

●方針１
町民の日常生活の確保を第一の目的とし、
合わせて交流促進の観点から観光交通との
融合にも配慮した公共交通の維持・活性化
を図る。
●方針２
地域のニーズにあった利便性の高い公共交
通サービスを確保する。
●方針３
地域のまちづくりと一体となって、地域ぐ
るみで公共交通を守り、育てる。

■南知多町地域公共交通網形成計画

■地域の特性と背景
人口18,700人、高齢化率34.4％（Ｈ27国勢調査）で今後も人口減少が推測。

■公共交通ネットワーク

・島の玄関口である師崎港と名古屋方面からの玄関口である鉄道駅の河和駅間（美浜町内）を
幹線系の２路線（海っ子バス豊浜線、知多バス師崎線）が運行。幹線系が経由していない

師崎港～内海駅～河和駅へはフィーダー系「海っ子バス西海岸線」を運行。

・運賃は海っ子バス、知多バス師崎線で共通（ゾーン運賃）。相互の乗り継ぎも可能。

計画期間 平成28年度～平成32年度の５年間 （令和2年度に改訂を検討予定）
 

海っ子バス豊浜線
（地域間幹線系統補助路線）

知多バス師崎線
（地域間幹線系統補助路線）

海っ子バス西海岸線
（地域内フィーダー系統補助路線）

『公共交通の将来像』
町民の日常生活を支えるとともに観光客

等の来街者にも便利な公共交通を、関係者

の協働の取り組みによって実現する



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

取組 概要 成果等 対応

利便性の
向上促進

●運行経路の変更及びダイヤ改正に向けた調整
生活交通での利用が多い河和駅で鉄道の特急・

急行列車との乗継ぎを考慮したダイヤとするため、
豊浜線と西海岸線を連続した右回り・左回りの
ループ型運行への変更の調整。内海地区の商業施
設へのアクセス向上のため、運行経路変更の調整。

令和元年10月1日から
運行開始。鉄道との乗
継ぎ向上による利便性
アップが期待できる。

方針1
方針2

●バス停留所新設の調整
スーパー等での買い物や観光施設への利用促進

のため新設を調整。

令和元年10月1日から
設置。
利便性向上が期待。

方針1
方針2

学生利用
の促進

●高校生等のための学期定期の発行
（H30.9.1～）
昨年に引き続き、高校生等の通学期間に合わせ

た学期定期を発行。

発行枚数72枚（昨年
度27枚）
利用増

方針2

町民利用
の促進

●海っ子バス町民感謝デーを実施（H30.11.4）
海っ子バスを利用した

ことのない住民の利用を
促すため、産業まつり開
催日に海っ子バス、知多
バス師崎線共通の１日無
料券を発行。

利用枚数64枚
利用機会を提供するこ
とで利用促進が図られ
た。

方針1

総合時刻
表の作成

●バス・鉄道・船舶事業者の総合時刻表を作成
ダイヤ改正に対応して、バスの乗り方、お得な

乗車券も紹介した時刻表を作成、配布

公共施設、宿泊施設、
病院等に配布し、利用
者から好評

方針2
方針3



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

取組 概要 成果等 対応

観光利用
の促進

●日間賀島自家用有償観光旅客等運送事業「ぐる
りーバス」の実施【国家戦略特区】
（Ｒ１.7.20～8.25）
観光客及び島民の日間賀島内移動を支援するため、

国家戦略特区制度を活用した自家用有償観光旅客等
運送「日間賀島のぐるり―バス」を夏季期間におい
て実施。（運行主体：「一般社団法人日間賀島観光
協会」）

37日間に481便を運
行（台風で2.5日運
休）便利という声が多
く成果あり。
運送収入 1,132千円

方針1
方針2

●「割引企画切符」を発行（30.9.1～12.31）
鉄道・バス・船を利用し町内を回遊する動線を作

るため実施。
河和港～日間賀島・篠島～内海駅ルート2,000円
内海駅～日間賀島・篠島～内海駅ルート1,500円

発行枚数54枚
内海駅利用の離島観光
客の増加が図られた。

方針1
方針2

●海っ子バス西海岸線の「おもてなしガイド」が乗
車（日曜日1往復）
西海岸線沿線の観光案内及び南知多町のＰＲ。

Ｒ01年度890人
（9.5人/便）
利用者に好評である。

方針1
方針3

GWの渋
滞対策の
実施

●GW渋滞対策として知多バス師崎線の迂回運行及
び臨時バス停の設置
事前に情報提供を実施。

苦情無く運行。海っ子
バスの遅延状況等の案
内等が課題。

方針1
方針2

地域住民
の意見の
把握

●5地域ごとに2回、タウンミーティングを実施
・第１回一般向け(Ｒ1年8月)82名、第２回高齢者
向け(Ｒ2年2月予定）

バス停留所新設等の利
便性向上のための意見
収集を実施。

方針2
方針3



5

■網形成計画の目標達成状況と考察及び今後の方針（主な項目）※目標達成状況は計画策定時との比較

①海っ子バス・知多バス・名鉄海上観光船の年間利用者数

交通機関名 計画時 目 標 昨年度実績 今年度実績
計画時に
対する増減

評
価

海っ子バス西海岸線 82,951人 10％程度増 118,120人 116,351人 40.3％増 ○

海っ子バス豊 浜 線 87,431人 10％程度増 71,989人 81,461人 6.8％減 ×

知多バス師 崎 線 114,592人 維 持 88,930人 90,520人 21.0％減 ×

名鉄海上観光船 1,027,840人 維 持 1,035,213人 1,055,386人 2.7％増 ○

■生活交通確保維持改善計画の目標と評価（海っ子バス西海岸線）
評価項目 目標 実績 目標に対する増加数 評 価

1日平均利用者数 233人 225.0人 －8.0人 ×

土休日1日平均利用者数 187人 198.8人 +11.8人 〇

【考察】１日平均利用者数は、通学利用者が減少。
土休日１日平均利用者数は、様々な利用促進事業による観光客の利用増の効果。

【今後の方針】ルート沿線及び利用促進事業の取組みを今後も継続。

※1日平均利用者数の実績値は、令和元年のＯＤ調査結果による数値。土休日はカウンターデータ。（Ｈ30.10～Ｒ1.9）

目標は前年比２％増で設定。

3.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

【考察】西海岸線は観光客の利用増による増加。
豊浜線は、知多厚生病院患者数の減少が一因。また、通学定期利用の減少が一因。

※海っ子バス、知多バスの年間利用者数は、ＯＤ調査結果に基づく数値。名鉄海上観光船の年間利用者数は、4月～3月の数値。



3.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check） 6

③海っ子バス土休日の1日平均利用者数

交通機関名 計画時 目 標 昨年度実績 今年度実績
計画時に
対する増減

評価

海っ子バス
西海岸線

130.6人/日 10％程度増 183.3人/日 198.8人/日 52.2％増 〇

海っ子バス
豊 浜 線

158.9人/日 10％程度増 198.5人/日 222.7人/日 40.2％増 〇

②海っ子バス収支率

計画時 目 標 昨年度実績 今年度実績
計画時に
対する増減

評価

収支率 32.3％ ３ポイント増 34.4％ 34.5％ 2.2ポイント増 ×

④公共交通利用者の満足度

【考察】西海岸線、豊浜線は、様々な観光施策により利用者が増加。

【考察】「無回答」及び「どちらでもない」が昨年の36％が59％に増加したため、その分

「満足」が減少。ただし、「不満」は5.5％しかなく、昨年よりも減少。利用者の関

心が薄れている。

【考察】定期よりも割引率の高い1日券が増えたことから、昨年度と同様の収支率。

交通機関名 計画時 目 標 昨年度実績 今年度実績
計画時に
対する増減

評価

海っ子バス
西海岸線

66.4% 2ポイント程度増 57.0% 36.0% 30.4ポイント減 ×

海っ子バス
豊 浜 線

57.1% 2ポイント程度増 47.3% 38.9% 18.2ポイント減 ×



3.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check） 7

⑥タウンミーティングの開催回数

交通機関名 計画時 目 標 昨年度実績 今年度実績
計画時に
対する増減

評
価

鉄道
乗車人員

内海駅 734人/日 現状維持 695.9人/日 682.6人/日 7.0％減 ×

河和駅 2,238人/日 現状維持 2,169.7人/日 2,150.1人/日 3.9％減 ×

バス乗降
者数

内海駅 45.4人/日 10％程度増 69.9人/日 75.5人/日 66.3％増 〇

河和駅 196.9人/日 10％程度増 227.4人/日 241.4人/日 22.6％増 〇

豊浜バス停 36.2人/日 10％程度増 53.0人/日 52.5人/日 45.0％増 〇

師崎港バス停 85.3人/日 10％程度増 90.2人/日 98.9人/日 15.9％増 〇

師崎港の船の利用者数 2,236人/日 現状維持 2,242人/日 2,281人/日 2.0％増 〇

※各バス停の乗降者数はバスカウンターによる実績。師崎港の船の利用者数は名鉄海上観光船調べ。

【考察】交通結節点におけるバスの乗降客数は概ね増加傾向であることから、総合時刻表の配布、

WEBサイトへの掲載、企画切符等により観光での利用を促進していると考えられる。

⑤交通結節点の乗降客数

年間２回（５地域）の目標に対して、目標通り実施。 【評価：○】

【考察】鉄道との乗り継ぎ向上、運行経路の変更、バス停の新設、高校生等向け学期定期の発行、

海っ子バス町民感謝デーの実施等、利便性を向上する意見が得られた。

⑦地域と連携した利用促進活動

年２回以上の目標に対して３回、海っ子バス乗車説明会（内海高校）も実施。 【評価：○】

【考察】H22年度から継続して実施。バスに親しみ、南知多町の魅力を再発見できたと好評。

【令和２年1月21日開催の協議会で協議】

【①～⑦の今後の方針】住民等への利用促進策を継続するとともに、観光利用者の更なる取り込

みを図るため、利用者への情報提供、車内環境の充実等の施策を継続、強化する。



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

課題等 対応方針・施策

・町民の利用が延びな
い

《現行の利用促進策の継続、拡大》
●ダイヤ変更、内海地区ルート変更による効果の分析
●高齢者、子どもたちへの乗り方・乗車体験教室等の利用促進イベ
ントの継続実施

●高齢者向けのタウンミーティングを開催しＭｙ時刻表の作成支援
やバスの乗り方の説明を継続実施

●町民感謝デー（無料デー）の継続実施
●中学生の親への働きかけの実施

・観光利用の増加によ
り利用者数が増加し
ているが、豊浜線、
師崎線を含めて、よ
り一層の強化

《観光客が利用しやすい環境整備、情報提供》
●電車・バス・船・施設等と連携した企画切符等による利用促進
（切符のバージョンアップ）

●車内モニターの有効活用等の検討
●西海岸線の岩屋寺乗り入れ（土休日）の利用促進（情報提供の強
化等）

●GTFS（標準的なバス情報フォーマット）の早急な整備
●観光客への周知方法の強化（HP等）
●GWにおける臨時バス停の情報提供の強化（HP等）
●バス停での情報提供
《師崎港でのバスと名鉄海上観光船との連携強化》
●ダイヤの調整
●師崎港売店の営業時間終了後のバス待合室設置



9

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

南知多町地域公共交通活性化・再生協議会

平成２０年１２月１９日設置

フィーダー系統 平成３０年６月３０日 確保維持計画策定



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

学生定期の発行や船と連携し
た割引企画切符の発売、1日
無料券の発行、バス体験ツ
アーの実施、おもてなしガイ
ドの実施、タウンミーティン
グの実施など、様々な利用促
進策を行っていることについ
て評価します。

〇左記の利用促進施策を継続し
て実施。割引企画切符のサービ
ス内容の拡大を調整。（宿泊対
応のため有効期間を2日間とす
るなど）

○利用者ニーズに対応した
利用促進策を継続実施、
サービス拡大

今後は鉄道、船等とのダイ
ヤ調整により利便性を向上
させると共に、観光施策と
連携したGTFSの活用など、
情報提供を強化することに
より利用者の増加につなが
ることを期待します。

〇鉄道の特急・急行との乗り継
ぎに配慮したダイヤへの変更

○買い物の利便性を高めるため
内海地区の運行ルートを変更

○商業施設及び観光施設前にバ
ス停を新設

○観光客向けに岩屋寺への
乗り入れ情報の提供

○現行の割引企画切符の
サービス拡大（鉄道との
連携、施設サービス等）

○GTFSの早急な整備



2.アピールポイント 11

◆タウンミーティングの意見を反映した運行経路の変更、ダイヤ改
正及びバス停新設の調整

・海っ子バスと特急・急行列車との乗り継ぎを良くしてほしい、と
いうタウンミーティングでの意見に対応して検討。

・豊浜線と西海岸線を連続した右回り・左回りのループ型運行に変
更することにより、鉄道との乗り継ぎの利便性向上に期待。

・また、内海地区等の商業施設へのアクセス向上のため運行経路を
変更、及び地域住民の買い物利用のため店舗前にバス停を新設。

◆日間賀島自家用有償観光旅客等運送事業「ぐるりーバス」の実施【国家戦略特区】
・夏季期間の観光客用移動手段を確保するため、運行主体である
「一般社団法人 日間賀島観光協会」と連携して関係機関と様々
な調整を実施。国家戦略特区制度を活用した自家用有償観光旅客
等運送「日間賀島のぐるり―バス」を1乗車100円で実現。

・乗り切れないほどの利用があり、観光客から好評を得た。

◆バスと船を利用した企画切符のサービス拡大に向けた調整
・町内を回遊する観光利用促進に向けて、バスと船を利用した企画切符を期間限定で発行。
（H30.9.1～12.31） 54枚を販売。
・Ｒ１年度は、宿泊者も使えるよう有効期間を2日間に拡大するよう調整。観光利用促進につな
がっていると評価できるが、今後、施設との連携等も含め利用しやすい形態を検討。

◆高校生向けの学期定期、海っ子バス町民感謝デー、おもてなしガイド、タウンミーティング等
の多様な施策を継続して実施

・町民及び観光客向けの多様な施策を継続して実施することにより、施策の内容が定着し利用者
は増加傾向にある。今後も、方法を工夫しながら定着・利用増を図っていく。



（別添１）

令和2年1月21日

協議会名： 南知多町地域公共交通活性化・再生協議会

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）

【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

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）

補助対象期間の開始日以
来、運休・遅延等はなく、計
画どおり適切に実施されて
いる。

④事業実施の適切性

A
評
価

⑤目標・効果達成状況

　これまでと同様に、町民がより
利用しやすい環境整備、観光
施策との連携を目標とする。
　今後はダイヤ改正、内海地区
運行経路の変更による効果を
分析し、町民及び観光客の利
用しやすさ向上を目指す。
　観光客に対しては、ダイヤ改
正を行った岩屋寺への乗り入
れ情報等の提供、GTFSの活用
等を促進する。
　GW等における渋滞対策につ
いては、渋滞情報や臨時バス
停情報の提供を強化する。

レスクル株式会社

海っ子バス西海岸線（Ａ，Ｂ）
河和駅～知多厚生病院前～内
海駅～岩屋寺～豊浜～豊浜
港・魚ひろば～師崎港

A
評
価

　西海岸線の利用者数（Ａ，
Ｂ系統）を1日233人とする目
標に対して実績は225.0人、
目標-8.0人となった。通学利
用者の減少が要因。
　土休日の1日利用者数187
人の目標に対して実績は
198.8人、目標＋11.8人と
なった。
　様々な利用促進事業によ
る観光客の利用増の効果。

　鉄道の特急・急行との連絡を
強化したダイヤへの変更、町民
の公共交通利用促進を目指し
て、買い物に便利な路線への
変更、バス停の新設、高校生等
向けの学期定期の発行、町民
感謝デー（１日無料）を実施し町
民に好評のため、一定の利用
促進効果はあったと評価。
　この他、地域との連携による
バス体験ツアー等は3回実施し
タウンミーティングでは一般向
け、高齢者向けに5地域別で各
2回開催し公共交通利用の啓
発を実施。
　観光施策としては、バスと船を
利用して町内を回遊できる企画
切符を発行し、町内の回遊、観
光振興につながったと評価。
　おもてなしガイドについても継
続実施し、これらの事業を生活
交通確保維持改善計画に反映
して実施。



（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

評価対象事業名：

協議会名： 南知多町地域公共交通活性化・再生協議会

令和2年1月21日

地域公共交通確保維持事業（陸上交通における地域内フィーダー系統）

　名鉄、海っ子バス、知多バス、離島航路が相互に連携し、町民を始め、観光客にも便利で利用しやすい公共交通ネッ
トワークを構築する。また、地域住民等と連携して公共交通利用促進の取組を実施するなど、町民・行政・交通事業者
の協働の取組によって公共交通を維持・活性化していく。
　公共交通ネットワークは、まちづくりの取組や観光振興の観点、及び利用者ニーズを踏まえて、より利便性の高い路
線、運行ダイヤに改善していく。
　利用促進として、タウンミーティングの継続実施、バス体験ツアーなどのイベント開催、ボランティアによる観光案内・
モニターの活用など、町民や観光客を対象とする幅広い取組を実施していく。
　これらの施策が、南知多町総合計画、南知多町まち・ひと・しごと創生総合戦略等で目指している移住・定住施策、人
口減少対策、ひいては住みよいまちづくりにつながっていくことを目指す。


