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中部様式1

浜松市地域公共交通会議

平成１９年４月１日設置

幹線系統 平成３０年６月２２日 確保維持計画策定
フィーダー系統 平成３０年１月１２日 確保維持計画策定
バリア解消 平成３０年１月１２日 確保維持計画策定
計画策定事業 平成３１年１月１６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（全体）



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

地域交通検討会イメージ図

 

 

基本方針・目標基本方針・目標
 

○浜松市の魅力を高める、使いやすい公共交通ネットワーク

・都市部から郊外部、中山間地まで、需要に応じたサービスレベルの
公共交通でネットワーク化することにより、利便性の向上を図る。

○市民の生活を支えるために必要な公共交通サービスの保障

・市民の最小限の生活水準を保証する公共交通サービスを確保する。
 

○地域が主役となって育てる、持続可能な公共交通

・公共交通の利用者である地域住民が主体となって、交通事業者、行政
とともに「地域交通検討会」を設置し、地域の実情に応じた公共交通の
あり方を検討し、各地域にあった使いやすい持続可能な公共交通を目
指す。

 

広大な市域の様々な地域特性に配慮し、多様な

くらしに対応した市民のモビリティを確保す

るため、「浜松市総合交通計画(地域公共交通総

合連携計画)」（H22年策定）に基づき、持続可

能で使いやすい公共交通システムを構築する。 

 

公共交通サービス公共交通サービス  

仕組みづくり仕組みづくり
 

目標年次 ： 2030年（平成42年） 

～浜松市都市計画マスタープランの一分野～ 

 都市機能が集積した複数の拠点形成と公共交
通を基本とした有機的な連携による「拠点ネット
ワーク型都市構造」の構築 

公共交通ネットワークイメージ 仕組みづくりイメージ

検討会の活動地域

・北区： 4地域

・浜北区：

・天竜区：

（R2.1現在）

1地域

7地域



31.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

「５つのくらし」の実現に向けて施策を展開していく中で、施策の進捗及び
その効果を適切に評価し、必要に応じて見直しを行う。

施策の評価方法

■整備量、供給量などの進捗量を示すアウトプット指標
■各施策を実施したことによって、交通環境の向上や日々のくらしが豊かに
なったことを市民が実感できるようなアウトカム指標

～５つのくらしとは～
交通ビジョンが目指す交通の姿を市民や来訪者などの
日常生活や産業経済活動などの５つの「くらし」の
場面を設定
・日ごろの市民生活における移動が手軽な「くらし」
・活発な産業・経済活動に支えられた豊かな「くらし」
・交流や観光が盛んなにぎわいある「くらし」
・災害に強く、交通事故の無い安全・安心な「くらし」
・地球環境にやさしい「くらし」

施策の実施

アウトプット
⇒  施策による整備量や供給量

 アウトカム
⇒ 「 」　   5つのくらし の向上

評　　価

 施策の
進捗状況の確認

目標の
達成状況の確認

施策の見直し

施策の評価、見直しのイメージ

１．地域バスの維持基準における評価・チェック
・アウトプット指標→地域交通検討会の協議を経た運行路線数
・アウトカム指標→地域バスの年間利用者数

２．地域検討会での活動を自己評価する仕組みを構築

●フィーダー系統における評価手法



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

①使いやすく利便性の高い公共交通ネットワークの構築

鉄道とバスの連携、交通結節機能の強化

・機能や役割に応じた路線の設定（基幹、準基幹、支線）

・鉄道駅や大型商業施設等をミニバスターミナルとして交通結節機能の強化を図る。

・都心の鉄道駅と地域のミニバスターミナルを、地域の実情に応じた公共交通で

結ぶことにより、利用しやすい持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指す。

②地域が主体となって守り育てる持続可能な公共交通の改善、提供

・地域が主体となる地域交通検討会（地域・交通事業者・行政）において、運行計画

等を検討し、２年の実証運行、改善及び維持基準（収支率20％）による評価を行い

ＰＤＣＡサイクルにより、各地域にあった公共交通を目指す。

・高齢者等の必要最低限のモビリティを確保するため、「最低保障運行」を提供する。

③公共交通の活性化や利用促進の取組み

・利便性の向上や過度な自動車交通に頼らない公共交通等への転換を図るため、公共

交通の利用環境の改善や意識啓発事業等の実施



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） 5

①公共交通ネットワークの構築
・民間交通事業者と既存バス路線について現況の共有を実施
・路線バスの退出に対する代替路線の検討
・地域公共交通網形成計画における基幹・準基幹・支線路線の設定検討

②地域が育てる公共交通
・支線路線（フィーダー系統）の運行 12地域
・維持基準により、地域交通検討会で運行改善案を検討
（改善運行実施地域…水窪、佐久間、浜松北）

・引佐地域でのＩＣＴを活用した実証実験を継続

③公共交通の活性化や利用促進の取組み
・ユニバーサルデザインタクシーの導入補助を実施
・転入者ＭＭ（浜松市の公共交通クリアファイルを配布）
・来庁者ＭＭ（受付カウンター椅子等への広告掲載）
・バス教室、トレインフェスタの事業補助

UDタクシー

バス教室

転入者ＭＭ



63.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

①公共交通ネットワークの構築

③公共交通の活性化や利用促進の取組み

取組み 考察、今後の対応等

民間交通事業者とバス路線につい
て、現況の共有を実施

利用者減少に加え、運転手不足等により、全ての路線を維持す
ることは厳しい状況であり、持続可能な公共交通のあり方等を
検討する必要がある。

路線バスの退出に対する持続可能
な代替路線案の検討

令和元年１０月に退出した、北遠本線、阿多古線について、代
替路線案を検討し、自主運行バスの運行を開始した。
今後は、自主運行バスの利用促進、状況把握を行い、路線の維
持に努めていく。

取組み 考察、今後の対応等

・ユニバーサルデザインタクシー
導入補助の実施

ユニバーサルデザインタクシーは市内の導入率10%を目標に、導
入補助を継続する。
今後も、誰もが安心、安全に鉄道を利用できる環境を実現する
ための交通事業者の取組みを継続して支援する。

・転入者ＭＭ（浜松市の公共交通
クリアファイルを配布）
・来庁者ＭＭ（受付カウンター椅
子等への広告掲載）
・トレインフェスタ事業補助

転入者MMについては、パンフレットからクリアファイルに変更
し、時刻表の確認や、バスの乗り方動画の視聴ができるQRコー
ドを記載した。
今後も、公共交通の認知を拡大し、利用者増加に向けた取組み
を継続する。



73.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

区 地域 収支率 利用者数（人/便） 運行経緯 考察、今後の対応

水窪 9.8% 2,390人(1.3人)

佐久間 7.7% 9,339人（1.8人）

龍山 16.3% 844人（1.3人）

春野 9.0% 5,376人（2.6人）

熊・竜川 11.1% 701人（1.9人）

門原 7.2% 234人（1.3人）
H25.10　実証運行開始
H27.10　改善運行（佐久線廃止）
H29.10  改善運行（運賃改定、通学便廃止等）

すがり 4.9% 39人（1.0人）
H27.10　実証運行開始
H29.10  改善運行（運賃改定等）

細江 24.0% 1,358人（2.0人）

H22.10　実証運行開始
H25.4　　改善運行開始（運行日減、地域協力金）
H27.4　　改善運行
H29.4  　改善運行（一部デマンド化、運賃改定）
H31.4　　改善運行（経路変更、ダイヤ改正等）

浜松北 16.5% 3,553人（2.4人）

H24.10　実証運行開始
H26.10　改善運行（ダイヤ改正）
H28.10　改善運行（運賃改定）
H30.10　改善運行（経路変更、ダイヤ改正）

引佐 12.9% 5,154人（4.1人）

H24.10　実証運行開始（デマンド）
H26.10　改善運行（路線再編、最低保障）
H28.10　改善運行（経路変更、運賃改定）
H30.2   ＩＣＴを活用した実証実験開始

三ヶ日 35.8% 22,857人（11.2人）

H24.1　実証運行開始
H25.10　継続運行
H27.10　改善運行
H29.10  改善運行（運賃改定等）

浜北区 浜北 13.4% 2,106人（1.3人）

H23.10　実証運行開始
H25.10　改善運行（路線再編、運行日減）
H27.10　改善運行
H29.10　改善運行（運賃改定等）

天竜区

H22.10　実証運行開始
H22.3～5　デマンド運行開始
H24.10　改善運行（路線再編、運賃改定）
H26.10　改善運行（路線再編）
H28.10　改善運行（ダイヤ改正、運賃改定）
H30.10　改善運行（運賃改定等：水窪）

　各地域に設置している地
域交通検討会において、
地域の状況に応じてデマ
ンド運行を取り入れるな
ど、持続可能な運行となる
よう運行計画、改善の検
討を継続して行う。
　また、利用者が固定化さ
れているため、利用促進
の取組みがされていない
地域については、地域の
協力を得たり、検討会で話
し合い、新規利用者の獲
得に努める。
　引佐地域でＩＣＴを活用し
た実証実験を継続。効果
検証を行い、他地域への
導入が可能かどうかの検
証も行う。

H23.10　実証運行開始（デマンド）
H24.10　実証運行バスの再編（春野）
H25.10　改善運行（路線再編、運賃改定）
　　　　　運賃値上げ（春野）
H26.4　運行曜日変更（龍山）
H27.10  改善運行（龍山、春野、熊・竜川）
H29.10  改善運行（運賃改定等：龍山、春野、熊・竜川）

北区

②地域が守り育てる「支線路線の運行」（地域内フィーダー系統）

（H30.10.1～R1.9.30）



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

①公共交通ネットワークに関する課題
●公共交通の利用を図るために、駐車場、駐輪場などの整備が必要であるが、駅周辺やバス
停周辺での用地確保が難しい。

●民間交通事業者の運行する準基幹路線において、運転手不足等を理由に路線退出の申出が
あり、代替路線などの検討が必要である。

②地域が育てる公共交通（地域バス）に関する課題
●自家用車の依存が高いので、地域全体としてバスを守り育てる意識が希薄。
利用者が主に高齢者でほぼ固定化されており、新規利用者の開拓が必要である。

③公共交通の活性化・利用促進に関する課題
●バリアフリー新法に従い、鉄道事業者は順次バリアフリー化整備を行っているが、全ての
鉄道駅のバリアフリー化整備には、高額な整備費が必要である。

●公共交通について、新しい利用促進の取組みが出来ていない。

課題への対応方針
●公共交通ネットワークについて…
・事業者と継続して、駐輪場等の整備を検討をしていくと共に、乗降客数等のデータを活用
し、整備場所の優先順位づけを行っていく。

・退出路線の代替案を検討し、持続可能な公共交通の確保に努める。
●地域バスについて…
・地域交通検討会の委員だけでなく、地域住民の「自分たちの地域バス」という共通意識の
もと、利用実態に合わせた改善を行っていくことによって、持続性のある地域バスを目指す。

・引佐地域で実施している、ＩＣＴを活用した実証実験の効果検証を行う。
●公共交通の活性化について…
・鉄道駅の優先順位を再検討し、事業者と継続したバリアフリー化を進める。
・転入者向けＭＭ、児童バス教室等に加え、利用促進策の取り組みについて検討を行う。



9

中部様式2

浜松市地域公共交通会議

平成１９年４月１日設置

フィーダー系統 平成３０年１月１２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）



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

目標収支率２０%の再考に
ついて

持続可能な公共交通を維持
するための維持基準であり、
慎重に検討する必要がある。

地域公共交通網形成計画で
の反映を予定している。

バス利用者を対象とした調
査について

職員がバスに乗車し、利用
者へのアンケート調査を
行った。

地域の取組みからみた地域
バスの評価指標について

評価指標の詳細について、
添付することにした。

退出路線の対応について 令和元年１０月に退出した、
北遠本線、阿多古線につい
て、代替路線案を検討し、
自主運行バスの運行を開始
した。

自主運行バスの利用促進、
状況把握を行い、路線の維
持に努めていく。

ー



2.アピールポイント 11

●公共交通利用者増加促進策

ＩＣＴシステムによる利用環境の向上

●ＩＣＴを活用した配車システムを採用
利用者：時刻表廃止に伴う利便性向上

バス停増設に伴う目的地増加
運行管理者：効率的な配車システムを構築

ＩＣＴ
の活用

１．引佐地域バスでＩＣＴを活用した実証実験を継続

利用者数の推移
（平成30年3月～令和元年10月）

●利用者数は住民への認知度上昇に伴い、
増加傾向

２．浜北地域バスでの促進策

●浜北地域で運行する地域バスにおいて、
散策コースの作成及びＨＰ掲載
経路は実際に区の職員が地域を回り、
おすすめを厳選して作成した。

●バス広告の足拭きマットを設置し、
利用促進を図った。

■浜北地域バス散策コース

R1.9までのグラフを挿入
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（別添１）

令和2年　1月　14日

協議会名：浜松市地域公共交通会議

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（令和元年度：H30.10～R1.9）

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）

【補助対象となる事業者名等
の名称を記載】

【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

・利用者実績は2390人で前年度比
95.3%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は9.8%であった。
・地域の取組みはＢ評価であった。

BA
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

佐久間ふれあいバス
　㈲水窪タクシー

協働センター 外～
佐久間病院 外

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

・利用者実績は9,339人で前年度比
93.6%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は7.7%であった。
・地域の取組みはＢ評価であった。

利用者の少ない便については、デ
マンド運行に変更し、収支の改善
を図った。今後は地域のイベント
時における地域バスの活用や商
店会との連携による回数券の斡
旋を行い、新規利用者開拓の取
組みを行う。

水窪ふれあいバス
　㈲水窪タクシー

池島線、白倉線

門桁線、上村・向島線

龍山ふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

白倉 外～西川 外

遠木沢、大嵐上～水窪～
小畑

向島、門桁～水窪～小畑

浦川方面線　外

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

・利用者実績は844人で前年度比
76.8%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は16.3%であった。
・地域の取組みはＢ評価であった。

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

【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）】

白倉線、大嶺線 外

運賃改定を行い、収支の改善を
図った。今後は地域のイベント時
における地域バスの活用や商店
会との連携による回数券の斡旋
を行い、新規利用者開拓の取組
みを行う。地域交通検討会において、地

域活動の共有を図ると共に、
各地域毎に協賛金を募り、賛
同いただいた協賛企業に対し
ては、時刻表等に企業名を記
載した。
各地域の交通検討会におい
て、活動内容を報告し、地域毎
に利用促進に向けた行動する
という意識づけとなり、地域バ
スを継続的な事業としていくこ
とに繋がった。 自家用車の依存が強く、利用者

はほぼ固定されている。今後は地
域のイベント時における地域バス
の活用や回数券の斡旋を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。



かるがも線（左回り）
北区役所～湖北高校～北
区役所

かるがも線

春野ふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

すがりふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

A C

自家用車の依存が強く、利用者
はほぼ固定されている。今後は地
域のイベント時における地域バス
の活用や回数券の斡旋を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。

B

・利用者実績は234人で前年度比6.8%
であった。収支率は目標20%以上に対
し、実績は7.2%であった。
・地域の取組みはB評価であった。

自家用車の依存が強く、利用者
はほぼ固定されている。今後は地
域のイベント時における地域バス
の活用や回数券の斡旋を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。

自家用車の依存が強く、利用者
はほぼ固定されている。今後は地
域のイベント時における地域バス
の活用や回数券の斡旋を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。

かるがも線（右回り）
北区役所～JAとぴあ細江
支店～北区役所

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

Ｃ

・利用者実績は701人で前年度比
94.3%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は11.1%であった。
・地域の取組みはＣ評価であった。
・地域の人口減少などによる利用者
減少に加え、地域で守り育てる意識
が薄い。

・利用者実績は39人で前年度比92.9%
であった。収支率は目標20%以上に対
し、実績は4.9%であった。
・地域の取組みはC評価であった。
・地域の人口減少などによる利用者
減少に加え、地域で守り育てる意識
が薄い。

門原ふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

笹合～竜川ふれあいセン
ター

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。

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

・利用者実績は5,376人で前年度比
92.8%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は9.0%であった。
・地域の取組みはC評価であった。
・地域の人口減少などによる利用者
減少に加え、地域で守り育てる意識
が薄い。

門原線

地域交通検討会において、地
域活動の共有を図ると共に、
各地域毎に協賛金を募り、賛
同いただいた協賛企業に対し
ては、時刻表等に企業名を記
載した。
各地域の交通検討会におい
て、活動内容を報告し、地域毎
に利用促進に向けた行動する
という意識づけとなり、地域バ
スを継続的な事業としていくこ
とに繋がった。

上すがり～下すがり入口
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

・利用者実績は1,358人で前年度比
89.8%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は24.0%であった。
・地域の取組みはＢ評価であった。

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。

A

百古里線

気賀駅～伊目・国宿～聖隷
三方原病院

気賀駅～伊目～聖隷三方
原病院

熊 外～横山車庫 外 A

清流気田川線 外

自家用車の依存が強く、利用者
はほぼ固定されている。今後は地
域のイベント時における地域バス
の活用や回数券の斡旋を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。

熊線、大白木線
熊・竜川ふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

勝坂 外～福祉センター 外 A

経路変更を行い、収支の改善を
図ると共に、利用実態に合わせた
運行の見直しを行った。今後は、
利用実態を考慮し、運行経路や
時刻の見直しを行うと共に、地域
のイベント時における地域バスの
活用や回数券の斡旋を行い、新
規利用者開拓の取組みを行う。

細江みをつくしバス
　遠鉄タクシー㈱

銅鐸線 北区役所～ベル21～西平



南線

伊平地～引佐～金指駅 外

三ヶ日オレンジふれあいバス
　遠鉄タクシー㈱

デマンド便、スクール便 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

ＩＣＴを活用した、実証実験を継続
して実施。今後は、利用実態を調
査すると共に、啓発活動を行い、
新規利用者開拓の取組みを行う。

滝沢にこにこバス
　遠鉄タクシー㈱

滝沢線

聖隷三方原病院～都田駅
前～滝沢東

滝沢口～滝沢東～聖隷三
方原病院

聖隷三方原病院～滝沢東
～都田駅

カインズモール～滝沢東～
狸穴集会場

自治体の協力金により、定時定路
の路線を維持している地域であ
り、地域の守り育てる意識は高い
が、近年は利用者減少により、負
担が増加してきている。今後は、
利用実態を考慮し、運行経路や
時刻の見直しを行うと共に、地域
のイベント時における地域バスの
活用や回数券の斡旋を行い、新
規利用者開拓の取組みを行う。

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。

・利用者実績は3,553人で前年度比
102.5%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は16.5%であった。
・地域の取組みはA評価であった。

B
聖隷三方原病院～狸穴上
～聖隷三方原病院

利用者限定のサービス券の配布
や企業からの協力金等、地域で
守り育てる意識は強いが、利用者
が固定され、利用者が増えていな
い。今後も啓発活動を行い、新規
利用者開拓の取組みを行う。

福祉センター～大谷～福祉
センター

福祉センター～尾奈～福祉
センター

高齢者に加え、通勤・通学での利
用が多く、他地域バスと比較し、
収支が高いが、更なる利用促進
のため、イベント時における地域
バスの活用やバス利用の斡旋を
行い、新規利用者開拓の取組み
を行う。

浜北コミュニティバス
　浜松バス㈱

大平堀谷線 堀谷～大平～なゆた浜北 A

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。

本坂～西小・只木～福祉セ
ンター

・利用者実績は21,857人で前年度比
98.8%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は35.8%であった。
・地域の取組みはＢ評価であった。

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

・利用者実績は2,106人で前年度比
94.6%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は13.4%であった。
・地域の取組みはB評価であった。

福祉センター～三ヶ日駅・
平山～福祉センター

福祉センター～まちなか・
本坂～福祉センター

福祉センター～本坂・只木
～福祉センター

福祉センター～本坂・只木
～福祉センター

北線

地域交通検討会において、地
域活動の共有を図ると共に、
各地域毎に協賛金を募り、賛
同いただいた協賛企業に対し
ては、時刻表等に企業名を記
載した。
各地域の交通検討会におい
て、活動内容を報告し、地域毎
に利用促進に向けた行動する
という意識づけとなり、地域バ
スを継続的な事業としていくこ
とに繋がった。

いなさみどりバス
　遠鉄タクシー㈱

・利用者実績は5,154人で前年度比
142.5%であった。収支率は目標20%以
上に対し、実績は12.9%であった。
・地域の取組みはB評価であった。



【別添】■地域の取組みからみた地域バスの評価（地域交通検討会における評価：H30.10～R1.9運行分）

　評価の仕方、採点方法等については別紙参照

協力金 増収活動 啓発 運行改善 数 増減率

3 13 4 2 5 5

1回
事業者からの協力

金
催事での臨時運

行等
時刻表配布等 運賃改定検討 -4.7%

3 7 3 3 5 0

1回
事業者からの協力

金
催事での臨時運

行等
時刻表配布等

運行ルート見直し
運賃改定等

-6.4%

3 20 4 3 3 0

1回
事業者からの協力

金
催事での臨時運

行等
時刻表配布等

バス停移設検討
運賃改定検討

-23.2%

3 0 2 10 3 0

1回 - 利用促進案内
時刻表配布
待合所整備等

運賃改定検討 -7.2%

6 0 1 4 5 0

2回 - 利用促進案内
利用者カード発

行
時刻･乗換え検討
増便検討

-5.7%

6 0 1 5 4 10

2回 - 利用促進案内
案内チラシ
時刻表配布

時刻･乗換え検討
バス停見直し検

討
6.8%

6 0 0 4 3 0

1回 - -
案内チラシ
時刻表配布

時刻見直し
運賃改定検討

-7.1%

6 25 2 5 4 0

2回
自治会による協力

金
沿線施設による
増収活動等

案内チラシ
時刻表配布

時刻見直し -10.2%

6 30 0 0 2 5

2回
自治会による協力

金
- - 時刻見直し 2.5%

10 0 0 9 8 10

7回 -
沿線施設による
増収活動等

案内チラシ
時刻表配布

時刻見直し 42.5%

6 0 1 8 0 5

2回 -
催事での利用促

進
案内チラシ
時刻表配布

- -1.2%

10 16 1 10 0 0

4回
事業者からの協力

金
ラッピングバス運行

利用者限定サー
ビス券配布

バス乗車体験
散策コース発行

等
- -5.4%

浜北区 浜北 12/2（月） 37 B

北区

2,226 2,106 ▲ 120

三ヶ日 11/13（水） 20 B 22,123

3,553 86

1,358 ▲ 154

引佐 12/11（水） 37 B 3,617

94.6% 1.3 13.4%

21,857 ▲ 266 98.8% 11.2 35.8%

12.9%5,154 1,537 142.5% 4.1

89.8% 2.0 24.0%

浜松北
（滝沢）

10/25（金） 43 A 3,467

細江 12/17（火） 36 B 1,512

102.5% 2.4 16.5%

天竜区

水窪 11/27(水) 32

7.2%

百古里 11/26（火） 13 C 42 39 ▲ 3 92.9% 1.0 4.9%

門原 12/17（木） 26 B 219 234 15 106.8% 1.3

9.0%

熊・竜川 12/2（月） 16 C 743 701 ▲ 42 94.3% 1.9 11.1%

春野 12/6（金） 18 C 5,795 5,376 ▲ 419 92.8% 2.6

▲ 634 93.6% 1.8 7.7%

龍山 12/5（木） 33 B 1,099 844

佐久間 12/10（火） 21 B 9,973 9,339

▲ 255 76.8% 1.3 16.3%

2,507 2,390 ▲ 117 95.3% 1.3 9.8%

評価 H30年度 R1年度
増減 1便

当たり

B

区 地域 評価実施日

評価結果 利用者数

収支率
協議

活動
成果 計



■地域の取組みからみた地域バスの評価（地域交通検討会における評価：H29.10～H30.9運行分）
　　評価指標

1.評価指標【満点 50 点】 
項目 評価 

協

議 

(1)地域交通検討会

の開催回数 
【10 点】 

2 回以上／年を目標 

1 回／年 3 点 

2 回／年 6 点 

3 回／年以上 10 点 

活 
 
動 

(2)地域活動状況 
【上限 30 点】 

①維持協力金 活動内容を確認し

総合的に評価する。

※注 

上限 30 点 

②増収対策活動 上限 10 点 

③啓発等活動 上限 10 点 

④運行改善 上限 10 点 

成

果 
(3)年間利用者数 
【10 点】 前年利用者数の維持を目標 

前年値－5%以上 0 点 
前年値±5%未満 5 点 
前年値＋5%以上 10 点 

 

※地域の活動や協力の評価にあたって考慮する点(参考) 

①維持協力金 維持基準を満たすための協力金が得られていること。 

寄付金など収入の一部として協力金が得られていること。 

・地域全体からの協力     10 点～30 点(金額による) 

・一部地域、一部企業等からの協力 5 点～30点(金額による) 

②増収対策活動 地域の全体または一部、もしくは単独で、積極的に行われ 

地域バスの増収に繋がっていること。 

・一活動(地域主体)       2 点 

・一活動(事業者・行政主体)   1 点 

③啓発等活動 地域の全体または一部、もしくは単独で、積極的に行われ 

地域全体の利用促進、意識高揚に繋がっていること。 

・一活動(地域参加)       2 点 

・一活動(事業者・行政主体)   1 点 

④運行改善 検討会において、ニーズにあった運行の検討が積極的に行なわれ、

運行改善がされていること。 

収支改善や効率化等が図られていること。 

・改善内容により   収支に直接関係    5 点 

           利便性の向上    1～3 点 

 

２．評価基準 

評 価 評価点数 評 価 内 容 

Ａ 40 ～ 50 点 

地域が積極的に地域バスの運行・維持に取り組んでおり、

地域の移動手段として必要不可欠なものとして認識され

ている。 

Ｂ 20 ～ 39 点 
地域が地域バスの運行・維持に取り組んでおり、地域の移

動手段として必要性を認識されている。 

Ｃ  0 ～ 19 点 地域において、地域バスの必要性を確認する必要がある。 

 



（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： 浜松市地域公共交通会議

令和2年　1月14日

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

浜松市は静岡県西部に位置しており、平成17年の12市町村合併により都心・市街地・郊外部地・中山間地を有する広大
かつ多様な特性をもつ市となった。面積は1558.06平方キロメートル、人口807.013人である。市内には、民間事業者によ
る鉄道・路線バスが運行しているが、路線バスについては、利用者不足などから減便や路線の撤退となる地域もあり、
今後のバス路線の維持確保は大きな課題となっている。また、中山間地域などでは、地域間幹線系統の補完的な役割
として、フィーダー系統である地域バス（デマンド型・路線型）の運行を12地域で行い、地域間幹線系統への乗継などを
含めた広域的な生活交通ネットワークを構築している。「浜松市の魅力を高める、使いやすい公共交通ネットワーク」「市
民の生活を支えるために必要な公共交通サービスの保障」を基本方針に掲げ、持続可能で使いやすい公共交通の構
築を進めているところである。



（別添１）

令和　元年　12月　18日

協議会名：浜松21世紀都市交通会議

①事業の結果概要
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

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【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】

【事業内容・結果概要】
・交通ネットワーク体系の検討
⇒立地適正化計画、都市計画マスタープランと整合を保った
新たな交通ネットワーク体系の検討を行っている。
・アンケートの実施と分析
⇒市民向けのアンケート、バス利用者に特化したアンケートをそれ
ぞれ行い、移動の需要等を把握した。
・公共交通運行維持のための検討
⇒浜松市地域バスの現状、課題を分析し、持続可能な公共交通
を提供するための新たな維持基準等を検討している。
・アクションプログラムの更新
⇒現計画の進捗状況の整理を行うとともに、新たな施策の検討の
ため、交通事業者へヒアリングを行うなどしている。
・地域公共交通網形成計画（案）取りまとめ
⇒上記内容を取りまとめ、地域公共交通網形成計画（案）の取りま
とめを行っている。
・協議会開催、パブリックコメントの実施に向けた準備
⇒第1回…8/28、第2回…12/18、第3回…3/26に協議会である浜
松21世紀都市交通会議の実施を予定している。また、パブリックコ
メントの実施に向けた準備も随時実施予定である。

A 事業は適切に実施されている。
令和2年3月ごろまでに浜松市地域公共交通網形成計画（案）を完
成し、パブリックコメント等を経て、令和2年度中の計画策定を予定し
ている。

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）

④事業実施の適切性



（別添１－２）

令和　元年　12月　18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

浜松21世紀都市交通会議

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

　本市では、平成22年度に浜松市総合交通連携計画を策定し、公共交通サービスとして、「浜松市の魅力を高める、使
いやすい公共交通ネットワーク、市民の生活を支えるために必要な公共交通サービスの保障」、公共交通の運営、維
持、管理する仕組みとして、「地域が主役となって育てる、持続可能な公共交通」を基本方針として掲げている。
　その中で、人口減少や少子高齢化に加え、運転手不足など近年顕在化している様々な課題に対応し、将来に渡って
持続可能な公共交通を維持するため、連携計画を見直し、まちづくりとも連携した浜松市地域公共交通網形成計画の
策定が必要と考えている。
　また、上位計画である浜松市総合交通計画も同時期の令和2年度策定を目途に計画見直しを予定しており、同じく上
位計画の浜松市立地適正化計画、浜松市都市計画マスタープランと整合を図りつつ、浜松市地域公共交通網形成計
画の策定を行う。


