
袋井市地域公共交通会議
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平成１９年９月２６日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２６日 確保維持計画策定
平成３１年３月２９日 確保維持計画変更

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）

１ 地域の特性

本市は、人口88,470人（令和元年10月１日現在）総面積は108.33k㎡で、県内では、中東遠

地域に位置しており、南は、遠州灘に面し、東は掛川市、西は磐田市、北は森町と隣接して

いる。

東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道１号、国道150号が市域を東西に貫通し、

東名高速道路袋井インターが設置されている。

２ 公共交通の現状

鉄道は、ＪＲ東海道本線の袋井駅と愛野駅が設置されている。

民間路線バスは、遠州鉄道㈱が１路線、秋葉バスサービス㈱が５路線を運行しており、路

線バスが運行していない区域は、市が自主運行バス、デマンド（予約型乗合）タクシー、地

域協働運行バスを運行している。

遠州鉄道㈱が運行する路線バスは令和３年３月末までに全路線で廃止が予定されており、

自主運行バスなどの市が運行する公共交通へ参画する交通事業者もいない状況であるため、

地域と協働した自家用有償旅客運送など地域協働運行バスの運行区域の拡大を進める取組を

している。また、計画的な公共交通の運行をするため、今後、地域公共交通網形成計画を策

定する予定である。

2



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

１ 地域協働運行バスの運行

本市では、民間路線バスの廃止や市が運行する

公共交通へ参画する交通事業者がなかなか見つか

らない状況であるが、高齢者の運転免許証返納後

の移動手段の確保など、利便性の高い公共交通の

構築が急務となっている。

そのような中で、本市では、小学校区ごとに設

置しているコミュニティセンターを中心とした地

域活動が盛んで、移動手段の確保を地域課題とし

てとらえ、平成22年12月からは浅羽東地区『めだか号』、平成25年２月からは三川地区『か

わせみ』が地域で運行委員会を組織し、ボランティア運転手を確保し、地域住民の移動手段

の確保に取り組んでいる。

２ 各地区での意見交換会の実施

市内14か所のコミュニティセンターごとに、本市の公共交通の現状の共有化と地域に必要

な公共交通について意見交換を実施している。

本市の特徴的な公共交通である地域協働運行バスの導入を検討している地域もあることか

ら、地域の意向が示された地域については、市としても積極的な支援をしていく。



5地域協働運行バスとは・・・

浅羽東地区『めだか号』

■遠鉄バス磐田駅横須賀線、静鉄バス袋井駅同笠線廃止
■平成12年7月 自主運行バスが運行開始
※路線がわかりにくい、帰り便や乗り継ぎが不便

■平成22年12月～ 試行運行 平成23年4月～ 本運行開始

変

遷

概

要

■運行車両 トヨタ ハイエース（10人乗り） ※市から貸与
■運行時間 火～土曜日（祝日・年末年始は運休） 8:30～17:00
■予約受付 午前便：出発の１時間前まで 午後便：前日まで
■利用料金 無料 ※運行経費は市からの委託料
■利用者 地区在住者で事前登録した者、自力で乗車できる方
■運行形態 旧浅羽町内と近隣地区の主要施設、バス停～目的地～バス停
■運転手 地域のボランティア13名＋コミセン職員2名、運転頻度は2～3回/月
■登録者数 Ｈ23：196人→Ｈ30：316人 ■利用者数 Ｈ23：1,294人→Ｈ30：2,361人

三川地区『かわせみ』

■平成14年4月 自主運行バスが運行開始
※本数が少ない、中心地区から遠く不便

■平成25年2月～ 試行運行 平成26年9月～ 本運行開始

■運行車両 トヨタ ポルテ（5人乗り） ※市から貸与
■運行時間 月～土曜日（祝日・年末年始・お盆・祭典時は運休）

8時台～17時台
■予約受付 前週の土曜日まで
■利用料金 無料 ※運行経費は市からの委託料
■利用者 地区在住の高齢者で事前登録した者、自力で乗車できる方
■運行形態 市北部地域と近隣地区の主要施設、自宅～目的地～自宅
■運転手 地域のボランティア28名、運転頻度は1～2回/月
■登録者数 Ｈ26：83人→Ｈ30：119人 ■利用者数 Ｈ26：725人→Ｈ30：687人

変

遷

概

要



目標値：１日あたりの利用者数（前年等の実績を元に設定。）

目標達成についての考察
◇ 山梨・中東遠総合医療センター線及び浅羽・中東遠総合医療センター線については、他路

線との結節が不便なため、目標値に届かなかった。

◇ 袋井駅・中東遠総合医療センター線については、中東遠総合医療センターに運行する他の

路線に比べ運行本数が多いことや、袋井駅での結節が図られているため、目標を達成した。

◇ 予約型乗合（デマンド）タクシーについては、各地区での説明会の実施などの周知により

目標を達成した。

63.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

路線名 目標値 実績値 達成状況

山梨・中東遠総合医療センター線 ～H31.3 ５人／日 3.3人／日 未達成

浅羽・中東遠総合医療センター線 ～H31.3 10人／日 9.0人／日 未達成

袋井駅・中東遠総合医療センター線 46人／日 47.5人／日 達成

予約型乗合（デマンド）タクシー（宇刈地区） 1.7人／日 3.0人／日 達成

予約型乗合（デマンド）タクシー（浅羽南地区） 2.3人／日 3.0人／日 達成

予約型乗合（デマンド）タクシー
（山梨・中東遠総合医療センター線） H31.4～

1.2人／日 2.5人／日 達成

予約型乗合（デマンド）タクシー
（浅羽・中東遠総合医療センター線） H31.4～

3.1人／日 3.2人／日 達成



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act）

【課題】
◇ 袋井駅・中東遠総合医療センター線は目標は達成したものの、利用が少ないバス停がある

一方で、高校生の通学や観光客の移動手段として、利用できる可能性がある。

◇ 予約型乗合（デマンド）タクシーは目標は達成したものの、乗合率が低い状況である。

宇刈地区：1.24 浅羽南地区：1.17

山梨・中東遠総合医療センター線：1.46 浅羽・中東遠総合医療センター線：1.31

※平成31年４月～令和元年９月実績による

◇ 地域協働運行バスの運行区域拡大に伴い、既存公共交通の運行路線変更などを実施する必

要がある。

【対応方針】
◇ 袋井駅・中東遠総合医療センター線は、令和３年４月からの路線変更に向け、本年12月25

日開催の袋井市地域公共交通会議で検討を始めた。

◇ 予約型乗合（デマンド）タクシーの乗合率向上については、引き続き各地域での意見交換

会において利用方法等の周知を図るほか、料金体系やインセンティブについて、令和３年４

月からの運行に向け検討していく。

◇ 市が運行する自主運行バス、予約型乗合（デマンド）タクシーの契約更新時期が令和３年

４月であるため、この契約更新に合わせ、地域協働運行バスの運行区域拡大に伴う自主運行

バスなどの運行経路の検討、地域公共交通網形成計画を策定していく。
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袋井市地域公共交通会議

8

平成１９年９月２６日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２６日 確保維持計画策定
平成３１年３月２９日 確保維持計画変更

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 9

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

デマンドタクシーの利用が伸
び悩んでいる原因は。

１年間の試行運行によるアン
ケートで３つの課題が明らか
となった、運賃値下げ、運行
本数の増便、予約時間の変更
（短縮）について見直しを
行った。

新たな運行方法を浸透させる
ため、運行地区内でのＰＲ強
化を図る。
高齢者の利用が多いため、高
齢者が集まる機会にＰＲを実
施する。

中東遠総合医療センター線の
時間変更は、地域と協議した
結果か。

目的地である中東遠総合医療
センターからの依頼に基づき
変更した。

地域で実施している意見交換
会での意見や今後実施する利
用者アンケートでの意見を、
次回の見直しに活かす。
山梨・中東遠総合医療セン
ター線、浅羽・中東遠総合医
療センター線については、利
用者がいない便が多かったた
め、本年４月から定時定路線
での運行から、予約型乗合
（デマンド）タクシーでの運
行に変更した。



2.アピールポイント

【袋井駅・中東遠総合医療センター線】

結節の図られている袋井駅・中東遠総合医療センター線の利用者数増加につなげるため、本

年４月から山梨・中東遠総合医療センター線及び浅羽・中東遠総合医療センター線を利用状況

等により、定時定路線での運行から、予約型乗合（デマンド）タクシーでの運行に変更した。

【地域との意見交換会の実施】

市内14か所のコミュニティセンターごとに、本市の公共交通の現状の共有化と地域に必要な

公共交通について意見交換を実施している。

本市の特徴的な公共交通である地域協働運行バスの導入を検討している地域もあることから、

地域の意向が示された地域については、市としても積極的な支援をしていく。
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（別添１）

令和元年12月25日

協議会名：

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

秋葉バスサービス㈱
　袋井駅から愛野駅を経由し、中東遠
総合医療センターまでの路線を運行

　平成30年１月の自己評価
に基づき、平成30年６月に
計画を策定し、事業を実施し
た。

A 計画どおり運行できた。 A
　目標利用者数46人/日に対し、
47.5人/日であった。

　より多くの利用が図られるよう路線の
変更の検討を行う。

遠鉄タクシー㈱

①宇刈地区内のデマンド（予約型乗
合）運行
②浅羽南地区内のデマンド（予約型乗
合）運行
③山梨地区から中東遠総合医療セン
ターへのデマンド（予約型乗合）運行
④浅羽地区から中東遠総合医療セン
ターへのデマンド（予約型乗合）運行

　平成30年１月の自己評価
に基づき、平成30年６月に
計画を策定し、事業を実施し
た。
　平成31年３月に中東遠総
合医療センターの運行方式
変更に伴い計画を変更し、
事業を実施した。

A 計画どおり運行できた。 A

①宇刈地区
　目標利用者数1.7人/日に対
し、3.0人/日であった。
②浅羽南地区
　目標利用者数2.3人/日に対
し、3.0人/日であった。
③山梨・中東遠総合医療セン
ター線
　目標利用者数1.2人/日に対
し、2.5人/日であった。
④浅羽・中東遠総合医療セン
ター線
　目標利用者数3.1人/日に対
し、3.2人/日であった。

　現在、市内各地域において今、公共
交通についての意見交換会を実施して
いる。
　本市の特徴でもある市民との協働の
取り組みを地域に提案をしたり、現状
やデマンドタクシーの利用方法を周知
する中で、利用者の増加につなげられ
るような意見を運行に反映していく。

袋井市地域公共交通会議

地域公共交通確保維持改善事業

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 -



（別添１－２）

令和元年12月25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

１　「都市拠点」と「地域拠点」を「軸」でネットワークする民間バス路線の維持
　　都市拠点であるＪＲ袋井駅と地域拠点である上山梨地区及び浅羽支所周辺地区を結ぶ秋葉中遠線・秋葉線を運行する秋葉バスサービス株式会社
　と引き続き連携し、利用促進を図ることにより、本路線を維持していく。
２　「自主運行バス」や「デマンドタクシー」、「地域協働運行バス」を組み合わせたスクラム型の地域公共交通の構築
　　現在運行している自主運行バスは、決められた時間に決められた場所で誰でも乗降できる利便性の高い運行方式である。一方、浅羽南地区と宇刈
　地区で導入しているドア・ツー・ドア型デマンドタクシーは、高齢者等の交通弱者の足として利便性の高い運行方式である。また、地域協働運行バス
　は、地域で創り育てていくことのできる公共交通である。
　　交通事業者の運転者不足や費用対効果を考えると、今後は様々な公共交通を効果的に組み合わせた地域公共交通の構築が求められている。
３　地域ごとに地域が必要とする移動手段の方法等を検討
　　平成31年度以降、地域（コミュニティセンター）ごとに地域が必要とする移動手段の方法等を検討する話し合いの場をつくり、地域の公共交通を地域
　全体で守りながら、新たに創り・育てていく機運を醸成していく。
４　ＰＤＣＡサイクルをまわしていく基準や仕組みづくりの構築
　　今後、実状を反映した公共交通を構築していくため、基準を整備し利便性向上とコスト意識をもって事業を実施できる仕組みを構築する必要がある。
　行政評価等を活用し、事業を実施する（Ｄｏ）だけではなく、事業効果の把握・評価（Ｃｈｅｃｋ）をし、改善を図って（Ａｃｔｉｏｎ）いく必要がある。

袋井市地域公共交通会議

地域公共交通確保維持改善事業


