中部様式1

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）

富士市公共交通協議会

平成２０年５月８日設置
フィーダー系統

平成３０年５月２３日
令和 元年６月１０日

確保維持計画策定
同計画変更

1.協議会が目指す地域公共交通の姿

（Plan）

地域の特性・背景
静岡県の東部、富士山の麓に位置し、北は富士山、南は駿河湾に囲まれている市である。
鉄道（東海道新幹線及びＪＲ東海道本線、身延線）と高速道路（東名及び新東名）を有してお
り、広域における移動手段が発達している。

新幹線駅（新富士駅）とＪＲ駅（富士駅）が離れており、バスターミナルである吉原中央駅を
加えると、主要交通結節点が３箇所存在している。



富士市地域公共交通総合連携計画の概要

基本
方針

目標

期間

富士市地域公共交通網形成計画（素案）

公共交通を「社会的インフラ（＝基
盤）」と位置付け、複数の交通手段
を状況に応じて選択できる、バラン
スの取れた都市交通体系を実現する
ため、公共交通の充実を図る。

バランスが取れた都市交通体系を実現するため、
暮らしの質を維持する「動く公共施設」として
維持・充実を図ります。

①公共交通利用可能エリアの拡大

【持続性】

④みんなで創り・育て・守る機運の
醸成

①地域の実情に応じた多様な公共
交通サービスの提供
【戦略性】 ②まちづくりと連携した拠点・地
域間の強固な連携確保
【参加型】 ③みんなで支え、育て、守る公共
交通の推進
【未来志向】④将来を見据えた新たな公共交
通の導入

平成２６年度～令和２年度

令和３年度～令和７年度（予定）

②安全・安心で質の高い運送サービ
スの提供
③まちづくり施策との連携強化

1.協議会が目指す地域公共交通の姿

（Plan）

富士市の公共交通ネットワーク概要図
凡例
高速道路
新幹線
東海道本線・身延線
岳南鉄道線

富士宮市

こぶし

地域間幹線系統（バス）
路線バス(民間)
コミュニティバス（自主運行）
コミュニティバス
（フィーダー）
デマンドタクシー（自主運行）
デマンドタクシー（フィーダー）

てんまーる

おかタク

こうめ
おぐるま
（R1.12実証開始）

吉原中央駅

ほたる

新東名高速道路
東名高速道路

静岡市

うるおい

富士駅

かぐや

新富士駅
至 名古屋
みなバス

新富士線

沼津市

まちなか循環バス

駿河湾

至 東京

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）

（現計画）富士市地域公共交通総合連携計画における取組み

富士市公共交通利用促進条例の制定

富士市役所職員の通勤時におけるMMの実施

市、市民、事業者及び公共交通事業者(４者)
の果たすべき責務等を明らかにし、公共交通の
利用を総合的に促進し、活力ある地域社会及び
地域経済の実現に寄与することを目的とする。
【基本理念】
・市民による積極的な利用
・公共交通が便利になり使いやすくなること
・公共交通の必要性を認識すること
・４者が連携すること

条例を契機とし、マイカー通勤率8割以上の市
職員が率先し公共交通利用への転換を図る。
【実施内容】
７～9月 ：職員にアンケート調査の実施
（最寄りバス停、車通勤の理由等）
9～11月：調査結果から、転換可能職員を抽出
し、独自時刻表を作成
12月 ：転換可能職員にマイ時刻表を配布
（今後、行動内容をアンケート調査予定）

デマンドタクシー運行開始

バスロケの導入

富士市西部において松野地区
デマンドタクシー「おぐる
ま」の実証運行を開始した。
運行開始にあたり、地元町内
会と協働で利用者向けの説明
会を実施した。（15か所307
人参加）。

富士急静岡バス㈱が導入するバ
スロケの費用に対し、国庫補助
金と協調して支援を行う。
運行情報表示機を設置予定箇所
・バス停（屋外）
富士駅
中央病院
富士市役所
吉原中央駅
・ロビー内（屋内）
中央病院
富士市役所

ポケット時刻表の配布
車でのアクセスが多い新富
士駅利用者を対象に、路線
バスでのアクセスに転換し
てもらえるよう、富士急静
岡バスと協働
でポケット時
刻表を作成し、
街頭配布を
行った。ホ
テル、飲食
店、公共施
設にも配架

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）

（次期計画）富士市地域公共交通網形成計画における取組み

観光二次交通を主体とした公共交通網拡充可能性調査
【目的】田子の浦漁港や富士川楽座（道の駅）へのアクセス
向上を図るため新路線開設の可能性を調査する
【調査内容】①富士川楽座、富士駅、新富士駅、田子の浦漁港
で市外からの観光客を対象としたアンケート
②市外在住者を対象としたWEBアンケート
【結果概要】
条件次第で約７割の方が利用の可能性がある。利用条件として、
料金及び乗り心地（車内からみられる景色）の優先度が高い。
【追加調査】富士市環境フェア都市計画課出展ブースにおいて、
上記路線の可能性について市内在住者に対しアンケートを実施
【結果概要】必要38％ どちらかといえば必要28％

自動運転走行環境調査

【調査内容】
上記４地点間において、
自動運転車の運行可能性
を調査
【結果概要】
富士駅周辺は通行量が多
く、道路幅員が狭いため
現状では走行に向かない。
新富士駅～田子の浦漁港
間は通行量も少なく、幅員も広いため走行可能と判断

素案の作成
現在調査結果をもとに素案を作成してお
り、以下の通りの目標を設定し、素案作
成に向けて検討を行っている。
【持続性】

①地域の実情に応じた多様な公共
交通サービスの提供
【戦略性】 ②まちづくりと連携した拠点・地
域間の強固な連携確保
【参加型】 ③みんなで支え、育て、守る公共
交通の推進
【未来志向】④将来を見据えた新たな公共交
通の導入

3.計画の達成状況の評価指標とその結果

（Check）

評価の実施方法
①ﾌｨｰﾀﾞｰ系統運行以外の実施事業：事業の実施により得られた効果を考察
②ﾌｨｰﾀﾞｰ系統(ｺﾐ交通) ：利用者が前年度を上回るか、目標収支率（地域路線33.3％、
まちなか路線20.0％）を上回るか。乗継先を含む路線に対する考察
③ﾌｨｰﾀﾞｰ路線(民間路線）：利用者が前年度を上回るか、収支率80.0％を上回るか。
評価場所・日時 令和2年1月30日

富士市公共交通協議会にて審議

評価 ①ﾌｨｰﾀﾞｰ系統運行以外の実施事業
取組み

評価

富士市公共交通利用促
進条例の制定

制定を契機に、特に交通事業者と連携して利用促進の活動をする機運
が高まった。

富士市役所職員の通勤
時におけるMMの実施

職員に対して、公共交通の利用に関して考える機会を設けることがで
きた。

デマンドタクシー運行
開始

昨年より地元住民との協働で検討を重ねたため、利用方法を地区が主
体となって広報したりするなど地区の乗り物の意識が高められている。

バスロケの導入

バスロケの存在がアピールでき、利用環境の向上を伝えることができ
るようになる（令和元年度中）。

ポケット時刻表の配布

後日時刻表が欲しいという問い合わせもあったことから、新富士駅利
用者に対し、車でのアクセスだけではないことをアピールできた。

3.計画の達成状況の評価指標とその結果
②フィーダー系統 (ｺﾐｭﾆﾃｨ交通)
③フィーダー系統(民間路線)

評価基準（Ａ：順調、Ｂ：見直しの余地あり、Ｃ：廃止も含めて検討）
※利用者数と収支率の両方を達成した路線をＡ、片方のみ達成又は両方未達成だがもう少
しで達成できると考えるものはＢとした。（目標を達成した項目は
で表示）

1ヶ月の利用者数
目標
実績
②うるおい
1,109人
986人
②こうめ
483人 502人
②みなバス
1,295人 1,598人
②こぶし
36人
47人
②ほたる
71人
77人
②かぐや
79人
94人
②おかタク
115人 105人
②てんまーる
ー
161人
③ゆりかご
1,516人 2,054人
③ぐるっとふじ 7,542人 8,038人
路線名

評
価

（Check）

収支率
目標 実績
20.0% 32.1%
33.3% 32.2%
33.3% 44.5%
33.3% 29.7%
33.3% 37.2%
33.3% 28.6%
33.3% 42.3%
33.3% 35.8%
80.0% 60.0%
80.0% 74.3%

総合
評価

B
B
A
B
A
B
B
A
B
B

乗継券使用数
(ｺﾐﾊﾞｽ⇔路線ﾊﾞｽ)

15
17
115
0
0
0
0
0
ー
ー

乗継状況を検証する
ため、参考として乗
継割引券の使用枚数
を調査した。
「乗継割引券」
コミ交通⇔コミ交通、コ
ミ交通⇔路線バスとの乗
り継ぎの際に利用でき、
利用者の申出により車内
で配布している（５０円
引き）。なお、路線バス
の利用路線までは不明で
ある。

利用者数、収支率はおおむね現状維持又は増加しており順調であると思われる。また、本
市のコミュニティ交通については収支率が目標に達しなかった際、不足分を地元負担とす
るなど、改善に向けて運行内容の検討をすることから、引き続き地元と協働で運行を行っ
ていく。また、乗継状況については、路線によって状況は異なるが、乗継割引券の周知を
進め、乗継環境の向上に努めていく。

4.自己評価から得られた課題と対応方針

（Act）

今後の課題と対応

課題

今後の対応

 これまでの市の取組み（自主運行路線の
導入等）から、「公共交通カバー地域」
が拡大しているが、カバーされていない
地域（公共交通空白地域）も少なからず
点在している

 公共交通空白地域が存在する地区に対し、
コミュニティ交通の導入について、引き
続きＰＲ活動を実施する

 本格的な人口減少・少子高齢化社会が到
来する中、都市機能を公共交通の拠点に
集約し、公共交通網により連携させてい
くことが求められている

 現在策定作業を行っている地域公共交通
網形成計画において、立地適正化計画と
整合・連携を図り、集約・連携型の都市
を目指していく

 利用者減少や路線バス事業者の運転士不
足等によるバス路線の廃止が加速する中、
高齢化に伴う交通弱者の増加とともに、
公共交通に関する様々なニーズが表面化
している

 分野横断的に市役所内の各担当部署（福
祉部門、観光部門、交通安全部門等）と
連携して対応していく

中部様式2

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）

富士市公共交通協議会

平成２０年５月８日設置
フィーダー系統

平成３０年５月２３日
令和 元年６月１０日

確保維持計画策定
同計画変更

1.直近の第三者評価の活用・対応状況
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

市全体として交通ネット
ワークを考えた場合、シス
テム・運賃が一体化した形
での交通が効果的であると
思われるため、今後検討を
お願いしたい。

市全体の交通ネットワーク 引き続き、MaaSを含めて
を表示した「富士市バスな 調査・研究を進めていく。
び」を作成しているが、運
賃等までのフォローができ
ていないため、その表示方
法について検討した。

【意見】
ターゲットを決めたアプ
ローチが必要

市職員を対象としたMMを
実施した。

路線の開設やMMの実施時
には、より明確にターゲッ
トを決めたアプローチをし
ていきたい。

【意見】
コミバスやデマタク等の市 まずは地元住民に親しみを 今後、名称を含め、来訪者
自主運行路線が様々あるが、持った路線とするため地元 に向けた表示を検討してい
名称が独特なため、来訪者 にあった名称としていたが、く。
の認識されるような取組が 来訪者に対する視点を持っ
必要
ていく。

2.アピールポイント
富士市公共交通利用促進条例の制定
市、市民、事業者及び公共交通事業者(４者)の果たすべき責務等を明らかにし、公共交通の利
用を総合的に促進し、活力ある地域社会及び地域経済の実現に寄与することを目的とする。
【市の責務】

【市民の責務】

【事業者の責務】

【交通事業者の責務】

・利用促進に関する施策
の実施
・必要な財政措置
・４者の協力関係を深め
るよう努める
・市民の理解、関心を深
めるよう努める

・理解、関心を深め、
積極的に利用するよう
努める
・市が実施する施策に協
力するよう努める
・公共交通事業者が実施
する事業に協力するよ
う努める

・通勤等における利用を
促進するよう努める
・従業員に対し利用促進
に関する啓発を行うよ
う努める
・市や交通事業者が実施
する施策に協力するよ
う努める。

・公共交通の利便性の
向上をはかり、積極的
に情報を提供する
・公共交通の利用促進に
関する事業を実施し、
市が実施する施策に協
力するよう努める

富士市役所職員の通勤時におけるMMの実施
条例を契機とし、マイカー通勤率8割以上の市職員が率先し公共交通
利用への転換を図る。
対象者：本庁舎、消防防災庁舎等（回答者数905人）
その内、公共交通転換可能性ありと判断した職員：288人
【実施内容】
7～9月 ：職員にアンケート調査の実施（最寄りバス停、車通勤の理由等）
9～11月：調査結果から、転換可能職員を抽出し、独自の時刻表を作成
12月 ：転換可能職員にマイ時刻表記入用紙、自宅付近からのバス時刻表
を配布（今後、行動内容をアンケート調査予定）

（別添１）

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）
令和2年 1月24 日
協議会名：

富士市公共交通協議会

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

【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
【補助対象となる事業者名
入費に係る国庫補助金の交付
等の名称を記載】
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）】

石川タクシー富士㈱

石川タクシー富士㈱

吉原・富士駅北地区
コミュニティバス「うるおい」①
②
吉原中央駅〜富士駅

岩松北地区コミュニティバス
「こうめ」
岩本山公園〜富士駅

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

【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】

④事業実施の適切性

⑤目標・効果達成状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【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
A
A
【計画に位置付けられた定 なく、地域の取り組みについて
・
・
量的な目標・効果が達成さ 広く記載。特に、評価結果を生
【計画に基づく事業が適切
B
B
れたかを、目標ごとに記
活交通確保維持改善計画にど
に実施されたかを記載。計
・
・
載。目標・効果が達成でき のように反映させるか（方向性
画どおり実施されなかった
C
C
なかった場合には、理由等 又は具体的な内容）を必ず記
場合には、理由等記載】
評
評
を分析の上記載】
載すること。】
価
価
※なお、当該年度で事業が完
了した場合はその旨記載

利用状況等を地区住民に周知
する「うるおいだより」の発行な
A
ど、地元町内会と協力してＰＲ
活動を実施した。

利用状況等を地区住民に周知
する「こうめだより」の発行や、
地域住民で組織する「こうめ協 A
議会」と協力したＰＲ活動等の
取組みを継続的に実施した。

利用者数は減少したが、収
支率は目標を達成できた。
計画どおり実施された。

計画どおり実施された。

Ｂ 前年利用者数1,109人
実績利用者数986人
目標収支率20％
実績収支率32.1％

利用者数減少の原因を分析
し、次年度は目標を達成できる
よう、地区住民と協力して利用
促進を図る。

利用者数・収支率ともに前
年度実績を上回ったが、収
利用者数は増加したものの、
支率の目標は達成できな
利用者の高齢化など引き続き
かった。
減少要因は存在するため、地
Ｂ
元住民で組織する「こうめ協議
前年利用者数483人
会」と協力して利用促進を図
実績利用者数502人
る。
目標収支率33.3％
実績収支率32.2％

石川タクシー富士㈱

富士急静岡バス㈱

富士急静岡バス㈱

富士交通㈱

富士南地区コミュニティバス
「みなバス」①②
新富士駅〜富士駅南口

新富士（ゆりかご）線
富士駅南口〜イオンタウン富
士南

まちなか循環バス（ぐるっとふ
じ）①②
吉原中央駅〜富士駅・新富士
駅〜吉原中央駅

大淵富士本地区
デマンドタクシー「こぶし」
大淵富士本地区〜中野

利用状況等を地区住民に周知
する「みなバスだより」の発行
など、富士南地区まちづくり協 A
議会と協力してＰＲ活動を実施
した。

目標数値を運行路線の性質に
あった水準に見直し、その目標
A
を達成できるよう、住民や利用
者とともにＰＲを図った。

目標数値を運行路線の性質に
あった水準に見直し、その目標
A
を達成できるよう、住民や利用
者とともにＰＲを図った。

利用状況などを地区住民に周
知する「こぶしだより」を発行す
るなど、地元町内会と協力して
ＰＲ活動を実施した。

A

計画どおり実施された。

利用者は増加しているが収支
利用者数は増加しており、
率が下がった理由として、車両
収支率も目標を達成でき
更新を行ったため経費が上
た。
がったためである。しかし、想
A
定内であり次年度も目標を達
前年利用者数1,295人
成できるよう、地区住民ととも
実績利用者数1,598人
に利用促進を図り、必要に応じ
目標収支率33.3％
て運行内容の見直しを検討す
実績収支率44.5％
る。

計画どおり実施された。

利用者数は増加したが、収
入の増加よりも、経費上昇
による費用の増加が大きく
収支は悪化したため収支率
は目標を達成できなかっ
次年度は目標を達成できるよ
Ｂ た。
う、運行事業者とともに利用促
進を図る。
目標利用者数1,516人
実績利用者数2,054人
目標収支率80.0％
実績収支率60.0％

計画どおり実施された。

利用者数は増加したが、収
入の増加よりも、経費上昇
による費用の増加が大きく
収支は悪化したため収支率
次年度は目標を達成できるよ
は目標を達成できなかった
Ｂ
う、運行事業者とともに利用促
進を図る。
前年利用者数7,542人
実績利用者数8,038人
目標収支率80.0％
実績収支率74.3％

計画どおり実施された。

Ｂ

利用者数は増加したもの
の、割引運賃の小中学生
の利用が増えたことによる
ことから収支率は目標を達
成できなかった。
前年利用者数36人
実績利用者数47人
目標収支率33.3%
実績収支率29.7％

一般的にデマンドタクシーは需
要の少ない地区で運行してお
り、とりわけ人口の少ない区域
を運行する「こぶし」では、利用
者数を増やすことは難しいが、
地区との協働により、潜在的な
利用者獲得に向け、ＰＲ活動を
行い、目標達成を目指したい。

シンフジハイヤー㈱

シンフジハイヤー㈱

鷹岡タクシー㈱

原田地区
デマンドタクシー「ほたる」
原田地区内と吉永地区内

吉永地区
デマンドタクシー「かぐや」
吉永地区内と原田地区内

利用状況などを地区住民に周
知する「ほたるだより」を発行す
A
るなど、地元町内会と協力して
ＰＲ活動を実施した。

利用状況などを地区住民に周
知する「かぐやだより」を発行す
A
るなど、地元町内会と協力して
ＰＲ活動を実施した。

計画どおり実施された。

利用者数、収支率は前年
事業完了
度を上回り目標を達成でき
（令和元年９月30日をもって、
た。
本路線に接続する富士急静岡
Ａ
バス「船津線」が地域間幹線系
前年利用者数71人
統の国庫補助対象からは外れ
実績利用者数77人
たため）
目標収支率33.3％
※引き続き運行
実績収支率37.2％

計画どおり実施された。

利用者数は増加したが、経
費の増加や広告収入の減 事業完了
少により、収支率は目標を （令和元年９月30日をもって、
達成できなかった
本路線に接続する富士急静岡
Ｂ
バス「船津線」が地域間幹線系
前年利用者数79人
統の国庫補助対象からは外れ
実績利用者数94人
たため）
目標収支率33.3％
※引き続き運行
実績収支率28.6％

利用者数は減少したが、収
支率は目標を達成できた。

丘地区
デマンドタクシー「おかタク」
丘地区〜入山瀬駅

利用状況などを地区住民に周
知する「おかタクだより」を発行
するなど、まちづくり協議会と
協力してＰＲ活動を実施した。

天間地区デマンドタクシー「て
んまーる」
天間地区〜富士根駅

利用状況などを地区住民に周
知する「てんまーるだより」を発
行するなど、まちづくり協議会 A
と協力してＰＲ活動を実施し
た。

A

計画どおり実施された。

Ｂ 前年利用者数115人
実績利用者数105人
目標収支率33.3％
実績収支率42.3％

利用者数減少の原因を分析
し、次年度は目標を達成できる
よう、地区住民と協力して利用
促進を図る。

収支率は目標を達成できた
鷹岡タクシー㈱

計画どおり実施された。

前年利用者数：
A 初年度のためなし
実績利用者数161人
目標収支率33.3％
実績収支率35.8％

地区住民と協力して利用促進
を図る。

（別添１−２）

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
令和2年 1月 24日
富士市公共交通協議会
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）

富士市公共交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

富士市地域公共交通総合連携計画（2014〜2020）では、「公共交通を『動く公共施設』と位置付ける」という基本理念の
もと、次のような基本方針を定めています。
複数の交通手段を状況に応じて選択できる、バランスの取れた都市交通体系を実現するため、公共交通の充実を図り
ます。

（別添１）

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）
令和2年1月24日
協議会名：富士市公共交通協議会

②事業実施の適切性

①事業の結果概要

【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】

■事業内容
①上位計画・関連計画の体系整理
②既存計画の検証、評価、課題整理
③現状調査
④公共交通網拡充可能性調査
⑤課題抽出及び交通計画策定の考え方
⑥協議会開催
■結果概要
①〜③上位計画や関連計画の体系整理や既存計画
の検証および本市における公共交通に関する現状を
整理し、課題の洗い出しを行った。これらをもとに基本
方針や目標を設定するための素案作りを現在行って
いる。
④対面式のアンケートやWEB調査を実施し、観光二次
交通としての新規路線の開設に向けた可能性調査を
行った。概ね必要性が確認できたが、条件次第で利
用するとの声が多くあったため、来年以降の課題とし
て利用してもらえるような運行内容の検討が重要とな
る。
⑥概要を提示し、委員からの意見を反映する予定で
ある。

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

【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】

■補助対象事業名
富士市地域公共交通網形成計画策定にかかる事前
調査業務
■実施時期
令和元年７月１日から令和２年３月２７日まで

A

事業は適切に実施されている。

■現状
現在調査結果をもとに素案を作成しており、以下の通
りの目標を仮に設定し、素案作成に向けて検討を行っ
ている。
【持続性】 ①地域の実情に応じた多様な公共
交通サービスの提供
【戦略性】 ②まちづくりと連携した拠点・地
域間の強固な連携確保
【参加型】 ③みんなで支え、育て、守る公共
交通の推進
【未来志向】④将来を見据えた新たな公共交
通の導入

（別添１−２）

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
令和2年1月24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）

富士市公共交通協議会

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

本市では、昨年度に「岳南都市圏総合都市交通計画」や「立地適正化計画」を策定し、人口減少時代に対応した都市づくりを進めることとしており、本年度には富士市
公共交通利用促進条例を制定したため、公共交通の充実をより推進していきたい。これらの計画との整合性をとり、かつ、訪日外国人をはじめとした観光分野やＩＣＴ
技術を活用した新たな交通サービスへの展開、新たな需要のある路線の調査などをふまえ、現計画の計画期間の終了に合わせ、本市における公共交通の充実を図
るため計画を策定する。

