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平成１８年１１月３０日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８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）

中部様式1



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

地域の特性と背景
〇人口：経年的に減少傾向、高齢化は着実に進展（H27時点高齢化率：29％）

〇コミュニティバス：利用者数は、概ね増加傾向であるが伸び悩み
利用者の約半数が75歳以上、65歳以上を含めると約7割が高齢者で、買い物や通院利用目的が多い

〇路線バス：利用者数は、市民が主に利用する一般路線で減少
年齢層は幅広く、観光利用が特に多いほか、通勤や通院、買い物など多様な利用目的

〇市内環状バス：Ｈ30.1.4から社会実験運行を開始し、ダイヤ等を改善し現在第二期実験運行中

〇H28.3「伊勢市地域公共交通網形成計画」策定

総合計画・都市マス・立地適正化計画における公共交通（バス）の位置づけ
〇交通不便地域の解消 〇病院や商業施設等への日常的な移動など誰もが利用しやすい公共交通手段の充実
〇鉄道やバス、タクシーなど様々な公共交通の連携 〇各地域拠点間を移動しやすい交通体系の構築
〇鉄道による市街地の交通渋滞を軽減するための対策推進

伊勢市地域公共交通網形成計画

〇計画期間
平成28年度～令和2年度

〇基本方針
①誰もが利用しやすい公共
交通を目指す

②公共交通の利用促進により
交流人口の増加を目指す

③地域の関係者が協働・連携
しながら公共交通を支える

※Ｒ2年度から計画期間を1年間
前倒しして改訂版に移行予定

令和元年9月末時点の地域公共交通網



主な取り組み内容

〇コミュニティバスの運行維持（実施主体：市、市民、交通事業者）
⇒おかげバスによる運行（６ルート）及びおかげバスデマンドによる運行（３ルート）を行い、
自らの移動手段を持たない交通弱者（高齢者等）に対し買い物・通院等の移動手段を確保

〇市内循環（環状）バス社会実験運行の実施（実施主体：市、交通事業者）

⇒伊勢市駅等を中心に放射状に運行する既存バス路線網を補完し、
市内移動の利便性向上などを目的に、H31.1.4から市内循環バス
社会実験運行を実施

⇒おかげバスや路線バス、鉄道との乗り継ぎ割引を実施
⇒H31.5までの運行予定をR1.8まで延長し、R1.9以降は利用者の
増加などを踏まえ、第２期運行としてルートやダイヤを改善

〇地域公共交通意見交換会の実施（実施主体：市民、市）

⇒地域公共交通意見交換会を市内全２３小学校区で実施し、要望等を取りまとめ、今後の
公共交通網の見直しに活用

〇周知・利用促進活動の継続的な実施（実施主体：市、交通事業者）

⇒バスの乗り方＆交通安全教室開催、バスポスターコンクール開催
伊勢まつりや広報紙等での周知・利用促進活動等を実施

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） 3



43.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

Ｎ
ｏ

指標 計画策定時
平成28年度
（達成率）

平成29年度
（達成率）

平成30年度
（達成率）

目標値

1
おかげバス・おか
げバスデマンドの
利用者数

平成26年度
77,632人

76,792人
（89.9％）

78,663人
（92.1％）

81,654人
（95.6％）

平成30年度
85,400人

2
沼木バスの利用者
数（スクール用を
除く）

平成26年度
3,533人

4,201人
（116.7％）

4,443人
（123.4％）

3,722人
（103.4％）

平成30年度
3,600人

3
内宮・外宮の参拝
者数（観光交流人
口）

※平成24年中
8,031,095人

8,739,211人
（109.2％）

8,798,351人
（110.0％）

8,505,253人
（106.3％）

平成29年中
8,000,000人

4
公共交通の啓発・
利用促進事業に参
加した人数

平成26年度
664人

485人
（66.4％）

793人
（108.6％）

857人
（117.4％）

平成31年度
730人

5
内宮参拝者数の公
共交通利用率

※平成24年度
30％

32％
（91.4％）

33％
（94.3％）

31％
（88.6％）

平成30年度
35％

6
伊勢地域公共交通
会議及び地域検討
部会の開催数

平成26年度
3回

2回
（20.0％）

2回
（20.0％）

10回
（100.0％）

平成31年度
10回

※平成25年の式年遷宮前の数値を利用

✿

✿

✿･･･フィーダー補助の関連項目

未達成

達成

達成

未達成

地域公共交通網形成計画

達成

達成



53.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

生活交通確保維持改善計画

おかげバス
利用者数 1人あたり税金投入額（輸送コスト）

目標 実績 差 目標 実績 差

明野ルート 9,000人 9,825人 825人 1,790円 1,678円 112円
鹿海・朝熊ルート 10,900人 11,356人 456人 790円 775円 15円
二見ルート 17,000人 16,660人 ▲340人 980円 1,023円 ▲43円
東大淀・日赤ルート 16,700人 17,433人 733人 1,020円 999円 21円

計 53,600人 55,274人 1,674人 － － －

沼木地区自主運行バス
利用者数

目標 実績 差

市内連絡用（2） 520人 260人 ▲260人
市内連絡用（3） 630人 303人 ▲327人
買物・支所用（1） 1,000人 777人 ▲223人
買物・支所用（2） 660人 552人 ▲108人
買物・支所用（4） 1,630人 1,348人 ▲282人

計 4,440人 3,240人 ▲1,200人

未達成

未達成

達成

達成

達成

達成

達成

その他補助対象外路線の利用状況 ※（）内は前年利用者数

達成

達成

未達成

未達成

未達成

未達成

未達成

未達成

おかげバス 利用者数 差

御薗ルート 6,629人（ 6,536人） 93人

辻久留・藤里ルート 18,223人（17,577人） 646人

おかげバスデマンド 利用者数 差

粟野ルート 1,845人（ 1,431人） 414人

湯田・新村・元町ルート 375人（ 414人） ▲39人

小木・田尻ルート 1,415人（1,359人） 56人沼木地区自主運行バス 利用者数 差

市内連絡用（1） 92人（221人） ▲129人

買物・支所用（3） 36人（ 52人） ▲16人

※自己評価を行った会議：第５回伊勢地域公共交通会議（令和2年1月21日開催）

※補助対象外

【評価】
おかげバスは概ね目標値を達成し、
市内循環（環状）バスの影響もあり
、前年と比べ利用者数も増加した。
沼木地区自主運行バスは、これまで
利用していた人が高齢などにより利
用しなくなったため、利用者数が減
少し、目標値も未達成となった。

※補助対象外



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 6

地域公共交通網形成計画の見直し・再編

〇多くのルートでおかげバスの利用者数は増加している。これはH31.1から市内循環（環状）
バスの社会実験運行をしている影響もある。

〇今後、市内環状バスの本格運行を目指すとともに、既存路線と連携をとれるよう見直しを行
う。

〇また、より利便性の高い持続性のある公共交通とするため、現行の地域公共交通網形成計画
を見直し、あわせて地域公共交通網、特におかげバス、おかげバスデマンド、沼木地区自主
運行バスの再編を実施する。

⇒現在、地域公共交通網形成計画の見直しとともに、路線網の再編を検討中

⇒地域公共交通網形成計画はＲ2.4から改訂版に移行予定（現計画の期間を1年前倒しする）

周知・利用促進活動の継続的な実施

〇おかげバス等の再編により、ルート、ダイヤ等が変更となるため、チラシの全戸配布などの
周知や利用促進活動等を実施していく。

〇また、地域公共交通意見交換会等を実施し、地域と一体となって地域公共交通を守り、育て
る環境の醸成に努めていく。

⇒地域公共交通意見交換会の開催、時刻表の作成・配布、バスの乗り方＆交通安全教室開催
、伊勢まつりなどのイベントの場を活用した活動、広報紙等による情報発信など



伊勢地域公共交通会議
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平成１８年１１月３０日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８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）

中部様式2



1.直近の第三者評価の活用・対応状況 8

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

◎市内循環バスの社会実験の
もと、より利便性の高い公
共交通網の見直し

◎市内を運行する輸送量が低
い地域間幹線系統の輸送量
改善に向けた取り組み

●平成31年1月から令和元年8
月まで市内循環バスを社会
実験運行し、利用状況や意
見をもとにルート等を修正
し、令和元年9月から第二期
社会実験運行として市内環
状バスと名称を改め運行。
また、地域公共交通意見交
換会を市内全２３地区で実
施し、要望等を集約。

●市内循環（環状）バスと路
線バス、鉄道との乗り継ぎ
の際に、乗継割引を実施し、
地域間幹線系統を含む路線
バスの利用促進を図った

◆今後、市内環状バスとの連
携を含め公共交通網、主に
コミュニティバスの再編を
実施

◆（改訂）伊勢市地域公共交
通網形成計画の策定

◆引き続き市内環状バスと路
線バス、鉄道との乗継割引
を実施



2.アピールポイント 9

市内循環（環状）バス社会実験運行の実施
〇既存の鉄道・バス路線網の補完による市内移動の利便性向上
〇高頻度運行による生活利便性向上
〇市民の暮らしと伝統を守り育む集約型都市実現に向けた公共交通網の形成

目的
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市内環状（循環）バス利用者数

〔乗継割引券〕項目 第一期 第二期

名称 市内循環バス 市内環状バス

運行期間 2019年1月4日～8月31日 2019年9月1日～3月31日

運行時間・距離 65分/１周（17.1km/ １周） 約90分/１周（17.5km/ １周）

運行回数 右回り７便、左回り７便 右回り9便、左回り9便

バス停留所 15箇所 21箇所

運賃 大人200円、65歳以上高齢者100円等 大人200円、65歳以上高齢者100円等
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おかげバス・おかげバスデマンド
利用者数

・利用者数が前年比4.5％増加・第二期から利用者数1,000人ほど増加

他の公共交通機関との
乗り継ぎの有無

利用した・

乗り継ぎをした

40.0%

利用していない・

乗り継ぎをしていない

58.8%

無回答

1.2%

※市内環状バス利用者アンケート調査



伊勢市バリアフリーマスタープラン
策定協議会

10

平成３１年４月１日 設置

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）



市内において計画的にバリアフリー化を推進することにより、
高齢者や障がい者等が容易に移動でき、誰もが安全・安心に過ごせるまちを実現する

策定の背景
○バリアフリー法の一部改正によりマスタープランの制度が創設された
○伊勢市交通バリアフリー基本構想（H29.2 五十鈴川駅周辺地区を重点整備地区に指定）
○共生社会ホストタウン登録（東海３県で最初に登録）

11移動等円滑化促進方針策定調査業務（バリアフリーマスタープランの策定）

本年度の主な事業内容
○市民アンケートの実施
市内在住の16歳以上を対象に、高齢者、障がい者、子育て世代、その他の４分類を無作為抽出。

各1150通、計4500通を郵送（回答期間２週間）、回答数1645通（35.8％）

○関係団体ヒアリング
輸送事業者（鉄道、バス、タクシー）、高齢者・障がい者団体、観光団体にヒアリング実施

○まち歩き現地確認
市の現況や上記の結果から抽出した促進地区候補地区の、バリアフリー化の現状と課題を現地で確認

・伊勢市駅・宇治山田駅周辺地区（R1.12.19）

・二見浦駅周辺地区(R1.12.23)

○基本的な方針（案）のとりまとめ
上記の結果反映と基本構想の方針との整合を図る

目的

来年度の主な事業内容
○バリアフリーマスタープラン（案）の作成

・促進地区の指定及びバリアフリー方針、届出に関する事項、ソフト事業（心のバリアフリー）等を記載

○パブリックコメントによる市民意見の反映（R2.12頃）
令和３年３月策定・公表（予定）



令和　　年　　月　　日

協議会名： 伊勢地域公共交通会議

評価対象事業名： 令和元年度地域公共交通確保維持改善計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

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）

目標 実績 目標 実績

C
買物･支
所用(1)

1,000 777 － －

C
買物･支
所用(2)

660 552 － －

C
買物･支
所用(4)

1,630 1,348 － －

伊勢市

沼木地区自主運行バス
・買物・支所用（1）
（床ノ木～横輪口～プライス
カット）
・買物・支所用（2）
（グッディ～円座自治会館～開
花橋）
・買物・支所用（4）
（開花橋～グッディ～床ノ木）

地域公共交通網の見直し・再
編
〇H31.1から市内循環（環状）
バスの社会実験運行をしてお
り、その影響もあり、おかげバ
スの利用者数は増加している。
今後、市内循環（環状）バスの
本格運行を目指すとともに、既
存路線と連携を取れるよう見直
しを行う。また、より利便性の高
い持続性のある公共交通とす
るため、現行の地域公共交通
網形成計画を見直し、あわせ
て地域公共交通網、特におか
げバス、おかげバスデマンド、
沼木地区自主運行バスの再編
を実施する
周知・利用促進活動の継続的
な実施
〇おかげバス等の再編により、
ルート、ダイヤ等が変更となる
ため、チラシの全戸配布などの
周知や利用促進活動等を実施
していく。また、地域公共交通
意見交換会等を実施し、地域と
一体となって地域公共交通を
守り、育てる環境の醸成に努
めていく

9,000 9,825 1,790 1,678

10,900 11,356 790 775

17,000 16,660 980

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

三重交通株式会社

おかげバス
・明野ルート
（小俣図書館～柏団地～小俣
図書館）
・鹿海・朝熊ルート
（いせトピア～朝熊町～いせト
ピア）
・二見ルート
（松下広場～プライスカット伊
勢二見店～光の街中央～五十
鈴川駅）
・東大淀・日赤ルート
（伊勢赤十字病院～近鉄明野
駅前～山大淀）

コミュニティバスの運行維持
⇒コミュニティバス運行により、
自らの移動手段を持たない交
通弱者に対し買い物・通院等
の移動手段について、維持・確
保を実施
市内循環（環状）バス社会実
験運行の実施及び地域公共
交通意見交換会の実施
⇒平成31年1月から令和元年8
月まで市内循環バスを社会実
験運行し、令和元年9月からは
ルート等を修正し、第二期社会
実験運行として市内環状バス
と名称を改め運行。また、地域
公共交通意見交換会を市内全
２３地区で実施し、要望等を取
りまとめ、今後の公共交通網の
見直しに活用する
市内を運行する路線バス等の
利用促進
⇒市内循環（環状）バスと路線
バス、鉄道との乗り継ぎの際
に、乗継割引を実施し、地域間
幹線系統を含む路線バスの利
用促進を図った
周知・利用促進活動の継続的
な実施
⇒バスの乗り方＆交通安全教
室開催、バスポスターコンクー
ル開催、市内イベントでのブー
ス出展による啓発,、バスポス
ターコンクール最優秀賞受賞
の小学生による市内環状バス
車内アナウンスの実施など周
知・利用促進活動等を実施

Ａ

計画どおりバスを運行する
とともに、周知利用促進活
動も実施するなど、事業は
適切に実施された

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

明野

鹿海･朝
熊

二見

東大淀･
日赤

⑤目標・効果達成状況

指標
・おかげバス：利用者数、1人あたり税金投入額
・沼木地区自主運行バス：利用者数
【全体評価】
おかげバスは概ね目標値を達成しており、前年と
比較し利用者数が増加しているが、沼木地区自
主運行バスはすべての路線で目標が未達成と
なっている。（これまで利用していた人が高齢など
により利用しなくなったことが想定される）

公共交通サービスの地域格差
の是正や、交通弱者への病院
や商業施設等への日常的な交
通手段の提供など、公共交通
サービスの充実を図るため、公
共交通の不便な地域を中心に
運行

利用者数(人) 1人あたり税金投入額(円)

ルート

1,023

16,700 17,433 1,020 999



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： 伊勢地域公共交通会議

令和　　年　　月　　日

令和元年度地域公共交通確保維持改善計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）

平成28年3月に策定した伊勢市地域公共交通網形成計画において、鉄道、コミュニティバス事業及び路線バス事業の連
携を図り、人口減少や高齢化社会への対応、人の交流の活性化など住みやすく、活力に満ちた地域社会を目指す将来
像として定め、「ひと」と「まち」をつなぎ、効率的、経済的で持続可能な公共交通ネットワークの構築を基本理念としてい
る。
その実現に向け「誰もが利用しやすい公共交通を目指す」、「公共交通の利用促進により交流人口の増加を目指す」、
「地域の関係者が協働・連携しながら公共交通を支える」の３つの基本方針を定めている。
その中で「誰もが利用しやすい公共交通を目指す」ために公共交通不便地域の解消、自らの移動手段を持たない交通
弱者が、病院、商業施設等への移動手段の確保、利用者の増加を図るための利用促進策、これらを実施するとともに、
公共交通の利便性向上のためにルート・ダイヤの見直しなどの効率化を図り、バス路線の維持・確保をしていく。
なお、伊勢市地域公共交通網形成計画は令和2年中に改訂する予定である。



令和　　年　　月　　日

協議会名：伊勢市バリアフリーマスタープラン策定協議会

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】

伊勢市移動等円滑化促進方針策定調査業務

現況整理
⇒当市について、人口や施設の立地・観光動態・公共交通・道
路等整備状況などの現況や、上位・関連計画等を整理した。
住民意向調査の実施
⇒令和元年９月に市民アンケートを実施した。市内在住の16歳
以上の方を対象に、高齢者、障がい者、５歳以下の子供を持つ
世帯主、それら以外の４分類について、各1,150名、計4,500名を
無作為抽出し、郵送でアンケートを送付。回答期間は2週間で、
計1,645名からの回答を得た。（回答率は35.8％）
⇒令和元年８月～９月に、鉄道、バス、タクシー事業者及び関
係団体として市内で活動している障がい者・高齢者団体、観光
団体に対し、バリアフリー化の現状や市内移動において不便を
感じる箇所等について、事業者と当事者の双方からの意見を聴
くためにヒアリングを実施した。
バリアフリー化の現状点検の実施
⇒現況整理及び住民意向調査の結果から、促進地区の候補と
して市内２地区を抽出。当該２地区において、令和元年12月に
まちあるき現地確認を実施した。現地確認においては、高齢者
や障がい者の委員を含む策定協議会委員のほか、アドバイ
ザーとして障害者スポーツの国際的な大会への出場経験のあ
る市職員なども参加し、地区におけるバリアフリーの現状と課題
を確認した。
基本的な方針（案）のとりまとめ
⇒上記の結果を基に、平成29年２月に策定した伊勢市交通バ
リアフリー基本構想の基本方針と整合を図りつつ、市のバリア
フリーにおける基本的な方針（案）を作成する。令和２年２月頃
に協議会に諮る予定。

A

予定通り、移動円滑化促進地区候補地区の抽出やアンケート及びヒアリ
ング・まち歩き現地確認の実施により市内のバリアフリー化の現状を把
握した。よって基本方針の前段となる課題の整理を的確に行っており、事
業は適切に実施されている。

伊勢市移動等円滑化促進方針策定調査業務

［事業内容］
○移動等円滑化促進方針（案）の作成
前年度事業で設定したバリアフリーに関する基本的な方針（案）を踏
まえて以下の各項目を設定する。
・移動等円滑化促進地区
・移動等円滑化促進に関する事項
・行為の届出等に関する事項
・情報収集、整理及び提供に関する事項
・ソフト事業（心のバリアフリー）
・その他、移動等円滑化の促進のために必要な事項
○パブリックコメント実施
・市内各所及び伊勢市ホームページ上において伊勢市移動等円滑
化促進方針（バリアフリーマスタープラン）（案）を公開し、市民意見
の反映を図る。

［策定時期］
令和３年３月（予定）

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



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

当市においては、伊勢市交通バリアフリー基本構想を平成29年2月に策定し、「五十鈴川駅周辺地区」を重点整備地区
として位置づけ、各施設管理者によるバリアフリー化事業を推進している。また、当市は共生社会ホストタウンに登録さ
れており、このバリアフリーマスタープランの策定を共生社会ホストタウン活動計画の重要な施策のひとつに位置づけて
いることなどから、市内において計画的にバリアフリー化を推進することにより、高齢者や障がい者等が容易に移動で
き、誰もが安全・安心に過ごせるまちを実現することが、事業実施の目的である。

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　　年　　月　　日

協議会名： 伊勢市バリアフリーマスタープラン策定協議会

評価対象事業名： 伊勢市移動等円滑化促進方針策定調査業務


