
多気町地域公共交通会議

1

平成１８年９月２９日設置

フィーダー系統 平成２９年６月３０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

■「ええまちづくりプラン(基本構想)」（平成30年度～令和3年度）の中で快適な生活を支える

基盤づくりとして、公共交通の充実を明記し、その主な事業に町営バス事業を位置付けて

いる。

基本方針

・高齢者、学生など、自ら交通手段を持たない方への日常生活における移動手段の確保

・交通不便地域の解消、町内のどこからでも移動できるような手段の確保

・町内の各種公共交通機関が連携することによる、利用しやすい公共交通システムの確立

計画目標

①町内のどこからでも移動可能

②利便性の高い運行体系の構築

③各種公共交通機関の連携

計画期間

平成25～27年度（当初）

平成28・29・30年度・

令和1年度（平成31年度）に

最低限の改定を行い延長

令和2年度より多気町地域

公共交通網形成計画に

移行予定。



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

１．バスマップの発行

・平成30年5月1日（初 版）各戸配布

・平成31年4月1日（第2版）各戸配布

改善点

・バス停、でん多乗降場所、電車（JR）などの多気町の公共交通を１枚の地図にまとめ、

どこで乗り換えられるかわかるようにした。

・多気町を中心に町営バス、三重交通路線バス、電車（JR）の時刻（一部抜粋）を掲載。

・タクシーを公共交通と捉え、町内で営業されている事業者の予約電話番号を掲載。

・A２サイズからA１サイズへと大型化し、見やすくした。

・「私の時刻表」欄を設け、普段使う便をわかりやすくした。

※画像は第2版



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

２．公共交通の利用呼びかけ

1.【バスマップの

「私の時刻表」の活用】
高齢者向け公共交通利用
教室を実施。

協力：社会福祉協議会
松阪警察署
三重交通株式会社
三重県交通政策課

2.【おでかけの創出】

高齢者向けの音楽会や健康
セミナーをバス時刻に合わ
せて開催し、公共交通利用
を促進。

協力：社会福祉協議会
元丈の館（町施設）

3.【子ども向け啓発活動】

・おいないまつり（r1.11.10

多気町商工会主催）にて
バス乗車体験の実施。

協力：三重交通株式会社
三重県交通政策課

・津田小学校３年生社会科

課外学習の実施。

協力：三重交通株式会社
津田小学校



53.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

■目標値の算出方法

・第二次連携計画（令和元年６月）で年間目標利用者数10,000人（１日約40人）と設定

（小学生は無料なので対象外。）

・多気町生活交通確保維持改善計画（平成29年6月）より幹線バスの利用者目標は8,300人。

OD調査の乗車割合の結果から・高校生2,939人（35.4％）・高齢者3,908人（47.1％）

・その他1,453人（17.5％）と設定

■自己評価

・第２回多気町地域公共交通会議（令和2年1月8日）にて実施。

目標値 実績値 達成度

幹線
バス

高校生 2,939 3,075 104.6%

高齢者 3,908 4,090 104.7%

その他 1,453 1,520 104.6%

合計 8,300 8,685 104.6%

でん多 1,700 1,888 111.0%

合計 10,000 10,573 105.7%

対象期間：平成30年10月～令和1年9月



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 6

課題

１．バスマップの認知があがり、第2版は１年かからずに配布終了してしまった。

２．高齢者の中にはまだ車に乗れるので公共交通は必要ないと考える方が多い。

３．町外からの来訪者の選択肢が少ない。

４．子ども向け啓発活動は小学校によって利用できる路線・時間帯にバスがないため、

実施できる学校が限られる。

５．地域間幹線の利用を呼びかけているが、多気町民が地域間幹線を利用して町内を移動

する習慣がない。

対応方針

１．６,０００部の発行から８,０００部に増刷して対応する。

２．天啓の里、クリスタルタウンの駐車場までは車を利用し、その先はバスの利用につなげる

パークアンドライドの周知を行い、元気な内から公共交通の利用を呼び掛ける。

３．エリア型デマンドタクシー「でん多」の利用者を町民以外も可能にし、平日のみの運行

から土日祝日の運行も開始。（令和２年４月１日～予定）

４．教育委員会を通じて協力していただけるように依頼を行い、できるところから実施する。

５．でん多は地域間幹線への接続が可能なことを強調し、利用促進を行う。



多気町地域公共交通会議

7

平成１８年９月２９日設置

フィーダー系統 平成２９年６月３０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

・バスマップに鉄道・路線
バスの情報を加え、利用
者の利便性の向上を図っ
たことについて評価しま
す。

バスマップ活用施策として
・高齢者向け公共交通利用
教室を実施。

・高齢者を対象とした音楽
会や健康セミナーを実施。

・子どもを対象とした啓発
活動の実施。

・６,０００部では少なかった
ので次回より８,０００部
作成予定。より認知を拡げ
利用促進を行う。

・ＯＤ調査の分析を踏まえ、
今後は新たな地域公共交
通網形成計画が策定され、
これに基づいた事業が適
切に実施されることを期
待します。

・「でん多」の利用を促進。
・R2.4.1～「でん多」を町外在
住者でも利用可能にする。

・R2.4.1～「でん多」の土日祝
日運行を実施する。

・多気町地域公共交通網形
成計画を令和２年４月１
日～策定予定。

・町内を運行する地域間幹
線系統の中には輸送量が
低いものもあることから、
引き続きこれに対応した
取組が効果的に実施され
ることを期待します。

・地域間幹線の利便性を向上
させるために、多気町役場
（多気町民文化会館前）、
クリスタルタウンにバス停
を集約できるように三重交
通様と調整。

・五桂池ふるさと村にバス停
の設置を検討。

・勢和多気インター付近の
VISON（大型商業施設、旧
称：アクアイグニス多気）
のオープンに合わせて再編
予定。



2.アピールポイント 9

高齢者向け公共交通利用教室の実施（令和１年６月２５日）

昨年対比で全体の利用者数は104％

回数券の販売数を見ると1.5倍

・３０年振りにバスに乗った。
・乗り方をすっかり忘れていた。
・久しぶりにバスに乗って新鮮だった。

・こんなに路線があるとは知らなった。
・「でん多」の電話予約が手間と感じる
が、慣れれば使えるのだろうと感じた。

高齢者向けおでかけの創出（２ヶ月に１回）

公共交通の利用をセミナー終了後ＰＲを実施した。

平成30年度売上27万円
令和元年度売上41万円



（別添１）

令和２年１月８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

多気町地域公共交通会議

地域公共交通確保維持事業

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

三重交通株式会社 多気駅　～　元丈の館 A A

新規利用者開拓のために

・高齢者向け公共交通利用

教室を実施。「私の時刻表」

活用方法の案内や、個別の

ニーズに合わせて使い方を

案内した。

・社会福祉協議会と連携し

高齢者を対象とした音楽会

や健康セミナーを実施し、

気軽におでかけができる

コンテンツを提供。

・町内小学校社会科にて公共

交通を使った課外学習を

実施した。

・おいないまつりにて三重交

通株式会社様、三重県交通

政策課様とと連携し、乗車

体験を実施した。

・地域間幹線の利便性を向上

させるために、多気町役場

（多気町民文化会館前）、

クリスタルタウンにバス停を

集約できるように三重交通

様と調整。

町営バス【幹線】利用者数

目標8,300人 実績8,685人
達成率104.6％

＜考察＞

・バスマップの評判が良く、準備

していた6,000部が1年かから
ずに配布終了した。

・社会福祉協議会と連携して

「おでかけ」のきっかけをつくる

ことで水曜日は天啓の里の

体操、金曜日は元丈の館での

セミナーと定期的な利用に

つながった。

・セミナー終了後に公共交通の

利用を勧めることで、回数券の

売上が昨年対比で約1.5倍に
なった。

・バスマップが6,000部では足りな
かったので次回は8,000部を
作成予定。

・引き続き社会福祉協議会と連携し、

「おでかけ」のコンテンツの提供を

実施する。

・高齢者向けのバス乗り方教室、

小学生向けの課外授業、

おいない祭りでのバス乗車体験

など関係者と連携し、引き続き

実施する。

・地域間幹線の利用促進の為、

デマンド型エリア運行小型バス

「でん多」をR2年4.1から町外在住
者でも利用可能とし、土日祝日

運行を実施する。

・地域間幹線の利便性向上を目的に

令和２年秋にオープン予定の大型

商業施設VISON
（旧称：アクアイグニス多気）に合わ

せて再編予定。

計画通り事業は適切に

実施された。
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（別添１－２）

令和２年１月８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

多気町では第2次多気町地域公共交通総合連携計画（改訂版）を令和元年６月に策定しており、
その基本方針は
１．高齢者、学生など、自ら交通手段を持たない方への日常生活における移動手段の確保
２．交通不便地域の解消、町内のどこからでも移動できるような手段の確保
３．町内の各種公共交通機関が連携することによる利用しやすい公共交通システムの確立
である。
それらの実現にむけての計画目標は
①町内のどこからでも利用できる移動手段の確保、
②利便性の高い運行体系の構築、
③各種公共交通機関の連携である。
これらの基本方針、計画目標を体現する公共交通ネットワークの構築を目指す。

多気町地域公共交通会議

地域公共交通確保維持事業


