
松阪市地域公共交通協議会

1

平成１７年８月１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８日 確保維持計画策定等

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

＊面 積：623.58㎢
・東西約50km、南北約37km
東は伊勢湾、西は奈良県

・森林 68.6％、耕地 12.3%
宅地 4.9％

＊人 口：163,829人
＊世帯数：73,678世帯（R1.7.1住基）

【公共交通を取り巻く現状と課題】

■広い市域を鉄道・民間バス・コミュニ
ティバスでカバーしているが、タクシー
以外のお出かけ手段がない「公共交通不
便地域」が存在

■H29市民意識調査では、身近な家族に
バス利用者がいない人が8割以上

【第二次松阪市地域公共交通網形成計画】

■基本方針
市民・来訪者の「おでかけ」をより便利にする
公共交通網をみんなで「つくり」「使う」‼

◯目標１
市民の生活実態を考慮した利便性の高い
公共交通網づくり

◯目標２
みんなが集う場所を交通結節点とした
つながりのある公共交通網づくり

◯目標３
わかりやすく、利用しやすいと思って
もらえるような公共交通網づくり

◯目標４
将来にわたって持続可能な公共交通網の
運営・運行体制づくり



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

【みんなで「つくり」「使う」公共交通をめざして】

■公共交通の不便を解消するため、地域による取り組みの推進

・“自分たちのバス“という意識づけ

・地域の協力と負担が前提

・地域の移動実態把握のためのアンケート調査

・アンケート結果をもとに、幹線バスとの接続など

基本方針に沿った運行形態の検討

・地域、交通事業者、行政が１つのテーブルで話し合い

■利用促進活動の取り組み

・各種イベントへのブース出展による啓発活動

・市広報紙でのバス特集記事の掲載

・わかりやすいポケット版時刻表の作成 など



43.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

【松阪市運営公共交通の評価】

■各路線の評価のため指標を設定
・効果指標 ：沿線60歳以上人口100人当り1日利用者数
・コスト指標：地域負担率（事業収支率）＝（運賃＋協賛金）／運行経費（％）
＊過去の実績に応じて目標値を設定

■各路線の評価（平成30年4月～平成31年3月の実績による）

路線名
効果指標 コスト指標

実績値 目標値 達成状況 実績値 目標値 達成状況

市街地循環線 2.3 2.3 〇 39.8 40.0 ×

三雲松阪線 4.9 4.0 〇 20.0 18.0 〇

大口線 1.7 2.2 × 13.8 14.0 ×

宇気郷「与原・深長線」 0.6 0.5 〇 － － ×

宇気郷「飯福田・柚原線」 0.0 0.1 × － － ×

黒部・東コミュニティ 1.4 1.6 × 22.6 23.0 ×

機殿・朝見コミュニティ 1.4 1.5 × 13.7 14.0 ×

嬉野コミュニティ 1.8 2.2 × 19.6 20.0 ×

三雲コミュニティ 1.4 1.4 〇 25.7 25.0 〇

飯南コミュニティ 0.7 1.0 × 13.2 14.0 ×

飯高コミュニティ 1.3 1.5 × 8.0 10.0 ×



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act）

【達成状況に対する考察】

■中山間地域や農村部の路線で利用者の減少が目立つ

■バス停までの距離が近くても、高齢者には使いずらいとの意見有り

■現状の沿線外への「おでかけ」ニーズあり（買い物、通院など）

【今後の方針】

■住民の移動ニーズに沿った路線の見直し

■デマンド型交通など、よりきめ細かいサービス導入の検討
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松阪市地域公共交通協議会

6

平成１７年８月１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月１８日 確保維持計画策定等

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 7

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

第二次地域公共交通網形成
計画に基づいた事業の適切
な実施

路線の新設・見直しについ
ては、地域・交通事業者・
行政の話し合いの場を設け
る。

従来通り「地域との協働」
により「みんなでつくる」
ことを基本方針とし、地域
にコミュニテイ交通の意義
を認識してもらいながら施
策を実施。

地域間幹線系統について、
地域と連携した取り組みの
効果的な実施

・地域間幹線系統との接続
を意識した路線の新設、見
直し
・地域によるバス停の整備
に対する各種支援

・引き続き、地域と行政の
話し合いにより、それぞれ
の役割分担により実施。



2.アピールポイント 8

【新路線の検討と既存路線の見直し】

■地域交通作業部会を設置、検討
■沿線予定の地域の取り組み
・地域によりアンケートの配付、集計、分析を実施し、
結果資料を市に提供

・バス停の移動、設置に係る地権者の理解など
■地元高校の生徒による新車両のデザイン
・デザイン専門科授業のテーマに
・中心商店街利用者の投票による選考

■愛称を総称に
・鈴の音バス＝市街地を運行する４路線の総称に
「市街地循環線、大口線、三雲松阪線、幸中央線(新)」

【地域間幹線系統バス停の整備に向けて】

■利用者の安全な待合場所確保
・地域住民の手による環境整備
・周辺土地所有者の協力と理解
・地元自治会に対し市から材料支給



（別添１）

令和　　年　　月　　日

協議会名：

評価対象事業名： 陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）

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

松阪市地域公共交通協
議会
三重交通（株）
嬉野コミュニティ

嬉野宇気郷・中郷地区と近鉄伊勢中川
駅周辺を結ぶ定時定路線で、月水金は
上小川～中川駅東口の30.8ｋｍ、火木
土は上小川～薬王寺～嬉野地域振興
局の35.0ｋｍを運行する。運行車両は、
利用状況を考慮し、14人乗りワンボック
スカーを使用、運行便数は１日3.5往復
7便。運賃は区間制の運賃で、中間地
点である「宮野」停留所を境に上下区間
各100円。両区間を跨ぐ場合は、200
円。

地域が主体となり、住民のほ
か地元事業者に対しても協
賛の募集に取り組んだ。ま
た、地域組織による回数券
購入の助成を行うなど、利用
促進の取り組みを行った。

A
計画どおり事業は適切に実施さ
れている。

B

[効果指標：60歳以上人口100人
当り1日利用者数]
目標2.2人に対して1.9人で達成で
きていない。
・利用者数7,612人（288日）
・沿線60歳以上人口1,401人
　(隔日運行地域は1/2補正)
　(平成31年4月1日現在)

[コスト指標：地域負担率【（運賃
＋協賛金）／運行経費】]
目標20％に対して、17.8％で達
成できていない。昨年度と比較し
て、利用者の減に伴い運賃収入
が減少。
(運賃918千円＋協賛金1,564千
円)／経費13,947千円

利用者の減少・高齢化の進展に
よる対象人口の増加、運賃収入
の減と運行経費の増

　運行開始当時から地域住民で構成さ
れる運行協議会が設置され、運行形態
の検討が行われている。また、運行に
対する協賛についても、地域住民だけ
でなく、地元企業に対しても募集を行
い、地域が主体となって継続して取組
を行っている。
　今後も引き続き、運行協議会主体に
よる、地域ぐるみの取組を進めていく。
　次回の効果指標の目標として、第二
次網形成計画に記載の2.2人、コスト指
標は、20％としたい。

松阪市地域公共交通協議会

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
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（別添１）

松阪市地域公共交通協
議会
三重交通（株）
三雲コミュニティ

五主町を出発し、鵲・小野江地区を通り
伊勢中川駅周辺までの全長17.5ｋｍを
運行する定時定路線。月～金の平日の
み運行し、運行車両は、10人乗り車イス
対応型ワンボックスカー。運行便数は5
往復10便。運賃は区間制運賃で、五主
町～中川駅東口は200円。中川駅東口
～ココカラファイン嬉野店中川駅北は
100円で、区間を跨ぐ場合は200円。

地域が主体となり、住民のほ
か地元事業者に対しても協
賛の募集に取り組んだ。
また、地域情報誌での情報
発信や地域独自のイベント
の開催時刻を運行ダイヤに
合わせるなど、地域でも利用
促進に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に実施さ
れている。

A

[効果指標：60歳以上人口100人
当り1日利用者数]
・目標1.4人に対し1.5人で達成で
きている。
・利用者数6,315人（243日）
・沿線60歳以上人口1,751人
　（平成31年4月1日現在）

[コスト指標：地域負担率【（運賃
＋協賛金）／運行経費】]
目標25.0％に対して、26.3％で達
成できている。運賃収入だけで
は達しない分を地域の取り組み
としての協賛金でカバーしてい
る。
（運賃1,162千円＋協賛金1,378
千円）／経費9,668千円

運行開始当時から地域に運行協議会
が設置され、運行形態の検討や、地域
住民だけでなく、地元企業に対し協賛
の募集について、地域が主体となって
取組みを継続している。
　今後も引き続き、協議会主体による、
地域ぐるみの取組みを進めていく。
　　今後は、「津三雲線」との乗り継ぎを
配慮したルート・ダイヤの検討をしてい
きたい。
　次回の効果指標の目標として、第二
次網形成計画に記載の1.4人、コスト指
標は、25％としたい。

松阪市地域公共交通協
議会
三重交通（株）
市街地循環線

　平成17年から運行を開始した市街地
を循環する路線。平成27年9月に行なっ
た変更により補助対象となった。平成27
年10月から新型ノンステップバスを導
入。
　松阪駅・市民病院・済生会病院のほ
か、2つのショッピングモールを経由し、
平成31年4月からダイヤ改正と一部
ルート変更を行い、右回り・左回り各9
便（土日祝8便）の運行を行う。
　運賃も全区間均一で200円に改定。運
転免許返納割引や障がい者割引を設
定している。

住民代表・商工団体・学識経
験者等からなる「地域交通作
業部会」を設置し、運行ルー
トの変更・路線の拡大を含め
た改善について検討し、ルー
ト変更・運賃改定を実施し
た。

A
計画どおり事業は適切に実施さ
れている。

B

[効果指標：60歳以上人口100人
当り1日利用者数]
目標2.3人に対して、2.0人で達成
できていない。
・利用者数78,591人（365日）
・沿線60歳以上人口10,602人
　（公共交通の状況により地域ご
とで補正）
　（平成31年4月1日現在）

[コスト指標：地域負担率【（運賃
＋協賛金）／運行経費】]
目標45％に対して、42.4％で達
成できていない。
利用者は減少したが運賃改定に
伴い運賃収入が増加、協賛金収
入が減少。昨年度(40.5％)からは
改善。
（運賃10,093千円＋協賛金7,770
千円）／経費42,140千円

運行開始当時から、企業や地域住民
から運行に対する協賛を得て、地域ぐ
るみで運行を維持している。
　今年度、ルート変更を行い、新設した
路線などとの乗り継ぎによる利用など
をＰＲし、お出かけ促進の取り組みを進
めていく。
　次回の効果指標の目標として、第二
次網形成計画に記載の2.3人、コスト指
標は40％としたい。
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（別添１－２）

令和　　年　　月　　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

松阪市は広大な市域を有し、平野部から山間部まで変化に富んだ地形が広がっている。公共交通として鉄道・バスに
よって多くをカバーしているものの、一部ではタクシー以外のおでかけ手段の地域も存在している。
「松阪市総合計画」の10年後の将来像である「ここに住んでよかった・・・みんな大好き松阪市」を目指し、以下の基本
方針と目標を掲げて公共交通施策に取り組んでいく。

【基本方針】　市民・来訪者の「おでかけ」をより便利にする公共交通網をみんなで「つくり」「使う」!!

【目　　　標】
　　　　　　　　　１．市民の生活実態を考慮した利便性の高い公共交通網づくり
　　　　　　　　　２．みんなが集う場所を交通結節点としたつながりのある公共交通網づくり
　　　　　　　　　３．わかりやすく、利用しやすいと思ってもらえるような公共交通網づくり
　　　　　　　　　４．将来にわたって持続可能な公共交通網の運営・運行体制づくり

松阪市地域公共交通協議会

地域公共交通確保維持事業（陸上交通における地域内フィーダー系統及び離島航路）


