
南伊勢町地域公共交通会議

1

平成１８年１２月１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２５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



【南伊勢町の地域特性】
・三重県南部、自然豊かな町。リアス式海岸特有の入り組んだ地形に３８集落が点在する。
・人口減少（令和元年１１月末１２，３７６人）、少子高齢化（高齢化率５０．６２％）
・鉄道がなく、多くの高校生が町外の高校へ遠距離バス通学。
・地域から小売店が撤退。町立病院が高台移転（令和元年１１月開院）

1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

【基本方針】
・高校生の快適な通学や児童生徒の活動、安心できる子育て環境の整備
・高齢者など交通弱者の通院・買い物・社会参加など、快適な日常生活
・豊かな資源を生かした観光集客と、地域が活性・交流するまちづくり

【公共交通概要】
・町営バス・・・大量輸送、定期運行
・デマンドバス・・・集落内、交通空白地
・地域間系統路線・・・近隣市町と接続
・民間タクシー２社

生活交通確保維持改善
計画目標

デマンド利用者
７５人／日

事業実施期間

Ｈ３０．１０
～Ｒ０２．９



計
画
策
定
に
向
けO

D

調
査

●乗降人数だけでなく、アンケ
ートで行先・目的も調査。

●町外への乗継も含め、
地域間幹線バス路線も調査。

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

町
立
病
院
が
高
台
に
移
転

●町営バスの、現利用者に配慮したルート設定・ダイヤ改正を行いました。
●町営バス停と接続した、病院ループバス（無料）が２台運行を開始。
●地域間幹線バス、町営バス、デマンドバスが乗り入れを開始し、町営バス時刻をメイン
に、幹線バス接続も確認できる時刻表と路線図の全戸配布しました。

●町営バスのＧＴＦＳ－ＪＰデータを作成し、オープンデータとして公開しました。
●バス待ち環境を検討し、合併後初めての全バス停リニューアルを実施しました。
町のキャラクター「たいみ～」がバス利用を促進します。

２種類の「たいみ～」
がお待ちしてます！

バスを降りてから、自転車を
利用しますか？
などの質問もあります。

デマンドバス：フィーダー補助対象

全戸配布：路線図、時刻表、
デマンド乗降場所一覧
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利用者数 全日平均

平日平均

43.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

＜評価組織＞ 南伊勢町地域公共交通会議（平成３０年１０月１日２名委員追加）

開催：平成３０年６月２５日、平成３０年１０月２３日、平成３１年１月１６日、

令和元年６月２４日、令和元年１０月２１日、令和２年１月７日（承認）
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デマンドバス運賃収入

（単位：千円）

H29 H30 R01

＜評価指標＞

デマンドバス利用者日平均 目標 平均７５．０人／日

結果 平均６７．８人／日

令和元年度は、達成できませんでした。

年間高齢者利用券の販売数
平成３０年度 ４６６枚

⇊減少
令和 元 年度 ４４４枚

高齢者以外の収入が増加

支払別
利用者数

一般
(内 小人)

高齢者
年間券利用

無料/
免除

H29 2,108 (399) 19,498 6,771 

H30 1,885 (201) 17,695 6,299 

R01 2,091 (304) 16,917 5,750 

ヘビーユーザー
等、
高齢者の利用減少

一般利用が増加
平日のみと全日利用者数
の差が縮小。



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 5

南伊勢町地域公共交通網形成計画 令和２年度策定

自
己
評
価

・デマンドバスの１日利用者数が今年度も減少したが、運賃収入は増加している。
・平日と全日の利用者数平均の差は縮小した。
・高齢者年間利用券の販売は年々、減少している。
・一般利用（小人含む）の利用が増加している。

課

題

・人口減少による、利用者減少はある程度見込まれるが、
新規顧客の取り込みが必要。

・小人の利用が増加。子育て環境の充実を目指し、塾や習
い事への送迎負担の軽減が必要。（総合計画と連動）

・イベントや習い事への足の確保や、バスの時刻の調整の
要望が計画策定に向けた住民懇談会では多かった。

・町営バスの乗継、デマンドバスの予約など利用方法の周知が不十分。

対
応
方
針

＜デマンドバス＞
⇒観光やイベントでの団体予約は、１週間前に拘らず相談可能とする。
観光スポットのデマンド乗降場所追加の調査を開始する。
集客の特に少ないお正月は２台運行とし、５台稼働日を増やす。

＜町営バス・地域間系統バス＞
⇒高校通学を見据えた、バス通学ガイドを早急に配布する。
町営バス無料券を配布している小中学生へのバス利用教室の実施。

年度
デマンド利用者数
一般 (内 小人)

H30 1,885 (201)

R01 2,091 (304)

２０６人増加
（内小人＋１０３人）

（前頁一部再掲）



南伊勢町地域公共交通会議

6

平成１８年１２月１日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２５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

「地域公共交通網形成計
画」が策定されることを
期待する。

網形成計画を策定中。
住民懇談会、運転手・受付者
ヒアリング、乗降ＯＤ調査、
アンケートを実施。

令和元年度末、最終案。
令和２年度策定となる。

利用者ニーズを的確に反
映した持続可能な公共交
通ネットワークを構築す
る。

町立病院の高台移転に伴う、
ルート変更、ダイヤ改正は、
高校通学に配慮し、高校生下
車後、病院へ乗り入れること
とした。

事業主体、車両等、
既成概念に捉われない、
仕組み作りに取組む。

地域間系統の中には輸送
量の低いものがあり、こ
れに対応した取組が早急
かつ効果的に実施される
ことに期待する。

多くの高校通学で利用する地
域間系統について、中学卒業
前に、町内路線図と合わせ、
通学定期購入チラシを配布し
た。

高校バス通学定期購入
助成は引き続き実施。
輸送量が低い地域での
住民懇談会の内容を元
に、利用促進を図る。



2.アピールポイント 8

皆さんのご意見、お聞かせください！
おでかけを考える住民懇談会実施中

運転手さん、受付さん、現場の声を教えてください！

どんな方が、利用されてますか？
利用者様のご意見・ご要望、お聞きしてませんか？
もしかして、無駄な路線、ご存じないですか？
本当はここにあったら利用が増えるな、イイなぁと
思う路線や時間帯、アイデアないですか？
などなど、いろいろ聞きました。

●Ｒ１.１０月実施（町営バス、デマンドバス）
三重交通（運転手）大新東（運転手、受付者）

町内でも、国道や公共施設から離れた、特に不便を感じ
ている地域を重点的に実施しています。
バスやおでかけについて考える良い機会となり、毎回時
間いっぱい、お話しいただいてます。

●Ｒ１.１２月実施 宿浦区、田曽浦区、相賀浦区
〇Ｒ２.  １ 月予定 礫浦区、阿曽浦・大方竈区他

聞いてくれて
ありがとう
（高齢者）

なかなか、思いを
伝える機会がなかった
（小中高生保護者）

運行業務終了
後、
運転手さんとの
懇談会です！



（別添１）

令和元年１月７日

協議会名：南伊勢町地域公共交通会議

評価対象事業名：地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持）

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

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

大新東株式会社
南伊勢町デマンドバス
営業区域：南伊勢町全域
（飯満地区の一部を除く）

　・網形成計画策定の為、現
状・意識調査を開始した。
　・運転手や受付者のヒアリ
ングを実施し、現場の状況を
把握できた。
　・広域路線も含めた町内全
域の公共交通時刻表を全戸
配布した。
　・中学生にバス路線図、時
刻表を配布した。
　・町立病院移転に伴うバス
ダイヤ・ルート改正（R1.11.8
実施）を控え、経費がかから
ない中での並行路線の解
消、乗り継ぎの設定などを検
討した。

A
概ね計画どおり

事業は実施された。
B

　R1年度（H30.10～R1.9）生活交
通ネットワーク計画においての目
標値は75人／日平均。
結果、67.8人／日平均となり、目
標達成できなかった。

・ヘビーユーザー等、高齢利用者
の減少が要因。また、利用促進
が徹底されておらず、65才到達
者若しくは、自動車免許返納者
の新規顧客の取り込みができて
いない。
・但し、一般利用客（小人：小中
学生）が増加しており、観光・イベ
ント・塾通い等の新規顧客獲得
の兆しがある。

【追加記載事項】
・輸送量　実績　24,758人

　・各地区の課題について、引き続きア
ンケート・懇談会を実施。また現地調査
も含め検討・議論し、網形成計画を策
定する。
・利便性向上として、団体や区要望によ
る乗降位置の追加は随時行っていく。
・引き続き高齢者への年間バス券の現
地販売、高校生への通学定期券助成
などで、バス利用促進を図る。
・公共交通についての利用促進、事業
の見える化として、住民への利用方法
等の周知を徹底する。
・11月8日のダイヤ改正について、検証
する。



（別添１－２）

令和元年１月７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）

　南伊勢町は三重県南部に位置し、熊野灘に面したリアス式海岸（海岸線延長２４５．６㎞）の入り組んだ地形に３８の集
落が点在する、自然豊かな町です。
町域は２４１．８９平方キロメートルと広大で、町内を横断する国道２６０号は実延長５５．７ｋｍあり、移動するには自家用
車で１時間半以上必要です。こうした地理的な特徴に加え、人口は毎年４００人程度の減少があり、令和元年１１月末現
在１２，３７６人、高齢化率が５０％を超えています。
　町内に鉄道はなく、バスが町内だけでなく、近隣市町への移動にも重要な役割を果たしています。
地域間幹線系統から接続している廃止代替路線の町営バス、その町営バスの支線を担うデマンドバス、町内２社あるタ
クシー会社で公共交通網を形成し、住民の交通手段を確保しています。
　高校生の多くが近隣市町の高校へバスで遠距離通学していることや、過疎化による小売店や病院の撤退による、高齢
者の日常生活、社会参加の交通手段の確保、観光地への公共交通整備ができていないことなど課題も多く、南伊勢町
の地形的特徴、人口構成など、実情に応じた公共交通網の構築を目指しています。
　具体的には、以下のような形をとっています。
　　１、大型車両による大量輸送、定期運行として町営バスを運行する。
　　２、交通空白地・交通空白時間帯、及び道路幅の狭い地域には小型車両による集落内までデマンドバスを運行する。
　　３、地域間幹線系統バス接続箇所である町内2ヶ所のバスセンターへ、町営バス・デマンドバスを接続することにより、
町内外へのアクセスを確立する。
　なお、令和2年春頃に地域公共交通網形成計画を策定すべく、調査事業を活用し調査と協議を進めています。

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（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

南伊勢町地域公共交通会議

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



（別添１）

令和元年１月７日

協議会名：南伊勢町地域公共交通会議

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

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】

１、住民の利用・意識調査
　・地区で、懇談会を実施し、住民の意識・ニーズを把握する。
　　地区と相談し、対象者を選定する。
　・小中学生の利用状況についてのアンケート実施
　・高齢者の利用実態と買い物・通院などの日常生活と社会
　　参加アンケート等を実施する。
　・住民代表委員からの意見徴収
　
２、利用・運行状況の把握（OD調査など）
　・乗降OD調査
　　OD調査と利用者アンケートも同時に実施する。
　　利用者の多くは高校生であり、高校生ヒアリングをかねて
　　調査する。
　・運転手、受付者ヒアリング
　　利用状況の調査に合わせ、路線の見直し、利用促進案
　　など、現場の声を聞く。

A
概ね計画通り事業は適切に実施された。
一部、地区と相談し、計画を変更し実施ところ
や、追加で懇談会を実施した項目もある。

１、住民の利用・意識調査
　・住民懇談会　　　　　　３地区実施（残 ３地区調整中）
　　　　　　　　　　　　　　　１２月（宿浦区、田曽浦区、相賀浦区）
　・全世帯アンケート　　広報１月号で配布、１月中回収
　・小中学生及び保護者アンケート　１月実施予定
　・住民代表意見徴収　１１月２９日実施

２、利用・運行状況の把握（OD調査など）
　・乗降OD調査
　　南島地区線、南島南勢連絡線、広域幹線 伊勢南島線
　　１１月１３日（水）１６日（土）
　　南勢地区線、広域幹線 五ヶ所線
　　１１月２０日（水）３０日（土）
　・運転手、受付者ヒアリング
　　三重交通㈱伊勢営業所　運転手・営業担当
　　三重交通㈱志摩営業所　運転手・営業担当
　　大新東㈱南伊勢営業所　運転手・営業担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付者

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



（別添１－２）

令和元年１月７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）

　南伊勢町は三重県南部に位置し、熊野灘に面したリアス式海岸（海岸線延長２４５．６㎞）の入り組んだ地形に３８の集
落が点在する、自然豊かな町です。
町域は２４１．８９平方キロメートルと広大で、町内を横断する国道２６０号は実延長５５．７ｋｍあり、移動するには自家用
車で１時間半以上必要です。こうした地理的な特徴に加え、人口は毎年４００人程度の減少があり、令和元年１１月末現
在１２，３７６人、高齢化率が５０％を超えています。
　町内に鉄道はなく、バスが町内だけでなく、近隣市町への移動にも重要な役割を果たしています。
地域間幹線系統から接続している廃止代替路線の町営バス、その町営バスの支線を担うデマンドバス、町内２社あるタ
クシー会社で公共交通網を形成し、住民の交通手段を確保しています。
これまでも利便性の向上を目指し、町外への町営バスの延伸や道路の開通に合わせたルート変更、年間利用券の現地
販売、地域間幹線系統への立ち席解消の補助金など、様々な交通対策や利用促進などを行ってきました。しかしなが
ら、場当たり的な対策となり、またアピール不足もあり、利便性の向上は図られたものの、南伊勢町の公共交通をわかり
やすくお示しできてない現状がありました。
　高校生の多くが近隣市町の高校へバスで遠距離通学していることや、過疎化による小売店や病院の撤退による、高齢
者の日常生活、社会参加の交通手段の確保、観光地への公共交通整備ができていないこと、利用者数と運賃収入の減
少、年々増加する運行委託費用など課題も多く、それらへの対応の方向性も含め、町としていかに地域公共交通政策を
進めていくかを明らかにするため「南伊勢町地域公共交通網形成計画」の策定に着手しました。
　町内公共交通の現状調査と課題についての整理、目標値を設定し、計画的に持続可能な公共交通網の構築を推進で
きる計画の策定を目指します。

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（計画策定に係る事業）

南伊勢町地域公共交通会議

調査事業（計画策定）国庫補助金


