






（別添１）

平成29年1月18日

協議会名： 津市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費補助金

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）

A

計画通り事業は適切に実
施された。

計画通り事業は適切に実
施された。

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

津市

津市

久居地域稲葉ふれあい会館ルート
稲葉ふれあい会館～三重中央医
療センター～久居総合支所
第2号系統

久居地域における利用状
況は、対前年比102.1％で
あり、地域での利用者数を
現状維持するという目標は
達成できた。
路線ごとには、稲葉ルート
が対前年比100.3％、稲葉
ふれあい会館ルートが対前
年比89.5％、榊原ルートが
対前年比101.8％、桃園
ルートが対前年比92.0％、
野村ルートが対前年比
179.0％という結果となっ
た。
地域全体としての目標は達
成できたものの、稲葉ふれ
あい会館ルートについて
は、２年連続での減少と
なった。需要の把握やさら
なる利用促進が必要であ
る。

計画通り事業は適切に実
施された。

A

津市

久居地域稲葉ルート
榊原出張所～三重中央医療セン
ター～久居総合支所
第1号系統 A

津市

来年度は大きな運行変更は考
えていないものの、地域での懇
談会等を活用し、住民の声を聞
きながら、より良い運行となる
よう努力していく。改善のため
に必要な軽微な運行変更が発
生した場合には、久居地域公
共交通あり方検討会において
協議していく。
また、当該地域では、民間路線
バスの一部区間において、利
用者が少なくなっており、廃止
代替バス、コミュニティバス等
の路線のあり方について、地域
全体の状況を踏まえながら、協
議していく。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、鉄道や民間路線バス
の時刻等を記載した久居地域
版の総合時刻表を作成し、主
要施設等で配布を行うことによ
り、利用促進に努めた。

津市

久居地域野村ルート
久居総合支所～三重中央医療セ
ンター～久居総合支所
第6号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

久居地域桃園ルート
木造7区集会所～三重中央医療セ
ンター～久居総合支所
第5号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

A
久居地域榊原ルート
久居総合支所～三重中央医療セ
ンター～安子公会所
第4号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

河芸地域における利用状
況は、対前年比89.2％であ
り、地域での利用者数を現
状維持するという目標を一
部達成できなかった。
路線ごとには、河芸循環北
ルートが対前年比95.8％、
河芸循環南ルートが対前年
比83.0％という結果となっ
た。
両路線とも利用者が減少し
ており、新規の利用者の獲
得が課題となっている。

津市

河芸地域河芸循環北ルート
河芸総合支所～近鉄千里駅・千
里ヶ丘団地東～河芸総合支所
第7号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

久居地域榊原ルート
八知山～三重中央医療センター～
久居総合支所
第3号系統

来年度は大きな運行変更は考
えていないものの、地域での懇
談会等を活用し、住民の声を聞
きながら、より良い運行となる
よう努力していく。改善のため
に必要な軽微な運行変更が発
生した場合には、河芸地域公
共交通あり方検討会において
協議していく。
当該地域では、両ルートとも、
利用者の減少が続いているた
め、沿線住民に対し、コミュニ
ティバスの現状を説明してい
く。

津市

河芸地域河芸循環南ルート
河芸総合支所～近鉄豊津上野駅・
近鉄千里駅～河芸総合支所
第8号系統

津市

芸濃地域芸濃循環明ルート
芸濃総合支所～中町・ショッピング
センター～芸濃総合支所
第9号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

河芸地域河芸循環南ルート
河芸総合支所～近鉄豊津上野駅・
近鉄千里駅～河芸総合支所
第8-1号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

　利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、鉄道や民間路線バス
の時刻等を記載した河芸地域
版の総合時刻表を作成し、主
要施設等で配布を行うことで、
利用促進に努めた。
　また、道の駅「津かわげ」の
完成に合わせて、両路線にお
いて、当該施設への乗り入れを
行った。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、民間路線バスの時刻
等を記載した芸濃地域版の総
合時刻表を作成し、主要施設
等で配布を行うことで、利用促
進に努めた。

芸濃地域における利用状
況は、対前年比97.1％であ
り、地域での利用者数を対
前年比105％にするという
目標を一部達成できなかっ
た。
路線ごとには、明ルートが
対前年比106.8％、安西
ルートが対前年比84.0％、
雲林院ルートが109.2％、河
内ルートが対前年比97.2％
という結果となった。
当該地域では利用者の増
加が続いていたが、年々鈍
化しており、今年度は横ば
いとなったことから、今後は
目標の設定について再整
理が必要。
また、雲林院ルートについ
ては、平均乗車密度が0.9と
なり、国庫補助対象から外
れることとなった。

来年度は大きな運行変更は考
えていないものの、改善のため
に必要な軽微な運行変更につ
いては、芸濃地域公共交通あ
り方検討会において協議してい
く。
目標についても、地域での利用
者数を現状維持する目標に見
直していく。
平均乗車密度が1を下回った雲
林院ルートについては、状況を
地域に伝えていくとともに、路
線のあり方について、地域とと
もに考えていきたい。

津市

芸濃地域芸濃循環安西ルート
芸濃総合支所～ショッピングセン
ター・中町～芸濃総合支所
第11号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

芸濃地域芸濃循環河内ルート
芸濃総合支所～市場・中町～芸濃
総合支所
第13号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

芸濃地域芸濃循環明ルート
芸濃総合支所～中町・学童保育園
前～芸濃総合支所
第10号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

Ｂ

Ｂ

A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

河芸地域河芸循環北ルート
河芸総合支所～近鉄千里駅・千
里ヶ丘団地東～河芸総合支所
第7-1号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。
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津市

安濃地域明合ルート
サンヒルズ安濃～曽根橋バス停前
～サンヒルズ安濃
第14号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

安濃地域における利用状
況は、対前年比98.8％であ
り、地域での利用者数を現
状維持するという目標を達
成できた。
路線ごとには、明合ルート
が対前年比84.5％、安濃
ルートが対前年比80.0％、
草生ルートが対前年比
120.4％という結果となっ
た。
地域での目標は達成できた
ものの、明合ルート、安濃
ルートについては、利用者
が減少傾向にあるため、需
要の把握やさらなる利用促
進が必要である。

地域からの声を反映させ、草生
ルート上に、「Ｆ前野橋」停留所
を新設する。改善のために必
要な軽微な運行変更について
は、安濃地域公共交通あり方
検討会において協議していく。
当該地域では、明合ルート、安
濃ルートの利用者の減少が続
いており、平均乗車密度も1.5
程度となっているため、沿線住
民に対し、コミュニティバスの現
状を説明していく。

津市

安濃地域安濃ルート
サンヒルズ安濃～曽根橋バス停前
～サンヒルズ安濃
第16号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

名張奥津線の対前年比
90.8％であり、利用者数を
現状維持するという目標を
一部達成できなかった。
当該路線については、利用
者数が、年々減少しており、
路線のあり方について、美
杉地域全体の交通ネット
ワークの中で考えていく必
要がある。
また、名張奥津線第2号系
統は、平均乗車密度が0.4と
なり、国庫補助対象から外
れることとなった。

名張奥津線については、過去3
年間で利用者の減少が著しく、
路線のあり方について、美杉地
域全体の交通ネットワークの中
で検討していく。特に美杉地域
では、平成28年3月26日に全線
復旧を果たしたＪＲ名松線の利
活用や、平成29年4月に予定さ
れている新たな診療所の開設
等、地域の実情を踏まえ、鉄
道、コミュニティバス、廃止代替
バスのあり方について、美杉地
域あり方公共交通あり方検討
会等で議論していく。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
川上～比津・竹原～マックスバリュ
（川口店）
第3号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、鉄道や民間路線バス
の時刻等を記載した美杉地域
版の総合時刻表を作成し、主
要施設等で配布を行うことで、
利用促進に努めた。特に美杉
地域はJR名松線の全線復旧に
伴い、来訪者の増加も見込ま
れるため、わかりやすい総合時
刻表の作成に取り組んだ。

Ｂ

美杉地域では、平成28年3月26
日に全線復旧を果たしたＪＲ名
松線の利活用や、平成29年4
月に予定されている、新たな診
療所の開設等、地域の実情を
踏まえ、鉄道やコミュニティバス
だけでなく、近年、利用者数が
大きく減少している廃止代替バ
ス名張奥津線のあり方につい
て、美杉地域あり方公共交通
あり方検討会等で議論してい
く。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
川上～比津～一志病院
第5号系統

A

計画通り事業は適切に実
施された。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
丹生俣～下之川・竹原～マックス
バリュ（川口店）
第4号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
川上～エーコープ・比津・竹原～
マックスバリュ（川口店）
第3-1号系統

Ｂ

三重交通株式会社

名張奥津線
飯垣内～敷津～奥津駅前
第1号系統

A

計画通り事業は適切に実
施された。

美里地域のコミュニティバス
は、現在、小中学生の通学手
段としても利用されているが、
平成29年4月から、地域の小学
校の統合に伴う、スクールバス
の運行が開始されるため、コ
ミュニティバスの利用者層の変
化が予想される。美里地域公
共交通あり方検討会での意見
も踏まえながら、次年度以降の
運行について、検討していく。

株式会社一志運輸

一志地域高岡ルート
とことめの里一志～石橋駅・川合
高岡駅～とことめの里一志
第2号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、鉄道や民間路線バス
の時刻等を記載した一志地域
版の総合時刻表を作成し、主
要施設等で配布を行うことによ
り、利用促進に努めた。

株式会社一志運輸

一志地域川合ルート
姫路集会所～川合高岡駅～とこと
めの里一志
第1号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。 来年度は大きな運行変更は考

えていないものの、地域での懇
談会等を活用し、住民の声を聞
きながら、より良い運行となる
よう努力していく。改善のため
に必要な軽微な運行変更が発
生した場合には、一志地域公
共交通あり方検討会において
協議していく。
また、地域全体で利用者が増
加しているため、原因を分析の
うえ、他地域の運行にも活かし
ていけるよう取り組んでいく。

美里地域コミュニティバス
湯の瀬～辰水農協前・日南田～美
里総合支所
第10号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

美里地域コミュニティバス
美里総合支所～日南田・辰水農協
前～湯の瀬
第9号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

Ａ

美里地域コミュニティバス
湯の瀬～稲葉口・美里総合支所～
平木
第8号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

美里地域コミュニティバス
平木～美里総合支所・足坂～湯の
瀬
第7号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

Ａ

A

計画通り事業は適切に実
施された。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
川上～比津～一志病院
第5-1号系統

A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

安濃地域明合ルート
サンヒルズ安濃～曽根橋バス停前
～明合団地
第15号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

津市

安濃地域草生ルート
サンヒルズ安濃～曽根橋バス停前
～サンヒルズ安濃
第17号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、民間路線バスの時刻
等を記載した安濃地域版の総
合時刻表を作成し、主要施設
等で配布を行うことで、利用促
進に努めた。

三重交通株式会社

Ａ

美杉地域における利用状
況は、対前年比88.3％であ
り、地域での利用者数を現
状維持するという目標を一
部達成できなかった。
路線ごとには、川上ルート
が対前年比86.1％、丹生俣
ルートが対前年比87.7％と
いう結果となった。
当該地域は、市内で最も過
疎化、高齢化の進む地域で
あるため、高齢者のさらな
る利便性向上について検討
が必要。

美里地域における利用状
況は、対前年比95.5％であ
り、地域での利用者数を現
状維持するという目標を達
成できた。
路線ごとには、長野・高宮
ルートが対前年比115.9％、
辰水ルートが対前年比
85.6％という結果となった。
今後は、地域の小学校の統
合が予定されており、地域
の変化に対応した柔軟な運
行が課題である。

一志地域における利用状
況は、対前年比対前年比
114.1％であり、地域での利
用者数を対前年比105％に
するという目標を達成でき
た。
路線ごとには、川合ルート
が対前年比121.0％、辰水
ルートが対前年比107.9％と
いう結果となった。

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
川上～エーコープ・比津～一志病
院
第5-2号系統 A

計画通り事業は適切に実
施された。

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、鉄道や民間路線バス
の時刻等を記載した美杉地域
版の総合時刻表を作成し、主
要施設等で配布を行うことで、
利用促進に努めた。特に美杉
地域はJR名松線の全線復旧に
伴い、来訪者の増加も見込ま
れるため、わかりやすい総合時
刻表の作成に取り組んだ。
川上ルートについては、JR名
松線の全線復旧に合わせ、伊
勢鎌倉駅に停留所を追加し
た。また、地域内のスーパー
マーケットであるエーコープJA
みすぎ店まで乗り入れを行い、
円滑な日常生活用品の購入の
利便性の向上を図った。

三重交通株式会社

利用者のさらなる利便性の向
上を目的に、コミュニティバスだ
けでなく、民間路線バスの時刻
等を記載した美里地域版の総
合時刻表を作成し、主要施設
等で配布を行うことにより、利
用促進に努めた。
また、いなば園の施設利用者
の利便性の向上を目的に、同
施設前に停留所の新設を行っ
た。

三重交通株式会社

三重交通株式会社

三重交通株式会社

美杉地域コミュニティバス
丹生俣～下之川～一志病院
第6号系統

A

計画通り事業は適切に実
施された。



（別添１）

平成29年1月18日

協議会名：津市地域公共交通活性化協議会

①事業の結果概要
③事業の今後の改善点
（特記事項含む）

【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を記載。】

【事業の今後の改善点として、取組内容・関係者それ
ぞれが果たすべき役割等を記載。】

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画推進に係る事業）

②事業実施の適切性

Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメントの実施 A
　システムの作成にあたっては、計画通り、実施
が進んでいる。

公共交通になじみの薄い方でも、システムを体験して
いただけるよう、遊び感覚でやっていただけるようなも
のとなるよう工夫していく。
システム完成後は、より多くの方に当該システムを
使っていただくため、イベント等において、システムを
体験するブースを設置するなど取り組んでいく。
また、若年層向けのスマホ・タブレット対応だけでなく、
高齢者向けの紙ベース対応も検討している。



（別添１－２）

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： 津市地域公共交通活性化協議会

平成29年1月18日

地域内フィーダー系統確保維持費補助金、津市地域公共交通調査事業（計画推進事業）

　平成１８年１月１日に、１０市町村が合併して誕生した津市は、県内で最も広い面積を有している。また、三重県の中央
部に位置し、東部は伊勢平野の一部を形成する海岸平野、中部は標高３０～５０ｍの丘陵地や台地、西境沿いには７０
０～８００ｍの山々が連なり、多様な自然を形成している。
　少子高齢化・人口減少が急速に進展する社会において、地域の活性化や地域経済の持続的発展を実現するために
は、コンパクトなまちづくりとともに、拠点同士や拠点と居住エリアを結ぶ地域公共交通網の充実が必要不可欠となって
いる。このような状況の中、津市では、海上交通、鉄道、幹線システム、支線システムの連携による一体的な公共交通
ネットワークの形成により、「一体感のあるまちづくりを支え、誰もが移動できる公共交通体系の実現」を目指している。
　このような基本理念のもと、「地域をつなぎ住みやすいまちづくりを実現する公共交通ネットワークの構築」、「地域の特
性に応じた利便性の高いコミュニティ交通の実現」、「公共交通をサポートし、利用促進につながる公共交通体系の実
現」、「持続可能な交通サービスが提供できる交通体系の実現とＰＤＣAサイクルの確立」、「市民、交通事業者、行政の
協働による仕組みづくり」の５つの基本方針を設定し、津市地域公共交通活性化協議会や各地域の公共交通あり方検
討会で議論を続けている。
　形成計画の推進事業では、普段、主に自家用車を利用されている方をターゲットに、インターネットを活用したモビリ
ティマネジメントを実施する。



平成２８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 
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１．協議会が目指す地域公共交通の姿 

（１）本市の特徴とこれまでの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

（２）津市地域公共交通網形成計画 

●基本理念：『一体感のあるまちづくりを支え、誰もが移動できる公共交通体系の実現』 

 ●５つの基本方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１
 地域をつなぎ、住みやすいまちづくりを実現する公共交通
ネットワークの構築

目標１－１  広域での移動を確保する

目標１－２  日常生活における地域移動を確保する

目標１－３  観光振興との連携による交流⼈⼝の拡⼤

基本方針３
 公共交通サービスをサポートし、利⽤促進につながる交通体
系の実現

基本方針２  地域の特性に応じた利便性の⾼いコミュニティ交通の実現

目標２－１  交通不便地における移動⼿段を確保する

目標２－２  地域を越えた移動⼿段を確保する

目標３－１  公共交通に対する市⺠意識の向上を図る

目標３－２  ⾼齢者の外出意欲の増進

基本方針４
 持続可能な交通サービスが提供できる交通体系の実現とＰＤ
ＣAサイクルの確⽴

目標４－１  市⺠や関係者が目標の共有を図る

基本方針５  市⺠、交通事業者、⾏政の協働による仕組みづくり

目標５－１  交通を担う⼈材を確保し育てる

平成18年1月 10市町村の合併により誕生

平成21年12月 津市地域公共交通総合連携計画の策定
平成22年4月〜平成25年3月 津市コミュニティバスの実証運⾏
平成25年4月〜 津市コミュニティバスの本格運⾏

平成27年3月31日 津市地域公共交通網形成計画の策定

★合併前の旧市町村で実施されていたバス事業を再編する必要性

★運賃体系の統一や旧市町村を一部越えたルート設定等、一定の整理を⾏った

★連携計画をステップアップさせ、津市全体の公共交通ネットワークの方向性を定めた

津市地域公共交通活性化協議会 
平成２０年８月２０日設置 

 フィーダー系統  平成２７年６月２９日確保維持計画策定 

●計画期間：平成 27 年 4 月～平成 32 年 3 月（５年間） 

平成 29 年度に中間見直しを行う。 

①地域をつなぎ、住みやすいまちづくりを

実現する公共交通ネットワークの構築 

②地域の特性に応じた利便性の高いコミ

ュニティ交通の実現 

③公共交通サービスをサポートし、利用促

進につながる交通体系の実現 

④持続可能な交通サービスが提供できる

交通体系の実現とＰＤＣＡサイクルの

確立 

⑤市民、交通事業者、行政の協働による仕

組みづくり 

 

また、基本方針に対し、９つの目標を設定。 

（右図参照） 

資料２－３ 
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２．計画の達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網計画のＰＤＣＡ

・目標の設定
目標達成度を図るための数値目標の設定

・目標を達成するための施策の設定

・施策・事業の実施

Ｐｌａｎ

Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ

・目標の評価
⇒数値目標のみならず、
施策・事業の実施状況を総合的に評価
→評価シート、分科会によるワーキングを活用

・課題の再整理

Ｈ26年度（計画策定）

Ｈ27、28、（29）年度
（実施期間）

Ｈ29年度（中間評価）

Ｈ30、31年度
（改善した施策の実施）

・中間評価を踏まえた網計画の見直し
・改善案の施策・事業の検討及び実施

海上交通、鉄道、幹線システム、支線システムの連

携による一体的な公共交通ネットワークの形成に

より、「一体感のあるまちづくりを支え、誰もが移

動できる公共交通体系の実現」を目指している。 

公共交通システムの骨格形成イメージ図（津市地域公共交通網形成計画 P.31） 

（１）交通網全体の評価 

地域の交通網全体の評価については、各年度にお

いて、網計画の施策の進捗状況、数値目標の達成状

況等を協議会において協議のうえ、評価を行ってい

る。 

 平成 29 年度に予定している網計画の中間評価に

ついては、「津市地域公共交通網形成計画中間評価

シート」を活用し、数値目標の達成状況と施策の実

施状況を総合的に評価のうえ、残りの実施期間の方

向性について、評価分科会及び津市地域公共交通活

性化協議会において定める。 

計画策定時の現況値 中間目標値 【参考】最終目標値 実績値 評価（Ａ～Ｅ） 総合評価（Ａ～Ｅ） ３１年度までの方向性

数値目標① 「幹線」と位置付けるバス路線の利用者数 2,249,488　人/年 2,249,500　人/年 2,249,500　人/年

数値目標② 鉄道の利用者数 17,067,212　人/年 17,067,300　人/年 17,067,300　人/年

評価（Ａ～Ｅ）

施策① 幹線の整備と運行

施策② 乗継設定と待合環境の整備

施策③ 隣接自治体との連携

施策④ 鉄道の利便性向上のための要請と利用促進

数値目標からの評価

施策の実施状況からの評価

目標１－１ 広域での移動を確保する

実施状況

基本方針１：地域をつなぎ、住みやすいまちづくりを実現する公共交通ネットワークの構築

（２）個々の路線の評価 

 各路線の評価については、利用者数の増減等から、適切な運行となっているか評価している。

また、各地域の利用者、自治会長、社会福祉協議会代表者等で組織される、地域公共交通あり方

検討会での意見も踏まえながら、必要に応じて、運行変更等を行っている。 

津市地域公共交通網形成計画中間評価シートの例 
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３．目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）網計画の目標を達成するための施策の進捗状況 

１ 津市コミュニティバスの整備と運行 

（実施主体：津市） 

地域からの声や、各地域公共交通 

あり方検討会での意見等も踏まえ、 

地域の実情に応じた運行変更を実施。 

平成27年度
・４回の会議と１回の現地視察を実施。
・住⺠主体型の新たな乗合タクシーの運⾏についての協議や、コミュニティバスの運⾏変更
（河芸、美⾥、⽩⼭、美杉）等について協議。

平成28年度
・平成28年12月27日現在、３回の会議と１回の現地視察を実施。
・平成27年度における形成計画に掲げた施策の進捗状況や、コミュニティバスの運⾏変更
（安濃、⽩⼭、美杉）等について協議。

地域名 実施時期 変更内容

河芸地域 平成28年4月 ・平成28年4月に開設した道の駅「津かわげ」への乗り⼊れ

美⾥地域 平成28年4月 ・施設利⽤者に対応した停留所の新設

平成28年4月 ・中学生の通学に対応した時刻変更

平成28年7月 ・⾞両の⼤型化（⾼校生乗りあふれ対応）

・名松線全線復旧に合わせたダイヤ改正

・伊勢鎌倉駅への停留所設置

・地域内のスーパーへの乗り⼊れ

・⾼台に居住する住⺠へ対応したルート延伸

平成28年7月 ・観光客向けの土・日・祝日ダイヤの設定

⽩⼭地域

美杉地域
平成28年4月

（１）取組経緯 

１ 市全体の公共交通の概要 

本市では、海上交通、鉄道、幹線システム、支線システムが連携した公共交通ネットワークの

形成を大きな方向性としているが、広大な市域内における多様な地域特性に対応した公共交通の

整備が課題である。 

２ ＪＲ名松線利活用事業 

 

 

（実施主体：津市） 

 平成 28 年 3 月 26 日、ＪＲ名松線 

が約６年半ぶりに全線復旧。 

 復旧後は、ＧＷ期間や８～11 月の 

行楽シーズンに、伊勢奥津駅と北畠 

神社を結ぶ名松線での来訪者向けの 

無料臨時バスを運行。 

無料臨時バスは、土・日・祝日のイベント等にあわせ延べ 25 日間運行し、4,166 人の利用があ

った。そのほか、伊勢奥津駅等での無料レンタサイクルの実施、一志駅、関ノ宮駅からのパーク

アンドライドの推進、観光客向けにコミュニティバスの土・日・祝日ダイヤの設定を行った。 

２ 協議会の開催状況（平成 27 年 4 月～平成 28 年 12 月） 

目標 1-2「日常生活における地域移動を確保する」 

目標 1-3「観光振興との連携による 

交流人口の拡大」 

復旧後の１番列車 

平成 28 年度における津市コミュニティバスの運行変更 

無料臨時バスの運行 
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３ 地域住民運営主体型コミュニティ交通事業の推進 

（実施主体：市民、交通事業者、津市） 

①高松山団地乗合ワゴンへの継続した支援 

住民主体型の公共交通である高松山団地乗合ワゴンに対し、継続した支援を行った。 

②新たな乗合タクシーの運行 

 山間部の２地区（白山地域の二俣地区、上佐田地区）において、 

地域住民が主体となった公共交通の導入について、住民及び交通 

事業者との協議が整い、平成 27 年 12 月から平成 28 年 2 月まで 

の実証運行を経て、平成 28 年 3 月から予約型の乗合タクシーの本格運行が開始された。 

４ わかりやすい路線・時刻表情報の提供 

（実施主体：津市、津市地域公共交通活性化協議会） 

①総合時刻表の作成・配布（H27 計画推進事業） 

 高速船、鉄道、民間路線バス、コミュニティバスなど、 

異なる事業者の時刻表を一冊で確認できる総合時刻表を作成。 

エリアごとに 8 種類作成し、平成 28 年 4 月から、イベントや 

主要施設等で配布を行っている。 

②公共交通の「見える化」の推進（H27 計画推進事業） 

 ジョルダン、ナビタイムにデータ提供を行い、インターネット路線 

検索サイトにおいて、コミュニティバスの路線検索を可能にした。 

 

目標 2-1「交通不便地における 

移動手段を確保する」 

目標 3-1「公共交通に対する市民意識の 

向上を図る」 

５ モビリティマネジメントの実施 

（実施主体：津市、津市地域公共交通活性化協議会、交通事業者） 

①バスの乗り方教室の開催 

 関係団体と連携しながら、小学生向けのバスの乗り方教室を開催。 

平成 28 年度からは、市内バス事業者にＩＣカードが導入されたこと 

から、ＩＣカードを用いた乗車体験も実施した。 

②Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメント（H28 計画推進事業） 

 普段、クルマで生活されている方に、公共交通への関心を高めてもら 

い、クルマと公共交通の使い方を見つめなおしてもらうため、インター 

ネットを活用したゲーム感覚の意識啓発を実施する。平成 28 年度中にシステムを完成させ、平

成 29 年度から運用を開始する。運用にあたっては利用促進イベント等で体験コーナーを設け

る等、広くＰＲしていく。 

 

目標 3-1「公共交通に対する市民意識の向上を図る」 

バスの乗り方教室の様子 

津市総合時刻表 

二俣地区 初日の運行の様子 
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４．具体的取組みに対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域名 平成２７年度
（H26.10-H27.9）

平成２８年度
（H27.10-H28.9） 増減 対前年⽐

生活交通確保維持
改善計画の目標値

（利⽤者数）
評価 形成計画における

運⾏分類

久居地域 4,246 4,334 88 102.1% 現状維持 Ａ ⺠間補完型
河芸地域 3,802 3,391 ▲ 411 89.2% 現状維持 Ｂ 福祉目的型
芸濃地域 6,142 5,966 ▲ 176 97.1% 対前年⽐105％ Ｂ 福祉目的型
美⾥地域 10,268 9,811 ▲ 457 95.5% 現状維持 Ａ 生活基盤型
安濃地域 2,307 2,279 ▲ 28 98.8% 現状維持 Ａ 福祉目的型
一志地域 5,563 6,347 784 114.1% 対前年⽐105％ A 福祉目的型
⽩⼭地域 37,044 37,505 461 101.2% 現状維持 Ａ 生活基盤型
美杉地域 19,060 16,825 ▲ 2,235 88.3% 現状維持 Ｂ 生活基盤型

合計 88,432 86,458 ▲ 1,974 97.8%
※⽩⼭地域のみ地域内フィーダー補助の対象外

指標
平成２７年度

（H26.10-H27.9）
平成２８年度

（H27.10-H28.9）
増減

（H28-Ｈ27）
対前年⽐

(H28/H27)
形成計画の中間目標値

（H28.4-H29.3）
目標値との⽐較

（％）
「幹線」と位置付けるバス路線
の利⽤者数

2,180,526 2,171,548 ▲ 8,978 99.6% 2,249,500 96.5%

「⽀線」と位置付けるバス路線
の利⽤者数

2,044,927 1,711,911 ▲ 333,016 83.7% 2,080,200 82.3%

１．津市地域公共交通網形成計画に掲げる数値目標の達成状況 

①幹線・支線と位置付けるバス路線の利用者数 

平成 28 年度（H27.10-H28.9）における、幹線と位置付けるバスの利用者数については、対前年

比で 99.6％とほぼ横ばいとなった。網計画の中間目標値には、わずかに届いていない。 

また、支線と位置付けるバスの利用者数については、対前年比で 83.7％と減少となった。網計

画の中間目標値の達成も難しい状況である。民間バス路線において、運転手不足等の理由により、

路線の統合や減便を余儀なくされている路線について、利用者の減少が大きい。 

 今後は民間事業者と路線の状況等を情報共有しながら、連携した利用促進に取り組んでいく必

要がある。 

●支線と位置付けるバス路線のうち、津市コミュニティバスの利用状況 

平成 28 年度（H27.10-H28.9）における津市コミュニティバスの利用者数は、全体で 86,458 人と

なり、対前年比で 97.8％とほぼ横ばいとなった。 

生活交通確保維持改善計画の目標値について、一部目標を達成できなかった地域は、河芸、芸濃、

美杉地域である。減少幅の特に大きかった美杉地域では、ＪＲ名松線の全線復旧後の観光誘客や、

平成 29 年 4 月に予定されている新たな診療所の開設等も踏まえ、地域全体の交通網を再検討して

いく必要がある。 

また、地域として目標を達成できているが、平均乗車密度が 1 を下回り、補助対象から外れるル

ートも出てきている。住民にコミュニティバスの現状を知らせ、危機感を持ってもらうとともに、

路線のあり方についても、あわせて検討していく必要がある。 

津市コミュニティバスの利用状況 

幹線・支線と位置付けるバスの利用状況 
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２．計画推進事業の状況  

①平成 27 年度の計画推進事業の補助金を活用した事業について、28 年度から運用。 

●公共交通の「見える化」の推進 

・インターネット路線検索サイトで、コミュニティバスの時刻や路線の検索が可能となったことに

より、利用者からの電話での問い合わせは減っている。 

・認知度がより高まるよう、市ホームページや広報誌、イベント等において、路線検索の利便性向

上について、さらなるＰＲを行っていきたい。 

●総合時刻表の作製 

・総合時刻表については、イベントや主要施設で配布を行っており、「鉄道などの時刻もあわせて確

認できて便利」、「来年度も作製してほしい」など、住民からの評判が良い。 

・ダイヤ改正の際には、データ上で修正を行うなど、今後も更新していく。 

②平成 28 年度の計画推進事業の補助金を活用した事業について、29 年度から運用予定。 

●Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメントの実施 

（H28 システム作成、H29 運用開始） 

・近年、インターネットを活用して、ゲーム感覚の啓発を 

行い、市民の意識変化を促す取組は、公共交通に関わらず、 

多くの分野で見られる。 

・自身の情報を入力してもらい、入力情報に応じて、診断 

テスト形式で動機付けを行うのがメインであるが、工夫し 

た点としては、公共交通になじみの薄い方にも敷居が高く 

ならないよう、第１段階としてゲーム感覚の「交通おみく 

じ」を実施し、より関心が高まった方が診断チェックに進 

むようにした２段階での動機付けを行う点である。 

・運用については、若年層に向けたスマホ・タブレット対 

応のみならず、高齢者向けの紙ベース対応も検討している。 

Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメントの流れ

クルマと公共交通を考えよう！

第１段階（交通おみくじ）
・ゲーム形式の簡単で、誰でも親しみやすい動機付け
・初級者向け

もっと公共交通のこと考えてみようと思いませんか？

はい いいえ

クルマと公共交通を
もっと考えよう！

第２段階（診断テスト）
・ＱＡ式で考えてもらうもの

・質問の答えに応じ、安全・環
境・経済・楽しさなどの観点か
ら公共交通のメリットを伝える。

・第１段階で興味を持ってくれ
た方、やや中級者向け

終了
（ゲームには何度もチャレ

ンジできます！）

地域名
平成２８年度

（H27.10-H28.9）
形成計画の中間目標値

（H28.4-H29.3）

地域住⺠運営主体型の
公共交通の導⼊協議箇
所数

６
件

１０
件

②地域住民運営主体型の公共交通の導入協議箇所数 

平成 28 年 10 月までの地域住民運営主体型の公共交通の導入協議箇所数は、前年度より 1 件増えて

6 件。網計画の中間目標値には届いていない。 

市の広報誌やホームページ、地域の懇談会等を活用 

し、取組例の紹介を行っているが、実施の協議まで至って 

いない。 

実施については、平成 28 年 3 月から、山間部の 2 地 

区において、乗合タクシーの本格運行を開始できた。 
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５． 自己評価から得られた課題と対応方針 

 

 

公共交通ネットワークに関する課題 

●個々の路線への対応 

広大な市域を持つ本市では、市内全体のバラン

スを考え、運行方法や利用促進等も画一的なもの

をとってきたが、個々の路線の状況も踏まえた、き

め細かな施策を実施していく必要がある。 

①コミュニティバス・廃止代替バスの課題 

・河芸地域の河芸循環北ルート及び河芸循環南ル

ートは、過去 3 年間、利用者の減少が続いている。 

・安濃地域の明合ルート、安濃ルートについては、

平成 28 年度の実績で、平均乗車密度が 1.5 を下回

っている。 

・芸濃地域の雲林院ルートは、平成 28 年度の実績

で平均乗車密度が 1 を下回っている。 

・廃止代替バスの名張奥津線についても、平成 28

年度の実績で平均乗車密度が 1 を下回っている。

平均乗車密度が 0.4 の系統もあり、路線のあり方

が課題である。 

②民間路線バスの課題 

・事業者と市や協議会で情報共有できている路線

が少ない。情報共有を図り、縮小や廃止となる前

に、連携した利用促進に取り組む必要がある。 

対応方針 

●「個々の路線への対応」への対応方針 

・全体のネットワークの中での個々の路線

の位置付けを再整理 

・状況ごとに、路線を青、黄色、赤信号の

３段階に分け、路線や地域に優先順位や濃

淡をつけて施策を検討していく。 

・具体的には、河芸循環北ルート、河芸循

環南ルート、明合ルート、安濃ルートにつ

いては、地域に危機感を持ってもらうよ

う、コミュニティバスの状況を情報発信し

ていく。 

・芸濃地域の雲林院ルートは、地域への情

報発信とあわせて、路線の再編も視野に入

れた検討を行う。 

・名張奥津線については、人口減少と高齢

化が進む美杉地域では、地域全体の公共交

通網の再編も大きな課題であり、全体の再

編を考える中で、名張奥津線のあり方につ

いても検討していく。 

・民間路線バスについては、事業者や三重

県生活交通確保対策協議会とも連携しな

がら、対応策等を検討していく。 

●「復旧後の名松線の位置付けの整理」へ

の対応方針 

来年度に実施する、網計画の中間見直し

の中で整理を図っていく。 

●復旧後の名松線の位置付けの整理 

復旧後の名松線は、美杉地域の生活交通であるだ

けでなく、地域外からの観光客による利用もみられ

る。復旧以前から並行して走っている、美杉地域コ

ミュニティバスの川上ルートとの競合・協調等の整

理も含め、名松線復旧後の状況を踏まえ、市内の交

通ネットワークの中に再度位置づける必要がある。 



平成２８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） 
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２．アピールポイント 

 

 

津市地域公共交通活性化協議会              平成２０年８月２０日設置 

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 

各路線についての評

価結果が十分に反映

されていない。個々

の路線ごとの評価に

加え、地域ごとの総

括が必要。 

 平成28年度フィーダー系統

確保維持計画では、路線ご

との目標を設定はできなか

ったものの、自己評価には、

路線ごとの利用状況と地域

ごとの総括を記載。 

平成 29 年度フィーダー系統確保

維持計画より、地域ごとの目標に

加え、路線ごとの目標を設定した。 

 

関連して、利用促進についても、

これまでは、市内全体に向けた取

組が多かったが、平均乗車密度等

を基準として、対象路線と地域を

絞り、重点的な利用促進について

も実施していく。 

 

１ コミュニティバス等の現地視察の実施 
協議会委員それぞれが現地の状況を知り、情報を共有することが大切であるという観点から、毎

年、協議会で現地視察を実施している。 

近年では、平成 27 年 9 月 28 日、「住民との協働」をテーマに、伊賀市及び比自岐コスモス号運行

連絡協議会の関係者の方々に御協力いただき、比自岐地区の比自岐コスモス号の視察を実施した。 

また、平成 28 年 10 月 4 日には、3 月 26 日に全線復旧を果たしたＪＲ名松線及び美杉地域コミュ

ニティバスの視察を実施した。 

協議会委員が現地の状況の認識を持つだけでなく、視察を通じて委員間での交流もみられ、協議

会で活発な意見の出しやすい雰囲気づくりの一環にもなっていると感じている。 

 

 

 

 

 

 

２ 利用目的に合わせた鉄道とコミュニティバスの連携 
 平成 28 年 3 月 26 日にＪＲ名松線が全線復旧した。美杉地域の住民が、名松線を利用して、松阪

方面への移動が可能となるよう、コミュニティバスのダイヤを調整するとともに、夏休みシーズン

に合わせ、7 月 23 日から、美杉地域への来訪者向けの土・日・祝日ダイヤを設定し、利用目的に合

わせ、鉄道と連携したコミュニティバスのダイヤ変更を行った。 

伊賀市の視察の様子 美杉地域の視察の様子 


