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令和３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

平成２７年１月２１日設置

令和２年３月 羽島市地域公共交通網形成計画策定
（計画期間：令和２年４月～令和７年３月）

令和２年７月 フィーダー系統 確保維持計画策定等



１.直近の二次評価の活用・対応状況 2

直近の二次評価結果
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

①高齢者の運転免許証自主

返納者への特典付与の拡

充、高校生のバス通学定

期購入補助等事業を実施

し、公共交通のＰＲ・利

用促進を図る取組を実施

したことを確認しました。

・高齢者の運転免許証自主

返納者への特典付与、高

校生のバス通学定期購入

補助事業、乗継割引を継

続して実施した。

・引き続き、同様の取組を

実施するとともに、公共

交通のＰＲ・利用促進を

図る。

②本年度からスタートした

新たな地域公共交通計画

の各事業について、スケ

ジュールどおり進められ

ていないものが見受けら

れます。コロナ禍であっ

てもできるものから検

討・調整が進むことを期

待します。

・コロナ禍であってもでき

るものとして、岐阜羽島

駅のバス停の「のりば番

号」の設定、「ＧＴＦＳ

－ＪＰ」の整備、「地域

別マップ」の作成、新庁

舎への乗り入れ、南部線

の最終バス繰り下げ、公

共交通利用ガイドの発行

を実施した。

・新型コロナウイルス感染

症の動向を捉えながら、

今後も羽島市地域公共交

通網形成計画に示した各

事業を実施可能なものか

ら順次実施していく。



2.協議会等が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 3

地域の特性･概要･公共交通の取り組みの背景

• 岐阜羽島駅を交通結節点として、広域的には
鉄道や路線バスが、地域内ではコミュニティ
バスが運行。

• 高齢化の進展に伴い、都市間移動や日常生活
の足として、各地域の移動ニーズにも対応し
た商業施設・医療施設等へのアクセスの確保
が一層重要。

• 岐阜羽島駅では乗り継ぎ拠点としてバス乗り
場のわかりやすさや待合環境の改善が課題。

• R2年3月策定の「羽島市地域公共交通網形成
計画」に基づき、当該計画が掲げる本市の地
域公共交通目指す将来像である「人と暮らし
をつなぎ、 みんなで支えあう地域公共交通体
系の構築」の実現に向けた取組を実施。

羽島市地域公共交通網形成計画（R2.3策定）の概要

① 地域の日常生活を支える公共交通サービスの確保
② まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成
③ わかりやすく誰もが利用しやすい環境の整備
④ 多様な主体との連携による交通まちづくりの推進

公共交通ネットワーク概要図

目 標 『人と暮らしをつなぎ、みんなで支えあう地域公共交通体系の構築』

基本方針
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43.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）（１）

路線再編事業利用促進事業

JR岐阜羽島駅バス停の「のりば番号」を設定

• JR岐阜羽島駅は、ロータリーの東西

にバス停が分散しており、わかりや

すさ向上のため、各のりばに「のり

ば番号」を設定した。

• 「のりば番号」は、駅構内の案内図

に表示したほか、全戸配布用の公共

交通利用ガイドにも掲載した。

ＧＴＦＳ-ＪＰの整備

• バスの情報を簡単に検索できるよう

にするため、羽島市コミュニティバ

スを対象に標準的なバス情報フォー

マット(GTFS-JP)を作成し、オープン

データとして市HPで公開した。

• 令和3年10月からGoogleマップの経

路検索に対応し、市内を運行するす

べての鉄道・民間路線バス、コミュ

ニティバスが検索可能となった。

（Google マップ 経路検索）



→特典内容の拡充後は申請件数が増加。引き続きPRに

努める。

53.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）（２）

• バス通学の高校生の保護者の経済的負担軽減、通学利便性向上を図るため、通学定期券購

入額の1/3を補助する事業を開始。

高校生バス通学定期券購入補助金 （令和2年4月より開始）

63件

申請状況

• コミュニティバスから名阪近鉄バスへの乗継利用者を対象に100円の乗継券を交付。

→引き続きPRを実施し、支線～幹線間の乗り継ぎ利用を促進する。

乗継割引制度 （令和2年4月より開始）

• 運転免許証の自主返納を促進し、自家用車から公共交通への転換を促進するため、自主返

納者に対する特典付与を昨年度に引き続き行った。

運転免許証自主返納者等への特典付与 （令和2年4月より特典内容を拡充）

地域別マップの作成

この部分を地域ごとに作成

• 新型コロナワクチン集団接種者等

を対象に、接種会場までのコミュ

ニティバスの運賃を無料化。

• 会場までのアクセスを地域ごとに

必要な路線・バス停に絞った時刻

表を掲載した案内を作成した。

49件

63件

令和元年度

令和２年度
増加

※年度＝4月～3月

申請状況

令和２年度
→令和2年度は63件（延べ学生数31人）の申請。

引き続き中学校の進路説明会等でのＰＲに努める。



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 （Do）（３）

• 11月改正内容を反映したマップを発行・

全戸配布したほか、駅や主要施設に設置

した。

公共交通利用ガイドの発行

• 名鉄のダイヤ改正で深夜の列車が減便。

→南部線の最終バスがどの列車からも接続

しなくなることから、最終バスの時刻を

15分繰り下げ、次の列車に接続。

南部線の最終バス繰り下げ

市役所新庁舎への乗り入れ

• 市役所新庁舎東側にバスロータリーを設

置。周辺の路上に分散していたバス停を

新庁舎ロータリーに統一し、わかりやす

く安全に利用できるようにした。

公共交通利用ガイド
（R3年11月1日改正）

市役所北庁舎前

市役所東

新庁舎

変更前：

路上3か所に分散
↓

変更後：

1か所に集約
(新庁舎に横付け)

(旧)市役所

南部線 最終バス(平日)

羽島市役所前駅 22：50発 → 23：05発

市役所

市役所バス停位置図

新庁舎の「市役所」バス停
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74.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）（１）

羽島市地域公共交通網形成計画（R2.3策定）における評価指標

目標 評価指標
基準値

(令和元年度)

目標値
(令和6年度)

みんなの暮らしを

便利にする公共交通の実現

乗車人数

名鉄竹鼻線・羽島線

名阪近鉄バス羽島線

羽島市コミュニティバス

商業施設・市民病院の乗降者数

*203万994人/年

15万2,227人/年

10万1,343人/年

64人/日

204万0,000人/年

15万3,000人/年

10万2,000人/年

65 人/日

人の交流やにぎわいを生み、

まちを活性化させる

公共交通の実現

中心市街地の

コミュニティバス乗降者数

通勤・通学以外の外出頻度

主要交通結節点での乗り継ぎ利用者数

388人/日

81%

24人/日

390人/日

85%

25人/日

みんなが知っている、

気軽に使える公共交通の実現

出前講座・乗車体験会の開催回数

コミュニティバス(自宅最寄りバ

ス停)の認知度

*11回/年

63%

12回/年

73%

みんなが協力して

支えあう公共交通の実現
協働・連携した取り組み数 *0件/年 5年間で5件以上

評価の考え方

*印の現況値は平成30年度の値



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

39,325 35,754 41,552 49,587 45,911 43,851 33,333 33,919 44,010 未達成

(前年比) (-9%) (+16%) (+19%) (-7%) (-4%) (-24%) (+2%)

東・はしまわる線 3,828 8,785 7,878 7,021 6,495 6,669 7,050 未達成

西・はしまわる線 4,325 8,387 7,808 7,250 5,515 5,406 7,280 未達成

中・はしまわる線 2,027 13,524 13,654 13,615 9,442 10,767 13,660 未達成

温泉・はしまわる線 13,239 18,891 16,571 15,965 11,881 11,077 16,020 未達成

103,781 97,253 80,268 62,461 62,819 57,492 42,974 39,161

(前年比) (-6%) (-17%) (-22%) (+1%) (-8%) (-25%) (-9%)

143,106 133,007 121,820 112,048 108,730 101,343 76,307 73,080

(前年比) (-7%) (-8%) (-8%) (-3%) (-7%) (-25%) (-4%)

はしまわる線

年度 目標値

路線名 R3

実績値

(旧・市内線）

南部線

合計

29
26

20 20

45
38 36

41

60

71

51
56

0

20

40

60

80

H30.5 R1.5 R2.7 R3.5

84.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）（２）

年度=10月～9月

はしまわる線

南部線

生活交通確保維持改善計画（R2.7策定）における目標値の達成状況

＜

・令和2年度は新型コロナウイルスの影響で利用者が大きく減少した。

・令和3年度のバス停別乗降者数をみると、商業施設での乗降者数は概ね回復した一方、羽島
温泉や市民病院の乗降者数は令和元年度の7～8割程度の回復にとどまっている。

目標値の達成状況に関する考察

評価について、令和4年1月21日に地域公共交通協議会（書面協議）で承認自己評価

(人/日)

はしまわる線バス停乗降者数

乗降等調査結果

＜

＜

＜

＜

-21%羽島温泉

商業施設

市民病院

+8%

-23%

新型コロナウィルスの影響で減少

・新型コロナウイルスの影響が出る前から、利用者数の減少が続いている。

・特に通学時間帯の減少が大きいことから、利用者全体に占める割合の高い高校生の利用促進
を図る必要がある（令和3年度の高校生構成比：約42％）。



5.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 9

課題 対応方針

①はしまわる線

・令和2年度は新型コロナウイルスの影響

で利用者が大きく減少。

・令和3年度は商業施設での乗降者数は概

ね回復したが、羽島温泉や市民病院の利

用者は7～8割程度しか回復していない。

①感染症に対する不安の払拭

・換気や消毒等の様々な感染予防対策を実

施していることをPRし、公共交通の利用

に対する不安を払拭させ、羽島温泉等へ

の利用促進を図る。

②南部線

・新型コロナウイルスの影響が出る前から、
継続して利用者数が減少。

・特に通学時間帯の減少が大きいことから、
利用者全体に占める割合の高い高校生の
利用促進を図ることが必要。

②高校生に対する公共交通利用の促進

・中学生や高校生に対するPRや高校生通

学定期券補助の継続により、バスを利用

した高校通学の促進を図る。

③ＪＲ岐阜羽島駅前広場

・JR岐阜羽島駅のバス停が東西に分散して

いることなどから、利便性・わかりやす

さ・安全性の向上に向けた検討が必要。

③ＪＲ岐阜羽島駅前広場の改善

・改善策の一つとして「のりば番号」を設

定した。引き続き、交通事業者等の関係

者との協議を行い、調整できたものから

順次実施していく。

課題と対応方針


