
協議会名：飯田市地域公共交通改善市民会議

Ⅱ　計画事業の実施

　①　事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が
　　事業計画どおりに実施されなかった場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　総合事業計画では、Ａ市民バスと乗合タクシーを併用した新たな千代線の実証運行、Ｂ市街地循環線の実
証運行、Ｃ統合時刻表の発行、Ｄ路線バスと乗合タクシーを併用した新たな遠山地域公共交通の実証運行
を地域として実施する事業に位置づけている。（総合時刻表参照）
　Ａについては、平成20年度に引き続き事業計画に位置づけられた事業を適切に実施した。４月から９月の
間、市民バス千代線（通勤・通学対応、一日２便)は755人、乗合タクシー千代線（高齢者等の通院・買い物対
応、一日６便)は2,059人の利用があった。バスの利用者が減少しているのは、通勤利用者の数名の利用がな
くなったためと思われる。
　Ｂについては、平成20年度（８月から)に引き続き事業計画に位置づけられた事業を適切に実施した。４月か
ら９月の間、4,439人の利用があった。
　Ｃについては、年度末に実施する予定の事業である。
　Ｄについては、平成20年度(10月)から実施しているが、運行ダイヤ等の見直しを行い、４月から新たな実証
運行を事業計画に基づき実施している。４月から９月の間、8,643人の利用があった。

計画事業に係る事後評価記載様式（初年度・２年度目）

Ⅰ　総合評価

　地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ、個性豊かで活力に満ちた地域
社会実現に寄与するために適切な事業を選び出し、当該事業を本格実施する環境を整備するための検討
を行ったか。

　法定協議会を適切に開催し、地域の公共交通を活性化し、地域を活性化するために適切な事業を選び出
し、試行的に事業を実施する中で、その問題点の検証、事業の見直しの要否の検討、利用料金の適正な設
定、財源の検討等、当該事業を本格実施する環境の整備に向けて必要な検討を行なった。

Ⅲ　具体的成果

Ａについては、空白地域の利用を主体とする乗合タクシーの利用者が2,059人であり、アンケート結果からも
運行は好評であり、適切な事業と判断できる。
Ｂについては、実証運行により一定の需要があることが判明したが、1便あたりの利用者数が3.5人と少ないう
え、路線バスが進入できない狭隘な道路沿いに住宅密集地もあることから、路線バスではなく、より決め細や
かな対応が必要であると判断される。
Ｄについては、４月からの運行変更により新たな需要の開拓も出来ているが、飯田市中心市街地から遠い地
域でもあることから、利用促進には、高校生の定期券をはじめとした運賃の負担軽減が必要であると判断され
る。

　①　定められた評価方法・評価基準にしたがって、評価事項について事業を評価したか。
　　その際、事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。

　路線バスについては、便毎の利用者数を全ての便において把握した。乗合タクシーについては、便毎の利
用者数、利用区間、運賃等詳細に把握した。この数値と本事業開始前の運行の数値でもって評価を行って
いるが、公共交通空白地域の解消も事業の目的としているため、単純に前後の比較にのみでは評価してい
ない。また､本事業以外に利用者数等に影響する要因は現在のところないと考える。

　②　実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを
　　検証したか。
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Ⅳ　自立性・持続性

１　事業の本格実施に向けての準備

２　事業の実施環境

　①　実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

　各路線について、実証運行開始後、運行形態等の課題について検証し、更なる改善について検討してい
る。
　Ａについては、乗合タクシーが好評であることから、隣接する地域の久堅線部会において同形態の公共交
通の導入を検討しており、11月に千代線・久堅線合同部会を開催し、両地区を統合した乗合タクシー竜東線
として運行することを検討し、１月の本会議において承認された。（会議記録１-3,2-1,6-1,6-2）
　Ｂについては、５・８月に市街地循環線部会を開催し、課題を検証した上で、路線バスから乗合タクシーへ
運行形態を変更して実証運行することを検討し、12月の本会議において承認された。３月からの運行開始を
目指している。（会議記録1-2,3-1,3-2）
　Ｄについては、９月の本会議において、全市的な課題として、長距離利用者への負担軽減のための運賃の
見直しを決定し、南信州地域交通問題協議会とも連携しながら、４月からの変更を行うこととしている。（会議
記録1-1,4-1）

　②　実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には、
　　翌年度事業を実施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する
　　場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　上記に示したとおり、逐次見直しを行っているが、より使いやすい運行形態にすることに加えて、周知の徹
底が重要であると考えており、地区単位の説明会などきめ細やかな対応を行うこととしている。

　当該事業を本格実施する際には、財源は飯田市からの財政支出によることを確認している。

　①　当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い、財源の目処がついたか。

　平成22年度において各事業を実施するにあたっては、総合事業（計画事業）による国費のほか、飯田市か
らの財政支出によるということで関係者の合意が形成されており、飯田市の平成22年３月議会に平成22年度
予算案を提出し、市議会において審議してもらうこととなっている。

　③　当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

　②　住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を
　　翌年度実施する環境を整備しているか。

　実証運行３事業いずれにおいても利用促進のためにはＰＲが欠かせないが、特に口コミによるＰＲが効果的
であると考えるため、各地区まちづくり委員会（自治会）、高齢者クラブ、地縁組織、健康教室などで決め細や
かな説明会の開催を行っており、環境を整備している。



Ⅴ　住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

　③　計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

　平成21年４月から平成22年１月の間に、協議会本会議３回、各部会14回を開催し、各方面毎の改善案につ
いて検討している。（会議記録参照）

　④　協議会の議事が傍聴、議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

　①　協議会における審議事項が明確に定められ、計画事業の進め方、実施状況について審議される
　　体制となっているか。

　法定協議会では、連携計画に掲げた目標を具体的に達成するために、検討機関として各方面ごとの部会
を設けており、部会で検討した改善案について該当地域の意見を聞いたうえで協議会本会議で審議する体
制を作っている。実証運行の検証についても同様な方法で検討することとしており、ＰＤＣＡサイクルを基本方
針として実施している。（会議記録参照）

　②　協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか
　　　（公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。

　協議会の規約では、構成員に地域住民を加えることを明記してあり、協議会の構成員である。アンケートや
地域説明会、ヒアリング調査を実施し、利用者のニーズを調査している。協議会本会議、各部会の検討のほ
か、関係地区のまちづくり委員会等の地域組織との協議もその都度行っており、地域住民の意見が反映され
ている。

　協議会は公開で行っており、新聞、テレビなどでの報道も逐次行われている。協議結果については、ホーム
ページにおいて公表を行っている。

　⑤　地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて
　　地域関係者の実質的な合意が形成されたといえるか。

　法定協議会では、各方面ごとの部会を設けており、部会で検討した改善案について該当地域の意見を聴
いたうえで協議会本会議で審議する体制を作っている。この地域の意見を聞く段階で、地域の合意形成の
方法についても協議しており、各地域のそれぞれの考え方に基づき、各地域それぞれの方法により合意形
成を得ている。

＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。



飯田市地域公共交通活性化・再生総合事業（計画事業）の概要

飯田市地域公共交通改善市民会議飯田市地域公共交通改善市民会議飯田市地域公共交通総合連携計画飯田市地域公共交通総合連携計画

○総合連携計画の区域　　飯田市

○基本的な方針
（１）地域公共交通は、日常生活の足の確保、社会参加の機会の提供、地域振興
　への寄与、通院等福祉目的、地球温暖化対策に影響を与えるため、改善にあた
　っては、交通弱者の移動手段の提供、公共交通不便地域、公共交通空白地域
　の解消を図ることを目的として、地域特性にあった運行形態、ダイヤとしていく。
（２）地域公共交通の改善は、多くの主体の参加により実現すべきものであるため、
　市民、事業者、行政からなる｢飯田市地域公共交通改善市民会議｣を中心に検　
　討を行う。検討は下記事項に配慮して行う。
　・地域公共交通の確保は、地元事業者による運行を主体とし、多様な形態・主体
　　による運行で補完することを基本とする。
　・飯田市は、広大で多様な地域特性を持っているため、全市一律の対応とはせ　
　　ず、それぞれの地域特性に応じたきめ細かな対応を検討する。

○総合連携計画の目標
（１）住民の自立した生活と社会参加の機会を最低限確保するために、公共交通　
　空白地域の解消を目指す。
（２）事故や危険のない安全・安心な運送サービスを維持する。
（３）路線バスから路線バス、路線バスからＪＲなどシームレスな運送サービスが提供
　できるダイヤ、経路とする。
（４）乗合タクシーにおいては、区域運行であるため定時性の確保が困難な場合が
　想定されるが、停留所の設定などを工夫し、定時性の確保、速達性の向上に努
　めるものとする。
（５）使いやすいダイヤ・経路・わかりやすい時刻表の作成、親しみのある車両デザ
　イン等により、魅力的な運送サービスを提供する。また、「高齢者、障害者等の移
　動の円滑化に関する法律｣に基づき、低床バス等公共交通事業者等の基準適合
　義務等を満たすよう必要な措置を講じるものとする。
○事業及び実施主体
①市民バスと乗合タクシーを併用した新たな千代線の運行(実施主体：飯田市)
②市街地循環線の運行(実施主体：飯田市)
③統合時刻表の発行（実施主体：飯田市地域公共交通改善市民会議)
④遠山地域の公共交通の改善(実施主体：飯田市）

○総合連携計画の策定年月日　　平成20年３月24日

○その他連携計画の実施に関し必要と認める事項

設置年月日：平成19年７月27日
構成員：飯田市、信南交通（株）、県タクシー協会飯田下伊那支部、飯田建設事務所、
　　　　　飯田警察署、長野県、まちづくり委員会、高校ＰＴＡ連合会、飯田市高齢者クラブ、
　　　　　飯田市社会福祉協議会、飯田消費者の会、飯田市女性団体連絡協議会、
　　　　　飯田商工会議所、信南交通労働組合、北陸信越運輸局長野運輸支局
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計画事業の概要

●市民バスと乗合タクシーを併
用　　した新たな千代線の運行

●市街地循環線の運行

●遠山地域の公共交通の改善

バス路線

乗合タクシー

該当エリア

飯田駅

飯
田
高
校

市
立
病
院

該当エリア

市民バス循環
線

阿島循環線

ＪＲ
ＪＲ

飯田駅

ＪＲ

和田

該当エリア

飯田駅

平岡駅 上町

八重河内 須沢 上村下栗

バス路線

乗合タクシー



検討の経緯

■２１年９月：第１回協議会

・阿島循環線の検証及び運行変
更についての協議
・乗合タクシー上市田線の検証
及び運行変更についての協議
・運賃の見直しについての協議
・長姫高校線の廃止についての
協議
・風越高校線の本格運行につい
ての協議

■２１年１２月：第２回協議会

・南信州地域交通問題協議会の
検討結果についての報告
・市街地循環線の検証及び乗合
タクシー切石線、丸山線への運
行変更についての協議
・連携計画変更についての協議
　　　　　　　　　　　　　

■２２年１月：第３回協議会

・千代線の検証及び千代線・久
堅線の変更についての協議
・阿南線廃止に伴う乗合タクシー
川路線の導入についての協議
・三穂線の変更についての協議
・連携計画変更についての協議
・事後評価についての協議

平成21年度事業実施概要 事業実施状況及び今後の展望

以上のほか、各方面毎の部会も
延べ14回開催している。

飯田市地域公共交通活性化・再生総合事業（計画事業）の概要

（開催年月日及び検討された内容
を記載して下さい。）

事業名：市民バスと乗合タクシーを併用
　　　　　　した新たな千代線の実証運行

事業名：市街地循環線の実証運行
　　　　　

写真

事業名：路線バスと乗合タクシーを併用し
た新たな遠山地域公共交通の実証運行

写真

＜実施主体＞飯田市
・平成20年4月：実証運行開始
・平成21年3月：新規車両1台購入

・きめ細やかな説明会の開催を行う。

・隣接する松尾・下久堅・上久堅地域
にも乗合タクシーを導入し、一体の
路線（乗合タクシー竜東線）として効
率的な運営を目指す見直しを行う。
（22年4月予定）

・乗合タクシーの新たな利用者の開拓

・広範囲の運行のため、スムーズな運
行方法の検討

・隣接地域への拡大

・改善による利用者減少への対応

＜実施主体＞飯田市
・平成20年8月：実証運行開始
・平成21年1月：平日運行追加

（４月～９月まで）　
・輸送人員：4,439人
・便あたりの利用者： 3.5人
→一定の利用があることは判明したが、
中心市街地内の移動需要は殆どない
ことがわかった。また、空白地域の需
要に応えられていない。

・中心市街地内の需要は殆どなく、他
の路線も利用できるため、運行を行
わないこととする。（22年3月予定）
・上飯田地域の細かな需要に応えるた
めに、路線バス運行から、乗合タクシー
に変更を行う。（22年3月予定）

・上飯田地域では、公共交通への需
要がある。
・上飯田地域の空白地域への需要に
は、狭隘な道路が多いため、バス路
線では応えられない。

＜実施主体＞飯田市
・平成20年10月：実証運行開始
・平成21年4月：ダイヤ、運行見直し

・運賃に上限制（900円）を設け、利用
しやすくする。（22年4月予定）
・学生定期券に上限制（10,000円を設
け、利用しやすくする。（22年4月予
定）

・地域内移動は各路線の連携が取れ
たため問題はない。
・当該地域から飯田市中心地へ移動
は、長距離運行のため高額の運賃と
なっており、高校生の通学を始め支
障がある。
・改善による利用者減少への対応

（４月～９月まで）
・輸送人員：2,814人、（目標3,217人）
・乗合ﾀｸｼｰ各項目満足度：70～98％
・空白地域解消度：100%
→空白地域は解消している。バス利用
者には減少が見られるが、乗合タクシー
の満足度は高く、概ね順調である。

（４月～９月まで）　
・輸送人員：8,643人
・空白地域解消度：100%
→空白地域は解消しているが、飯田
市中心地への利用者が減少している。



　上記のとおり、実証運行の検証を随時行い、部会協議、本会協議、各まちづくり委員会協議などを通じて、問題点の把握、見直し案の検討を行ってきている。昨年度の2次
評価への対応についても時期を待たずに実施してきており、今年度課題となったものについても出来るだけ早期の見直しを心がけている。また、対象事業以外の地域につ
いても検討を行っており、22年度中には、飯田市全域の見直しが完了するよう取り組んでいる。

総
合
評
価

（地域住民の意見がどのように反映されたか記載して下さい。）

・全市一律の対応とするのではなく、その地域地域の特性に応じた公共交通システムとする取組みを行なった。
・部会単独ではなく、隣接する部会との合同会議も開催し、連携した取り組みを行った。
・飯田下伊那地域を統括する南信州地域交通問題協議会との連携を図り、圏域全体としてバランスの取れた公共交通システムとなるよう配慮した。

・飯田市地域公共交通改善市民会議に各路線、方面ごとに部会を設け、関係地域の住民を中心に具体的な検討を行った。
・関係地域のまちづくり委員会（自治会）と協議を行い、部会案についての意見、停留所位置などの詳細な検討を行った。
・関係地域のまちづくり委員会の協力を得て、公共交通を利用する可能性のある住民からのアンケート調査を行った。
・こうした取り組みを基に、市民会議としての改善案をまとめた。

地域住民・利用者の意見を反映させた点

協議会として特に工夫して取り組んだ点

二次評価における主な指摘事項 二次評価に係る主な事業実施状況

・既存路線バスの改善事業については、今年度明らかになった課題について、
利用者ニーズを踏まえて適切な見直しを行った上で、来年度事業に取り組むこ
とが期待される。

・千代線のバス車両が高齢者、障害者にとって使いづらいものであったた
め、ステップリフトバスを導入した。（平成21年4月より運行）
・千代線エリア内において、説明会を開催した。
・市街地循環線の利便性を向上させっるために、平成21年1月から、土日
祝日のみの運行に加えて、平日運行も実施した。
・遠山地域の公共交通については、程野地区から和田地区への午前便
の設定、中心市街地の滞在時間の見直し、路線毎の立ち寄り停留所の
見直し、飯田市街地から当該地域への利用便の設定を行い、4月から実
施した。

飯田市地域公共交通活性化・再生総合事業（計画事業）の概要

前年度二次評価結果等に係る事業の概要

今年度事業のポイント


