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南信州地域公共交通計画の策定について 

１ 南信州地域公共交通計画（以下、「新計画」）について 

・南信州地域の公共交通にかかるグランドデザイン（マスタープラン）

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）に基づく計画

（努力義務。南信州地域公共交通網形成計画の作成は任意）

・計画期間は 2021（令和 3）年 4月～2026（令和 8）年 3月の５年間

・計画区域は 14市町村の範囲

・乗合バス等の運行費補助は計画と連動して実施される見込み（南信州地域公共交通網形成計画

の作成は補助要件ではなかった）

２ 地域公共交通にかかる法律の沿革と当地域の計画の関係について 

年 月 内 容 

平成 19年 10月 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「活性化再生法」)の施行 

平成 20年３月 南信州地域交通問題協議会の設立 

平成 21年４月 南信州地域公共交通総合連携計画の運用開始【H21.4～H26.3】 

平成 26年４月 第 2次南信州地域公共交通総合連携計画の運用開始【H26.4～H31.3】 

平成 26年 11月 持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築を図るための活性化再生法の

一部を改正する法律の施行 

平成 28年４月 南信州地域公共交通網形成計画の運用開始【H28.4～H33(R3).3】 

※第 2次南信州地域公共交通総合連携計画からの乗り換え

令和２年５月 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための活性化

再生法の一部を改正する法律の成立 

３ 新計画の方向性 

・南信州地域公共交通網形成計画（以下、「網形成計画」）のふりかえり及び市町村（地域公共交

通会議を持つ）等の実施事業の評価を踏まえ、当地域の現状把握や課題整理を行う。

・加えて、社会経済情勢変化に対応した公共交通計画とする。

４ 新計画の４つの策定方針 

①誰が見ても分かりやすい計画とする。 

②目標の評価指標は達成度を確認しやすい項目とする。 

③実行（実効）性の高い計画とする。 

④地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に則した計画とする。 

５ 計画策定のプロセス 

  網形成計画のふりかえり（5-1） → 課題整理（5-2） →  新計画の策定（5-3） 
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5-1 網形成計画のふりかえり 

(1)網形成計画の計画そのもののふりかえり 

ア ブロック(飯田・西部・南部・北部)単位による市町村と運行事業者との検討部会（ワーク

ショップ）の開催による検証 

→検討部会では“ふりかえり”を行うとともに、新計画のテーマや目標、実施事業についても

検討し、新計画に資する協議を行う。

イ 各地域公共交通会議の実施事業の達成度確認（該当する市町村に調査を実施）

→各市町村の取り組むとした事業についての自己評価（事業の達成度とその理由等）を行う。

(2)網形成計画の目標値の検証 

ア 住民アンケートの実施

・目標値の達成度はアンケートで検証する。

・アンケート項目は下記のとおり見直し、必要最低限の項目に絞ることにより回答者への負担

を軽減する。

・H28 追加設定する予定だったアンケートについて未実施のため、今回実施するアンケートで

現状の数値として把握を行う。

・新計画に資するアンケート項目も追加する。

・アンケート内容を見直すことから、調査対象及び調査方法及び数については検討する。

 ＜H25アンケート＞ A4・12ページ   ＜R2アンケート（案）＞ A4・4ページ程度 

・歩行に関する状況

・普段の外出目的

・公共交通の利用に関して

・公共交通に関する広報に関して

・路線バスに対する税金投入に関して

・公共交通に関する意見

計 33項目 

・現計画の評価指標にかかる 5項目

○新送迎の状況 

○新自動車の利用可能状況 

○新通院先・通学先の手段 

＋ 

・H28追加設定の目標 3項目

＋ 

絞り込み 

＜新計画作成に必要な項目（案）＞ 

○ふりかえりの視点

・基本方針は適切だったか、目的・課題解決に結びついていたか。

・各主体の役割が十分果たせるものとなっていたか。

などの総合的な判断のほか、個別の取組みについても検証する。
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イ 目標等の確認 

(ｱ) 設定したテーマと目標 

テーマ 目 標 

もっと 

やさしく 

Ａ 交通不便者や来訪者に対応した公共交通の利便性向上 

 
学生や高齢者はもとより来訪者にもわかりやすい案内を提供し、利用しやすい公共交

通として整備する。 

Ｂ 利用者層及び利用者数の拡大 

 
公共交通への利用転換、利用促進等の実施や、利用者の生活に合った運 

行ダイヤを検討し、利用者層及び利用者数の増加を図る。 

もっと 

便利に 

Ｃ 基幹路線に対する准基幹路線及び支線の連携強化 

 
持続可能な運行形態を検討するとともに、接続路線の乗継を改善し段階的な路線網の

整備を図る。 

地域のおでか

けを支えるし

くみ 

Ｄ 南信州公共交通システムのブランド化 

 
公共交通を維持するため、南信州公共交通システムを広く周知し、公共交通に対する

意識の醸成を図る。 

Ｅ リニア中央新幹線開業を見据えた新たな公共交通網の基盤づくり 

 リニア中央新幹線開業を見据えた地域内の移動手段の充実を検討する。 

 

(ｲ) 当初の目標値 

 目標 評価軸 評価基準 
現状 

(H25) 

目標値 

(H32) 

算出

方法 

Ａ 

交通不便者や来訪

者に対応した公共

交通の利便性向上 

移動手段の充実

による住民生活

の質的向上 

高齢者の買い物に

おけるバス利用者

満足度 

バス利用者の満

足度 27.6％ 
30％ 

アンケ

ート 

Ｂ 
利用者層及び利用

者数の拡大 

自家用車を運転

している高齢者

の公共交通への

利用転換 

高齢者の公共交通

(ﾊﾞｽ、飯田線、乗合

ﾀｸｼ-等への利用転

換者の増加 

公共交通を利用

している高齢者

割合 19.4％ 

21％ 
アンケ

ート 

利用者数の拡大 利用者数の増加 
H26年度利用者

実績 499,122人 

506,000

人 
実績 

Ｄ 

南信州公共交通シ

ステムのブランド

化 

南信州公共交通

システムの認知

度 

最寄りのﾊﾞｽ停の時

刻表の認知度 
認知度 57.2％ 62％ 

アンケ

ート 

広報誌、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

の認知度 
認知度 27.8％ 30％ 

アンケ

ート 
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(ｳ) H28年度に追加設定予定の目標値 未実施 

 目標 評価軸 評価基準 目標値（H32） 

Ｃ 
基幹路線に対する准基幹路線及び

支線の連携強化 
接続の連携強化 

乗継における満足

度（住民・来訪者） 

Ｈ28 年度アンケート

実施後目標値設定 

Ｄ 
南信州公共交通システムのブラン

ド化 

南信州公共交通シ

ステムの認知度 

他地域に移動可能

な公共交通である

ことの認知度 

（住民・来訪者） 

Ｈ28 年度アンケート

実施後目標値設定 

住民の公共交通に

対する意識の醸成 

公共交通が地域を

支える事業である

ことの認知度 

Ｈ28 年度アンケート

実施後目標値設定 

 

 

 

 

 

 

5-2 課題整理（事務局案） 

 (1)現計画の成果と課題 

＜網形成計画の課題＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇＆○・・・新計画においても引き続き課題として位置付けるか検討する。 

●・・・路線による重複区間での運賃不統一については、市町村（あるいはブロック）ごと

に運賃に対する考え方が異なり、統一については実施困難。 

 

 

 

 

◇中山間地域における利用者減少の抑制 

◇高齢者及び通学、通勤における利用しづらさの解消 

◇公共交通に対する住民の意識の醸成 

◇公的負担額の抑制 

○来訪者への対応 

○運転手不足の解消 

●路線による重複区間での運賃不統一 

＜凡例＞ 

◇・・・（利用者数で判断した場合） 

引き続きの課題 

○・・・取組み進行中 

●・・・解決が困難 

 

・調査時期：平成 25年 9～10月 

・調査対象：南信州管内の 65歳以上の住民 1,895人 → 回答数 1,466人（回収率 77.4％） 

・調査方法：郵送(1,230)、自動車学校の高齢者教習での配布(300)、窓口での配布(110) 

自治会会合での配布(255) 
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＜運転手不足の解消＞ 

全国的にも運転手不足は共通する喫緊の課題。来年度から公共交通事業者と連携し、第二種普

通免許取得補助等により運転手の確保に向けた取組みの研究・検討。 

 どの程度不足しているのか、詳細な把握が必要。 

 

＜各運行事業者の現況＞                    （平成 30年 6月現在） 

事業所名 運転者数※ 平均年齢 備 考 

信南交通 76人 
51歳 

（69～23歳） 

H29 5人採用 

H27より免許取得制度有（会社負担） 

伊那バス 79人 47歳 
H29 3人採用（全員中途、平均 46歳） 

免許取得制度有（会社負担） 

長野県タクシー協会 

飯田下伊那支部 

230人 

（13社） 
60歳前後 

・利用者ニーズに応じるために、拘束時間が長く

厳しい労働下にある 

・労働力不足はかなり深刻で、現状、南信州広域

タクシー（86人）で 10人ほど不足している。 

※再雇用嘱託、アルバイト含む 

 

(2)目標値について 

目標やテーマの方向性は概ね妥当だったが、評価指標や手法が適切ではなかった。 

→目標に対する検証方法のすべてがアンケートとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

☞ほとんどの住民が公共交通を利用していない中で、利用を前提としたアンケート調査を取るこ

とが信頼性や精度が低くなる点で適切な手法であるのか懐疑的である。 

利用している人のニーズや意見を聴取するには乗降調査やヒアリングが有効であり。目標に対

する算出の仕方は検討が必要である。 

ただし、公共交通を使いたいが使うことのできない人の声を取る手法としては適している。 

  

  

公共交通のアンケートは集計結果にバラツキが出やすいため、有効な傾向や回答が得られる

かという点で手法については見直す必要がある。 

  

アンケート調査・・・情報収集を行うための調査手法の一つで、回答を集計して資料化する。 

（メリット） 

・回答数が多いほど、そこから抽出されるデータの信頼性や精度は高い。 

（デメリット） 

・実施側（事業主体）も回答側（住民や利用者）も様々な負担がかかる。 

・無作為抽出方式のため、配布、回収に費用負担がかかる。 
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 (3)市町村（各地域公共交通会議）との連携 

  網形成計画が各市町村の施策や各地域公共交通会議における改善に貢献できる内容が乏しか

ったうえに、計画の内容や役割分担を十分に共有できたとは言い難い。 

→計画策定による市町村のメリットを共有し、役割等を理解してもらう必要がある。 

公共交通の計画を作り上げるプロセスでの関与が重要。 

 

 

   公共交通の運行事業主体である市町村は、計画の中での役割を再認識し、PDCAによる改善や

見直し、利用促進・利用転換事業に積極的に取組んでもらえるような計画とする。 

 

 (4)二次交通に対する対応 

  網形成計画の基本方針では生活交通と二次交通は二本立てとして目指す“すがた”としていた

が、取組み内容としては生活交通対策が主であり、二次交通への対応は不十分であった。 

 

 (5)アンケート及びヒアリング等からの課題整理 

 ア R2アンケート結果を踏まえ、新たに出てきた課題について改めて整理を行う。 

   ※ヒアリングや乗込調査の意見の反映は実施の有無や実施時期による 

  イ ヒアリング及び乗込調査の実施 

○第 2次南信州地域公共交通総合連携計画の策定時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○南信州地域公共交通網形成計画の策定時 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ高校生グループインタビュー 

調査時期：平成 25年 9月 

調査対象：飯田高等学校、飯田風越高等学校、飯田女子高等学校、飯田 OIDE長姫高等

学校、下伊那農業高等学校、松川高等学校、阿南高等学校、阿智高等学校 

調査方法：調査員が各高校を訪問し高校生にグループインタビュー 

ⅱバス乗込調査 

調査時期：平成 25年 10月 

調査対象：豊丘村(堀越線、佐原線)、喬木村(氏乗線、喬木大島線)、松川町(生田循環

峠部奈線)、下伊那南部地域公共交通対策協議会(阿南線)、飯田市(駒場線) 

調査方法：調査員が車両に乗り込み、利用者からヒアリング 

ⅰ高校生グループインタビュー 

調査時期：平成 27年 9～10月 

調査対象：飯田高等学校、飯田風越高等学校、飯田女子高等学校、飯田 OIDE長姫高等

学校、下伊那農業高等学校、松川高等学校、阿南高等学校、阿智高等学校 

調査方法：調査員が各高校を訪問し高校生約 8名にグループインタビュー 
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利用者の意見を聞く機会としてヒアリング及び乗込調査を行い、課題を整理する。 

 

 

グループインタビュー及び乗込調査は新型コロナウィルスの影響があるため、今後の状況を踏 

まえ、実施の有無や手法を決定する。（8月中旬を目途に決定したい） 

  

5-3 新計画の策定 

(1)策定項目（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定められた必須項目） 

・基本的な方針 

・計画区域・・・・・14市町村の範囲 

・目標（利用者数、収支等） 

・目標達成のために行う事業、実施主体 

・達成状況の評価に関する事項 

・計画期間・・・・・令和３年４月～令和８年３月（５年間） 

・その他計画実施に必要な事項 

 

(2)基本的な方針（事務局案） 

①交通移動困難者の解消 

②利便性の向上 

③持続可能な運行形態の確立 

④観光地への来訪者の移動確保（利便性向上） 

  ⑤リニア開通を見据えた次世代モビリティや MaaSの導入に向けた研究・検討 

 

(3)目標値の例と算出方法 

①交通移動困難者の解消 

例）交通空白地域の解消【単位：％】 

→市町村地区単位での移動困難地区表の作成 

☞起点を目的地となる施設（高校や病院等）とし、そこから各市町村（役場・支所・地区 

等）まで公共交通等を利用して帰ってくることができるか、星取表を作成する。帰宅で 

きないということは行くことも困難となるため、移動困難地区が一目でわかる。 

②利便性の向上 

例）利用者数【単位：人】 

 →全体、路線ごと、便ごとの人数を把握する 

例）圏域住民一人あたりの公共交通利用回数【単位：回／人】 

 →バス・乗合タクシー利用者数 ÷ 住民基本台帳人口（毎年○月末現在） 

③持続可能な運行形態の確立 

例）路線ごとの財政負担【単位：円】 

→運行経費－運賃収入－その他収入 
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例）住民一人あたりの輸送コスト【単位：円／人】 

→負担額 ÷ 住民基本台帳人口（毎年○月末現在）

例）バス、タクシー事業者の担い手増加【単位：開催回数】 

→就職説明会への参画や運転手体験会等を実施する等、採用につながる取組みを実施

例）普通二種免許取得にかかる助成【件数】 

→タクシー事業者と連携し、免許取得にかかる費用の半額を行政が負担

④観光地への来訪者の移動確保（利便性向上） 

例）タクシー観光の利用件数【単位：件 or 人】 

→利用実績のカウント

例）標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）の整備【単位：％】 

→整備したバス路線数 ÷ バス全路線数

☞GTFS-JP に情報を搭載できないバス路線は、利用につながりにくいという点が否めない

ので路線自体の見直しにもつなげていきたい。

(4)目標達成のために行う事業（事務局案） 

 ブロック単位の検討部会（ワークショップ）において、基本的な方針や目標値の設定、取り組

むべき事業について検討し、策定委員会で整理する。 

＜ワークショップにおける検討に資する視点の例＞ 

生活交通 

○地域特性に応じた運行形態の再検討

JR 飯田線、バスｽ路線、乗合タクシー、タクシーチケット、福祉有償、民間送迎、相乗タクシ

ー等の活用や組み合わせ

○人材確保

スクールバス、貨客混載の連携、主婦の雇用促進（隙間時間でのバートタイム勤務）

○運行形態の見直し

二次交通 

○タクシー観光、バス路線（生活交通）の活用、JR飯田線の組み合わせ

○MaaSの導入に向けた整備

○DMO（南信州観光公社）との連携

○ポテンシャルのある地域資源の掘り起こし（昼神温泉、遠山郷、南アルプス登山等）

共通 

○新技術の積極的な活用

・AIタクシー、EV（バスやタクシー）、自動運転、グリーンスローモビリティ※ﾌﾟｯﾁ―バス

・標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）の整備（時刻表統一、業務負担軽減）

○交通結節拠点の考え方の整理

JR飯田駅、リニア駅、市立病院の存在
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スケジュール(案)について

令和 2年 令和 3年 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

広域連合会議 3/16 ○ 
○ 

報告 

広域連合議会 
○ 

経過報告

協議会 総会 6/16 
○ 

承認 

協議会幹事会 

(策定委員会) 
3/5 6/5 ○ ○ 

検討部会 

(ブロック別) 
○ ○ 

アンケート

ヒアリング

○パブリックコメントの手続きを踏まえないことについて

（理由）委員の中に住民代表や学校関係者も加わっており、計画策定の段階で意見を反映させることが可能であること。 

本計画の策定に関し、意見聴取の手続き等が法令等に定められていないため。 

次期計画スタート 


