
安城市総合交通会議

平成２０年７月３１日設置

フィーダー系統 平成２８年６月１７日 確保維持計画策定
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平成29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
資料２



1.協議会が目指す地域公共交通の姿（1）
＜安城市の特性と背景＞
 愛知県のほぼ中央に位置し、人口188,057人（平成29年12月現
在）総面積86.05ｋ㎡で、名古屋市から30km、豊田市などの工
業都市に隣接するという地理的条件から、自動車関連企業をは
じめとする大企業が進出し、区画整理事業等で住宅建設が盛ん
に行われている。地域特性でもある自動車関連企業が多いこと
からも自動車分担率は7割近くであり非常に高く、公共交通の
利用率は約1割と低い状況である。

2

安城市

＜公共交通が目指す姿＞
 平成26年に「安城市地域公共交通総合連携計画」を策定し、公共交通が目指す姿として

市内の交通状況

鉄道
東海道新幹線(三河安城駅)、東海道本線（安城駅、三河安城駅）、名鉄名古
屋本線（新安城駅）、名鉄西尾線（北安城駅、南安城駅、碧海古井駅、堀内
公園駅、桜井駅、南桜井駅）

バス 民間路線バス（名鉄バス岡崎安城線、安城線）、コミュニティバス（あんく
るバス、あんくるタクシー）

タクシー 民間タクシー

「日常生活になじむ公共交通を皆が利用することによって、気軽にお出かけできるまち」

※今年度は連携計画最終年度であるため、連携計画の評価を行い、それを踏まえ次の計画であ
る「安城市地域公共交通網形成計画」を策定に向け協議を行っている。

を目標に掲げた。



1.協議会が目指す地域公共交通の姿（2） 3

＜公共交通が目指す姿＞
 目標を達成するため

の形成・維持を基本方針として、平成26年にバス路線の大幅な見直しを実施

「鉄道、路線バス、あんくるバス、あんくるタクシーが相互に補完し合い、地域住民の生活行
動に応じた利用しやすく、合理的かつ効率的な公共交通ネットワーク」

◎公共交通ネットワークイメージ



42.計画の達成状況の評価に関する事項
＜評価・検証の視点＞
 バスの実態や課題を把握するため定量化できる指標を整理、ネットワークの評価・検証、改
善策の検討を安城市総合交通会議で実施。

乗車人数（輸送量）１５人/日以上

【安城市総合連携計画における評価指標】 【地域公共交通確保維持改善計画
における評価指標】

フィーダー系統 目標値（人）

名鉄バス安城線 245,000

あんくるバス循環線 203,500

あんくるバス安祥線 19,000

地域間幹線系統 目標値（人）

名鉄バス岡崎・安城線 53,354

あんくるバス西部線 40,017

あんくるバス作野線 40,812



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 5

※（実施年度）：地域協働推進事業補助事業

◎現在の公共交通路線図（H26あんくるバス路線の見直し）

(フィーダー)

(フィーダー)
(フィーダー)

(地域間幹線)
(地域間幹線)

(フィーダー)
(地域間幹線)

＜主な実施事業＞
①あんくるバス路線の見直し（H26）
・ＪＲ安城駅と安城更生病院を乗継拠点とし、その間を
循環線（右まわり、左まわり）が双方向運行。

・中心市街地内の競合回避
・市外への乗り入れ路線の拡大（南部線、東部線）。
他市との連携強化

・路線短縮による速達性・定時性の確保
②バスロケーションシステムの導入・追加設置
（H26、H27、H28、H29）
・主要なバス停やＷＥＢサイト（あんくるバス乗車案内
サイト）でバスの運行情報の提供を開始。 バス停へ
のバスロケ機器を年々追加設置し、規模を拡大。
③バス案内人業務（H26、H27、H28、H29）
・主要なバス停やＷＥＢサイト（あんくるバス乗車案内
サイト）でバスの運行情報の提供を開始。バス停への
バスロケ機器を年々追加設置し、規模を拡大。
④モビリティマネジメント（H27、H28、H29）
・高齢者や転入者を対象にモビリティマネジメントを実
施。結果等をウェブサイトを用いてフィードバック。
⑤他の団体や事業との取り組み（H26、H27、H28、

H29）
・商店街と連携し、ホコ天会場でお買い物されたお客様
へのあんくるバスの無料券を配布

・夏休み期間に小学生を対象として、お出かけプランチ
ラシと無料券の配布

・バス事業者と協力してバスの乗り方教室を開催



4.具体的取組みに対する評価（1） 6

＜評価＞
安城市総合連携計画及び、地域公共交通確保維持改善計画における評価を実施

利用人数
1日当たりの
乗車人数

1便当たりの
乗車人数

輸送量
路線
位置づけ

評価
検証

循環線
右まわり

96,274 267.4 17.8 55.6 幹線バス 〇

循環線
左まわり

125,502 348.6 18.3 78.8 幹線バス 〇

安祥線 24,651 68.5 9.8 14.3 地域バス 〇

桜井線 39,722 110.3 9.2 34.6 地域バス 〇

南部線 33,359 92.7 7.7 11.6 地域バス 〇

高棚線 32,229 89.5 6.4 11.7 地域バス 〇

東部線 30,417 84.5 6.0 24.5 地域バス 〇

西部線 53,292 148.0 21.1 40.5 地域バス 〇

作野線 53,034 147.3 21.0 43.7 地域バス 〇

北部線 35,897 99.7 7.7 11.7 地域バス 〇

桜井西線 47,031 130.6 10.9 33.4 地域バス 〇

526 0.5 1.4 ー 地域タクシー ×

岡崎・安城線 57,031 155.8 10.9 24.3 幹線バス 〇

安城線 273,329 757.1 23.1 134.3 幹線バス 〇

H28.10~H29.9

あんくるバス

あんくるタクシー(3地区)

名鉄バス

検証１ 生活ニーズに合ったサービスが提供
されているか？

(フィーダー)

(フィーダー)

(フィーダー)

(地域間幹線)

(地域間幹線)

【地域公共交通確保維持改善計画】【安城市地域公共交通総合連携計画】

フィーダー系統 目標値（人）
利用実績（人）
H28.10～H29.9

達成率

名鉄バス安城線 245,000 273,329 111.5%

あんくるバス循環線 203,500 221,776 109.0%

あんくるバス安祥線 19,000 24,651 129.7%

地域間幹線系統 目標値（人）
利用実績（人）
H28.10～H29.9

達成率

名鉄バス岡崎・安城線 53,354 57,031 106.9%

あんくるバス西部線 40,017 53,292 133.2%

あんくるバス作野線 40,812 53,034 129.9%

＜考察＞
各路線ともに計画通りの運行を行うことができ、
利用者も増加傾向である。ﾌｨｰﾀﾞｰ系統は地域住民
の日常生活における移動手段として、地域間幹線
系統は近隣市への広域的な移動手段として、各路
線の目的を果たすことが出来た。（平成30年1月
12日安城市総合交通会議で協議）
あんくるタクシーについては、利用者や住民の意
向から朝の時間帯について、一部増便を実施した。
（H29.10～）(フィーダー)

(地域間幹線)



74.具体的取組みに対する評価（2）

検証２ バスが市民に利用されているか？
※今年度は連携計画最終年度であるため、計画の事業評価を実施

平成23年 目標値 平成28年
年間バス
利用者数 79万人 80万人 87万人⇒目標達成

〇目標：年間バス利用者数は80万人

検証３

〇目標：外出の際の移動環境に対する市民の
不満割合は10％以下
平成24年 目標値 平成29年

不満割合 15％ 10％以下 14％⇒目標未達成
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安城南中学校区(n=172)

安城北中学校区(n=178)

明祥中学校区 (n=82)

安城西中学校区(n=150)

桜井中学校区(n=152)

東山中学校区 (n=130)

安祥中学校区(n=111)

篠目中学校区(n=108)

市合計(n=1125)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満

満足割合

は約10％
増加

〇目標：バス利用率は30％以上
運行の目的は達成されたか？

平成24年 目標値 平成29年
バス
利用者率 24％ 30％以上 21％⇒目標未達成

＜考察＞
様々な取り組みの結果、利便性や情報提供サー
ビスの向上などにより、利用者は増えており、
新規利用者も確認ができているが、公共交通へ
の利用転換という点では、未だ意識や認知度等
が低い状況である。



5.自己評価から得られた課題と対応方針（1） 8

＜今後の方針＞
連携計画において再編した交通ネットワークにより、利用者は目標値を大きく上回
り、現在も年間約６％程度利用者数は増加している。市民の生活の足として定着し
ている既存ネットワークを基本としながら、必要に応じて路線やダイヤの見直しを
実施し、ネットワークの維持・活性化を図る。しかし、公共交通利用の意識や認知
度等はまだまだ低く、これまで取り組んできた利用促進策等に評価・改善を加え、
また、市民、地域と協働による新たな取り組みを行い、更なる公共交通の活性化を
図る。
＜主な対応事業（案）＞
①他の部署や機関と連携した公共交通の利用促進
・免許返納者へのあんくるバス無料乗車券の発行等、警察と協力し更なるPRを実施し
今後増加が予想される高齢者へ利用促進を図る。
・現在行っているあんくるバス小学生無料キャンペーンと合わせて、市内の公共交
通の状況や、公共交通を利用することのメリットを学ぶ機会を設けるなど学校教育
と合わせて事業を実施し、小さなうちから公共交通利用の意識をもってもらう。
②モビリティマネジメント
・これまで行ってきた、高齢者や転入者を対象としたモビリティマネジメントの結
果を積極的にPRすることと、地域や対象者を変えて継続的に実施することで、認知
度の向上や公共交通利用の意識改善を図る。
③乗り方教室の開催
・あんくるバスやあんくるタクシーの乗り方教室を積極的に実施し、利用促進を図る。



95.自己評価から得られた課題と対応方針（2）
＜今年度策定中の安城市地域公共交通網形成計画について＞

日常生活になじむ公共交通をみんなが利用することによって、

気軽におでかけできるまち

公共交通が目指す姿

目標値
[2022年度]

現況値
[2016年度]

公共交通全体の年間利用者数 1,575万人 1,408万人

鉄道の年間利用者数 1,484万人 1,325万人

バスの年間利用者数 91万人 83万人

目標値
[2022年度]

現況値
[2017年度]

中学校区別の公共交通全体の不満
割合※4 現況値未満 15.0～56.9％

【評価・検証の視点】
・公共交通全体の年間利用者の増加

・公共交通全体の不満割合の減少

※その他、利用促進等の個別事業及び、路線ごとの
バスの利用率や利用者1人当たりの運行経費につい
て、評価・検証を行い、効果的な事業実施を図りま
す。

公共交通体系の基本方針

基本方針１ 多様な交通手段が相互に連携した持続可能な公共交通ネットワークの維持・活性化
基本方針２ 将来都市構造を誘導するために強化した公共交通軸の維持・活性化
基本方針３ 公共交通への利用転換を図る各種施策の継続展開
基本方針４ みんなで取り組む仕組みの構築による持続可能な公共交通の実現・活性化

【スケジュール】
平成30年1月12日
平成30年2月9日~

3月9日
平成30年3月下旬

計画（案）作成
パブリックコメント実施

安城市地域公共交通網形
成計画策定



安城市総合交通会議

平成２０年７月３１日設置

フィーダー系統 平成２８年６月１７日 確保維持計画策定
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平成29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 11

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

中心市街地拠点施設（アン
フォーレ）の開業が1つの
ポイントとなるため公共交
通の更なる活性化を図って
ほしい。
(H28.2.15 第三者評価委員会)

アンフォーレ前に既存のバ
ス停を移設し、名称もアン
フォーレに変更を行った。
バス停上屋とバスロケー
ションシステムディスプレ
イを設置し、待合環境の改
善をすることで利便性の向
上を図った。
(H29.5.8 バス停移設)

各地域からアンフォーレへ
の公共交通での行き方を示
したお出かけプランを作成
したため、バス停の掲示板
等を用いながら、引き続き
利用促進等を行い、活性化
を図りたい。

バス路線の再編により、利
用者が増えているが、再編
前後で利用者数の分析等を
行い、路線別で見直し等も
検討するとよい。
(H28.2.15 第三者評価委員会)

分析の結果、あんくるバス
高棚線で、利用者が伸び悩
んでおり、利用者の意見や
沿線町内会と協議により、
一部ルートを見直すことで、
利用者の意向にあった時間
の運行と他路線との乗り継
ぎ時間の改善を図った。
(H29.10.1 ルート変更)

引き続き路線や地域単位で
の動向も確認しながら、必
要に応じて見直しを行い、
利便性の向上を図りたい。



2.アピールポイント（1） 12

＜アンフォーレバス停＞
中心市街地にオープンした拠点施設（アンフォーレ）の入り口付近に既存のバス停を移設し、
新たに上屋の整備とバスロケーションシステムディスプレイを設置した。ディスプレイは施設
内にも設置し、施設内のロビーやカフェでバスの運行状況を確認することを可能とした。また、
各地域からのアンフォーレへのお出かけプランチラシ等で公共交通での来場を啓発した。
利用者からは、バス停に屋根やベンチができたことや運行状況が確認できることについて好評
をいただいており、バス停利用者数はオープン前と比較し3倍以上となり、多くの方にご利用い
ただいている。
バス停留所名称

オープン前（平成２８年度） オープン後（平成２９年度） アンフォーレバス停
利用者数６月 ７月 ８月 ９月 計 ６月 ７月 ８月 ９月 計

（旧御幸本町西）
アンフォーレ 791 697 1,039 616 3,143 2,892 2,932 3,062 2,406 11,292 (前年度比) 359%

＜アンフォーレバス停＞ ＜アンフォーレ施設内＞

バスロケーションシステム

＜チラシ（表紙）＞
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＜モビリティマネジメント＞
安城市への転入者を対象にあんくるバス等市内
の公共交通の紹介やあんくるバス無料チケット、
自動車に過度に依存しないライフスタイルの構
築に向けた啓発資料等を配布し、その後実際に
バスを利用したか、安城市の公共交通について
どう思うか、等についてアンケート調査を行い、
結果についてウェブサイトに掲載しフィード
バックを行った。資料を確認した方の62％が
「公共交通を利用しようと思った」と回答する
等利用促進につながっている。

2.アピールポイント（2）

＜バス活用ガイド冊子掲載内容＞

・安城市の公共交通 ・バスの乗り方と運賃

・あんくるバスモデルプラン ・かしこいバスの使い方

・バスロケーションシステムやウェブサイトの紹介
等々の情報を掲載 ＜無料チケット＞

＜バス案内人＞
バスの乗り継ぎ拠点であるJR安城駅と安城
更生病院にバス案内人を配置し、バスの利
用方法や乗り継ぎの案内、周辺施設情報等
の各種お問い合わせの対応を行った。利用
者により効果的な事業となるように、ダイ
ヤ改正や夏休みの小学生無料キャンペーン
等と合わせて事業を実施した。親切な案内
に利用者からも好評をいただいている。

＜JR安城駅の様子＞


