
（別添１）

協議会名：協議会名：協議会名：協議会名： 安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議

評価対象事業名：評価対象事業名：評価対象事業名：評価対象事業名： 地域内フィーダー系統

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

あんくるバス　循環線左まわり

安城更正病院～市役所～安城更

正病院

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）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）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）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

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

A

路線の再編により利用者増につな

がり、目標値を大きく上回ったた

め、現状に見合った目標値の設定

するとともに、今年度行った乗り込

み調査等から利用者のニーズを把

握し、さらなる利用促進を図りた

い。

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

名鉄バス㈱

循環線左周りの利用者数は

116,957人となり、循環線右回

りの利用者数86,263人と合わ

せて203,220人となり、目標値

である120,000人を大きく上

回った。

名鉄バス㈱

あんくるバス　循環線右まわり

安城更正病院～JR安城駅～安城

更正病院

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

A A

路線の再編により利用者増につな

がり、目標値を大きく上回ったた

め、現状に見合った目標値の設定

するとともに、今年度行った乗り込

み調査等から利用者のニーズを把

握し、さらなる利用促進を図りた

い。

名鉄バス㈱

名鉄バス安城線

新安城駅～JR安城駅～安城更正

病院新安城駅～池浦～JR安城駅

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

循環線右周りの利用者数は

86,263人となり、循環線左回り

の利用者数116,957人と合わ

せて203,220人となり、目標値

である120,000人を大きく上

回った。

計画通り事業を実施した。

目標値を上回ったため、現状に見

合った目標値の設定するとともに、

路線図、ポケット時刻表を作成し利

用促進を図りたい。

A

安城線の利用者数は292,396

人となり、目標値である

273,000人を上回った。

Ａ

BA

路線の再編により利用者が別の路

線に移り目標値を下回ってしまっ

た。目標を達成するため、現状に

見合った目標値の設定するととも

に、今年度行った乗り込み調査等

から利用者のニーズを把握し、広

報、時刻表配布等による利用促進

を図りたい。

東伸運輸㈱

あんくるバス　安祥線

川島～JR安城駅～川島

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

バスロケーションシステム等による

情報提供やバス案内人などの利

用促進を引き続き実施した

安祥線の利用者数は18,894人

であり、目標値の20,000人を

下回った。路線の再編により、

それまで安祥線が運行してい

た路線の一部を循環線が運行

しているため、その区間の利

用者が想定よりも多かったた

めであると考えられる。

資料 ２



（別添１）

平成　　年　　月　　日

協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議

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）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）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）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

乗継拠点における総合案内板の設置 A

市内の交通結節点である主要駅に観光スポット

の紹介とアクセス方法のPRも兼ねた案内版の設

置を行う。

観光案内看板自体を周知しそこから、観光スポットや

それに続く公共交通の利用につなげていきたい。

バスロケーションシステム（通過情報案内機器）の設

置

A

八千代病院院内ロビーへ運行情報表示ディスプ

レイを設置し、新安城駅、南安城駅、桜井駅の停

留所に通過案内表示機を設置した。

情報提供場所の拡大に向け、三河安城駅等の主要施

設に機器の追加を行い利便性の向上を図りたい。

バス案内人による案内事業 A

公共交通機関の乗り換え拠点であるJR安城駅と

市内総合病院である安城更生病院でガイドサ

ポートを実施した。

ガイド業務の時間をピーク時に限定することや、ガイド

業務を行える人材の更なる確保を図りたい。

モビリティマネジメント A

市内の高齢化が進む地区別所団地地区を対象

にモビリティマネジメントを実施した。

今後、地区を変えて実施する際、コミュニケーション

ツールに改良を加える等をし、利用促進を図りたい。



（別添１）

協議会名：協議会名：協議会名：協議会名： 安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議

評価対象事業名：評価対象事業名：評価対象事業名：評価対象事業名： 地域内フィーダー系統

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

BA

路線の再編により利用者が別の路

線に移り目標値を下回ってしまっ

た。目標を達成するため、今年度

行った乗り込み調査等から利用者

のニーズを把握し、広報、時刻表

配布等、さらなる利用促進を図りた

い。

東伸運輸㈱

あんくるバス　安祥線

川島～JR安城駅～川島

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

バスロケーションシステム等による

情報提供やバス案内人などの利

用促進を引き続き実施した

安祥線の利用者数は18,894人

であり、目標値の20,000人を

下回った。路線の再編により、

それまで安祥線が運行してい

た路線の一部を循環線が運行

しているため、その区間の利

用者が想定よりも多かったた

めであると考えられる。

路線の再編により利用者増につな

がり、目標値を大きく上回ったた

め、現状に見合った目標値の設定

するとともに、今年度行った乗り込

み調査等から利用者のニーズを把

握し、さらなる利用促進を図りた

い。

名鉄バス㈱

名鉄バス安城線

新安城駅～JR安城駅～安城更正

病院新安城駅～池浦～JR安城駅

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

循環線右周りの利用者数は

86,263人となり、循環線左回り

の利用者数116,957人と合わ

せて203,220人となり、目標値

である120,000人を大きく上

回った。

計画通り事業を実施した。

目標値を上回ったため、現状に見

合った目標値の設定するとともに、

路線図、ポケット時刻表を作成し利

用促進を図りたい。

A

安城線の利用者数は292,396

人となり、目標値である

273,000人を上回った。

Ａ

あんくるバス　循環線左まわり

安城更正病院～市役所～安城更

正病院

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）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）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）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

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

A

路線の再編により利用者増につな

がり、目標値を大きく上回ったた

め、現状に見合った目標値の設定

するとともに、今年度行った乗り込

み調査等から利用者のニーズを把

握し、さらなる利用促進を図りた

い。

平成27年度の生活交通確保維持

改善計画から新たに計画に追加し

た路線であるため評価を反映して

いない。

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

名鉄バス㈱

循環線左周りの利用者数は

116,957人となり、循環線右回

りの利用者数86,263人と合わ

せて203,220人となり、目標値

である120,000人を大きく上

回った。

名鉄バス㈱

あんくるバス　循環線右まわり

安城更正病院～JR安城駅～安城

更正病院

バス路線の再編を行い計

画通り事業を実施した。

A A



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： 安城市総合交通会議

地域公共交通確保維持事業　地域内フィーダー系統

＜公共交通維持・活性化の４つの基本方針＞

「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う、 生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネット

ワーク」の形成・維持に向けて…

・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形成

・将来都市構造を誘導する公共交通軸の形成

・地域住民の生活行動に応じた効果的な運行方式の選定

・地域の主体的取り組みを支援することができる利用促進策

資料 ２
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平成　　年　　月　　日

協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議協議会名：安城市総合交通会議

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。】

モビリティマネジメント A

市内の高齢化が進む地区別所団地地区を対象

にモビリティマネジメントを実施した。

今後、地区を変えて実施する際、コミュニケーション

ツールに改良を加える等をし、利用促進を図りたい。

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）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）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）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

乗継拠点における総合案内板の設置 A

市内の交通結節点である主要駅に観光スポット

の紹介とアクセス方法のPRも兼ねた案内版の設

置を行う。

観光案内看板自体を周知しそこから、観光スポットや

それに続く公共交通の利用につなげていきたい。

バスロケーションシステム（通過情報案内機器）の設

置

A

八千代病院院内ロビーへ運行情報表示ディスプ

レイを設置し、新安城駅、南安城駅、桜井駅の停

留所に通過案内表示機を設置した。

情報提供場所の拡大に向け、三河安城駅等の主要施

設に機器の追加を行い利便性の向上を図りたい。

バス案内人による案内事業 A

公共交通機関の乗り換え拠点であるJR安城駅と

市内総合病院である安城更生病院でガイドサ

ポートを実施した。

ガイド業務の時間をピーク時に限定することや、ガイド

業務を行える人材の更なる確保を図りたい。



地域の交通の目指す姿

（事業実施の目的・必要性）

＜公共交通維持・活性化の４つの基本方針＞

「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う、 生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネット

ワーク」の形成・維持に向けて…

・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形成

・将来都市構造を誘導する公共交通軸の形成

・地域住民の生活行動に応じた効果的な運行方式の選定

・地域の主体的取り組みを支援することができる利用促進策

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

協議会名： 安城市総合交通会議

評価対象事業名： 地域協働推進事業



安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議安城市総合交通会議

中部様式中部様式中部様式中部様式

１１１１
平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度 地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要 （全体）（全体）（全体）（全体）

平成２０年７月３１日設置

フィーダー系統 平成２７年６月１２日確保維持計画策定

①協議会が目指す方向性（①協議会が目指す方向性（①協議会が目指す方向性（①協議会が目指す方向性（Plan））））

＜＜＜＜安城市安城市安城市安城市地域公共交通連携計画（地域公共交通連携計画（地域公共交通連携計画（地域公共交通連携計画（計画期間：平成計画期間：平成計画期間：平成計画期間：平成26262626年～年～年～年～29292929年年年年）＞）＞）＞）＞

安城市では、平成26年3月に「安城市地域公共交通連携計画」を策定し、

「第７次安城市総合計画（平成17年3月）」に示されている、“健康的で環境

にやさしい交通環境づくり”、 「安城市都市マスタープラン（H22.3）」に示さ
れている“市民ととともに育む環境首都・安城”の形成に向け、「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

の形成」するため、４つの基本方針を掲げました。

 
公共交通軸 

循環線 

フィーダー 

路線 

他市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 

市街地・集落地 

幹線的 

バス 

支線的 

バス 

◎公共交通ネットワークイメージ◎公共交通ネットワークイメージ◎公共交通ネットワークイメージ◎公共交通ネットワークイメージ

＜公共交通維持・活性化の基本方針＞

「鉄道、路線バス、「鉄道、路線バス、「鉄道、路線バス、「鉄道、路線バス、あんあんあんあんくるバス、あんくるタクシーが相互に補完し合う、くるバス、あんくるタクシーが相互に補完し合う、くるバス、あんくるタクシーが相互に補完し合う、くるバス、あんくるタクシーが相互に補完し合う、

生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネットワーク」の形成・維持に向生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネットワーク」の形成・維持に向生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネットワーク」の形成・維持に向生活行動に応じた合理的な地域公共交通ネットワーク」の形成・維持に向

けてけてけてけて…

� 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

形成

� 将来都市構造を誘導する公共交通軸の形成

� 地域住民の生活行動に応じた効果的な運行方式の選定

� 地域の主体的取り組みを支援することができる利用促進策の展開



②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（Do））））

【 平成２６年度の取組み 】

（１）実施事業

①公共交通総合マップ・時刻表の作成

・市内のバス交通である名鉄バス安城線、岡崎・安城線、そし

てあんくるバス1人原則1冊
・同時刻表には、鉄道との乗継利便向上のため、ＪＲ安城駅、

名鉄新安城駅のダイヤ表も掲載した。

・同マップに隣接市のバス乗り継ぎ拠点を盛り込み作成

・バスの乗り方の紹介や、バスロケーションシステムの閲覧利

用方法の情報も掲載

②バスロケーションシステムの導入

・ＪＲ安城駅・安城更生病院バス停と院内ロビーにディスプレ

イ画面によるバス運行情報サービスを開始した。

・パソコンやスマホ・携帯電話からの確認も可能で、各バス停

にＱＲコードを掲載し、利用環境の整備を行った。

③バス案内ガイドサポートの実施

・バスや鉄道の乗り継ぎ拠点であるＪＲ安城駅と安城更生病

院において、あんくるバスや名鉄バスのバス案内のガイドを

実施。

・目的地までの案内やバスの乗降サポート、バスロケのディ

スプレイの見方など（循環線）の運行

④バス利用をＰＲするため、鉄道駅をはじめ公共施設、各自治

会の掲示板にバス利用促進ポスターを掲載

⑤住民懇談会の開催

・計１７回（バス運行区域８箇所×2回、集合団地1箇所）実施
・利用者、地域のサポートをする代表者、そして未利用者に

参加していただき、バス利用促進策の提案やバス利用方法

の説明会を実施

⑥地域公共交通会議の開催

・平成２６年度は4回の会議を実施。
協議事項について合意形成を図りながら進められた。

【取組みプロセス】

「安城市地域公共連携計画」における“目標を達成するための事業及び事

業主体”に基づき、昨年10月に大幅なバス路線の見直しを実施したため、再

編前との比較や利用者の意見を把握するため、利用状況調査等を行った。

バスロケーションシステムやバス案内ガイドなど昨年度好評であった事業

について引き続き実施し、バス利用者の拡大を図った。

これらの取組みについては、地域公共交通会議を通じ、検証・評価・改善を

行い、公共交通の更なる利便性の向上に努めています。

【 平成２７年度の取組み 】

（１）実施事業

①バス利用実態調査の実施

・市内のバス交通であるあんくるバスと名鉄バス安城線について、

乗り込み調査を実施し、昨年の路線再編から約１年が経過した

時点のバスの利用状況及びバス利用者の意見等を把握

②バスロケーションシステムの追加導入

・昨年度に引き続き、バスロケーションシステムを追加導入し、バ

ス運行情報サービスを拡大

・八千代病院ロビーにディスプレイを、新安城駅、南安城駅、桜井

駅バス停に停留所表示機を設置し、バス運行情報サービスを開

始

③バス案内ガイドサポートの実施

・昨年度好評であった乗り継ぎ拠点であるＪＲ安城駅と安城更生病

院における、あんくるバスや名鉄バスのバス案内ガイドサポート

を実施

④利用促進施策の実施

・市内の高齢化が進む団地を対象にモビリティマメジメントを実施

・市内のデマンド型交通（あんくるタクシー）を運行する地域におい

て、老人クラブへあんくるタクシーの使い方説明会を開催

・地域公民館にてバスの乗り方教室を名鉄バス㈱と開催

⑤地域公共交通会議の開催

・平成２７年度は３回の会議を開催予定。協議事項について合意

形成を図りながら進められた。



②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（②地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセス（Do））））

【目標を達成するための事業及び実施主体】

事業実施準備 試験運行、事業の評価・見直し等
事業実施

□事業実施準備　　■試行運行・事業見直し等　　■事業実施

上期上期上期上期 下期下期下期下期 上期上期上期上期 下期下期下期下期 上期上期上期上期 下期下期下期下期 上期上期上期上期 下期下期下期下期 上期上期上期上期 下期下期下期下期

岡崎・安城線 （昼間時間帯ダイヤの見直し等） 行政・交通事業者

安城線 （南北軸としての機能強化等） 行政・交通事業者

循環線 （循環ルートの再編等） 行政・交通事業者

安祥線 （循環線と一体となったルート再編、安祥福祉センター経由等） 行政・交通事業者

桜井線 （安祥線及び桜井西線と一体となったルート再編等） 行政・交通事業者

南部線 （ルート再編、碧南市への乗り入れ等） 行政・交通事業者

高棚線 （ルート再編等） 行政・交通事業者

東部線 （北部線と一体となったルート再編等） 行政・交通事業者

西部線 （作野線と一体となったルート再編、刈谷市及び知立市のコミュニティバスとの乗り継ぎ利便性の向上等） 行政・交通事業者

北部線 （東部線と一体となったルート再編、２系統化等） 行政・交通事業者

作野線 （西部線と一体となったルート再編、刈谷市及び知立市のコミュニティバスとの乗り継ぎ利便性の向上等） 行政・交通事業者

桜井西線 （空白地域の解消等） 行政・交通事業者

小川町地区 行政・交通事業者

高棚町・箕輪町地区 行政・交通事業者

里町地区 行政・交通事業者

３．

運賃の見直し

運賃の見直し

名鉄バス安城線及び

あんくるバス

行政・交通事業者

４．

バス車両の改善

行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政・交通事業者

地域・行政

総合交通会議（公共交通計画及び路線単位の評価・検証、見直し等の実施） 地域（代表）・行政・交通事業者

　計画期間

事業名事業名事業名事業名 内容内容内容内容

実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度

実施主体実施主体実施主体実施主体H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27 H28H28H28H28 H29H29H29H29

１．

幹線的バス路線計画

幹線的バス再編

２．

地域生活バス路線計画

地域生活バス再編

あんくる

バス

あんくる

タクシー

ゾーン制運賃の導入

環境対策・バリアフリー化 バス車両の改善（低公害型車両、ノンステップバス等）

５．

公共交通利用促進計画

情報提供

乗り継ぎ拠点における総合案内板の設置、バス停案内表示の充実

バスマップ及び分かりやすいダイヤ表の作成、安城市ホームページの充実等

分かりやすいバス系統名の設定及びバス停等への系統表示

利用促進誘導施策

乗り継ぎ割引制度や市内全路線の利用が可能な１日乗車券の導入検討

ＪＲ安城駅、新安城駅、その他乗継拠点における待合環境改善

拠点施設オープンに合わせた利用促進等の展開（モビリティ・マネジメント）

地域づくりと一体となった

取り組み

市のイベント時におけるバス利用促進のキャンペーン、

商業振興や地球温暖化防止を目的とする関係団体と連携したバス利用促進等

地域住民による各種活動の実施

（バスの乗り方サポート、利用モデルダイヤ作成、バス停、付帯施設及び周辺における環境整備等）

６．

評価及び推進体制

住民主体の取り組み (仮)地域バス協議会の立ち上げ・組織化

行政主体の取り組み 整備

運行車両更新時期に応じて実施

実施済み



③地域公共交通に関する具体的取り組みに対する評価（③地域公共交通に関する具体的取り組みに対する評価（③地域公共交通に関する具体的取り組みに対する評価（③地域公共交通に関する具体的取り組みに対する評価（Check ））））

◎名鉄バス安城線と◎名鉄バス安城線と◎名鉄バス安城線と◎名鉄バス安城線とあんあんあんあんくるバスの利用者数くるバスの利用者数くるバスの利用者数くるバスの利用者数
◎幹線系統に位置づけている名鉄バス岡崎・安城線◎幹線系統に位置づけている名鉄バス岡崎・安城線◎幹線系統に位置づけている名鉄バス岡崎・安城線◎幹線系統に位置づけている名鉄バス岡崎・安城線

補助対象路線（ﾌｨｰﾀﾞｰ系統）との乗継可能な名鉄バス岡崎安城線の利用者数は

昨年とほぼ同数で推移しており、乗継拠点となるJR安城駅での乗車人数は、約440
人/月である。

◎あんくるタクシー◎あんくるタクシー◎あんくるタクシー◎あんくるタクシーの利用者数の利用者数の利用者数の利用者数

・各地区の月別利用者数。月ごとで増減があるが、ほぼ同数で推移。

◎利用者の意見やニーズ等の把握◎利用者の意見やニーズ等の把握◎利用者の意見やニーズ等の把握◎利用者の意見やニーズ等の把握

市内バス交通あんくるバス、名鉄バスにおいて乗り込み調査やバス

ガイドサポート業務を実施し、その際に利用者に意見や要望等の聞き

取りを行った。また、市内の高齢化が進む地区においてモビリティマ

ネジメントを実施したり、各地域においてあんくるバス、あんくるタク

シーの乗り方教室を開催するなどの利用促進を行う中で、参加者か

ら意見等を伺った。

意見を取りまとめたところ、昨年行った再編により、バスの乗り継ぎ

の必要性が高くなったため、乗り継ぎによる待ち時間が長いことへの

不満が多く挙げられた。

422,921 
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H25.10～～～～H26.9 H26.10～～～～H27.9

あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後 利用者数比較利用者数比較利用者数比較利用者数比較

名鉄バス安城線

あんくるバス

（再編前） （再編後）

665,800

740,479

再編前の1年間と再編後の1年間の利用者数を比較すると、名
鉄バス安城線で約1,500人の増加、あんくるバスで約73,000人
の増加がみられた。

あんくるバス全体の利用者数としては昨年度422,921人に対
し、496,034人となり73,113人の増加であり、再編によりバスに
乗るようになったり、利用頻度が増えた方も多くみえると考えら

れる。



④自己評価から得られた課題とその対応（④自己評価から得られた課題とその対応（④自己評価から得られた課題とその対応（④自己評価から得られた課題とその対応（Action ））））

◎昨年の再編により、利用者からは特に乗り継ぎの待ち時間による

不満が挙げられている。利便性を向上し、また、乗り継ぎによる不満

を解消するため、再編後の利用状況や交通状況を踏まえ、ダイヤの

一部改正を実施したい。

また、平成２９年に拠点施設がオープンするため、拠点整備計画に

合わせ、中心市街地へのアクセスの確保だけでなく、近隣市からのア

クセス確保のため、市内複数駅からのアクセス手段として市内バス交

通の役割が大きくなると思われる。そのため、路線単位でなく、交通

網としてつながりの強化については更なる検討改善をする必要があ

ると考える。

◎安城市中心市街地拠点整備事業計画

地域力を育む健康と学びの拠点地域力を育む健康と学びの拠点地域力を育む健康と学びの拠点地域力を育む健康と学びの拠点



⑤アピールポイント（特に工夫した点）⑤アピールポイント（特に工夫した点）⑤アピールポイント（特に工夫した点）⑤アピールポイント（特に工夫した点）

名鉄バス岡崎安城線を広域連絡路線として、名鉄バス安城線を市内の基幹路線としてその機能を維持・強化と各路線の競合の回避、さら

には近隣市へのアクセス利便性の向上のため、平成26年10月にコミュニティバスの路線再編を実施した。
これにより、新たに岡崎市の宇頭町地区そして、碧南市民病院とのアクセスが可能となり、路線バス、あんくるバスさらにはあんくるタクシー

が一体となったバスネットワークの形成が行われた。

コミュニティバスにおいては、まちなか循環の双方運行化により、各路線の運行距離の短縮が図られ、運行本数の増便・維持につながり、

循環線については特に多くの利用がみられた。

さらに、地域協働推進事業として、昨年度に引き続き、バス利用環境の整備として、運行情報表示ディスプレイの設置やバス案内人による

ガイド等を行った。また、今年度は、あんくるタクシーの運行地域において、老人クラブなどを対象にした「あんくるタクシーの乗り方」教室や地

域公民館において「あんくるバスの乗り方教室」を行い、更なる利便性の向上及び利用促進を図った。

写真：主要駅バス停に設置したバスロケーションシステ

ムシステムの停留所表示機

写真：名鉄バス㈱によるバスを乗り方等の説明と教室での様子（あんくるバスの乗り方教室）

写真：八千代病院院内ロビーに設置したバスロケー

ションシステムのディスプレイ



安城市地域公共交通協議会安城市地域公共交通協議会安城市地域公共交通協議会安城市地域公共交通協議会 平成２０年７月３１日設置

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度 地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要地域公共交通確保維持に関する自己評価概要 地域協働推進事業（経過措置）地域協働推進事業（経過措置）地域協働推進事業（経過措置）地域協働推進事業（経過措置）

中部様式中部様式中部様式中部様式

６６６６

地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要

安城市は、高齢者を含む市民の生活の中に自動車利用が深く浸透しているのが現状であるが、地域公共交通確保維持に向け、平成26年10
月のバス再編に合わせ、バス利用者の継続利用もさることながら、増加する高齢者やバス未利用者などに対し、バス利用の潜在ニーズを掘り

起こし、利用促進の誘導を図るため、さらには地域と一体となった取り組みを実施することにより住民のマイバス意識の向上を図ることを目的と

する。

地域協働推進事業の目的地域協働推進事業の目的地域協働推進事業の目的地域協働推進事業の目的

取組内容 実施主体 

年度 

１年目（平成 26 年度） ２年目（平成 27 年度） ３年目（平成 28 年度） 

情報提供 

 乗り継ぎ拠点における総合案内板の設

置、バス停案内表示の充実 行政・運行事業者 

・地域 

・バスロケーションシステムの導

入 

・バス乗車啓発ポスター作成 

・バスロケーションシステム（通過

情報案内機器）の導入 

・新安城駅に総合案内版の設

置 

・バスロケーションシステム（通

過情報案内機器）の導入 

・拠点施設に乗換情報盤及び

総合案内版の設置 

バスマップ及び分りやすいダイヤ表の

作成、安城市ホームページの充実 

行政・運行事業者 

・地域 

・市内バス路線における総合バ

スマップ作成・配布 

・市内バス路線における総合バ

スマップ作成・配布（必要に応

じて修正） 

・市内バス路線における総合バ

スマップ作成・配付（必要に

応じて修正） 

分りやすいバス系統名の設定及びバス

停等への系統表示 

行政・運行事業者 

・地域 

・バス網の再編に合わせたわか

りやすいバス系統の表示 

・バス網の再編に合わせたわか

りやすいバス系統の表示 

（必要に応じて修正） 

・バス網の再編に合わせたわ

かりやすいバス系統の表示

（必要に応じて修正） 

利用促進誘導施策 

 乗り継ぎ割引制度や高齢者・障がい者

割引制度の導入 行政・運行事業者 

・地域 

・高齢者・障がい者対象（市民に

限る）の料金割引 

・あんくるタクシー無料お試し乗

車券の配布 

・高齢者・障がい者対象（市民に

限る）の料金割引 

・高齢者・障がい者対象（市民

に限る）の料金割引 

JR 安城駅、新安城駅、その他乗継拠

点における待合環境改善 

行政・運行事業者 

・地域 

・安城更生病院待合所の増設 ・ＪＲ安城駅待合所の整備改善 ・拠点施設待合所の新規設置 

モビリティマネジメント 

行政・地域 

・交通行動の実態把握（事前ア

ンケート） 

・コミュニケーションツールの作

成 

・コミュニケーションアンケートの

実施（事後アンケート１回目） 

・地域懇談会の開催 

・コミュニケーションアンケートの

実施（事後アンケート２回目） 

・ＭＭ施策の効果分析 

地域づくりと一体となった取り組み 

 市のイベント時におけるバス利用促進

キャンペーン、商業振興や地球温暖

化防止を目的とする関係団体と連携し

たバス利用促進等 

地域・商店街 

・運行事業者・行政 

・商店街お買物客限定コミュニ

ティバス割引券の発行 

・夏休み限定小中学生対象運

賃割引キャンペーン 

・商店街お買物客限定コミュニ

ティバス割引券の発行 

・夏休み限定小中学生対象運

賃割引キャンペーン 

・商店街お買物客限定コミュニ

ティバス割引券の発行 

地域住民による各種活動の実施（バス

の乗り方サポート、利用モデルダイヤ作

成、バス停、付帯施設及び周辺におけ

る環境整備等） 

地域・行政 

・運行事業者 

・バス案内人による案内事業（バ

スの乗り方ガイドサポート） 

・バス利用促進ツアー ・バス利用促進ツアー 

 



◎地域協働推進事業計画の事業実施状況

【バスロケーションシステムのバスロケーションシステムのバスロケーションシステムのバスロケーションシステムの追加導入追加導入追加導入追加導入】】】】 平成平成平成平成28年年年年1月月月月

昨年度導入したバスロケーションシステムについて、今年度機器の追

加導入を行った。バスの乗り継ぎ拠点である八千代病院院内ロビーにデ

ィスプレイを設置し、運行情報サービスの拡大を図った。また、市内の主

要駅（名鉄新安城駅、南安城駅、桜井駅）に停留所表示機を設置し、バ

スの近接、通過情報サービスの提供を可能にした。

地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要地域協働推進事業の概要

＜停留所表示機＞ ＜ディスプレイ＞

【【【【商店街お買い物客限定あんくるバス割引券の発行商店街お買い物客限定あんくるバス割引券の発行商店街お買い物客限定あんくるバス割引券の発行商店街お買い物客限定あんくるバス割引券の発行】】】】 平成平成平成平成26年年年年4月～月～月～月～

毎月開催する商店街主催のホコ天会場でお買い物されたお客様にあん

くるバスの無料券を配布した。次回の開催日までの無料券を配布すること

で次回来場時にバス利用を促した。

また、ホコ天開催案内ポスターをバス車内で掲示し、来場促進も合わせて

実施した。

【【【【夏休み限定の小学生無料券の発行夏休み限定の小学生無料券の発行夏休み限定の小学生無料券の発行夏休み限定の小学生無料券の発行】】】】 平成平成平成平成27年年年年7～～～～8月月月月

夏休みに親子で触れ合う機会を創出するきっかけとすることと合わ

せ、公共交通利用に対する意識づくりを小学生のうちから実施する

ことを目的とした小学生限定の夏休みにおけるあんくるバス乗車無

料キャンペーンを実施した。市内に21校ある小学校の生徒全員にあ
んくるバス無料券を配布し、2,713枚の利用があった。

【【【【バス案内人による案内事業バス案内人による案内事業バス案内人による案内事業バス案内人による案内事業】】】】 平成平成平成平成27年年年年8月、月、月、月、10月月月月

昨年度好評であったバス案内人による案内事業を今年度も引き続き

行った。バスの利用方法、バスの各種お問い合わせ等、初めてバスに

乗られる利用者をはじめ、バスの乗り方のガイドサポートを実施。

今年度、夏休みに行った小学生あんくるバス乗車無料キャンペーンに

あわせた8月と、1年の中で利用者が最も多い10月に事業を実施した。

【【【【あんくるバス、あんくるタクシーの乗り方教室あんくるバス、あんくるタクシーの乗り方教室あんくるバス、あんくるタクシーの乗り方教室あんくるバス、あんくるタクシーの乗り方教室】】】】 平成平成平成平成27年年年年9月～月～月～月～
あんくるタクシーを運行している市内の3地域において、老人クラブ等
を対象にしたあんくるタクシーの乗り方教室を実施。今まで利用したこと

の無い人に対し、予約の仕方から停留所の場所、料金などの説明を行

った。

市内公民館において市民の方への出前講座としてあんくるバスの乗

り方教室を名鉄バス㈱と合同で実施。実際のバス車両を用意し、バス

の乗り方や注意点の説明や、あんくるバスやその他の公共交通を賢く

使った目的地への行き方などを説明した。その後、あんくるバスを使っ

た市内観光ツアーに参加していただき、実際にバスを使って市内の観

光地を巡ってもらった。

＜名鉄バスさんによる説明＞ ＜教室の様子＞



協働推進事業に対する評価協働推進事業に対する評価協働推進事業に対する評価協働推進事業に対する評価

◎外出時の移動環境に対する市民の不満割合や、バス利用率については、今年度調査することができなったが、あんくるバス再編から1年が経
過した１０月に利用状況等についてバスに乗り込みヒアリング調査を行ったところ、再編前に比べ利用者数は増えており、また再編後にバスに乗

るようになった方が全体の2割程度を占め、バスの利便性が高まったためであると考えられる 。

◎地域協働推進事業計画に基づき、ほぼすべての事業を実施する

ことができた。

また目標に対する達成状況については、市全体の年間バス利用者

数として、平成27年度は目標値76万人のところ、平成26年10月から

平成27年9月末日までの利用者数は78万7000人で、103％の利用状

況であった。平成27年4月～12月までの市全体の年間バス利用者数

は、548,764人で3ヶ月を残し72％の状況である。

定量的目標定量的目標定量的目標定量的目標 平成平成平成平成27年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年年年年10101010月～月～月～月～27272727年年年年9999月月月月

安城市全体の年間バス安城市全体の年間バス安城市全体の年間バス安城市全体の年間バス

利用者数利用者数利用者数利用者数

760千人 787千人

外出の際の移動環境に外出の際の移動環境に外出の際の移動環境に外出の際の移動環境に

対する市民の不満割合対する市民の不満割合対する市民の不満割合対する市民の不満割合

14% －（未調査）

バス利用率バス利用率バス利用率バス利用率 26% －（未調査）

◎昨年度好評であったバス案内人によるガイドサポートについては、今年度も実施し、ガイド人や利用者同士での情報交換など市民の意識の向

上に一定の効果があった。

また、今年度新たに実施した小学生限定の夏休みあんくるバス乗車無料キャンペーンについてはかなりの無料券利用が確認でき、子供のうち

から公共交通の利用を意識付けるよいきっかけとなった。無料券を配布する際に、市内の観光施設等を巡る参考プランをつけたことで、簡単に利

用できたため利用者の増加につながったと考えられる。

◎ディスプレイや停留所表示機の追加設置により、バス運行情報提供を拡大し、乗り継ぎ拠点となるバス停で、通信端末の所持率の低い高齢者

に、バスはいつ来るのかとの不安感を軽減させることができた。

◎モビリティマネジメントについては、現在アンケートの回収・集計の途中であるため、集計が完了し次第、分析を行いたい。

◎バスの乗り方教室については、講座の受講者にアンケートを実施したところ、今後あんくるバスを利用したいかという問いに対し92％が利用し
たいと回答しており、利用促進に効果があったと考えられる。利用しないと回答した方の意見としては、「現在は車が運転でき使い必要がない」、

「乗り継ぎ等で待ち時間が長い」といった意見があり、ダイヤ等の改正による乗り継ぎ時間解消を今後検討していく。



生活交通確保維持改善計画への影響生活交通確保維持改善計画への影響生活交通確保維持改善計画への影響生活交通確保維持改善計画への影響

◎H27年度の補助対象路線（協働推進事業の特例による）

＜地域間幹線系統＞＜地域間幹線系統＞＜地域間幹線系統＞＜地域間幹線系統＞ 目標値（人）目標値（人）目標値（人）目標値（人）

利用実績（人）利用実績（人）利用実績（人）利用実績（人）

H26.10~H27.9 達成率達成率達成率達成率

あんくるバス西部線 47,821 39,817 83.3％

あんくるバス作野線 47,000 40,612 86.4％

あんくるバス南部線 46,274 30,188 65.2％

あんくるバス東部線 30,155 25,679 85.1％

各路線ごとの達成率については、達成していない部分路線も多く

みられた。しかし、再編前後のバス利用者数を比較すると70,000人
程度の増加がみられるため、再編計画時に設定した各路線の利用

者数の想定目標に問題があったと考えられる。

路線の再編による利便性の向上と協働推進事業として行った、運

行情報ディスプレイ等のバス利用環境の拡大等のハード事業と、乗

り方教室や無料キャンペーン等のソフト事業により、新たな利用者

の発掘や利用率の増加につながったと考えられる。

422,921 
496,034 
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H25.10～～～～H26.9 H26.10～～～～H27.9

あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後あんくるバス再編前後 利用者数比較利用者数比較利用者数比較利用者数比較

名鉄バス安城線

あんくるバス

665,800

740,479

＜フィーダー系統＞＜フィーダー系統＞＜フィーダー系統＞＜フィーダー系統＞ 目標値（人）目標値（人）目標値（人）目標値（人）

利用実績（人）利用実績（人）利用実績（人）利用実績（人）

H26.10～～～～
H27.9

達成率達成率達成率達成率

名鉄バス安城線 273,000 292,396 107.1％

あんくるバス循環線 120,000 203,220 169.3％

あんくるバス安祥線 20,000 18,894 94.4％



アピールポイント（特に工夫した点）アピールポイント（特に工夫した点）アピールポイント（特に工夫した点）アピールポイント（特に工夫した点）
今後の事業等予定今後の事業等予定今後の事業等予定今後の事業等予定

【【【【モビリティマネジメントの実施モビリティマネジメントの実施モビリティマネジメントの実施モビリティマネジメントの実施】】】】 平成平成平成平成27年年年年12月～月～月～月～

市内で高齢化が進む別所団地地区を対象にモビリティマネ

ジメントを実施した。現在の公共交通の利用実態をアンケー

ト調査し、車の利用の仕方や、公共交通などの多様な交通

手段をかしこく使う方法などを考えていただきました。

【【【【総合案内版の設置総合案内版の設置総合案内版の設置総合案内版の設置】】】】 平成平成平成平成27年年年年1月月月月

市内主要駅にある総合案内看板について、観光施設へのア

クセス方法等を追加し、観光施設利用者等への案内サービス

の拡充を図った。

◎昨年度好評であったバス案内人によるガイドサポートについては、

今年度も実施し、多くの方のバス利用をサポートできた。特に、高齢

者からは毎日案内人さんを置いてほしい等の意見もあり、今後も引き

続き行っていきたい。

また、今年度新たに実施した小学生限定の夏休みあんくるバス乗

車無料キャンペーンについては、かなり数の利用が確認でき、子供の

うちから公共交通の利用を意識付けるよいきっかけとなった。無料券

を配布する際に、市内の観光施設等を巡る参考プランをつけたこと

で、簡単に利用できたため利用者の増加につながったと考えられる。
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