
- 1 - 

 

袋井市地域公共交通計画の策定について（素案） 

「袋井市地域公共交通計画」の策定スケジュール 

 

 年月 計画策定 地域公共交通会議等 

令和 2 年 

7 月 

  

8 月 

  

9 月 

  

10 月 

  

11 月 

  

 

12 月 

  

令和 3 年 

1 月 

  

2 月 

  

3 月 

  

 

１ 現況調査  

①都市・人口 

②公共交通サービス 

③上位関連計画 

２ 移動ニーズ調査  

①地域の移動ニーズ調査 

②公共交通利用者調査 

③高校生アンケート調査 

④地域協働運行バス意向調査 

３ 地域公共交通計画（骨子）の検討 

①基本方針（目指すべき姿） 

②取り組むべき施策 

③数値目標 

④実施スケジュール 

地域公共交通計画（素案） 

地域公共交通計画（素案）の検討 

①基本方針（目指すべき姿） 

②取り組むべき施策 

③数値目標 

④実施スケジュール 

 

 

 

 

★第２回会議…【8/6】  

①計画策定の趣旨 

②現況・課題整理（中間） 

③調査計画（案） 

★第３回会議…【10/19】 

①現況・課題整理（追加） 

②公共交通体系・方向性検討 

③施策の検討 

★第４回会議…【12/14】 

○地域公共交通計画（素案） 

（施策の内容、実施スケジュ

ール、数値目標の検討） 

◎パブリック・コメント 

（12/22～1/20 予定） 

★第５回会議…【２月頃】 

○地域公共交通計画(案)

決定 

※計画の検討とともに、自主

運行バスの契約更新につ

いても同時に検討 

地域公共交通計画の策定 

資料５ 



袋井市地域公共交通計画（素案）について

１ 計画策定にあたって

・袋井市では、平成19年度から袋井市地域公共交通会議を設置し、地域住民の生活に必
要な公共交通サービスの確保や利便性の向上について協議をしております。

・しかし、利用者の減少や運転手不足等の要因により路線バスの撤退が相次ぎ、個別対
応を繰り返した結果、鉄道、路線バス、自主運行バス、デマンドタクシー、地域協働
運行バス、タクシー等の様々な公共交通サービスが存在する複雑な状況にあります。

・国では「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」とい
う。）が改正され、「地域公共交通計画」の策定が努力義務化されました。（11/27
施行）

・活性化再生法ではまちづくりと連携し、既存公共交通サービスの改善の徹底や輸送資
源の総動員による地域の移動ニーズへのきめ細かな対応等により、地域の交通を地域
自らデザインすることが求められていることから、地域公共交通計画は公共交通に関
する総合的な取り組みを定めるマスタープランとなるものです。

・このような背景を受け、袋井市立地適正化計画のコンパクトなまちづくりと連携し、
本市の公共交通を持続可能なものとし、市民の移動手段を確保するため、「袋井市地
域公共交通計画」を策定します。

（１）計画策定の背景と目的

（２）計画の位置付け

３ 計画の概要

「地域公共交通計画」は、活性化再生法第５条に基づき、不特定多数の人々が利用す
る公共交通に関する総合的な取り組みを定めるものです。

計画の策定にあたっては、ニーズ調査等に基づき課題抽出を行い、運行事業者等と課
題の共有化を図り、地域公共交通会議等での協議を経て、数値目標や実施事業を設定し
ます。

（１）基本的な方針
～ そうだ！公共交通で行こう！ ～

公共交通が移動手段として選ばれるまち

（２）計画の区域 袋井市全域

（３）計画期間 令和３年度～令和７年度 ５年間

（４）計画の目標

【目標１】市民に日常から認識してもらえる公共交通

【目標２】高齢者や高校生に移動手段として選んでもらえる公共交通

【目標３】地域で支え合う公共交通

袋井市都市計画マスタープラン

【計画期間】 Ｈ30年度（2018）～ Ｒ17年度（2035）
本市の都市計画に関する基本的な方針を定めた計画

・適切な役割分担による地域にとって効率的で効果的な交通体系の形成

袋井市立地適正化計画

【計画期間】 Ｈ30年度（2018）～ Ｒ17年度（2035）
コンパクトで持続可能な都市づくり推進のための計画

・基幹的公共交通（バス）の維持と沿線への居住誘導

・コンパクトなまちづくりと連携した効率的・効果的な交通体系

袋 井 市
地域公共交通
計 画

第２次袋井市総合計画

【計画期間】 Ｈ28年度（2016）～ Ｒ7年度（2025）
各分野を網羅した本市の最上位計画

・袋井駅を発着する路線バスの維持 ・住民・交通事業者・行政の連携
・地域協働運行バスの導入支援

整合

連携

２ 公共交通の課題

①分散型の都市構造に伴う自家用車依存のライフスタイル
・自家用車依存が非常に高く、公共交通利用者が極端に少ない
・車を運転できない人や高校生が現在の主な公共交通利用者
・高齢になっても車を運転する人が多く、免許証の返納が地域としても課題となっている

が、特に集落地域の公共交通手段が脆弱

②非効率で分かりにくい公共交通体系
・様々な公共交通サービスが重複し、非効率な公共交通体系
・初めて公共交通を利用する人（免許証返納者、外来者等）に分かりにくい公共交通体系

③使い勝手が悪い公共交通サービス
・自主運行バスは、薄く広く同一サービスを提供した結果、運行本数が少なく目的地まで

の移動に長時間を要するサービスになっている
・運転できる人と運転できない人で行っている目的地が異なるなど、現在の運行のままで

は免許証返納後の移動が不安
・高校生の通学手段として路線バスが選ばれにくく、バス通学を諦め、送迎や自転車へ転

換する学生が存在

④コンパクトなまちづくりに向けた基幹公共交通の維持
・民間路線バスの廃止が進む中、鉄道・基幹バス路線（秋葉線、秋葉中遠線）はコンパク

トなまちづくりを目指す上で重要な位置づけにあり維持が必要
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（６）目標を達成するために行う事業及び実施主体

区分 事業 実施主体

路線網の見直し

1 基幹路線の質の向上

・鉄道の維持
・基幹バス路線の維持・改善
30分に１本程度の維持
バス停位置・ダイヤの見直し
ICカードの導入、Wi-Fiの設置等

・市内高校への通学路線の確保・維持
袋井駅・中東遠総合医療センター線を活かした袋井
高校生の通学手段の確保

公共交通会議
交通事業者
市

2
地域の移動手段
レベルアップ

・地域主体による新たな移動手段の確保
集落地域における高齢者の通院や買い物に利用でき
る新たな移動手段の導入

・持続可能な地域協働運行バスの構築
運行方法の検討会や勉強会実施による持続可能な方
向性の検討

公共交通会議
地域
交通事業者
市

使いやすい公共交通サービス

3 お得な運賃制度

・日中の運賃割引制度の導入
日中の基幹バス路線の運賃上限制の導入
日中の運行を買い物ができるような経路に変更

・バス通学定期券購入費補助制度導入
高校生の通学負担の軽減

・運転免許証返納者への割引制度の導入
自主返納者の運賃割引制度の導入

交通事業者
学校
警察
市

4 分かりやすい情報提供
・路線バス情報化
インターネット上でのルート検索サービスの継続使
用とバスロケーションシステムへの活用

交通事業者
市

5 乗継・待合環境改善

・バス停におけるサイクル＆バスライド駐輪場の整備
基幹バス路線の主要バス停における駐輪場の整備

・バス停待合環境の改善
上屋整備、ベンチ設置
バス停周辺施設と連携した待合スペースの確保
バスロケーションシステムの設置

交通事業者
道路管理者
市

6 ユニバーサルデザイン
・車両のバリアフリー化
ノンステップバスの継続的な導入、ユニバーサルデ
ザインタクシーの継続導入

交通事業者
公共交通会議
市

関係者意識のレベルアップ

7 意識変革

・通学を対象とした路線バスの利用促進策の実施
バス位置情報のリアルタイム提供
高校別バス時刻表のインターネット上での公開

・大人のバス乗り方教室の開催
地域や団体と連携したバス乗り方教室の実施

・ちびっこバス乗り方教室の開催
・公共交通ガイドの作成
公共交通総合ガイドブックの作成

地域
交通事業者
学校
市

8 人材確保・安心確保

・運転士の人材確保
運転免許証取得補助制度導入、女性ドライバーが活
躍できる環境の整備

・公共交通の安心対策
ウィルス等感染症拡大防止対策の実施

交通事業者
市
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（７）計画の達成状況の評価
計画の達成状況の評価時期は、次期計画への反映も含め、計画期間の終了年度と

します。なお、各種事業の実施状況については、年度毎に管理していきます。
※各評価指標は、目標に対応しています。

【評価指標１】 市民１人あたりの公共交通年間利用回数
令和元年度 約43回/年 → 令和７年度 約43回/年以上

【評価指標２-１】運転免許証の自主返納者数
令和元年度 340人/年 → 令和７年度 360人/年

【評価指標２-２】路線バスの通学定期券の利用人数
令和元年度 394人/年 → 令和７年度 400人/年以上

【評価指標３】 地域協働運行バスの運行地区数
令和元年度 ２地区 → 令和７年度 ５地区

（５）目指す将来の地域公共交通体系

鉄道 ・公共交通の東西軸に位置づけ、通学・通勤手段として維持。

基幹バス路線

（秋葉線・秋葉中遠線）

・公共交通の南北軸に位置付け、通学・通勤手段として維持・改善し、30分に１
本程度の運行頻度を確保。（１日片道30本以上：袋井市立地適正化計画）

地域における

新たな移動手段

・移動特性に応じて地域区分し、高齢者の買い物・通院のくらしの足として、集

落地域から市内主要施設への新たな移動手段を確保。

※なお、具体的な区域や目的地は地域との協議で決定。


