
資料５ 

（案） 

生活交通確保維持改善計画 

（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係） 

 

令和４年６月  日 

（名称）瑞浪市地域公共交通会議 

０．生活交通確保維持改善計画の名称 

 瑞浪市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持に係る目的・必要性 

瑞浪市内の公共交通は、他市に跨る鉄道や東濃鉄道バスなどの他、タクシー、コミュニティバス、市

が運営するデマンド交通（平成２８年１０月から導入）がある。 

平成２５年度に、瑞浪市地域公共交通会議では、公共交通全体の基本方針を定めた瑞浪市地域公共交

通総合連携計画を策定した。 

平成２７年度には、連携計画に基づいて公共交通体系を構築するために、コミュニティバスの再編、

デマンド交通の導入等、市内の公共交通体系について具体的に定めるために「瑞浪市生活交通ネットワ

ーク計画」を策定し、公共交通の構築にあたっては、次の方針で取り組むこととしている（同計画Ｐ２）。 

 （１）交通不便地域の解消 

昼間の買い物や通院目的で利用できるコミュニティバスが通っていない地域を極力解消する。 

（２）公共交通ネットワークの構築 

市内の公共交通ネットワークを一体的に捉え、維持、活性化させる観点から、各公共交通の連携

を強化する。 

市南部については、現行の東濃鉄道バス路線を活かす形とする。 

 （３）サービス水準の維持、向上 

地域ごとに、現在ある各公共交通のサービス水準（運行本数、各地から市中心部までの直通等）

をできるだけ維持することとする。 

これらの項目を満たし効率的な運行を実施するために、市内の公共交通体系は地域によって公共交通

状況が異なることから、北部地域と中心部・南部地域に切り分けて公共交通体系を構築する（「瑞浪市生

活交通ネットワーク計画」Ｐ３）。 

（１）北部地域 

・平成２８年１０月から日吉・大湫地域においてコミュニティバスからデマンド交通へ移行する。 

併せて、まちづくり推進協議会が運行するデマンド交通（コミバス大湫）は廃止する。 

・平成２９年１０月から釜戸地域においてコミュニティバスからデマンド交通へ移行する。（平成２

９年４月から平成２９年９月まで実証運行を実施する。） 

・通学対応については、平成３０年度まではコミュニティバスにより対応する。平成３１年度以降

は、統合後の瑞浪北中学校はスクールバス、小学校はコミュニティバスまたはスクールバスとす

る。 

（２）中心部・南部地域 

・東濃鉄道バスとコミュニティバスの運行とする。 

・平成２８年度の瑞浪南中学校への統合後は、中学校はスクールバスを運行する。 



                

平成２８年度から、市北部地域にデマンド交通を導入することで、ＪＲ瑞浪駅を発着する幹線公共交

通の路線バスに接続する路線を確保し、住民の生活交通を維持することに努めている。平成２９年度に

は、デマンド交通の導入地区を増やし、さらに住民の生活交通の利便性の向上を図っている。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、対象路線を確保・維持することで、住民の生活交通手

段を存続させていくことが必要である。 

【対象路線】瑞浪市デマンド交通 日吉・明世ルート 

               大湫・日吉東部ルート 

釜戸ルート 

 ※ＪＲ瑞浪駅にて東濃鉄道バス明智線及び瑞浪＝駄知＝多治見線と接続 

２．地域公共交通確保維持の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 デマンド交通の利用者は年々増加傾向で推移していたが、全国的に新型コロナウイルス感染症が蔓延

し始めてからは、利用者が激減してしまった。そのため、令和３年度には既存の目標数値を下方修正し、

実状に沿った目標を設定し直した。 

 コロナ禍により令和３年度もデマンド交通全体の利用者数は減少しているが、釜戸ルートに関しては

利用者数が増加しており、コロナ禍以前よりも稼働率、利用者数共に数値を伸ばしている。そのため、

令和３年度に見直した目標を再度修正し、設定した。 

 日吉・明世ルート及び大湫・日吉東部ルートは、年０．２５便の増加を目標とし、利用実績が増加傾

向にある釜戸ルートは、年０．５便の増加を目標として設定する。 

 

＜目標＞（乗合人数２人／便の見込み） 

令和５年度（２０２２年１０月～２０２３年９月） １４人／日 

運行便（１日６便中）日吉・明世ルート２．５０便 

大湫・日吉東部ルート１．５０便 

釜戸ルート３．００便 

令和６年度（２０２３年１０月～２０２４年９月） １６人／日 

運行便（１日６便中）日吉・明世ルート２．７５便 

大湫・日吉東部ルート１．７５便 

釜戸ルート３．５０便 

 令和７年度（２０２４年１０月～２０２５年９月） １８人／日 

                     運行便（１日６便中）日吉・明世ルート３．０便 

                               大湫・日吉東部ルート２．０便 

                               釜戸ルート４．０便 

 ＜実績＞ 

令和４年度（２０２１年１０月～２０２２年９月）  ８．０人／日（半期分からの見込みの数値） 

                     運行便（１日６便中）日吉・明世ルート１．９０便 

大湫・日吉東部ルート１．１４便 

釜戸ルート２．０１便 



                

令和３年度（２０２０年１０月～２０２１年９月）  ８．８人／日 

                     運行便（１日６便中）日吉・明世ルート１．９９便 

大湫・日吉東部ルート１．３１便 

釜戸ルート２．１４便 

 令和２年度（２０１９年１０月～２０２０年９月） ８．３人／日 

                     運行便（１日６便中）日吉・明世ルート２．２０便 

大湫・日吉東部ルート１．５１便 

釜戸ルート１．９便  

 

令和元年度（２０１８年１０月～２０１９年９月） １２．３人／日 

運行便（１日６便中）日吉・明世ルート２．８２便 

大湫・日吉東部ルート２.３２便 

釜戸ルート１.８８便 

 

 瑞浪市地域公共交通総合連携計画に掲げられている次の目標を達成することを目指す（同計画Ｐ５

４）。「利用しやすい公共交通が整っていると感じる市民の割合」（市民アンケート調査による）について、

平成２５年度の実績値４１．４％を、令和５年度に４７．０％とする。（瑞浪市第６次総合計画） 

 そのため令和４年度以降の目標を下記のとおりとする。 

 ※令和６年度以降は、同計画上で目標が未設定であるため、令和５年度の目標値とする。 

   ＜目標＞ 

令和５年度  ４７．０％ 

令和６年度  ４７．０％ 

令和７年度  ４７．０％ 

 

   ＜実績＞ 

平成２５年度 ４１．４％ 

    平成２６年度 ３４．１％ 

    平成２７年度 ３２．１％ 

    平成２８年度 ３６．３％ 

    平成２９年度 ３８．４％ 

平成３０年度 ３３．４％ 

令和元年度 ２７．５％ 

令和２年度  ３０．５％ 

令和３年度  ３１．３％ 

令和４年度  ３９．２％（参考の目標値） 

（２）事業の効果 

 デマンド交通によって、市北部地域の日吉・大湫・明世・釜戸地区と、地域間幹線系統である東濃鉄

道「明智線」及び「瑞浪＝駄知＝多治見線」や市街地を結ぶ移動手段が確保され、地域の住民の日常生



                

活に必要な移動手段が維持される。 

 デマンド交通を運行する地域には、以前は昼間に市街地へ向かうコミュニティバスが通っていなかっ

た地域もあるが、デマンド交通の導入によって昼間にも市街地へ向かう交通手段ができたことで、市街

地を訪れる人数や乗り継ぎにより他の公共交通機関を利用する人数が増加することが期待される。 

 また予約受付システムの活用により、利用者の事前登録時に予め利用する乗降場所をシステムに設定

しておくことで、利用予約時に効率的なルートと時間を利用者に即座に提示し、利用者増にも対応でき、

利用者の利便性向上が図られている。 

 日吉・明世ルート及び釜戸ルートでは、昼間に市街地へ向かうコミュニティバスが通っていなかった

地域である、日吉町北野、深沢、田高戸、平岩、南垣外、常柄、及び釜戸町平山、論栃、神徳、川戸、

上平にも昼間利用できるデマンド交通が運行することで地域住民の移動手段を確保した。 

 大湫地区では、地域組織である大湫町コミュニティ推進協議会がデマンド交通「コミバス大湫」を運

行していたが、平成２８年１０月から市運営のデマンド交通の導入により、平成２８年９月をもって廃

止した。市運営のデマンド交通の運行を開始した大湫・日吉東部ルートでは、大湫地区に加え、昼間に

市街地へ向かうコミュニティバスが通っていなかった日吉東部地域の日吉町宿、宿洞、半原、三和之郷

の各地区も運行ルート上に設定したことで、今後も新たな利用者の増加が期待できる。 

近年、運転免許証を返納する高齢者が増加しており、返納後の移動手段の受け皿として、デマンド交

通が重要な役割を担っていくことになる。高齢者の閉じこもりを防ぎ、外出機会を増やすことで、人と

人の交流を促進し、地域の活性化にもつながる。 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・毎年度、デマンド交通の周知及び利用促進のため、時刻表を印刷、製本の上、全戸配布を行う。 

（瑞浪市）（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６５） 

・市広報、地域広報誌にデマンド交通利用啓発の記事を掲載し、利用促進を図る。（瑞浪市、自治会） 

（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６５、６６） 

・地域の自治会の会合に出向き、デマンド交通の制度説明会を行い、利用方法等の制度周知を行う。特 

に稼働率が低迷している大湫・日吉東部ルートは、重点的に説明会を実施し、利用促進に努める。（瑞 

浪市）（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６６） 

・自治会要望の集約、デマンド交通・コミュニティバスの利用者、登録者へのアンケート調査を実施し、 

 自治会、登録者、利用者のニーズに的確に応え、利用しやすい交通手段となるよう、対応可能な要望 

 については順次対応していく。（瑞浪市、自治会）（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６４） 

・運転免許証自主返納支援制度を実施し、自家用車から公共交通への利用転換を促進し、デマンド交通

等の新規利用者の掘り起しを図る。（瑞浪市）（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６５、６６） 

※運転免許証自主返納支援制度の内容 

運転免許証を自主返納する高齢者に対して、コミュニティバス、デマンド交通、東鉄バス、タクシ 

ーの回数券、利用券を５，０００円分交付する制度。高齢者交通安全教室、長寿会などでＰＲする。 

・デマンド交通の観光利用を促進し利用者の増加に繋げる。（瑞浪市、観光施設） 

※デマンド交通の観光利用の内容 

以前より観光客から問い合わせが多かった中山道宿場町（大湫宿、細久手宿）、市民公園（化石博 

物館等）への交通手段について、デマンド交通を観光目的で利用できる運用とした。市のホームペ 



                

ージ、広報のほか、観光施設のホームページにおいても、交通アクセスにデマンド交通を掲載しＰ 

Ｒする。（瑞浪市地域公共交通総合連携計画 Ｐ６６） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

別添「表１」を参照 

なお、瑞浪市デマンド交通の事業概要は以下のとおり 

（１）運行区域 

  瑞浪市のうち 

日吉町、大湫町、釜戸町、土岐町、寺河戸町、上平町、樽上町、上野町、北小田町、西小田町、小

田町、薬師町、和合町、下沖町、宮前町、高月町、一色町、須野志町、明世町月吉、明世町山野内、

明世町戸狩、松ヶ瀬町 

恵那市のうち 

武並町、三郷町 

（２）運送の区間（別紙デマンド運行基本ルート路線図参照） 

往路：日吉・大湫・明世・釜戸地区は、各基本ルート内で、予め設定した乗降場所及び設定したフ

リー乗降区間での乗降とする。市街地エリア内は、降車に限る。 

復路：市街地エリア内は、乗車に限る。日吉・大湫・明世・釜戸地区は各基本ルート内で、予め設

定した乗降場所及び設定したフリー乗降区間での乗降とする。 

（３）使用車両 

セダン型（普通車定員４名）、ジャンボタクシー（定員５～９名）、小型バス（定員１０名～２７名） 

※予約状況により乗車可能な車両で運行する。 

（４）運行日 

月曜日から金曜日 

※土・日・祝日及び１２月３０日～１月３日は運休 

（５）便数及び運行時間（別紙デマンド運行時刻表参照） 

  往復３便（往路は午前２便、午後１便、復路は午前１便、午後２便運行） 

  １便あたり３０分から１時間 

   ※予約がない場合は運行しない。 

（６）運賃 

１乗車 ５００円 

※中学生以下は無料。 

※未就学児は保護者同伴が条件となる。（未就学児のみの乗車はできない。） 

【障がい者割引】 

障がいの種類 対象者 割引率 

身体障がい 
１種 本人及び介護者（１名） 

５０％ 

２種 本人のみ 

知的障がい 
A１・A２・B１ 本人及び介護者（１名） 

B２ 本人のみ 

精神障がい 
１級・２級 本人及び介護者（１名） 

３級 本人のみ 

回数乗車券 



                

１１枚綴り ５，０００円  障がい者割引時 １１枚綴り ２，５００円 

（７）予約受付 

  事前に登録された旅客を運行 

  事前予約制 

  予約受付は、平日の午前９時から午後５時まで（予約システムを導入する） 

  利用日の１週間前（７日前）から前日の午後５時まで予約受付 

   ※利用日の前日が休日の場合は、その直前の平日 

（８）運送予定者 

  平和コーポレーション株式会社 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

瑞浪市 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

平和コーポレーション株式会社 

７．補助を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定方法 

【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回以上で足りると認

めた系統の概要 

 該当なし 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が

整備されている」認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

１０．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

１１．外客来訪促進計画との整合性 【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 該当なし 

１２．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

別添「表５」を参照 

対象地域：岐阜県瑞浪市、恵那市 

１３.車両の取得に係る目的・必要性 

 該当なし 

１４．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 



                

１５．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者 

該当なし 

１６．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る

計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策） 

 該当なし 

１７．協議会の開催状況と主な議論 

平成２５年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（平成２５年５月１３日） 

・会議規程等承認 

・平成２５年度予算承認 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画策定業務委託事業者選定 

・幹事会、瑞浪市地域公共交通総合連携計画策定業務プロポーザル審査分科会委員選考 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（平成２５年７月８日） 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画策定業務委託事業者選定 

・各種アンケート調査実施承認 

第３回瑞浪市地域公共交通会議（平成２５年１２月１８日） 

・平成２５年度補正予算承認 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画策定方針検討 

第４回瑞浪市地域公共交通会議（平成２６年２月２５日） 

・瑞浪市コミュニティバス運行経路等変更承認（平成２６年４月改正） 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画（案）、パブリックコメント実施承認 

第５回瑞浪市地域公共交通会議（平成２６年３月２４日） 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画策定承認 

平成２６年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（平成２６年７月７日） 

・平成２５年度事業報告及び決算の承認 

・平成２６年度事業計画案及び予算案の承認 

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画策定業務プロポーザル審査分科会委員選考 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（平成２７年１月１６日） 

・瑞浪南中学校のスクールバスについて 

・東濃鉄道「瑞浪＝土岐線」廃線の対応検討 

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画素案検討 

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画分科会設置検討 

第３回瑞浪市地域公共交通会議（平成２７年３月４日） 

・公共交通体系再構築基本方針承認 

・パブリックコメント実施承認 

・平成２６年度補正予算案承認 

第４回瑞浪市地域公共交通会議（平成２７年３月２０日） 



                

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画案検討 

平成２７年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（平成２７年４月２８日） 

・平成２６年度事業報告及び決算の承認 

・平成２７年度事業計画案及び予算案の承認 

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画の策定について 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（平成２７年８月３日） 

・瑞浪市内の交通状況について 

・デマンド交通導入のスケジュールについて 

・多治見市における路線バス昼間割引制度について 

・バス車両の移動円滑化基準適用除外認定申請について 

第３回瑞浪市地域公共交通会議（平成２８年１月１５日） 

・瑞浪市生活交通ネットワーク計画の修正について 

・デマンド交通導入のスケジュールについて 

平成２８年度 

 第１回瑞浪市地域公共交通会議（平成２８年５月２６日） 

・平成２７年度事業実績報告 

・平成２８年度事業計画案及び予算案の承認 

・瑞浪市コミュニティバス運行内容変更案（平成２８年１０月改正）の承認 

・瑞浪市デマンド交通運行内容案（平成２８年１０月導入）の承認 

・地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請について 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（平成２８年６月２７日） 

  ・生活交通確保維持改善計画の策定について 

 第３回瑞浪市地域公共交通会議（平成２９年２月２日） 

  ・平成２８年度決算の承認 

  ・瑞浪市コミュニティバス運行内容変更案（平成２９年４月改正）について 

  ・瑞浪市デマンド交通運行内容変更案（平成２９年４月改正）について 

（釜戸地区における試験運行） 

平成２９年度 

 第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（平成２９年６月２０日） 

  ・平成２８年度事業実績報告及び決算について 

  ・平成２９年度事業計画案及び収支予算案の承認 

  ・地域内フィーダー系統確保維持計画案について 

  ・瑞浪市地域公共交通総合連携計画事業実施状況の評価案について 

 第２回瑞浪市地域公共交通会議（平成３０年１月１２日） 

  ・瑞浪市コミュニティバス運行内容変更案（平成３０年４月改正）について 

  ・瑞浪市デマンド交通運行内容の変更案（平成３０年４月改正）について 

  ・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について 



                

平成３０年度 

 第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（平成３０年６月１５日） 

  ・平成２９年度事業実績報告及び決算について 

  ・平成３０年度事業計画案及び予算案について 

  ・地域内フィーダー系統確保維持計画案について 

  ・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の評価案について 

 第２回瑞浪市地域公共交通会議（平成３１年１月７日） 

・瑞浪市コミュニティバス運行内容変更案（平成３１年４月改正）について 

  ・瑞浪市デマンド交通運行内容変更案（平成３１年４月改正）について 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の具体的事業の整理について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について 

令和元年度 

 第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（令和元年６月２０日） 

  ・平成３０年度事業実績報告及び決算について 

  ・平成３１年度（令和元年度）事業計画案及び予算案について 

  ・地域内フィーダー系統確保維持計画案について 

  ・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の評価案について 

 第２回瑞浪市地域公共交通会議（令和２年１月８日） 

  ・瑞浪市コミュニティバス運行内容変更案（令和２年４月改正）について 

  ・瑞浪市デマンド交通運行内容変更案（令和２年４月改正）について 

    ・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について 

・恵那市コミュニティバス停留所の移設について 

令和２年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（令和２年５月１８日） 

・令和元年度事業実績報告及び決算について 

・令和２年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の評価（案）について 

・恵那自主運行バス（瑞浪＝山岡線）の運賃改定について 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（令和３年１月１３日） 

・瑞浪市コミュニティバス運行内容の変更（案）について 

・瑞浪市デマンド交通運行内容の変更（案）について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について 

令和３年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（令和３年５月１３日） 

・令和２年度事業実績報告及び決算について 

・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 



                

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の評価（案）について 

第２回瑞浪市地域公共交通会議（令和４年１月１４日） 

・瑞浪市コミュニティバス運行内容の変更（案）について 

・瑞浪市デマンド交通運行内容の変更（案）について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画事業評価について 

・地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要について 

令和４年度 

第１回瑞浪市地域公共交通会議（書面協議）（令和４年５月  日） 

・令和３年度事業実績報告及び決算について 

・令和４年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

・瑞浪市地域公共交通総合連携計画の評価（案）について 

 

１８．利用者等の意見の反映状況 

 市民アンケート調査、バス利用者アンケート調査、デマンド交通登録者アンケート調査、区長会要望

調査等により得られた住民や利用者、バス停設置施設の意見を反映して、瑞浪市地域公共交通総合連携

計画と瑞浪市生活交通ネットワーク計画を作成した。その後も同様の方式で利用者等の意見聴取を行い、

ダイヤ改正等の際に反映させている。 

１９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 岐阜県都市建築部都市公園整備局公共交通課 

関係市区町村 瑞浪市 

交通事業者・交通施設設置管理者等 岐阜県バス協会 

岐阜県タクシー協会 

東濃鉄道株式会社 

平和コーポレーション株式会社 

大湫町コミュニティ推進協議会 

（「コミバス大湫」（平成２８年９月まで大湫地区にて運行）

の事業者の代表として平成２８年度まで委員としていた

が、「コミバス大湫」の廃止により、平成２９年度より委員

から除外している。） 

多治見警察署 

平和コーポレーション株式会社バス乗務員労働組合 

中部地方整備局多治見砂防国道事務所 

岐阜県多治見土木事務所 

瑞浪市建設部土木課 

地方運輸局 中部運輸局岐阜運輸支局 

その他協議会が必要と認める者 瑞浪市連合自治会 

瑞浪市 PTA連合会 



                

中部大学工学部教授 

東濃厚生病院 
 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住所）岐阜県瑞浪市上平町１丁目１番地 

（所属）瑞浪市経済部商工課 

（氏名）細田 達也 

（電話）０５７２－６８－９８０３ 

（e-mail）shoko@city.mizunami.lg.jp 

mailto:shoko@city.mizunami.lg.jp

