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令和元年 5月 27日 

 

美濃加茂市地域公共交通活性化協議会



生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

令和元年 5月 27日 

 

          （名称）美濃加茂市地域公共交通活性化協議会 

会長 伊藤 誠一      

生活交通確保維持改善計画の名称 

美濃加茂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事業に係る目的・必要性 

 美濃加茂市地域公共交通網形成計画では、「安全で便利に移動できる公共交通をみんなで育み、

ここちよく定住できるまち」を美濃加茂市の交通将来像としており、交通将来像の実現のために

美濃太田駅を中心とした公共交通ネットワークの構成を必要としている。美濃太田駅を中心とし

た周辺施設へのアクセス需要に対応するために各地域からの美濃太田駅への交通手段が必要と

なり、毎日美濃太田駅まで運行する「あい愛バス」が地域と交通拠点をつなぐ機能を果たしてい

る。 

 「フルーツ線」が走る山之上・蜂屋方面、「さとやま線」が走る伊深・三和方面には、自家用

車と「あい愛バス」以外の交通手段がなく、特に高齢者の方にとって市街地の病院や買い物施設

の利用や美濃太田駅での鉄道の利用するため交通手段として当該路線を確保する必要がある。 

 「あまちの森・しょうよう線」が走る太田・加茂野方面は長良川鉄道の路線が通る部分がある

ものの、全ての地域に対応できてはおらず、移動も駅間に限られるため、太田・加茂野方面全域

から鉄道駅や市街地へ行く交通手段として当該路線が必要である。 

 この３路線は地域公共交通を整備するために平成３０年度に新設され、平成３０年度、令和年

度は補助事業を活用し、利便性の向上と利用者数の増加が図られた。 

 今後も地域間を結ぶ幹線的な「古井駅―可児川駅線」や民間路線バスの確保維持を図りつつ、

地域公共交通確保維持事業により、「あまちの森・しょうよう線」、「フルーツ線」、「さとやま線」

を生活交通の手段として維持していく必要がある。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

◎美濃加茂市地域公共交通網形成計画全体の目標・・・公共交通全体の利用者数の増加 

（参考：美濃加茂市地域公共交通網形成計画 P64） 

【各路線の目標値】令和２年度 あい愛バス利用者数（人） 

路線名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
（参考） 

令和元年度 

あまちの森・しょうよう線 ３，０００ ３，１００ ３,２００ ２，９００ 

フルーツ線 ４，４００ ４，６００ ４,８００ ４，２００ 

さとやま線 ４，６００ ４，８００ ５,０００  ４，４００ 

全体 ３１，２００ ３２，４００ ３３,６００ ３０，１００ 
 

（２）事業の効果 

フィーダー系統のバスを運行することで、美濃加茂市内各地区の日常生活に必要な移動手段が

確保される。 

 また、交通ネットワーク拠点の美濃太田駅に接続することにより、市内中心部のアクセスが向

上し、こどもからお年寄りまで外出の機会が増えることによる健康増進、通勤・通学や買い物等

による地域経済の活性化に寄与することも期待される。 

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 



公共交通の利用促進策        （美濃加茂市地域公共交通網形成計画 P72、77より） 

(1)公共交通に関するわかりやすい情報を提供する事業 

①公共交通利用に係る積極的な情報提供（実施主体：美濃加茂市） 

・市内各地で行われるイベントの場などにバスの PR ブースを設置し、幅広い世代の方々に運

行ダイヤや路線をわかりやすく説明する。 

・バスの利用に不慣れな方に対し、バスへの興味や関心を高めてもらえるよう、料金体系やお

すすめの乗り方を説明する講座（乗り方教室など）を実施する。 

(2)公共交通の利用を誘導する事業 

①割引運賃・企画切符の導入（実施主体：美濃加茂市、交通事業者） 

・幼い頃からバスに乗る習慣をつけてもらえるよう、また、バスに関心のない方にも興味を持

ち利用してもらえるよう、イベントや行事に合わせて、多くの方々に興味や関心を持っても

らう「あい愛バスに親しむ日（無料乗車の日）」を推進する。 

②高齢者に向けた環境整備と制度の拡充（実地主体：美濃加茂市、交通事業者） 

・高齢者（65歳以上）の運転免許証自主返納者に対して実施しているあい愛バス無料乗車制度

を積極的に周知し、高齢運転者の公共交通の利用を誘導する。 

・高齢者（65歳以上）の方のあい愛バス定期券の料金を 1ヶ月 1,000円としており、この定期

券の利用を高める各種周知策を実施し、高齢者が車以外でも安心して移動可能な公共交通の

利用を誘導する。 

・令和元年 6月からは従来 1ヶ月の期間のみで販売していた定期券に 3ヶ月の期間の物を加え、 

購入者にとっての利便性を高める。 

(3)バスへの愛着（マイバス意識）を高める事業（実施主体：美濃加茂市、市民・団体） 

①関係団体との連携による公共交通の利用促進 

 ・協力事業所を募り、あい愛バスの利用者が協力事業所を利用した際に割引等のサービスの提

供を受けることで、相乗効果によるバス利用拡大と地域の活性化を目指す取り組みを推進す

る。 

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 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

美濃加茂市が運行事業者に対し運行経費を負担する。負担金額は、あい愛バスの運行に係

るすべての費用のうち、運行収入及び補助金等を差し引いた額とし、運行事業者の請求によ

り美濃加茂市が支払うものとする。 

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 

≪補助対象事業者≫ 新太田タクシー㈱ 

≪対 象 路 線≫ あまちの森・しょうよう線、フルーツ線、さとやま線 

７．補助を受けようとする手続き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の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、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 

【地域間幹線系統のみ】 

※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 

【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

※該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（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【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする

場合のみ】 

※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） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

17．協議会の開催状況と主な議論  

＜平成２７年度＞ 

Ｈ２７． ５．２８ 第１回 地域公共交通活性化協議会規約・規程等について等 

Ｈ２７． ６．１６ 第２回 美濃加茂市地域公共交通網形成計画策定のためのニーズ調査につ

いて等 

Ｈ２７．１１．１８ 第３回 美濃加茂市地域公共交通網形成計画策定のためのニーズ調査結果

及び課題の整理 

Ｈ２８． ２． ４ 第４回 美濃加茂市地域公共交通網形成計画について等 

Ｈ２８． ３．１７ 第５回 「美濃加茂市地域公共交通網形成計画（案）」に関する意見募集

結果について等 



＜平成２８年度＞ 

Ｈ２８．１０．１１ 第１回 平成 27年度事業報告等（書面決議） 

Ｈ２８．１２．１６ 第２回 あい愛バスの再編運行に関する協議 

Ｈ２９． ２．１６ 第３回 ㈱岐阜バスコミュニティの吸収合併に伴う事業継承について  

（書面決議） 

 

＜平成２９年度＞ 

Ｈ２９． ４．１０ 第１回 あい愛バスの再編運行に関する協議 

Ｈ２９． ６．１３ 第２回 あい愛バスの再編運行に伴う路線の廃止について、美濃加茂地域

内フィーダー系統確保維持計画等 

Ｈ２９． ７．２７ 第３回 あい愛バスの再編運行に関する協議（書面決議） 

Ｈ２９．１１．２４ 第４回 乗継料金無料化、運行経路の変更、予備車両の追加に伴う移動円

滑化基準適用除外の認定について 

Ｈ２９．１２．２２ 第５回 停留所の名称変更、運行経路の変更、停留所の移設及び廃止につ

いて、道路両側へのバス停標識の設置について等 

Ｈ３０． １．３１ 第６回 停留所の移設及び名称変更について（書面決議） 

Ｈ３０．  ３．１４  第７回 生活改善事業計画について（書面決議） 

 

＜平成３０年度＞ 

Ｈ３０． ６． １ 第１回 停留所の移設について（書面決議） 

Ｈ３０． ６．１９ 第２回 平成３０年度事業計画・予算等 

Ｈ３０．１１．２８ 第３回 ダイヤ改正、停留所の新設・経路変更等 

 

＜令和元年度＞ 

Ｈ３１．４．１７  第１回 バスタイプ車両の予備車登録、経路変更等（書面決議） 

Ｒ １．５．２７  第２回 令和元年度事業計画・予算等 

18．利用者等の意見の反映状況 

平成 30 年 4 月 1 日に実施したあい愛バスのダイヤ改正以降、利用者などからいただいた

要望・苦情を把握、検証し、令和元年 6月 1日からダイヤ及び経路の改正に反映させた。 

 

＜改正内容＞ 

◆運行ダイヤ 

・フルーツ線のまわり方を一部改正し、朝の通学利用者が「美濃加茂高校」に早くつけるよ

うに変更。また、午前の時間帯に山之上地区の住民が「総合福祉会館」に行きやすいよう

に変更。 

 

◆経路 

・市内新池町に開設された商業施設にバスで行けるようにまちなかぐるっと線とほたる線に

「食品スーパー アルビス」停留所を新設。 

・あまちの森・しょうよう線を経路変更し、停留所の新設が要望されていた地区に「市橋北」

停留所を新設。 

・フルーツ線の「西洞」付近では、農作業用の車が経路を塞ぐ事が多く遅延の原因となって

いたため、円滑に運行できる経路に変更。 

・あまちの森・しょうよう線の「西総合グラウンド」停留所を隣接する体育館の建て替え及

び整備完了に伴い、市道上から敷地内へ移設。また、名称も「西体育館」へと変更。 



◆料金 

・1ヶ月 2,000円（65歳以上 1,000円）で販売していた定期券について、毎月購入する利用者 

から、長期間の定期券を求める声があったため、令和元年 6月より、3ヶ月 6,000円（65歳以 

上 3,000円）の定期券の取扱いを開始。 

◆その他 

・バスの遅延等の情報が分からないことによる利用者の不安を解消するため、位置情報サービス 

「MOQUL(モークル)」を運用開始。 

・キャッシュレス化に対応するためバス車内での運賃支払いに、スマートフォン決済「LINE Pay 

（ラインペイ）」を導入。 

19．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 岐阜県都市建築部公共交通課 

関係市区町村 美濃加茂市（市長） 

交通事業者・交通施設管理者等 

岐阜乗合自動車㈱、東濃鉄道㈱、社団法人岐阜県バス協会、

岐阜県タクシー協会、新太田タクシー㈱、長良川鉄道㈱、 

岐阜乗合自動車労働組合、岐阜県可茂土木事務所 

地方運輸局 国土交通省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 

美濃加茂市健寿連合会、身体障害者福祉協会美濃加茂支部、

住民代表、美濃加茂商工会議所運輸通信部会、岐阜県加茂警

察署、名城大学教授 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）岐阜県美濃加茂市太田町 3431-1    

（所 属）美濃加茂市 市民協働部 地域振興課 

（氏 名）日比野 公哉            

（電 話）0574-25-2111（内線 248）      

（e-mail）chiiki@city.minokamo.lg.jp     


