
尾張旭市

瀬戸市
三郷駅北

印場駅 旭前駅 尾張旭駅 名古屋鉄道瀬戸線 三郷駅

市役所 イトーヨーカドー前

西本地橋バロー前

あさぴー号（西ルート） 瀬戸市コミュニティバス

名鉄バス

Ｎ－バス 愛知医大 長久手市

Ａ ➝

Ｂ ➝

Ｃ ➝

Ａ ➝

Ｂ ➝

Ｃ ➝

1.補助系統の概要（△）

（△□）

評価の基準

年間目標利用者数を達成できた場合

年間目標利用者数は達成できなかったものの、
目標の半数以上の利用があった場合

年間利用者数が目標の半数に満たなかった場合

平成29年4月に愛知医科大学病院のバスロータリー
が供用開始となり、関係市のコミュニティバスのほか
名鉄バスも乗り入れており、多くの方が利用されてい
る。

市町村名：　長久手市　　　　　　　　 市町村名：　　　　　　　　　　　　

85,000

特記
事項

平成29年1月ダイヤ改正。
平成29年4月愛知医大バス
ロータリー乗入れ

Ａ

平成２９年１月にダイヤ改正し、遅延も大幅に減少。４
月には愛知医大バスロータリーへの乗入れを開始し
利便性が向上したことから、利用者数が前年度比
14.3％と増加し、目標を21.0％上回り、目標を達成す
ることができた。

市町村名：　瀬戸市　　　　　　　

市町村の所見、理由分析、認識（□） 市町村の所見、理由分析、認識（□）

利用者数(人)

愛知医大バスロータリー整備に伴うバス路線のハブ
化、ダイヤ改正などにより、利用者数・輸送量ともに
増加傾向にある。
本市コミュニティバス本地線においては、バロー瀬戸
西店や愛知医大停留所での相互乗継により、地域間
の交流が促進されていると認識している。

目標

結果

目標の達成状況（△）

102,890

運営主体の所見、理由分析、認識（△） 市町村の所見、理由分析、認識（□）

64.0 62.4 61.6 71.3 81.5

81,091 79,839 76,844 90,016 102,890

7.7 6.2 5.4

複数市町村を跨ぐ系統としての役割
指標(市町村を跨いでの利用) 住民の利用状況（□） 住民の利用状況（□）

   km      回

　　市町村名：

計画どおり運行されたか(△)

評価 計画どおりか。そうでない場合は理由

Ａ
補助対象期間の開始日から、運休も
なく、所定の事業計画どおりの運行
が実施されている。

平均乗車密度

輸送量

8.0 7.8

（参考数値）　　主要指標の推移（△）
評価の基準

事業計画どおりの運行回数が確保
されている場合

車両故障等運行事業者の責に帰
すべき事由により、運休(一部区間
の運休を含む)が生じた場合

系統廃止に至る場合

目標・効果達成状況
評価

平成29補助年度　補助系統別事業評価票（尾張旭市営バスあさぴー号（東ルート））

系統名 運営主体 運行事業者 区間 キロ程 運行回数

   km      回

市役所～イトーヨーカドー前～市役所 23.8km 15.1回

細
系
統

   km      回

関係市町村
尾張旭市営バスあさぴー号（東ルート） 尾張旭市 豊栄交通㈱

29年度28年度27年度26年度25年度年度

瀬戸市、長久手市

2.H29年度の運行状況

接続の状況（△□）
＜接続する系統＞

＜接続される系統＞

模式図

※「細系統」には、補助上同一系統とみなされている系統について、系統ごとの情報を記載(系統名、区間は他の系統と違いが分かるよう記載)

住民の利用状況（□）

愛知医大への通院などで多
くの利用がある。また、その
他尾張旭市内の商業施設
などへの利用もみられる。

平成29年4月に愛知医科大
学病院のバスロータリーが
供用開始となり、関係市のコ
ミュニティバスのほか名鉄バ
スも乗り入れており、多くの
方が利用されている。

市町村を跨ぐ
利用者数（△）

　　1,449人／月

全利用者に
占める率（△）

8.6%

特記事項

市を跨ぐ利用者数
は延べ乗降者数で
算出

市を跨いでの利用が全体の8.6％を占め、広域
的な路線の役割を果たしていると考えられる。
接続する停留所においては、乗継のほか、当該
停留所に商業施設及び総合病院もあるため、そ
れを目的とした利用もあると考えられる。
特に愛知医大停留所は、バスロータリーが併設
され、関係市のコミュニティバスのほか名鉄バスも
乗り入れており、多くのかたが利用されている。

　　市町村名：　瀬戸市　　 　　市町村名：　長久手市　　

尾張旭市営バスあさぴー号（西ルート）
名古屋鉄道瀬戸線
名鉄バス尾張旭向ヶ丘線、愛知医科大学病院線
瀬戸市コミュニティバス
長久手市Ｎ－バス

（参考数値・情報）　その他、運行改善や利用促進に参考となる数値・情報

運営主体(断面輸送量、競合系統合算断面輸送量、主な停留所乗降者数等)(△) 沿線市町村（沿線の状況等、すべての沿線市町村一括記載）（□）

市役所停留所乗降者数：　2,264人/月平均
三郷駅北停留所乗降者数：　931人/月平均
イトーヨーカドー前停留所乗降者数：2,453人/月平均

特記なし（瀬戸市）

利用状況及び所見（運営主体）（△）

資料７ 



６.早期に利用状況を改善するために行う取組（Ｃ又は輸送量15人未満の場合）

公共交通ネットワークの再構築
利用促進活動

注．目標の達成状況に関しての評価がＣ、又は、輸送量が15人を下回る系統については、記載する。

運営主体（△） 沿線市町村（□） 沿線市町村（□） 沿線市町村（□）

該当なし

　市町村名： 　市町村名： 　市町村名：

道路交通事情の変化に対応し、必
要に応じてダイヤ等の改正を図り、
改善を図っていく。

地域公共交通網形成計画に記載さ
れた、ＰＤＣＡサイクルに基づいた検
証を行う。中、長期

的な取組

注．緊急に実施すべきことで、実施できそうなことを記載する。

通信欄 （この欄は、関係者間で付記したいことや特記事項がある場合に利用する。県協議会事務局からの依頼事項についても記載する。）

※適宜、セルの結合を変えて利用してください

注．評価にＢ、Ｃがある系統（運営主体以外にあっては、目標の達成状況に関しての評価がＢ、Ｃ）、又は、輸送量が15人を下回る系統につい

ては、特に詳しく記載すること。

注．予算の都合等から明言ができないときは、「○○の制約があるが（○○の検討を要するが）○○の取り組みを行っていきたいと考えている」

等や「○○の取り組み（詳細は未定であるが、例えば○○のような取り組み）を行っていきたいと考えている」等と記載すること。

H30年度、
H31年度
に行う取
組

取組時期 運営主体の取組（△） 市町村の取組（□） 市町村の取組（□） 市町村の取組（□）

　市町村名：　瀬戸市　　 　市町村名：　長久手市　　　市町村名：休日の遅延について、運行状況を
見極めつつ、調査分析を行い、必要
に応じて対応を検討する。
利便性向上のため、バスロケ導入の
検討にむけて情報収集を行う。

公共交通とまちづくりが一体となった
公共交通網形成計画の策定に向
け、隣接自治体間の移動ニーズに
合った拠点間のネットワークを検討
し、相互に交流が生まれる視点でも
公共交通ネットワークの再構築を行
う。

近隣市町において大型商業施設等
の開業も予定されているため、移動
ニーズの変化も見られる。移動ニー
ズに注視をしながら、日進市及び交
通事業者と連携し、最適な路線構築
化を図る。

注．評価にＢ、Ｃがある系統、又は、輸送量が15人を下回る系統については、特に念入りに課題を探すこと。

課題に対応した取り組み、その他の利便性の向上、利用促進の取り組み

市町村の取組（□） 市町村の取組（□） 市町村の取組（□）

　市町村名：　瀬戸市 　市町村名：　長久手市 　市町村名：

市民3,000人を対象に公共交
通に関するアンケートを実施
し、市内外の移動需要等を把
握した。

市民の移動ニーズ把握のため、公
共交通市民アンケートを平成29年
10月に実施した。
また、他市への乗継ぎを念頭に置
いた公共交通マップを平成29年
11月末の発行を目指し、作製して
いる。

道案内などにおいて、本市内の
公共交通との乗り継ぎも考慮し
た案内を行っている。小学生の
バス乗り方教室やバス利用促進
活動を継続している。

・尾三地区広域公共交通
推進協議会を設置し、近
隣5市町共同で広域路線
の検討、調査を開始。

５.今後の取組

運営主体の取組（△）

そ
の
他
の

取
組

（関係者の連携等）
事業者と随時情報交換を実
施。

　利用実態に即し、ダ
イヤ改正も含めた柔
軟な運行計画を行
い、利用者の利便性
向上に努める。

4.今後の課題

直近事業評価結果（△）

評価

改善
点と
した
事項

平成29年1月ダイヤ改正後、平日の遅延
は大幅に減少したが、休日において交
通集中による遅延が発生している。

　市町村名：　瀬戸市　　 　市町村名：　長久手市　　 　市町村名：
本市コミュニティバスとの接続につ
いてニーズに応じた乗継ダイヤ等も
検討する必要がある。

尾張旭市及び交通事業者と連携
し、移動環境の向上及び安全性の
確保に向けた検討を行う。

事
業
評
価
を

踏
ま
え
た
取
組

Ａ　

平成２８年４月の運行内容変更
後、遅延が生じていたことから、
遅延調査を行った上で、平成２
９年１月にダイヤを改正。遅延が
大幅に減少した。

利便性向上のため、ルートマップに
タクシー乗場を含めた乗換案内図を
追加。また、関係市へルートマップ・
時刻表を送付し、本市営バスへの乗
継の参考となるよう情報提供を行っ
た。

課題と認識している事項
沿線市町村（□）沿線市町村（□）沿線市町村（□）運営主体（△）

3.H29年度の取り組み状況


