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11 公共交通に関するこれまでの取組公共交通に関するこれまでの取組

(1)制度経緯等について ～市民満足度の高い公共交通への道のり～

下田地区

デマンド交通

市街地

デマンド交通

三条市デマンド

交通（ひめさゆり）

循環バス

下田地区

巡回バス

(廃止代替バス）

高校生通学

ライナーバス

井栗地区

コミュニティバス

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

行政負担

（H24年度）

75,473千円

(66,064千円）

14,017千円 －－－－ 1,473千円 1,895千円

デマンド社会実験

導入により運休

運休・見直し検討

ひめさゆり開始

により廃止

社会実験1期
社会実験1期

社会実験2期
社会実験2期

社会実験1期
社会実験1期

社会実験2期
社会実験2期

社会実験3期
社会実験3期

本格運行
本格運行

本格運行
本格運行

社会実験1期
社会実験1期

社会実験2期
社会実験2期

社会実験3期
社会実験3期

社会実験1期
社会実験1期

社会実験2期
社会実験2期

社会実験3期
社会実験3期

本格運行
本格運行

道路運送法改正道路運送法改正道路運送法改正道路運送法改正（（（（需給調整需給調整需給調整需給調整のののの廃止廃止廃止廃止））））

⇒バス事業者の新規参入・撤退が容易に

路線路線路線路線バスバスバスバスにににに対対対対するするするする国庫補助制度国庫補助制度国庫補助制度国庫補助制度のののの変変変変

更更更更

⇒自治体主導で公共交通維持に取り組む必要

性

エリアエリアエリアエリア統合統合統合統合

地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画のののの認可認可認可認可・・・・策策策策

定定定定
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本格運行
本格運行

本格運行
本格運行

一部コース朝一便を

除き運休

※生活交通確保対策運行費補助金として別途約2,300万円

H25予算予算予算予算 80,327千円千円千円千円（（（（21.6%増増増増）））） H25予算予算予算予算14,944千円千円千円千円
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１１ 公共交通に関するこれまでの取組公共交通に関するこれまでの取組

(２)行政負担額の推移 ～市民満足度の高さ＝行政負担（増嵩する公共交通予算）～

■三条市の公共交通関連予算の推移

■利用して良かった点

※H24ひめさゆりお客さまアンケートより
満足9割超満足9割超

家族の送迎負担が減少家族の送迎負担が減少

※効果額（試算）：6,750千円

最低賃金×平均h×転換率×トリップ数

■高齢化率・高齢者数

行政負担の限界！

公共交通予算

一般会計予算

高齢化率

高齢者数



満満満満 足足足足

負担減負担減負担減負担減

不不不不 満満満満

行政負担行政負担行政負担行政負担

H25見直見直見直見直しししし（（（（

デマンドデマンドデマンドデマンド））））

デマンドデマンドデマンドデマンド交通交通交通交通

ひめさゆりひめさゆりひめさゆりひめさゆり

かつてのかつてのかつてのかつての三条三条三条三条

市市市市のののの公共交通公共交通公共交通公共交通（（（（

路線路線路線路線バスバスバスバス等等等等））））

負担増負担増負担増負担増

満足度満足度満足度満足度

完全民営化

負担負担負担負担のののの限界点限界点限界点限界点

負担負担負担負担のののの限界点限界点限界点限界点

H25見直見直見直見直しししし（（（（

循環循環循環循環バスバスバスバス））））

１１ 公共交通に関するこれまでの取組公共交通に関するこれまでの取組

(３)行政負担額と市民満足度の相関概念

(25.10.地域交通システム再構築促進セミナー資料を一部加工)

公共交通
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（４）今後の三条市公共交通の再整理

飲み会等通院・買物

6時 9時
15時 19時

通勤・通学(行) 通勤・通学(帰)

バス事業(4条)＋循環バス

タクシー事業

地域コミュニティ

デマンド交通

(バス停型フルデマンド)

地域主体によるコミュニティバス

高校生ライナー

通常タクシー営業

8時 18時

朝 夕 夜～深夜日中深夜・早朝

路線バス＋循環バス
高校生ライナー

■各事業による役割分担と今後の展開方針

【現状】

日中の需要は主にデマンドがカバー

【今後】

日中の需要が高いエリアを循環バスが

担う ＋ 循環バス（的な方法含む。）

の手が届かない部分をデマンドでカ

バー

⇒バスとデマンドの連携・運行効率化

バスバス

ひめさゆりひめさゆり

タクシータクシー

輸

送

力

サービスレベル

ひめさゆりはバスとタクシーの中間モード！

⇒市民の利便性を視野に入れ、サービス水準に見合った料

金体系となっているか常にチェックしつつ、それぞれの特徴

を踏まえた事業住み分けの明確化を図ることが重要！

ひめさゆりはバスとタクシーの中間モード！

⇒市民の利便性を視野に入れ、サービス水準に見合った料

金体系となっているか常にチェックしつつ、それぞれの特徴

を踏まえた事業住み分けの明確化を図ることが重要！

１１ 公共交通に関するこれまでの取組公共交通に関するこれまでの取組

５
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１１ 公共交通に関するこれまでの取組公共交通に関するこれまでの取組

(５) 利用料金見直しの方向性（再確認）

アアアア. H25年度年度年度年度 第第第第1回三条市地域公共交通協議会回三条市地域公共交通協議会回三条市地域公共交通協議会回三条市地域公共交通協議会（（（（平成平成平成平成25年年年年4月月月月11日日日日 ））））

⇒「全国的に高齢化が進む中、当市においては高齢化率が26.7％、市民の４人に１人以上が高齢者となっており、１０年後には

約３人に１人が高齢者となると見込まれている。こうした状況を踏まえ、今後更に進展する高齢社会においても、持続可能で、

かつ、利便性の高い公共交通体系の構築が求められている。今後は、高齢社会における公共交通体系の確立に向けて、各

種公共交通機関それぞれのサービスサービスサービスサービス水準水準水準水準やややや料金料金料金料金ののののバランスバランスバランスバランス、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績やややや事業評価事業評価事業評価事業評価をををを再精査再精査再精査再精査したしたしたした上上上上でででで、、、、デマンドデマンドデマンドデマンド

交通交通交通交通ひめさゆりのひめさゆりのひめさゆりのひめさゆりの料金体系料金体系料金体系料金体系やそのやそのやそのやその他必要他必要他必要他必要なななな見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けてけてけてけて、、、、調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究をををを進進進進めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいと考えている。」（事務局）

イイイイ. H25年度年度年度年度 第第第第2回三条市公共交通協議会回三条市公共交通協議会回三条市公共交通協議会回三条市公共交通協議会（（（（平成平成平成平成25年年年年6月月月月26日日日日 ））））

⇒「本日、決定いただいた「公共交通料金体系の見直しスケジュール等」に基づき、今後更に進展する超高齢社会においても、持続可能で、かつ

、利便性の高い公共交通体系の構築のため、これまでの実績や事業評価を再精査した上で、デマンド交通ひめさゆりの料金体系やその他必要な

見直しに向け、交通事業者交通事業者交通事業者交通事業者とととと協議協議協議協議をををを重重重重ねねねね具体案具体案具体案具体案をををを検討検討検討検討を進める。」（事務局）

◎見直しの目的と考え方(案) ～6/26第2回協議会資料より骨子抜粋～

目的２ 中心市街地の移動利便性補償

目的１ ひめさゆりの持続的な運行のための制度設計

目的３ 市全体の公共交通の持続的な運行

◎サービス水準に見合った利用料金を設定すること

により受益者負担の適正化（行政負担の軽減）を図

ることをきっかけとして利便性の高い公共交通体系を

維持する！
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22 公共交通における見直し等の方向感公共交通における見直し等の方向感

●デマンド交通ひめさゆり利用料金の適正化

・サービスはタクシー並み、運賃は路線バス並みというサービス水準と料金の著しい不均衡解消

により、デマンド交通と路線バス・タクシー運送の維持、共存を図ることで現行制度を維持する。

⇒高齢社会を見据えた行政負担の軽減※H25予算80,327千円⇒ＨＨＨＨ26予算予算予算予算はははは50,000～～～～60,000千円千円千円千円

【【【【見直見直見直見直しにかかるしにかかるしにかかるしにかかる視点視点視点視点（（（（試算項目試算項目試算項目試算項目））））】】】】

①一人乗車料金の見直し

②複数乗車料金の見直し

③ひめさゆり車両台数の制限

●中心市街地の移動利便性補償

・デマンド交通ひめさゆりの乗降データを分析し、既存バス「ぐるっとさん」の路線を見直し、

上記アによる利用者負担の軽減を図る。

ア デマンド交通ひめさゆり利用料金等の見直し

イ 見直しに向けた諸課題

課題

① 利用者の負担増加⇒適正料金の見極め、見直し料金の許容範囲

② 路線バス・循環バスの充実⇒バス車両・二種ドライバー確保が困難（約15,000千円/台）

③ タクシー、デマンド交通、バス等の役割分担の再確認（それぞれが共存することで継続的な公共交通を確保）

(1)公共交通の持続的運行のための制度設計



(2)三条市公共交通活性化に向けた方向性 ※平成22～25年12月

三条市公共交通活性化に向けた4つの方向性 ※平成22年度

ア フレキシブルでスピーディーで「案外使えるね」と言わしめる「品質」を備えている

イ 持続可能な交通体系を確立するため、従来の運行経費負担及び利用者運賃設定の発想を転換する

ウ 運行の効率化を図るため、時間帯別需要により、使用する車両（事業者）区分を明確にする

エ 地域活性化に資する公共交通体系を構築するため、地域主体で持続運行できる制度を確立する

■役割分担イメージとこれまでの展開方針

22 公共交通における見直し等の方向感公共交通における見直し等の方向感

飲み会等通院・買物

6時 9時
15時 19時

通勤・通学(行) 通勤・通学(帰)

バス事業＋循環バ

ス

タクシー事業

地域コミュニティ

デマンド交通

(バス停型フルデマンド)

地域主体によるコミュニティバス

高校生ライナー

通常タクシー営業

8時 18時

朝 夕 夜～深夜日中深夜・早朝

利用の少ない便の見直し

高校生ライナー
●日中運行の見直し

●従来通りの国・県・市補助制度による

運行および運賃設定

●車両補助などの運行制度の確立

●全市的なデマンド交通の導入

●出来高精算方式の導入

（運賃の一部を市が補助）

●利用形態による運賃設定

８



■ひめさゆりの運賃設定と行政負担額の関係：タクシー運賃に対する比率別に試算

※H24ひめさゆり日報に基づき集計

※タクシー運賃に対する一人乗車運賃の比率

※複数乗車は一人乗車の半額として試算

※タクシー運賃は距離単価のみ考慮

現行の行政負担額

行政負担額5000万円

3  3  デマンド交通ひめさゆり利用料金の見直しデマンド交通ひめさゆり利用料金の見直し

（１）現行料金の分析 ※タクシー運賃比較

●現行のひめさゆり運賃（一人乗車）は、タクシー運賃の概ね30％程度となっている。

●タクシー運賃に対する比率を変化させ、行政負担額を試算した結果は次のとおり

タクシー運賃の45％程度の運賃設定で

行政負担額が5,000万円を下回ると予想

9

（参考）秋田県横手市では、一部の距離を除

きタクシー運賃比50%超で設定している。



■距離別運賃の比較
■路線バス運賃の目安（東三条駅を拠点とした運賃）

※凡例について

・タクシー：タクシー運賃

・一人乗車：ひめさゆり一人乗車運賃

・バス：路線バス上限運賃

※タクシー運賃は距離単価のみ考慮

（２） 現在の運賃設定とタクシー＆路線バス運賃との関係

●デマンド交通は料金はバス運賃並み、サービスはタクシー並み⇒整合性ある料金設定が必要

●デマンド交通料金が路線バス運賃よりも安い路線がある。⇒ 逆転現象の解消が必要

⇒八木ヶ鼻温泉（下田）～東三条駅までで590円であり、東三条駅以西に行く場合、ひめさゆり複数乗車運賃600円を超え

るなどサービス水準と利用料金に整合性が見られない。（バスより安くデマンド交通が利用できてしまう矛盾）

バス運賃を基準とした

料金設定となっているが

サービスはタクシー並み

バス運賃を基準とした

料金設定となっているが

サービスはタクシー並み

10

3  3  デマンド交通ひめさゆり利用料金の見直しデマンド交通ひめさゆり利用料金の見直し

デマンド交通ひめさゆり利用料金の適正化を図らなければ、路線バス

収益の圧迫と行政負担の更なる増加となり、バス路線の廃止やデマ

ンド交通ひめさゆりの維持が将来的に困難になる！

→サービス水準に見合った料金の設定が必要

適正水準適正水準適正水準適正水準へへへへ見直見直見直見直しししし!?!?!?!?



適用範囲

料金

新 現行

エリア内の移動

400円 300円

北エリア⇔市街地エリア

南エリア⇔市街地エリア

下田エリア⇔市街地エリア

800円 600円

下田エリア⇔北エリア

下田エリア⇔南エリア

北エリア⇔南エリア

適用範囲

料金

新料金と

タクシー運賃の比

現行料金と

タクシー運賃の比新 現行

0～2km 500円 300円 59% 36%

2～3km 600円 400円 53% 35%

3～5km 700円 500円 41% 29%

5～7km 900円 700円 39% 30%

7～10km 1100円 800円 35% 25%

10～15km 1500円 1000円 32% 22%

15～20km 1800円 1500円 30% 25%

20～30km 2500円 2500円 28% 28%

30km以上 3000円 3000円 - -

（１）料金見直しの基本方針及び新料金(案）

行政負担試算結果

約7,550万円(Ｈ24) ⇒約5,650万円（約1,900万円の削減）

11

※H24ひめさゆり日報に基づき試算

３３ デマンド交通ひめさゆりデマンド交通ひめさゆり 利用料金の見直し利用料金の見直し

※実施時期：平成26年1月～

一人乗車料金 複数乗車料金

一人乗車・・・利用者アンケートを踏まえ、200円を中心として500円までの値上げ幅とする。

複数乗車・・・複数乗車率を高め、また、路線バスとの逆転現象を解消するため100～200円の値上げ幅とする。



通院・買物に便利な巡回バスへ

約20km

凡例：日当たり停留所利用回数

40回以上50回未満

30回以上40回未満

20回以上30回未満

10回以上20回未満

5回以上10回未満

0回以上5回未満
※ “24％”の算出根拠

①市街地内トリップ：51,412トリップ

②路線上停留所間トリップ：12,181トリップ

路線上停留所間トリップ/市街地内トリップ

＝12,181/51,412トリップ

＝24%

４ 市内循環バス路線見直しによる利便性の確保・向上 ～料金見直しによる代替補償～～

（１） 「ぐるっとさん」の現状と課題

●ひめさゆり高頻度利用停留所を経由し、市街地をコンパクトに巡回するバス

●現行「ぐるっとさん」は維持し、日中（9時台～16時台）の運行を想定

ひめさゆり市街地内トリップの約24%をカバー

12

しかし…道が狭隘、バスが駐停車

できる停留所確保が困難、効率的

な経路でないなど、ぐるっとさんは

市民にとって利便性が低いため、

利用者は全体的に減少傾向にある

。



現行「ぐるっとさん」をベースに速達性を高めるバス

●Ａルート

⇒通院・買物に便利な

中心部周遊コース

●Ｂルート

⇒現行南ルートの一部を

改善

●Ｃルート

⇒済生会病院を経由

●Ｄルート

⇒燕三条駅を経由

４ 市内循環バス路線見直しによる利便性の確保・向上

（２）利便性の高い循環バスルートの再設定 ～ぐるっとさん等の路線の見直し～

●現行「ぐるっとさん」を基本として、廃止代替バス路線の見直しも視野に入れ効率的ルートを検討する。

●循環コースのひめさゆり運賃値上げに対する補償と位置づけ、平日のみならず土日運行も検討していく。

●路線バスとの逆転を解消するため、他市との整合性を図りつつ、循環バス料金見直しを検討する。 ※現行150円、路線バス初乗170円

●上記により、平成26年度を目途としてバス事業者と具体的な調整に入る。

ＤＤＤＤルートルートルートルート

約約約約10km

ＣＣＣＣルートルートルートルート

約約約約12km

ＢＢＢＢルートルートルートルート

約約約約20km

ＡＡＡＡルートルートルートルート

約約約約10km
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凡例：日当たり停留所利用回数

40回以上50回未満

30回以上40回未満

20回以上30回未満

10回以上20回未満

5回以上10回未満

0回以上5回未満

・デマンド交通の乗降データを分析し、

効率的な路線となるようバス事業者と

見直しを図ることで、多少時間的制約

があるものの比較的安価で予約不要

な循環バスの利用促進を目指す。

【課題】

・バス車両＆運転手の確保



現在、デマンド交通ひめさゆりの乗降場所となる停留所は市内611箇所に設置しているが、一部の停留所

では年間を通じてほとんど利用のないところもある。

その一方で、公共施設や福祉関係施設の新設等の周辺環境により、新たな需要も生まれている。

こうした中、次の考え方によりデマンド交通ひめさゆり停留所の見直しを進める。

14

５５ 停留所の見直しの考え方について停留所の見直しの考え方について



●財政シミュレーションを踏まえ、法定協議会での了解を得たのち料金値上げを行うための準備を進める。

・実施時期・・・・平成26月1月

・値上げ幅・・・・一人乗車200～500円、複数乗車100～200円

・今後の予定…11月 タクシー事業者と調整、12月 北陸地方運輸局申請、利用者・市民への周知、1月見直し

デマンド交通ひめさゆり料金の値上げ

●デマンド交通ひめさゆりの乗降データを踏まえ、市内循環バス（ぐるっとさん）の効率的運行ルートを定めるこ

とでサービス低下を防ぐ。（副次的にはＳＷ三条の観点から、循環バスの停留所まで歩くことで健康に…）

●バス事業者が設定する路線バス初乗料金との整合性を図るため、他自治体とのバランスを見ながら循環バ

ス料金を検討する。（現行150円据え置きとするか、170円とするか他自治体の状況を踏まえて検討）

デマンド料金値上げに係る循環バス路線及び料金の検討

●1,900万円程度の行政負担額の抑制が可能⇒継続可能な制度へ

（※利便性の高い循環バスルート等の見直しへの財源に充当することも視野に入れる。）

利用料金見直し等による財政試算

15

デマンド交通停留所設置基本方針による停留場の見直し

●全市域に原則半径300mに1箇所以上設置している停留所について、「デマンド交通ひめさゆり停留所設置の

考え方」により①利用頻度、②公共性、③交通安全等を勘案したうえで合理的な停留所の設置となるよう検討

する。

７７ 今回の見直しの総括等今回の見直しの総括等



16

平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度

４４４４月月月月 5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月 4444月月月月 5555月月月月 6666月月月月 7777月月月月 8888月月月月 9999月月月月 10101010月月月月 11111111月月月月 12121212月月月月 1111月月月月 2222月月月月 3333月月月月

・・・・地域公共交通協議会地域公共交通協議会地域公共交通協議会地域公共交通協議会　　　　開催日程開催日程開催日程開催日程

・・・・主主主主なななな協議内容協議内容協議内容協議内容

　【　【　【　【具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組】】】】

①①①①　　　　デマンドデマンドデマンドデマンド交通交通交通交通ひめさゆりひめさゆりひめさゆりひめさゆり利用料金等利用料金等利用料金等利用料金等のののの見直見直見直見直しししし素案作成素案作成素案作成素案作成

 ※ ※ ※ ※料金改定料金改定料金改定料金改定のののの必要性必要性必要性必要性、、、、財政財政財政財政シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション等等等等

②②②②　（　（　（　（①①①①をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた））））関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・事業所事業所事業所事業所とのとのとのとの協議協議協議協議

※※※※①①①①をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえたバスバスバスバス・・・・タクシータクシータクシータクシー事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの調整調整調整調整

③③③③　（　（　（　（①①①①及及及及びびびび②②②②をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた））））料金料金料金料金・・・・停留所等停留所等停留所等停留所等のののの見直見直見直見直しししし案案案案のののの作成作成作成作成

④④④④　　　　料金改定料金改定料金改定料金改定にかかるにかかるにかかるにかかる市民周知市民周知市民周知市民周知

⑤⑤⑤⑤　　　　新新新新たなたなたなたな料金体系等料金体系等料金体系等料金体系等でのでのでのでの運行運行運行運行

※※※※消費税改定消費税改定消費税改定消費税改定

⑥⑥⑥⑥　　　　市民向市民向市民向市民向けけけけ利用啓発利用啓発利用啓発利用啓発パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの作成作成作成作成

H２５．11．14調製

（平成25年度　第3回三条市地域公共交通協議会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共交通料金体系の見直しスケジュール等

※※※※①①①①＆＆＆＆②②②②をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえたシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションのののの作成作成作成作成

・・・・ＨＨＨＨ26262626運行実運行実運行実運行実

績報告等績報告等績報告等績報告等

・H25予算、H24

補正予算、事業

評価等

項目項目項目項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度年度年度年度・・・・月月月月

・H25補正予算、H24決

算、事業計画等

●第1回

協議会

H25.4.11

（（（（ HHHH26262626 年年年年2222 月月月月 ）））） ((((HHHH27272727 年年年年2222 月月月月））））

総合総合総合総合パンフパンフパンフパンフのののの発行発行発行発行

※※※※ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、バスバスバスバス等改定等改定等改定等改定をををを

見込見込見込見込むむむむ

●第2回協議会

H25.6.26

●●●●第第第第3333回回回回

協議会協議会協議会協議会

H25.11.14H25.11 .14H25.11 .14H25.11 .14

・・・・公共交通料金体公共交通料金体公共交通料金体公共交通料金体

系系系系のののの見直見直見直見直しししし等等等等

・・・・ＨＨＨＨ25252525運行実運行実運行実運行実

績報告等績報告等績報告等績報告等

（（（（ HHHH2626262 6 年年年年4444 月月月月））））

・・・・HHHH 26262626予算予算予算予算、、、、

事業評価等事業評価等事業評価等事業評価等

((((HHHH2626262 6 年年年年6666 月月月月))))

・・・・ＨＨＨＨ25252525決算決算決算決算、、、、

事業計画等事業計画等事業計画等事業計画等

全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布、、、、プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース

6～8月

9～10月

10～11月

11～12月

※H26.1月～ 新たな料金体系での運行

８８ 今後のスケジュール今後のスケジュール


