
東員町地域公共交通会議
（東員町）

1

令和３年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価
（及び地域公共交通計画の評価結果）概要（全体）

中部様式

平成２４年 ７月 ２日 設置

令和 ３年 ３月２２日 東員町地域公共交通計画策定
（計画期間：令和３年４月～令和８年３月）

令和 ２年 ７月３０日 フィーダー系統 確保維持計画策定等

令和 ４年 １月２０日 令和３年度評価結果送付



１.直近の二次評価の活用・対応状況 2

直近の二次評価結果
事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

コロナ禍においても安心して
公共交通を利用してもらえる
よう、公共交通における新型
コロナウイルス対策をＰＲす
ることにより、利用促進につ
なげられることを期待。

・「オレンジバス」において、
最寄りバス停・行き先・バス
の位置等を検索できるアプリ
の運用を引き続き実施し、利
用促進の取り組みを行った。

・ケーブルテレビにおいてオ
レンジバスの整備や運行前点
検の様子、新型コロナウイル
ス対策を特集し放送。また、
バス車内への消毒液の設置、
感染対策を記載した車体広告
用マグネットシートを作成す
るなど、公共交通は安心安全
な乗り物であることをＰＲし
た。

・さらなる利便性向上に向け、
各バス停にスマートフォン等
で読み込むと、現在のバスの
位置がリアルタイムで表示さ
れるＱＲコードの設置を検討。

・公共交通における新型コロ
ナウイルス対策として、
キャッシュレス決済の導入に
ついて検討。

持続可能な地域公共交通
サービスを実現するための
計画策定を期待。

令和２年度に「地域公共交通
計画」を策定。

計画的に各種事業に取組む。



2.協議会等が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 3

■地域の特性と背景

・人口２５，７８４人（R２国勢調査）。北部の住宅団地（笹尾・城山地区）が人口の約５割を占
め、高齢化が急速に進展。

・町の公共交通は三岐鉄道北勢線・三岐線、路線バス（三重交通、八風バス、三岐鉄道）、町運
営のオレンジバス、タクシーで構成。

・「東員町地域公共交通総合連携計画」を平成２５年６月に策定。平成２６年１０月からオレン
ジバスの再編を実施。平成２８年１０月から路線名称、ルート、ダイヤの一部変更を実施。

・令和３年３月に「東員町地域公共交通計画」を策定。

フィーダー系統
（オレンジバス東部急行線）

フィーダー系統
（オレンジバス南北線）

フィーダー系統

（オレンジバス東部線）

地域間幹線系統

（三重交通桑名阿下喜線）

オレンジバス南北急行線

三岐鉄道北勢線

三岐鉄道三岐線

三重交通桑名ネオポリス線
名古屋桑名・栄桑名高速線

三岐バスイオン東員線

八風バス梅戸線
東員駅

穴太駅

北勢中央公園口駅

東員駅

穴太駅

北勢中央公園口駅



2.協議会等が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 4

■東員町地域公共交通計画の概要

《基本理念》

「公共交通が暮らしを支えるまち」

町民、特に交通弱者が健康で活動的な生活を送る

ために、公共交通を利用して移動ができる環境を整

備することで公共交通が町民の暮らしを支えるまち

を目指す。

《基本方針》

１ 未来につながる公共交通（維持・活性化）

２ コネクトする公共交通（交通結節点強化）

３ 身近に感じる公共交通（利便性向上）

４ 魅力ある公共交通（魅力発信・快適性向上）

《計画期間》

令和３年度～令和７年度（５年間）

《公共交通ネットワークの形成方針》

東西方向は民間路線、南北方向はオレンジバスで

機能分担

隣接する桑名市、いなべ市、四日市市への広域移

動となる東西方向は、鉄道（北勢線）、路線バス

（桑名阿下喜線）による民間事業者が対応し、これ

らに接続する端末移動及び町内移動となる南北方向

は、オレンジバスが担うことにし、機能分担する。

桑名阿下喜線

北勢線



53.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 （Do）

取組 概要 特色等

地域公共交通計画
の策定

・基本方針に基づき、９目標、２１事
業を位置付け。

今後の公共交通ネットワーク形成、
事業の方向性を明確化。

オレンジバス運賃
体系及びダイヤの
改正

・持続可能なコミュニティバスの仕組
みを構築するため、令和３年４月か
ら運賃を改定。

・運転手の負担軽減、北勢線のダイヤ
との調整のため、令和３年４月から
南北急行線のダイヤ改正を実施。

大人運賃を１００円から２００円
に改定するとともに、小人運賃
（１００円）を新設。
オレンジバスと鉄道の相互利用の
促進のため、ダイヤの調整を実施。

時刻表の刷新 ・運賃及びダイヤ改定に伴い時刻表を
刷新。

デザインを向上し、一目でバスの
概要がわかるよう工夫した。

おでかけ元気パス
事業の実施（福祉
部局との連携事
業）

・令和３年４月からの運賃改定に合わ
せて、高齢者の外出、社会参加の促
進及び健康増進を目的に、提示する
とバス運賃が半額になるパスを配布。

７５歳以上の方に加え、６５歳以
上７５歳未満で運転免許を返納し
た方も対象とした。

車両更新 ・車両老朽化のため、令和２年４月に
南北線２台、令和３年４月に東部線1
台の車両を更新。

車体の高さ調整ができスムーズな
乗降が可能。また、車椅子で利用
できるようになった。

町の広報にオレン
ジバス特集を掲載
（２０２０年１２
月号）

・運行に係る経費のほか、運賃改定、
福祉施策、ダイヤ改正の情報提供及
び車両の特徴、運転手さんの声など
の特集記事を掲載。

運賃改定や車両更新、お出かけ元
気パスの新規事業を効果的に周知
するため、町内全戸に配布される
広報紙を活用し、４ページにわた
りわかりやすく情報提供。



64.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

１ 生活交通確保維持改善計画の目標とその結果(オレンジバス利用者数）【達成状況：未達成】

年間利用者数 南北急行線 東部急行線 南北線 東部線 総合計

令和３年度実績 13,103 2,244 55,545 9,200 80,092

令和２年度実績 15,000 2,585 56,202 10,057 83,844

目標 14,000 2,600 55,500 18,800 90,900

増減（R3/R2) 87.4% 86.8% 98.8% 91.5% 95.5%

目標達成率 93.6% 86.3% 100% 48.9% 88.1%

※集計期間は令和2年10月～令和3年9月

4000

6000

8000

10000

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

月別オレンジバス利用者数
令和元年 令和2年度 令和3年度

《分析・評価》
・新型コロナウイルス感染症の影響（令
和３年８月２７日から令和３年９月３０
日、三重県下に緊急事態宣言発令）に加
え、令和３年４月から運賃を改定したこ
とによる利用控えにより、令和２年度に
比べ利用者は５％程度減少。
・特に東部線において目標値との乖離が
みられ、日常の買い物、診療所への移動
手段としての利用が減少したことが要因
と考える。

《今後の方針》
キャッシュレス決済の導入による利便性の向上により既存利用客の回復を図り、また観光分

野との連携により新規顧客の獲得の両方向から、 Withコロナに向けた利用者増加の取り組みを
推進。



74.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

【基本目標４－２】公共交通の魅力発信

【基本目標２－１】交通結節点の利便性向上

項目 計画時（R元） 目標 実績（R2） 達成状況

鉄道駅乗
車人員

東員駅 184,604人 増加 139,089人 未達成

穴太駅 126,968人 増加 102,401人 未達成

北勢中央公園口駅 104,337人 増加 81,225人 未達成

※集計期間は令和2年4月～令和3年3月

項目 計画時（R2） 目標 実績（R3） 達成状況

利用促進活動 0回 2回以上 2回 達成

※集計期間は令和2年10月～令和3年9月

【基本目標１－２】バス、タクシーの維持・活性化

項目 計画時（R2） 目標 実績（R3） 達成状況

バス年間輸送量※1 桑名阿下喜線 38.0人/日 増加 35.3人/日 未達成

※集計期間は令和2年10月～令和3年9月

２ 東員町地域公共交通計画の関連する目標とその結果

《分析・評価》
広報紙へ特集記事の掲載、ケーブルテレビでの特集番組の放送、車体

広告用マグネットシート作成をするなどし、新型コロナウイルス感染症
対策をPRするとともに、公共交通の魅力発信に注力したことを評価。

《今後の方針》
本町において東員駅を含むエリア一体のまちづくりを推進しており、サッカーとタイアップ

したイベントなど、東員町へ訪れたい目的をつくることがバスや鉄道の利用者を増やすことに
もつながると考える。今後一層、観光分野との連携を図ることで利用者の増加へ繋げる。



5.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 8

課題 対応方針 取組

○新型コロナウイルス感
染症及び運賃改定によ

る利用控えへの対応

・高齢者等への利用促進

・Withコロナ対応

○おでかけ元気パス事業の周知 ・高齢者の集まりなどで、おでか
け元気パス事業をＰＲ。

○バス検索アプリを活用した利
便性向上の取り組み

・各バス停にスマートフォン等で
読み込むと、現在のバスの位置
がリアルタイムで表示されるＱ
Ｒコードの設置を検討。

○キャッシュレス決裁の導入に
ついて検討

・ＪＰＱＲの導入を検討。

○交通圏内の連携強化 ○持続可能な地域公共交通ネッ
トワークを構築し、交通体系全

体で人々の移動の利便性を向上

させる
○広域移動を意識した公共交通

ネットワークの構築、運行ダイ

ヤの調整

・オレンジバスについて鉄道、路
線バスとの乗継のさらなる利便

性向上を図るため、運行ダイヤ

の調整を行う。
・交通圏内の自治体（いなべ市、

桑名市）との協働による利用促

進施策の実施。

○観光資源の活用 ○町の陸上競技場をホームスタ
ジアムとして活動するサッカー

チームとの連携など、観光と公

共交通の関係を深めることで、
目的づくりによる公共交通の利

用促進に繋げる

・イベント等において公共交通利
用促進をＰＲ。

・サッカー観戦者が公共交通を利

用してスタジアムへ来場するよ
う、サッカーチームと連携した

取り組みを実施。



（別添１）

令和4年1月18日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結
果を生活交通確保維持改善計画にどのように反
映させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず
記載すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

八風バス㈱

●昼便　南北線
　 城山・笹尾、笹尾・城山系統
　 東員駅 ～ サンシパーク ～
   一号舘 ～ いなべ整形外科
　 ～ 東員駅

　 三和・稲部、稲部・三和系統
　 東員駅～稲部小学校～
 　北勢中央公園口駅～東員駅

　前回の評価では、町民や
バス利用者に対するアン
ケートや、ワークショップを開
催するなどし、利用者ニーズ
等の把握に努めていること
を評価していただき、持続可
能な公共交通サービスを実
現するための計画策定を期
待された。
　この評価を踏まえ、令和２
年度に東員町地域公共交通
計画を策定し、各種事業を
推進。　持続可能なコミュニ
ティバスの仕組みの構築とし
て運賃改定を実施するととも
に、小人運賃の新設や高齢
者のお出かけを促進する「お
でかけ元気パス」による割引
を新しく実施。

A
評
価

　補助対象期間の開始日以来、
計画どおり適切に実施されてい
る。

Ｂ
評
価

　以下の目標を設定したが、平
均で96.8％の達成率となった。
　現在、南北線、南北急行線とも
に昨年度水準に回復しつつある
ものの、新型コロナウイルス感染
症の影響に加え、令和３年４月
から運賃を改定したことによる利
用控えが、目標を達成できな
かった要因と考える。
　
目標と達成率
　南北線（目標値：55,500人）
　　【実績】55,545人
　　【達成率】100％
　南北急行線（目標値：14,000
人）
　　【実績】13,103人
　　【達成率】93.6％

　左記の結果を踏まえ、地域公共交通
計画に位置付けた事業を推進する。特
に、次の取組を進める。

○おでかけ元気パス事業の周知
○バス検索アプリを活用した利便性向
上の取り組み
○キャッシュレス決裁の導入
○広域移動を意識した公共交通ネット
ワークの構築、運行ダイヤの調整
○観光分野と公共交通の連携強化に
よる、公共交通の利用促進

 東員町地域公共交通会議

 地域内フィーダー系統確保維持国保補助金

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

1/2



（別添１）

●朝夕便　東部急行線
　 ネオポリス～穴太駅～
   北村地蔵南～ネオポリス

　上記の取組を実施。

A
評
価

　補助対象期間の開始日以来、
計画どおり適切に実施されてい
る。

Ｂ
評
価

　以下の目標を設定したが、平
均で86.3％の達成率となった。
　現在、東部急行線は昨年度水
準に回復しつつあるものの、新
型コロナウイルス感染症の影響
に加え、令和３年４月から運賃を
改定したことによる利用控えが、
目標を達成できなかった要因と
考える。
　
目標と達成率
　東部急行線（目標値：2,600人）
　　【実績】2,244人
　　【達成率】86.3％

　上記と同様

●昼便　東部線
   東員駅～念仏橋～穴太駅～
   ネオポリス～穴太駅～東員駅

　上記の取組を実施。

A
評
価

　補助対象期間の開始日以来、
計画どおり適切に実施されてい
る。

Ｂ
評
価

　以下の目標を設定したが、平
均で48.9％の達成率となった。
　東部線における目標値との乖
離については、日常の買い物、
診療所への移動手段としての利
用が減少したことが要因と考え
る。

目標と達成率
　東部線（目標値：18,800人）
　　【実績】9,200人
　　【達成率】48.9％

　上記と同様

三岐鉄道㈱

2/2



（別添１－２）

令和4年1月18日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

【地域の概況】
・人口25,784人（令和2年国勢調査）。北部の住宅団地（笹尾・城山地区）が人口の約５割を占め、高齢化が急速に進展。
・町の公共交通は三岐鉄道北勢線・三岐線、路線バス（三重交通、八風バス、三岐鉄道）、町運営のオレンジバス、タクシーで構成。
・「東員町地域公共交通総合連携計画」を平成２５年６月に策定。平成２６年１０月からオレンジバスの再編を実施。平成２８年１０月から路線名称、ルート、ダイヤの一
部変更を実施。
・令和３年３月に「東員町地域公共交通計画」を策定。

【地域の公共交通の目指す姿】
■第６次東員町総合計画
　《目指す姿》　交通弱者が公共交通を利用して移動ができています。
■東員町地域公共交通計画
　《基本理念》　　「公共交通が暮らしを支えるまち」
　《基本方針と基本目標》
　　１　未来につながる公共交通
　　　　基本目標１－１　鉄道の維持・活性化、　基本目標１－２　バス・タクシーの維持・活性化、　基本目標１－３　持続可能な仕組みの構築
　　２　コネクトする公共交通
　　　　基本目標２－１　交通結節点の利便性向上
　　３　身近に感じる公共交通
　　　　基本目標３－１　オレンジバス再編、　基本目標３－２　新たな移動形態の研究・実現推進
　　４　魅力ある公共交通
　　　　基本目標４－１　外出支援、　基本目標４－２　公共交通の魅力発信、　基本目標４－３　快適性の向上

【事業実施の目的・必要性】
　本町では、オレンジバス及び鉄道を使って桑名・四日市・名古屋・いなべ方面への通勤、通学の移動手段を確保するとともに、町内外のスーパーや診療所へのアク
セスとして、地域間幹線系統と接続するフィーダー系統（オレンジバス）を組み合わせることにより、地域公共交通の構築を進めている。今後も、公共交通機関相互の
連携を強化しながら、利便性の高いネットワークを形成するため、本事業を継続して実施する必要がある。

東員町地域公共交通会議

 地域内フィーダー系統確保維持国保補助金


