
令和２年度 伊那市地域公共交通協議会 事業計画（案） 

 

１ 市内交通ネットワークの構築・運行 

 【事業概要】 

区分 路線名 運行事業者 

路線ﾊﾞｽ 

（9 路線） 

① 市街地循環ﾊﾞｽ 伊那ﾊﾞｽ㈱：17 便 

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱：14 便 

② 市内西循環線 

③ 若宮･美原･手良･福島循環ﾊﾞｽ 

④ 富県･東春近地区循環ﾊﾞｽ 

⑤ 新山・桜井・貝沼線 

⑥ 西箕輪線 

伊那ﾊﾞｽ㈱ 

⑦ 藤沢線 

⑧ 三義･長谷循環ﾊﾞｽ 

  ※最終便は予約制ﾀｸｼｰによる運行 
 

⑨ 長谷循環ﾊﾞｽ 

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱ 

 
 
※三義･長谷循環ﾊﾞｽ最終便 

(予約制ﾀｸｼｰ)は、㈲白川ﾀｸｼｰと 
高遠観光ﾀｸｼｰ㈲による共同運行 

ぐるっとﾀｸｼｰ 

（2 地区） 

① 西春近地区 

② 竜西地区 

伊那ﾀｸｼｰ㈱と㈲白川ﾀｸｼｰによ

る共同運行 

循環ﾀｸｼｰ 

（1 路線） 

① 高遠循環ﾀｸｼｰ ㈲白川ﾀｸｼｰと高遠観光ﾀｸｼｰ㈲

による共同運行 

 

２ 運行内容の検証・検討 

 【事業概要】 

・輸送状況のデータ収集 

路線別、便別の利用者数データを収集し、運行内容の見直しに活用 

・運行内容の見直し 

利用状況の推移、地域からの要望、ぐるっとタクシーの実証結果、路線を

守り育てる会による検討等を踏まえ、翌年度の運行内容を決定 

        【裏面へつづきます】 

資料 ２ 
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３ 利用促進事業 

 【事業概要】 

※ 利用促進事業については、新型コロナウィルス感染拡大の状況を確認

しながら実施を検討 

（１）「８月は毎日が 10 円バスの日」キャンペーン 

８月を低額の運賃（10 円）で市内の路線バスに乗車できる月間とし

て設定し、新たな利用者の掘り起こしと定着を図る。 

※ 定住自立圏路線も同様に実施予定 

（２）10 円バスの日 

イベントや行事に合わせて低額の運賃（10 円）で市内の路線バスに

乗車できる日を設定し、利用促進を図る。 

※ 定住自立圏路線も同様に実施予定 

 

  （３）ぐるっとタクシー利用促進キャンペーン 

     ７～９月の期間限定で使用できる、無料乗車券付き周知チラシを配布

し、新規登録者の増加と利用促進を図る。 

（４）子ども定期券の発行 

春休みの期間限定で市内の小中学生を対象に、市内の全ての路線 

バスに何度でも乗車できる定期券を販売し、公共交通による外出機会

を創出する。 

（小学生券:500 円、中学生券:1,000 円） 

 

（５）保育園児向けのバスに関する教育（バス育）の実施 

   市内保育園で実際の路線バス車両を用いて、園児の乗車体験や乗り方

教室を行い、幼少期から公共交通に慣れ親しむ機会をつくる。 

 

（６）運転免許自主返納者に係る運賃割引制度（H28.6 から導入） 

     

（７）広報活動（市報、ホームページ、ケーブルテレビ等によるＰＲ） 

 

（８）伊那市バス時刻表の作成・配布 

 

（９）「路線を守り育てる会」事業への協力 

   会が企画する地区循環バスを利用したミニツアー等への協力 
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令和2年度 路線バス・乗合タクシーの運⾏概要
　　　　　　　　　路線名

●　 ・・・定住⾃⽴圏協議会運⾏路線
無印・・・当協議会運⾏路線
◎ 　・・・事業者⾃主運⾏路線

運⾏主体 運⾏事業者 運⾏⽇ 便数等 運賃 回数券 その他

　国庫補助対象

地域公共交通確保
維持改善事業

●伊那本線 伊那市・箕輪町・南箕輪村
伊那バス

ＪＲバス関東 毎⽇ ⽉〜⾦︓上り下り各7本
⼟⽇祝︓上り下り各3本

区間制
（上限350円） ― ・伊那地域定住⾃⽴圏の取組とし

て5年間の試⾏運転

●市街地循環バス(イーナちゃんバス)
　 内回り

伊那市 伊那バス 毎⽇ 17本 定額150円 ―
・伊那地域定住⾃⽴圏の取組とし
て5年間の試⾏運転
・40分間隔で運⾏

　市街地循環バス(イーナちゃんバス)
　外回り

伊那市地域公共交通協議会
伊那バス

ＪＲバス関東 毎⽇ 31本 定額150円 ― ・⽇中は20分間隔で運⾏

　市内⻄循環線 伊那市地域公共交通協議会 伊那バス ⽉〜⾦曜⽇
（祝⽇運休） 8本 定額150円 ―

　若宮・美原・⼿良・福島循環バス 伊那市地域公共交通協議会 伊那バス 毎⽇ ⽉〜⼟曜⽇︓8本
⽇曜⽇・祝⽇︓4本

対キロ制
（上限310円） ― ・フリー降⾞可能区間あり ○

　富県・東春近地区循環バス 伊那市地域公共交通協議会 伊那バス ⽉・⽔・⾦曜⽇
（祝⽇運休） 3本 定額3１0円 ― ・フリー降⾞可能区間あり ○

　新山・桜井・貝沼線 伊那市地域公共交通協議会 伊那バス 火・木曜⽇
（祝⽇運休） 2本 定額3１0円 ― ・フリー降⾞可能区間あり ○

　⻄箕輪線 伊那市地域公共交通協議会 伊那バス 毎⽇
平⽇︓13本
⼟曜⽇︓7本

⽇曜⽇・祝⽇︓5本

対キロ制
（上限310円） ―

バ
ス
路
線
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　　　　　　　　　路線名

●　 ・・・定住⾃⽴圏協議会運⾏路線
無印・・・当協議会運⾏路線
◎ 　・・・事業者⾃主運⾏路線

運⾏主体 運⾏事業者 運⾏⽇ 便数等 運賃 回数券 その他

　国庫補助対象

地域公共交通確保
維持改善事業

　藤沢線
　（⼀部　事業者⾃主運⾏便）

伊那市地域公共交通協議会
JRバス関東 JRバス関東 毎⽇ 平⽇︓上り7本下り6本

⼟・⽇曜⽇・祝⽇︓各2本
対キロ制

（乗⾞補助で上限310円） 10枚綴2,100円

・ＪＲバス⾃主運⾏便:平⽇7本
・フリー降⾞可能区間あり
・伊那市所有バスを使用
・季節ダイヤあり

○

　三義・⻑⾕循環バス 伊那市地域公共交通協議会 JRバス関東 ⽉〜⾦曜⽇
（祝⽇運休）

⽉・⽔・木曜⽇︓2本
火・⾦曜⽇︓3本 定額3１0円 10枚綴2,100円

・フリー降⾞可能区間あり
・伊那市所有バスを使用
・季節ダイヤあり

○

　最終便予約制タクシー
　（三義コース）

伊那市地域公共交通協議会
白川タクシー

高遠観光タクシー
⽉〜⾦曜⽇

（祝⽇運休） 1本 定額3１0円 10枚綴2,100円 ・予約制タクシーによる運⾏
・季節ダイヤあり

　⻑⾕循環バス 伊那市地域公共交通協議会 JRバス関東 毎⽇ 平⽇︓上り8本,下り7本
⼟・⽇曜⽇・祝⽇︓各5本 定額3１0円 10枚綴2,100円

・フリー降⾞可能区間あり
・伊那市所有バスを使用
・季節ダイヤあり

○

◎高遠線 JRバス関東 JRバス関東 毎⽇ 平⽇︓上り下り各13本
⼟・⽇曜⽇・祝⽇︓各8本 対キロ制140円〜 ―

　ぐるっとタクシー
　（⻄春近地区、⻯⻄地区）

伊那市地域公共交通協議会
伊那タクシー
白川タクシー

⽉〜⾦曜⽇
（祝⽇運休）

午前9時〜午後3時
（予約受付:午前8時30分

〜午後2時30分）
定額500円 ―

・対象エリア内をドアツードア運⾏
・利用者登録必要
・WEB予約、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ予約割
引あり（200円割引）

　高遠循環タクシー
　（小原・下山田・上山田コース）

伊那市地域公共交通協議会
白川タクシー

高遠観光タクシー
⽉・木曜⽇

（祝⽇運休） 4本 定額3１0円 10枚綴2,100円 ・全区間でフリー降⾞可能
・定時定路線運⾏

バ
ス
路
線

タ
ク
シ
ー
路
線
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令和２年度 ぐるっとタクシー運行内容 
 
 

1. 運行エリア（既存のお手軽乗合タクシーからの移行） 
下記の 2 地区と市街地を結ぶ範囲を運行エリアとする。 

【A(⻄春)地区】⻄春近(小屋敷を除く)、木裏原  
【B(⻯⻄)地区】伊那⻄部(小沢,平沢,横山,ますみヶ丘,内ノ萱,大坊,小屋敷,城南町)、⻄箕輪 

及び市街地北部の一部(御園,中央北町,上牧) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 対象者 

A、B 各地区に居住する、65 歳以上の高齢者,運転経歴証明書所持者,障害者手帳所持者, 
特定医療費(指定難病)受給者証所持者 

※利用には、事前の利用登録が必要 
 

3. 運行日時 
運行日は月曜日から金曜日までの平日(祝日の場合は運休) 
運行時間は午前 9 時から午後３時まで 
 

4. 運賃 
運賃は利用者１人あたり 500 円/回とする。 
（割引制度） 

� 運転免許返納者：5 割引（250 円引き） 
� 障害者手帳保有者：5 割引（250 円引き） 
� Web、ケーブルテレビからの予約申し込み者：200 円引き 

 
5. 利用状況（速報値）   

 予約件数(1 日当たり) 利用人数 乗合件数 乗合率 
4 月(21 日間) 245 件 (11.7 件) 266 人 23 件 9.4％ 
5 月(18 日間) 231 件 (12.8 件) 246 人 28 件 12.1％ 

6 月 1〜12 日(10 日間) 238 件 (23.8 件) 257 人 82 件 34.5％ 
 
 
 

A 地区の運行エリア(略図) B 地区の運行エリア(略図) 

市街地 

市街地 
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円

円

円

１　収入

款 項 予算額
前年度
予算額

増減額

１負担金 １負担金 177,858,000 154,770,000 23,088,000

３諸収入 １諸収入 104,000 345,000 △ 241,000

177,962,000 155,115,000 22,847,000

２　支出

款 項 予算額
前年度
予算額

増減額

１会議費 300,000 300,000 0

２事務費 100,000 100,000 0

２事業費 １事業費 176,862,000 154,416,000 22,446,000

４予備費 １予備費 700,000 299,000 401,000

177,962,000 155,115,000 22,847,000

177,962,000

0

説　　　　　　　　　　明

【単位：円】

【単位：円】

差引

１運営費

支出合計

・協議会開催

・振込手数料等

・運行費(165,499千円)※国庫補助事務費を含む

【ぐるっとタクシー分の運行経費の増加】
・車両等修繕費(8,358千円)
・利用促進費(2,705千円)※時刻表作成費含む

・南箕輪村負担金(まっくんﾊﾞｽ・300千円)

177,962,000

令和2年度　伊那市地域公共交通協議会予算（案）

収入合計

説　　　　　　　　　　明

・伊那市負担金(171,564千円)
・バス時刻表負担金(48千円)
・教育委員会負担金（648千円)
・南箕輪村負担金(西箕輪線・(5,598千円)

・子供定期券販売代金(103千円)
・預金利息

収入合計

支出合計
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