
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）（案） 

 

令和２年６月１７日作成 

（名称）伊那市地域公共交通協議会 

（代表者名）会長 飯 島 智 
 

１．生活交通確保維持改善計画の名称 

 

伊那市地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

２．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

面積が広く、河岸段丘等による地形の起伏が大きい伊那市の山間部にあっては、点在する

集落から市街地までのアクセスに不便な地域が多い。 

平成１８年３月の市町村合併後、合併前の市町村（旧伊那市、高遠町、長谷村）ごとに行

われていた独自の交通施策を調整するため、平成２０年２月、「伊那市地域公共交通総合連

携計画」を策定し、平成２０年度から平成２２年度までの３年間にわたり、地域公共交通活

性化・再生総合事業を活用し、伊那市地域公共交通協議会が実証運行を行い、地域に適した

公共交通の構築を進めてきた。 

市内のうち、高遠町区域及び長谷区域は、過疎地域自立促進特別措置法及び山村振興法の

適用区域である。ジェイアールバス関東（株）が運行し、高遠町・長谷両区域と市街地とを

結ぶ唯一のバス路線である高遠線は、市街地の総合病院や大規模な商店等が市民の日常生活

機能を担う中で、過疎化の進む両区域に居住する高齢者等を中心に、生活に必要不可欠な交

通として機能している。また、高遠町区域に存する高遠高等学校への通学並びに高遠町・長

谷両区域及び高遠線沿線地区から市街地の高等学校への通学、更には鉄道に乗り換えて郡内

の高等学校に通学する学生にとっても欠くことのできない路線である。 

伊那市においては、この地域間交通ネットワークである高遠線を軸に市街地と周辺地域を

結ぶ路線バス、循環バス等により構成される公共交通機関網が広がっている。車を運転でき

ない高齢者等の交通弱者にとって、これらの公共交通機関網は生活に不可欠な路線である。

しかしながら、自家用車の普及により、多くの路線において利用者は減少を続け、収支悪化

により路線の維持が困難になりつつある。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、次の路線を確保・維持することで、住民の

生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

・若宮・美原・手良・福島循環バス 

・富県・東春近地区循環バス 

・新山・桜井・貝沼線 

・茅野・藤沢線 

・三義・長谷循環バス 

・長谷循環バス 

 

また、上記の路線に加え、市街地を中心とした公共交通需要への対応及び周辺の交通空白

地域の解消のため、市街地における循環バス、周辺地域における循環タクシー及び乗合タク

シーを協議会が運行し、また、新たな公共交通の検討等を進めることで、市内の公共交通ネ

ットワークの充実を図る。 

資料 ３ 
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３．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 

 

「１運行」当たりの乗車人員について、各路線とも令和元年度実績を維持する。 

 

路線名 
１運行当たり 

R1 実績   ⇒   R３目標    ⇒  R５目標 

・若宮・美原・手良・福島循環バス ７．１６人 ７．１６人 ７．１６人 

・富県・東春近地区循環バス ３．４８人 ３．４８人 ３．４８人 

・新山・桜井・貝沼線 ３．９９人 ３．９９人 ３．９９人 

・茅野・藤沢線 ６．６２人 ６．６２人 ６．６２人 

・三義・長谷循環バス ２．５４人 ２．５４人 ２．５４人 

・長谷循環バス ４．１０人 ４．１０人 ４．１０人 
 

（２）事業の効果 

 

高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、各路線のネットワークが連

携することで、効率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

４．３の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

  

 （１）利用促進の取組（伊那市地域公共交通協議会） 

 ※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子ども定期券の発行 

長期休暇の期間限定で市内小中学生対象に、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、幼少期から公共交通に慣れ親しむ機会をつくる。 

②１０円バスの日の実施（伊那市地域公共交通協議会） 

   全てのバス利用者を対象とし、低額の運賃（10 円）で市内のバス路線に乗車できる日を設定。 

※8 月は 10 円バスの日を月間で設定し、新たな利用者の掘り起こしと定着を図る。 

（２）バス育の実施（伊那市地域公共交通協議会） 

 ※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 

（３）運転免許自主返納に係る運賃割引制度（伊那市地域公共交通協議会） 

（４）広報活動（伊那市地域公共交通協議会） 

（５）伊那市バス時刻表の作成（伊那市地域公共交通協議会） 

（６）「路線を守り育てる会」の活動支援（伊那市地域公共交通協議会） 

路線ごと、地域住民を主体として利用促進や運行内容の見直しを行う。 

 

 

５．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 

なお、各路線の運行予定者は、実証運行において当該路線を運行した市内の事業者であり、  

これまでの運行実績及び地域産業を保護する観点から、協議会において運行予定者とすること

を決定したものである。 
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６．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

 伊那市地域公共交通協議会から運行事業者への補助金額については、運賃収入及び国庫補

助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。  

 

７．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

伊那バス株式会社 

ジェイアールバス関東株式会社 

 

８．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】 

 

 ※活性化法法定協議会を補助対象事業者としない 

９．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 

 

10．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 

 

11．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 

 

12．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 
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13．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 

 

14．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 

15．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 

16．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 

17．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 

18．協議会の開催状況と主な議論  

 

・R1. 6.18（R1 第 1 回協議会） 確保維持改善計画等について協議・合意 

                    消費税改定に伴う運賃改定について協議・合意 

・R1.11.18（R1 第 2 回協議会） R2 年度の運行計画について協議・合意 

・R1.12.13（書面協議）      国庫補助事業に関する事業評価に係る書面協議・合意 

・R2. 1.29（R1 第 3 回協議会） R2 年度ぐるっとタクシー運行計画ついて協議・合意 

・R2. 6.17（R2 第 1 回協議会） 確保維持改善計画等について協議 
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19．利用者等の意見の反映状況 

 

協議会に住民又は利用者の代表として５人の委員を委嘱し、意見を求めている。 

 

20．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県・市

町村 

・長野県企画振興部交通政策課 

・長野県上伊那地域振興局企画振興課 

・伊那市企画部企画政策課 

交通事業者・交通

施設管理者等 

・伊那バス（株） 

・ジェイアールバス関東（株）中央道支店 

・長野県タクシー協会諏訪上伊那支部 

・伊那バス労働組合 

・伊那建設事務所 

・伊那警察署 

地方運輸局 
・北陸信越運輸局 

・北陸信越運輸局長野運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

・信州大学 

・伊那商工会議所 

・伊那市社会福祉協議会 

・伊那市観光協会 

・利用者代表(地区区長会(1)、民生児童委員協議会(2)、男と女ﾈｯﾄﾜｰｸ 

協議会、高齢者ｸﾗﾌﾞ) 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）長野県伊那市下新田３０５０番地               

（所 属）伊那市地域公共交通協議会 

     事務局（伊那市企画政策課）               

（氏 名）大久保 亘                 

（電 話）０２６５－７８－４１１１（内線 2144）               

（e-mail）kij@inacity.jp                
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項目に合致する部分は、そこから

の転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活用いただいて差し支えありません。 

 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

各記載項目について、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画を作成し

ている場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等と

して引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、地域公共交通

網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に定める目標、当該目標を達成するために行う

事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、生活交通

確保維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要がありま

す）。 

外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添

○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。 

    

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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生活交通確保維持改善計画（バリアフリー化設備等整備事業）（案） 

 

令和２年６月１７日作成 

（名称）伊那市地域公共交通協議会 

（代表者名）会長 飯 島 智 
 

１．生活交通確保維持改善計画の名称 

 伊那市生活交通改善事業計画 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

 

令和 2年 4月 1日現在の伊那市の高齢者数は 20,938 人、全人口に占める割合（高齢化率）

は 31.1％であり、市町村合併による新市誕生後の平成 20 年と比較して、高齢化率は 6.4％

上昇した。また、令和 2 年 4 月 1 日現在の要介護・要支援者数は 3,352 人で、平成 20 年と

比較して 803 人増加しており、今後も高齢化の進行に伴い要介護・要支援者数も年々増加す

ることが見込まれる。 

自宅から目的地まで移動できるタクシーは、特に高齢者や要介護・要支援者、障害者など

移動が困難な方が、通院や買い物などの日常生活を送る上で重要な役割を果たしている。今

後、移動困難者が増加することが見込まれ、そのニーズに対応するためにタクシーのバリア

フリー化を促進する必要があると考える。 

本事業は、車いす利用者の移動時の負担が軽減される福祉タクシー車両を配置することに

より、移動困難者が外出しやすい環境を整備するために実施するものである。 

 

伊那市の高齢者数、要介護・要支援者数 

 平成 20 年度 平成 25 年度 平成 30 年度 令和 2年度 

高齢者数 

(4 月 1 日現在) 
18,254 人 19,375 人 20,742 人 20,938 人 

要介護・要支援者数 

(4 月 1 日現在) 
2,549 人 3,042 人 3,270 人 3,352 人 

  

 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

 

車いすのままの乗降が可能で、あらゆる利用者が乗車できる UD タクシー車両の増加を 

図る。当該事業者（伊那タクシー㈱）は、継続的な UD タクシー車両の導入を計画している。 

 

 

（２）事業の効果 

 

車いす利用者等の乗降時及び移動時の負担が軽減される。また、乗車しやすい環境を整備

することにより外出機会の増加が図られる。 
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４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容）※具体的に記載すること。 

内 容：ユニバーサルデザイン適用車両の導入（3台） 

事業者：伊那タクシー株式会社（八十二リース㈱が購入）・・・3 台 

 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

伊那タクシー株式会社：身体・知的・精神 各１割引 

 

 

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈バス車両の導入に係る事業〉 

 － 

〈福祉タクシー車両・共同配車センターに係る事業〉 

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

（平成 21 年法律第 64 号）第 11 条に定める特定地域における特定事業計画の提出状況。 

※特定地域外 

〈バスターミナルに係る事業〉 

 － 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

令和２年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

ユニバーサル

デザイン適用

車両の導入 

伊那ﾀｸｼｰ:1台 

9,471 千円 1,800 千円 千円 千円 7,671 千円 

100％ 19.0％ ％ ％ 81.0％ 

合 計 
9,471 千円 1,800 千円 千円 千円 7,671 千円 

100％ 19.0％ ％ ％ 81.0％ 

※総事業費については見込み額を記載。 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 
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令和３年度（翌年度） 未定 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

 
千円 千円 千円 千円 千円 

100％ ％ ％ ％ ％ 

合 計 
千円 千円 千円 千円 千円 

100％ ％ ％ ％ ％ 

※総事業費については見込み額を記載 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

６．計画期間 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 

 
事業の名称 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3 月 4 月  9 月  12 月  3 月 

ユニバーサルデザ

イン適用車両の導

入 

伊那ﾀｸｼｰ:3 台 

 3 台 

 

交付決定後着手(9 月予定) 

3 月 31 日までに完了 

未定 未定 

７．協議会の開催状況と主な議論  

 

・R1. 6.18（R1 第 1 回協議会） 確保維持改善計画等について協議・合意 

                    消費税改定に伴う運賃改定について協議・合意 

・R1.11.18（R1 第 2 回協議会） R2 年度の運行計画について協議・合意 

・R1.12.13（書面協議）      国庫補助事業に関する事業評価に係る書面協議・合意 

・R2. 1.29（R1 第 3 回協議会） R2 年度ぐるっとタクシー運行計画ついて協議・合意 

・R2. 6.17（R2 第 1 回協議会） 確保維持改善計画等について協議 

 

８．利用者等の意見の反映 

協議会に住民又は利用者の代表として５人の委員を委嘱し、意見を求めている。 

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県・

市町村 

・長野県企画振興部交通政策課 

・長野県上伊那地域振興局企画振興課 

・伊那市企画部企画政策課 

交通事業者・交

通施設管理者等 

・伊那バス（株） 

・ジェイアールバス関東（株）中央道支店 

・長野県タクシー協会諏訪上伊那支部 
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・伊那バス労働組合 

・伊那建設事務所 

・伊那警察署 

地方運輸局 
・北陸信越運輸局 

・北陸信越運輸局長野運輸支局 

その他協議会が

必要と認める者 

・信州大学 

・伊那商工会議所 

・伊那市社会福祉協議会 

・伊那市観光協会 

・利用者代表(地区区長会(1)、民生児童委員協議会(2)、男と女ﾈｯﾄﾜｰｸ  

協議会、高齢者ｸﾗﾌﾞ) 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所） 長野県伊那市下新田 3050 番地  

（所 属） 伊那市地域公共交通協議会    

      事務局（伊那市企画政策課）   

（氏 名） 大 久 保  亘           

（電 話） 0265-78-4111（内線 2144）    

（e-mail） kij@inacity.jp         
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