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１．主な経緯

▼平成 8 年 9 月，高齢者や身体の不自由な人はもちろん，誰もが気軽に図書館や公民館な

どの施設を利用できるよう，福祉循環バス「やまゆり号」（車両 1 台，運賃：無料，３

ルート×週２日，4 便/日）の運行を開始する。

▼平成 13 年 10 月，毎日運行の要望に応え，コミュニティバス「やまゆり号」（車両 3

台，運賃：100 円，４ルート，8 便/日）として運行を開始する。

▼平成１７年８月，「つくばエクスプレス」が開業し，都心へのアクセスが飛躍的に向上し

たが，バス交通の輸送人員は減少傾向にあり，路線の廃止や見直し等も増加した。

▼平成２０年６月，「守谷市循環バスのあり方等研究会」を設置し，これまでの守谷市循環

バス「やまゆり号」の役割を踏まえ，今後の「やまゆり号」のあり方及びその他の交通

手段について検討する。

▼平成２１年３月，「守谷市地域公共交通活性化協議会」を設置し，地域の多様なニーズに

対応したバス路線の整備による公平で利便性の高い交通体系の実現を目指し，実証運行

等の実施に向けた協議を開始する。

※「守谷市地域公共交通活性化協議会」とは，地域公共交通の活性化及び再生のため「地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律」（平成１９年法律第５９号）に基づき，公共交通の利用者，学識

経験者，交通事業者，道路管理者，公安委員会，運輸局，県，市の関係者で構成する法定協議会

▼平成２１年３月，公共交通空白地域の解消，路線バスの充実，路線バスとコミュニティ

バスの格差解消と連携強化，更なるバス利用の促進を図ることを目標に「守谷市地域公

共交通総合連携計画」を策定し，国の補助金（地域公共交通活性化・再生総合事業）を

導入し，実証実験を開始する。

２．「守谷市地域公共交通総合連携計画」の概要

▼策 定 日 等：平成２１年３月１０日作成，平成２１年３月２５日公表

▼計 画 期 間：３年間（平成２１年度～平成２３年度）

▼計 画 区 域：守谷市全域

▼課 題：市内の路線バスは，守谷駅と住宅密集地を結ぶ路線であり，公共交通空白

地域が生じていた。

コミュニティバス「やまゆり号」は，便数が少なく，一方向運行で利便性

も低く，利用者も少ない状況にあった。

路線バスとコミュニティバス「やまゆり号」のルートの重複や運賃格差が

あり，連携が取れていなかった。
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▼基 本 方 針：地域の多様なニーズに対応したバス路線の整備による，公平で利便性の高

い交通体系の実現

・公共交通空白地域の解消を図り，「路線バス」と「コミュニティバス」の

補完関係を明確にし，連携を強化し，利便性を高める。

・乗り継ぎや利用しやすいルートの設定，増便などの対応により，駅への

速達性を高める。

・バス交通を充実させ，通勤・通学，買い物，通院など市民の利便性向上

を図り，更には，高齢者の外出支援，高齢者の自動車運転による事故防

止策，マイカーから公共交通への利用転換の促進による環境負荷の低減

等を目指す。

▼計画の目標：路線バスの充実

路線バスとコミュニティバスの格差解消

路線バスとコミュニティバス等の連携強化

バス利用の促進

３．実施事業の状況

（１）地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の状況

地域公共交通活性化・再生総合事業とは，平成１９年１０月「地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律」の成立を受け，鉄道，コミュニティバス，乗合タクシー，旅客船等

の多様な事業に創意工夫をもって地域公共交通の維持方策に試行的に取り組み，本格導入

を目指す地域の協議会に対して補助する制度

年 度
バス等の活性化・

再生に係る事業（円）

公共交通利用促進

に資する事業（円）
補助金合計（円）

平成 21 年度 67,236,190 4,063,656 71,299,846

平成 22 年度 30,899,000 209,000 31,108,000

平成 23 年度 42,324,100 255,833 42,579,933
計 140,459,290 4,528,489 144,987,779
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（２）実証運行事業

①モコバス（コミュニティバス）の実証運行

平成 21 年 8 月，公共交通空白地域の解消，利便性の向上を図るための増車，増便，

路線バスとの均衡を図るための運賃設定，ルート設定により，モリヤコミュニティバス

「モコバス」の実証運行開始（車両 6 台，運賃 200 円，白寿荘・板戸井（A）ルート：

左右回り，43 便/日，南守谷（B）ルート：左右回り，44 便/日）

年 度 輸送人員（人） 1 便当たり（人） 運賃収入（円） 運行経費（円）

平成 21 年度
（H21年8月～H22年3月）

38,190 1.8 5,938,300 71,552,294

平成 22 年度
（H22年4月～H23年3月）

83,712 2.6 13,027,400 102,582,296

平成 23 年度
（H23年4月～H24年3月）

109,713 3.4 15,629,850 103,194,742

計 231,615 2.6 34,595,550 277,329,332

モコバス 月別輸送人員・運賃収入の推移（H21 年 8 月～H24 年 3 月）
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②北守谷急行バス（路線バス）の実証運行

平成 21 年 8 月，路線バスの充実と守谷駅への速達性を高めるため，新規路線として，

北守谷急行バスの実証運行開始（車両１台，運賃 160～200 円，守谷駅西口行き：24

便/日，北守谷公民館行き：23 便/日）

年 度 輸送人員（人） 1 便当たり（人） 運賃収入（円） 運行経費（円）

平成 21 年度
（H21年8月～H22年3月）

59,616 5.2 4,770,400 17,244,911

平成 22 年度
（H22年4月～H23年3月）

116,450 6.8 9,069,010 26,079,969

平成 23 年度
（H23年4月～H24年3月）

122,230 7.1 9,943,540 26,061,215

計 298,296 6.37 23,782,950 69,386,095

北守谷急行バス 月別輸送人員・運賃収入の推移（H21 年 8 月～H24 年 3 月）
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③地域間交流バス（路線バス）の実証運行

平成 22 年 10 月，当初，都市計画道路「郷州沼崎線」の開通に合わせた運行開始時

期を前倒しし，路線バスの充実と商業施設を経由するルート設定による買い物支援等を

目的に，新規路線として，地域間交流バスの実証運行開始（車両１台，運賃 160～200

円，守谷駅東口行き：5 便/日，パークシティ守谷行き：5 便/日）

年 度 輸送人員（人） 1 便当たり（人） 運賃収入（円） 運行経費（円）

平成 22 年度
（H22年 10 月～H23 年 3月）

2,801 1.5 307,410 5,518,020

平成 23 年度
（H23 年 4 月～H24 年 3 月）

6,488 1.8 742,230 10,893,755

計 9,289 1.65 1,049,640 16,411,775

地域間交流バス 月別輸送人員・運賃収入の推移（H22 年 10 月～H24 年 3 月）
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（３）利用促進事業

①路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎ券の発行

平成 21 年８月，路線バスとコミュニバスの連携強化を図るため，路線バスとモコバ

スを１００円で乗り継ぐことができる乗り継ぎ券の発行開始

〔乗り継ぎ可能なバス停〕

当初：守谷駅西口，守谷駅東口，天神，守谷市役所

図書館前，守谷高校入口

現在：上記に加え，守谷駅西口前，イオンタウン守谷前

けやき台四丁目，西友楽市前，向山

年 度
路線バスからモコバスへの

乗り継ぎ利用者数（人）

モコバスから路線バスへの

乗り継ぎ利用者数（人）

平成 21 年度 777 716

平成 22 年度 1,143 1,070

平成 23 年度 762 989

計 2,682 2,775

②高齢者割引定期券（シルバーおでかけパス）の発行

平成 21 年 8 月，高齢者のバス利用促進を図るため，７０歳以上の方を対象に市内路

線バスが利用開始から３箇月間（当初 4,000 円，現在 4,800 円），全路線乗り降り自

由となる定期券「シルバーおでかけパス」を発売

年 度
高齢者割引定期券

発行枚数（枚）

平成 21 年度 75

平成 22 年度 79

平成 23 年度 103

計 257

③企業送迎バス活用モデル事業の実施

平成 21 年 8 月，同地・赤法花地区～守谷駅へのアクセス確保のため，企業等の送迎

バスの空席を利用し，協力事業者が自らの業務サービスの一環として運行している送迎

バスを社会貢献という形で活用させていただく事業として，会田記念リハビリテーショ

ン病院の協力を得て，実証実験開始

・登録者数：33 人 ・利用状況：数人／月
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④モコバス別ルートへの乗り継ぎ券の発行

平成 21 年 11 月，更なる利便向上を図るため，モコバス同士の乗り継ぎを無料とす

る乗り継ぎ券の発行開始

年 度

白寿荘・板戸井(A)ルートから

南守谷(B)ルートへの

乗り継ぎ利用者数（人）

南守谷(B)ルートから

白寿荘・板戸井(A)ルートへの

乗り継ぎ利用者数（人）

平成 21 年度 93 42

平成 22 年度 424 204

平成 23 年度 380 271

計 897 517

⑤路線バス昼間時間帯割引の実施

平成 21 年 11 月，路線バスにおいて，利用者の少ない昼間時間帯の利用者の掘り起

こし，利用促進を図るため，毎週，水曜日と金曜日（現在は，金曜日のみ）の午前 9 時

から午後 5 時までの時間帯の運賃を１００円とする昼間時間帯割引を開始

年 度
昼間時間帯割引

利用者数／日 （人）

昼間割引実施前 656

平成 21 年度 895

平成 22 年度 1,122

平成 23 年度 990

計（実施前除く） 3,007

⑥高齢者運転免許証自主返納事業の実施

平成 21 年 11 月，高齢者による交通事故の減少，バス利用の促進を図るため，有効

期限内の全ての運転免許証を自主返納された６５歳以上の方を対象に 1 人１回に限り，

モコバス，路線バスの回数券を交付する高齢者運転免許証自主返納支援事業を開始

年 度
高齢者運転免許証

自主返納支援件数（人）

平成 21 年度 21

平成 22 年度 17

平成 23 年度 23

計 61
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⑦つくばみらい市のコミュニティバス「みらい号」の守谷駅東口乗り入れ

平成 22 年４月，つくばみらい市との広域的な連携を図り，つくばみらい市のコミュ

ニティバス「みらい号」の守谷駅東口への乗り入れ開始

市内には，赤法花，ひがしクリニック慶友，守谷駅東口，北園西，松並の５箇所の停

留所を設置

⑧モコバスの起点・ルート・行先表示の変更，停留所の新設

平成 22 年 5 月，更なる利便性の向上を図るため，それまで守谷市役所起点から守谷

駅西口を起点とした運行に変更

これに合わせて，より分かりやすく見やすい表示とするため，車両の行先表示機器等

を「Ａルート」から「白寿荘・板戸井（A）ルート」に，「Ｂルート」から「南守谷（B）

ルート」に変更

白寿荘・板戸井（A）ルートにおいては「中央公民館入口」停留所，南守谷（B）ルー

トにおいては「原」停留所を新設

⑨商業施設とタイアップした買い物支援事業の実施

平成 23 年 10 月，高齢者等の買い物支援策として，イオンタウン守谷及びイオン取

手店の協力を得て，協力店舗にて，２,０００円以上の買い物をされたお客様に，守谷市

内の路線バスとモコバスで利用できる「１００円分のバス補助券」を店舗でお渡しする

買い物支援事業を開始

年 度 補助券利用枚数（枚）

平成 23 年度 215

⑩モコバスにおける「フリー降車制度」の導入

平成 23 年 10 月，利用しやすい環境整備を図るため，一部区間を設定し，設定区間

内であれば停留所に限らず，希望の場所で自由に降車できる「フリー降車制度」を導入
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⑪モコバスの回数券価格の改定

平成 23 年 10 月，利用しやすい環境整備を図るため，これまで 11 枚綴り 2,000 円

（大人），1,000 円（小人）で販売していた回数券を 1,200 円（大人），600 円に改定

回数券販売冊数（冊）
年 度

大人 小人

平成 21 年度 784 10

平成 22 年度 2,175 19

平成 23 年度 4,284 38

計 7,243 67

⑫バス乗車体験イベントの実施

守谷駅前で実施するイベント「守谷市商工まつり～きらめき守谷夢彩都フェスタ～」

に合わせて，平成２１年から，NPO 法人 日本バス文化保存振興委員会の協力を得て，

バスに対する関心度を高め，バスに乗るきっかけ作りとして，ボンネットバスの乗車体

験イベントを実施

実施日 乗車体験者数

平成 21 年
8 月 29 日・30 日

約 300 人

平成 22 年
9 月 25 日・26 日

約 400 人

平成 23 年
9 月 24 日

約 150 人

計 約 850 人
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⑬モコバス運賃無料ウィークの実施

イベントや市内一斉ノーマイカーウィークと連携し，バスに乗ってもらうきっかけ作

りとマイカーからバスへの転換を促し，環境にやさしい公共交通の積極的な利用促進を

図るため，平成２２年から，モコバスを無料で乗車できる運賃無料ウィークを実施

年度 月 日 モコバス輸送人員（人）

平成 22 年 9 月 24 日（金） 277

平成 22 年 9 月 25 日（土） 685

平成 22 年 9 月 26 日（日） 1,112

平成 22 年 9 月 27 日（月） 501

平成 22 年 9 月 28 日（火） 632

平成 22 年 9 月 29 日（水） 555

平成 22 年 9 月 30 日（木） 488

平成 22 年 10 月 1 日（金）

無

料

ウ

ィ

ー

ク
521

平
成
２
２
年
度

平成 22 年 10 月 2 日（土） 157

平成 23 年 9 月 23 日（金） 194

平成 23 年 9 月 24 日（土） 986

平成 23 年 9 月 25 日（日） 1,033

平成 23 年 9 月 26 日（月） 508

平成 23 年 9 月 27 日（火） 567

平成 23 年 9 月 28 日（水） 536

平成 23 年 9 月 29 日（木） 506

平成 23 年 9 月 30 日（金）

無

料

ウ

ィ

ー

ク
678

平
成
２
３
年
度

平成 23 年 10 月 1 日（土） 200
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⑭利用者にわかりやすい情報提供

▼平成 21 年７月，事業開始に合わせて，「もりやバスブック」，「乗り継ぎ案内チラシ」，

「高齢者割引定期券案内チラシ」を作成し，全戸配布

バスブック作成に当たっては，ルート図や経路図，バスの乗り方，乗り継ぎの券の使い

方，乗り継ができるバス停の表示，時刻表にあっては，バスに限らず，鉄道の時刻表も

掲載

また，環境意識の啓発を図るため，ＣＯ2 排出量など，環境に関する豆知識なども掲載，

さらには，関東鉄道（株）の協力を得て，団扇やポケットティッシュなどの啓発グッズ

を作成，配布
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▼平成 2２年４月，モコバスの運行起点の変更等に合わせて，「モコバスブック」を作成し，

全戸配布

▼平成 2２年１２月，路線バスや鉄道の最新時刻表に対応した，「もりやバスブック」を作

成し，全戸配布

▼平成 23 年９月，モコバスにおける回数券価格の改定，フリー降車制度の導入，商業施

設とタイアップした，バスで買い物支援事業の内容について「もりやバスニュース」を

作成し，全戸配布
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▼その他，広報もりやにおいて，随時，周知，ＰＲを実施

市ホームページ上では，常時，最新の情報を更新，掲載

携帯サイト「モバイルもりや」においても，同様の情報を掲載するとともに，モコバス，

路線バス，高速バスの各バス停別に時刻表を掲載

・守谷市公式サイト ・モバイルもりや
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４．実施事業の評価

地域公共交通活性化・再生総合事業実施要領に基づき，毎年度，法定協議会において，

事業の実施状況の確認，評価を行い，必要に応じ事業計画の見直しを行うとともに，評価

等の結果については，地方運輸局等に報告するとともに，公表している。

地方運輸局等においては，当該評価（自己評価）を基に，各担当部長等及び学識経験者

等の有識者からなる第三者評価委員会を設置し，二次評価を行い，国土交通省総合政策局

へ提出している。

▼平成２１年度（初年度）計画事業に係る事後評価

Ⅰ 総合評価

地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ，個性豊かで活力に満ちた地域社

会実現に寄与するために適切な事業を選び出し，当該事業を本格実施する環境を整備するための検討を行っ

たか。

守谷市地域公共交通活性化協議会を適宜開催し，守谷市地域公共交通総合連携計画に基づき，地域の

多様なニーズに対応したバス路線の整備による，公平で利便性の高い交通体系の実現を図るため，路線

バスとコミュニティバスの補完関係を明確にし，格差解消，連携強化を図る等，路線バスとコミュニテ

ィバスの実証運行，利用促進のための事業を検討し，事業実施する上での問題点，財源の検討，事業内

容の検討等，当該事業を本格実施する環境の整備に向けて必要な検討を行なった。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスについては，コミュニティバスの路線の一部を再編する際に民間バス事業者主体の運行へ変

更し，コミュニティバスとの乗り継ぎ割引等を実施したことで利用者も増加しているが，目標とする利

用者数には達していない。

コミュニティバスについては，4 路線から 2 路線に再編すると共に運賃の見直し，路線バスとの乗り

継ぎ券の発行等を実施したところ，再編前の利用者数を上回るなど，その効果が確認されている。

急行バス，コミュニティバス共に再編前に比べ利用者数が増加しているものの，いずれも目標とする

利用者数に達していないことから，より多くの利用を促すためダイヤの見直しや鉄道との連携等の利用

促進策の実施を進めることを期待したい。

Ⅱ 計画事業の実施

①事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が事業計画どお

りに実施されなかった場合には，適切な理由等が明らかにされているか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画において，①路線バスの充実，②路線バスとコミュニ

ティバスの格差解消，③路線バスとコミュニティバスの連携強化，④バスの利用促進を実施事業に位置

づけている。

① 路線バスの充実については，北守谷地区と守谷駅を結ぶ急行バスを運行し，更なるバス路線の充実

と利便向上を図るため，H21 年 8 月 1 日から運行を開始し，8 月～12 月までの間 34,462 人が利

用した。

② 路線バスとコミュニティバスの格差解消については，路線バスの運行していない地域を中心にコミ

ュニティバスを運行し，公共交通空白地域の解消と運行本数の充実，同等の運賃設定による運賃格差

の解消などを実施した。H21 年 8 月 1 日から運行を開始し，8 月～12 月までの間 23,717 人が利

用した。また，コミュニティバスでカバーできない一部の地区においては，企業バス活用事業として，

病院の協力を得て，送迎バスにより，駅へのアクセスを確保した。

③ 路線バスとコミュニティバスの連携強化については，乗り継ぎ券を発行するなど，路線バスとコミ

ュニティバスの相互利用の促進を図り，また，乗り継ぎの際の割引制度の導入などを実施した。

④ バスの利用促進については，利用者にわかりやすい情報提供（バスマップや乗り継ぎ案内・割引制

度のお知らせパンフの全戸配布，広報での周知・PR，ホームページでの情報提供）の他，守谷駅前

で毎年実施する，大規模イベント（夢サイトフェスタ H21 年 8 月 29・30 日開催）で，NPO 法

人日本バス文化保存進行委員会の協力により，バスに対する関心度を高めるため，ボンネットバスの

乗車体験を実施した。

H21 年 11 月 1 日からは，路線バスの昼間時間帯の割引制度を実施し，昼間の時間帯のバス利用
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者の掘り起こしを行っている。

また，高齢者による交通事故の減少とバス利用の促進を図るため，運転免許証の全部を自主返納し

た 65 歳以上の市民を対象に，コミュニティバス及び路線バスの回数券を交付する，高齢者運転免許

自主返納支援事業を実施している。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスの運行，コミュニティバスの実証実験（再編），企業送迎バスを活用した移動手段の確保に

ついては，予定どおり８月１日より運行を開始した。また実証実験の開始等に伴い乗り継ぎ割引き，各

種割引制度の導入，バスマップの作成等バス利用促進策についても併せて実施するなど，事業計画に位

置づけられた事業を適切に実施している。

Ⅲ 具体的成果

①定められた評価方法・評価基準にしたがって，評価事項について事業を評価したか。

その際，事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画においては，路線バスの充実，公共交通の空白地域の

解消，マイカー利用から公共交通利用への転換，公共交通に対する関心度，満足度の向上を掲げている。

定性的な評価として，地域住民や利用者からの意見等による効果の把握や満足度調査を H22 年 4 月

に予定しており，バス運行の認知率や利用機会が増加したか否か，路線バスとコミュニティバスとの乗

り継ぎ，接続性等々についてアンケートを実施し評価する。

定量的な評価としては，毎月の乗車人員の把握については，各路線の便ごとにバス運転士が調査を行

っており，一月あたりの平均利用者数の月別の推移など，数値実績等により事業評価を行った。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり，定量的な評価として各路線毎に乗車人員を把握し平均利用者数の推移により評価

を行い，定性的な評価としては利用者アンケートを実施するなど，適切に評価を実施している。

②実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを検証したか。

新たな路線バスの実証運行においては，利用実績から判断しても着実に利用者数は増加していること

から，路線バスの充実という観点からも適切事業として判断される。

コミュニティバスの実証運行においては，交通空白地帯の解消を図る最大の方策であり，目的達成の

適切な事業であると判断される。

更に，コミュニティバスにおける運賃の見直しによる路線バスとの格差解消，バス間の連携強化を図

るための乗り継ぎ券の発行や割引制度の導入などは，格差の解消や連携強化策として，目標達成に向け

た適切な事業であると判断される。

また，バスマップ等の全戸配布，路線バスの昼間時間帯の割引制度，高齢者運転免許自主返納支援事

業等においては，実績からも，バス利用の促進面から適切な事業と判断される。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスについては利用者数が増加傾向にあり，コミュニティバスについては，4 路線から 2 路線に

再編すると共に運賃の見直し，路線バスとの乗り継ぎ券の発行を実施したところ，再編前の利用者数を

上回り地域住民の足として定着してきていることは評価でき，路線バスとコミュニティバスの補完関係

の明確化及び連携強化という目標を達成するため適切な事業と判断される。

Ⅳ 自立性・持続性

１．事業の本格実施に向けての準備

①実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

路線バスについては，利用者数が増加しているものの，収支率は，37.4%（予測値），コミュニティ

バスにおいては，公共交通空白地域の解消のための適切な事業であり，生活交通の確保，誰もが利用で

きる交通環境の整備の観点からは，一定の効果が現われているものと考えているが，収支率は，9.3%

（予測値）であり，収支率向上と本格運行に向けて，運行を継続させる仕組みの確立が課題である。

住民や利用者から寄せられる意見については，可能な範囲で対応しているが，路線の変更等が伴うも

のもあり，協議会で検討する中で，地域の実情を踏まえ，本格運行に向けて柔軟に対応するものである。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バス，コミュニティバスともに利用者数・収支率等について検証を行っており，利用者数は増加

しているものの収支率が低いという課題を明らかにしており，適切に検証を行っている。
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②実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には，翌年度事業を実

施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する場合には，適切な理由等が明

らかにされているか。

実証運行以降５ヶ月間の実績ではあるが，路線バスの乗車人数は着実に増加しており，また，コミュ

ニティバスにおいては，誰もが気楽に利用でき，外出できる交通環境の整備という目標を達成するため

に適切な事業であり，一定程度の効果が現れているものと考えるが，地域住民などから寄せられた意見

への対応と，更に多くの方に利用してもらうために，新たな路線バスの開設とコミュニティバスの実証

運行に係る路線等の運行計画を一部見直すことを予定している。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスについて，利用者数(4.8 人/便)が目標(15 人/便)を下回っており，11 月より実施している

昼間時間帯割引，高齢者運転免許自主返納支援事業の継続及び周知の強化を図ることとしており，これ

らの利用促進策の実施を進めることを期待したい。

コミュニティバスについては，利用者数（4743 人/月）は，目標（3500 人/月（再編前のコミバ

ス利用実績値）)を上回っているものの，収支率が 9.3％(予測値)であり，路線バスとの乗り継ぎの利便

性向上を図るため，起終点を市役所前から守谷駅に変更することとしているが，より多くの利用を促す

ためダイヤの見直しや鉄道との連携等の利用促進策の実施を進めることを期待したい。

２．事業の実施環境

①当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い，財源の目処がついたか。

平成２２年度において，バスの実証運行及び公共交通の利用促進に資する事業を実施するにあたって

は，総合事業（計画事業）による国費のほか，守谷市からの財政支出によることで関係者の合意が形成

されており，守谷市の平成２２年３月議会に平成２２年度一般会計予算案を提出し，市議会において審

議予定である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

②住民等による自主的な利用促進，啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を翌年度実施する環

境を整備しているか。

バスの実証運行を持続可能な公共交通とするには，地域住民の自主的・積極的な利用が不可欠であり，

今後も利用促進に係る啓発等を推進し，広報やＨＰの掲載等の情報充実を図り，理解を得ながら，連携，

協働して取り組む環境の醸成を図ることとしている。また，商工会や大型商業施設等の協力も得て，利

用促進策の検討を行っている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

運行経費が収入を大幅に上回っている状況に鑑み，事業の継続性の観点から，住民による費用負担・

協賛金等の議論が期待される。

③当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

地域の生活交通確保の観点から市の積極的な財政支出も必要であるが，総合事業終了後，本格実施に

つなげるよう，事業評価による検証を行う。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

民間路線バス，自治体が運行しているコミュニティバス等を総合的に体系整理し，効率的な財源の利

用についての議論が期待される。

Ⅴ 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

①協議会における審議事項が明確に定められ，計画事業の進め方，実施状況について審議される体制となっ

ているか。

協議会の設置要綱により，協議会の審議事項は，地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び

連携計画の実施に関すること並びに地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の

確保その他旅客の利便の増進を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項，その

他協議会において必要と認めた事項と規定されている。

また，法定協議会は年６回程度の開催を想定しており，適宜会議を開催して計画事業の進め方や実施

状況について審議できる体制になっている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。
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②協議会に住民が参加したり，住民の意見が反映される仕組みが設けられているか

（公募制，住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）

協議会には，市民・利用者代表（自治会連絡協議会会長，地区連絡協議会会長，民生委員児童委員協

議会代表，商工会等）を委嘱しており，計画事業の評価や次年度事業の展開方法，計画変更方針などに

ついて意見を聞く組織形態としている他，今後，満足度調査や住民アンケートを実施するなど，利用者

ニーズの把握に努めることとしている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

③計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

平成２１年３月，４月，５月，7 月，１０月，平成２２年１月の計７回にわたり協議会を開催し，計

画事業の進め方，実施した計画事業の結果や実施状況について報告・協議を行い，本年１月の協議会に

おいては，計画事業に係る自己評価報告案について報告・確認を行うなど，法定協議会が適切に開催さ

れている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

④協議会の議事が傍聴，議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

協議会の会議運営規定において，会議は，原則公開，会議録及び会議資料も，同様に原則公開として

おり，事務局において，閲覧が可能である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

⑤地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて地域関係者の実

質的な合意が形成されたといえるか。

協議会において，計画事業の内容，実施した計画事業に係る結果の取りまとめ及び自己評価報告案が

報告・審議され，コミュニティバスの実証運行については，収支率向上が課題であるものの，高齢者を

中心とする交通弱者の足の確保が重要であり，利用者数の向上に繋がる運行内容の見直しなど，来年度

もコミュニティバスの実証運行を実施することについて，関係者の合意形成が行われた。

また，総合事業全般の実施についても，協議会の構成員以外の者からの反対の声もなく，地域公共交

通に関する目標やそれを達成するための事業案等について地域関係者の実質的な合意が形成されたと

いえる。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

翌年度以降継続実施するに当たり，問題点や課題が整理されたうえで合意形成が行われている。
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▼平成２２年度（２年度目）計画事業に係る事後評価

Ⅰ 総合評価

地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ，個性豊かで活力に満ちた地域社

会実現に寄与するために適切な事業を選び出し，当該事業を本格実施する環境を整備するための検討を行っ

たか。

守谷市地域公共交通活性化協議会を適宜開催し，守谷市地域公共交通総合連携計画に基づき，地域の

多様なニーズに対応したバス路線の整備による，公平で利便性の高い交通体系の実現を図るため，路線

バスとコミュニティバスの補完関係を明確にし，格差解消，連携強化を図る等，路線バスとコミュニテ

ィバスの実証運行，利用促進のための事業の検討及び見直しを行い，事業実施をする上での問題点，財

源の検討，事業内容の検討等，当該事業を本格実施する環境の整備に向けて必要な検討を行った。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスについては，コミュニティバスとの乗り継ぎ割引や昼間時間帯の割引制度などにより，利用

者数は昨年度より増加しているが目標とする利用者数にはまだ達していない。

コミュニティバスについては，路線の見直しを行い，また市内ノーマイカーウィークと連携したコミ

ュニティバス無料ウィークを実施するなどにより利用者数も着実に増加しており目標とする利用者数

に達しており，その効果が確認されている。

路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎ割引やコミュニティバス同士の乗り継ぎ割引などにより，乗

り継ぎ利用者も着実に増加しているものの急行バスや地域間交流バスの利用者数が目標に達していな

いことから，更なる運行計画の見直しや連携強化，利用促進策の実施を期待したい。

Ⅱ 計画事業の実施

①事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が事業計画どお

りに実施されなかった場合には，適切な理由等が明らかにされているか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画において，①路線バスの充実，②路線バスとコミュニ

ティバスの格差解消，③路線バスとコミュニティバスの連携強化，④バスの利用促進を実施事業として

位置づけている。

① 路線バスの充実については，北守谷地区と守谷駅を結ぶ急行バスを引き続き運行し，H22 年 4 月

から 11 月末までの間 78,386 人が利用した。

また，更なるバス路線の充実と利便向上を図るため，H22 年 10 月 1 日からみずき野地区と守谷駅

を結び，4 箇所の大型商業施設を経由する地域間交流バスの運行を開始し，10 月から 11 月末まで

の間 966 人が利用した。

② 路線バスとコミュニティバスの格差解消については，路線バスの運行していない地域を中心に引き

続きコミュニティバスを運行し，公共交通空白地域の解消と運行本数の充実，同等の運賃設定による

運賃格差の解消などを実施し，H22 年 4 月から１1 月までの間 56,385 人が利用した。コミュニテ

ィバスの運行においては，守谷駅を起点とする変更，バス停 2 箇所の新設，一部ルートの変更，車両

の行先表示器の変更など，見直しを図り更なる利便の向上に努めた。また，コミュニティバスでカバ

ーできない一部の地区においては，企業バス活用事業として，病院の協力を得て，送迎バスにより，

駅へのアクセスを確保した。

③ 路線バスとコミュニティバスの連携強化については，引き続き乗り継ぎ券を発行するなど，路線バ

スとコミュニティバスの相互利用の促進を図り，乗り継ぎの際の割引制度を実施した。（H22 年 4 月

から 11 月までの間，路線バスからコミュニティバスへの乗り継ぎ利用者は 854 人，コミュニティ

バスから路線バスへの乗り継ぎ利用者は 774 人）

④ バスの利用促進については，利用者にわかりやすい情報提供（バスブックを作成し，全戸に配布，

広報での周知・PR，ホームページでの情報提供）の他，守谷駅前で毎年実施する，大規模イベント

（第 27 回守谷市商工まつり～きらめき守谷夢彩都フェスタ～ H22 年 9 月 25・26 日開催）で，

NPO 法人日本バス文化保存進行委員会の協力により，バスに対する関心度を高めるため，ボンネッ

トバスの乗車体験を実施した。（ボンネットバス乗車人数 400 人）

また，路線バスの昼間時間帯の割引制度を引き続き実施し，昼間の時間帯のバス利用者の掘り起こ

しや，高齢者による交通事故の減少とバス利用の促進を図るため，運転免許証の全部を自主返納した

65 歳以上の市民を対象に，コミュニティバス及び路線バスの回数券を交付する，高齢者運転免許自

主返納支援事業を実施している。（H22 年 4 月から 11 月末までの間の利用者 8 人）

更に，市内一斉のノーマイカーウィークと合わせて，H22 年 9 月 25 日から 10 月 1 日の 7 日間，



20

コミュニティバス無料ウィークを設定しバスに乗車してもらうきっかけ作りと自家用車からバスへ

の転換を促し，環境にやさしい公共交通の積極的な利用促進を図った。（期間中の利用者計 4,494 人）

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バスの運行，コミュニティバスの実証運行など昨年度から引き続き運行するとともに，H22 年

10 月 1 日より地域間交流バスの実証運行についても当初予定より 1 年早めて運行を開始した。

また，実証運行にあわせて割引制度の導入や企業送迎バスを活用した移動手段の確保，高齢者運転免

許自主返納支援事業などのバス利用促進策も引き続き実施するなど，事業計画どおり事業を実施してい

る。

Ⅲ 具体的成果

①定められた評価方法・評価基準にしたがって，評価事項について事業を評価したか。

その際，事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画においては，路線バスの充実，公共交通の空白地域の

解消，マイカー利用から公共交通利用への転換，病院，商業施設，公共施設等へのアクセス向上等住民

生活の利便性向上，公共交通に対する関心度，満足度の向上を評価事項としている。

定性的な評価として，H22 年 4 月に実施したアンケート調査や，H22 年 9 月に実施したコミュニ

ティバス利用者ヒアリング調査等により，地域住民や利用者からの意見等を把握し，また H23 年 4 月

に予定するアンケート調査により評価する。

定量的な評価としては，毎月の乗車人員の把握により，一月当たりの平均利用者数の月別の推移など，

数値実績等により事業評価を行った。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

定量的な評価として各路線毎に乗車人員を把握し平均利用者数の月別推移により評価を行い，定性的

な評価としては定期的に利用者アンケートを実施するなど，実施している。

②実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを検証したか。

路線バスの実証運行においては，利用実績から判断しても着実に利用者数は増加していることから，

路線バスの充実という観点からも適切な事業として判断される。

コミュニティバスの実証運行においては，交通空白地帯の解消を図る最大の方策であるとともに，利

用者数も増加しており，目的達成の適切な事業であると判断される。

更に，バス間の連携強化を図るための乗り継ぎ券の発行や割引制度の導入などは，格差の解消や連携

強化策として，目標達成に向けた適切な事業であると判断される。

また，バスブック等の全戸配布，路線バスの昼間時間帯の割引制度，高齢者運転免許自主返納支援事

業，コミュニティバスの運賃無料ウィークの設定等においては，実績からも，バス利用の促進面から適

切な事業と判断される。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バス，コミュニティバス共に利用者数は増加傾向にあり，乗り継ぎ券の発行や割引制度の導入な

どにより，乗り継ぎ利用者も着実に増加していることなどから適切な事業と判断している。

Ⅳ 自立性・持続性

１．事業の本格実施に向けての準備

①実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

路線バスについては，利用者数が増加しているものの，収支率は，北守谷急行バスについては 34.8%

（予測値），地域間交流バスについては 4.9%（予測値），コミュニティバスにおいては，公共交通空白

地域の解消のための適切な事業であり，生活交通の確保，誰もが利用できる交通環境の整備の観点から

は，一定の効果が現われているものと考えているが，収支率は，12.2%（予測値）であり，収支率向

上と本格運行に向けて，運行を継続させる仕組みの確立が課題であると認識している。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バス，コミュニティバス，地域間交流バスにおける利用者数・収支率等について検証を行ってお

り，利用者数は増加しているものの収支率が低く，運行を継続させる仕組みの確立が課題であると検証

をしている。

②実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には，翌年度事業を実

施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する場合には，適切な理由等が明

らかにされているか。
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実証運行期間中の路線バスの乗車人数は着実に増加しており，また，コミュニティバスにおいては，

誰もが気楽に利用でき，外出できる交通環境の整備という目標を達成するために適切な事業であり，一

定程度の効果が現れているものと考えるが，地域住民などから寄せられた意見への対応と，更に多くの

方に利用してもらうために，コミュニティバスの実証運行に係る路線等の運行計画を一部見直すことを

予定している。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎ割引やコミュニティバス同士の乗り継ぎ割引などにより，乗

り継ぎ利用者も着実に増加しているものの急行バスや地域間交流バスの利用者数が目標に達していな

いことから，更なる運行計画の見直しや連携強化，利用促進策の実施を期待したい。

２．事業の実施環境

①当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い，財源の目処がついたか。

平成 23 年度において，バスの実証運行及び公共交通の利用促進に資する事業を実施するにあたって

は，国費のほか，守谷市からの財政支出によることで関係者の合意が形成されており，守谷市の平成

23 年 3 月議会に平成 23 年度一般会計予算案を提出し，市議会において審議予定である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

②住民等による自主的な利用促進，啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を翌年度実施する環

境を整備しているか。

バスの実証運行を持続可能な公共交通とするには，地域住民の自主的・積極的な利用が不可欠であり，

今後も利用促進に係る啓発等を推進し，広報やＨＰの掲載等の情報充実を図り，理解を得ながら，連携，

協働して取り組む環境の醸成を図ることとしている。

また，来年には，大型商業施設等の協力も得て「バスで買い物支援事業」の提携店の募集を行う予定

である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

運行経費が収入を大幅に上回っている状況に鑑み，事業の継続性の観点から，住民による費用負担・

協賛金等の議論が期待される。

③当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

地域の生活交通確保の観点から市の積極的な財政支出も必要であるが，本格実施に繋げるよう，当該

事業評価による検証を行うとともに，行政評価システムによる事務事業評価による検証も実施してい

る。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

運行経費が収入を大幅に上回っている状況に鑑み，事業の継続性の観点からコミュニティバスの運行

計画を見直し，住民による費用負担などを検討するなど財源の確保についての議論が期待される。

Ⅴ 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

①協議会における審議事項が明確に定められ，計画事業の進め方，実施状況について審議される体制となっ

ているか。

協議会の設置要綱により，協議会の審議事項は，地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び

連携計画の実施に関すること並びに地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の

確保その他旅客の利便の増進を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項，その

他協議会において必要と認めた事項と規定されている。

また，法定協議会は適宜会議を開催し，計画事業の進め方や実施状況について審議できる体制になっ

ている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

②協議会に住民が参加したり，住民の意見が反映される仕組みが設けられているか

（公募制，住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）

協議会には，市民・利用者代表（自治会連絡協議会会長，地区連絡協議会会長，地区町内会役員，民

生委員児童委員協議会代表，商工会等）を委嘱しており，計画事業の評価や次年度事業の展開方法，計

画変更方針などについて意見を聞く組織形態としている他，満足度調査や住民アンケートを実施するな

ど，利用者ニーズの把握に努めることとしている。
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【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

③計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

これまで，１０回にわたり協議会を開催し，計画事業の進め方，実施した計画事業の結果や実施状況

について報告・協議を行っている。また，本年１２月の協議会においては，計画事業に係る自己評価報

告案について報告・確認を行うなど，法定協議会が適切に開催されている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

④協議会の議事が傍聴，議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

協議会の会議運営規定において，会議は，原則公開，会議録及び会議資料も，同様に原則公開として

おり，事務局において，閲覧が可能である。

また，市ホームページ上においても情報提供を行っている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

⑤地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて地域関係者の実

質的な合意が形成されたといえるか。

協議会において，計画事業の内容，実施した計画事業に係る結果の取りまとめ及び自己評価報告案が

報告・審議され，バスの実証運行については，収支率向上が課題であるものの，高齢者を中心とする交

通弱者の足の確保が重要であり，利用者数の向上に繋がる運行内容の見直しなど，来年度も実証運行を

実施することについて，関係者の合意形成が行われた。

また，総合事業全般の実施についても，協議会の構成員以外の者からの反対の声もなく，地域公共交

通に関する目標やそれを達成するための事業案等について地域関係者の実質的な合意が形成されたと

いえる。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

翌年度以降継続実施するに当たり，問題点や課題が整理されたうえで合意形成が行われている。
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▼平成２３年度（最終年度）計画事業に係る事後評価

Ⅰ 総合評価

地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ，個性豊かで活力に満ちた地域社

会実現に寄与するために適切な事業を選び出し，当該事業を本格実施する環境を整備したか。

守谷市地域公共交通活性化協議会を適宜開催し，守谷市地域公共交通総合連携計画に基づき，地域の

多様なニーズに対応したバス路線の整備による，公平で利便性の高い交通体系の実現を図るため，路線

バスとコミュニティバスの補完関係を明確にし，格差解消，連携強化を図る等，路線バスとコミュニテ

ィバスの実証運行，利用促進のための事業の検討及び見直しを行い，事業実施をする上での問題点，財

源の検討，事業内容の検討等，当該事業を本格実施する環境の整備を行った。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バス，地域間交流バス，コミュニティバスについて昨年度から引き続き実証運行を行なった。実

証運行にあわせて割引制度の導入や企業送迎バスを活用した移動手段の確保，高齢者運転免許自主返納

支援事業，ノーマイカーウィークに合わせたコミュニティバスの無料ウィーク，コミュニティバス回数

券の価格改定，フリー降車区間を設定するなどのバス利用促進・利便性の向上策などを事業計画どおり

実施している。

Ⅱ 計画事業の実施

①事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が事業計画どお

りに実施されなかった場合には，適切な理由等が明らかにされているか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画において，①路線バスの充実，②路線バスとコミュニ

ティバスの格差解消，③路線バスとコミュニティバスの連携強化，④バスの利用促進を実施事業として

位置づけている。

① 路線バスの充実については，北守谷地区と守谷駅を結ぶ急行バスを引き続き運行し，H23 年 4 月

から 12 月末までの間 90,441 人（月平均 10,049 人）が利用した。

また，更なるバス路線の充実と利便向上を図るため，みずき野地区と守谷駅を結び，4 箇所の大型商

業施設を経由する地域間交流バスを引き続き運行し，H23 年 4 月から 12 月末までの間 4,810 人

（月平均 534 人）が利用した。

② 路線バスとコミュニティバスの格差解消については，路線バスの運行していない地域を中心に引き

続きコミュニティバスを運行し，公共交通空白地域の解消と運行本数の充実，同等の運賃設定による

運賃格差の解消などを実施し，H23 年 4 月から１2 月までの間 82,721 人（月平均 9,191 人）が

利用した。また，コミュニティバスでカバーできない一部の地区においては，隣接するつくばみらい

市との連携によるつくばみらい市のコミュニティバスの守谷駅へ乗り入れや，企業バス活用事業とし

て，病院の協力を得て，送迎バスにより，駅へのアクセスを確保した。

③ 路線バスとコミュニティバスの連携強化については，引き続き乗り継ぎ券を発行するなど，路線バ

スとコミュニティバスの相互利用の促進を図り，乗り継ぎの際の割引制度を実施した。（H23 年 4 月

から 12 月までの間，路線バスからコミュニティバスへの乗り継ぎ利用者は 599 人，コミュニティ

バスから路線バスへの乗り継ぎ利用者は 792 人）

④ バスの利用促進については，利用者にわかりやすい情報提供（広報での周知・PR，ホームページ

での情報提供）の他，守谷駅前で毎年実施する，大規模イベント（第 28 回守谷市商工まつり～きら

めき守谷夢彩都フェスタ～ H23 年 9 月 24・25 日開催）で，NPO 法人日本バス文化保存進行委

員会の協力により，バスに対する関心度を高めるためボンネットバスの乗車体験を実施した。（ボン

ネットバス乗車人数 150 人）

また，路線バスの昼間時間帯の割引制度を引き続き実施し，昼間の時間帯のバス利用者の掘り起こ

しや，高齢者による交通事故の減少とバス利用の促進を図るため，運転免許証の全部を自主返納した

65 歳以上の市民を対象に，コミュニティバス及び路線バスの回数券を交付する，高齢者運転免許自

主返納支援事業を実施している。（H23 年 4 月から 12 月末までの間の利用者 19 人）

更に，市内一斉のノーマイカーウィークと合わせて，H23 年 9 月 24 日から 9 月 30 日の 7 日間，

コミュニティバス無料ウィークを設定しバスに乗車してもらうきっかけ作りと自家用車からバスへ

の転換を促し，環境にやさしい公共交通の積極的な利用促進を図った。（期間中の利用者計 4,814 人）

加えて，平成 23 年 10 月 1 日から，コミュニティバスの回数券価格を従来 11 枚綴り大人 2,000

円，小人 1,000 円だったものを，11 枚綴り大人 1,200 円，小人 600 円に改定を行った。

また，コミュニティバスの運行経路の一部において，「フリー降車」区間を設定し，利用者の利便
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性の確保に努めた。さらに，商業施設と連携し，提携店舗にて一定金額以上の買い物をした方に，バ

ス運賃補助券を配布するバスで買い物支援事業を開始した。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

急行バス，地域間交流バス，コミュニティバスについて昨年度から引き続き実証運行を行なった。実

証運行にあわせて割引制度の導入や企業送迎バスを活用した移動手段の確保，高齢者運転免許自主返納

支援事業，ノーマイカーウィークに合わせたコミュニティバスの無料ウィーク，コミュニティバス回数

券の価格改定，フリー降車区間を設定するなどのバス利用促進・利便性の向上策などを事業計画どおり

実施している。

Ⅲ 具体的成果

①定められた評価方法・評価基準にしたがって，評価事項について事業を評価したか。

その際，事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。

守谷市地域公共交通活性化・再生総合事業計画においては，路線バスの充実，公共交通の空白地域の

解消，マイカー利用から公共交通利用への転換，病院，商業施設，公共施設等へのアクセス向上等住民

生活の利便性向上，公共交通に対する関心度，満足度の向上を評価事項としている。

定性的な評価として，H23 年 4 月に実施したアンケート調査等により，地域住民や利用者からの意

見等を把握し，また H24 年 4 月に予定するアンケート調査により評価する。

定量的な評価としては，毎月の乗車人員の把握により，一月当たりの平均利用者数の月別の推移など，

数値実績等により事業評価を行った。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

定量的な評価として毎月乗車人員を把握し，平均利用者数の月別推移により評価を行ない，定性的評

価としては，定期的に利用者アンケートを行なうなど地域住民・利用者の意見把握を行ない満足度など

で評価している。

②実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを検証したか。

路線バスの実証運行においては，利用実績から判断しても着実に利用者数は増加していることから，

路線バスの充実という観点からも適切な事業として判断される。

コミュニティバスの実証運行においては，交通空白地帯の解消を図る最大の方策であるとともに，利

用者数も増加しており，目的達成の適切な事業であると判断される。

更に，バス間の連携強化を図るための乗り継ぎ券の発行や割引制度の導入などは，格差の解消や連携

強化策として，目標達成に向けた適切な事業であると判断される。

また，バスブック等の全戸配布，路線バスの昼間時間帯の割引制度，高齢者運転免許自主返納支援事

業，コミュニティバスの運賃無料ウィークの設定等においては，実績からも，バス利用の促進面から適

切な事業と判断される。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

路線バス（急行バス，地域間交流バス），コミュニティバスともに，着実に利用者が増加しており，

適切な事業と判断している。

また，バスブック等の全戸配布，路線バスの昼間時間帯の割引制度などもバス利用促進の策として結

果が出ていることから適切と判断している。

Ⅳ 自立性・持続性

１．事業の本格実施に向けての準備

①実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

路線バスについては，利用者数が増加しているものの，収支率は，北守谷急行バスについては 37.1%

（予測値），地域間交流バスについては 6.0%（予測値），コミュニティバスにおいては，公共交通空白

地域の解消のための適切な事業であり，生活交通の確保，誰もが利用できる交通環境の整備の観点から

は，一定の効果が現われているものと考えているが，収支率は，15.5%（予測値）であり，収支率向

上が課題であるものの，本格運行に向けて疑問視する声は少ないものと認識している。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

路線バス（急行バス，地域間交流バス），コミュニティバスにおける利用者数・収支率等について検

証を行い，利用者数，収支率ともに前年度より増加傾向であるが，さらなる収支率の向上が課題である

と判断している。
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２．事業の実施環境

①当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い，財源の目処がついたか。

来年度において，路線バスの本格運行を実施するに当たっては，関係者との合意が形成されており，

コミュニティバスの本格運行及び利用促進に資する事業を実施するに当たっては，守谷市からの財政支

出によることで合意が形成され，守谷市の平成 24 年 3 月議会に平成24 年度一般会計予算案を提出し，

市議会において審議予定である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

②住民等による自主的な利用促進，啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を本格実施する環境を

整備したか。

バスの本格運行による持続可能な公共交通とするには，地域住民の自主的・積極的な利用が不可欠で

あり，今後も利用促進に係る啓発等を推進し，広報やＨＰの掲載等の情報充実を図り，理解を得ながら，

連携，協働して取り組む環境の醸成を図ることとしている。

また，平成 23 年度からは，大型商業施設等の協力も得て，「バスで買い物支援事業」を実施してお

り，今後も継続して提携店の募集を行う予定である。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

本格実施に向け様々な利用促進策を商業施設の協力により実施していることは評価できる。引き続き

地域住民の利用促進に向けた取組みを実施していただきたい。

Ⅴ 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

①協議会における審議事項が明確に定められ，計画事業の進め方，実施状況について審議される体制となっ

ていたか。

協議会の設置要綱により，協議会の審議事項は，地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び

連携計画の実施に関すること並びに地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の

確保その他旅客の利便の増進を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項，その

他協議会において必要と認めた事項と規定されている。

また，法定協議会は適宜会議を開催し，計画事業の進め方や実施状況について審議できる体制になっ

ている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

②協議会に住民が参加したり，住民の意見が反映される仕組みが設けられていたか。

（公募制，住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められていたか。）

協議会には，市民・利用者代表（自治会連絡協議会会長，地区連絡協議会会長，地区町内会役員，民

生委員児童委員協議会代表，商工会等）を委嘱しており，計画事業の評価や次年度事業の展開方法，計

画変更方針などについて意見を聞く組織形態としている他，満足度調査や住民アンケートを実施するな

ど，利用者ニーズの把握に努めることとしている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

③計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されていたか。

これまで，12 回にわたり協議会を開催し，計画事業の進め方，実施した計画事業の結果や実施状況

について報告・協議を行っている。

また，平成 24 年 1 月の協議会においては，計画事業に係る自己評価報告案について報告・確認を行

い，法定協議会が適切に開催されている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

④協議会の議事が傍聴，議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されていたか。

協議会の会議運営規定において，会議は，原則公開，会議録及び会議資料も，同様に原則公開として

おり，事務局において，閲覧が可能である。

また，市ホームページ上においても情報提供を行っている。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。

⑤地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を本格実施することについて地域関係者の実質
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的な合意が形成されたといえるか。

協議会において，計画事業の内容，実施した計画事業に係る結果の取りまとめ及び自己評価報告案が

報告・審議され，バスの実証運行については，収支率向上が課題であるものの，高齢者を中心とする交

通弱者の足の確保が重要であり，利用者数の向上に繋がる運行内容の見直しなど，来年度の本格運行を

実施することについて，関係者の合意形成が行われた。

また，総合事業全般の実施についても，協議会の構成員以外の者からの反対の声もなく，地域公共交

通に関する目標やそれを達成するための事業案等について地域関係者の実質的な合意が形成されたと

いえる。

【国の第三者評価委員会による二次評価】

自己評価のとおり。
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５．今後の方針等

■ 日常生活に必要不可欠な公共交通の維持，改善

■ 高齢者，障がい者等を含めた誰もが利用しやすい公共交通の実現

■ 環境にやさしい公共交通への転換，促進

■ 持続可能な公共交通への取り組み

バス交通については，これまでの取り組みにより，公共交通の空白地域の解消を図り，

路線バスとコミュニティバスのすみ分けと連携を強化し，概ね，市内のどこにお住まいで

あってもバスに乗れ，守谷駅まで出られる環境を整備し，さらには，高齢者の外出支援や

交通事故防止，環境負荷の低減等を目的に様々な利用促進策を実施した結果，順調に利用

者も増加し，一定水準の移動サービスを確保したものと評価する。

これからの公共交通は，輸送人員や採算性のみならず，公共としての役割や市民，地域

にとっての利用価値，高齢者の外出支援や交通事故の減少，環境負荷の低減など，社会全

体の便益について考えることも重要であり，採算が全てではないと考えるが，過大な負担

がかかる仕組みでは，持続不可能であり，持続可能な公共交通を実現するためには，今以

上に，利用者，運賃収入を増やし，運行経費を抑制するなど，効率的・効果的な取り組み

が求められる。

また，バス路線が完全に整備されたとしても，すべての人の移動ニーズを満たすことは

困難であり，今後，更なる高齢化や要介護高齢者の増加，身体障がい者等の社会参加機会

の増大など，移動に困難を伴う人々を支え合う「共助」の考えも重要で，福祉政策として，

バス交通を補完する輸送サービスとの連携など，従来以上に行政組織の枠にとらわれず，

他の行政分野との連携が必要となる。

このことから，市民，地域，事業者等の様々な主体との連携と協働により，これまでの

成果や社会・経済情勢の変化を踏まえ，更なる公共交通の充実を目指すものである。
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守谷市地域公共交通活性化協議会設置要綱

（設置）

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成１９年法律第５９号)第６条第

１項の規定に基づき，地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成

に関する協議及び連携計画の実施に関すること並びに道路運送法(昭和２６年法律第１

８３号)の規定に基づき，地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送

の確保その他旅客の利便の増進を図り，地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要

となる事項を協議するため，守谷市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は，次に掲げる事務を行う。

（１）道路運送法に基づく旅客運送の協議に関すること。

（２）連携計画の策定及び変更の協議に関すること。

（３）連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。

（４）連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

（５）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様，運賃，料金等の調整に関すること。

（６）その他協議会の設置目的を達成するために必要なこと。

（組織）

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は，２１人以内で組織する。

２ 委員は，次に掲げる者とし，市長が委嘱又は任命する。

（１）市民及び公共交通利用者の代表者

（２）学識経験者

（３）国及び県の関係行政機関の代表者

（４）一般旅客自動車運送事業者の代表者

（５）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

（６）副市長

（７）市長が指名する市の職員

（８）その他市長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代理す

る。

（会議）

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が必要に応じて招集し，会長が

会議の議長となる。

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

３ 会議の議決の方法は，出席した委員の過半数で決めるものとし，可否同数のときは，

議長の決するところによる。

４ 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，説明又は意見

を求めることができる。



29

（協議結果の取扱い）

第７条 委員は，会議で決定した事項については，その決定を尊重し，当該事項の誠実な

実施に努めるものとする。

（庶務）

第８条 会議の庶務は，総務部企画課において処理する。

（経費の負担）

第９条 協議会の運営に関する経費は，国からの補助金，市からの負担金，事業実施に係

る関係者からの負担金等，繰越金及びその他の収入をもって充てる。

（監事）

第１０条 会長は，協議会に監事２人を置く。

２ 監事は，委員の中から会長が指名する。

３ 監事は協議会に関する出納の監査を行う。

４ 監事は，監査の結果を会長に報告しなければならない。

（財務に関する事項）

第１１条 協議会の予算編成，現金の出納及びその他財務に関し必要な事項は，会長が別

に定める。

（その他）

第１２条 この告示に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に

定める。

附 則

１ この告示は，平成２１年２月９日から施行する。

２ この告示の施行後初めて任命又は委嘱する委員の任期は，第４条本文の規定にかかわ

らず，平成２２年３月３１日までとする。


