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5. 公共交通ネットワークの見直しの評価 

５．公共交通ネットワークの見直しの評価  
５-１． これまでの見直し状況 

当市では、平成 20 年度に作成した「上越市地域公共交通総合連携計画」

に基づき、平成 21～23 年度において実証運行をはじめとするバス運行の

見直しに取り組んできた。 

また、平成 23 年度には生活交通の維持・確保のための市内交通ネット

ワークのあり方を示した「上越市バス交通ネットワーク計画」を作成し、

平成 24～26 年度において新たな交通システムの導入やバス路線の見直し

等を実施してきた。 

ここでは、「上越市総合交通計画」で掲げた目標の達成状況の把握と、「上

越市地域公共交通総合連携計画」及び「上越市バス交通ネットワーク計画」

で定めた公共交通ネットワークの見直しを検証するため、利用状況や利便

性、効率性等の視点から整理する。 

 
表 ５-１ 評価の視点 

上越市総合交通計画

で定めた基本目標 

上越市地域公共交通総合連携計画 

で定めた実施目標 
評価の視点 

①市民生活を支え、

育む公共交通を目

指す 

【目標 1】 

公共交通の階層化（幹線バス・支線

バスの設定）、デマンド（予約制）バ

ス及びコミュニティバスの導入、利

用需要に見合った運行本数の最適

化、運行ダイヤの見直しを行い、効

率的かつ効果的な運行へ改善しま

す。 

①利用状況 

 

②公共交通の利

便性 

(アンケート) 

 

③ 運 行 の 効 率

性 

②交流を支え、賑わ

いを創出する公共

交通を目指す 

【目標 2】 

公共交通の階層化に対応した円滑な

乗り継ぎ環境や待合い環境を整備し

ます。（公共交通拠点「さとの駅の整

備」） 

【目標 3】 

バス待ち環境の改善、利用環境の向

上を図ります。（バスロケーションシ

ステム、ＩＣカードの導入検討） 

【目標 4】 

バス利用者が利用しやすく・わかり

やすい案内・情報提供として、バス

マップ作成やインターネットなどを

活用した情報提供を行います。 

④情報提供の分

かりやすさ 

③環境にやさしく、

コンパクトなまち

づくりを支える公

共交通を目指す 

【目標 5】 

モビリティ・マネジメントやノーマ

イカーデーなどのバス利用を促進さ

せる活動・取り組みを実施し、市民

意識の醸成を図ります。 

⑤公共交通に対

する意識 
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・平成 21～23 年度では、「上越市地域公共交通総合連携計画」に基づき、公共交通ネットワークに関する路線バスを中心とした見直し・実証運行を行った。 

・また、平成 24～26 年度には「上越市バス交通ネットワーク計画」に基づき、中郷区、浦川原区、三和区を重点施策実施地区として、新たな交通システムの導入などの見直し・実

証運行を行ってきた。 

・これまでの見直し・実証運行の経緯は、以下のとおりである。 

 
表 ５-２ これまでの見直し・実証運行の実施状況 

施策 
施策 

メニュー  

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 H24 H25 H26 

(1) 

運行の  

改善 

① 

新た な 公

共交 通 シ

ステ ム の

導入 

■安塚区  

・「須川・伏野線」「船倉線」「朴

の木線」「袖山線」「坊金線」

「行野線」でデマンド型バスの

運行・導入  

■吉川区  

・「山直海線」でデマンド型バス

の運行・導入  

■柿崎区  

・「黒岩線」「水野線」「山直海

線」でデマンド型バスの運行・

導入 

■板倉区  

・「島田線」「菰立線」「上関田

線」「三針線」でデマンド型バ

スの運行・導入  

■三和区  

・「岡田線」「水科線」「真砂線」

でデマンド型バスの運行・導入  

■合併前上越市  

・「春日山・佐内線」で経路の見

直し 

・「謙信公大通り線」で経路の見

直し 

■合併前上越市  

・「謙信公大通り循環線」で路線

の見直し（新たな系統を新設） 

■中郷区  

・「関山線」「岡沢線」で乗合タ

クシーの運行・導入  

■浦川原区  

・「横住線」「上柿野線」「小麦平線」「飯室線」で予約型エリア運

行バスの運行・導入  

② 

新規 路 線

の運 行 ・

既存 路 線

の見直し  

■安塚区  

・安塚区と浦川原区を結ぶ路線を

幹線バスに、安塚区内を運行す

る路線を支線バス  

・利用需要に見合った運行本数の

最適化  

・「朴の木線」の運行ルート見直

し 

■吉川区  

・吉川区と柿崎区を結ぶ路線を幹

線バス、吉川区内の路線を支線

バス 

・利用需要に見合った運行本数の

最適化  

・「鵜の浜線」「吉川西部循環線」

の運行ルート見直し  

■頸城区  

・頸城区と合併前上越市を結ぶ路

線を幹線バス、頸城区内を運行

する路線を支線バス  

■柿崎区  

・「浜線（直江津～柿崎）」「山

直海線（柿崎～原之町）」を幹

線バス、「黒岩線」「水野線」

「山直海線」は支線バス  

■板倉区  

・新井駅前～針（板倉コミュニテ

ィプラザ）の区間を幹線バス、

針（板倉コミュニティプラザ）

～各集落の間を支線バス  

 

  

■合併前上越市  

・「直江津・浦川原線」の新潟労

災病院への乗り入れ  

■頸城区  

・「黒井駅線」の黒井駅南側への

経路の見直し  

■牧区  

・「宮口線」にデマンド区間を導

入 

■柿崎区  

・「黒岩線」の一部路線を延伸、

デマンド区間の変更  

■三和区  

・「水科線」「岡田線」「真砂線」

の見直し（予定）  

③ 

目的 バ ス

の活用  

 

 

■頸城区  

・「大池線」でスクールバスへの

一般混乗の導入  

■安塚区  

・「須川・伏野線」「船倉線」「朴

の木線」「袖山線」「坊金線」

「行野線」でスクールバスへの

一般混乗の導入  

   

(2) 

利便性  

の向上  

① 

交通 結 節

点の改善  

 

■板倉区  

・コミュニティプラザを乗継拠点

として整備  

    

(3) 

利用 

促進 

 

・PR イベント（バスの日フェスタ等）、バスの乗り方教室等の開催  

・時刻表、高校生向け啓発資料の配布  

・企画乗車券の販売  

・バリアフリーに配慮した車両の導入  

「上越市地域公共交通総合連携計画（H21.3 策定）」の計画期間※うち、重点施策実施期間：H21～23 
「上越市バス交通ネットワーク計画（H24.3 策定）」※重点施策実施期間：H24～26 
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５-２． 見直しの評価 

・「上越市総合交通計画」の目標に即した視点から、「上越市地域公共交通総合連携計画」、「上越市バス交通ネットワーク計画」に基づく取組みについて評価を行った。 

 

表 ５-３ 見直しの評価 

上越市総合交通計画

で定めた基本目標  
上越市地域公共交通総合連携計画  

で定めた実施目標  
 評価の視点  

上越市地域公共交通総合連携計画による見直し評価  
（H21～H23）※上越市バス交通ネットワーク計画より引用  

上越市バス交通ネットワーク計画による見直しの評価  
（H24～26）  

①市民生活を支え、育

む公共交通を目指

す  

【目標１】  
公共交通の階層化（幹線バス・支線バスの設定）、

デマンド（予約制）バス及びコミュニティバスの

導入、利用需要に見合った運行本数の最適化、運

行ダイヤの見直しを行い、効率的かつ効果的な運

行へ改善します。  

 ①利用状況  

・実証運行実施区（H21）の平均乗車密度は、各区各路

線でバラツキがあるが、上越市全市で減少傾向である

中、当該区の乗車密度は概ね横ばい以上に留まってお

り、利用者ニーズに見合った効率運行により“下げ止

まり効果”が現れているといえる。  

・市内の路線バス等の総輸送人員は減少傾向であるもの

の、見直し以前に比べ減少が緩やかになっていること

から一定の効果が見られる。  
・また、平均乗車密度は、路線によってバラツキがある

が、見直しを行った路線では上昇もしくは横ばいとな

り、効果が見られる。  

②交流を支え、賑わい

を創出する公共交

通を目指す  

【目標２】  
公共交通の階層化に対応した円滑な乗継ぎ環境

や待合い環境を整備します。（公共交通拠点「さ

との駅の整備」）  
 

②公共交通  
の利便性  

（ｱﾝｹｰﾄ）  

・市民アンケート結果では、実証運行実施区の『新たな

公共交通導入の取り組み評価』について、｢満足｣･｢不

満｣両方の指摘があり、一概に利便性が向上したとは言

えない。  

・市民アンケート結果では、9 項目中、「バス停の位置」

「運行開始時間の適切さ」を除いた 7 項目で満足層が

不満層を下回っており、満足度は総じて低いといえる。 
・バスに対する満足度のうち、満足度の高い項目は、「バ

ス停が近い（約 5 割が満足）」「運行開始時間（早朝）

は適切である（約 2 割が満足）」である。  
・一方、9 項目中「運行本数」「運行時刻」などの 5 項目

で満足層が 1 割を下回っており、利便性が向上してい

ない。  
【目標 3】  
バス待ち環境の改善、利用環境の向上を図りま

す。（バスロケーションシステム、ＩＣカードの

導入検討）  
 

③運行の  
効率性  

・実証運行実施区の収支率は、H20 以降、上越市全市で

低下傾向である中、当該区の収支率は概ね横ばいに留

まっており、“下げ止まり効果”が現れているといえる。 

・収支率は多くの路線で低下しており、効果が出ていな

い。  
・路線バスを運行するための市補助金は、平成 25 年度で

約 3 億 4 千万円、平成 20 年度より 1 割減少したが、見

直しを開始した平成 21 年度から微増となっている。  
・このうち、市単補助路線の補助金は平成 25 年度で約 1

億 2 千万円、平成 21 年度に比べ 1 割減少している。  
・見直しによる効率性の改善は少なからずあったものの、

抜本的な改善までは至っていない。  
【目標 4】  
バス利用者が利用しやすく・わかりやすい案内・

情報提供として、バスマップ作成やインターネッ

トなどを活用した情報提供を行います。  

 
④情報提供  

の分かり  
やすさ  

 
・バスマップや総合時刻表などを作成し、利用ガイドな

ど各種公共交通に関する情報を総合的に分かりやすく

提供した。  

③環境にやさしく、コ

ンパクトなまちづ

くりを支える公共

交通を目指す  

【目標 5】  
モビリティマネジメントやノーマイカーデーな

どのバス利用を促進させる活動・取り組みを実施

し、市民意識の醸成を図ります。  

 
⑤公共交通  

に対する  
意識  

 
・公共交通のＰＲイベント（バスの日フェスタ）や周知

広報（試験運行のチラシ）等を継続的に実施し、啓発

を図ったものの、十分な利用促進には繋がらなかった。 

 
 
 
 
 

 

○人口減少や少子高齢化、モータリゼーションの普及などにより、公共交通の利用者は減少傾向にあるが、「上越市地域公共交通総合連
携計画」及び「上越市バス交通ネットワーク計画」に基づく着実な取り組みによって、減少率の改善が図られた。  

○見直しを行った路線では利用環境の向上は図られたものの、効率面や市民の意識面での課題が残されている。  
○公共交通ネットワークの再構築については、利用実態に応じたネットワークの形成が進められた。  

「上越市地域公共交通総合連携計画（H20）」「上越市バス交通ネットワーク計画（H23）」の評価  
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