資料１

議題（１）各事業の実施結果について

箕面市地域公共交通活性化協議会で承認された事項に基づき実施して
いた事業及び指示事業について、平成２３年度における実施結果を別紙１
「事業・指示事業実施結果一覧表」のとおり報告する。
（参考資料②参照）
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別紙１

事業・指示事業実施結果一覧表

※太字：平成２３年度実施

重点施策

オレンジ
ゆずるバス
交通の整備

実施結果

①バス車両購入

・平成 22 年度に７台車両購入済

②バス停設置

・平成 22 年度に 143 本設置済
・見直しに伴うバス停標柱の変更（8 月下旬）
⇒114 本表記内容張替え、39 本新設、29 本撤去
・箕面駅、市立病院にバス停標柱を方向別に追加

③実証運行

・平成 22 年度に実証運行開始
・軽微な見直し運行開始（5 月 1 日〜8 月 31 日）
・抜本的見直し運行開始（9 月 1 日〜）

オレンジ
ゆずるバスの運行
【リーディング事業】

・平成 22 年度に各種調査（OD 調査、市民、バス利用者アンケ
ート調査）
、分科会実施済

・OD 調査（12 月9 日）
・市民アンケート調査（12 月2 日）
・バス利用者アンケート調査（12 月8 日、11 日）
・市民部会（3 回）および専門部会（3 回）開催

④評価・見直し

路線バスと
オレンジ
ゆずるバス
との連携

⑤路線バスとの共通利用
(バス停の共通化、カードシステムの共通化)

・平成 22 年度にバス停、カードシステムの共通化整備済
・平成 23 年度も共通利用を継続中

⑥箕面山麓線(路線バス)と東部北ルート(新たな
バス)との役割分担

・平成 22 年度に山麓線のルート及びダイヤ調整済

⑦乗り継ぎ割引の導入
(箕面森町線との乗り継ぎ割引)

・平成 22 年度に乗り継ぎ割引の導入済
・平成 23 年度も乗り継ぎ割引を継続中

⑧競合路線における対応
(ダイヤの調整による実質的なサービスレベルの向上、利用実態 ・平成 22 年度に競合路線の OD 調査済
調査の実施)

鉄道と
オレンジ
ゆずるバス
等との連携

⑨交通案内所の設置

・平成 22 年度に阪急箕面駅舎の一部に設置済
・平成 23 年度交通案内所を観光案内もあわせて市観光協
会が運営

⑩イベント・キャンペーンの共同開催

・平成 22 年度に阪急箕面駅でイベントキャンペーンの実施済
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重点施策

実施結果

⑪主要なバス停でベンチ・上屋の設置

・平成 22 年度に市役所前、松寿荘前にベンチ・上屋、市立病院
にベンチ設置済

ハード整備に
よる利用促進

⑫車両のラッピング、アート塗装

・平成 22 年度に公募デザインによる車両ラッピング済
・バス車内におけるキャラクター装飾（平成 23 年 9 月）

⑬運行情報の提供
(バスロケーションシステムの導入)

・平成 22 年度にシステム運用開始
・平成 22 年度に電子看板の設置済
・見直し運行によるシステム変更（平成 23 年 9 月 1 日〜）
・阪急箕面駅の路上、かやの広場前に電子看板を追加設置
（平成 23 年 9 月〜）

⑭自転車駐輪場の整備

・平成 22 年度に阪急箕面駅西側駐輪場整備済

・平成 22 年度に当初の運行のバスマップ配布、Web 版バスマッ
プの作成済

・見直し運行用にバスマップを更新、全戸配布 約 60,000
部（平成 23 年 4 月下旬、8 月下旬）
・見直し運行用に Web 版バスマップを更新（平成 23 年 5
月、9 月）
・主要施設（箕面市役所、市立病院等）に常備

⑮バスマップの作成・配布
公共交通の
利用促進

⑯まちの魅力を発信する情報誌とのタ
イアップ

・平成 22 年度に３回実施済
・阪急電鉄㈱情報誌「トック」に掲載

情報による
利用促進

・平成 22 年度に当初の運行の MM 冊子配布済
・オレンジゆずるバスの乗り方パンフレット全戸配布
約 60,000 部（バスマップと同時配布、8 月下旬）
⑰モビリティ・マネジメント(ＭＭ)の実
施
・平成 22 年度に大阪大学によるワークショップなど実施済
・大阪大学と連携により、学生によるオレンジゆずるバス
を用いたバスツアー（ばすたび）を企画実施し内容をブ
ログで発信

⑱住民主体の公共交通への利用啓発運
動

・箕面如意谷住宅自治会において、自治会長作成の広告（時
刻表、バス車両イラストなど掲載）を自治会住民に配布
（平成 22 年 7 月〜継続中）

⑲商業施設等のホームページ・チラシに ・平成 22 年度に箕面 100 円商店街との連携済
バス情報の掲載
・ヴィソラホームページに掲載（平成 22 年 10 月〜継続中）
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重点施策

実施結果

連携による
利用促進

⑳エコショッピング制度の導入

・ヴィソラと連携：2000 円以上の買い物で帰りに回数券を
進呈（平成 22 年 10 月〜継続中）

21 商業施設とタイアップしたクーポン
○
付き乗車券の発売

・平成 24 年度以降に実施予定

22 自治会・各種団体等による回数券の購
○
入

・平成 24 年度以降に実施予定

23 バス車内でのミニパブリックスペー
○
スの設置

・平成 24 年度以降に実施予定

24 愛称の募集
○

・平成 22 年度に募集済

25 ノーマイカーデー（マイバスの日）の
○
実施

・平成 24 年度以降に実施予定

26 運行開始にあたってのセレモニーの
○
開催

・平成 22 年度に運行開始セレモニーの実施済

27 スタンプラリーなど参加型イベント
○
の開催

・平成 22 年度に NPO によるスタンプラリーの実施済

28 利用促進のためのキャンペーン
○

・回数券等の購入、または 10 回乗車でオリジナルグッズ
（プルバックカー付ボールペン）プレゼントキャンペー
ンの実施（平成 23 年 3 月〜8 月）

29 バス停標柱における情報提供
○

・バス停標柱内の時刻表、路線図の更新および標準所要時
刻表の追加（平成 23 年 9 月〜）

30 見直しによる変更内容周知活動
○

・かやの中央西側新設バス停の周知活動（平成 23 年 8 月）

31 箕面まつりとの連携
○

・箕面まつりにおけるブース設置（平成 23 年 7 月 30、31
日）

32 無料体験乗車の実施
○

・箕面まつりにおける体験乗車の実施（平成 23 年 7 月 30
日）
・無料お試し乗車券の配布（平成 24 年 1 月 9 日〜）

公共交通の
利用促進

イベント等による
利用促進
その他
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