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地域公共交通活性化再生法の目指すもの

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、

③面的な公共交通ネットワーク を再構築
ポイント

コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通の再編のイメージ

現 状 まちづくりと一体となった公共交通の再編 ・地域公共交通網形成計画

Ｚ

いずれのバス路線も
低頻度の運行回数

公共交通沿線へ
の居住の誘導

拠点エリアにおける循環型の
公共交通ネットワークの形成

中心駅

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

歩行空間や自転車
利用環境の整備

コミュニティバス等による
フィーダー（支線）輸送

拠点エリア

マイカーが主要な移動手段

※富山市、熊本市、豊岡市、三条市等の取組を参考として作成

公共交通空白地域

立地適正化計画

地域公共交通再編実施計画
連携

乗換拠点の
整備

拡散した市街地

好循環を実現

デマンド型

乗合タクシー等
の導入

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

病院

役場

福祉施設
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１８５件が国土交通大臣に送付

１２３団体が計画策定にかかる

具体的検討の意向

・地域公共交通再編実施計画

５件の認定

６１団体が計画策定にかかる

具体的検討の意向

(平成28年8月末現在）



○網形成計画作成のため、唐津地域を運行する全バス路線１９路線の利用者全員に対し、利用状況調査（OD
調査）を実施。乗降バス停、運転免許の有無、利用頻度、利用目的、直前・直後の移動手段等を把握。
○また、バス路線と接続する航路の利用実態、自治体・住民・タクシー事業者の意向等も、最初の段階におい
て、ヒアリングやアンケート調査を通じて把握。
○このように、地域の実態を「見える化」した上で、関係者が交通ネットワークのあり方を議論。

再編実施計画の認定を受けた唐津地域の事例(1/3)

○呼子フィーダー線

【呼子・波戸岬線】
運行回数の増加により、名護屋城等への
観光客の利便性を向上

【呼子・名護屋浜線】 【呼子・加部島線】
離島航路乗場等ニーズに比して
公共交通が不足しているエリアへの
既存路線の延伸 2



再編実施計画の認定を受けた唐津地域の事例(2/3)

○唐津市中心部の路線の再編

【市内線東コース】

唐津駅を発着とし、観光目的に特化
したルート整備

【市内線西コース】

他路線のルート変更に伴う需要を確他路線のルート変更に伴う需要を確
保しつつ、利用実態にあわせた運行
便数の適正化

【市内線南コース】

病院直通ルート等、東コースの観光
特化ルート化に伴う新たな路線を設
定することで、通院患者及び沿線住
民、さらには観光客等、利用者の
ニーズに合わせたルート整備（接続
時間の考慮も併せて実施）
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再編実施計画の認定を受けた唐津地域の事例(3/3)

○北波多線（幹線）及び久里線の
路線統合

【久里・北波多線】

通学利用がメインの路線との統合のほか、
病院の乗継拠点化、利用者数に合わせた
重複ルートの見直しや枝線化により、運行
経費を効率化
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地域のタクシーの利用実績の見える化(1/4)

○愛知県豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市で稼働する全てのデジタルタコグラフ付きタ
クシーメーター導入車両の日報データを分析することで、同地域におけるタクシーの
利用実態を「見える化」する調査研究（2014.4.1～2015.3.31のデータを使用）

（平成28年3月29日付け中部運輸局プレス発表資料より）
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地域のタクシーの利用実績の見える化(2/4)

6
（平成28年3月29日付け中部運輸局プレス発表資料より）



地域のタクシーの利用実績の見える化(3/4)

7
（「タクシーの流動分析に基づく地域公共交通ネットワーク形成に関する調査報告書」（平成28年3月、中部運輸局）より）



地域のタクシーの利用実績の見える化(4/4)

（平成28年3月29日付け中部運輸局プレス発表資料より）
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○インターネット等においては、駅名や停留所名ではなく、出発地と目的地を入力することで、適切な公共交通機関を組み合わせた経
路検索を行うことが可能となっており、交通に関する予備知識がなくても公共交通を利用しやすい環境が整いつつある。
○バスや航路はその存在自体が認識されていないケースも多く、域外からの利用者にとっては経路検索で情報がヒットしない場合、当

該地域に公共交通が存在していないことと同義。特に人口減少が進む地方部においては域外利用者等の需要の取込にも有効な
手段であることから、全国の公共交通機関を網羅した経路検索の環境整備は、地域公共交通活性化の観点から非常に重要。

Google Mapsにおける
「東京駅→山形県庁」の検索例

地図上に路線が記載されるとともに
「時刻表」等の書籍に網羅的な情報が掲載

鉄道 経路検索による案内

鉄道・バス等のシームレスな案内を実施

路線バスの見える化(1/2)

＝バスがヒットしなかった場合、
バスは存在しないものとして認識される

地図上に路線が記載されない上
網羅的に情報提供する書籍等は存在せず

域外旅客の利用は困難を極める

意識することなくバスが案内され
利用者はバスの存在を自然に認識

バス

料金 11,260円

域外旅客の取込は困難
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路線バスの見える化(2/2)

HPで案内していれば経路検索は不要？
【域外旅客が自分で調べる場合】
①目的地を運行するバス会社を調べる
②バス会社HP等で目的地までのバスを調べる。
→複数事業者がある場合、会社ごとに調べる。
→目的地と停留所名称が不一致の場合、
バス会社が提供する路線図から類推が必要
※路線図は簡略化されている場合もある。

③目的地までの時刻表を調べる。
→複数路線がある場合、路線ごとに調べる。

域外旅客にとってのハードルは極めて高い
○今後増える個人旅行客はス
マートフォンで経路検索をするこ
とが多く、時間短縮で検索結果

○いくら沿線の良さをアピールしても大半の方はサイトの上に表示された
時間の早いほうに乗ってしまう。鉄道を選ぶ最大のポイントはサイトで
上位に表示されることになりつつある。

○これは無視できない。だから1分でも2分でも早くしようと努力しています。

（参考）京阪HD

○（京阪は）2016年３月のダイヤ改正では大阪―京都間の特急
の所要時間を最大４分短縮した。

2016/06/10ロケーションビジネスジャパン「情報技術がもたらす交通サービスの新しい展開」で紹介された
加藤京阪HD社長インタビュー（2015/10/19日経MJ ）

域外旅客にとってのハードルは極めて高い
とが多く、時間短縮で検索結果
の上位に京阪が出るようになる。

○実際、ダイヤ改正後の利用客
は約３％増えた。

2016/07/13日本経済新聞電子版
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北海道 全国

未対応 1～2社 3社以上

北海道の対応状況
車両数30両以上の事業者の経路検索対応状況

2016年4月1日現在
公共交通政策部調べ

○運輸局では経路検索事業者の担当者をご紹介
しています。

○運輸局(交通政策部交通企画課)またはお近く
の運輸支局までお問い合わせ下さい！
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http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr1_000014.html



旭川における実証実験とデータ収集・分析ツールの改良

○旭川市内を運行する（旭川電気軌道(株)、道北バス(株)）からＩＣカードのデータの提供を頂く。
○２社の路線網に対応したエリアのモバイル空間統計を購入。

○今年度の事業で以下のシステム改良を実施
・入力作業の容易化のため、入力フォーマットの見直し
・ＯＤデータ等、出力データをより分かりや
すく表示
・個別路線の収支について、過去のデー
タとの比較可能化タとの比較可能化

○客観的なデータに基づく精度の高い分
析により、潜在需要を把握

○当該需要と現行サービス供給との間の
ギャップの可視化
○以上を踏まえた「改善策の提案」という
一連の分析手法の確立
○実証実験後、システムの専門家でなく
ても、バス事業者自らが継続的に分析
できるツールの確立 12

旭川電気軌道㈱
の路線

概
略
図



旭川市内の商業施設がバスの待合室に！
～バス会社と商業施設との連携による実証実験～

旭川市内の商業施設がバスの待合室に！
～バス会社と商業施設との連携による実証実験～

旭川市内の下記に示す商業施設で、バスロケーションシステムの表示モニターや路線バスの時刻表等を設置し、利用者の利便性を向上します。

イオンモール旭川駅前 アモールショッピングセンター

コープさっぽろ（４条通り店）

セイコーマートさま
設置調整中

下のマークが目印です。

イオン（旭川春光店）
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「ひと・もの」協働輸送プロジェクト

～ 路線バス車両による旅客・貨物の同時輸送 ～

「ひと・もの」協働輸送プロジェクト

～ 路線バス車両による旅客・貨物の同時輸送 ～

足寄営業所→陸別町のケース
のオペレーション概要

足寄営業所→陸別町のケース
のオペレーション概要

実験前 実験

道北地区

十勝地区

帯広市

陸別町

足寄町

・ 交 政 部 ・ 自 交 部 ・ 技 安 部
・ 旭 川 運 輸 支 局 ・ 帯 広 運 輸 支 局

陸別町内陸別町内

足寄
営業所

午前到着便

午後到着便

①午前到着便荷物

③午後到着便荷物

②午後便回収

実験前

足寄
営業所

Ⅰ午前到着便荷物

実験

午後便回収

Ⅲ午後到着便荷物等をバス輸送

帯広ベース

Ⅱきめ細かい集配
サービス向上

午前到着便

午後到着便

帯広ベース

14→H28.9.4より本格運行へ



本日のお話のまとめ

地域公共交通活性化を考える上で、「見える化」
はキーワードの一つ

• 網形成計画や再編実施計画を検討する際は、①地方公共団体
が中心、②まちづくりと連携、③面的なネットワークに加え、④地
域の実態を「見える化」して議論することも重要域の実態を「見える化」して議論することも重要

• 「見える化」を図るために、ICTに着目し、デジタコ付きタクシーメ
ーター、ビッグデータなどを活用する調査研究も進められている

北海道の実態を踏まえて、多様な地域公共交通
活性化の取組が行われている
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