
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

地域公共交通活性化再生法の制度概要〔応用編〕

平成29年11月20日
北陸信越運輸局

交通政策部 交通企画課

平成29年度地域公共交通アドバンスセミナー

北陸信越運輸局
公共交通政利用促進キャラクター「 のりたろう」

〔第３版（新潟会場）〕



目次

1

１．地域公共交通網形成計画とは〔応用編〕

① 定量データ等に基づく現状分析
② 計画区域内の公共交通の課題の抽出・分析
③ 計画区域内の公共交通の将来像の検討
④ 具体的な事業の検討
⑤ 計画の達成状況に関する評価方法の検討

２．地域公共交通再編実施計画とは〔基礎・応用編〕

３．地域公共交通の活性化・再生の将来像／高齢者の移動手段の確保

４．その他

５．最後に

別冊：参考資料 （平成29年度地域公共交通スタートアップセミナー資料）

（「高齢者の移動手段確保に関する検討会」（２９年６月）中間とりまとめ本体・参考資料）

北陸信越運輸局



１．地域公共交通網形成計画とは［応用編］

2

北陸信越運輸局



説明に入る前に･･･

乗継円滑化

海上運送高度化

3

北陸信越運輸局

〇 本日の説明の目的は、「応用編のセミナー」という性質を踏まえて、平成29年度地域公

共交通スタートアップセミナー（５月開催。基礎編）で説明した「質の高い地域公共交通網

形成計画」の作成（⇒別冊（参考資料）35・36頁）をさらに促進する観点から、全国で既に

300を越える地域公共交通網形成計画を例として具体的に示しながら、実際の計画検討

の手順に沿って、「質の高い地域公共交通網形成計画」の検討のモデル（案）を提示しよ

うとするものである。ここでは特に分析・検討手法に着目している。

（注意事項）
・ モデル（案）としているとおり、この他にも「質の高い地域公共交通網形成計画」に該当するケースもあり得る

ことから、各自治体は本モデル（案）に拘束されるものではない。
・ 実際の路線の再編等については、交通事業者との協議、住民説明会等による地域との合意形成等が必要と

なるが、これらの点については捨象している。



北陸信越運輸局【参考】全国における地域公共交通網形成計画・再編実施計画の策定状況①

■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（平成２６年１１月）以降、平成２９年９月末までに、３２８件の地域公共交通
網形成計画が策定され、２１件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定

※１１７の地方公共団体が、
平成２９年度中に地域公共交通
網形成計画の策定を検討中

再編実施計画について、
・既に認定を受けた団体：桃色
・策定意向のある団体 ：クリーム色

北海道 函館市　26.6；678 岩手県 八幡平市　2.8；420 宮城県 大崎市　13.3；797 茨城県 水戸市　27.1；217 栃木県 真岡市　8.0；167 千葉県 東金市　6.1；89 富山県 高岡市　17.2；210

深川市　2.2；529 釜石市　3.7；440 栗原市　7.0；805 日立市　18.5；226 大田原市　7.5；354 鴨川市　3.4；191 黒部市　4.1；426

岩見沢市　8.4；481 宮古市　5.7：1259 石巻市　14.7；555 下妻市　4.3；81 鹿沼市　9.8；491 君津市　8.6；319 富山市　41.9；1242

千歳市　9.6；595 北上市　9.4；438 白石市　3.5；286 八街市　7.1；75 魚津市　4.3；201

釧路市　17.5；1363 滝沢市　5.5；182 気仙沼市　6.5；332 南房総市　3.9；230 小矢部市　3.0；134

美唄市 2.3；278 花巻市　9.8；908 山形県 山形市　25.4；381 塩谷町　1.1；176 佐倉市　17.3；104

帯広市　16.9；619 岩手町　1.4；360 酒田市　10.6；603 益子町　2.3；89 大網白里町　4.9；58

岩内町　1.3；71 大槌町　1.2；200 鶴岡市　13.0；1312 神栖市　9.5；147 那須町　2.5；372 長南町　0.8；66

白糠町　0.8；773 秋田県 秋田市　31.6；906 行方市　3.5；222 茂木町　1.3；173 大多喜町　1.0；130 長野県
松本市・山形村
25.1；1003

白老町　1.8；426 湯沢市　4.7；791 牛久市　8.4；59 群馬県 太田市　22.0；139 東京都

仁木町　0.3；168 鹿角市　3.2；708 稲敷市　4.3；206 埼玉県 熊谷市　19.9；160

安平町　0.8；237 小国町　0.8；738 土浦市　14.1；123 春日部市　23.3；66

斜里町　1.2；737 福島県 福島市　29.4；768 龍ケ崎市　7.8；79 上尾市　22.5；46 神奈川県 藤沢市　42.4；70

音更町　4.5；466 大仙市　8.3；867 潮来市　2.9；71 越谷市　33.7；60 海老名市　13.0；27

青森県 青森県　130 .8；9646 仙北市　2.8；1094 つくば市　22.7；284 入間市　14.8；45 大和市　23.3；27 上田市　15.7；552

八戸市　23.1；306 にかほ市　2.5；241 郡山市　335；757 鹿嶋市　6.8；106 草加市　24.7；27 真鶴町　0.7；7 佐久市　9.9；424

弘前市　17.7；524 北秋田市　3.3；1153 伊達市　6.2；265 桜川市　4.3；180 小川町　3.1；60 山梨県 甲州市　3.2；264 小諸市　4.3；99

三沢市　4.1；120 潟上市　3.3；98 南相馬市　5.8；399 筑西市　10.5；205 鳩山町　1.4；26 新潟県 柏崎市　8.7；442 駒ヶ根市　3.3；166

五城目町　0.9；215 喜多方市　4.9；555 高萩市　3.0；194 吉見町　2.0；39 佐渡市　5.7；856 長野市　37.8；835

藤里町　0.3；282 棚倉町　1.4；160 寄居町　3.4；64 上越市　19.7；974 箕輪町　2.5；86

鰺ヶ沢町　1.0；343 美郷町　2.0；168 石川町　1.6；116 東秩父村　0.3；37 魚沼市　3.7；947 信濃町　0.8；149

楢葉町　0.1；104 五霞町　0.9；23 長岡市　27.5；891 木曽町  1 .2；476

西郷村　2.0；192 城里町　2.0；162 阿賀野市　4.3；193 中川村　0.5；77

大子町　1.8；326 糸魚川市　4.4；746 高山村  0 .7；99

東海村　3.8；38 新発田市　9.9；533 大桑村  0 .4；234

見附市　4.1；78

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町　9.0；700

会津若松市　12.4；
383

常陸太田市　5.2；372

かすみがうら市　4.2；
157

五所川原市　5.5；404

東京都・中央区・港区・江
東区　88.3；71

ひたちなか市　15.6；
100

由利本荘市　8.0；
1210

宇都宮市・芳賀町
53.4；487

高岡市・氷見市・砺波市・
南砺市
（城端・氷見線沿線地域）

32 .0；1236

飯田市・松川町・高森町・
阿南町・阿智村・平谷村・
根羽村・下條村・売木村・
天龍村・泰阜村・喬木村・
豊丘村・大鹿村　16.2；
1929

4

〔凡例〕

人口〇万人；面積〇㎢

表中の数字は以下のことをそれぞれ示している。

※ 表中では、それぞれ単位は省略している。

（出典）平成27年国勢調査



北陸信越運輸局【参考】全国における地域公共交通網形成計画・再編実施計画の策定状況②

福井県 静岡県 下田市　2.3；104 三重県 津市  28 .0；711 滋賀県 福岡県 福岡市　153 .9；343 熊本県 熊本市・嘉島町　75.0；407

伊豆市　3.1；364 四日市市　31.1；206 北九州市　96.1；492 八代市　12.7；681

御殿場市　8.8；195 伊勢市  12 .8；208 甲賀市　9.1；482 広島県 三原市　9.6；472 久留米市　30.5；230 水俣市　2.5；163

松阪市  16 .4；624 大阪府 河内長野市  10 .7；110 三次市　5.4；778 中間市　4.2；16 合志市　5.8；53

伊賀市  9 .1；558 奈良県 奈良県  136 .4；3691 広島市　119 .4；907 筑紫野市　10.1；88 人吉市　3.4；211

名張市  78 .8；130 宇陀市  3 .1；248 東広島市　19.3；635 行橋市　7.1；70 大津町　3.3；99

尾鷲市  1 .8；192 五條市  3 .1；292 廿日市市　11.5；489 朝倉市　5.2；247 美里町　1.0；144

鯖江市  6 .8；85 湖西市  6 .0；87 鳥羽市  5 .0；191 広陵町  3 .3；16 江田島市　2.4；101 豊前市　2.6；111 和水町　1.0；99

岐阜県 岐阜市　40.7；204 藤枝市  14 .4；194 紀北町  1 ,6；257 鳥取県 北広島町　1.9；646 飯塚市　12.9；214

高山市  89 .2；2178 小山町  1 .9：136 和歌山県 橋本市  6 .4；130 坂町　1.3；16 糸島市　9.6；216

恵那市・中津川市
13.0；1181

愛知県 豊橋市　37.5；262 京都府 木津川市  7 .3；85 大崎上島町　0.8；43 嘉麻市　3.9；135

羽島市  6 .7；54 岡崎市　38.1；387 福知山市  7 .9；553 安芸太田町　0.6；342 宗像市　9.7；120

美濃加茂市  5 .5；75 一宮市  38 .1；114 神石高原町　0.9；382 岡垣町　3.2；49 大分県

土岐市　5.8；116 豊川市　18.2；161 山口県 宇部市　16.9；287 久山町　0.8；37

各務原市　14.5；88 日進市  8 .8；35 周南市　14.5；656 那珂川町　5.0；75

関市　8.9；472 田原市　6.2；191 島根県 光市　5.1；92 芦屋町　1.4；12

多治見市  11 .0；91 弥富市  4 .3；49 長門市　3.5；357 遠賀町　1.9；22

飛驒市  2 .5；793 清須市  6 .7；17 美祢市　2.6；473 佐賀県 佐賀県　83.3；2441

海津市  3 .5；112 長久手市  5 .8；22 江津市  2 .4；268
佐賀県・唐津市・玄海町
12.9；524

別府市　12.2；125

豊田市  42 .3；918 松江市  20 .6；573 伊万里市　5.5；255 大分市　47.8；502

蒲郡市  8 .1：57 大田市  3 .5；436 下松市　26.9；716 鹿島市　3.0；112 杵築市　3.0；280

東海市  11 .2；43 香川県 高松市　42.1；375 小城市　4.4；96 中津市　8.4；492

西尾市  16 .8；161 兵庫県 豊岡市  8 .2；698 吉野ヶ里町　1.6；44 臼杵市　3.9；291

新城市  4 .7；499 姫路市  53 .6；534 上峰町　0.9；13 豊後大野市　3.7；603

豊明市  6 .9；23 神戸市  153 .7；557 愛媛県 東温市　3.5；211 長崎県 佐世保市　25.5；426 竹田市　2.2；478

東郷町  4 .3；18 加古川市  26 .7：138 西予市　3.9；514 五島市　3.7；420 宇佐市　5.6；439

豊山町  1 .5；6 加東市  4 .0；158 岡山県 井原市  4 .1；244 愛南町　2.2；239 対馬市　3.1；709 九重町　1.0；273

武豊町  4 .2；26 たつの市  7 .7；211 高梁市  3 .2；547 高知県 高知市　33.7；309 大村市　9.3；127 宮崎県

南知多町  1 .9；38 小野市  4 .9；93 瀬戸内市  3 .7；125 宿毛市　2.1；286 松浦市　2.3；131

東浦町  4 .9；31 玉野市  6 .1；104 田野町　0.3；7

飛島村  0 .4；22 倉敷市  47 .7；356 佐川町　1.3；101 えびの市　2.0；283

津山市  10 .4；506 津野町　0.6；198 都城市　16.5；653

真庭市  4 .6；829 徳島県 小松島市　3.9；45 小林市　4.6；563

久米南町  0 .5；79 つるぎ町　0.9；195 門川町　1.8；121

鹿児島県 薩摩川内市　9.6；683

鹿屋市　10.4；448

日置市　4.9；253

姶良市　7.5；231

南さつま市　3.5；284

鹿児島市　60.0；548

霧島市　12.6；603

沖縄県 南城市　4.2；50

山陽小野田市　6.3；133

小豆島町・土庄町　2.9；
170

設楽町・東栄町・
豊根村　1.0；553

彦根市・愛荘町・豊郷町・
甲良町・多賀町
15.6；392

福井市・鯖江市・越前市・越前
町（福井鉄道沿線地域）　43 .7；
1005

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町
27.3；956

宮崎県・日向市・門川町・美郷
町・諸塚村・椎葉村　９；1631

京都府・笠置町・和束町・
南山城村
（JR関西本線沿線）

0 .8；153
京都府・兵庫県・福知山
市・舞鶴市・宮津市・京丹
後市・伊根町・
与謝野町・豊岡市
（北タンゴ鉄道沿線地域）

34 .3；2437

人吉市・錦町・多良木町・

湯前町・水上村・相良村・

五木村・山江村・球磨村

あさぎり町　8.9；1,537

大分県・竹田市・豊後大野市・臼
杵市　9.8；1372

大分県・佐伯市・津久見市　９；983

笠岡市（岡山県）
福山市（広島県）　51 .5；655

京都府・綾部市・南丹市・
京丹波町
（JR山陰本線沿線）

8 .1；1267

長崎県・諫早市・雲仙市・島
原市・南島原市

鳥取県・米子市・境港市・
日吉津村・大山町・南部
町・伯耆町・日南町・日野
町・江府町
23.7；1208

鳥取県・鳥取市・岩美町・
若桜町・智頭町・八頭町
23.3；1518

三木市・小野市・神戸市
166.3；826

福井市・大野市・勝山市・あわら
市・坂井市・永平寺町　46.2；
2083
（えちぜん鉄道沿線地域）

大分県・中津市・宇佐市・豊後高
田市16.3；1137

島根県、江津市、川本
町、美郷町、邑南町、広
島県、三次市、安芸高田
市
（三江線沿線地域）
12.7；2393

島根県・松江市・
出雲市
（一畑電車沿線地域）

37 .8；1197

5

〔凡例〕

人口〇万人；面積〇㎢

表中の数字は以下のことをそれぞれ示している。

※ 表中では、それぞれ単位は省略している。

（出典）平成27年国勢調査



【参考】管内四県における地域公共交通網形成計画・再編実施計画の策定状況

※ いずれも平成29年10月末現在の情報。
（北陸信越運輸局交通政策部交通企画課調べ。）

地域公共交通網形成計画策定済み（～29年10月）

地域公共交通網形成計画策定中（29・30年度）
※ 今後、追加の可能性がある。

地域公共交通再編実施計画策定・認定済み

北陸信越運輸局

【参考】管内四県毎の網形成計画の策定数・率、
策定予定数

策定済
（～29年10月）

策定中
（29・30年度）

新潟県 30.0％（９市） ３市町

長野県 35.0％（27市町村） １市

富山県 53.3％（８市） １市

石川県 0％ ２市町

6



「質の高い地域公共交通網形成計画」 の考え方（案）

乗継円滑化

海上運送高度化

7

北陸信越運輸局

① 公共交通の課題抽出を見据えた、多角的な観点からの定量データ等に基づく精緻な現状分析

② 計画区域全体の公共交通の課題及びよりミクロな単位での公共交通の課題の抽出・分析

③ 交通ネットワークの将来像の具体化

④ よりミクロな単位での公共交通の課題に対する事業の具体化

⑤ 計画の達成状況に関する評価方法の具体化

〇 計画の記載事項から明らかなとおり、網形成計画は「ビジョン＋実施事業」で構成され、可能な限り実施事業
としての具体性を確保することが必要不可欠。

〇 しかしながら、全国の計画事例の中には、今後の事業の方向性すら示せず、実施事業も抽象的なものにとど

まってしまうことにより、実効性が担保されず、結果として、市町村区域内における公共交通の課題の根本的な
解決につながっていないと見られる例が散見。

〇 全国で既に300を越える地域公共交通網形成計画を分析したところ、この原因の一つとしては、マクロ（区域

全体）な観点からの現状・課題の表面的な「整理」に終始してしまい、その要因・理由の「分析」すら一切なされて
おらず、この結果として、それに対応する実施事業もマクロ（区域全体⇒漠然・抽象的）な観点からの施策（×
「事業」）の提示に終始していることが影響しているものと考えられる。

〇 このため、より質の高い計画の作成に向けては、現状分析から実施事業の検討・評価方法の検討に至るまで、

マクロ（区域全体）・ミクロ（個所毎。細分化。･･･）の両面から検討し、要因・理由も含めて分析を深化させて（掘
り下げて）いくことが必要不可欠。

従って，･･･

※ 前提として計画策定の目的も事前にしっかりと内部で議論 ⇒別冊（参考資料）35・36頁

キーワード ･･･ 「マクロ・ミクロ」 「定量化・具体化・細分化・深化」

※ 「分析」＝ある物事を分解して、それを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること（広辞苑より）



質の高い地域公共交通網形成計画の検討のモデル（案）

乗継円滑化
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①定量データ等に基づく現状分析

②現状分析に基づく
計画区域内の公共交通の
課題の抽出・分析

③計画区域内の公共交通の
将来像の検討

④公共交通の将来像及び課題を
踏まえた具体的な事業の検討

【ポイント】※一例
・ 地形・地勢状況、人口・世帯分布状況、主要な施設の立地状況の整理【区域内の基礎情報】
・ 計画区域内の公共交通路線図の一元的な整理（バス・鉄道・スクールバス・タクシー等）【全路線の俯瞰】
・ 詳細な利用状況（路線毎の利用者数、停留所毎の乗降客数、通勤通学時間・昼間等の時間帯に応じた利

用者数等）の把握【利用状況（顕在需要）】
・ 詳細な財政状況（路線毎の財政支出状況・収支率）の把握【財政状況】
・バス事業が成立するエリアの導出【公共交通の持続可能性の考慮】
・ アンケート調査による利用者ニーズ・ODの把握、潜在需要と顕在需要の把握【潜在需要】
・ 公共交通カバー率、主要施設へのアクセシビリティ【サービス水準】

【ポイント】※一例
・ ミクロな視点からの公共交通の課題の抽出及び要因分析、対応の方向性の検討

（利用低迷の理由の一例）
・交通モード同士の競合、利用者のニーズとのミスマッチ（路線の長大化による利便性の低下･･･） ･･･

【ポイント】※一例
・ まちづくり、観光等の地域戦略の整理及びこれらの地域戦略との連携
・ 計画区域の交通ネットワークの具体的な将来像の設定・提示

【ポイント】※一例
・より ミクロな単位での課題に応じたあらゆる事業実施の可能性の検討

（施策例：スクールバス等の路線バスへの一本化を始めとする競合の解消、幹線・支線への分割、利用者
ニーズに合わせたルート・運行形態の見直し･･･）

【視点】民間⇒行政⇒地域、既存⇒新規 ･･･
・ 具体的な事業、事業の方向性の具体化
・ 利用促進、利用定着に向けた施策、モビリティマネジメントの検討
・ アクションプランの検討

⑤計画の達成状況に関する
評価方法の検討

【ポイント】※一例
・ 具体的な数値目標の設定
・ 具体的なPDCAサイクルの設定

海上運送高度化

差がつく
ポイント

全国300の計画を分
析し、特に差がつい
ているポイントに付記
（次頁以降に付記）



① 定量データ等に基づく現状分析
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※ここで示すのは一例であり、実際には、多角的な観点から検討していく必要がある。



～①定量データ等に基づく現状分析～

地形・地勢状況の整理

10
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〇地形・地勢状況を的確に把握・整理することにより、例えば、①交通モードの選択（ex：自転車の活用 ･･･）、②
車両の選択（ex：大型車両 or （急勾配の坂が多い場合は）小型車両 or  ･･･）、③公共交通の勢圏（ex：急勾
配が多い地域については、バス停から100ｍの距離を設定して、公共交通カバー率を算定）等の検討に活用
することが可能に。

【出典：新潟県糸魚川市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）資料編６頁】 【出典：富山県富山市地域公共交通網形成計画（平成28年９月）６頁・164頁】

＜地形・地勢状況の整理の例①＞ ＜地形・地勢状況の整理の例②＞

（富山市の自転車シェリング事業）



～①定量データ等に基づく現状分析～

人口・世帯分布状況の整理
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〇 公共交通の主な利用者層・ターゲット（ex：高齢者 or 高校生 or ･･･）を見定めた上で、そのターゲットの分布
状況を把握することにより、公共交通サービスを提供すべき地域が明確に。

【例①・②】以下の例では、国勢調査データを基に、地図上にメッシュ別人口（老年）を重ね合わせることで、ターゲットの分布状況を一元
的に把握可能。（箕輪町の計画では、この他に若年者のメッシュ人口についても整理）〔北信局：注〕経年変化（５年後の人口分布、
等）も加味しておく必要。

◎≪＋α≫集計データ（マクロデータ）に加えて、アンケート調査により個々の住民の住所・年齢・免許保有の有

無・同居人の有無等の個人データ（ミクロデータ）を把握し、双方のデータを組み合わせることで、より精緻な需
要予測を行うことが可能に。

【出典：茨城県行方市地域公共交通網形成計画（平成28年３月）５頁】 【出典：長野県箕輪町地域公共交通網形成計画（平成29年３月）５頁】

＜人口・世帯分布状況の整理の例①＞ ＜人口・世帯分布状況の整理の例②＞



～①定量データ等に基づく現状分析～

主要な施設の立地状況の整理
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〇 公共交通の主な利用者層・ターゲットの目的地となる主要な施設について、その立地状況を地図上で整理す
ることにより、公共交通の路線再編の検討が容易に。

〇 特に「主要な施設」については、市町村担当者の「現場感覚」だけに頼るのではなく、アンケート調査から導出
される公共交通利用者の目的地等を集計することにより、定量的な分析・議論を行うことが重要。

【例】アンケート調査結果より公共交通利用者が立ち寄る施設を集計するとともに、当該施設を地図上にプロットする
ことにより、位置関係を明確化。

〔北信局：注〕全国の網形成計画の半数以上は、主要な公共施設を地図にプロットするのみ。

【出典：栃木県塩谷町地域公共交通網形成計画（平成29年３月）９頁】

＜主要な施設の立地状況の整理の例＞



～①定量データ等に基づく現状分析～

計画区域内の公共交通路線の一元的な整理

乗継円滑化
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【出典：青森県五所川原市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）32頁】

〇 計画区域内の公共交通路線を地図で一元的に整理すると、交通モード間の形状の重複状況が明確となり、
交通モード間の競合状況の検討が容易に。（別途、ダイヤ等の観点からの競合状況の精査が必要。）

〇 その際には、計画検討対象となる交通モードを可能な限り網羅的に整理することが重要。

【例】下記の計画では、路線バス・鉄道に加えて、スクールバス、行政連絡バス等の定路線の交通モードについて幅
広く地図で一元的に整理した上で、重複状況を把握（※定路線ではないタクシー等については別途整理）

【出典：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
作成のための手引き（第3版）（平成28年３月）入門編19頁】

＜公共交通路線の一元的な整理の例＞＜参考：計画の検討対象となる交通モード＞



～①定量データ等に基づく現状分析～

詳細な利用状況の把握
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〇 できる限り詳細に公共交通の路線毎の利用状況（ex：バス停・駅毎の乗降客数、バス停・駅間の通過乗客数、
便毎の利用者数･･･）を整理することにより、課題の抽出・分析、実施事業の検討が容易に。

【例①・②】バス停毎の乗降客数及びそれを踏まえたバス停の区間別通過乗客数、路線・便毎の利用者数を整理する
ことにより、特に利用の少ないバス路線の区間・時間帯を抽出することが可能。

〔北信局：注〕これと同様の分析を行うことにより、当該区間が財政負担増に影響しているとともに、路線廃止・距離縮
小、当該区間・便のデマンド化（予約制導入）等の事業実施の基礎的な情報として活用可能。

【出典：大分県別府市地域公共交通網形成計画（平成28年3月）35頁】

＜詳細な利用状況の把握の例①＞ ＜詳細な利用状況の把握の例②＞

【出典：佐賀県唐津地域公共交通網形成計画（平成27年7月）7-20頁】



～①定量データ等に基づく現状分析～

詳細な財政状況の把握
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〇 できる限り詳細に公共交通の路線毎の財政状況（ex：経常費用、経常収益、収支率）を整理することにより、
課題の抽出・分析、実施事業の検討が容易に。

【例①・②】路線毎の経常費用・経常収益・収支率を整理した上で、特に収支率30％未満の路線を抽出。②ではこれに
加えて、財政負担額の推移、国補助・市補助毎に路線を分類した上で、分析。

【出典：新潟県佐渡市地域公共交通網形成計画（平成27年6月）51頁】

＜詳細な財政状況の把握の例①＞ ＜詳細な財政状況の把握の例②＞

【出典：青森県五所川原市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）36・37頁】



～①定量データ等に基づく現状分析～

バス事業が成立するエリアの導出

乗継円滑化
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【出典：茨城県日立市地域公共交通網形成計画（平成28年３月）18・19頁】

〇 現状分析においては基礎的な複数の情報を適切に組み合わせる（「分析する」）ことにより、今後の方向性等
を導く重要なデータとなり得る可能性がある。（以下は、「バス事業成立エリア」を導出した事例。） ※次頁以降も参照。

【例】路線バスの利用状況、人口密度等のデータを基に、「バス事業が成立するエリア」を導出。これを基にしながら、計画区域内を複
数のエリアに分割し、それぞれのエリアの方向性を提示。

＜バス事業が成立するエリアの導出の例＞

【出典：日立市地域公共交通網形成計画
（平成28年３月）69頁】

導出された「バス事業成
立エリア」を基にしながら、
エリア毎の対応の方向
性を整理。

参考

※ 「バス事業成立エリア」の経年変化（５・２５年後）
についても分析。



～①定量データ等に基づく現状分析～

アンケート調査による利用者ニーズ・ODの把握
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〇アンケート調査を通じて、利用者の利用が伸び悩んでいる要因等を分析しつつ、利用者ニーズ及び移動状況
を把握することにより、路線再編の方向性及び具体的な路線再編を検討することが可能に。

【出典：北海道千歳市交通戦略プランPart1（地域公共交通網形成計画）（平成28年３月）38～48、50、60頁】

＜アンケート調査による利用者ニーズ・ＯＤの把握の例＞

エリア毎に整理した、
①移動状況（ＯＤ）、
②移動ニーズ、
③満足度を基にした要因
分析、
に基づき、再編の方向性
及び再編案を整理。

参考

路線再編の方向性

路線再編の案



乗継円滑化

海上運送高度化
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【出典：長野県箕輪町地域公共交通網形成計画（平成29年３月）40頁】

【出典：長野県箕輪町地域公共交通網形成計画（平成29年３月）45頁】

〇 調査データを組み合わせることにより、潜在需要と顕在需要を簡易に把握することが可能。
〇 潜在需要と顕在需要の間にギャップがある場合は、その要因を分析することにより、課題の抽出・分析につな

げていくことが可能。（最終的には、実施事業により、できる限り「潜在需要」を取り込んでいく姿勢が重要。）

【例①・②】アンケート調査により把握した「最寄りバス停世帯数」、国勢調査で示された「老年人口」を潜在需要として捉
え、顕在需要であるバス停別乗降客数と比較。

～①定量データ等に基づく現状分析～

潜在需要と顕在需要の把握

＜潜在需要と顕在需要の把握の例①＞ ＜潜在需要と顕在需要の把握の例②＞

※ 同計画46頁では、「年少人口」についても、「老年人口」と同様の方法で分析。



～①定量データ等に基づく現状分析～

交通サービス水準の把握
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【出典：長野県佐久市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）17頁】

〇 公共交通の具体的な課題を抽出するために、交通サービス水準を把握することが有効。

＜交通サービス水準の把握の例①＞（公共交通カバー率）

【出典：長野県佐久市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）18頁】

＜交通サービス水準の把握の例②＞
（主要施設へのアクセシビリティ）

※目的地別に、通勤・通学・通院・買い物の目的毎のアクセス可能性について分析。

【例①】人口分布図と公共交通カバー圏（鉄道駅・バス路線からそれぞれ
一定の距離を同心円状に示したもの）を重ね合わせて、「公共交通カ
バー率」を把握。⇒ カバーされていない地域への対応を検討

【例②】「行きたい時間帯に行きたい場所にアクセスできているか」を把握
する観点から、「主要施設へのアクセシビリティ」の状況を把握。
⇒ アクセスできない路線が存在する場合は、これへの対応を検討。



② 計画区域内の公共交通の課題の抽出・分析
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※ここで示すのは一例であり、実際には、多角的な観点から検討していく必要がある。



乗継円滑化
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〇現状分析を踏まえて抽出された公共交通の課題（ex：利用者の減少、補助金支出額の増加、･･･）について、そ
の要因・理由を含めて網羅的に分析することで、より具体的な実施事業の検討に活用することが可能に。

【例】現状分析を踏まえて、交通モード・路線毎に利用者低迷・補助金支出増加の要因をあらゆる観点から網羅的に分析した上で、具体
的な実施事業の検討に活用している。具体的には、一定の路線の利用低迷が財政負担額増を惹起していることや、八代駅を経由し
ないことが利用者ニーズとのミスマッチを引き起こし、それが利用低迷の原因となっている可能性があること等、課題の要因を分析。

～②計画区域内の公共交通の課題の抽出・検討～

よりミクロな単位での課題の抽出及び要因分析

４-１路線バスに関する問題点
（１）サービス水準に対して利用者が顕著に少ない路線が存在
（２）複数の路線が重複し、運行頻度が過剰になっている区間が存在
（３）利用者の移動ニーズとの食い違いによる利便性の阻害や利用の低迷
（４）運賃設定や市中心部へのアクセス性などに関する地域間の格差

４-２乗合タクシーに関する問題点
（１）予約運行便における設定便数と利用状況とのバランスの乱れ

（２）サービス水準に対して利用者が少ない定期運行便が存在

４-３乗り継ぎに関する問題点
（１）適正な乗り継ぎ時間の確保が不十分な交通結節点が存在
（２）円滑に乗り継ぎ可能な環境が整っていない交通結節点が存在

４-４公共交通不便地域の状況
（１）人口集積が顕著なエリアにも公共交通不便地域が存在
（２）公共交通不便地域が薄く広く分布するエリアが存在
（３）その他、比較的人口が多い公共交通不便地域が存在

【出典：熊本県八代市地域公共交通網形成計画（27年３月策定・29年３月変更）
49～61頁】

差がつく
ポイント

【出典：鹿児島県薩摩川内市地域公共交通網形成計画（28年３月策定）
4-6～4-11頁】

＜ミクロな単位での課題の抽出の例＞ ＜ミクロな単位での課題の要因分析の例＞

区域全体の課題に加
え、各所毎の課題を網
羅的に抽出。

一つ一つの課題の要因・理
由を含めて深掘りしていくと、
対応すべき課題がより明確
に。



～②計画区域内の公共交通の課題の抽出・検討～

よりミクロな単位での課題への対応の方向性の検討

乗継円滑化

22

北陸信越運輸局

【出典：長崎県対馬市地域公共交通網形成計画（平成27年３月）109頁】

〇 現状分析及び課題の要因分析を踏まえて、課題毎・要因毎の対応の方向性について検討。（⇒P28参照）

【出典：青森県五所川原市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）50頁】

＜ミクロな単位での課題への対応の方向性の検討の例①＞

＜ミクロな単位での課題への対応の方向性の検討の例②＞
【例①・②】いずれの計画においても、路線毎の課題・要因に

対応する今後の対応の方向性等について検討した上で、
地図上に整理・明示。



③ 計画区域内の公共交通の将来像の検討

23

北陸信越運輸局

※ここで示すのは一例であり、実際には、多角的な観点から検討していく必要がある。



24

北陸信越運輸局

〇まちづくり、観光等の地域戦略との連携を図っていくことが必要不可欠。

【例①】関連計画・上位計画より「まちづくりの課題」と「公共交通の課題」を整理し、公共交通の形成（「手段」）によりどのようなまちづくりの
課題の解決（「目的」）に具体的に貢献できるのかを分析・整理。

【例②】都市計画マスタープラン（都市マス）で区分された９地域毎に、都市マスで示された地域特性等を整理（左図）。その上で、都市マス
で示された拠点地区（都市拠点・都市機能拠点・地域拠点）を中心とした、あるべき交通ネットワークの考え方・方向性について整理。

～③計画区域内の公共交通の将来像の検討～

まちづくり、観光等の地域戦略の整理及びこれらの地域戦略との連携

乗継円滑化

【出典：広島県東広島市地域公共交通網形成計画（平成27年6月策定・29年6月改正）
32～34頁】

＜地域戦略との連携の例②＞＜地域戦略との連携の例①＞

【出典：愛知県東海市地域公共交通網基本構想・形成計画
（平成28年3月策定）58～66頁】



～③計画区域内の公共交通の将来像の検討～

計画区域の交通ネットワークの具体的な将来像の設定・提示

乗継円滑化

25

北陸信越運輸局

〇 個々の具体的な実施事業に加えて、サービス水準を含めて、計画区域の交通ネットワークの具体的な将来
像を設定・提示することにより、公共交通の利用者が享受できるサービス内容が明確に。

【例】交通ネットワークの具体的な将来像を設定するだけではなく、最低限保障されるサービス水準についても明確化。
本事例では、バスから鉄道への乗換え及び鉄道からバスへの乗換えによる有機的な交通ネットワークを構築。

【出典：岐阜県恵那市・中津川市 明知鉄道沿線地域公共交通網形成計画（平成27年11月）34頁】

【出典：明知鉄道沿線地域公共交通網形成計画（平成27年11月）4・5頁】

【出典：中部運輸局（平成29年３月）
「地域公共交通網形成計画で「鉄道」を活かすためのヒント集」8頁】

＜計画区域の交通ネットワークの具体的な将来像の設定・提示の例＞

参考



④ 具体的な事業の検討

26

北陸信越運輸局

※ここで示すのは一例であり、実際には、多角的な観点から検討していく必要がある。



乗継円滑化

北陸信越運輸局

〇課題の抽出及びその要因の分析を踏まえて、課題に応じたあらゆる事業実施の可能性を検討することが重要。

【例】計画の中で、市営バス・スクールバスの活用、コミュニティ交通の導入等について、一つ一つの路線のダイヤの比較、費用削減効果
等を分析し、あらゆる事業実施の可能性を検討。

27【出典：長崎県対馬市地域公共交通網形成計画（平成27年３月）53～63頁】

＜ミクロな単位での課題に応じたあらゆる事業実施の可能性の検討の例（※スクールバスの活用検討）＞

目
次
か
ら
の
抜
粋

差がつく
ポイント

～④具体的な事業の検討～

ミクロな単位での課題に応じたあらゆる事業実施の可能性の検討



乗継円滑化

北陸信越運輸局

〇 あらゆる観点からの事業実施の可能性を検討した上で、具体的な事業とすることが必要。（北信局注：計画策定

過程における「検討結果」を記載するのが網形成計画。「～について今後検討する」というのは「単なる検討事項」
であって「実施事業」ではない。大半が「検討事項」となっている計画は基本的に「網形成計画」とは言えない。）
【例】路線毎の検証結果を踏まえて、具体的な路線再編の案に落とし込んでいる。

〇 内部部局（財政当局）等との関係で事業を具体的に記載することが困難な場合には、事業の方向性・方針・イ
メージ等を検討し、少なくともこれを具体化することが必要。 （⇒ 「アクションプランの検討」（P31参照）とも関連 ）
【例】路線の見直しの手順及び基準の数値化、見直し・評価の枠組みの設定（「評価審査会」（仮称）設置）、見直し・評価

サイクルの具体化など、事業の進め方を具体化。

＜具体的な事業の例＞

差がつく
ポイント

～④具体的な事業の検討～

具体的な事業、事業の方向性の具体化

＜事業の方向性の具体化の例＞

【出典：長崎県対馬市地域公共交通網形成計画（平成27年３月）126頁】 【出典：愛知県岡崎市地域公共交通網形成計画（平成28年５月）44～47頁】

同計画では、この他、

〇地域内路線の整備
（P39～43）

〇バス待合環境等の
整備（P48～50）

についても、具体的な
道筋、優先順位等を
示すことにより、方向
性を具体化。

キーワード ・・・ 「見直しプロセス・枠組み」、「数値基準」、「優先順位」

28



乗継円滑化
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北陸信越運輸局

〇利用者の底上げを行うためには、利用促進策等の施策を検討し、着実に実施していくことが重要。その際に
は、公共交通マップ配布やバスの乗り方教室開催等の一般的な「利用促進策」にとどまらず、コミュニケーショ
ンアンケート、TFP等の「モビリティマネジメント（ＭＭ）」の実施についても検討することが重要。
【例①】八戸市では、コミュニケーションアンケート等のＭＭについても、計画の中にしっかりと位置づけ。
【例②】松江市では、アンケート調査を通じて、これまで講じてきた利用促進策がバスの利用頻度の増加に寄与していることを確認。

◎≪＋α≫他のアンケートに溶け込ませてＭＭを実施することにより、必要最小限の費用で実施が可能に。

【出典：島根県松江市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）37頁】

＜ＭＭの効果の把握の例＞

【出典：青森県八戸市地域公共交通網形成計画（平成28年３月）32頁】

＜ＭＭの検討の例＞

差がつく
ポイント

～④具体的な事業の検討～

利用促進・利用定着に向けた施策、モビリティマネジメントの検討



乗継円滑化

30

北陸信越運輸局
～（参考）番外編～

持続性向上に資する公共交通サービス改善とＭＭの一体的な実施の重要性

〇持続性向上（効率性向上、利便性向上）に資する公共交通サービス改善とモビリティ・マネジメン
ト（ＭＭ）については、「車の両輪」として一体的に取り組んでいく必要がある。

（理由①）「その路線のサービスレベルが不十分だから」
⇒サービスレベルの改善によって、利用者となる可能性。（公共交通サービス改善の必要性）

⇕
（理由②）「その路線に関する知識が不足しているから」
（理由③）「その路線を利用してみようと考えたこともないから」
⇒いずれもサービスレベルの改善では、利用者とはならない。
⇒②に対しては適切な知識の提供、③に対しては当該路線の利用を考える機会の提供

が必要不可欠。（ＭＭ実施の必要性）

特定路線を利用しない３つの理由

（出典）以上につき、土木学会（平成17年5月）「モビリティ・マネジメントの手引き」Ｐ124～126に基づきながら、北陸信越運輸局作成。

〇 「いわば“赤の他人”にバスを利用するように“お願い”する以上は、（仮に、そのバスが十分便利

でないとしても）“利用者の方々のためにサービス改善努力を行っている”という誠実な態度が存在
することが不可欠。」

〇 「もし、改善努力のポーズが、本当に“見せかけ”だけなのなら、人々に“サービス改善の努力を
怠っている”と評価されてしまうこととなってしまう。」

サービス改善努力の「態度表明」



～④具体的な事業の検討～

アクションプランの検討

乗継円滑化
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北陸信越運輸局

【出典：岩手県釜石市地域公共交通網形成計画（平成29年３月）37頁】

〇 地域公共交通網形成計画において、事業の方向性を示すだけでなく、その事業の実施プロセスをアクション
プランとして具体化・明確化させることにより、計画としての実効性を向上させることが可能に。

〇 これに加え、PDCAの一環として、毎年の進捗状況の把握、評価を行うことが容易に。

＜アクションプランの検討の例②＞

差がつく
ポイント

【出典：福岡県中間市地域公共交通網形成計画（平成28年３月）70・71頁】

＜アクションプランの検討の例①＞

乗継円滑化

参考
29年度 30年度 31年度

事業①：〇〇
線の見直し

調査・検討 実施

具体的にどういう「調査・検討」を行うのか不明。
これだと事業の進捗管理も困難。
⇒何の意味があるのかを考えて、書いているか？



⑤ 計画の達成状況に関する評価方法の検討

32

北陸信越運輸局

※ここで示すのは一例であり、実際には、多角的な観点から検討していく必要がある。



～⑤計画の達成状況に関する評価方法の検討～

具体的な数値目標の設定

乗継円滑化

33

北陸信越運輸局

〇関連・上位計画で示された数値目標との整合性をとりつつ、計画の基本方針や目標に沿った具体的な数値目
標を設定することにより、達成状況を的確に評価することが可能に。

【例】関連計画で示された数値目標との整合性を図りつつ、アウトプット、アウトカム目標をバランスよく設定。設定に当たっては、算定方
法・算定根拠を明示。 〔北信局：注〕評価で手一杯となるのは本末転倒。むやみに多くの数値目標を設定することには注意が必要。

【左】出典：岐阜県岐阜市地域公共交通網形成計画（平成27年３月）
66～76頁

＜具体的な数値目標の設定の例＞ 参考

【右】出典：中部運輸局（29年3月）「地域公共交通に関する事業評価の手引き」



～⑤計画の達成状況に関する評価方法の検討～

具体的なPDCAサイクルの設定

乗継円滑化

34

北陸信越運輸局

〇 計画策定後のメンテナンスとして具体的なPDCAの方法を設定しておくことが重要。

【例】「事業実施評価」（毎年）、「目標達成度評価」（中間・最終）のほか、中間評価・見直しを明示。計画策定後の事情
変化に対応した計画の実効性を担保することが可。

◎≪＋α≫目標値を達成できた理由、達成できなかった理由を分析
した上で、具体的な改善策を示し、反映していくことが重要。

＜具体的なPDCAサイクルの設定の例＞

参考

PLAN DO

CHEC

K

ACTI

ON

PDCAサイクルの

図やその一般的
な説明は書いて
いるけど、具体的
に何をするのか？

【出典：新潟県佐渡市岐阜市地域公共交通網形成計画（平成27年６月）85・86頁】

「事業実施評価」、
「目標達成度の評
価」の実施時期に加
え、中間時（31年度）

に「見直しを前提とし
た計画の再検討」を
行うことを明示。

中間時に見直し評価を実施

【出典】中部運
輸局（29年3月）
「地域公共交通
に関する事業
評価の手引き」



～（参考）番外編～

全国300超の地域公共交通網形成計画の傾向と市町村に期待される態度

乗継円滑化
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北陸信越運輸局

〇 同じコンサルに委託していると考えられる複数の
市町村の中でも、計画の質に大きな差。

（市町村の参画の度合い、力量が影響している可
能性。）

傾 向 市町村に期待される態度

〇 コンサルへの丸投げでは、テンプレート通りの計

画が出来て終わり。市町村としてもしっかりと公共
交通の課題・実施事業について考え、コンサルを
主導していく必要。運輸局も最大限サポート。

〇 「現状分析」「アンケート調査」を踏まえて「実施事

業」を検討するのが通常であるところ、「実施事
業」が「現状分析」「アンケート調査」を踏まえられ
ていない。（関連が薄い。単なる棒グラフ、メリハリ
のない文字の羅列）

〇 実質的な意味・目的もなく現状分析、アンケート

調査結果は「きれいに」「鮮やかに」グラフや文字
で「まとめられている」だけ。「分析」されていない。

〇 一つ一つの現状分析、アンケート項目の意味・目

的を含めて考える必要。その上で、一つ一つの現
状分析に意味を見いだせない場合は、「意味・目
的のある現状分析にするにはどうすべきか」を自
問自答し、コンサルを主導する姿勢が大切。

（例：単なる「人口分布」しか示していない場合は、公
共交通の主な利用者層となるターゲットが高齢
者・中高生であることを見据えて「高齢者人口」
「若年者人口」の分布も整理すべきではないか。）

〇 事業の実施スケジュールが「調査・検討」（点線
矢印：⇢）「実施」（実線矢印：→）となっており、事

業の実施主体がどのように事業を実施に移してい
くのか、その具体的な手続が示されていない。

（結果としては、地域公共交通網形成計画の前身で
ある「地域公共交通総合連携計画」に掲げる事業
の評価結果が「未実施」となっている例が多い。）

〇 計画を形骸化させないように、できるだけ事業実

施に向けたプロセスを具体化させておくことが必
要。その際、事業の実施主体との十分な調整期
間を確保するために、早め早めの対応が必要。

（場合によって、別途アクションプランの作成や２年
スパンでの網形成計画の作成も検討。）

※上記は一例として示したもの。



２．地域公共交通再編実施計画とは［基礎・応用編］

36

北陸信越運輸局



地域公共交通再編実施計画の位置づけ

37

地域公共交通網形成計画（地方公共団体が策定）

法律の特例措置等により計画の実現を後押し

地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

地域公共交通特定事業
（地域公共交通網形成計画に事業実施を記載）

軌道運送高度化事業
（LRTの整備）

軌道運送高度化実施計画

道路運送高度化事業
（BRTの整備）

道路運送高度化実施計画

海上運送高度化事業
（海上運送サービス改善）

海上運送高度化実施計画

鉄道事業再構築事業
（鉄道の上下分離等）

鉄道事業再構築実施計画

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた鉄道の維持）

鉄道再生実施計画

国土交通大臣が認定

地域公共交通再編事業
（公共交通ネットワークの再構築）

地域公共交通再編実施計画

国土交通大臣に届出

■ 地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標
■ 地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項
■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項 等

■ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針
■ 区域・目標・計画期間
■ 実施事業・実施主体

■ 計画の達成状況の評価 等

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・
道路管理者・利用者・学識者等
から構成）

（事業者） （事業者）（事業者） （地方公共団体）（地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）

北陸信越運輸局

「地域公共交通再編事業に関する事項」を記載可能。 記載した場合は･･･，

ポイント１

ポイント２

ポイント３



地域公共交通再編実施計画策定の意義
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 地域公共交通再編実施計画とは、「マスタープラン（地域公
共交通網形成計画）」を実現する事業についての実施計画

 地方公共団体が事業者等の同意の下に作成

 再編事業の実施予定期間内において、再編により実現した
路線（※1）、運行回数、運賃等を内容とする公共交通サービ
スの持続的な提供（※2）が可能に

（※1）再編により、実際には路線等の形状が変化しない路線等についても、一体的に再編
事業の対象とした上で、交通サービスの持続的な提供を担保。

北陸信越運輸局

（※2）「公共交通サービスの持続的な提供」とは、原則として、計画期間中は、サービス内容
の変更ができないということ。（⇒事前の効果検証の重要性、事業者同意の意味。）



地域公共交通再編実施計画のイメージ

具体的な運行事業者やダイヤなど運行計画を定める計画

地域公共交通網形成計画

地域公共交通再編実施計画

策定した網形成計画にもとづき、再編に伴う各路線の運行事業者や運行経路・停留所、
運行回数、運賃体系などまで記載

39
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地域公共交通再編実施計画の認定

40

＜記載事項＞ （法§27の2②、施行規則§33）

実施区域

事業の内容・実施主体

実施予定期間

事業実施に必要な資金の額・調達方法

事業の効果 等

大臣認定

地域公共交通再編実施計画
（地方公共団体が作成）

関係法令の特例・重点的な支援

同意

特定旅客運送事業者等

① 当該地域公共交通再編事業を実施する区域内で特定
旅客運送事業を営む全ての者

② ①に代わって旅客運送事業を営もうとする者

③ ①に代わって自家用有償旅客運送を行おうとする者

＜認定基準＞ （法§27の3②）

①基本方針に照らして適切なものであること

※基礎となっている地域公共交通網形成計画につ

いても基本方針に沿って作成されているか判断。

②事業を確実に遂行するため適切なものであること

③個別事業法の許可基準に適合すること

 地域公共交通再編実施計画は、地域公共交通網形成計画に地域公共交通再編事業に関する
事項を定めた上で作成する実施計画（法第２７条の２第１項）

 地域公共交通再編実施計画の認定に当たっては、基本方針との整合性等を審査。

北陸信越運輸局



地域公共交通再編実施計画の認定を受けるメリット①
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 地方公共団体が中心となり、地域公共交通網を再編し、持続可能な地域公共交通網の形成
を目指すことが可能となる。

○地域公共交通再編実施計画は特定旅客運送事業を営む全ての者等の合意を得て作成する
ものであり、当該計画に基づき、交通事業者等は事業を実施することとなる。

○認定を受けた地域公共交通再編実施計画に係る事業については、以下のとおり、事業の
実施を担保するための措置が設けられている。

地域公共交通再編事業の実施

事業の実施を担保するための措置

地方公共団体は、当
該事業を実施すべき
者に対し、その実施
を要請

地方公共団体は、当
該事業を実施すべき
者が当該要請に応じ
ない旨を国土交通大
臣に通知

国土交通大臣は、当
該要請を受けた者に
対し、当該事業を実
施すべきことを勧告

国土交通大臣は、勧
告を受けた者にたい
し、事業実施を命令

【国土交通大臣による勧告・命令（法§２８）】

【計画を阻害する行為の禁止（法§２７の６④⑤）】

地域公共交通再編実施計画の維持が困難となり、かつ、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあ
る場合には、
①計画区域内での一般乗合旅客自動車運送事業の許認可が制限されます。
②計画区域内での一般乗合旅客自動車運送事業の実施方法の変更を命じることができます。
（※一般乗合旅客自動車運送事業のみ）

北陸信越運輸局



地域公共交通再編実施計画の認定を受けるメリット②
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 地域公共交通再編実施計画の認定を受けた場合には、手続きのワンストップ化などの特例
を受けることが可能（法第２７条の４～第２８条）

地域公共交通再編実施計画と各運送事業法に
基づく事業計画等を、別々に提出する必要がな

くなります。

手続きのワンストップ化

別
々
に
提
出

ま
と
め
て
提
出

旅客の運送に付随して、少量の貨物を運送す
ることができます。（※自家用有償旅客運送の
み）

※乗合バス・タクシーは既に可能（道路運送法§８２）

少量貨物の特例

住民その他の関係者の合意の上で一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金が記載されている場
合には、国の審査を受けることが不要となります。
（※協議会が道路運送法上の地域公共交通会議の構成員を含んでいる場合）

運賃・料金に係る審査が不要

【その他】

北陸信越運輸局

https://www.google.co.jp/url?q=http://haitaku-niigata.info/page4.html&sa=U&ei=EZWFU-vjKcH_8QWkr4KACQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFWl6Wj6kHp6bIpKXMBdblPv2V5hA
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https://www.google.co.jp/url?q=http://okasanta.client.jp/site-illust10/0001-0200/illust0051-0060.html&sa=U&ei=t5iFU7DUCMj38QWyo4DoCA&ved=0CDQQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNE19VexNN-bTIeTJPLFcGmk9vKGiQ
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https://www.google.co.jp/url?q=http://okasanta.client.jp/site-illust10/0001-0200/illust0051-0060.html&sa=U&ei=t5iFU7DUCMj38QWyo4DoCA&ved=0CDQQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNE19VexNN-bTIeTJPLFcGmk9vKGiQ
https://www.google.co.jp/url?q=http://www.dex.ne.jp/omedeta/illust/psearch/ImageListDetail.cgi?channel=10&id=106685&sid=&sa=U&ei=45OFU-jiKI2n8AXskIH4Bw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHBWA3z3Is1cQ3ailM935LJ5hwOkQ
https://www.google.co.jp/url?q=http://www.dex.ne.jp/omedeta/illust/psearch/ImageListDetail.cgi?channel=10&id=106685&sid=&sa=U&ei=45OFU-jiKI2n8AXskIH4Bw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHBWA3z3Is1cQ3ailM935LJ5hwOkQ
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地域公共交通再編事業

43

第１号
特定旅客運送事業に係る
路線・運行系統・航路又は
営業区域の編成の変更

第２号
他の種類の
旅客運送事業への転換

第３号
自家用有償旅客運送に
よる代替

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う

出資

異なる公共交通事業者等の
間の乗継ぎ円滑化のための
運行計画の改善

共通乗車船券
の発行

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、
旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

 地域公共交通再編事業とは、「①地域公共交通を再編するための事業であって、②地方公共
団体の支援を受けつつ・・・③国土交通省令で定めるものを行う事業」(法第２条第１１号)

 このため、「国土交通省令で定める事業」＝「地域公共交通再編事業」ではない点に留意

③「国土交通省令で定める事業」（施行規則第９条の２）⇒具体例は次頁以降。

北陸信越運輸局

①「地域公共交通を再編するための事業」
⇒面的な再構築が行われる必要。

（例：単一のバス路線の変更など、局所的な見直しは「再編」に該当しない。手引P21参照）

②「地方公共団体の支援を受けつつ」
⇒地方公共団体による事業者に対する資金的支援のほか、地方公共団体が主体となった公共交

通の利用促進策等の資金的な支援以外の支援も含まれる。



「国土交通省令で定めるもの」（施行規則第９条の２）①

 「地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ・・・国
土交通省令で定めるものを行う事業」として、国土交通省令で定めるものの具体的イメー
ジは以下のとおり。

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う

異なる公共交通事業者等の
間の乗継ぎ円滑化のための
運行計画の改善

共通乗車船券
の発行

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、
旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

第１号
路線・運行系統・航路又は
営業区域の編成の変更

≪具体例≫

・地域のバス路線の変更（分割や経由地変更）、新設
等による編成変更

【補足】編成変更として行われる具体的取組の一例
・幹線のフィーダーと幹線への細分化
・公共交通空白地域へのデマンドタクシーの導入
・市街地中心部のバス路線の集約化
・中心市街地への循環バスの新設

第２号
他の種類の
旅客運送事業への転換

第３号
自家用有償旅客運送に
よる代替

≪具体例（第２号）≫

・旅客鉄道事業を廃止し、一般乗合旅客自動車運
送事業へ転換

・一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、一般乗
用旅客自動車運送事業へ転換
・定期航路事業から海上タクシーへの転換 等

≪具体例（第３号）≫

・一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、自家用
有償旅客運送により代替
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「国土交通省令で定めるもの」（施行規則第９条の２） ②

第４号 第１号～第３号の再編事業と併せて行う

第１号
路線・運行系統・航路又は
営業区域の編成の変更

第２号
他の種類の
旅客運送事業への転換

第３号
自家用有償旅客運送に
よる代替

≪具体例≫
・乗継改善のためのダイヤ調整、増便

≪具体例≫
・市街地フリー乗車券、観光施策と連携した企画乗車券等の導入
※複数の事業者で利用できるものである必要がある。

≪具体例≫
（交通結節施設における乗降場の改善）
・鉄道駅、バス停等の新設（再編路線が乗り入れることが必要）

・鉄道駅の駅前広場整備
・駅、停留場、停留所、船着場の改良（上屋、ベンチの設置等）

（旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供）
・バスロケーションシステムの導入
・バスの方面別ラッピング・カラーリング
・公共交通に関する情報提供資料の作成・配布
・電光掲示板、案内標識、ホームページ等の作成
※単独一社での取組ではなく、複数事業者間の乗継円滑化に資するものであ

ることが必要

（その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置）
・ゾーン運賃の導入 ・バスの方面別ラッピング・カラーリング（再掲）

※第４号に該当しない事業の例≪具体例≫
・パーク＆ライド駐車場の整備 ・鉄道駅の駅舎のバリアフリー化整備 ・主要バス路線へのノンステップ車両の導入
・バスの定時性の確保のための措置（ＰＴＰＳの導入） ・地方鉄道の安全設備整備
・運転免許返納者に対する公共交通機関の運賃割引 等

共通乗車船券の発行異なる公共交通事業者等の間の乗継ぎ円滑
化のための運行計画の改善

乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ＩＣカードの導入
その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置
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再編事業の具体的イメージ①（全面的見直し）

46

交通空白地

交通空白地

 鉄道路線の新設に伴い、並行するバス路線を整理。

 市街地の中心部の競合路線については、乗継拠点を設定するとともに整理。

 デマンド型の交通を導入し、交通空白地を解消。

競合路線が生じ、収支悪化

鉄道路線と並行したバス路線の廃止

ニーズがなく、収益性が悪い

重複路線、ニーズのない路線の整理

空白地にはデマンド交通を導入

北陸信越運輸局



再編事業の具体的イメージ② （幹線と支線への分割）

○市中心部にＢＲＴを導入し、バス集約（約2000台/日→約1300台/日）
による渋滞緩和により交通の円滑化や基幹公共交通の強化を図る。

○中心部で生じた余剰車両を用いて郊外路線の増便（４５０台/日）や乗換拠点
を整備し郊外バス路線を充実。

○公共交通軸や交通結節点への都市機能集積により、メリハリのある
都市構造を目指す。

鉄道・バスとの乗換
拠点（白山駅）

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

バスとの
乗換拠点

乗換拠点の例
（青山）

ショッピングセンターを
ＢＲＴと路線バスとの乗

換拠点に設定

鉄道・バスとの
乗換拠点
（新潟駅）

万代（繁華街）

古町（古くか
らの市街地）

新潟駅

市役所ＪＲ白山駅

新潟県
庁

期待される効果

高齢者の外出機会増

まちなかの活性化

○連節バス車両 （全４両）

通学の利便性向上

新潟県新潟市の取組
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再編事業の具体的イメージ③（幹線と支線への分割）

 中心市街地と生活拠点の大型スーパーを結ぶ幹線バス路線の新設。

 既存バス路線を、従来どおりの直通路線とスーパーを起点とする支線（デマンド型）に変更。

 運賃体系の変更（幹線に３００円、７００円の上限額を導入。支線にゾーン制運賃を導入。）

 スーパーに冷暖房完備の待合室（接近表示案内板付）を整備

【変更点】
・路線の編成
・運行の態様（昼間時間帯のデマンド化）
・運行事業者（支線部分）
・乗継円滑化のための運行計画の改善（ダ
イヤ変更・増便）、乗降場の改善 等
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再編事業の具体的イメージ④ （路線の編成の変更）

【変更点】
・路線の編成（他市町村への直通路線の新設、デマンド交通の導入、運行ルート変更）
・乗継円滑化のための運行計画の改善（ダイヤ変更）、乗降場の改善 等

 ３町村の連携により町営・村営バスの運行を一体化。

 民間バス路線を含め、路線を「基幹バス」、「支線バス」、「予約バス」等に分類し、役
割を明確化。町村を跨る町村営バスは相互に乗り入れ。

 交通空白地へのデマンド交通の導入

≪具体的イメージ≫ ※愛知県北設楽郡の取組を参考に作成

49
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再編事業の具体的イメージ⑤（航路等の編成の変更）

50

【変更点】
・航路（旅客船）・路線（バス）の編成

 本土側の航路の起点を変更するとともに、中央駅との間でシャトルバスを運行

 離島側の寄港地数を減少するとともに、島内にフィーダーバスを新設

北陸信越運輸局



地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点①

51

 再編実施計画の認定に当たっては、基礎となっている地域公共交通網形成計画についても基本方針に
沿って作成されているか判断。

 地域公共交通再編実施計画の認定に当たっては、基本方針一２及び二１．（１）との関係に留意

一.２ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交
通の活性化及び再生の目標

（１）住民、来訪者の移動手段の確保

（２）地域社会全体の価値向上

① コンパクトなまちづくりの実現

② まちのにぎわいの創出や健康増進

③ 観光振興施策との連携による人の交流の活発化

（３）安全・安心で質の高い運送サービスの提供等

① 安全・安心な運送サービスの提供

② シームレスな運送サービスの提供

③ 定時性の確保、速達性の向上

④ 乗りたくなるサービスの提供

⑤ 地球温暖化対策をはじめとする環境問題への対応

二.１．(1) 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域
公共交通の活性化及び再生に関する基本的な方針

① まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

② 地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

③ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ

④ 住民の協力を含む関係者の連携

基本方針 三.１.1) 実施計画の認定

・実施計画の認定に当たっては、基本方
針一２に掲げる目標を実現し、地域に
おける持続可能な地域公共交通網の形
成に資する効率的な運送サービスであ
るかどうか判断

・同計画の基礎となっている形成計画に
ついて、二１(1)に掲げる基本的な方針
に沿って作成されているかどうかを踏
まえ、判断（※）

北陸信越運輸局

再編実施計画を作成する意向がある場合は、網形成計画の作成段
階から意識するとともに、運輸局との密接な連絡が必要不可欠。



地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点②
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 地域公共交通再編実施計画の作成に当たっては、区域内の既存の公共交通サービスの総点検が必要

 また、網形成計画に位置づけられた事業により、再編後の公共交通ネットワークの効率性･利便性･持
続可能性の向上が図られることが必要。

 その上で、路線の経路等を変更しない路線も含めて、再編実施計画に位置付け、当該公共交通サービ
スを持続的に提供していくことが必要

基本方針 三.１.7) 再編事業に関する留意事項

・地域公共交通再編事業については、地域全体の公共交通をネットワ
ークとして総合的に捉え、公共交通の利便性及び効率性の向上を双
方のバランスを取りつつ図ることで公共交通網の持続可能性を向上
させることを念頭に置いて、実施

・事業を実施する区域内の既存の公共交通サービスについて、路線、
運行回数・時刻、運賃、乗継ぎ、情報提供等のサービス内容を具体
的かつ網羅的に検証し、公共交通網の面的な再構築を行うことが必
要

・事業実施区域においては、実施期間中、実施主体たる公共交通事業
者、地方公共団体等は、再編実施計画に基づき、原則として、再編
により実現した路線、運行回数、運賃等を内容とする公共交通サー
ビスを持続的に提供していくことが求められる

北陸信越運輸局

次頁参照。

計画区域全体を見渡して、サー
ビス内容を具体的かつ網羅的に
検証し、その検証結果を基に路
線を再編し、公共交通の課題を
解決。

利便性・効率性・持続可能性の
向上を確認した上で、サービス
内容を具体的かつ網羅的に検証
した結果、認定を受けたのだか
ら、サービス内容の変更は基本
的に想定されない。



地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点③

（例）
・交通需要に対する供給のバランス
・事業者収支
・車両、人材等の資源
・国、地方公共団体の財政負担

（交通分野、他の施策分野） 等

効率性の維持・向上

（例）
・運行本数 ・運行日、時間帯
・所要時間 ・乗継回数
・運賃体系 ・沿線施設
・停留所位置 ・待合環境
・情報提供 等

利便性の維持・向上

再編された地域公共交通の効率性・利便性について、再編直後のみならず、
事業の実施期間中、持続可能か

持続可能性の向上

双方のバランス
を取りつつ，･･･

※ 利便性、効率性等については、具体的な数値等を用い、定量的に記載する必要。（次頁）

北陸信越運輸局

〔注意〕利便性・効率性の維持・向上、持続可能性の向上に向けた再編による事前の効果検証の意義

〇 地域公共交通確保維持改善事業に基づく地域内フィーダー系統補助については、同事業の交付要綱別表７のとおり、
原則、再編実施計画の計画期間満了後は、当該補助の対象外。

〇 本来、計画期間は「持続可能な事業」の実現に向けた準備期間であり、計画期間満了後に計画に伴う国の支援が終了
しても事業が継続できるようにすることがこの制度の前提。

〇 この趣旨に鑑み、支援策が一時凌ぎとなることのないよう、再編による事前の効果検証を十分に行っておく必要。

（正）利便性・効率性向上◎ ⇒ 認定 ⇒ 交通サービスの持続的な提供 ⇒ 期間満了後は補助金がなくても独り立ち◎
（誤）利便性・効率性向上× ⇒ 認定 ⇒ 交通サービスの持続的な提供 ⇒ 期間満了後は･･･？（事業者への悪影響も？）53



（参考）地域公共交通再編実施計画の認定
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〔審査例〕
〇 定量的に効率性及び利便性の向上や持続可能性の向上が図られているか等を審査。

→ 認定申請を行う自治体側において、「事業収入」「支出」「事業者負担額」「公的負担額」「収支」

等について系統毎に整理するとともに、例えば各路線毎の「収支率」が上昇していることなど、効
率性の向上等を定量的に立証することが必要。

〔整理様式の例〕

北陸信越運輸局

系統毎に整理

（出典）平成29年度地域公共交通スタートアップセミナー資料より再掲。



（参考）地域公共交通再編実施計画の記載事項に係る留意点①

55

＜記載事項＞ （法§27の2②、施行規則§33）

① 実施区域

・再編事業を実施する区域を記載

・網形成計画の計画区域と必ずしも同じになるとは限らず、その中の一部の区域とすることも可能

・市町村の一部区域を指定する場合には、区域が厳密に設定されるよう区名や町丁名まで記載

・実施区域を隣接市町村の区域まで含むためには、あらかじめ隣接市町村と共同で網形成計画を作成し、
当該計画の区域に隣接市町村の区域を含めておく必要がある

② 事業の内容・実施主体

・再編事業の具体的な事業内容及び実施主体（委託先含む）を明確に記載

・再編により、実際には路線等の形状が変化しない路線等についても、一体的に再編事業の対象とした上
で、交通サービスの持続性を担保

③ 地方公共団体による支援の内容

・再編事業に関連して地方公共団体が行う支援策（予算的支援以外の支援を含む。）の具体的内容につい
て記載

・補助金等の予算支援を行う場合には、その旨を本項目に記載した上で、額や支援対象といった具体的な
内容については、⑤事業実施に必要な資金の額・調達方法の項目に記載することが考えられる。

H28.4.1に記載事項等を明確化

北陸信越運輸局



（参考）地域公共交通再編実施計画の記載事項に係る留意点②
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④ 実施予定期間

・再編事業の実施予定期間を記載

・網形成計画の計画期間内で、適切な期間を設定することが必要

⑤ 事業実施に必要な資金の額・調達方法

・総事業費、交通事業者等の負担額とともに、事業の実施に必要な資金に国又は地方公共団体

からの補助金等を充当することを見込んでいる場合には、当該補助金等の名称、金額、内容等を記載

⑥ 事業の効果

・具体的な数値等を用い、可能な限り定量的に記載

⑦ その他事項

・網形成計画に再編事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

・網形成計画に都市機能の増進に必要な立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関す
る事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

・その他再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

北陸信越運輸局



【まちづくり】 新潟県上越市地域公共交通再編実施計画

○直江津地区を中心に幹線路線の利便性の向上を図り、支線系統もあわせて見直をすることで、持続的
な公共交通ネットワークの再構築を行う。

57
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【まちづくり、観光】 佐賀県唐津地域公共交通再編実施計画

利用実態を踏まえた幹線路線の統合や支線分割化により効率性の向上を図るとともに、移動困難
者への対応や離島航路への接続、新病院設立に伴う移動需要への対応、さらには、観光需要への対
応に向け、路線の新設・延伸等を行い、利便性の向上を図っている

○唐津市中心部の路線の再編
⇒移動実態調査を踏まえつつ、病院等の施設利用及び観光需要

にあわせた適正な運行回数、ルートへの見直し

○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

○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

【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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中日線

【複数市町村連携】 大分県北部圏地域公共交通再編実施計画

【作成主体】大分県・中津市・宇佐市・豊後高田市
【区域】中津市・宇佐市・豊後高田市
【計画期間】平成２８年１０月１日～平成３１年９月３０日

○中日線
【中津駅前～日田】

・日田直行系統を耶馬溪（旬菜
館）へ乗り入れ、分割。

○中安線
【中津駅前～安心院】

・系統を集約し、一部系統を四日
市で分割。

○国道中高線
【四日市～豊後高田】※宇佐駅前経由

・系統を四日市で分割し、四日市
～中津駅前間は中安線へ接続。

○四日市線
【四日市～豊後高田】※柳ヶ浦駅間前経由

・系統を集約し、四日市で中安線
と接続。

○伊美線
【宇佐駅前～伊美】

・竹田津港、伊美港等への接続を
意識した運行計画。

再編後の路線図 主な再編内容

地域間路線バスを中心とした広域的な交通再編

中安線

四日市線

国道中高線

伊美線

耶馬溪（旬菜館）

四日市

59

北陸信越運輸局



【他部局との連携】 茨城県常陸太田市地域公共交通再編実施計画

60

○ 公共施設等が集積する常陸太田地区への時速可能な移動手段を確保するため、民間事業者
への路線の統合を図り、効率的で一体的な交通サービスの提供を実現

 路線バス、コミュニティバス（市民バス）、無料通院バス、スクー
ルバスが同じ路線を重複して運行

 運行日（週１～７日）、ダイヤ・本数、運賃体系（距離制、200円
均一、無料）の棲み分けがなされておらず、非効率な運行

 路線バス以外のバスを廃止し、
路線バスに統合

 運行日を毎日（平日）とし、ダ
イヤ・本数も調整

 運賃体系も分かりやすい３段
階制に変更（200円、300円、
500円）

背景・課題

背景・課題

路線バス・市民バス・みどり号が
重複していた路線

路線バス・市民バスが
重複していた路線

中心市街地

北陸信越運輸局



【データの適切な活用】 北海道千歳市地域公共交通再編実施計画

○ＪＲ千歳駅の南北に公共施設や商業施設が集積しており、元々コンパクトなまちであるため、拠点間を結び、主な利用
者である通勤、通学客のニーズを取り込んだ持続可能な公共交通ネットワークの形成に向けた再構築を行う。

「公共交通におけるサービス水準の向上」

○１２路線中９路線で赤字の状態
＞効率的な運行の実現

・長大で、重複の多いビーバスを廃止
･長都駅をまたいだ利用が少なく、長大な桜木・長都線
の分割

○公共交通利用者が少ない
（千歳市では公共施設への移動のほか、通学、空港近辺への通勤に公共交通が活用される。）

＞利便性の高いバス路線の実現
・公共交通空白地であるみどり台方面への延伸
・利用者が極端に少ない東部隊線の区間のルート変更
・市民病院に向かう泉沢市民病院線の重複ルート変更に
伴う速達性の向上

・図書館青葉線のルート変更により、速達性の向上
・千歳空港支笏湖線、大和線、空港市内線の運行

時刻を一体的に見直す。
・人口増加が見込まれる勇舞方面から勇舞空港線を
新設することにより、空港アクセスの強化と新規需要
獲得を目指す。

みどり台
公共交通空白地

長大かつ重複
の多い非効率な
路線

長大かつ長都
駅をまたぐ利用
のない非効率な
路線

千歳空港付近
で多くの就労者

重複かつ時間
のかかるルート

利用者の少ない
区間

各地区においてＯＤ調査と住民の移動ニーズを
比較し、赤字路線を中心に見直し

空港アクセス強
化のため、一体
的に運行

離党の少ない部
分の路線を短縮
し、新興住宅地
のみどり台まで
運行

空白地
解消

定時性、速
達性の向上

新規需要
開拓

利用者の見込
まれるルートへ
の変更

ピースバスを廃止
効率性の向上

空港アクセス
の強化

効率的な運行
の実現

効率的なルート
へ変更

新たな空港アク
セスの需要に対
応して路線新設

千歳駅の結
節機能強化
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３．地域公共交通の活性化・再生の将来像／
高齢者の移動手段の確保
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活性化再生法制定からこれまでの10年とこれからの10年

地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会 提言概要

今後10年を見据えた中長期的な視野から、地域公共交通の活性化・再生の取組の方向性について提言

 2007年の法制定後、2014年の法改正を行った結果、網形成計画の策定等に正面から取り組む地域が増えつつある一方で、取組に着手もできていない地域
もいまだ多く、地域間の格差が拡大。

 今後１０年で人口動態の変化、技術革新の進展等が予想される中、まだまだやれることがあるという意識を持って、活性化再生法による地域主体で取り組
むという枠組みの下、それぞれの地域の実情に応じた「あるべき姿」を目指して、地域公共交通に関わる各主体が期待される役割を果たすことが望まれる。

交通事業者の経営力の強化 地方公共団体の交通政策の実行力の向上 地元住民の意識改革と主体的な参
画 経営の革新

地域単位の経営集約化の事例や、持株会社の下で地域
を超えた複数の企業体が経営統合する事例など、企画機
能強化に繋がる体質改善を進めている事業者もあり、経営
意識を改革し、企画機能の向上・維持・回復が必要。

交通事業者自身の生産性向上や、増収策も重要であり、
乗降データ等に基づく路線やダイヤの見直し、スクールバ
ス等の一本化、貨客混載の活用等が必要。

 地方公共団体や住民との協働
 地域内の需要の拡大
 域外からの旅客の誘致
 地域密着サービスによる多角化

 担い手の充当・育成
 地域公共交通の必要性と実態の認識
 地域活性化を視野に入れた対策推進

 地元住民が地域公共交通の重要性に
ついて明確に認識

 「乗って残す」必要があるという自覚を
もって、自ら地域公共交通を積極的に
利用

 学校、企業、事業所でのＭＭの実施

 利用者たる住民自らが「マイレール」
「マイバス」意識を持って、地域内交通
の企画・運営に参画

国→各主体の後押しと環境整備

◆ 自動運転の推進とその円滑な実装、貨客混載の促進、地方公共団体との連携強化、交通事業者と地方公共団体の間の協議の仲介、協議会の現場での
積極的な支援、他部局・他省庁との積極的な連携

活性化再生法によって、地域の公共交通ネットワークの形成
は、地方公共団体が主導することとなったが、一部の地方公
共団体では、そもそも交通担当の部局が無いなど、地域公共
交通に対する意識が充分でない事例も見受けられることから、
地方公共団体が交通政策への取組を強化し、地域公共交通
のビジョンを持って、協議会の運営も含め、地域公共交通の
活性化の取組を牽引することが必要であり、実行力の向上も
含め、以下のような取組が必要である。

各主体に期待される今後の取組

 交通事業者の経営力強化
近年のホールディング化、経営統合、公営交通の民営化

などの事例を踏まえ、その効果等を検証した上で、今後の
地域公共交通の担い手にふさわしい経営組織のあり方等
について議論を深め、経営力の強化等を後押しするための
施策について検討する。

◆ 地方自治体の実行力の向上
大学との連携、本省や運輸局によるセミナー・研修の更な

る充実やオンライン講座の実施など、地方公共団体の職員
が必要な知識を習得しやすい環境づくりに取り組む。

◆ 住民の理解の促進
地域公共交通の重要性について、住民に対

する啓発活動を強化する。

地域公共交通を活性化・再生するための今後の方向性 【別紙参照】

 地域公共交通ネットワークの形成のあり方
～交通圏全体を見据えた再構築、地域の実情にあったネットワークの形成、効率性の高い地域内交通ネットワークの形成～

 利便性の向上、需要の創出 ～情報提供の充実、施設・設備の改善、データに基づく運行改善、域内外の需要創出、サービス提供の多角化～
 運転者不足、車両の老朽化、自動運転、高齢者の移動手段
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地域公共交通を活性化・再生するための今後の方向性

地域公共交通ネットワークの形成のあり方

 交通圏全体を見据えた再構築
将来的な地域ビジョンを明確にしながら、交通圏全体を見据えた地域公共交通ネットワークの検証・再構築が必要。需要動向を見据えた上でふさわしい交通モードの

選択を図ることが重要であるとともに、利便性と効率性のバランスを見つつ持続可能性の向上を図る必要。土地利用などコンパクトシティへの取組を支えつつ、誘導す
る必要。

 地域の実情にあったネットワークの形成
路線が果たすべき役割を明確にし、地域の実情にあわせて路線の強化、需要に応じた運行形態、輸送力や運行頻度の設定やその他きめこまやかな地域内交通

サービスの提供を行う必要。また、乗り継ぎ時の利便性とわかりやすさの確保が重要。

 効率的で生産性の高い地域公共交通ネットワークの形成
重複する路線の設定のような非効率が生じないよう、ネットワーク全体での利便性と効率性の向上を図る必要。スクールバス等の一体化も必要。

公共交通の利便性の向上、需要の創出

 情報提供の向上による利便性向上
経路検索等の全国網羅的な情報提供の実現とともに、地域の公共交通マップ等の地域の情報提供の充実を促進する必要。

 施設・設備の改善による利便性向上
病院やスーパー、観光施設や「道の駅」等にバス停を設置したり、上屋やベンチを整備することにより、快適な待合環境を実現する必要。

 データの収集、共有、分析、活用
様々な手法を活用して旅客の移動データを収集、共有するとともに、データを活用して運行や経営の改善に役立てる必要。

 地元需要の拡大
地域公共交通の潜在的な利用者や確実な需要が見込まれる層の取り込みが必要。

 域外からの旅客の誘致
観光資源を活用した需要創出のため、公共交通を利用した観光ルートの情報提供が必要。

 地域に密着したサービスの提供による多角化（「生活総合サービス」化）
旅客運送と併せて実施可能な様々なサービスを提供する「生活総合サービス」化や、貨客混載が重要。

運転者不足、車両の老朽化、自動運転、高齢者の移動手段

 運転者確保のための取組
福利厚生面も含めた待遇改善、短時間勤務制度の導入、女性の活用など志望者・採用者増加に向けた取組のほか、限られた人的資源を有効に活用するた

めの貨客混載やスクールバス等の一体化。

 車両更新促進や新たな車両の開発普及のための取組
地方公共団体による車両の保有（上下分離）の促進、利用者のニーズに合致した新たな車両の開発・普及。

 自動運転への対応
市街地や過疎地、観光地等の地域特性に応じた自動運転の実証実験を通じて、持続可能なビジネスモデルの検討。

 高齢者の移動手段の確保
網形成計画を策定する際に高齢者の移動手段の確保に留意。

別紙
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具体的方策

・高齢者の公共交通機関利用促進策に対する地方公共団体の助成

の働きかけ

・乗合タクシー等高齢者が利用しやすいサービスの導入に向けた

地方公共団体等との連携

・タクシーの相乗り促進
⇒ 配車アプリを活用した実証実験 【平成29年度中実施】

・過疎地域におけるサービス維持のための取組

１. 公共交通機関の活用

・検討プロセスのガイドライン化
⇒ 市町村等が行う自家用有償運送の導入の円滑化

【平成29年度中実施】

・市町村が主体となる自家用有償運送の活用の円滑化

・地方公共団体等に対する制度の周知徹底

３. 自家用有償運送の活用

・貨客混載の推進
⇒ 過疎地域における旅客運送と貨物運送のかけもち

【平成29年６月末までに結論】

・スクールバス等への混乗

２. 貨客混載等の促進

・ルールの明確化
⇒ 道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」について、

ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能な範
囲を明確化 【平成29年度中検討・結論】

⇒ 営利を目的としない「互助」による輸送のためにNPOが自
治体の車両を活用するなど、輸送の対価に当たらない支援
を例示 【平成29年９月までに実施】

・実施にあたっての条件整備

・「互助」による輸送の導入に関する情報提供

４. 許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化

・介護サービスと輸送サービスの連携

⇒ 地域における運輸部門と福祉部門の連携強化
【速やかに周知】

⇒ 介護保険制度の移動支援サービスの明確化・普及拡大
【平成29年７月までに実施】

５. 福祉行政との連携

・地方運輸局の取組強化

・制度・手続等の周知徹底

・地域主体の取組の推進

６. 地域における取組に対する支援

高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ概要

○ 高齢運転者による重大な交通死亡事故の相次ぐ発生や改正道路交通法の施行等を背景に、運転に不安を感じる高齢者が、自家用車に
依存しなくとも生活の質を維持していくことが課題

○ 昨年11月の「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」における「自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手段
の確保など、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備を着実にすすめる」との総理指示

○ 高齢者が移動できる環境の整備について、その方策を幅広く検討するため、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」を開催

検
討
の
背
景

北陸信越運輸局
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北陸信越運輸局
高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について（通知）

＜支局から各市町村への通知（抜粋）＞ ＜本省通知（抜粋）＞

⇒ 地域における運輸部門と福祉部門の連携強化

⇒ 地域公共交通網形成計画への「高齢者の移動手
段の確保の観点」の考慮

〇 高齢者の移動手段の確保に関する検討会（国土交通省主催）における中間とりまとめを踏まえて、本年７月
に以下の通知を市町村宛てに発出。今後も引き続き以下の通知に従って対応をお願いいたします。

〇 また、高齢者の移動手段の確保に向けて、引き続き通達等を発出することとなりますので、引き続きご対応
方よろしくお願いいたします。
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４．その他
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地域公共交通の活性化・再生に関するお役立ち資料集①（29年１０月末現在）

乗継円滑化

海上運送高度化

68

北陸信越運輸局

（０）地域公共交通活性化再生法や地域公共交通確保維持改善事業（予算事業）の概要が知りたい担当者向け
〇地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について【国土交通省ＨＰ】
〇地域公共交通活性化再生法の制度概要〔基礎編〕（地域公共交通スタートアップセミナー資料）【本体】
〇地域公共交通確保維持改善事業【国土交通省ＨＰ】

（１）新しく公共交通担当になったものの、何から手をつけて良いか分からない担当者向け
①「なるほど！！公共交通の勘どころ」（九州運輸局。平成２８年３月）【本編】【別冊】【概要】
②「地域公共交通のはじめの一歩」（九州運輸局。平成２８年３月）【本体】
③ 道路運送法等関係法令の基礎知識（地域公共交通スタートアップセミナー資料）【本体】
④ 自家用有償旅客運送制度等について（地域公共交通アドバンスセミナー資料）【本体】
⑤「地域への公共交通導入ガイドブック（道路運送法編）」（九州運輸局。平成２９年３月）【本体】

（２）全国の事例が知りたい担当者向け
〇事例集①【乗合タクシー事例集】
〇事例集②【第4回新しいタクシーのあり方検討会資料】※タクシー事業者の先進的取組事例
〇事例集③【地域公共交通活性化事例 検索ページ】※人口規模・交通モード別等で検索可能

（３）地域公共交通網形成計画・再編実施計画の作成を考えている担当者向け
〇「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作成のための手引き」（国土交通省。平成２８年３月）
【本体】

（４）路線見直しを考えている担当者向け
〇「地域公共交通づくりハンドブック」（国土交通省。平成２１年３月）【本体】

〇 地域公共交通の活性化・再生に向けた管内自治体の取組に資するよう、国土交通省・運輸局において実施
した調査等でホームページにより公表されているものを一元的に整理しました。
（http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/index.html）

〇 この他にも、公表された多くの調査（ex：公共交通会議等の運営マニュアル等）がございますので、それらに

ついてお知りになりたい方は、北陸信越運輸局交通政策部交通企画課又は最寄りの運輸支局（新潟、長野、
富山及び石川の各県に所在）までお気軽にお問い合わせください。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H29startup-koutuukikaku1.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/01_kandokoro27.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/02_kandokoro29-bessatu.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/03__kandokoro27-gaiyou.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/04_guidebook27.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H29startup-ryokaku1.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/pdf/H29advance-ryokaku.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file05/05_guidebook29.pdf
http://www.taxi-japan.or.jp/pdf/CaseStudies.pdf#search=%27%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC+%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%86%27
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000067.html
http://koutsu-shien-center.jp/jirei/#top
http://www.mlit.go.jp/common/001127938.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000036945.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/index.html
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北陸信越運輸局

（５）デマンド交通の活用を考えている担当者向け
①「デマンド型交通の手引き」（中部運輸局。平成２５年３月）【本体】
②「続・デマンド型交通の手引き」（中部運輸局。平成２６年３月）【本体】

（６）鉄道の活用を考えている担当者向け
〇「地域公共交通網形成計画で「鉄道」を活かすためのヒント集」（中部運輸局。平成２９年３月）【本体】【別冊】

（７）スクールバスの活用を考えている担当者向け
①「スクールバスと路線バスの役割分担による効率的・効果的なバスネットワークの形成に関する調査」（四国運輸局。
平成２９年３月）【本体】【概要】【参考資料】

②「スクールバスなどの活用による地域の足の確保について」（国土交通省。平成２５年２月）【本体】

（８）タクシーの活用を考えている担当者向け
〇「公共交通体系におけるタクシーの利活用に関する報告書」（九州運輸局・平成２８年３月）【本体】【概要】

（９）観光二次交通の導入・見直しを考えている担当者向け
〇「観光振興に寄与する二次交通としての路線バス等のあり方検討の基礎調査」(九州運輸局。平成２９年３月)【本体】

（10）モビリティマネジメント、利用促進の実施を考えている担当者向け
①「モビリティマネジメント」（国土交通省。平成１９年３月）【本体】
②「地域公共交通の確保・維持・改善に向けた利用促進策事例集」（中部運輸局。平成２７年３月）【本体】

（11）住民説明会の開催を考えている担当者向け
〇みんなで創る地域公共交通－住民説明会の手引き編－（北陸信越運輸局）【本体】

〔問い合わせ先〕

〇 北陸信越運輸局交通政策部交通企画課 025-285-9151
〇 新潟運輸支局企画調整担当 025-285-3123
〇 長野運輸支局企画調整担当 026-243-4384
〇 富山運輸支局企画調整担当 076-423-0895
〇 石川運輸支局企画調整担当 076-291-7854

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/tiikikoukyoukoutsuu/31manyuaru/09demandotebiki_tyuubu.pdf#search=%27%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%27
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/tiikikoukyoukoutsuu/31manyuaru/10zokudemandotebiki_tyuubu.pdf#search=%27%E3%83%87%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%27
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/pdf/keikaku/tetsudo_hinto.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/pdf/keikaku/tetsudo_hinto_bessatsu.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/bunya/koukyou/img/schoolbus_houkoku.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/bunya/koukyou/img/schoolbus_gaiyo.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/bunya/koukyou/img/schoolbus_ichiran.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000986650.pdf#search=%27%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E8%B6%B3%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6+%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%27
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file31/201604kotsukikatyousa.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file31/201604kotsukikatyousagaiyo.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file31/h28tyousa-1.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000234997.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/pdf/keikaku/kakuho_jirei.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/seminar20110928/siryou04.pdf
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北陸信越運輸局

① まずは 「北陸信越運輸局」と検索。

「国土交通省 北陸信越運輸局」を
クリック。

② 次に 「国土交通省北陸信越運輸局」HP
を下にスクロール。

「カテゴリー別施策」の中の
「地域公共交通」をクリック。

③ 「地域公共交通の活性化・再生に関する
お役立ち資料集」のページが表示。

運輸局・各運輸支局の問い合わせ先も
表示しておりますので、お気軽にお問い
合わせください。

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/index.htmlHPのURL
70

「地域公共交通の活性化・再生に関するお役立ち資料集」の検索方法

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_policy/index.html


５．最後に
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ご静聴ありがとうございました
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〇 今後の各自治体における持続可能な地域公共交通を形成する観点からは、地域公共交通網
形成計画や地域公共交通再編実施計画は、地域の公共交通を網羅的に見直す良いきっかけと

なるものです。計画策定にはたくさんのデータ（集計データ・個人データ）を集めること
が必要ですが、これだけ豊富なデータを網羅的に集める機会はそうあるものではありません。

〇 こうしたデータを有効活用するには、一つ一つの分析の意味や目的は何か、具体的な課題
や実施事業の検討に十分に（本当に）活かされているかを常に自問自答する姿勢が重要です。

〇 質の高い計画を作成し、その結果として、地域公共交通確保維持改善事業による重点支援
（フィーダー補助の上限額嵩上げ等）を受けることになるのがあるべき普通の姿です。逆
に、そもそもの計画作成の目的がこうした重点支援を受けることだというのは本末転倒であり、
これは、単に区域内の地域公共交通を一時的に「延命」（一時凌ぎ）させるに過ぎず、根本的な
問題解決にはなりません。

〇 自分の地域の公共交通を何とか活性化させたいという「やる気」「熱意」のある自治体に対し
ては、それに応えられるよう、当局としても、最大限サポートしてまいります（※）。持続可能
な地域公共交通の形成には皆様の「熱意」が欠かせません。ともに、一緒に頑張っていきま

しょう。

（※） 計画策定中の自治体については、当局では、月１回程度、定期的に計画検討の進捗状況等につい
て対面で聴取・議論し、必要なサポートを行っています。（全国事例提供、助言等）

締めくくりのメッセージ･･･


