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① 高齢者等の移動手段の確保に向けた地域
公共交通網形成等の取組

交通政策基本計画における記載内容

●居住や医療・福祉、商業等の各種機能の立地について都市全体の観点からコンパクト化され、各地域がネット
ワークで結ばれた「コンパクト＋ネットワーク」の形成に資するため、2014年に改正された「都市再生特別措置
法」等及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、「立地適正化計画」及び「地域公共
交通網形成計画」を作成する自治体を総合的に支援する体制を構築し、それらの計画の着実な策定を促し成
功例の積み上げにつなげる。

基本的方針A目標①
自治体中心に、コンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを
再構築する



改正地域公共交通活性化再生法の概要（平成26年5月成立、11月施行）

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画 ･･･

地域公共交通特定事業
地域公共交通再編事業 軌道運送

高度化事業
（ＬＲＴの整備）

鉄道事業
再構築事業

（上下分離） ･･･

コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携
地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築

地域公共交通網形成計画

地方公共団体が事業者等の
同意の下に策定

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

事業者と協議の上、
地方公共団体が
協議会を開催し策定

面的な公共交通ネットワークを再構築す
るため、事業者等が地方公共団体の支
援を受けつつ実施

基本方針
国が策定
まちづくりとの連携に配慮

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化
関係者相互間の連携と

協働の促進 等

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

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

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

目標

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
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全国における地域公共交通網形成計画等の策定状況

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

■ 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3月末までに、273件の地域公共交通
網形成計画が国土交通大臣に送付され、15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。
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北海道 函館市 茨城県 牛久市 新潟県 長岡市 静岡県 兵庫県 加古川市 香川県 高松市 大分県

深川市 稲敷市 阿賀野市 加東市 小豆島町・土庄町

岩見沢市 土浦市 糸魚川市 たつの市 愛媛県 東温市

千歳市 龍ケ崎市 新発田市 小野市 西予市

美唄市 潮来市 見附市 小山町 滋賀県 愛南町 別府市

帯広市 つくば市 富山県 高岡市 愛知県 豊橋市 高知県 高知市 中津市

岩内町 鹿嶋市 黒部市 岡崎市 大阪府 河内長野市 宿毛市 宮崎県

白糠町 桜川市 富山市 一宮市 奈良県 奈良県 田野町

白老町 筑西市 魚津市 豊川市 宇陀市 佐川町

仁木町 高萩市 小矢部市 日進市 広陵町 徳島県 小松島市 えびの市

青森県 青森県 五霞町 福井県 田原市 鳥取県 つるぎ町 都城市

八戸市 城里町 弥富市 福岡県 福岡市 小林市

弘前市 大子町 清須市 北九州市 門川町

三沢市 東海村 長久手市 久留米市 鹿児島県 薩摩川内市

鰺ヶ沢町 栃木県 真岡市 豊田市 中間市 鹿屋市

岩手県 八幡平市 大田原市 蒲郡市 筑紫野市 日置市

釜石市 宇都宮市・芳賀町 東海市 行橋市 姶良市

宮古市 塩谷町 鯖江市 西尾市 島根県 朝倉市 霧島市

秋田県 秋田市 益子町 山梨県 甲州市 東郷町 福岡県 豊前市 沖縄県 南城市

湯沢市 那須町 長野県 松本市・山形村 豊山町 飯塚市

鹿角市 茂木町 武豊町 江津市 糸島市

由利本荘市 埼玉県 熊谷市 南知多町 松江市 宗像市

大仙市 春日部市 東浦町 大田市 岡垣町

仙北市 上尾市 飛島村 岡山県 井原 市 久山町

にかほ市 越谷市 高梁市 那珂川町

五城目町 入間市 上田市 瀬戸内市 佐賀県 佐賀県

藤里町 小川町 佐久市 三重県 津市 玉野市

美郷町 鳩山町 小諸市 四日市市 倉敷市

宮城県 大崎市 吉見町 駒ヶ根市 伊勢市 津山市 伊万里市

石巻市 寄居町 箕面町 松阪市 真庭市 鹿島市

山形県 山形市 東秩父村 信濃町 伊賀市 久米南町 上峰町

酒田市 千葉県 東金市 木曽町 名張市 吉野ヶ里町

鶴岡市 鴨川市 中川村 尾鷲市 長崎県 佐世保市

君津市 大桑村 紀北町 広島県 三原市 五島市

八街市 岐阜県 岐阜市 京都府 木津川市 三次市 対馬市

小国町 南房総市 高山市 福知山市 広島市 大村市

福島県 福島市 佐倉市 恵那市・中津川市 東広島市 松浦市

会津若松市 長南町 羽島市 廿日市市

郡山市 大多喜町 美濃加茂市 江田島市

伊達市 東京都 土岐市 北広島町 熊本県 熊本市・嘉島町

南相馬市 各務原市 坂町 八代市

棚倉町 神奈川県 藤沢市 関市 大崎上島町 水俣市

茨城県 水戸市 海老名市 多治見市 安芸太田町 合志市

日立市 真鶴町 飛驒市 神石高原町 人吉市

下妻市 新潟県 柏崎市 海津市 山口県 宇部市 大津町

常陸太田市 佐渡市 静岡県 下田市 周南市 美里町

かすみがうら市 上越市 御殿場市 兵庫県 豊岡市 光市 和水町

神栖市 魚沼市 姫路市 長門市

行方市 神戸市 美祢市

山陽小野田市

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

大分県・中津市・宇佐市・
豊後高田市

大分県・竹田市・豊後大野

市・臼杵市

宮崎県・日向市・門川町・
美郷町・諸塚村・椎葉村

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町

東京都・中央区・港区・
江東区

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町

佐賀県・唐津市・玄海町

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

設楽町・東栄町・

豊根村

彦根市・愛荘町・豊郷
町・甲良町・多賀町

京都府・綾部市・南丹
市・京丹波町

（JR山陰本線沿線）

京都府・笠置町・和束
町・南山城村

（JR関西本線沿線）

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

福井市・大野市・勝山
市・あわら市・坂井市・

永平寺町
（えちぜん鉄道沿線地域）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町

（福井鉄道沿線地域）

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）

島根県・松江市・
出雲市

（一畑電車沿線地域）

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・高山村

鳥取県・鳥取市・岩美
町・若桜町・智頭町・八

頭町

笠岡市（岡山県）

福山市（広島市）



四国においては、平成28年度末で11の地域で地域公共交通網形成計画を策定（28年度の1年間では新たに7の地域で網
形成計画を策定）。
平成29年度においても、徳島県阿波市、愛媛県新居浜市、同県大洲市等で網形成計画策定を予定。また、愛媛県では県全
域を区域とした広域な網形成計画の策定を予定。
今後も、地方自治体、交通事業者、国等が地域公共交通の確保・維持を地域の問題としてとらえ、まちづくり等と連携した公共
交通ネットワークの形成を促進するため、網形成計画や再編実施計画の作成を推進する必要がある。

【地域公共交通網形成計画】

作成済み

徳島県 小松島市、つるぎ町
香川県 高松市、小豆島町・土庄町、
愛媛県 西予市、東温市、愛南町
高知県 高知市、宿毛市、

田野町、佐川町

今年度中の作成
に向けて取り組む

徳島県 阿波市
愛媛県 県全域、新居浜市、

大洲市、鬼北町
高知県 津野町 等

【地域公共交通再編実施計画】

将来的な作成を
目指す 香川県高松市、高知県佐川町

四国における地域公共交通活性化再生法の制度活用状況

小松島市

青字：H28年度の1年間に計画策定した地域

黄色：H26、27年度策定
桃色：H28年度策定
緑色：H29年度策定予定

高松市
小豆島町・土庄町

つるぎ町

東温市
佐川町

田野町

愛南町

鬼北町
西予市

高知市

宿毛市

阿波市

新居浜市

大洲市

津野町

愛媛県全域

地域公共交通網形成計画作成･検討状況
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○ 日 時：平成28年11月15日
○ 安倍総理からの３点の指示

・改正道路交通法の円滑な施行
・社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備
・更なる対策の必要性の検討

高齢者による交通事故多発を踏まえた政府等の対応

1. 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

○ 日 時：第１回 平成28年11月24日
第２回 平成29年 1月18日

○ 高齢運転者の交通事故防止について、関係行政機関における更なる対策の検討を促進し、その成果等に基
づき早急に対策を講じるため、交通対策本部の下に設置

○ ワーキングチームは、各省庁から検討・実施状況等の報告を受け、平成29年６月頃を目途に、全体的なとりま
とめを行うとともに、以降も引き続き必要な検討を継続

2. 高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム

○ 日 時：第１回 平成29年3月10日
第２回 平成29年4月10日

○ 高齢者が安心して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、国交省において、有識者
等による「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」を開催

３. 高齢者の移動手段の確保に関する検討会（国土交通省）
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② 国内で相互利用可能な交通ICカードの四国
における利用可能化

交通政策基本計画における記載内容

基本的方針A目標④
旅客交通・物流のサービスレベルをさらなる高みへ引き上げる

● 公共交通機関の利用者利便の向上のため、交通系ICカードの利用エリアの拡大や事業者間での共通利用、
エリア間での相互利用の推進策を検討する。



「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性（概要）①

（１）10カードの導入状況

【方策 Ａ】
10カードへの参加

【方策 Ａ】
10カードへの参加

（３）検討の背景（これまでの国土交通省における検討）

注：10カード：Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、
ICOCA、PiTaPa、SUGOCA、はやかけん、nimoca

＜10カードが導入されていない地域（平成29年３月末時点）＞

１．交通系ＩＣカードの現状及び検討の背景

○ 相互利用可能な全国10種類の交通系ＩＣカード（10カード）を利用して公共
交通機関に乗車できるエリアは拡大

○ 10カードが導入されていない都道府県の数（交通政策基本計画（平成27年２
月13日閣議決定）における数値指標）は、平成25年度は12県であったものが平
成29年度には６県に

注：地域独自カード：
NORUCA（福島）、りゅーと
（新潟）、IruCa（高松）
等交通事業者が各地域で独
自に発行する10カード以外の
交通系ＩＣカード

（２）「10カードの片利用」について
○ 10カードの導入方法の一つに、「10カードの片利用」（地域独自カードの地域に適
した機能・サービスを確保しつつ、地域独自カードエリアで10カードが利用できる仕組
み）があり、現在、新潟等の一部地域で採用
＜「10カードの片利用」の概要＞

○ 現状、「10カードの片利用」は、地域独自カード事業者は、10カードの
いずれかの事業者のシステムを経由して接続

＜「10カードの片利用」の現状と接続方式＞

注：ＩＣカード相互利用センター：交通系ICカードの相互利用に伴って生じるデータの処理等の共通
業務を行う組織

○平成27年４月から「交通系ICカードの普及・利便性拡大に向けた検
討会」を開催し、同年７月にとりまとめを公表。10カードの利用に関する
空白地域解消に向けた２つの方策を打ち出し

青 森
八 戸

盛 岡

秋 田

山 形

長 岡

上 越

宇 都 宮

前 橋

高 崎松 本

和 歌 山

鳥 取

松 江

山 口

徳 島

高 松

鹿 児 島

長 崎

浜 松

岐 阜

富 山

松 山

福 島

郡 山

長 野

旭 川

豊 橋

下 関

２次交通※２へのＩＣカードの導入状況 記号 都市数

未導入 21
地域独自の交通系ＩＣカード 14

※1：県庁所在地及び人口20万人以上の都市(計115都市)
※2：JR、大手民鉄等の主要な鉄道以外の交通機関

■主要都市※１における状況

交通系ＩＣカードの導入状況 色 県数

未導入 3
地域独自の交通系ＩＣカード 3

■都道府県における状況

い わ き

高 知

佐 世 保

那 覇

福 井

高知県、愛媛県、沖縄県

青森県、秋田県、徳島県

＜平成27年とりまとめで示された方向性＞

○さらに、同とりまとめでは、【方策Ｂ】の課題等を整理し、当該課題解決
の手段として、「片利用共通接続システム」の構築を提言

◆【方策Ｂ】の課題
① 10カード事業者のシステム

と接続するためのソフトウェア
の開発

② 接続先となる10カード事業
者との調整

「片利用共通接続システム」を
構築し、それを共同利用すること
で個別事業者ごとの導入費用
を削減
10カード側とのシステム面での
調整等を代行

【方策 Ｂ】
「地域独自カード
＋10カードの片利用」

【方策 Ｂ】
「地域独自カード
＋10カードの片利用」
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「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性（概要）②

（１）「片利用共通接続システム」の基本的な考え方

（３）利用者向けに提供するサービス内容

２．「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性
○ 今回、「片利用共通接続システム」について、民間事業者等による構築が円滑に進
むための環境整備を目的に構築に関する基本的な方向性をとりまとめ。そのポイントは、
以下のとおり。

（２）10カードとの接続方法
○ 10カードシステムとの接続方式としては、【ケースＡ】「相互利用センターに直接接
続する方式」と、【ケースＢ】「10カード事業者いずれかの基幹システム経由で接続す
る方式」の２つが考えられるが、既存の接続の仕組みを活用することでより早期に、
かつ、低コストでの実現が可能と考えられる【ケースＢ】が適当

＜10カードシステムとの接続方式＞

＜「片利用共通接続システム」の構築イメージ＞

注：既に個別に構築・運用されている接続用のサーバについては、「片利用共通接続システム」構築
後も、必ずしもつなぎかえる必要はなく、従来通り個別に接続することも可能

○導入費用等を考慮し、利用者が必要とする最低限のサービスのみ対象。具
体的には、ＳＦ利用及びチャージのみを対象とし、定期券や乗り継ぎ割引な
どは対象外とする

＜利用者向けのサービス＞

◆民間事業者等が「片利用共通接続システム」を構築するに当たっての留意事項
① 「片利用共通接続システム」の適切な費用分担・地域独自カード事業者の参加促進
② 「片利用共通接続システム」の構築スケジュール（早期に開始する必要）
③ 「片利用共通接続システム」運営事業体の立ち上げに向けた調整
④ 10カードの片利用導入に係るトータルコストの削減

○ 「片利用共通接続システム」の構築に関する基本コンセプト

○ 「片利用共通接続システム」を構築するメリット
・地域独自カード事業者に短期間で概算費用の提示が可能となり、地域独自カード事業

者の意思決定が迅速化
・導入希望事業者を「片利用共通接続システム」の運営事業体がサポートし、10カード

事業者及び地域独自カード事業者双方の調整負担を軽減
・共用のシステムとすることで、構築・運営に係る費用をシェアし、地域独自カード事業者の

費用負担を軽減
・新たに接続事業者が増加した場合等の10カード事業者及び地域独自カード事業者双

方の調整・構築・テストに係る経費や負担を軽減

①少ないコストで早期に導入を図る
②地域独自カード事業者と10カード事業者

双方の事務負担の軽減を図る
2020年度を見据えつつ、
10カードの片利用導入を促進

サービス 説明

①SF利用 ・バス等車載器での乗車／降車。乗車時に定額運賃を引去る方式と、降車時に変動運賃
を引去る方式がある。申告により、複数人分の運賃引去りも可能。
・鉄道駅における自動改札機での入場／出場。出場時に、ＳＦ残高より運賃を引き去る。

②チャージ ・チャージ機、券売機、窓口、バス車内等で、現金支払いと引き換えにカード内ＳＦ残高を
積み増す。

注：10カードへのチャージについては、チャージ機の設置や窓口端末の設置等コストが必要となるため、どこまで
チャージ環境を整備するかの判断は、地域独自カード事業者が必要に応じて選択・判断
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2012年3月 ＪＲ四国高松駅・坂出駅 ICOCA導入
2014年3月 ＪＲ四国高松駅～多度津駅間 １３駅にICOCAエリア拡大

2018年春以降 ことでん、ことでんバスへの10カードサービス導入

出典：高松琴平電気鉄道株式会社提供資料を四国運輸局において一部編集

ことでん『Iruca』における10カード片利用化に向けた動き
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③ 訪日外国人旅行者受入環境促進等に向けた
取組

交通政策基本計画における記載内容

●訪日外国人旅行者数2,000 万人に向けて、空港や鉄道駅などのターミナル施設内、さらには列車やバスの車
内などでも円滑な情報収集・発信が可能となる無料公衆無線LAN 環境の整備促進、交通施設や公共交通
機関内における多言語対応の徹底、タクシー・レンタカー等における外国語対応の改善・強化、出入国手続き
の迅速化・円滑化のためのCIQ 体制の充実等、交通関連分野での訪日外国人旅行者の受入環境を整備す
る。

基本的方針B目標③
訪日外客2000 万人に向け、観光施策と連携した取組を強める



四国運輸局訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の概要

訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、 訪日外国人旅行者の受入環境の整備を緊急的に進める。

交通サービスインバウンド対応支援事業 地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業
■多言語表記等

■無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備

■ホームドアの設置

■交通施設の多機能トイレの整備

■インバウンド対応型鉄軌道車両の整備
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

■ノンステップバス、リフト付バス
の導入
【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者、
一般貸切旅客自動車運送事業者
（貸切バス事業者安全性評価制度
の認定を受けた者） 等

■ユニバーサルデザインタクシーの導入
【補助対象事業者】
一般乗用旅客自動車運送事業者 等

■多言語バスロケーションシステムの設置
【補助対象事業者】
一般乗合旅客自動車運送事業者 等

■船内座席の個室寝台化
【補助対象事業者】
国内一般旅客定期航路事業者、
国内不定期航路事業者、船舶
貸渡業者 等

■全国共通ＩＣカードの導
入【補助対象事業者】

鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

■企画乗車船券の発行
【補助対象事業者】
公共交通事業者 等

■ＬＲＴシステムの整備
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

■エレベーター・スロープ等の設置
による交通施設の段差の解消
【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者

■手ぶら観光カウンターの機能向上
（案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、

案内放送の多言語化、手荷物集荷場等の整備等）
【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした、又は認定する見込みがある者）

（停留施
設）

宿泊施設インバウンド対応支援事業
■無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備■トイレ洋式化

■タブレット端末の整備
■案内表示の多言語化

等
■段差解消
■自社サイトの多言語化

【補助対象事業者】
宿泊事業者等（複数の宿泊事業者（５以上）
により構成される団体が計画策定・申請）

具体的な取組み

実 証 事 業 等
■訪日外国人旅行者の要望・不満調査

■通信環境と多言語対応の充実
■ムスリム等個別ニーズへの対応

■空港・港湾の待ち時間の有効活用
■災害、事故、急病等への対応

等

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、一般乗合
旅客自動車運送事業者 等

（低床式車
両）

【補助対象事業者】
鉄軌道事業者、バスターミナル事業を営む者、
国内一般旅客定期航路事業者で旅客船ターミナルを
設置等する者、航空旅客ターミナルを設置等する者 等

ムスリム等個別ニーズ

等

■観光案内所の機能向上
（施設の整備・改良、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、案内標識・デジタル

サイネージ・ＨＰの多言語表記等、案内放送の多言語化、スタッフ研修）
【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等
（日本政府観光局がカテゴリーⅡ以上の認定をした、又は認定する見込みがある者）

■観光拠点情報・交流施設の機能向上
（施設の整備・改良、洋式便所の整備等、無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、

多言語の展示設備、案内標識・デジタルサイネージ・ＨＰの多言語表記等、
案内放送の多言語化）

【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

■公衆トイレの洋式化等
【補助対象事業者】
地方公共団体、公共交通事業者を含む民間事業者 等

11



１．交通サービスインバウンド対応支援事業

四国における訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の実績①

12

項目 件数 備考

多言語化 15
LED表示制御装置、案内標識、
車内案内表示、車内・船内放送、
ホームページ、案内看板の設置・改修 等

Wi-Fi 1 旅客船ターミナルにおけるWi-Fi環境の整備

交通系
ICカード 1 10カードの片利用化

バリアフリー 5 駅エレベーター、ノンステップバス、スロープ、
LRTシステムの整備 等

車両整備 15 インバウンド対応車両の整備 等

LED案内表示板（JR琴平駅）
車内路線図

（土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線）



テーブル・椅子・パラソル等の設置
（宇和島観光協会）

２．宿泊施設インバウンド対応支援事業

四国における訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の実績②

13

（１次：27補正） （２次：28当初） （３次：28補正） 県別計 備 考

徳島県 14 徳島県 5 徳島県 0 19 Wi-Fi整備、トイレ洋式化等

香川県 13 香川県 19 香川県 12 44 Wi-Fi整備、トイレ・客室洋式化、
サイトの多言語化等

愛媛県 7 愛媛県 17 愛媛県 9 33 Wi-Fi整備、トイレ洋式化、
タブレット購入等

高知県 7 高知県 8 高知県 12 27 Wi-Fi整備、トイレ洋式化、
案内表示の多言語化等

計 41 計 49 計 33 123

３．地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業

観光案内所名 区 分 備 考

三好市観光案内所 カテゴリーⅡ
（変更Ⅰ→Ⅱ） タブレット整備

小豆島国際ホテル カテゴリーⅡ
（新規） デジタルサイネージ

宇和島市観光協会
（木島旅館内）

カテゴリーⅡ
（新規）

テーブル・椅子等、
研修費用

トイレ洋式化の例

デジタルサイネージの設置
（小豆島国際ホテル）
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2012年度 2015年度 2016年度

（途中）

名称
SHIKOKU HIGHWAYBUS 3-DAY-RIDER

発売開始日
2016年10月1日

設定期間
2016年10月1日～2017年9月30日

発売金額
大人6,600円、小児4,400円

利用条件
利用開始日より連続した3日間、
四国島内の高速バスに何度でも乗車可能

利用対象者
訪日外国人旅行者

発売窓口
インターネット販売

（ウィラートラベル、ホワイトベアファミリー）
四国島内高速バス事業者窓口

四国島内インバウンド向けフリーパスの発売開始等

○四国内のバス会社6社が連携し、訪日外国人向けフリーパス、「SHIKOKU HIGHWAYBUS 3-DAY-RIDER」を平成28年10
月1日から発売開始。

○すでに2012年から発売している、「ALL SHIKOKU Rail Pass」とあわせて、四国内における訪日外国人旅行者の移動の利便性
向上・円滑化を図っていく。

ALL SHIKOKU Rail Pass販売実績の推移
(外国人向け四国鉄道6社割引共通乗車券)

出典：JR四国発表資料

発売開始後
4年間で7倍増

昨年度も大幅な伸び

16,534
（4～2月）

（枚）

8,763
（4～2月）
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④ 交通事業者における労働力不足に対応した
人材確保・育成方策

交通政策基本計画における記載内容

●航空機操縦士や航空機整備士、船員、バス・トラック運転手等、輸送を支える技能者、技術者の確保や労働
条件・職場環境の改善に向けた施策を実施する。（航空機操縦士・航空機整備士の民間養成機関の供給
能力拡充、船員のトライアル雇用助成金 等）

●地域における交通ネットワークの自立的な構築に向けて、地方運輸局、地方整備局等の人的資源も最大限
活用しつつ、自治体の交通担当部門などの地域の交通計画づくりを担う人材の育成方策を検討する。

基本的方針C目標③
交通を担う人材を確保し、育てる



四国における各輸送機関毎等の人材確保・育成の現状

○四国運輸局において、労働者不足の現状や人材確保・育成の取り組みを把握するため、事業者へのヒアリングを実施。
○四国では「タクシー」の今回対象の28事業者すべてにおいて運転者が不足しているとの回答があり、労働力不足の深刻化が顕在化。
○その他の輸送機関においても､ぎりぎりで足りている状態及び不足の状態の全体に占める割合は､｢鉄道･軌道」20％、「バス」91％、

「トラック」56％、「フェリーの船員」46％となり、公共交通や貨物の将来的な輸送の停滞が懸念。

充足 ぎりぎり足りている 不足

4事業者
（80％）

1事業者
（20％）

ぎりぎり＋不足
20％

2事業者
（9％）
9事業者

（41％）11事業者
（50％）

ぎりぎり＋不足
91％

28事業者
（100％）

ぎりぎり＋不足
100％

4事業者
（44％）

2事業者
（22％）

3事業者
（33％）

ぎりぎり＋不足
56％

7事業者
（54％）5事業者

（38％）

1事業者
（8％）

ぎりぎり＋不足
46％

【鉄道・軌道】

【バス】

【タクシー】

【トラック】

【船員】

＜事業者＞
○インターネットを活用する等の求人方法の見直し
○資格を持たない女性・若年層等への採用対象の拡大
○学校と連携した学生への職業ＰＲやインターンシップ等

の実施
○年度計画による各種の養成研修の実施
○各職場でのカウンセリングの実施
○免許取得の助成制度の新設 等

＜四国運輸局＞
○学校訪問・出前講座・見学会、海技者セミナーの開催
○船舶職員養成講習会への積極的な支援の実施
○事業者や業界団体の相談に応じる相談窓口の設置
○女性や若年層に対しても含めた、魅力ある職場としての

積極的なＰＲと、様々な助言・提案、好事例の紹介
を行う取り組みの推進 等

【四国の人材確保・育成の取り組み】

出典：四国運輸局「四国における運輸の動き－トピックス－～各輸送機関毎等
の人材確保・育成の現状～」発表資料（平成28年12月13日）等

【四国の主要な旅客輸送事業者への労働力不足に関するアンケート結果】

16※事業者へのヒアリングは平成28年10月～11月にかけて実施



四国運輸局四国の造船業における人材育成・研究拠点の拡充・機能新設
四国における基幹産業である造船業の持続的発展に向けて、産学連携の人材育成・研究拠点の拡充・機能新設等を行う

四国造船業界（全国シェア約3割)

① 人材育成の拡充・機能新設

② 研究連携機能の創設 ③ 人材の確保、海事産業への理解増進

高校での造船職業教育の復活
・今治工業高校に造船コース創設(H28)

SPH（ｽｰﾊﾟｰ ・ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ・ﾊｲｽｸｰﾙ）に指定
・多度津高校に造船コース創設(H29)

見学会・インターンシップ等の充実

海上技術安全研究所

試験用水槽 (共同利用)

香川大学、愛媛大学

地方創生加速化交付金

学生の受入
共同研究の実施

共同研究の実施
研究者の受入れ

産学連携による
造船業の高度化（香川地区）

地方創生交付金を活用

厚労省地方創生人材育成事業

地方自治体の
積極的な関与

実習教員の派遣、実習機材等の寄贈
高校への業界支援

自動溶接機の開発

ブルー研修等の拡充

3D-VR塗装研修等の新設 設計研修 (3D-CAD等)

技能研修・コンクールの拡充

ホワイト研修の付加

新たなブランド確立

生産性向上

持続的発展

人材育成・研究拠点の拡充・機能新設
民間企業の設備を活用し、人材育成を実施

地方創生加速化交付金
日本財団助成
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自治体等の公共交通担当者に対する人材育成支援

○四国は他のブロックに比べて公共交通の専任＋兼任担当者数が２人以下の自治体が多く、担当者ひとりひとりに高いパフォーマンスが
求められている。このため、研修・セミナーの開催などにより、地域の交通を担う人材育成に努める。

○昨年度は四国運輸局において3月に「地域公共交通セミナー」を実施。また、愛媛県や高知県においても、県内市町村公共交通担
当者を対象とした勉強会等を主催。

自治体における公共交通の専任＋兼任担当者数

出典：国土交通省「公共交通事業における官民連携のあり方検討に係る基礎調査・
検討業務」（平成26年3月）

○セミナー名 ： 地域公共交通セミナー in 四国
～持続可能な地域公共交通網の形成を目指して～

日 時 ： 平成29年3月15日(水) 13:30～17:15
会 場 ： 高松商工会議所 2階 大ホール

○プログラム
・基調講演 「地域公共交通計画の意義と策定手順」

喜多 秀行氏 神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻教授
・事例紹介(1)「大分県の地域公共交通活性化再生法に関する取組について」

十部 功氏 大分県企画振興部観光・地域局交通政策課副主幹
・事例紹介(2)「小豆島地域公共交通協議会の取組について」

城 博史氏 香川県小豆島町政策統括監兼企画財政課長
・予算説明 「平成29年度の予算概要について」

四国運輸局主催セミナーについて
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