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① 地域公共交通ネットワーク確保に向けた取組

交通政策基本計画における主な記載内容

●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。

●持続可能な地域交通ネットワークの構築のため、公共交通空白地域を中心としてNPO 法人や住民団体等の
様々な主体の活用を検討するとともに、交通分野に関係する様々な資金の活用等支援の多様化を検討する。

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



関係者相互間の連携と
協働の促進 等

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化

地域住民の通勤・通学・買物・通院といった、日常生活を営む上での交通圏を踏ま
えて公共交通ネットワークを再構築する。（Ａ市・Ｂ町・Ｃ村全体で取り組む）
拠点間や拠点と居住をネットワークで結び、移動の利便性を向上させる。
それぞれの路線の役割を明確化し、運行の効率化を図る。

地域公共交通ネットワーク再構築のイメージ
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※このほか、軌道やバス、船舶の高度化に向けた
具体的な事業もあり。

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

地域公共交通を網羅的に見直し、コンパクトシティの
実現に向けたまちづくりとの連携しつつ
地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの方向
性を検討。

地域公共交通網形成計画
＝地域公共交通に関するマスタープラン

事業者と協議の上、
地方公共団体が関係者と
協議会を開催し策定

⇒国土交通大臣の認定を受けたものについては、
重点的な支援

具体的な取組に向けた計画の作成

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

地域公共交通再編実施計画
＝地域公共交通を再編するために、

具体的に行う取組

地方公共団体が事業者
等の同意の下に策定

公共交通の利便性・効率性の向上を図り、持続可能な移動環境を形成

①地方公共団体（都道府県、市町村）が中心となり、
②まちづくりなど関連施策と連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

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

目標

改正地域公共交通活性化再生法（平成26年5月成立）の概要
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○ 平成30年4月末時点で全国で415件の地域公共交通網形成計画が策定され、23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。四国においては、平成29年度末で17の地域・32市町で地域公共交通網形成計画を策定（平成29年度
で新たに6の地域で網形成計画を策定）。特に、愛媛県では県全域を区域とした広域な網形成計画を策定。

○ 平成30年度においても、愛媛県松山市、宇和島市、高知県南国市、土佐清水市、四万十市、中土佐町等で網形成計画策定
を予定。また、高知県ごめん・なはり線沿線地域及び嶺北地域それぞれにおいて、広域な網形成計画を策定中。

【地域公共交通網形成計画】

【地域公共交通再編実施計画】

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

青字：H29年度に計画策定した地域

小松島市

黄色：H26～28年度策定
桃色：H29年度策定
緑色：H30年度策定予定
赤字：広域な網計画
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鬼北町
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愛媛県全域
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作成済み

徳島県 小松島市、阿波市、つるぎ町
香川県 高松市、小豆島地域

愛媛県 県全域、新居浜市、大洲市、
西予市、東温市、鬼北町、愛南町

高知県 高知市、宿毛市、田野町、
佐川町、津野町

H30年度
中に作成

予定

愛媛県 松山市、宇和島市

高知県
ごめん・なはり線沿線地域、
嶺北地域、南国市、土佐清水市、
四万十市、中土佐町 等

地域公共交通網形成計画作成･検討状況

将来的な作成を
目指す 香川県高松市、愛媛県南予地域 等
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愛媛県地域公共交通網形成計画（平成30年3月策定）の概要

○ 愛媛県が中心となり、市町とともに、まちづくりや観光・福祉分野とも連携した維持・活性化や持続可能な公共交通ネットワークの再
構築を広域的な観点から取り組むため、「愛媛県地域公共交通網形成計画」を策定（県内全域を区域とする広域な網形成計
画の策定は全国で3例目。）。

計画期間 平成30年4月～35年3月の5年間
対象地域 愛媛県全域（東予・中予・南予の圏域ごとに整理）

○ 今後、南予地域を中心とした地域公共交通再編実施計画の策定を進める等、本網計画に基づき様々な施策を推進。

愛媛県が抱える課題 計画目標イメージ

基本方針１
東予地域、中予地域、南予
地域の地域間を強く結ぶ広域
交通軸の形成

基本方針
基本方針２

生活圏域を円滑に移動できる
地域内交通網の形成

基本方針３
居住地区でのきめ細かな移動を
実現させる支線(フィーダー路線)
との乗継ぎ拠点の形成

（目標１）
まちづくりと連携した
「軸」と「拠点」の設定に
よる地域住民の円滑な
移動を支える公共交通
ネットワークの構築

（目標３）
国内・海外からの観
光ニーズに対応した
公共交通利用環境
の整備

（目標４）
持続可能な公共
交通ネットワークの
形成に向けた運行
水準の適正化

（目標２）
広域交通と地域
間・地域内交通の
連絡性の向上によ
る切れ目ない県内
交通ネットワークの
構築

（目標５）
新たな公共交通
利用者の確保に
向けた利用促進
策の実施

計画目標

出典：愛媛県公表資料を基に運輸局において作成

軸と拠点の設定によるネットワーク

地域間・地域内交通の連絡ネットワーク

観光ニーズに対応した公共交通利用環境整備

課題１：利用が低迷するバス路線・便の存在
課題２：交通弱者（高齢者・学生）のニーズに合わない

バス路線・便の存在
課題３：広域交通ネットワーク拠点における利用者ニーズとの不一致
課題４：観光客のニーズと公共交通サービスの不一致
課題５：利用者ニーズに応えるための事業者の人材確保
課題６：まちづくりに関わる多様な主体との連携
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○ 平成22年4月に設置された「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会」では、「四国の鉄道ネットワークを維持する」
とともに、「鉄道の抜本的な高速化を進める」とする提言が取りまとめられた。

○ その後、地方の鉄道の置かれた状況は一層厳しさを増してきており、JR四国としても、鉄道事業者の自助努力のみでは現在の鉄
道ネットワークを維持することが将来的に困難になると想定。

○ JR四国と四国4県において、前回の懇談会による提言後の取り組みや、鉄道特性、維持方策等について検証したうえで、四国にお
ける鉄道ネットワークのあり方について、幅広く意見交換を行うことを目的に「四国における鉄道ネットワーク懇談会Ⅱ」を設置。

○ 昨年8月に第1回、本年3月に第2回懇談会を開催。今夏開催予定の第3回懇談会で中間とりまとめを行い、その後は各県別の
検討を並行して行っていく予定。

四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱについて

経緯・趣旨

構成員
正司健一教授（神戸大学大学院）を座長とし、その他学識経験者、四県知事、
経済団体、四国市長・町村会長、地方整備局長・運輸局長等の計18名

目的

【第1回】 ※H29.8開催
１ 前回「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会」の振り返り
２ 社会情勢等の変化、他地域での公共交通の状況
３ 四国の鉄道等の現状
４ 鉄道の特性と役割の検証

幹線交通である鉄道を中心に、公共交通に関する危機感について共有し、「将来の
あり方に関する具体的方策」について、全体としてのとりまとめを行い、各県での議論に
つなげる。

検討内容
【第2回】 ※H30.3開催
５ 鉄道の運営に必要な要員やコストの確認
６ 鉄道の維持方策の検証

【第3回】 ※H30夏頃開催予定
７ 中間とりまとめ（各県別の検討の場への橋渡し）

第2回懇談会の様子
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地域住民主体による移動手段確保の取組（NPO法人にこにこ日土（愛媛県八幡浜市））
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『 自分たちのまちは自分たちで 』
→地域と行政が協働し、高齢者の移動に加え、児童・生徒の通学
を含めた地域の移動手段をトータルで確保（地区と市街地を結
ぶ定時定路線・域内デマンド・小中学校スクール輸送）

●自ら運転手を確保、無償貸与された旧駐在所（遊休施設）
を事務所として有効活用

●地域ニーズに基づく運行、高齢者の外出機会創出（お遍路
巡りツアーなど）、チラシでの会員拡大の取組

２．創意工夫

（１）地域住民の熱意と行動
●民間路線バス廃止・縮小の危機を受け、地域住民が立ち
上がりNPOを設立、自ら地域の移動手段を確保

●地区住民の会費拠出による事業運営
（２）市による本取組への全面支援
●交通担当部署のみならず、学校教育・福祉等各部署が
連携、クロスセクター効果による便益向上を目指し、NPOの
活動を全面的にバックアップﾟ

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性
●事業開始以降、市・県・国からの運営費補助
（欠損補助）が一切なく、約10年間黒字運営を
継続、利用も2.2倍増

●地域住民の満足度が高く、費用対効果の
高い活動を継続して取組中

（取組の概要）

NPO法人にこにこ日土 バス出発式（H20 市広報誌）

9,250 8,417 8,656

14,321

6,097 6,073 5,540 5,346

H26 H27 H28 H29

学 生 一 般

【バス利用者数（人）】

H29年度利用者数はH21年度比約2.2倍増！

【バス利用者数内訳（人）】

中学校統廃合により、H29年度の児童・
生徒利用者数は対前年比約1.7倍増！ 開始以降約10年間黒字運営！

【事業収支（千円）】

赤
字

黒
字

運賃収入、入会費・年会費、
スクールバス委託収入のみで
持続可能な運行を継続中

日土小学校

旧青石中学校
（H29休校）

NPO事務所
（旧駐在所を活用）

旧日土東小学校
（H26休校）

日土地区

日土地区の概要（みかん栽培がさかんな標高20m～600mの中山間地域）

高齢者の移動に加え、児童・生徒の通学需要にも対応 下校便時刻と乗車児童を示すボード
＠小学校内下駄箱付近バス利用促進チラシ

0

至：八幡浜市街地

赤線：定時定路線等
運行ルート

水色：域内デマンド範囲

（年度） （年度）
（年度）

過疎・高齢化が進む中山間地域において、地域住民が立ち上がり、行政との協働により「我がまちの移動手段」をトータルで確保（定
時定路線・デマンド・スクール輸送）。運行開始当初と比較し約2.2倍の利用増を実現し、黒字運営を約10年間継続する等、持続
可能な移動手段の仕組みを構築。
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② 観光・交通両分野の連携に向けた取組

交通政策基本計画における主な記載内容

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。

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

●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②
地域間のヒト・モノの流動を拡大する

●国内外の交流人口拡大等による地域活性化を図るため、仙台空港をはじめとした「民間の能力を活用した国
管理空港等の運営等に関する法律」等に基づく公共施設等運営事業の活用拡大や、顧客満足向上のための
仕組みの導入や空港別収支の早期公表を行う等、空港経営改革を着実に推進する。



訪日外国人旅行者数4,000万人等の実現に向けて、多言語音声翻訳システムの普及等の多言語対応の一層の促進、無料公衆
無線LAN環境の一層の充実、増加する訪日ムスリム旅客の受入体制の強化等、ストレスフリーな受入環境の整備に向けてさらにきめ
細やかな支援を行う。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策・旅行環境整備事業の概要

交通サービス支援事業 地方での消費拡大に向けた支援事業

■多言語表記等

■交通施設や車両等の無料Wi-Fiの整備

■ホームドアの設置

■交通施設や車両等の洋式

■観光案内所の機能向上（カテゴリーⅠ一部対象）
（施設の整備・改良、タブレット端末の整備、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、無料Wi-Fi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

【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Ⅰ以上の認定をした、又は認定する見込みがある者）

■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）

宿泊施設インバウンド対応支援事業

の整備 ■トイレ洋式化

■タブレット端末の整備

等■段差解消

■自社サイト・案内表示の多

【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

■多様な宗教・生活習慣への対応力の強化

■多言語音声翻訳システム（Voice Tra）
の観光関係者への利活用実証事業 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

（停留施
設）

（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

等

■観光拠点情報・交流施設の機能向上
（施設の整備・改良、タブレット端末の整備、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、無料Wi-Fiの整備）

【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

■公衆トイレの洋式便器の整備等（建替時等の洋式便器新設等も対象化）
【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

■タブレット端末の整備
【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

トイレ、多機能トイレの整備

言語化 ■ムスリム受入マニュアル作成 ■無料Wi-Fi

※新規メニュー（赤字）

旅行環境整備事業

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 → 以下の３事業から を除いた部分。

■空港利用者の手続き効率化に向けた検討調査
旅行環境整備事業
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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

〇宿泊施設インバウンド対応支援事業
●宿泊施設の

・Wi-Fi整備 ・トイレの洋式化 ・自社サイトの多言語化
・館内案内表示の多言語化 等 の整備に対する支援
平成29年度までの延べ支援事業：140件

〇交通サービスインバウンド対応支援事業
●車両・駅等の交通施設の

・Wi-Fi整備 ・自社サイトの多言語化 ・案内表示、車内放送の多言語化
・交通系ICカードシステムの高度化 ・企画乗車船券（共通きっぷ）の造成
・バリフリ関係施設（エレベーター、ノンステップバス、UDデザインタクシー、
LRT等）の整備等に対する支援

（平成29年度までの主な支援事業）
支援内容 延べ事業数 支援内容 延べ事業数
Wi-Fi整備 1 企画乗車船券 2
多言語化 24 ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 1

交通系ICカード 2 車両整備（点検） 19
バリフリ関係 12 計 61

LED行き先表示器の多言語化

超低床式LRT車両の製造

駅案内サインの5言語対応化

9

〇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

・タブレット整備 ・外国人観光案内所の設置
・デジタルサイネージの設置 等 の整備に対する支援

●公衆トイレの洋式化 等
平成29年度までの延べ支援事業
：観光案内所 4件、 トイレ洋式化 9件Wi-Fi 整備

トイレの洋式化

←小豆島国際ホテル
（デジタルサイネージ）

木屋旅館→
（テーブル・椅子等）



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

企画乗車船券の新規・拡充

○ 訪日外国人旅行者の四国地域への誘客を促進するためには、1枚
のきっぷで広域でかつ複数の交通モードが滞在期間中利用できる共
通乗車船券の企画・造成が重要。

○ JR四国ほか、四国内の鉄道が乗り放題となる「ALL SHIKOKU 
Rail Pass」を2012年より販売。近年売上が急伸しているが、より利
用者にとって使いやすいきっぷを目指す必要。

○「ALL SHIKOKU Rail Pass」を改訂・拡充し、利用可能なエリアに
小豆島フェリー及び小豆島オリーブバスを追加した新たな企画乗車船
券を平成30年3月より販売開始。

○加えて、利用可能なエリアを香川県内のJR、ことでん、小豆島フェリー
及び小豆島オリーブバスとした短期滞在向けの企画乗車船券
「KAGAWA Mini Rail Pass」を平成30年3月より販売開始。

○ 訪日外国人旅行者により広域に周遊を、特にいわゆる「ゴールデンルー
ト」以外の地域を周遊してもらうためには、1枚のカードで全国の交通
手段をカバーすることが可能となる交通系ICカード相互利用環境の整
備・普及が重要。

○ ことでんにおいて、全国相互利用可能な交通系ICカードである10カー
ドをIruCaエリアでも利用可能（片利用）とするシステム改修を実施
し、平成30年3月より運用開始。さらに、ことでんバスについても現在シ
ステム改修を実施中。

交通系ICカードシステムの高度化

10カード（全国10エリアで相互利用可能）
…Suica、ICOCA、nimoca 等

Irucaエリアでも10カード利用可能に！
（10カードエリアでのIruca利用は不可）

片利用開始周知ポスター 改修した簡易自動改札機

1,297
2,903

5,899

9,706

18,476

21,587

0

10,000

20,000

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

「ALL SHIKOKU Rail Pass」売上推移
販売開始6年間で約17倍に！
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高松空港民営化と二次交通確保に向けた動き

○ 本年4月1日、高松空港が民営化。国管理の地方空港の民営化は仙台空港に次いで全国2例目で、三菱地所・大成建設・パ
シフィックコンサルタンツ・シンボルタワー開発が設立したSPC（特別目的会社）の高松空港会社が運営。

○ 「アジア・世界とつながる四国瀬戸内No.1の国際空港」を目指し、2032年度の利用者を16年度の約1.7倍となる307万人まで
増やす計画。

○ 琴平バスが6月にも高松駅から高松空港を経由し、徳島県の祖谷・大歩危を結ぶ路線バスの運行を開始する旨表明する等、民
営化にあわせて空港からの二次交通充実に向けた動きも活発化。

琴平バス、6月にも新路線 高松空港と祖谷・大歩危結ぶ
琴平バス（香川県琴平町）は、6月にも高松駅から高松空港を

経由し祖谷・大歩危と結ぶ路線バスの運行を始める。高松空港から
徳島県に向かう路線バスは初めて。徳島県屈指の観光地と空港を
結び、インバウンド（訪日外国人旅行者）の取り込みを狙う。
毎日1往復運行する。予定では、午前9時に高松駅を出発し、10

時に高松空港、10時半に琴平町を経由し、正午ごろ祖谷のかずら
橋に近いイベント広場「かずら橋夢舞台」に到着する。帰りは午後3
時20分に夢舞台を出発。高松空港などを経由し、同6時45分に高
松駅に着く。
運賃は片道2千～3千円程度を想定し、

年間7千～1万人の利用を見込んでいる。
路線バスの開設は、1日から民営化された
高松空港の運営会社から、新サービスの
一環として依頼された。
バスはかずら橋夢舞台に到着後、川下り

を楽しむ人のため、三好市の観光施設
「大歩危峡まんなか」を往復することも計画
している。
西川晋平取締役は「祖谷は観光客に

人気だが行きづらかった。アクセスを提供
することで観光客の増加に貢献できれば」
と話している。

出典：徳島新聞2018年4月7日付

高松空港の将来イメージ※

フードコート（クリーンエリア内）のイメージ※ 民営化記念式典の様子

※出典：三菱地所・大成建設・パシコングループ提案概要より 11



③ 交通分野における｢生産性向上｣に向けた取組

交通政策基本計画における記載内容

●過疎地域等において日常の買い物等が困難な状況に置かれる者への対応や宅配ネットワークの維持のため、
「小さな拠点」の形成等の施策との連携を図りつつ、貨客混載や自治体、NPO 法人等関係者との連携など過
疎地物流の確保策を検討する。

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

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

●渋滞の解消・緩和や高齢者等の移動支援、運転の快適性の向上などを図るため、「官民ITS 構想・ロードマッ
プ」を踏まえ、自動走行システムの実現に向けた技術開発や制度整備等を検討する。



四国地域で進む貨客混載の動き

○生産性向上に資する動きとして、日本郵便とジェイアール四国バス（高知県香美市）、ヤマト運輸と四国交通（徳島県三好
市）、佐川急便とバス会社3社（愛媛県内）において、路線バスを活用した「貨客混載」事業がスタート。

○国土交通省としても、自動車運送業の担い手を確保するとともに、過疎地域等における人流・物流サービスの持続可能性を確保す
るため、自動車運送事業者が旅客又は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、サービスの「かけもち」を可能とする措置を
講じたところ（昨年9月1日～）。

○加えて、高知県において、特にラストワンマイルの配送を「集落活動センター」が担う新たな貨客混載事業の検討に着手するなど、四
国地域における貨客混載の動きが加速化。

350kg未満の荷物を運ぶことが
可能（道路運送法第82条）

350kg以上の荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※350kg未満の荷物を運ぶ場合は、今まで通り許可不要

人を運ぶことを可能とする
（旅客自動車運送事業の許可を取得）

※過疎地域に限る

自家用有償旅客運送者が自家用自動車で350kg未満の荷物を運ぶこと
が可能（道路運送法第78条第３号の許可を取得）※過疎地域に限る

従 前（昨年8月末まで） 活用円滑化（昨年9月～）

旅客運送に特化

貨物運送に特化
荷物を運ぶことを可能とする

(貨物自動車運送事業の許可を取得)
※過疎地域に限る

荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※過疎地域に限る

【乗合バス】

【貸切バス・タクシー】

【トラック】

【自家用有償旅客運送者】

【乗合バス】 【タクシー】

【貸切バス】 【トラック】

サービスの「かけもち」の概要

○高知県では今後、県内4市町村（安芸市、大川村、檮原町、
三原村）をモデル地区として事業スキームを検討していく予定。

○一例として、貨物事業者によって集落活動センターまで運搬され
た貨物を、同センターやタクシーが各戸に配送したり、各戸から貨
物や農産物を集荷するようなスキームを検討中。

※集落活動センター
→地域住民が主体となり、地域外からの人材も受け入れながら、旧小学
校や集会所などを拠点に、それぞれの地域の課題やニーズに応じて、生
活、福祉、産業、防災といった様々な活動に総合的に取組む仕組み。

集落活用センターを活用した貨客混載スキーム例路線バスを活用した「貨客混載事業」の様子
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貨客混載で想定されるケース

時間帯の需要に応じて、旅
客運送・貨物運送を行い、
効率的な運営を実現旅客 貨物 旅客7:00 13:00 17:00 20:00

乗合バス
バスセンター

定期路線運行を行う乗合バ
スにおいて、同一方面に向か
う貨物を一緒に載せ、地場
のトラック事業者と共同するこ
とで、効率的な運送を実現

ラストマイル運送

物流センター

ある２地点間で貨物を運送
する際、途中経路に家がある
旅客を一緒に乗車させること
で、効率的な運送を実現

地域拠点

タクシー

トラック
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中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

○ 高齢化が進行する中山間地域における人流・物流の確保のため、「道の駅」等を拠点とした自動運転サービスの2020年までの社
会実装を目指し、全国13箇所で順次、実証実験を実施。

○ 四国においては、徳島県三好市の道の駅「にしいや」-かずら橋夢舞台間で平成29年12月に実証実験を実施。実験では、国の
重要文化財（祖谷のかずら橋）や観光拠点（かずら橋夢舞台）、宿泊施設等を結び、新たな観光の流れの創出に向けた検
証等を行った。その他の地域においても、農作物の集荷・配送、宅配便の集配等の実証実験を行うなど、「地域への効果」の検証
を行っているところ。

生活の足の確保
（買物・病院、

公共サービス等）

物流の確保
（宅配便・農産物の

集出荷等）

地域の活性化
（観光・働く場の

創造等）

貨客混載

全国13箇所で順次実験開始（平成29年9月～）

高齢化が進行する中山間地域において、人流・物流を確保するため、「道の駅」等
を拠点とした自動運転サービスを路車連携で社会実験・実装

「レベル4」 (専用空間)＋
「レベル2」(混在交通(公道))
「車両自律型」技術
→事前に作製した高精度3次元地図を

用い、LiDAR(光を用いたレーダー)で周囲
を検知しながら規定ルートを走行
定員：4人
速度：40km/h 程度
(最大50 km/h)

【今回実験車両】
アイサンテクノロジー株式会社

サービスのイメージ
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