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１．地域公共交通をめぐる状況
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（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（中位推計））

今後、人口減少が進み、2047年には１億人程度となる見通し。
少子高齢化が急速に進行しており、2050年には総人口の4割近くが65歳以上になる見通し。
それにより、生産年齢人口は2050年には現在の６割近くまで減少。
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（年）

2010年

65歳以上人口
約2900万人
（約23％）

2050年

65歳以上人口
約3800万人
（約39％）

2050年

総人口
約9700万人

2010年

生産年齢人口
約8200万人
（約64％）

2050年

生産年齢人口
約5000万人
（約52％）

2047年

総人口
約１億人

2010年

総人口
約1.28億人

2010年

18歳未満人口
約2000万人
（約16％）

2050年

18歳未満人口
約1200万人
（約12％）

（2008年がピーク）

人口減少・少子高齢化の推移・予測

3



地域公共交通の現状

地域公共交通サービスの衰退モータリゼーションの進展と輸送人員の減少

• 乗合バスについては、平成19年度以降、約10,206㎞の路線が完全に
廃止。
鉄道については、平成12年度以降で約754㎞の路線が廃止。

空白地面積 空白地人口

バス 500m圏外
鉄道 1km圏外

36,477 km2

（我が国の可住地
面積の約30%）

7,351千人
（我が国の人口の

5.8%）

• 公共交通空白地域の深刻化

• モータリゼーションが著しく進展
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• 民間バスの約7割、地域鉄道事業者の約8割が経常収支が赤字

民間バス 地域鉄道事業者

（保有車両３０両以上の事業者（2013年度） ） （2013年度）

（出典）平成23年度国土交通省調査による

出典：地域交通年報、自動車輸送統計年報

• 輸送人員は大幅に減少

• バス・鉄道の分担率は、６割から３割に低下

各交通機関（陸上）の輸送人員の推移（全国）

1990年 2000年 2010年 2013年

乗合バス事業 65億人 48億人 42億人
42億人

（90年に比べ35％減）

地域鉄道 5.1億人 4.3億人 3.8億人
4.0億人

（90年に比べ22％減）

（出典）自動車輸送統計年報、鉄道統計年報及び国土交通省調査

モータリゼーションの進展により、地域公共交通の位置付けが相対的に低下し、輸送人員の減少に歯止めがかから
ない状況。

交通事業者の不採算路線からの撤退による地域公共交通ネットワークの減少や運行回数などのサービス水準の大幅
な低下が進行するとともに、地域交通を担う民間事業者の経営悪化が進行。

今後の急激な人口減少の下で地域公共交通をめぐる環境はますます厳しいものとなることが想定される。

26％

74％ 黒字

赤字

29％

71％
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北陸信越地域のマイカー保有台数は多い。

（出典） 一般財団法人
自動車検査登録情報
協会調べ

１位 福井県
２位 富山県
３位 群馬県

・
・
・

45位 神奈川県
46位 大阪府
47位 東京都

（参考） １世帯あたりの自動車保有台数（都道府県別）

5



100

97
95 95

93
91

92
93

94
92 92 92 92

100

96

91
89

86
84

83 83 83

79
78

76 76

100

96
94 93

90
88

89 89
90

87 87
86 86

75

80

85

90

95

100

105

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

三大都市圏 その他 合計

輸送人員の推移
（H12年度を100とした場合）

（年度）

特に地方部において輸送人員の減少に歯止めがかからない状況。

地方部は約

２５％減

出典：自動車輸送統計調査
2000 2012
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（参考）バス交通をめぐる状況①



廃止路線キロ

１９年度 １，８３２

２０年度 １，９１１

２１年度 １，８５６

２２年度 １，７２０

２３年度 ８４２

２４年度 ９０２

２５年度 １１４３

計 １０，２０６
(※)稚内市－鹿児島市間の距離は約1,810km

乗合バスの路線廃止状況
（高速バスを除く、代替・変更がない完全廃止のもの）

平成19年度以降で、10,206kmが廃止。（全国のバス路線合計41万7,400Km（平成21年度末）の約2％を占める。）

平成11年以降の法的整理・事業再生等の事例

民事再生法 ○東陽バス㈱ ○那覇交通㈱ ○北都交通㈱
○富士交通㈱ ○琉球バス㈱ ○茨城交通㈱ ○岩手県北自動車㈱

会社更生法 ○京都交通㈱ ○水間鉄道㈱ ○福島交通㈱

法的整理

○大分バス㈱ ○中国バス㈱

産業活力再生特別措置法関係

産業再生機構

○九州産業交通㈱ ○関東自動車㈱ ○宮崎交通㈱

○北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道バス㈱） ○箱根登山鉄道㈱
○いわさきコーポレーション ○立山黒部貫光㈱ ○国際興業㈱
○㈱日立電鉄バス他４社 ○アルピコグループ松本電鉄他３社

○井笠鉄道㈱破産法

私的整理

事業再生

○会津乗合自動車㈱企業再生支援機構

特別清算 ○常磐交通自動車㈱

（参考）バス交通をめぐる状況②

○土佐電気鉄道㈱・高知県交通㈱産業競争力強化法
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（参考）鉄道をめぐる状況①

北海道ちほく高原鉄道
（平成18年4月）

下北交通
（平成13年4月）

くりはら田園鉄道
（平成19年4月）

日立電鉄
（平成17年4月）

京福電気鉄道
永平寺線（平成14年10月）

ＪＲ西日本可部線一部
（平成15年１2月）

高千穂鉄道（平成20年12月）
※一部は平成19年9月で廃止済

名古屋鉄道
竹鼻線・八百津線・揖斐線一部・

谷汲線（平成13年10月）
三河線一部（平成16年4月）

揖斐線（平成17年4月）

南海電気鉄道
和歌山港線（一部）

（平成14年5月）

鉄道

島原鉄道一部
（平成20年4月）

三木鉄道
（平成20年4月）

名古屋鉄道
岐阜市内線・美濃町線・田神線

（平成17年4月）

名古屋鉄道
モンキーパーク・モノレール線

（平成20年12月）

有田鉄道
（平成15年1月）

桃花台新交通
（平成18年10月）

長野電鉄河東線（一部）
（平成14年4月）

のと鉄道
七尾線一部（平成13年4月）

能登線（平成17年4月）

北陸鉄道
石川線（平成21年11月）

軌道

西日本鉄道北九州線
（平成12年11月）

長野電鉄屋代線
（平成24年4月）

十和田観光電鉄
（平成24年4月）

南部縦貫鉄道
（平成14年8月）

鹿島鉄道
（平成19年4月）神岡鉄道

（平成18年12月）

（キロ）

（年度）

■ 平成12年度以降、全国で3７路線・754.2㎞の鉄軌道が廃止された。

平成12年度以降の
全国廃止路線長の推移

（平成２６年６月１日現在）

ＪＲ東日本岩泉線
（平成26年4月）

ＪＲ北海道江差線
（平成26年5月）
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754.2km

西日本鉄道宮地岳線一部
（平成19年4月）
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（参考）鉄道・バスをめぐる状況

■ 鉄道路線・高速バスの廃止の意向を表明した最近の例

［三江線（広島県三次市～島根県江津市。108.1㎞］[新潟交通観光バス㈱（新潟～村上線、新潟～津川・上川線）]

9

○平成28年9月2日（金）毎日新聞 ○平成28年9月2日（金）新潟日報



デマンド型交通導入市町村における運行経費

10

デマンド型交通を導入した市町村における利用者１人当たり運行経費について、路線定期型
交通（コミュニティバス等）を導入した場合と比較すると、デマンド型交通を導入した場合の
運行経費の方が大きくなる傾向にある。

（出典）国土交通省中部運輸局「デマンド型交通の手引き」（平成25年３月）

○ 路線定期型導入市町村
● デマンド型導入市町村

＜参考＞
路線定期型利用者１人当たりの平均運行経費：792円
デマンド型利用者１人当たりの平均運行経費：1,828円

利用者１人当たり運行経費（円）



地域公共交通に求められる役割
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運転のできない学生・生徒や

高齢者、障害者、妊婦等の

交通手段の確保

地域住民の移動手段の確保

外出機会の増加によるまちのにぎわいの

創出や、「歩いて暮らせるまちづくり」

による健康増進

まちのにぎわいの創出や健康増進

観光旅客等の来訪者の

移動の利便性や回遊性の向上により、

人の交流を活発化

人の交流の活発化

コンパクトシティの実現

諸機能が集約した拠点どうし、

あるいは拠点と居住エリアを結ぶ

交通手段の提供

地域公共交通の活性化に向けた施策を講じなければ、
市町村の財政負担は今後ますます増大する可能性も

地域公共交通に求められる役割

これらの役割はいずれも必要不可欠



Ｚ

コンパクト＋ネットワーク ～まちづくりと公共交通の連携～

現 状

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

まちづくりと一体となった公共交通の再編

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

公共交通空白地域

まちづくりの取組

地域公共交通の取組
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

12

公共交通の
利用者の減少

公共交通事業
者の経営悪化

公共交通サービス
水準の低下負のスパイラル

平成２６年、都市再生特別措置法・地域公共交通活性化再生法を改正



（参考）市町村が中心となった地域公共交通の活性化に向けた取組

○ 地域公共交通は、地域住民の移動手段としてだけでなく、まちづくり、観光、健康、福祉、教育、環境等、
様々な分野で大きな効果をもたらすものであり、地域の総合行政を担う市町村が中心となって取り組む必要。

○ 協議会を設置し、地域の多様な関係者と連携・協力することで、地域の実情に応じた公共交通サービスの
提供や、計画策定を通じた持続可能な公共交通ネットワークの形成が実現できる。

【主宰】 市町村
【構成員】 市町村、公共交通事業者、住民又は利用者の代表、労働組合（運転者）の代表、運輸局、道路管理者、警察、

学識経験者 等 （※市町村の判断により任意の追加が可能。また、協議する事項によって、必須とする構成員に違いがある）

地域の関係者が参画する協議会

①コミュニティバスやデマンドタクシー
の導入

交通事業者と連携して公共
交通の充実を図りたい
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【協議会において協議すべき事項】

・どのバス・タクシー事業者に運行を委託するのか

・ルートやダイヤを定めて運行するのか、デマンド
型にするのか

・どの大きさの車両を用いるのか
・ダイヤ、運賃はどのように設定するのか
・既存のバス路線等との整合性が図られているか

（あくまで一般のバス路線等のサービスを補完するも

のという位置付けであることに留意） 等

②自家用有償旅客運送（白ナンバーの車両に
よる有償での運送サービス）の導入

（※交通空白地域の解消又は、身体障害者等の移動
手段の確保を目的とするもの）

【協議会において協議すべき事項】

・運営主体は市町村か、ＮＰＯや社会福祉法人等か

・ルートやダイヤを定めて運行するのか、デマンド型に
するのか

・どの大きさの車両を用いるのか
・ダイヤ、運賃はどのように設定するのか

・交通事業者のサービスのみでは、地域住民の足の
確保が不十分か（あくまで交通事業者のサービスを補完

するものという位置付けであることに留意） 等

交通事業者の提供するサービスだけ
では困難なため、自家用の車両を活
用して地域住民の足を確保したい

③地域公共交通のマスタープラン
（地域公共交通網形成計画）の策定

（※まちづくりと連携し、地域全体を見渡した
面的な公共交通ネットワークの構築を目指
すための計画）

※構成員には、協議会への参加応諾義務と、合意された
結果に対する尊重義務が課せられる

※バス路線等の面的な再編を行う場合、上記の計画に基
づき、再編に係る具体的な事業計画（地域公共交通再
編実施計画）を策定することが可能。（ＬＲＴやＢＲＴの
導入についても類似の制度あり）

地域の公共交通全般につい
て、ビジョンを示して計画的
に取り組みたい

【計画の記載事項（協議会での協議が必要）】

・持続可能な地域公共交通ネットワークの形成
に向けた取組の基本的な方針

・計画の区域、期間、目標
・目標達成のために実施する事業及びその主体
・実施状況の評価方法 等



２．地域公共交通活性化再生法について
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交通政策基本法(平成25年12月4日公布・施行）の概要

【豊かな国民生活の実現】
○日常生活の交通手段確保（第16条）…離島等の地域の諸条件への配慮
○高齢者、障害者等の円滑な移動（第17条）…妊産婦、ベビーカー等にも配慮
○交通の利便性向上､円滑化､効率化（第18条）…定時性確保、乗継ぎ円滑化等

【国際競争力の強化】
○国際海上・航空輸送のネットワークと拠点の形成、アクセス強化（第19条）

【地域の活力の向上】
○国内交通ネットワークと拠点の形成（第20条）
○交通に関する事業の基盤強化、人材育成等（第21条）

【大規模災害への対応】
○大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及び迅速な回復等

（第22条）…耐震性向上、代替交通手段の確保、多人数の円滑な避難

【環境負荷の低減】
○ エコカー、モーダルシフト、公共交通利便増進等（第23条）

【適切な役割分担と連携】
○総合的な交通体系の整備（第24条）…交通需要・老朽化に配慮した重点的な整備
○まちづくり、観光等との連携、関係者間の連携・協働の促進（第25条～第2７条）

「交通政策基本計画」の閣議決定・実行（第15条）
＜パブリックコメント、審議会への諮問等＞

○交通の果たす機能
・国民の自立した生活の確保
・活発な地域間交流･国際交流
・物資の円滑な流通

○国民等の交通に対する基本的需要の充足が重要

基本的認識（第2条）

基本理念等(第2条～第7条)

国の施策(第16条～第31条)

○調査研究（第28条）
○技術の開発及び普及（第29条）…ICTの活用
○国際的な連携の確保及び国際協力の推進（第30条）…規格標準化、交通インフラの海外

展開
○国民等の意見を反映（第31条）

環境負荷の低減（第4条）

様々な交通手段の適切な役割分担と連携
（第5条）

交通安全対策基本法に基づく交通安全施策と十
分に連携

交通の安全の確保（第7条）

関係者の連携・協働（第6条、第12条）

法制上、財政上の措置（第13条）

国会への年次報告等（第14条）

国、地方自治体、事業者等の関係者の責務等
（第8条～第11条）

地方公共団体の施策(第32条)

○少子高齢化の進展等に対応しつつ、
・豊かな国民生活の実現
・国際競争力の強化
・地域の活力の向上
に寄与

○大規模災害に的確に対応

交通機能の確保・向上（第3条）

○交通政策推進の基本理念／○多様な関係者の連携と役割分担／○交通施策の総合的かつ計画的な推進体制

15



改正地域公共交通活性化再生法（平成26年5月成立・11月施行）の概要

16

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

※改正地域公共交通活性化再生法については、平成２６年１１月２０日に施行



（参考）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年制定時）
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地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）

地域公共交通総合連携計画の作成・実施

市町村、公共交通事業者、道路管理者、
港湾管理者、公安委員会、住民等

協議会

平成１９年度制定。

地域公共交通の活性化及び再生を図るため、市町村が地域の関係者による協議会を組織して、「地域公共交通総合連
携計画」を策定し、同計画に即して関係主体が取組みを進める制度を創設。

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

・協議会への参加に対する応諾義務
・計画作成・変更等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

【問題点】
▶ 連携計画の多くは民間バスが廃止された路線について、コミュニティバスなどで
代替するための単体の計画にとどまる。

▶ 数少ない交通ネットワーク全体を対象とした連携計画も一部作成されたが、ま
ちづくり、観光振興等の地域戦略との一体的な取組みに欠けている。

▶ ＬＲＴ、地方鉄道以外による地域公共交通網の再編については、実効性を担
保する措置が講じられていない。

○ 地域公共交通の活性化・再生に関する計画
○ これまでに市町村により６０１の計画作成
○ ＬＲＴ（Light Rail Transit）の整備、ＢＲＴ（Bus Rapid Transit）の普及促進、

地方鉄道の上下分離（自治体が施設を所有する公有民営方式）等の計
画について、実効性を担保する措置（関連法の特例など）を講じ、一定
の効果（ＬＲＴの整備 ３件、鉄道の再構築 ４件）

乗合タクシー

鉄道再構築
・再生

乗継円滑化

海上運送高度化

ＬＲＴ整備

ＢＲＴ整備
コミュニティバス

地域公共交通の活性化・再生

法律上の特例有り

法律上の特例無し

地域公共交通網の再編



・モータリゼーションの進展と輸送人員の減少
・地域公共交通サービスの衰退 ・将来の人口減少

（参考）交通政策審議会地域公共交通部会 中間とりまとめ 【平成26年1月31日】
～地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みに関する基本的な考え方～

１．地域公共交通の現状

・地域住民の移動手段の確保
・コンパクトシティの実現

・まちのにぎわいの創出や健康増進
・人の交流の活発化

３．地域公共交通に係る問題点とその背景

我が国の地域公共交通は基本的には企画から運行まで、
民間事業者もしくは独立採算制の公営事業者により実施

経営が厳しくなった結果、
• サービス水準の低下が顕在化
• 既存の地域公共交通ネットワークを検証・改善する経営余力の喪失
• 地域住民のニーズやまちづくりの構想とのミスマッチの発生

２．地域公共交通に対する社会的要請の増大

地域公共交通サービスの衰退の背景

４．解決の方向性

最終とりまとめに向けて

ポイント

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ネットワークの形成
③ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ
④ 広域性の確保
⑤ 住民の協力を含む関係者の連携
⑥ 具体的で可能な限り数値化した目標設定

５．地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みの構築

地方公共団体が先頭に立って、持続可能な公共交通ネットワークを実現
するための実効性ある枠組みを整備するため、地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律に基づく枠組みの見直しが必要。

交通政策基本法の考え方

新たな制度的枠組みの方向性

① 交通政策基本法を踏まえた地域公共交通の目指すべき方向性の明確化

② まちづくり等の地域戦略と一体となった総合的な地域公共交通ネットワー
クの形成

③ 地域公共交通ネットワークの再編の実効性を確保する仕組みづくり

ポイント

民間事業者の事業運営にともすれば任せきりであった
従来の枠組みからの脱却

はじめに

▶ 地域の総合行政を担う地方公共団体が先頭に立って
▶ 関係者の合意の下で
▶ まちづくりと一体で

持続可能な地域公共交通ネットワーク・サービスを再構築

地域公共交通総合連携計画（現行計画）の課題

• 計画が自治体の行政区域で分断され、交通ネットワークの実態と非適合
• 関係者（特に住民）の役割が不明確
• 計画の達成状況の評価が不十分

• まちづくりや観光振興など地域戦略との一体的な取組みが不十分
• 総合的な交通ネットワークの計画づくりに欠け、個別・局所的な事例のみに対応
• 地域特性等を踏まえた地域公共交通ネットワークを構築するための方策が不十分

18



（参考） 地域公共交通特定事業と特例措置

19

事業名 イメージ 事業概要
主体

上段：計画策定主体
下段：事業実施主体

主な特例措置

軌道運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた軌道運送を確保する事業

事業者
○軌道法の特例（第10条第1項・第2項）
・計画認定による軌道経営特許のみなし取得
（軌道整備事業と軌道運送事業に分けて特許をみなし取得可）

○地方債の特例（第12条）
事業者

道路運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた道路運送を確保する事業

事業者 ○道路運送法の特例（第15条）
・計画認定による事業許可等のみなし取得

○地方債の特例（第1７条）事業者

海上運送
高度化事業

定時性、速達性及び快適性に優
れた海上運送を確保する事業

事業者
○海上運送法の特例（第20条）
・計画認定による事業許可等のみなし取得

事業者

鉄道事業
再構築事業
（Ｈ20創設）

継続が困難又は困難となるおそ
れのある鉄道事業について、経
営改善を図りつつ上下分離等の
事業構造の変更により存続を図
る事業

地方公共団体・
事業者共同

○鉄道事業法の特例（第25条第1項・第2項）
・計画認定による事業許可等のみなし取得
（地方公共団体が鉄道線路を保有して運行事業者に無償で
使用させる場合には、計画認定の審査に際して、経営上の
適切性の審査を要しない）

事業者

地域公共交通
再編事業
（Ｈ26創設）

路線網の再編、デマンド交通へ
の転換等を組み合わせつつ、地
域公共交通ネットワークの再構
築を図るための事業

地方公共団体
○鉄道事業法・軌道法・道路運送法・海上運送法の特例
（第27条の4～第27条の7）

・計画認定による事業許可等のみなし取得（道路運送法につい
ては運賃の上限認可等のみなし取得を含む。）

・バス事業に係る計画阻害行為の防止
事業者

鉄道再生事業
鉄道事業者と市町村が連携し
て、事業の廃止届出がなされた
鉄道事業の維持を図る事業

地方公共団体・
事業者共同

○鉄道事業法の特例（第27条第1項～第5項）
・鉄道再生計画作成協議中における廃止届出に係る廃止予定日
の延長を容認

・協議不調の場合、鉄道再生計画の期間後一定の場合に廃止届
出から廃止までの必要期間を短縮 等

事業者



（参考）地域公共交通活性化再生法及び(独)鉄道・運輸機構法の一部改正法の概要

こうした仕組みを用いた取組のうち、
・LRT・BRT等の新たな交通システムの導入
・路線やダイヤの見直しと一体となったICカー
ドや情報案内システムの導入などは、初期段
階で集中的に資金が必要。

特に大都市圏や一定規模を有する地方都市では、
中長期的な収益性が見込まれるため、出資等により
効果的な支援が可能。

地方鉄道

運行

施設保有
保守

沿線自治体 施設保有

保守

運行

運行会社

情報案内システム等も導入

２．地方鉄道の上下分離と情報案内システム等の導入の例

１．ＬＲＴの整備・運行の例
営業主体

運行

自治体

施設整備
保有・保守

補
助

施設
使用料

施設・車両
の貸付け

施設
使用料

施設保守
委託料

地元企業・
金融機関等

鉄道・
運輸機構

出資等

配当

配当/返済

出資/融資

地方鉄道

モニタリング
運営支援

地元企業・
金融機関等

鉄道・
運輸機構

出資等

配当

配当/返済

出資/融資

モニタリング
運営支援

◆地域公共交通活性化再生法に基づく国土交通大臣の認定を受けた
◆地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対する
◆産業投資による鉄道・運輸機構を通じた出資等の仕組みを創設し、支援の充実・多
様化を図る。

（ＬＲＴ）

（ＢＲＴ）

（ＩＣカード）

具体的な事例のイメージ具体的な事例のイメージ基本スキーム基本スキーム

(平成27年5月成立、8月施行）
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３．地域公共交通網形成計画について
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地域公共交通活性化再生法の概要

22

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）



地域公共交通網形成計画について

23

地域公共交通網形成計画とは、「地域にとって望ましい公共交通網
のすがた」を明らかにする「マスタープラン（ビジョン＋実施事業）」

基本方針に基づき、地方公共団体が交通事業者、利用者等の関係
者との協議の上で作成

まちづくりや他の施策分野と連携し、かつ面的な公共交通ネットワー
クを再構築するために実施する事業について記載

関係者との協議の上で、地域公共交通網形成計画において関係事
業とその実施主体が明確化されること等により、関係者が一丸となっ
て、持続可能な地域公共交通を形成することが可能に



地域公共交通網形成計画のイメージ

24

公共交通ネットワークを具体化・明確化する計画

各モードについて、こういっ
た役割のもとに、〇〇な方
向でまちづくりと連携し公共
交通を維持・活性化再生さ

せていく。



地域公共交通網形成計画の記載事項

25

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の推進に関する基本的な方針

② 計画の区域
③ 計画の目標
④ ③の目標を達成するために行う事業・実施主体

※本事項において、地域公共交通特定事業に関する事項も記載可能（法§５④）

⑤ 計画の達成状況の評価に関する事項
⑥ 計画期間
⑦ その他計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携
その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項

記載する事項（法§５②）

記載に努める事項（法§５③）

地域が目指すべき将来像とともに、
その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、
公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を定める。

「地方公共団体は、基本方針に基づき、・・・地域公共交通網形成計画を作成することが
できる」（法第５条第１項）

地域公共交通網形成計画の作成には、基本方針の記載にも十分に留意することが必要

基
本
方
針
に
基
づ
き
作
成
す
る
こ
と
が
必
要



地域公共交通網形成計画作成手順の例

26

月 協 議 会 事 務 局

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

〇現状調査・課題検討
〇コンサルタント会社選定
〇協議会メンバー選定
〇スケジュール検討
（ワークショップ開催等）

○各種調査・分析実施
○基本的な方針・目標（骨

子）の検討
〇主要な施策・事業の検討

○基本的な方針・目標の検討
〇施策・事業の検討

○パブリックコメントの実施、
結果の反映

○計画の決定
○国への送付

第1回協議会の開催

第2回協議会の開催

第3回協議会の開催

第4回協議会の開催



４．地域公共交通網形成計画の
作成に係る留意点
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現状の把握

それぞれの地域の公共交通サービスが現状においてどのレベルにあるかをできる限り客観的に認識した上で、地域が
自らの目指す方向性を可能な限り具体的な数値指標とともに明示することが重要

事例：佐渡市地域公共交通網形成計画
※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成

（４）路線別乗降数
佐渡市内路線バスについて、路線別乗降車数及び乗降数が
10 名以下の区間をグラフ及び図に示す。全体として、中
心から離れた区間で乗降数が10 名以下となる区間が存在
する。（平成22 年度データ・往路・平日） （５）高校別バス通学可能区間

市内の各高校の通学として利用できる路線及
び区間を以下に示す。
赤泊線、度津線、前浜線、宿根木線沿線にお
いて、羽茂高校を除く４校で通学ができない
路線となっている。また、南線沿線で相川高
校、羽茂高校へ、東海岸線沿線で佐渡高校、
相川高校、羽茂高校へ通学ができない路線と
なっている。

（６）病院別バス通院可能区間
市内バスにおいて、主な病院の診療受付開始
（診療開始後１時間以内）に間に合う路線及
び区間を以下に示す。
乗り継ぎ、直行便により、病院に行けるよう
になっている。ただし、もっとも通院ニーズ
の高い佐渡総合病院では、赤泊線、度津線、
前浜線、宿根木線において診療受付開始に間
に合わない路線となっている。
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問題点の把握

地域公共交通に関するニーズや課題はそれぞれの地域によって多種多様であるため、地域の真のニーズやその地域の
抱える問題を精査した上で検討を行う必要がある。

事例：八代市地域公共交通網形成計画

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

４．八代市の公共交通の問題点

※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成
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①－１基本的な方針

地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、公共交通の活性化・再生
に向けた取組の方向性を定める。

事例：佐渡市地域公共交通網形成計画
※当該計画より抜粋
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まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

効果 転入人口の増加

沿線商店街の活性化

住民のライフスタイルの変化

歩行者数の増加、空き店舗の減少

買い物目的の外出機会の増加

○ 約436haの中心市街地（都心地区）及び
富山駅を中心とした19 の公共交通軸と
約3,489haの公共交通沿線居住推進地区

○上記地区内の居住を推進するため、良質な住宅の建
設事業者や住宅を建設・購入する市民に対して助成

公共交通沿線
居住推進地区

都心地区

○ おでかけ定期券
交通事業者と連携し、65歳以上の高齢者を
対象に、年1000円の負担金を支払えば、市
内各地から中心市街地へ出かける際に公共
交通利用料金を1回100円とする割引を実施

具体例：富山県富山市

拠点集中型のコンパクトなまちづくりに
対応した公共交通ネットワークの再構築

地域戦略と一体で地域公共交通を考えることにより、人々が集う拠点や観光スポットにおける公共交通の利便性を高
め、地域公共交通のサービス充実と利用者増加とを一体で実現。

医療、福祉等の都市機能の集積と公共交通沿線への居住の誘導によるコンパクトなまちづくりの実現のため、多様な
交通サービスの導入と有機的な組合せなどの公共交通の再編を一体的に展開
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コミュニティ
バスの運行

乗換

Aバスとは別の
事業者が受託

系統の短縮

公共交通空白地域
の発生

競合の発生
＝民間バス路線の

収支悪化

コミュニティバスの延伸

採算性の向上

問題事例：コミュニティバスと民間バスの競合
（パターン①廃止代替路線の延伸）

コミュニティバスの
採算性が悪い

①－２地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

過疎集落

地域全体のネットワークについて

バス事業者と十分協議を行い

役割分担を決定することが必要

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、交通機関相互の連携を十分に図るとともに、公共交通網の
効率性を向上。

公的支援のあるサービスは公的支援のないサービスを補完するものとして位置付け。
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公共交通空白地域
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問題事例：コミュニティバスと民間バスの競合（パターン②公共施設巡回型）

公共施設D

公共施設B

公共施設C

公共施設A

地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

地域全体のネットワークについて

バス事業者と十分協議を行い

役割分担を決定することが必要
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①ー３ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ

連節バス（ナント）

生活拠点

生活拠点

生活拠点
生活拠点

全但バス
イナカー（定時定路線）
イナカー（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）
チクタク

凡例

効果
交通空白地域の発生を防止

運行経費の抑制

市内のバス交通の効率化

イナカー（市営・デマンド）
利用者が多く見込めない区間を、利用
者の予約に応じて運行

チクタク（地域主体交通）
デマンド型の自家用有償運送

路線数：3路線4系統
使用車両：3両（市公用車を無償

貸与）
大人運賃：初乗り100円,

上限200円
※出典：豊岡市

イナカー（市営）
生活拠点から周辺部にかけて、地域の需要特性に
応じた柔軟な路線設定で運行（フィーダー系統）

路線数：8路線12系統
使用車両：12両
大人運賃：初乗り100円、

上限400円

全但バス（路線バス）
中心部から生活拠点を運行
（幹線系統）

※出典：全但バス（株）

コバス（全但バス）
市中心部の循環コミュニティバス

系統：2系統
使用車両：2両
大人運賃：100円

生活拠点

中心
拠点

※ 健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ
総合特区指定地方公共団体

人口密度や自然条件等の地域特性に応じ、多様な交通手段を有機的に組み合わせ、身の丈に合った新たな地域公共交
通網を形成。

具体例：兵庫県豊岡市

需要規模に応じた多様な交通手段に
よる最適な生活交通ネットワークの構築
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①-４ 住民の協力を含む関係者の連携

地域公共交通は、コミュニティの形成に当たって不可欠な地域の共有財産。

住民のニーズを的確に反映させるだけでなく、住民が主体となって公共交通を考え、さらには運営にも関わるといっ
た積極的・継続的関与を行うことが必要。

協賛金、利用促進、
連携活動

自主運行バス
交通

事業者

市
（運行経費の一部を支援）

地元企業

利用促進
財政協力

バスの運行

支援

地元
住民

委託

内 訳

運行

経費

運行
収入

・運賃収入

・世帯からの協賛金

・地元企業からの

協賛金

・市からの運行経費

補助

＜地域住民や地元企業が費用の一部を負担する運行を実施した例＞
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具体例：愛知県北設楽郡
山村の複数町村の連携による

生活交通ネットワークの構築

効果 郡内唯一の高校の下宿解消

高齢者の外出機会の増加

②区域：広域性の確保

３町村の地域公共交通イメージ

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

実線：基幹バス 点線：支線バス 楕円：デマンドバス

新城市

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

○各町村内で完結していた町営（村営）バスの運行を
一体化。運賃体系やバス停デザインも統一。

○独自のＨＰを立ち上げたほか、「おでかけ北設だよ
り」、「おでかけ北設時刻表」を作成し、運行案内、ダ
イヤ改正等、きめ細やかな情報提供を行い、利用者
への「分かりやすさ」にも配慮。

○路線を「基幹バス」、「支線バス」、「デマンドバス」に
分類。乗換拠点での案内・待合設備を充実。

当該地域の住民の通勤、通学、買物、通院といった日常生活に関して形成される交通圏を基本とすることとし、
個別・局所的にならないよう留意。

区域の検討に当たり、交通圏の範囲が複数の市町村にまたがる場合は、関係市町村や都道府県が連携して取り組む。
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③ 具体的で可能な限り数値化した目標設定

公共交通サービスが現状においてどのレベルにあるかをできる限り客観的に認識した上で、関係者が共通認識を持っ
て取組を推進することができるよう、地域が自らの目指す方向性を具体的な数値目標として明示。

公共交通の利用状況に関する目標は、その達成自体が地域の将来像の実現に直結するものではない点に留意。

地域が目指す将来像の実現に貢献するような目標についても設定することが望ましい。

※公共交通路線長密度＝
（鉄道路線長＋バス路線長）／可住地面積（㎞／㎞2）

公共交通のアクセシビリティ（行きやすさ、乗りやすさ）に
係る国土交通省の試算・分析に関する検討

公共交通の路線長と
人口密度の関係のイメージ
（＝空間的アクセシビリティ）
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④事業・実施主体

38

これらのサービスの実現に必要な事業・実施主体を整理し、計画に記載。

（既存路線の維持といった継続的な取組や、民間事業者による自主事業も

含め、目標達成のために必要となる事業を網羅的に記載）

計画区域における地域公共交通を一体的に地域公共交通網形成計画の

対象とした上で、目標達成のために提供されるべき

公共交通サービスの全体像を明らかにする。

計画区域における地域公共交通を一体的に地域公共交通網形成計画の

対象とした上で、目標達成のために提供されるべき

公共交通サービスの全体像を明らかにする。

目標を達成する上で必要となる路線等を明確化するとともに、

各路線等におけるサービス水準の目安を設定。

目標を達成する上で必要となる路線等を明確化するとともに、

各路線等におけるサービス水準の目安を設定。



⑤ 達成状況の評価

39

計画に掲げた目標の達成状況の評価に加え、計画に記載した各種事業についても、実施状況を把握し、
効果的・効率的に実施されているかどうかを定期的に評価することが重要

地域公共交通が、定量的に把握することが困難な価値や外部効果を有することにも留意

事例：飛驒市地域公共交通網形成計画
※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成

5－2 評価の具体的な方法
飛驒市地域公共交通網を継続し、より使いやすく改善していく仕組みとして、

目標値及び指標を設定し、定期的に評価・検証を行う。目標値及び指標は、
「全市的に設定する目標値・指標」と「路線別に設定する目標値・指標」に分け
て評価を行う。設定する目標値・指標の種別を表 5-1 に示す。

5－3 評価のために収集するデータと収集方法

5－4 改善の方法
評価・検証を受けて、毎年定期的に地域公共交通網の改善を行う。改善は原

則として運輸年度にあわせて実施（毎年10 月）する。方法としては、OD 及び便
ごとの乗車数から、利用状況を把握し、経路の変更、バス停の廃止、新設、減
便、増便、ダイヤ変更等を導出する。

なお、改善サイクルは1 年間を1 サイクルとして、以下のとおり実施する。
1 月にそれまでの運行データをもとに自己評価を行い、2 月に国の求める第

三者評価を（該当年に）受ける。その結果を受け、交通事業者と調整をとりつつ
改善内容を5 月までに固め、6 月に生活交通ネットワーク計画に反映、7 月に
市民との調整を行い、8 月に飛驒市公共交通会議において協議・最終決定を
行う。

この間、必要に応じて、飛驒市公共交通会議及び幹事会を実施する。



⑥ 期間

計画期間は、５年程度を原則とするが、形成計画の目標として定める内容や地域の実情等を踏まえて、柔軟に設定す
ることを妨げない。

まちづくりに関する事業の中には、事業期間が長期間にわたるものもあるため、形成計画は、計画期間を超えて中長
期的に地域が目指すべき将来像も念頭におきつつ、作成することが適当。

事例：佐世保市地域公共交通網形成計画
※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成

３．計画の期間
・佐世保市地域公共交通網形成計画の対象期間は、10 年間を展望しながら、概ね平成
31年度までの５年間とします。５年後を目処として目標を設定し、それまでの取り組
み状況や目標の達成度、周辺状況等を踏まえた検証について、協議会を定期的に開催
して行うとともに、社会情勢の変化に合わせ、必要に応じて計画の見直しを図りま
す。

【各施策の実施時期
（まとめ）】
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○協議会において事業者の間で、例えば公共交通サービスに係る
個別・具体的な運賃・料金、運行回数、路線・運行系統等について
合意がなされるなど、独占禁止法の規定に抵触しないよう留意。

○このため、事業者の個別・具体的な
運賃・料金、運行回数、路線・運行系統等の設定について協議する
場合には、地方公共団体が個々の事業者との間で個別に協議。

協議会

41

等

地域公共交通網形成計画の作成・実施

市町村
公共交通
事業者

道路管理者

港湾管理者公安委員会

利用者・住民

学識経験者

施設管理者

協議会の主な構成員

協議応諾義務
：公共交通事業者等、

道路管理者、港湾管理者、
形成計画に定めようとする事業を実施す
ると見込まれる者

日頃から当該交通を利用し、その実情をよく知
る者の参画も欠かせない。

構成員は、地方公共団体の判断により柔軟に追加可能。（例：商業施設、地元企業、病院、学校、観光事業者等）

必要な構成員の追加により、本法に基づく協議会に道路運送法に基づく地域公共交通会議等の他の協議会の機能を付
加し、合同で開催するなど、事務負担の軽減が可能。

交通部局のみならず、まちづくり、
観光振興、健康、福祉、環境等を管轄する
幅広い部局からの参画を期待。

結果尊重義務独禁法上の留意点

事業者A 事業者B

地方自治体地方自治体

事業者A 事業者B

簡略図

また、②の、「広域性の確保」のためには、協議会が始まる前の段階から注意が必要



網形成計画は数ではなく質で勝負

様々な計画を見て、良い内容を参考にしていただくことは有用だが、他の地
方公共団体でこの程度しか記載していないから、自分達もこの位で構わない
というのは危険

関係者間で合意された内容については、できるだけ多く（具体的内容が無理
な場合は方向性やスケジュールだけでも）計画に盛り込むことが、取組の持
続性につながる

地方自治の観点から、法定記載事項が満たされ、基本方針の内容に反してい
なければ、計画は作成されたこととなるが、議論の足りない部分があれば、
「せっかく作成するのだから××をもっと議論して盛り込み、よりよいもの
にしませんか。」という姿勢が大切

予算の特例を受けるために実施計画が必要で、そのために網形成計画の作成
が必要という姿勢は本末転倒

地域公共交通網形成計画について －留意事項－
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（参考）地域公共交通網形成計画の作成状況

■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第４１号）の施行

（平成２６年１１月）以降、９月末までに計１８６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た。

○送付された地域公共交通網形成計画一覧 ※平成２８年９月末現在
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地域公共交通再編実施計画について
・既に認定を受けた団体：桃色 ・今後策定する意向のある団体：クリーム色

北海道 函館市 茨城県 水戸市 富山県 高岡市 愛知県 田原市 島根県 佐賀県

深川市 日立市 黒部市 弥富市

岩見沢市 下妻市 小矢部市 清須市 江津市 伊万里市

千歳市 常陸太田市 福井県 長久手市 大田市 吉野ヶ里町

美唄市 かすみがうら市 豊田市 岡山県 井原 市 長崎県 佐世保市

岩内町 神栖市 蒲郡市 高梁 市 五島市

仁木町 行方市 東海市 久米南町 大村市

青森県 青森県（単体） 東海村 西尾市 瀬戸内市 対馬市

八戸市 大子町 鯖江市 東郷町 真庭市

弘前市 五霞町 山梨県 甲州市 豊山町 広島県 三原市

三沢市 栃木県 真岡市 長野県 松本市、山形村 武豊町 三次市 熊本県 熊本市・嘉島町

鰺ヶ沢町 宇都宮市・芳賀町 飯田市ほか１３町村 南知多町 東広島市 八代市

岩手県 八幡平市 茂木町 駒ヶ根市 飛島村 廿日市市 水俣市

秋田県 秋田市 埼玉県 熊谷市 大桑村 三重県 津市 江田島市 合志市

湯沢市 春日部市 岐阜県 岐阜市 四日市市 坂町 大津町

鹿角市 上尾市 高山市 伊勢市 大崎上島町 和水町

由利本荘市 越谷市 恵那市・中津川市 松阪市 神石高原町

大仙市 小川町 羽島市 伊賀市 山口県 宇部市

仙北市 鳩山町 美濃加茂市 紀北町 周南市

藤里町 東秩父村 土岐市 京都府 木津川市 山陽小野田市 大分県

美郷町 千葉県 東金市 各務原市 福知山市 香川県 高松市

宮城県 大崎市 鴨川市 飛驒市 小豆島町、土庄町

石巻市 君津市 海津市 愛媛県 東温市

山形県 山形市 八街市 静岡県 下田市 愛南町 別府市

鶴岡市 南房総市 御殿場市 兵庫県 豊岡市 高知県 高知市 中津市

大多喜町 姫路市 佐川町 宮崎県

東京都 小野市 福岡県 福岡市

小国町 大阪府 河内長野市 北九州市

福島県 福島市 神奈川県 藤沢市 奈良県 奈良県 久留米市 えびの市

会津若松市 海老名市 小山町 宇陀市 中間市 門川町

郡山市 真鶴町 愛知県 豊橋市 広陵町 筑紫野市 鹿児島県 薩摩川内市

伊達市 新潟県 柏崎市 岡崎市 鳥取県 行橋市 鹿屋市

南相馬市 佐渡市 一宮市 朝倉市 霧島市

上越市 豊川市 豊前市

魚沼市 日進市 岡垣町

見附市 那珂川町

長井市、南陽市、川西
町、白鷹町

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

福井市、大野市、勝山
市、あわら市、坂井市、

永平寺町、

大分県、竹田市、豊後大
野市、臼杵市

佐賀県・唐津市・玄海町

東京都・中央区・港区・
江東区

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

島根県・松江市・出雲
市

大分県、中津市、宇佐市、
豊後高田市

福井市、鯖江市、越前
市、越前町

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町

宮崎県、日向市、門川町、
美郷町、諸塚村、椎葉村

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

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



５．地域公共交通再編実施計画について
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地域公共交通活性化再生法の概要

45

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）



地域公共交通再編実施計画について
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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（※）、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が可能に

（※）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。



地域公共交通再編実施計画のイメージ
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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



地域公共交通再編実施計画の認定

48

＜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。



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）



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】



地域公共交通再編事業
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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

中心部
における
錯綜・競合

幹線バス・BRT
乗換
拠点

支線バス
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、「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」（法第２条第１１号）

「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

○国土交通省令で定める事業について（施行規則第９条の２）



「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）
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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



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
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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）
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【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



６．地域公共交通再編実施計画の
作成に係る留意点
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地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点①

60

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



地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点②

61

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

持続可能
性

利便
性

効率
性

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



地域公共交通再編実施計画の認定に係る留意点③

62

（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
を取りつつ図る

※ 利便性、効率性等については、具体的な数値等を用い、可能な限り定量的に記載する必
要。



（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
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＜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



（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



（参考）上尾市地域公共交通再編実施計画の認定について

上尾市地域公共交通再編実施計画の概要

【作成主体】上尾市 【区域】上尾市域内 【計画期間】平成２８年２月１日～平成３３年３月３１日

【主な事業内容と効果】

○市内循環バスについて、現行６路線から９路線に

再編し、利便性・サービス水準の向上を図る。

○その他、桶川市コミュニティバス「べにばなＧＯ」

との乗継割引運賃の設定や、総合時刻表の作成に

ついて地域公共交通再編実施計画に位置付け実施

再編前（６路線）

①上平循環 ②大谷循環

③原市循環 ④平方循環

⑤大石循環 ⑥東西循環

再編前（９路線）

①大石桶川線 ②大石領家北上尾線 ③平方丸山公園線

④平方小敷谷循環 ⑤大谷循環 ⑥上平箕の木循環

⑦上平菅谷北上尾線 ⑧原市平塚循環 ⑨原市瓦葺線

○市内循環バスの再編

運行本数 平均路線長 平均運行時間 運行経費

再編前 69本/日 19.6km 71.0分 約15060万円

再編後 96本/日 15.6km 56.1分 約14703万円

＋27本/日 －4.0km －14.9分 －357万円

≪上尾市による支援の内容≫

・運行経費の赤字分の補助

・市広報誌やホームページ

を活用した利用啓発ＰＲ

の実施

○再編前後の比較

再編前 再編後

路線再編のイメージ

○使用する車両台数や運行経費を現状維持したまま、平均運行時間の

短縮による目的地までの所要時間の短縮を図るなど、効率性を損な

わないまま利便性を向上させている。
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（参考）岐阜市地域公共交通再編実施計画の認定について①

岐阜市地域公共交通再編実施計画の概要

【作成主体】岐阜市 【区域】岐阜市域内 【計画期間】平成２７年９月１日～平成３３年３月末

【主な事業内容と効果】

○上記の事業のほか、平成２８年４月以降、６路線について再編を実施予定。（②参照）

○さらに、将来的に本計画を変更し、平成３２年度までに、新たな都心拠点となる行政施設の建設

にあわせて、「トランジットセンター」（乗継拠点）の整備、ＢＲＴの導入も含めた中心部の幹

線バス路線の再編等を行うこととしている。

≪岐阜市による支援の内容≫

・運行費補助 ・利用環境、走行環境整備

・乗降データなどビックデータの分析による技術的支援

・モビリティ・マネジメント活動による利用促進活動 等

これらの事業により、
利便性の高い公共交通ネットワークを構築

将来の公共交通網のイメージ

項 目 事業の効果

JR岐阜駅をハブターミナルとしたバス路線の再編（岐阜乗合自動車(株)）【平成２７年１０月１日実施】→②参照

茜部三田洞線
・定時性・速達性の向上 最大約５分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

日野市橋線
・定時性・速達性の向上 最大約６分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

JR岐阜駅を中心としたループ化への再編（岐阜乗合自動車(株)） 【平成２７年１０月１日実施】→②参照

鏡島市橋線

日野市橋線

・需要が見込まれるルートへの再編 ・定時性・速達性の向上

・一定の収支改善による持続性の向上

市民協働型のコミュニティバスの導入推進（岐阜市（運行事業者：（株)日本タクシー））【平成２７年９月１日実施】→②③参照

日野地区
・路線バスとのネットワーク化によるバスの利用促進

・地域の活性化
北長森地区
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（参考）岐阜市地域公共交通再編実施計画の認定について②

鏡島市橋線

日野市橋線

加野団地線

日野市橋線

茜部三田洞線

日野地区
コミュニティバス新規導入

北長森地区
コミュニティバス新規導入

日野市橋線（東部）

（岐阜駅分割）

茜部三田洞線
系統新設 茜部三田洞線

系統新設

鏡島市橋線＋日野市橋線（西部）

（路線統合・ループ化）

再編前 再編後

※路線名、地区を明記した部分は平成２７年９月・１０月実施分

ＪＲ岐阜駅を
中心とした

ループ化への
再編

市民協働型のコミ
ュニティバス導入

ＪＲ岐阜駅を
ハブバス

ターミナル
とした

バス路線
の再編

JR岐阜駅
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（参考）岐阜市地域公共交通再編実施計画の認定について③

■コミュニティバスを支える市民協働の仕組み

地域が経営感覚を持った運営
・計画段階から住民が参画
・ルートやバス停の位置の検討
・ダイヤの運行計画の立案・運賃の決定
・コミュニティバスの愛称も募集

・運行段階での運営
・地域で広告を募集
・利用者をサポートするヘルパーボランティア

運営の支援
・運行事業者の選定（公募）
・法的手続き
・利用促進の助言
・補助金

バスの運行
・安全安心な運行の徹底
・運行経費の縮減

地域住民

行政（市） 交通事業者

地域住民が主体となった運営協議会を設置
地域住民・行政・交通事業者の３者が連携

地域住民が主役

現在、岐阜市内16地区でコ
ミュニティバスを運行
（これらに加え、平成２７年９月

１日より２地区で運行開始）68



岐阜市地域公共交通網形成計画の概要

○岐阜市は平成２７年３月２７日に地域公共交通網形成計画を作成。

○同計画には、「地域公共交通再編事業に関する事項」を定めており、当該事業を具体的に実施するための地域公共交通再編実施計画を作成した。

■実施施策

都心部のバス路線の再編、拠点的バス停の整備、ダイヤシステムの構築

●目的地の選択の自由度を向上させる拠点の整備

●ネットワークの利便性を高める路線計画と運行ダイヤシステムの構築

都心部のバス路線の再編、拠点的バス停の整備、ダイヤシステムの構築

●目的地の選択の自由度を向上させる拠点の整備

●ネットワークの利便性を高める路線計画と運行ダイヤシステムの構築

【ネットワークの強化】

【公共交通への意識の向上】
多様な関係機関との連携による地域公共交通網の確保

●モビリティ・マネジメント活動の実施

●(仮称)地域公共交通政策基本条例を制定し公共交通に関わる市民を含めた関係者の役割を明示

多様な関係機関との連携による地域公共交通網の確保

●モビリティ・マネジメント活動の実施

●(仮称)地域公共交通政策基本条例を制定し公共交通に関わる市民を含めた関係者の役割を明示

【ネットワークの構築】

BRTの導入推進

●走行環境の向上により、定時性、速達性を確保

●都市内の基幹公共交通としてBRTの導入と連節バスの導入により大量輸送を実現

BRTの導入推進

●走行環境の向上により、定時性、速達性を確保

●都市内の基幹公共交通としてBRTの導入と連節バスの導入により大量輸送を実現

支線バス

●地域に合った支線バスへの再編 ●再編を推進する行政支援

支線バス

●地域に合った支線バスへの再編 ●再編を推進する行政支援

JR岐阜駅をﾊﾌﾞﾀｰﾐﾅﾙとするバス路線の再編

●JR岐阜駅を中心とした幹線バス路線の再編により定時性向上、需要に合った運行

●幹線の運行の平準化

JR岐阜駅をﾊﾌﾞﾀｰﾐﾅﾙとするバス路線の再編

●JR岐阜駅を中心とした幹線バス路線の再編により定時性向上、需要に合った運行

●幹線の運行の平準化

市民協働のコミュニティバスの導入

●市民が経営感覚を持ち協働により運行するコミュニティバスの維持拡充

市民協働のコミュニティバスの導入

●市民が経営感覚を持ち協働により運行するコミュニティバスの維持拡充

支線

コミュニティバス

幹線

トランジットセンター整備検討

●幹線バス・鉄道と、支線バス・コミュニティバス間のスムーズな乗り継ぎを実現する結節機能の充実

乗継拠点

（参考）岐阜市地域公共交通網形成計画の概要

●「公共交通を軸に都市機能が集積した 歩いて
出かけられるまち」の実現を図る。

・バス路線を幹線バスと支線バスとに再編し、需要にあったわかり
易く利便性の高い効率的なバスネットワークを構築する。

施策１ 路線再編
幹線・支線バスへの再編による公共交通ネットワークの構築

・幹線を都市交通の軸とするため、定時性、速達性、視認性に優れ、
導入コストが安価で、路線選定の柔軟性が優れ、段階的導入が可
能なBRT化を推進する。

施策２ ＢＲＴ導入
幹線の強化としてＢＲＴ化を推進

・公共交通に関係する市民、バス事業者、行政機関が連携し、総合
的な取り組みを行う。

施策５ 関係者の連携
多様な関係者の連携と市民の意識啓発

・まちの振興に寄与し、地域生活の移動を支えるコミュニティバス
の導入を推進する。

施策４ コミュニティバス
まちの活力、暮らしを支える地域の移動手段の確保

・幹線、支線バスとコミュニティバスが有機的に連携したバスネッ
トワークを構築するとともに、乗継のシームレス化を図る総合的
な取り組みを行う。

トランジットセンターの整備によるネットワークの構築

施策３ 乗継拠点

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
の
作
成

（※）上記赤枠内以外の事業についても、将来的に地域公共交通再編事業として行うものが存在する。
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（参考）飛驒市地域公共交通再編実施計画の認定について

現在の地域公共交通網 再編後の地域公共交通網

○ １周４時間で、住民のニーズに合っ
ていない巡回バスに代えて、既存・新
設のバス路線によりサービス提供

→ 路線の経路変更（神岡猪谷線、桃源
郷線、宮川線、吉田線）

→ 路線の新設（柏原線、かみおか東部
線、ふるかわ循環線、かみおか循環
線、乗合タクシー（河合、宮川））

主な事業内容

○ 合併前からのバラバラなサービス内
容を見直し、運賃等を統一
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７．地域公共交通の確保維持に向けた
支援措置
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

①地域間幹線系統補助

②地域内フィーダー系
統補助

③車両購入等に係る補助

＜主な補助要件＞
・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの ・輸送量が15人～150人／日と見込まれること

複数市町村（※）にまたがる幹線バス交通ネットワークにつ
いて、欠損額の２分の１を補助。

※平成13年3月31日時点で判定

幹線バス等の地域間交通ネットワークに接続する地域内の路線バ
スやデマンド交通について、欠損額の２分の１を補助。

＜主な補助要件＞ ・新たに運行又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が１便当たり１人以上であること（定時定路線型の場合に限る。）

※この他に、離島航路に対する運営費補助制度がある。

厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担の軽減や、老朽化し
た車両の更新により安全確保及び利用者利便を図るため、バス車
両の購入等に要する費用を支援。（補助率：２分の１）

＜主な補助要件＞ ・主として地域間幹線又は地域内フィーダーの補助対象系統の運行の用に供するもの
・定員30人以上の場合、ノンステップ型車両又はワンステップ型車両であること

①バリアフリー化

②利用環境の改善

安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全性の向上
に資する設備整備等を支援 （補助率：１／３（一定の場合には１／２））

③地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

１．地域の特性に応じた生活交通の確保維持

軌道の改良車両の更新

２．快適で安全な公共交通の構築

３．地域公共交通網形成計画等の策定・推進の支援

①計画策定支援
②計画推進支援

地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定のた
めの調査等に要する費用を支援（定額補助。上限2,000万円）。

＜主な補助対象経費＞ ・地域データの収集 ・住民等に対するアンケート・ヒアリングの実施
・短期間の実証運行 ・協議会の開催 等

地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画に基づく利用
促進策や事業評価に要する費用を支援（補助率：２分の１）。

＜主な補助対象経費＞ ・公共交通マップや総合時刻表の作成 ・バスへのラッピングや方面別カラーリングの実施
・企画切符の発行 ・乗り方教室やワークショップ等の開催（モビリティ・マネジメント）
・計画の達成状況を把握するための調査（住民への満足度調査、移動実態調査等） 等

地域公共交通確保維持改善事業の全体像（平成28年度）
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地域公共交通再編推進事業（再編計画策定事業）

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）、多様な地域の関係者により構成され
る協議会、地方公共団体

○補助対象経費：地域の公共交通の確保維持改善に係る計画（地域公共交通再編実施計画を除く。）の策定に
必要な経費
（地域データの収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、

協議会開催等の事務費、短期間の実証調査のための費用等）

○補助率：定額（上限2,000万円）
※予算の範囲内での交付となるため、申請の状況等により、申請額満額の交付とならない場合がある。

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）、地方公共団体

○補助対象経費：地域公共交通再編実施計画の策定に必要な経費
（地域データの収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、

協議会開催等の事務費、短期間の実証調査のための費用等）

○補助率：定額（上限2,000万円）
※予算の範囲内での交付となるため、申請の状況等により、申請額満額の交付とならない場合がある。

地域公共交通網形成計画等

地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画等の策定に要する
経費を支援。

地域公共交通調査等事業
（地域公共交通調査事業（計画策定事業）
・地域公共交通再編推進事業（再編計画策定事業））

※補助対象者となる地方公共団体は、協議会を設置する者に限る。 73



（参考）地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域間幹線系統補助）

補助対象系統のイメージ

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

バス停
地域をまたがる幹線交通ネットワーク

黒字バス系統（補助対象外）
駅 駅

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額

補助内容

予測費用

補助対象
経費

予測
収益

欠損

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・複数市町村にまたがる系統であること

（平成13年３月31日時点で判定）

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
・輸送量が15人～150人／日と見込まれること

・経常赤字が見込まれること

※ １日の運行回数３回（朝、昼、夕）以上であって、１回当たり
の輸送量５人以上（乗用車では輸送できず、バス車両が必
要と考えられる人数）

※ 復興特会から移行する応急仮設住宅非経由系統のうち、
震災前に輸送量要件を満たし、直近の年度に輸送量要件を
満たさない系統については輸送量要件を緩和（一定期間）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成す
る地域間幹線系統の運行について支援。

＜補助対象経費算定方法＞
予測費用

（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）

－
予測収益

（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）
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①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域

（参考）地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域内フィーダー系統補助）

（１）補助対象地域間幹線バス系統への接続

＊地域間交通ネットワーク：黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれるが、地域間幹線
バスは、幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要

接続

（２）交通不便地域

フィーダー系統（路線運行）

接続

フィーダー系統（路線運行）
接続

補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（区域運行）

フィーダー系統
※ 専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行

区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外

接続

補助対象地域間幹線バス
［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネット
ワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額

補助内容

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・補助対象地域間バス系統を補完するものであること

又は過疎地域等の交通不便地域の移動確保を目的
とするものであること

・補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を
有するものであること

・新たに運行又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が１人／１便以上であること

（定時定路線型の場合に限る。）
・経常赤字が見込まれること

補助対象系統のイメージ

地域間交通ネットワーク

地域間交通ネットワーク

予測費用

補助対象
経費

予測
収益

欠損

＜補助対象経費算定方法＞
予測費用

（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）

－
予測収益

（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）
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（参考）地域公共交通ネットワークの再編に対する重点的な支援内容

通常の支援内容
国の認定を受けた地域公共交通再編実施計画に

位置付けられている場合の支援内容

地域公共交通網形成計画・

地域公共交通再編実施計画の
策定等
【地域公共交通調査等事業】

計画策定

（定額：上限2,000万円）

計画策定

（定額：上限2,000万円）
利用促進・事業評価

（補助率：１／２） ※地域公共交通網形成計画については最大２年間

路線バス・デマンド型タクシーの
運行
【地域公共交通確保維持事業（陸上交
通：地域間幹線系統補助・地域内フィー
ダー系統補助）】

対象系統
【地域間幹線系統】

① 複数市町村にまたがるもの
② １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
③ 輸送量が15人～150人／日と見込まれるもの

【地域内フィーダー系統】
① 政令市、中核市、特別区以外において補助対象地域間

幹線バス系統を補完するもの又は交通不便地域におけ
る移動手段の確保を目的としたもの

② 新たに運行を開始するなどの新規性があるもの
【共通】
車両減価償却費等補助又は公有民営補助
（補助率：１／２）

対象系統
【地域間幹線系統】

イ．路線再編により、従来の補助対象系統を基幹系統と支線系統
に分ける場合の再編後の系統
⇒ ・ ①及び③の要件の適用除外

⇒ ・支線系統における小型車両（乗車定員７～１０人）の補
助対象化

ロ．イ．の対象となる系統以外の系統
⇒ ・③の要件の緩和（最低輸送量：３人／日）
⇒ ・小型車両（乗車定員７～１０人）の補助対象化

【地域内フィーダー系統】
①の要件：政令市等以外とする地域限定の解除
②の要件：従前から運行している系統のみなし適合

【共通】

車両減価償却費等補助、車両購入時一括補助又は公有民営補助
（補助率：１／２）

路線バスからデマンド型タクシー
への転換
【地域公共交通確保維持事業 （陸上交
通：予約型運行転換経費補助）】

― デマンド型運行に用いる小型車両（乗車定員７～１０人）・セダ
ン型車両（乗車定員６人以下）の補助対象化・購入時一括補
助化、予約システムの導入の補助対象化
（補助率：１／２）

離島航路の運営
【地域公共交通確保維持事業（離島航
路運営費等補助）】

対象航路：唯一かつ赤字の一般旅客定期航路事業
（補助率：１／２）

対象航路：唯一かつ赤字の一般旅客定期航路事業、左記の
補助対象航路から転換する人の運送をする不定期航路事業
及び人の運送をする貨物定期航路事業（補助率：１／２）

ＬＲＴ・ＢＲＴの整備
【地域公共交通バリア解消促進等事業
（利用環境改善促進等事業）】

低床式路面電車、連節バスの導入等
（補助率：１／３）

低床式路面電車、連節バスの導入等

（補助率：２／５（軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業を実施
する場合や、立地適正化計画及び都市・地域総合交通戦略（注）も
策定されている場合は、１／２）） （注）国の認定を受けたものに限る。

地域鉄道の安全対策
【地域公共交通バリア解消促進等事業
（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）】

安全設備の整備等

（補助率：１／３（鉄道事業再構築事業を実施する場合、財政力指
数が厳しい自治体が負担する費用相当分については１／２））

安全設備の整備等
（補助率：１／３（鉄道事業再構築事業を実施する場合、自治体が
負担する費用負担相当分については１／２）） 76



Ｄ

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

現 状 再編後

需要規模が小さい地方部のバス路線について、ミニバンやセダンといった車両へのダウンサイジングと合わせて
増便や定時性の向上などのサービス改善やデマンド交通への転換を行う取組等に対して支援を拡充し、地域公
共交通ネットワークの効率化・再編を推進（地域公共交通再編実施計画に基づく特例）

（参考）需要規模が小さい地方路線バスの利便性向上と運行効率化の推進

再編（デマンド交通導入）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

【地域間幹線系統】
・ゾーンバス化等により、基幹系統と支線系統とに運行系統を分けることで地域間幹線補助系統の要件を満たさなくなる系統
についても補助対象化（複数市町村要件、輸送量要件の除外）
・上記の対象となる系統以外の系統について輸送量要件（15人／日）の緩和（３人／日）
・ゾーンバスの支線系統等の効率的な運行を実現するため、小型車両（乗車定員7～10人）を補助対象化

【地域内フィーダー系統】
・路線バスからデマンド型運行への転換に関し、小型車両（乗車定員７～１０人）及び予約システムの導入を支援。
・地域の実情に応じた効率的な運行を実現するため、セダン型車両（乗車定員６人以下）を補助対象化

※「ゾーンバス化」：運行地域のバス交通の拠点となる乗継ポイントを設定し、乗継ポイントを起点に中心部までの路線を「基幹系統」、乗継ポイントから周辺地域への路線を「支線系統」に役割分担すること。

＜再編特例＞
・デマンド型運行に用いる小
型車両（乗車定員７～１０
人）・セダン型車両（乗車定
員６人以下）の補助対象
化・購入時一括補助化、
予約システムの導入の補
助対象化
・車両の購入時一括補助化

＜再編特例＞
・複数市町村要件、輸送量
要件の適用除外又は緩和
・小型車両（乗車定員７～１０
人）の補助対象化
・車両の購入時一括補助化

再編（ゾーンバス化）

【共通】
・バス会社の資金
繰りや金融費用
削減のため、
車両の購入時
一括補助化
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4～8月 9月 10月 11月 12～3月 4月

調査事業
（計画策定）

フィーダー補助

【バス事業年度】

網形成計画・再編実施計画及びフィーダー補助に係るスケジュール（H27.4～）

28年度
要望調査

運輸局への
提出期限
（10月30日）

本省への提出
（11月13日）

調査事業実施

本省からの
内示（3月中）

調査事業補助
完了実績報告書
提出期限（4月10日）

申請の本省提出

期限（8月26日）

本省からの内示
（9月30日）

フィーダー補助に係る事業の実施

補助金申請
期限（11月30日）

補助金支払い

申請書提出期
限（6月30日）

２７年度 ２８年度 29年度

２７年度（バス事業年度） ２８年度（バス事業年度） ２９年度（バス事業年度）

要望調査の開始
（9月30日）

※最新のスケジュール等については、必ず運輸局や運輸支局にお問い合わせください。 78



○ 地域公共交通ネットワークの再構築を担う新設事業運営会社
に対して（独）鉄道・運輸機構が出資

（参考）（独）鉄道・運輸機構の出資制度の概要

平成28年度財政投融資計画
産業投資 12億円

① ＬＲＴ・ＢＲＴの整備・運行

② 上下分離による地方鉄道の再生

③ バス路線網の再編

④ これらと一体となったＩＣカードや情報案内システムの導入等

（ＩＣカード）（ＬＲＴ） （ＢＲＴ）

１．LRTの整備・運行／
地方鉄道の上下分離

２．バス路線再編

産業投資による支援対象となる
新設事業運営会社のイメージ

産業投資による支援対象となる
新設事業運営会社のイメージ

鉄道・運輸機構による出資が、地元企業等・金融機関の出融資の呼び水としての
効果を発揮

運行に特化した会社
（株式会社）

運行

施設・車両
の貸付

モニタリング
運営支援

融資

金
融
機
関

施設整備
保有・保守

地元
企業等

出資

配当

配当

出資

鉄道・運輸
機構

施設
使用料

運行

施設保有

既存の鉄道会社
（第三セクター等）

Ｄ社
(株式会社)

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社 鉄道・運輸
機構

配当中心部
における
錯綜・競合

幹線バス・BRT乗換
拠点

支線バス

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

出資

モニタリング
運営支援

金融機関

地元
企業等

出資

配当

融
資

出資

配当
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○地域鉄道の安全対策

安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備整備
等を支援する。

内 容：地域鉄道の安全性向上に資する設備整備費に対する補助
（地域公共交通活性化再生法に基づき、上下分離等の鉄道事業再構築事業を

実施する事業者に限る。）

対 象：軌道改良、ＡＴＳの整備 等

補助率：１／３又は１／２ （※）

（参考）鉄道施設の安全対策事業 （平成２８年度補正予算）

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの再構築に向
けて、地域鉄道の安全対策を促進する。

具体的な取組

「 コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現をさらに加速。

＜軌道改良＞ ＜ＡＴＳの整備＞

※ 財政状況（財政力指数要件）の厳しい地方公共団体 が支援する費用相当分

補正要求額 １１億円

※この他に、エレベーター整備や交通系ICカードの導入など交通サービスのインバウンド対応は、訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業（観光庁予算 155億円の内数）に
おいて、地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等の一部は、鉄道施設総合安全対策事業（鉄道局予算 40億円の内数）において、それぞれ支援。 80



（参考）地域公共交通確保維持改善事業要求の概要

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）に掲げられた目標の達成に向けて、計画に基づく施策の着実な進捗を
図ることとし、全国各地における地域の多様な関係者の連携による生活交通の確保・維持や快適で安全な公共交通の
構築に向けた取組みを効率的かつ効果的に支援

効率的かつ持続可能な地域公共交通ネットワークの形成の促進効率的かつ持続可能な地域公共交通ネットワークの形成の促進

観光施策との連携観光施策との連携

○交通サービスのインバウンド対応
・ エレベーター整備や交通系ICカードの導入など交通サービスのインバウンド対応について、 訪日外国人

旅行者受入基盤整備・加速化事業（観光庁予算 155億円の内数）において 引き続き支援。

コンパクト・プラス・ネットワークの実現にとって不可欠な地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組みを支援

すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、ハード・ソフトの両面から交通サービスのインバウンド対応を支援

○地域公共交通ネットワーク再編の促進

・ 地域公共交通活性化再生法に
基づき、国の認定を受けた地域
公共交通再編実施計画に係る
事業に対して、補助対象の拡充や
補助率のかさ上げ等の特例措置に
より、引き続き着実な支援を実施し、
効率的かつ持続可能な地域公共
交通ネットワークの再編を促進

◆路線バス・デマンド型タクシーの
運行に対する補助対象の拡大、
補助要件の緩和 等

○被災地のバス交通等に対する
支援
・ 被災者の暮らしを支える被災地のバ
ス交通等について、住宅再建・復興ま
ちづくりの進捗に応じた支援を実施

・ 福島県の原子力災害被災地域にお
ける避難住民の帰還を促進するため、
地域間幹線系統バスに係る特例措置
を拡充

≪再編後イメージ≫

※「ゾーンバス化」：運行地域のバス交通の拠点となる乗継ポイントを設定し、乗継ポイントを起点に中心部までの路線を「基幹系統」、
乗継ポイントから周辺地域への路線を「支線系統」に役割分担すること。
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○ 地域公共交通ネットワークの再構築を担う新設事業運営会社に
対して（独）鉄道・運輸機構が出資

（参考）（独）鉄道・運輸機構の出資制度の概要

平成２９年度財政投融資計画
産業投資 １２億円

① ＬＲＴ・ＢＲＴの整備・運行

② 上下分離による地方鉄道の再生

③ バス路線網の再編

④ これらと一体となったＩＣカードや情報案内システムの導入等

（ＩＣカード）（ＬＲＴ） （ＢＲＴ）

１．LRTの整備・運行／
地方鉄道の上下分離

２．バス路線再編

産業投資による支援対象となる
新設事業運営会社のイメージ

産業投資による支援対象となる
新設事業運営会社のイメージ

鉄道・運輸機構による出資が、地元企業等・金融機関の出融資の呼び水としての
効果を発揮

運行に特化した会社
（株式会社）

運行

施設・車両
の貸付

モニタリング
運営支援

融資

金
融
機
関

施設整備
保有・保守

地元
企業等

出資

配当

配当

出資

鉄道・運輸
機構

施設
使用料

運行

施設保有

既存の鉄道会社
（第三セクター等）

Ｄ社
(株式会社)

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社 鉄道・運輸
機構

配当中心部
における
錯綜・競合

幹線バス・BRT乗換
拠点

支線バス

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

出資

モニタリング
運営支援

金融機関

地元
企業等

出資

配当

融
資

出資

配当
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「次の時代」に向けた質の高い観光立国を推進するためには、二次交通対策を

はじめとする外国人受入環境整備が必要。

具体的な取組み

「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」
で議論された受入環境整備の課題

平成28年度予算で課題解決し、大きく前進させる。平成28年度予算で課題解決し、大きく前進させる。

（参考）訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（二次交通対策）

国交省の「地方ブロック別連絡会」において国交省の「地方ブロック別連絡会」において
整理した地域における受入環境整備の課題

H28予算
8,000百万円の内数

（１）空港、港、鉄道駅、バスターミナル等のインバウンド対応
の支援

（２）車両・移動経路・情報提供・交通サービス等に係るインバ
ウンド対応の支援

二次交通対策

■デジタルサイネージの設置 ■空港、駅等におけるWi-Fi環境整備

■手ぶら観光の推進 ■企画乗車券の企画・開発支援

■エレベーター・スロープ等の設置■多言語ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの設置

■全国主要エリアで利用可能な
交通系ICカードの導入

■ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応型鉄道車両の整備
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（参考）訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業（観光庁）

訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、ハード・ソフト両面からの

受入環境整備を通じた訪問時・滞在時の利便性向上を図り、訪日外国人旅行者の受入
環境の面的な整備を加速化する。

具体的な取組

H28年度
補正要求額 １５５億円

＜支援メニューの具体例＞

・観光案内所その他観光拠点情報・交流施設
の整備・改良

＜支援メニューの具体例＞

・宿泊施設（無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備、
トイレの洋式化等）

訪日外国人旅行者受入加速化事業
＜ソフト系事業＞

訪日外国人旅行者受入基盤整備事業
＜ハード系事業＞

■観光案内所
■全館無料公衆無線LAN環境の整備
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訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、観光に関する様々なインフラ

整備と連携しつつ、ハード・ソフト両面から受入環境整備を通じて世界最高水準の観光拠点の

整備を加速するとともに、訪日外国人旅行者にとって快適で安全安心な滞在ができるように、

SNS等のビッグデータも活用しながら、不満・要望を検証し、具体的な改善を図る。行者数4,0
00万人、6,000万人の実現に向けて、

具体的な取組み

（参考）訪日外国人旅行者受入基盤整備・加速化事業（観光庁）

H29予算要求額
15,500百万円

１．訪日外国人旅行者受入基盤整備事業

（１）宿泊施設のインバウンド対応を支援

■エレベーター・スロープ等の設置

（１）観光案内所その他観光拠点情報・交流施設等の整備・改
良を支援

（２）多言語化、バリアフリー化など空港、港、鉄軌道駅、バス
ターミナル等のインバウンド対応を支援

２．訪日外国人旅行者受入加速化事業

（２）車両、情報提供、交通サービス、手ぶら観光カウンター等
に係るインバウンド対応を支援

３．訪日外国人旅行者の要望・不満調査

（１）訪日外国人の旅行者の滞在・移動等の受入環境に関す
る不満・要望をSNS等のビッグデータも活用しながら調査・
検証し、具体的な解決策を検討

■可変式情報表示装置による多言語
表記

■ホームドア

■交通系ICカード
■公共交通機関のユニバーサル

デザイン化
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８．その他
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計画策定のための手引き

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の策定に当たり、両計画の策定手順、考え方
を示した手引きを作成いたしました。

本手引きは、特に、初めての公共交通に関する計画の策定で、何から手を付けてよいかわからない方
や、公共交通専任の担当者が１名又は担当不在の地方公共団体において、計画策定に際し踏まえるべき
ポイントや、真に検討すべき事項を明らかにする観点からまとめました。

○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策
定のための手引き

【入門編】
計画策定の背景やポイント、基本的な考え方を記載

１．網形成計画・再編実施計画策定のポイント
２．地域の問題点・課題を明確にしましょう
３．協議会
４．目標設定、モニタリング
５．これからのサービスの在り方

【詳細編】
計画策定の詳細や各種調査・分析手法、事例等について記載
１．地域公共交通網形成計画作成
２．地域公共交通再編実施計画作成
３．各種調査手法 ４．将来の公共交通を考える手法
５．上位計画との連携 ６．地域の問題点・課題の整理
７．協議会等 ８．方針・目標の設定及び評価手法
９．地域公共交通再編のための事業
10．地域公共交通再編事業等 11 ．Q＆A

掲載ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
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≪出張相談会（各運輸支局で開催）（5月～6月）≫
○ 市町村の交通全般に係る疑問・不明点を運輸局職員が各県に出向いて個別に解決・助言。
○ 新潟県（８市；５/16、17、19）、長野県（16市町村；５/25～27）、富山県（４市；６/２、３）、石川県（５市町；６/１、２）

（参考）地域公共交通に関するセミナー等の開催状況（平成28年度）
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開催実績（平成28年度）

開催中（平成28年度）

≪交通政策勉強会（北陸信越運輸局（新潟市内）で開催）（9月13日）≫
○ 地域公共交通研修の開催（９月14日）にあわせて、地方公共団体職員及び地方運輸局職員を対象に、同研修の内容を補

完することを目的として開催。
［主な内容］
①道路運送法のポイント解説；②交通バリアフリーについて；③環境・物流施策について

≪地域公共交通（地方ブロック）研修（北陸信越運輸局（新潟市内）で開催）（9月14日）※ 国土交通大学校と共同≫

○ 地方公共団体職員及び地方運輸局職員を対象に、地域公共交通に係る業務に必要となる知識を習得させることを目的と
して開催。

［主な内容］
①地域公共交通の現状と課題（北陸信越運輸局）；②多極ネットワーク型コンパクトシティの形成に向けて（北陸地方整備局）；
③公共交通需要の把握と交通のパラダイムシフトに向けて（信州大学 高瀬准教授）；④テーマ別討議

≪地域公共交通スタートアップセミナー（各運輸支局等で開催）（10月下旬～11月中旬）≫
○ 地方公共団体職員を対象に、地域公共交通に係る業務に必要となる知識を習得させることを目的として開催。

［主な内容（予定）］
①地域公共交通網形成計画・再編実施計画の制度解説；②道路運送法のポイントの解説；③よくあるQ＆Aの紹介
※ あわせて、自治体担当者からのご質問・不明点等に答える時間を確保。



(参考） 地域公共交通網形成計画チェックシート①

89

※当該チェックシートは確認作業を行うための「補足資料」であり、必ず「法律」「政令」「基本方針」を参照すること

地域公共交通網形成計画チェックシート地域公共交通網形成計画チェックシート
■地域公共交通網形成計画（法５条、基本方針）■地域公共交通網形成計画（法５条、基本方針）

（必ず記載する必要がある事項）（必ず記載する必要がある事項）

記載
有無

該当箇所 留 意 点

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
（法５条２項１号）（基本方針二１（１））
○ 地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確化した上で、公共交通の活性化及び再生
に向けた取組の方向性を記載。

○ 検討に当たっては、特に次の点に留意することが重要（基本方針二１（１）①～④）

・まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

・地域全体を見渡した総合的な公共交通網の形成

・地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ

・住民の協力を含む関係者の連携

②地域公共交通網形成計画の区域（法５条２項２号）（基本方針二１（２））
○ 住民の通勤、通学、買物、通院といった日常生活に関して形成される交通圏を基本とし、個別・局所的にならないよう
留意。

○ 交通圏の範囲が複数の市町村にまたがる場合は、関係市町村や都道府県が連携して、当該地域にとって最適な公共交通
網の形成を図るよう取り組むことが重要。

○ 市町村の行政区域中に複数の交通圏が存在する場合には、単独で又は他の地方公共団体と共同して、複数の形成計画の
作成が可能。

③地域公共交通網形成計画の目標（法５条２項３号）（基本方針二１（３））
○ 可能な限り具体的かつ明確な目標を設定する必要がある。（目標：定性的に記載）
○ 地域が自らの目指す方向性を具体的な数値目標として明示することが重要。
・数値目標：定量的に設定し、選定した理由も記載
・目標値：具体的な数値、年次及び設定した理由を記載

※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。



(参考） 地域公共交通網形成計画チェックシート②
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※当該チェックシートは確認作業を行うための「補足資料」であり、必ず「法律」「政令」「基本方針」を参照すること

（必ず記載する必要がある事項）（必ず記載する必要がある事項）

記載
有無

該当箇所・コメント 留 意 点

④目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項（法５条２項４号）（基本方針二１（４））
○ 計画区域における地域公共交通を一体的に形成計画の対象とした上で、目標達成のために提供されるべき公共交通サービスの

全体像を明記することが重要。
○ サービスの実現のために必要な事業・実施主体を整理して記載。
○ 既存路線の維持といった継続的な取組や、民間事業者による自主事業も含め、目標達成のために必要となる事業を網羅的に記

載。
○ 事業については、可能な限り具体的かつ明確に記載。（施設、事業名、なお、当面事業の実施の見込みがない場合にあっては、

検討の方向性を記載。
○ 地域公共交通特定事業（地域公共交通再編実施事業 等）に関する事項を定めることが可能。

⑤地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項（法５条２項５号）（基本方針二１（５））
○ 評価時期は原則として計画期間の終了時又は形成計画の見直し時（必要に応じて中間評価を実施することも可能）。
○ 基本方針五に定める事項に留意しつつ、計画に位置付けられた各種事業の実施状況を適切に管理することが重要。

⑥計画期間（法５条２項６号）（基本方針二１（６））
○ 原則５年程度（ただし、計画目標や地域の実情等を踏まえ、柔軟な設定も可能。）
○ 中長期的に地域が目指すべき将来像も念頭におきつつ作成することが適当。
○ 計画期間中又は計画期間終了時における計画見直しの手順等についても明示することが望ましい。

⑦上記のほか、地域公共交通網形成計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
（法５条２項７号）

（可能な限り記載することが望ましい事項）（可能な限り記載することが望ましい事項）

記載
有無

該当箇所 留 意 点

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共交通網
の形成に際し配慮すべき事項（法５条３項）
○ 地域公共交通は、まちづくり施策と密接な関係があり、都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携等

について、網形成計画に記載する努める必要がある。

※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。



(参考） 地域公共交通網形成計画チェックシート③
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※当該チェックシートは確認作業を行うための「補足資料」であり、必ず「法律」「政令」「基本方針」を参照すること

（その他留意点）（その他留意点）

記載
有無

該当箇所 留 意 点

都市計画等との調和が保たれているか（法５条５項）
○ 地域公共交通は、まちづくり、観光振興、健康、福祉、環境など様々な分野と密接な関係を有する。立地適正化計画、観光圏整備

計画、地方公共団体実行計画など、他の分野の計画が策定されている場合には、網形成計画にその旨を明示し、これらの計画と
の連携を図るべき旨を共有し、取組を行うことが望ましい。

○ 都市計画、市町村都市計画マスタープラン、中心市街地活性化基本計画、バリアフリー基本構想、港湾計画との調和を確保しな
ければならないことに留意。

関係者との協議がなされたものであるか（法５条７項）
○ 協議会が組織されている場合は協議会における協議がなされていること。
○ 協議会が組織されていない場合には、

・ 関係する公共交通事業者等
・ 関係する道路管理者
・ 関係する港湾管理者
・ その他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
・ 関係する公安委員会

との協議がなされていること。

住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるための措置が講じられているか
（法５条６項）
○ パブリックコメントや住民説明会の実施により意見を収集し、意見を反映させるための取組を行う必要がある。

■協議会の構成員（法６条）■協議会の構成員（法６条）

地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体
関係する公共交通事業者等
関係する道路管理者
関係する港湾管理者
関係する公安委員会
上記のほか、地域公共交通網形成計画に定めようとする事業
を実施すると見込まれる者

地域公共交通の利用者
学識経験者
交通部局以外の職員（まちづくり部局等）
都道府県
国（運輸支局、地方整備局等）
上記のほか、地方公共団体が必要と認める者
※地域公共交通会議等の他の協議会で必須とされている構成員を加える
ことで、他の協議会と合同で開催することも可能。

（必ず構成員とする必要がある方）（必ず構成員とする必要がある方）

（可能な限り構成員とすることが望ましい方）（可能な限り構成員とすることが望ましい方）

※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。※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策定のための手引き（入門編）P64～66にも掲載しておりますので、ご活用下さい。



公共交通政利用促進キャラクター「 のりたろう」

公共交通機関が好きなものの、猫であることを理由に
各交通機関の採用を拒否され、やり場のない情熱から、
自らが新たなハイブリッド公共交通機関になろうと決心し、
かようなスタイルになった。

・移動手段は徒歩
・猫であるため100歩ごとに休憩が必要
・定員は運転手を含め一人

ご静聴ありがとうございました
○ 再編実施計画は、網形成計画以上に、地域での合意形成が重要となります。

○ また、道路運送法などの関係法令にも適合する必要があります。

○ 計画策定にあたっては、運輸支局と綿密に連携をとりながら、進めてください
ますようお願いいたします。
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