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① 公共交通ネットワーク確保維持に係る取組事例

・徳島県つるぎ町（平成29年3月計画策定）
・徳島県小松島市（平成29年3月計画策定）
・香川県小豆島地域（平成28年3月計画策定）

○ 四国における生活路線を中心とした地域公共交通網形成計画策定等に係る取組事例

○ 他分野と連携した地域公共交通網形成計画策定に係る取組事例
・佐賀県唐津市（観光との連携）
・岐阜県岐阜市（まちづくりとの連携）
・茨城県常陸太田市（教育分野との連携）



つるぎ町地域公共交通網形成計画（平成29年3月作成）の概要

■基本方針
「利用者が使いやすく、持続可能な公共交通体系の構築」

■計画区域
つるぎ町全域

■計画期間
平成29年度から平成33年度の５年間

■事業概要
①利用目的に合う効率的な交通手段の確保

・既存のコミュニティバスと臨時登山バスの一本化
・「にし阿波ブランド化行動計画戦略会議」や関係市町村担当者による小委員会の開催、「剣山観
光推進協議会」の充実を図るための会議開催

②公共交通事業者間における協調
・つるぎ町地域公共交通活性化協議会の充実

町内全ての公共交通機関と問題意識を共有するための会議等の開催
③利用者意見の反映

・コミュニティバスの運転手に対し毎日ヒアリング実施など、路線変更が必要な場合は反映。
・広報誌等により、コミュニティバスの認知度を高める。 など

つるぎ町は、面積194.84㎢（内、林野面積83%）、人口8,927人、高齢化率43.3％、年少人口の割合8.3％の少子高齢化
が進んでいる町。特に、山間地域の高齢化率が57.7％と高く、町人口の約3割が居住。
平成22年から、町コミュニティバス（自家用有償旅客運送）が、 「山間地域に住む高齢者等の生活手段の確保」、「既存路線バ
スの利用促進」を目的に、山間地域から民間路線バスのバス停までを運行開始。
しかし、平成24年度をもって、赤字を理由に民間路線バスが撤退。町コミュニティバスを運行拡大し、平成25年度から、新たな町コ
ミュニティバス運行事業を展開。
平成27年4月、自家用有償旅客運送の登録・監査等に係る事務権限を受け、把握した地域の実情をより迅速に公共交通ネッ
トワークの改善に反映できるようになった。
町コミュニティバスは、地域住民の日常生活における買物や通院等のための移動手段として必要不可欠なもの。

つるぎ町地域公共交通網形成計画における記載を基に、四国運輸局において作成 2



小松島市地域公共交通網形成計画（平成29年3月作成）の概要

小松島市地域公共交通網形成計画における記載を基に、四国運輸局において作成

■基本方針
① 「多くの人にとって暮らしやすさの向上に資する公共交通」
② 「都市機能がコンパクトに集約されたまちづくりに資する公共交通」
③ 「みんなで利用し維持していく公共交通」

■計画区域
小松島市全域

■計画期間
平成29年度から平成33年度の５年間

■事業概要
①市民の移動ニーズに対する運行水準の適正化

ダイヤの合理化、わかりやすさの向上のためのダイヤ・ルートの改善
②利用案内の充実

車両やバス停の表示改善、わかりやすい時刻表・バスマップの発行 など
③誰もが使いやすい設備の充実

バリヤフリー化の推進、バス停の改善
④交通結節点の充実
幹線・フィーダーの明確化と乗継利便性の向上、ICTの活用など情報提供の充実

⑤多様な交通手段の連携
自家用車等との連携、高速道路延伸を利用した新たな公共交通網 など

⑥住民による自発的な利用促進
利用促進運動の展開

小松島市は、面積45.37㎢（内、林野面積14.4%）、人口38,755人、高齢化率30.8％、年少人口の割合11.5％。
平成10年4月の明石海峡大橋の開通、自家用車の普及や道路整備により、公共交通の利用者が大きく減少。
平成27年3月、昭和26年に町営バスとして運行開始した小松島市営バスを運行終了し、民間移譲。
高齢化進展に伴い、公共交通の必要性が増すことや、人口減少を見据えた将来都市像を想定したまちづくりが必要。

小松島市役所

幹線軸（鉄道・幹線系統路線
バス）
支線軸（フィーダー系統路線バ
ス）
都市中心拠点

地域拠点
高速バス網（将来）

凡 例

ＪＲ、幹線系統路線バ
スの維持による市外への
連絡手段の確保

市中心拠点における接続及び
情報提供の案内の利便性の強
化

・車両の改善
・バス停の改善
・利用促進運動

フィーダー系統の維持による市内
の居住地と市中心部の連絡及び、
幹線路線との接続

小松島市地域公共交通網形成計画による公共交通の将来像図
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島内2町及び多様な主体の連携により島全体を区域とした地域公共交通網形成計画を策定し、大胆な運賃設定を
伴った抜本的な路線再編を実施した結果、利用者の大幅増を実現。また、公共交通の充実による観光・医療・教育等
との分野横断的なまちづくり（クロスセクターによるまちづくり）を具体的な政策目標を掲げつつ実践。

（取組みの概要）
１．多様な主体の連携

２．抜本的な路線の再編と大胆な運賃設定
・新たな拠点（病院、学校）の開設に併せて、路線バス・コミバスの
抜本的な再編を実施。

・上限運賃300円（従来は最高額1180円）の設定や通学定期
助成制度（実質家計負担5,000円/月）を創設。

・28年度は瀬戸内国際芸術祭の開催効果もあり、利用者は
対前年度比約2万人増（約58%増）の見込み。

・一方で、路線バスの欠損は対前年度比約500万円増（約7%増）
にとどまる見込み。

・島内2町（土庄町・小豆島町）及び社会福祉協議会、ＰＴＡ、観光協会
を含む多様な主体により、年7回協議会を開催し、島全体を区域とする地域
公共交通網形成計画を作成。

・大規模な住民アンケート（5000人）により路線バスに対するニーズを把握。

３．公共交通・観光・医療・教育等の分野横断的なまちづくり
・公共交通の充実による観光（移動円滑化）・医療（患者の帰島
促進）・教育（交通死亡事故のリスク低減）等との分野横断的な
まちづくり（クロスセクターによるまちづくり）を具体的な政策目標
を掲げつつ実践。（例:医療圏外へ流出している患者の帰島割合）

(H28.4)
小豆島中央病院

池田港

土庄港

草壁港

坂手港

福田港大部港

(H29.4開校)
小豆島中央高校

バス通学定期の購入補助

・患者数減少

急性期を担う二つの公立病院を統合

・医療従事者の減少
・医療圏外への通院

・少子化
・自転車通学の多さ
（交通事故リスク）

病院前に直結したバス停整備

上限運賃（300円）の導入

・高額なバス運賃（最大運賃1180円）

地域公共交通網形成計画の策定

・高齢化による交通弱者の増加

2つの公立高校を再編し、新高校を開校

統合後の高校統合後の病院

新病院・統合高校へのアクセスを重視したバスネットワークの改善

小豆島の公共交通
オリーブバス→

小豆島におけるクロスセクターによるまちづくり

公共交通

教育医療

(H28.4開院)
小豆島中央病院

小豆島の概況

小豆島（土庄町・小豆島町）における地域公共交通に係る取組
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公共交通への支援をどのように捉えるか

○また、サービスの提供、取組の促進のための資金の確保に当たっては、
地域公共交通の持つ多面的な効果（「クロスセクター効果」）に着目・
明確化し、必要な経費の確保につなげる

変
動
費
＋
固
定
費

補
助
金

運
賃
収
入

ク
ロ
ス
セ
ク
タ
ー
効
果

クロスセクター効果
地域公共交通サービスの確保により、医療や福祉、
まちづくり等の多様な行政施策の費用を節約できる。

【支出】 【収入】

地域公共交通は、支出と収入の差を、補助金で補塡することで運行を継続しているが、補助金を
減らそうとすると・・・
費用の削減→サービス水準の低下→利用者減少
という、負のスパイラルに。

（参考）クロスセクター効果
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○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）

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

観光との連携（佐賀県唐津市（人口１２万人））
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持続可能な公共交通ネットワークを形成するため、需要にあわせて効率性と
利便性のバランスを取り、公共交通網を抜本的に再編

JR岐阜駅のハブ機能強化を念頭においた長大路線の見直し
安定した高サービスな幹線及び地域需要に応じた支線の役割分担
利用者が集中する路線におけるBRT導入
運転手不足解消に向けた路線の効率化

バス路線の再編

住民が主体的に地域公共交通に関する活動に参画できる環境整備
市民が率先して運営するコミュニティバスの導入

利用者、公共交通事業者といった多様な関係者との連携推進
「岐阜市みんなで創り守り育てる地域公共交通条例」の制定

住民など関係者の取り込み

都市機能の集積や中心市街地の活性化を推進する公共交通施策実施
利便性の高いまちの形成に資する公共交通の定時性・速達性の実現のため、PTPS
やバスレーンを導入
まちなかの賑わいに関する定量的な目標値の設定

公共交通のスムーズな乗継ぎを可能とする拠点の整備
「多様な地域核がある都市」に資する拠点性をもったトランジットセンターの整備

まちづくりとの連携

公共交通沿線
への居住の誘導

幹線・支線
への分割

岐阜駅を通過する
非効率な長大路線の見直し

乗継ぎ拠点の
整備

コミュニティ
交通の導入

「公共交通を軸に都市機能が集約した歩いて出かけられるまち」の実現のため、総合行政を担う岐阜市が中心となる
ことで、多様な関係者を巻き込むとともに、まちづくり分野と連携しながら、網羅的に路線等の見直しをしたうえで、持続
可能な公共交通ネットワークの再構築を図っている。

まちづくりとの連携（岐阜県岐阜市（人口41万人））
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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）

再編前の課題

具体的な取組

再編前の課題

常陸太田市地域再編実施計画

少子化の影響による学校の統廃合が進んだ結果、スクールバスが至る所で運行
一方で、事前の連携不足等の影響により、ルートや時間帯の重複が発生し、双方にとって非効率な運行となる事例
も散見

教育分野との連携（茨城県常陸太田市（人口5.2万人））

8



② 四国における地域公共交通需要の見通し
及び分析等

○ 人口減少下における四国の地域公共交通の確保・維持について
（平成28年3月開催時資料）

○ 四国の幹線鉄道ネットワークに係る将来における路線別公共交通需要見通しの試算
○ 鉄道を中心とした地域活性化の事例（JR四国（観光列車）、阿佐東線（DMV））



【将来(2025年度)の条件設定】
将来の四国内の外国人延べ宿泊者数

は、つぎの３ケースを想定。（日本人は
2014年度のまま。）
① 2014年度 （24万人）のまま
②四国内の外国人延べ宿泊者数が全国の
0.56%相当（ 2014年度と同じ）（51
万人）
③同2%相当（180万人）
④同3%相当（270万人）
※ 2014年度は同0.56%相当

将来の四国内の将来人口は、各県市
町の「人口ビジョン」による。

Y＝ａｘ１＋ｂｘ2＋ｃｘ3＋ｄｘ4＋eｘ5+ｆ

算出方法

モデル式

2007～2014年度の四国４県の人口及び延べ宿泊者数（日本人及び外国人）で四国全域の交通の輸送人員を説明する
モデルを構築し、将来（ 2025年度）の人口・延べ宿泊者数から、四国全域の交通の将来輸送人員を推計。

Y：四国全域の交通需要（輸送人員）
ｘ１：生産年齢人口（15～64歳）
ｘ２：高齢者人口（65歳以上）
ｘ３：全人口

ｘ4：四国内延べ宿泊者数
ｘ5：ダミー（特定年の特殊要因の影響を除外）
ａ,ｂ,ｃ,ｄ,ｅ,ｆ：パラメータ

前回の四国における交通施策のあり方検討会（平成28年3月）では、2025年度の四国全域の交通（幹線鉄
道、都市鉄軌道、一般乗合バス、高速乗合バス、一般旅客定期航路）の将来輸送人員を推計した。
その結果、延べ宿泊者数が2014年度から増加しなければ、 2014年度よりも輸送人員は相当程度減少する見通
しとなることが明らかとなった。

人口減少下における四国の地域公共交通の確保・維持について
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今回は、2030・2040年度のＪＲ四国の路線別券種別（通勤定期・通学定期・普通）の将来輸送人員（複
数路線に跨る輸送人員はそれぞれの路線に計上）を推計した。近年の輸送人員を、沿線市町村の人口および沿
線府県の延べ宿泊者数で説明する線形回帰モデルを作成した。

11

使用データ

四国の幹線鉄道ネットワークに係る将来における路線別公共交通需要見通しの試算①

モデル式 Y＝ａｘ１＋ｂｘ2＋ｃｘ3＋ｄ
Y：路線の交通需要（輸送人員；複数路線に跨る輸送人員はそれぞれの路線に計上）
ｘ１：沿線市町村の総人口
ｘ２：沿線府県の延べ宿泊者数
ｘ3：ダミー（例外的な年度を表す）

ａ,ｂ,ｃ,ｄ：各説明変数（ｘ１、ｘ２…）にかかるパラメータ（係数）
e：定数項

項目 定義 使用データの出典

輸送人員
路線別券種別の輸送人員を集計。複数路線に跨る輸送人員はそれぞれの路線に計上し
た。（例：徳島～宇和島間の輸送人員が100人の場合、高徳線・予讃線・内子線にそれ
ぞれ100人計上。）

駅別相互発着人員表
（ＪＲ四国）を集計

沿線市町人口
沿線市町の総人口、15～19歳人口、20～64歳人口の合計。将来値は、各県の「人口
ビジョン」の将来人口の2015年人口に対する増減率を算出し、県内各市町とも県と同じ増
減率で増減するものとして推計した。

住民基本台帳による人
口（総務省統計局）
人口ビジョン（各県）

沿線府県の延べ
宿泊者数

沿線府県の外国人と日本人の延べ宿泊者数の合計。外国人将来値は2030年度は「明
日の日本を支える観光ビジョン」の全国の訪日外国人来訪者数の目標値（6,000万人；
2015年度の3.04倍）に比例するとした。2040年度の目標値は設定されていないため、
2030年度と同じとした。日本人将来値は2015年のままとした。

宿泊旅行統計調査（観
光庁）
明日の日本を支える観光
ビジョン（首相官邸）
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この結果、通勤定期・通学定期・普通それぞれについて、各路線とも減少傾向となり、全券種合計においても各路
線とも減少傾向となった。

路線別将来輸送人員の予測（全券種合計）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

予讃線
内子線
予土線
高徳線
鳴門線
徳島線
牟岐線
土讃線
瀬戸大橋線

（万人／年）
←実績 推計→



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

（万人／年）

←実績 推計→

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

予讃線

内子線

予土線

高徳線

鳴門線

徳島線

牟岐線

土讃線

瀬戸大
橋線

（万人／年）

←実績 推計→

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

（万人／年）

←実績 推計→

四国の幹線鉄道ネットワークに係る将来における路線別公共交通需要見通しの試算③

13

通学定期通勤定期 普通



JR四国における観光列車の取組
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中村
宿毛

後免

奈半利 甲浦
海部

しまんトロッコ

鉄道ホビートレイン

ゆうゆうアンパンマンカー

伊予灘ものがたり

八幡浜

瀬戸大橋アンパンマントロッコ 新
神
戸

予讃線アンパンマン列車

海洋堂ホビートレイン

土讃線アンパンマン列車

四国まんなか千年ものがたり

出典：JR四国提供資料を四国運輸局に
おいて一部編集



阿佐東線DMV導入に向けた動き

15
「地方創生の起爆剤」となるＤＭＶ導入により阿佐東地域を活性化

車 両 運転保安システム

ＪＲ北海道によるＤＭＶ技術開発

国土交通省
「ＤＭＶ技術評価委員会」の中間とりまとめ

（H27.10.30）
＜前提条件＞
・専用線区：ＤＭＶのみが走ること
・単車運行：連結させないこと など
【結論】
技術的には特に問題なし

技術評価

「阿佐東線ＤＭＶ導入協議会」
【設立日】
平成２８年３月３０日

【構成員】
阿佐海岸鉄道、沿線自治体

【初会合】
平成２８年５月２６日
・ＤＭＶの開発経緯
・これまでの取組み を確認

【第２回会合】
平成２９年２月３日
・３台の車両製作
・事業スケジュール などを確認

H24.2月：実証運行

H26.3月：駅舎改築基本計画（案）

牟岐駅～宍喰車庫
を走行188名が乗車

徳島県

高知県

阿佐東線
ごめん・なはり線

鉄道の空白地帯

阿佐東線での取組み

阿佐東線 乗客人員推移（人）

５年連続で増

利用促進策を展開

DMV導入の準備を確実に推進！ いざ実用化へ！

２０２０年
「東京オリ・パラ」

までの
運行開始を目指す

出典：徳島県提供資料を四国運輸局において一部編集



論点（案）
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○公共交通の果たすべき役割についての認識共有（日常利用、観光利用、災害時 等）
○確保すべき公共交通のサービス水準、交通モード等についての検討

１．地域における公共交通のあり方

○交通需要の創出（自家用自動車利用からの転換、観光需要の取込み、高齢運転者免許返納 等）
○事業運営の効率化、生産性向上（路線・ダイヤ・運行形態の定期的見直し、

需要誘導（コンパクトプラスネットワーク、小さな拠点 等）、ICT活用 等）
○支援策、支援の枠組み
○まちづくり・観光等他分野と連携した取組・評価の推進（クロスセクター・ベネフィット 等）

２．地域公共交通の確保・維持・活性化

行政・交通事業者・住民等の多様な関係者が連携して地域の公共交通のあり方や確保・維持・
活性化策を検討していく必要があるのではないか（地域公共交通網形成計画の策定 等）


