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１．四国運輸局管内の輸送動向について



【機密性２】
四国運輸局管内の状況（新型コロナウイルス感染症関連）

事業形態
4-5
月

7月 9月 11月 1月 3月 5月

鉄道 86％ 89％ 89％ 95％ 92% 90% 88%

高速バス 2％ 78％ 65％ 63％ 63% 65% 53%

船舶 63％ 91％ 94％ 94％ 90% 88% 81%

地域鉄道、路線バス、タクシー、旅客船の対3ヶ年平均同月比輸送収入・人員は11月から右肩下がり傾向で、2～3月の緊急事態宣言解除以降 3月に
向けて回復傾向がみられたが、3月下旬以降愛媛県で感染者数が増加し、4月下旬に四国初のまん延防止等重点措置の適用に至った。GWの観光需要
の消失、5月中旬には香川県でも深刻な感染拡大が発生したほか、高知県においても一定の感染確認者数が続いたこともあり、5月の四国管内の人流は抑
制され、公共交通利用者数に大きな影響が生じた。6月は5月に比べて回復基調にある模様だが、高速バスが40％を超えず、依然厳しい状況にある。

各モードの運行本数回復状況
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タクシー

旅客船

輸送収入
※対2019,18,17年平均同月比※６月は推計値を含む

※タクシ－は対2019年同月比

※対2019,18,17年平均同月比

R2 4
月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 R3 4
月

５月 ６月

輸送人員※６月は推計値を含む

※タクシ－は対2019年同月比

地域鉄道：収入・利用者は2017～19年比で、８割程度で推移
路線バス ：収入・利用者は2017～19年比で、７割程度で推移
旅 客 船：自動車航送が安定しているためか、他モードに比べると輸送収入が堅

調な状態（5月の離島航路に関しては、昨年の瀬戸内国際芸術祭
の影響も一部あると思われるため、見かけ上6月が相当回復している
ように見えている）

高速バス ：ＧＷも利用は伸びず、収入・利用者は2017～19年比で、
３割程度で推移。運行本数が2020年度4～5月後最低になるなど、
供給を絞る動きが顕著になっている。

貸切バス ：遠足や校外学習が延期となり、シーズンに見合う利用が伸びなかった



２．地域公共交通計画の策定に当たって



4
予算上の特例あり

地域公共交通計画について



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

地域公共交通ネットワーク再構築のイメージ

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設
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地方公共団体 公共交通
事業者

道路管理者 港湾管理者

まちづくり
関係主体

商工関係主体
観光関係主体

等

協議会のイメージ

①地方公共団体（都道府県、市町村）が中心となり、
②まちづくりや観光など関連施策と連携し、
③交通資源を総動員しつつ、面的な公共交通ネットワークを
再構築

ポイント

（参考）公共交通サービス見直しイメージ

・ダイヤの調整
・情報提供 等

地域公共交通活性化再生法について
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移動手段の確保

分かりづらく、
重複が多いバス路線

分かりづらく、
使いづらい乗継ぎ

継続が
厳しい航路

利用者低下に伴う
運行費負担の拡大

地域の公共交通に関わる課題（例）
※地域の抱える課題、交通分野が抱える課題

文化・観光資源の活用

中心市街地
の活性化

小さな拠点形成

分かりづらく、
使いづらい乗継ぎ
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地域公共交通計画の記載内容について
法定記載事項

地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保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
計画の区域
計画の目標
目標を達成するために行う事業及びその実施主体
計画の達成状況の評価に関する事項
計画期間
計画実施に関し、地方公共団体が必要と認める事項

また、以下について定めるよう努めることとする。
目標を達成するために行う事業等の推進に必要な資金の確保に関する事項
都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項
観光の振興に関する施策との連携に関する事項
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定
める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。
※利用者数、収支、公的負担や地域課題解決に
貢献することが分かる目標を設定

毎年度、施策の実施の状況についての調
査、分析及び評価を行うよう努める

必要があると認めるときは、地域公共交通
計画を変更する

地方公共団体

主務大臣

速
や
か
に
結
果
を
送
付

助
言

注意

注意



8出典：藤山 浩（2015）「地方創生」必ず失敗する進め方10ヶ条

交通資源の把握手法について



３．地域公共交通特定事業について



地域公共交通活性化再生法について

予算上の特例あり
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３－１．地域旅客運送サービス継続事業



地域旅客運送サービス継続事業とは

地方公共団体が、路線バス等の維持が困難な状況を
把握（乗合バス事業者等からの相談・情報提供等）

地方公共団体が、サービス提供事業者と連携して、
地域旅客運送サービス継続実施計画を作成、

国土交通大臣の認定を受けた場合、法律上の特例措置
（事業許可等のみなし特例等）

地方公共団体が、既存の事業者を含めた関係者と
協議し、地域公共交通計画へ

地域旅客運送サービス継続事業を位置付け

多様な選択肢を検討の上、実施方針を策定し、公募に
より新たなサービス提供事業者等を選定

地方部を中心に、鉄軌道や路線バス等の廃止に至る事例が増えている中、地域の関
係者が一体となって、廃止後の代替サービスを確保することが必要。
地域公共交通の維持が困難と見込まれた場合、地方公共団体による公募により、新た
なサービス提供者を選定し、地域における旅客運送サービスの継続を図る事業。

背景

概要

事業スキーム 事業の実施イメージ（一例）

コミュニティバス
による継続

タクシー車両を活用した
デマンド交通による継続

廃止路線
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計画策定

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法
定協議会

【補助対象経費】地域旅客運送サービス継続実施計画策定に
必要な経費 （協議会開催等事務費、データ
収集、短期間の実証調査等）

【補助率】 １／２ （上限500万円）

サービス継続の例

背景・目的

○ 生活交通を担う路線バスが廃止される場合、現行法（6ヶ月前までの事前届出）ではサービスの維持について、十分な検討や
調整ができず、サービスの廃止や代替となるコミュニティバス等導入による市町村等への負担となっている。

○ そこで、廃止を検討する乗合バス事業者の申し出等を受け、関係者がサービス継続のあり方を協議し、公募により代替となる
サービスへの転換を図る「地域旅客運送サービス継続事業」について、改正地域公共交通活性化再生法において創設したと
ころであり、同事業の活用によるサービスの継続・効率化を支援。

地域旅客運送サービス継続事業に係る補助制度の創設について 【新設】

地域旅客運送サービス
継続実施計画 大臣認定

サービス継続事業に係る運行費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定
協議会

【補助対象経費】認定された地域旅客運送サービス継続実施計
画に基づく事業の総収支差

【補助率】 １／２
※タクシー（運賃低廉化）については、市町村からの負担額を補助対象経費とし、100万
円を上限として補助。

※サービス継続事業の認定を受けた系統については、フィーダー系統に係る運
行費補助の要件を一部緩和。

多様な選択肢を
検討・協議

乗合バス事業者
の申出等

実施方針・公募

（実施方針に定めるメニュー例）

市町村

デマンド交通（タクシー車両による乗合
運送（区域運行））による継続

福祉輸送、スクールバス、病院や商業施設
等への送迎サービス等の積極的活用

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥
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３－２．地域公共交通利便増進事業



地域公共交通利便増進事業とは

運転者不足の深刻化等を踏まえ、地方都市のバス路線等で、単純な路線再編だけでなく、運
賃・ダイヤ等のサービス内容の見直しにより利便性を向上させる取組へのニーズが増加。
路線ネットワークの構築や、定額制乗り放題運賃や等間隔運行等の運賃・ダイヤの改善の取組
等を通じて、地域公共交通の利用者の利便の増進を図る事業。

背景

概要

国土交通大臣の認定を受けた場合、
法律上の特例措置

（事業許可等のみなし特例等）

地方公共団体が、関係者と協議し、
地域公共交通計画へ

地域公共交通利便増進事業を位置付け

事業スキーム

地方公共団体が、必要な関係者の同意
を得た上で、地域公共交通利便

増進実施計画を作成

事業の実施イメージ（一例）

乗換拠点
（待合施設等）

駅 前

Ａ地域

Ｃ地域

Ｂ地域

駅 前 Ａ地域
定額 200円

駅 前 Ａ地域通し 200円

駅 前 Ａ地域
運行
間隔

ハブ＆スポーク型
の路線再編

定額制乗り放題
運賃、通し運賃

パターンダイヤ、
等間隔運行
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４．協議会について
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協議会の設置について

①法定協議会の設置について

地方公共団体が地域旅客運送サービスに関する検討・運用に取組む際、交通事業者や地域住民、関係行政機関などの
利害関係者を含む多様な人たちとの協議が必要となりますが、個別に協議や調整をして合意形成を図るのは負担が大き
くなります。そのため、関係者が一堂に会する協議組織を作る方が効率的です。

協議会の設立までの流れを以下に示します。法定協議会の設立に際しては、これまでの法定協議会を活用することはも
ちろんのこと、地域公共交通会議や既に設置している協議会・委員会などを活用することも可能です。この場合、構成員の
選定が短時間で済むとともに、特に公共交通について詳細に議論している会議であれば、地域公共交通計画の作成に当
たっても円滑な会議進行が可能と考えられます。

なお、法定協議会の規模が大きくなるほど様々な関係者の声を効率的に集めるメリットがある一方、運営の負担が大きく
なるため、構成員の選定は地域の実情に応じて行ってください。

網形成計画を作成するための法定協議会が既に存在する場合は、同じ法定協議会で地域公共交通計画の作成につい
て協議することが可能です。また、既に設置されている地域公共交通会議や地域協議会に構成員を追加することにより、
本法に基づく法定協議会としての機能を付加することも可能です。例えば、道路運送法に基づく地域公共交通会議が既に
組織されている場合には、必要な関係者を追加することにより、法定協議会としての要件を満たすことになります。一方で、
法定協議会には道路運送法に基づく地域公共交通会議や新モビリティサービス協議会等の他の協議会の機能を付加す
ることが可能です。法定協議会には、地方公共団体の判断により構成員を追加することが可能であり、地域の実情に応じ
て必要な関係者を追加することにより、活発な議論が行われることが期待されます。また、法定協議会を公開し、住民、利
用者その他の利害関係者の意見を計画に反映させることも重要です。

「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」 Ｐ１２８～１２９


