第１章 計画の概要
第２章 公共交通を取り巻く課題

第３章

計画の基本方針・基本目標

〚 みんなで住みたいゆめのまち絵画コンクール受賞作品 〛

利府小学校

髙橋 ひなの

第３章 計画の基本方針・基本目標
３-１ 計画の基本方針
本町の公共交通における課題を解決し、持続可能な公共交通ネットワークを形成する
ため、上位計画である「利府町総合計画」におけるまちづくりの基本理念を踏まえ、計
画の基本方針(目指すべき将来像)と、その実現に向けた５つの基本目標を設定します。

【課題の視点１】
自家用車への依存

利府町の公共交通における
３つの課題の視点
【課題の視点２】

【課題の視点３】

地域特性と交通サービス

人の動きとネットワーク

【課題解決に向けて留意すべき変化・脅威】
・ 留意点１：開発事業による都市構造の変化
・ 留意点２：高齢化・運転免許返納への対応
・ 留意点３：公共交通の財政負担と持続可能性
・ 留意点４：隣接市町の動向
上位計画及び関連計画・まちづくり方針等による考え方を踏まえた解決策の検討

＜本計画の基本方針（目指すべき将来像）＞

生きがいと喜び、心の豊かさと幸せを支える持続可能な公共交通づくり
～みんなが主役のまちづくりを推進するためのコンパクトプラスネットワークの実現～
 将来都市像の実現に向け、都市開発、健康増進、観光振興等のまちづくり施策と
連携し、暮らしを支える基盤となる公共交通ネットワークを再構築する。
 町民・来訪者のニーズの変化に対応した公共交通の方針を示し、誰もが安心して
利用でき、選ばれる交通環境づくりを推進する。
 町内を運行する公共交通それぞれの役割を明確にし、効率的かつ効果的な運行形
態に再編することにより、持続可能な交通ネットワークを形成する。

基本方針を実現するための５つの柱（基本目標）
基本目標１ まちづくりを先導する公共交通を目指します
基本目標２ 「まちなか経路」を核とした公共交通サービスの向上を図ります
基本目標３ 移動実態に即した、選ばれる公共交通サービスを目指します
基本目標４ わかりやすく、利用してもらえる公共交通を目指します
基本目標５ 多様な主体と連携し、自立し続けられる公共交通を目指します
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３-２ 計画の基本目標
基本目標１：まちづくりを先導する公共交通を目指します
(1) 目標の概要
本町はこれまで、大規模団地の開発や道路網の整備等を行い、発展を遂げてきま
した。現在も新たなまちの拠点施設となる「文化複合施設」の整備や、新中道土地
区画整理事業等、様々な土地利用・都市開発が進められていますが、居住エリアと
中心市街地が分離した都市構造となっているため、車社会が浸透し、移動手段は自
動車が基本となっています。
今後、高齢化の進展と将来的な人口減少、それに伴う町財政の縮減が予想される
中、持続可能なまちづくりを進めて行くためには、都市を「展開し、広げる」こと
から「収束し、密度を高める」ように切り替えを図る必要があります。そのために
は、都市機能をアクセスしやすくコンパクトに集積させることが重要です。
同時に、本町は仙台市・塩竈市等と隣接し、町外への人の流動があることから、
町内だけを考えるのではなく、地域間で連携した公共交通を検討していく必要があ
ります。
そこで、土地利用・都市開発関連事業や隣接市町の公共交通事業との連携を図り、
まちの目指すべき将来都市像の実現を先導する公共交通体系を構築します。

(2) 達成に向けた施策の方向性
目標の実現に向けた施策の方向性は下表に示すとおりです。
表 ３-１ 施策の方向性

施策の方向性

内 容

① 公共交通でのアクセスを
考慮した開発

・ 施設や道路の開発事業に当たっては、公共交通によるアクセ
ス性を考慮するようにする。

② 土地利用・都市開発
関連事業との協議・調整

・ ①の達成のため、土地利用・都市開発関連事業との連
携を図り、開発段階から公共交通について検討できる
ような体制づくりを行う。

③ 隣接市町との連携

・ 隣接市町と公共交通事業の連携のあり方について模
索していく。

(3) 目的の達成を図る指標・数値目標
以下に示す指標・目標値の達成により、基本目標の確実な実現を目指します。
表 ３-２ 基本目標１の達成を図る指標・数値目標

指標

目標値

【指標１：中心市街地エリアへの施設誘導】
・ 今後の土地利用・都市開発関連事業における新たな施設等の整備
に際しては、「まちなか経路」の周辺に誘導するものとし、その件数を指
標に設定する。
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3件
(現在：0 件)

基本目標２：「まちなか経路」を核とした公共交通サービスの向上を図ります
(1) 目標の概要
本町は、公共交通の運行案内・情報提供を行う拠点・施設が限られており、公共
交通を利用する「きっかけ」を得られる場が少ない状況にあります。
そこで、
「公共交通を選んでもらえる環境づくり」を行い、町内に波及していく取
り組み・仕掛けづくりを推進します。
まずは、利府駅、役場、病院、商業施設や、新たに整備する文化複合施設等、中
心部の主要施設を「交通拠点」として位置づけるとともに、
「交通拠点」を結ぶ経路
を、公共交通及び都市の骨格として「まちなか経路」と位置づけます。
「交通拠点」については、乗り換え・乗り継ぎがしやすいような待合環境の整備
や、公共交通の情報発信機能の充実化を図ります。
「まちなか経路」は、町内を運行するバスが経由するようにし、高頻度にバスが
行き来する利便性の高い区間とします。また、
「交通拠点」の中でも「駅」と「役場」
においては、他の路線との乗り継ぎができるようにします。
「交通拠点」の整備と「まちなか経路」運行の充実化により、相乗的かつ効果的
な公共交通サービスの向上を図ります。

(2) 目標達成に向けた施策の方向性
目標の実現に向けた施策の方向性は下表に示すとおりです。
表 ３-３ 施策の方向性

施策の方向性

内 容

① 町内主要施設の
交通拠点化

・ 利府駅、役場、病院、商業施設、文化複合施設等を「交通
拠点」と位置づけ、待合環境の整備や情報発信の充実化を
図る。

② 「まちなか経路」の設定に
よるサービスの向上

・ 「交通拠点」を結ぶ経路を公共交通と都市の骨格として「まち
なか経路」と位置づけ、高頻度に運行する。

(3) 目的の達成を図る指標・数値目標
以下に示す指標・目標値の達成により、基本目標の確実な実現を目指します。
表 ３-４ 基本目標２の達成を図る指標・数値目標

指標

目標値

【指標１：「まちなか経路」上の施設へのバスの乗降者数】
・
・

「まちなか経路」上の施設へのバス路線における乗降者数の増加を
指標に設定する。
指標としては対象の施設を「利府駅」及び「役場」とする。
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利府駅…1,000 人/日
町役場…200 人/日
H29 年調査結果
利府駅…853 人/日
町役場…164 人/日

基本目標３：移動実態に即した、選ばれる公共交通サービスを目指します
(1) 目標の概要
限られた交通資源で効率的かつ効果的に公共交通を運行するためには、利用実態
や、町民及び利用者のニーズを踏まえ、運行内容を見直すとともに、町内各地域の
特性や需要に合ったサービスを提供する必要があります。
そこで、町内の既存バス路線の重複・競合が見られることや、利用者が少ない、
需要が減少している等の実態を踏まえ、交通資源の役割分担の明確化と再配分を行
います。
ルートやダイヤが重複・競合している区間については、重複するルートを再編す
る、運行間隔を適切にする等により効率化を図ります。
また、利用需要が大きく、今後も利用が見込まれるエリアについては利便性・サ
ービスの改善を行い、利用需要が小さく、バス運行の継続・維持が難しいエリアに
ついては新たな交通サービスを導入します。
これらの取り組みを通して、町民及び利用者の利用実態に合った、交通手段の一
つとして選ばれる公共交通サービスを提供します。

(2) 達成に向けた施策の方向性
目標の実現に向けた施策の方向性は下表に示すとおりです。
表 ３-５ 施策の方向性

施策の方向性

内 容

① 運行ダイヤの再設定

・ 「通勤・通学」「買い物」「通院」等、移動ニーズに合わせ、鉄
道・バスの乗り換えに配慮した運行ダイヤを設定する。

② 既存交通資源の再配分
・役割分担の明確化

・ バス路線の重複・競合を解消する。
・ 各地区の行動特性を踏まえ、交通モードの役割を明確化す
る。
（※事業採算性が可能なエリア・時間は民間事業者が運行等）

③ 小需要地域に対応した
新たな交通サービスの導入

・ バス利用が少ない地域を対象に、タクシー等を活用した新たな
交通サービスを導入する。

(3) 目的の達成を図る指標・数値目標
以下に示す指標・目標値の達成により、基本目標の確実な実現を目指します。
表 ３-６ 基本目標３の達成を図る指標・数値目標

指標

目標値

【指標 1：運行収支の改善】
・ 既存交通資源の再配分、鉄道とバスの乗り換え等、効率的かつ効果
的な運行により運賃収入増、収支率の改善を指標に設定する。
【指標２：新たな交通サービスの導入件数】
・ 町内の既存交通資源の再編に伴い、新たな交通サービスの導入件数
を指標に設定する。
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収支率を
10％向上
計画期間中に
1件
（現状：0 件）

基本目標４：わかりやすく、利用してもらえる公共交通を目指します
(1) 目標の概要
持続可能な公共交通体系を構築するためには、既存の利用者だけでなく、これま
で利用したことがない人にも利用してもらう必要があります。そのためには、公共
交通の苦手意識を解消し、公共交通が移動手段の一つであり、生活の中で活用でき
るということを知ってもらうことが重要です。
そこで、まずは公共交通の運行ルート・ダイヤ、運賃等について知ってもらうた
めの総括的な公共交通マップを作成し、配布します。
「交通拠点施設」を含むバス停
留所やバス車内においては、利用環境の改善を図ると共に、誰もが分かりやすいユ
ニバーサルデザインに配慮した情報の提供や案内を行います。
また、高齢者や障がい者を対象とした「民間バス 100 円チケットサービス事業」
や、小・中学生を対象とした「夏期休業期間の町民バス無料化事業」等の取り組み
を継続するとともに、一層の周知を図ります。
これらの取り組みを通して、定期的な利用だけではなく、
「たまには利用してみよ
う」と思える環境を整えます。

(2) 達成に向けた施策の方向性
目標の実現に向けた施策の方向性は下表に示すとおりです。
表 ３-７ 施策の方向性

施策の方向性

内 容

① 公共交通の情報案内
・利用環境の改善

② モビリティ・マネジメント※
の推進

・ 公共交通の運行ルート・ダイヤ、運賃等を知ってもらうための
「ツール」として「公共交通マップ」を作成し、配布する。
・ 「交通拠点施設」を含むバス停留所やバス車内において、作
成したマップを掲載・配布したり、情報案内を改良する。
・ インターネットを活用した情報提供に向けても検討を図る。
・ 自動車から自発的に公共交通へ転換を促すため、上記「公
共交通マップ」を活用したモビリティ・マネジメントを実践する。
（※転入者 MM、高齢者・こどもたちへの乗り方教室等）

※モビリティ・マネジメント（MM:Mobility Management）
渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮して、過度に自動車に頼る状態から公共交通や自転車などを『かしこく』使う方向へと自発的に転換
することを促す、一般の人々や様々な組織・地域を対象としたコミュニケーションを中心とした持続的な一連の取り組みのこと。

(3) 目的の達成を図る指標・数値目標
以下に示す指標・目標値の達成により、基本目標の確実な実現を目指します。
表 ３-８ 基本目標４の達成を図る指標・数値目標

指標

目標値

・ 住民アンケート調査のバスに対する満足度を問う設問で、「路線図・時
刻表等のわかりやすさ」の項目における「満足」～「やや満足」の割合を
指標に設定する。

40％

【指標 1：公共交通の認知度】

【指標２：公共交通利用促進策の実施件数】
・ 公共交通の新規利用者の獲得に向けたモビリティ・マネジメントや、利
用促進に向けた乗り方教室、情報提供の実施・実績を指標に設定す
る。
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（現状：21.4%）

計画期間中に
6件
（現状：0 件）

基本目標５：多様な主体と連携し、自立し続けられる公共交通を目指します
(1) 目標の概要
町内の公共交通を維持・確保するには、行政の財政負担・補助、交通事業者の企
業努力だけでは限界があります。
今後、持続可能な交通体系の構築に向け、都市整備・健康福祉等の事業や病院・
商業・学校等の各種施設との連携を図り、協働で事業を進めていく必要があります。
また、町民においても移動手段を確保していくためには協力が必要であることを
認識してもらう必要があります。
まずは、まちの目指すべき将来像の実現に向け、庁内関係部署との足並みを揃え
ていくとともに、多様な主体・関係機関との連携や情報共有を行い、本計画の推進
体制を構築します。また、公共交通を考える場づくりを行い、地域で支え・育てる
公共交通を目指します。

(2) 達成に向けた施策の方向性
目標の実現に向けた施策の方向性は下表に示すとおりです。
表 ３-９ 施策の方向性

施策の方向性

内 容

① 町民意識の醸成を図る
イベント等の開催

・ 地域公共交通について考える機会を創出するために、町民・
関係機関との公共交通に関する意見交換会・シンポジウム等
を行う。

② 町民や地元企業等との
協議・調整

・ 施策の方向性の PDCA チェックや地域協働の取り組みについ
て検討する。

(3) 目的の達成を図る指標・数値目標
以下に示す指標・目標値の達成により、基本目標の確実な実現を目指します。
表 ３-１０ 基本目標５の達成を図る指標・数値目標

指標

目標値

【指標１：意識醸成を図る企画への町民の参加状況】
・ 公共交通について考える意見交換会やシンポジウム、改善を図る検
討会等の企画を実施し、町民の公共交通への関心を高めるため、こ
れらの企画への参加者数の増加を指標に設定する。

18

意見交換会への
参加者数の増加
Ｈ29 年度意見交換会
参加人数：51 人

３-３ 公共交通の位置づけと役割分担
町内を運行する公共交通について、それぞれが担うべき役割分担を明確化し、運営主
体が中心となった取り組みを行います。
※以下に示す路線名は役割としての記載であり、国庫補助等の対象とは必ずしも合致しない

表 ３-１１ 各交通の位置づけ
階層

役割・サービスレベル

交通・拠点

広域幹線
交通

広域的に都市間を繋ぐ交通と
して、一定の頻度と運行本数を
確保し、高いサービス水準を維
持・確保する交通

鉄道

地域間幹線
交通

地域間を繋ぐ交通として、広域
幹線交通に次ぐサービス水準を
維持・確保する交通
バス

内容

範囲

○JR 東北本線（利府線）
○JR 仙石線

広域

○路線バス（㈱ミヤコーバス）
・利府線
・菅谷青葉台線
・利府青山線
・葉山赤沼線

地域間

○町民バス
・東部路線
・西部路線
地域内
交通

交通結節点

日常生活・暮らし続ける上で
最低限必要なサービスを維持・
確保する交通

タクシー

○町内のタクシー事業者
・既存の一般タクシー事業

新たな
交通
サービス

○利府町、タクシー事業者
・予約（デマンド）型交通
・タクシー補助事業

主に
地域内

等

交通拠点

・利府駅
・新利府駅
・陸前浜田駅
・岩切駅

－

主要拠点

・利府町役場
・文化複合施設
・大型商業施設
・仙塩利府病院

－

町内の交通拠点・コミュニティ活
動の場となる施設を拠点化
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３-４ 公共交通ネットワークの将来イメージ
基本方針（目指すべき将来像）の実現及び基本目標の達成に向けた施策の方向性を踏まえた、本町の公共交通ネットワークの将来イメージは下記のとおりです。

(基本方針) 生きがいと喜び、心の豊かさと幸せを支える持続可能な公共交通づくり
～みんなが主役のまちづくりを推進するためのコンパクトプラスネットワークの実現～

基本目標１:
まちづくりを先導する公共交通を目指します
公共交通と新たな土地利用・都市開発等のまちづくりが連携
し、「コンパクトプラスネットワーク」型の交通体系を構築します。
目標値
・指標 【指標 1：「まちなか経路」沿線への施設誘導】
の設定

基本目標２:
「まちなか経路」を核とした公共交通サービスの向上を図ります
中心部の主要施設を「交通拠点」、交通拠点を結ぶ経路を「ま
ちなか経路」として、公共交通サービス向上の核として整備します。
目標値
・指標 【指標 1：「まちなか経路」上の施設へのバスの乗降者数】
の設定

基本目標１を達成するための施策の方向性
方向性①：公共交通でのアクセスを考慮し
た開発

計画期間

平 成 ３０年 度 (２０１８年 度 )～ 平 成 ３４年 度 (２０２２年度 )《 ５ 年 間 》

【地域内交通】
既存の路線を見直し、地域特
性や利用者の需要を踏まえて
路線を再編し、サービスを再
分配する。

【小需要対応交通】
人口密度が低い小需要地域
において、地域の需要を分析
し新たな交通サービスを導入
する。

方向性②：土地利用・都市開発関連
事業との協議・調整
方向性③：隣接市町との連携
基本目標２を達成するための施策の方向性
陸前浜田駅

方向性①：町内主要施設の交通拠点化
方向性②：「まちなか経路」の設定による
サービスの向上
塩竈市
利府駅

基本目標３:
移動実態に即した、選ばれる公共交通サービスを目指します
交通モードの役割を明確にし、効率化を図ります。また、小需要
地域等、地域特性を踏まえた新たな交通サービスを導入します。
目標値 【指標 1：運行収支の改善】
・指標
の設定 【指標２：新たな交通サービスの導入件数】
基本目標４:
わかりやすく、利用してもらえる公共交通を目指します
公共交通を「知ってもらう・使ってもらう」きっかけづくりとして、総括的な
マップの作成や利用環境の整備、バス活用に向けた PR 事業に取り組みま
す。
目標値
【指標 1：公共交通の認知度】

・指標
の設定 【指標２：公共交通利用促進策の実施件数】

基本目標５:
多様な主体と連携し、自立し続けられる公共交通を目指します
庁内関係部署や企業、町民等、多様な主体と関わりながら、地
域で支え・育てる公共交通について検討します。
目標値
・指標 【指標 1：意識醸成を図る企画への町民の参加状況】
の設定

基本目標３を達成するための施策の方向性
方向性①：運行ダイヤの再設定
方向性②：既存交通資源の再配分
・役割分担の明確化

新利府駅

方向性③：小需要地域に対応した
新たな交通サービスの導入
基本目標４を達成するための施策の方向性
岩切駅

方向性①：公共交通の情報案内
・利用環境の改善

仙台市

方向性②：モビリティ・マネジメントの推進

中心部拡大図

基本目標５を達成するための施策の方向性
方向性①：町民意識の醸成を図る
イベント等の開催
方向性②：町民や地元企業等との
協議・調整

【JR 東北本線(利府線)】
本町の広域幹線交通として位
置づけ、バスとの接続性を改
善する等、更なる利便性の向
上を図る。

凡例
【交通拠点施設】
中心部の主要施設において、乗
り継ぎ等がしやすいような待合環
境の整備や情報案内を行う。

広域幹線交通（鉄道）

【まちなか経路】
交通拠点施設を結ぶ区間を町
内のバス路線が経由し、利便性
の高い経路とする。

小需要対応交通

地域間幹線交通（バス）
地域内交通（バス）
交通結節点
主要施設
中心部エリア

【利府駅】
複数の交通モードが接続する交
通結節点として、鉄道との乗り換
え機能向上や案内・情報発信の
充実化を図る。

居住エリア
主要病院
区画整理エリア
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