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利府町地域公共交通網形成計画【概要版】
平成３０年３月
1.計画策定の背景と目的
本町は、鉄道や路線バス、町民バス「りふっと」など、様々な公共交通機関を有しておりますが、モータリゼー
ションの進展や高齢化、将来的な人口減少などの社会情勢の変遷に加え、新たな施設整備や都市開発により、今後、
公共交通を取り巻く環境は大きく変化するものと予想されます。
そのため、本町の地域特性や現況、町民ニーズに対応し、効率的かつ効果的で、将来にわたって持続可能な公共交
通体系を構築する必要があることから、地域公共交通のマスタープランとなる「利府町地域公共交通網形成計画」を
策定しました。

2.計画の期間と推進体制
本計画の期間は平成30年度（西暦2018年度）から平成34年度（西暦2022年度）までの5年間とし、上位計画
である「利府町総合計画」に示す各施策・事業及び関連計画と連携・整合を図りながら事業を展開します。
また、本計画の推進に際しては、地域公共交通会議等において進捗管理を行うとともに、必要に応じて外部団体の
客観的な視点を加えつつ、行政と交通事業者、関係機関、町民等が連携し、着実な遂行を図ります。

計画の期間
年度
（西暦）

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026）

（上位計画）
利府町総合計画

次期計画

後期計画（H28～H32）

次期計画

利府町地域公共交通網形成計画（H30～H34）
計画見直し

利府町
地域公共交通網
形成計画

再編アクションプランの策定

次期計画に位置付けた事業の実施

計画に位置付けた事業の実施
事業改善
効果検証

効果検証

関係する主体と基本的な役割

利府町

外部団体

【町民】
• 交通サービスの享受
だけではなく、主体的
に公共交通の活性
化に関与

【行政】
• 計画全体のコーディ
ネート役として管理
• 公共交通の維持・改
善の取り組みを推進

【有識者】
• 施策・事業の実施方針等に
ついて助言

【交通事業者】
• 路線・ダイヤ・運行形
態等の検討
• 情報提供・発信

【国・県】
• 計画の推進に関する助言
• 監査的な判断

【各施設管理者】
• 公共交通を利用しや
すい環境づくりに向けた
施設整備への協力

【道路管理者・交通管理者】
• 公共交通運営の正当性・
妥当性の判断

【関係機関】
• 行政や交通事業者
等と連携した取り組
みの検討

【コンサルタント】
• 計画推進に対する補助・助
言、推進支援

計画の推進・管理体制
利府町地域公共交通会議

利府町地域公共交通会議分科会

公共交通庁内検討部会(仮)

短期的な見直し・改善や中・長期的な
プロジェクト等を継続的に検討する。
構成員：利府町、町民代表、
交通事業者、庁内関係部署、
道路管理者、学識経験者 他

公共交通会議の下部組織として、専門的な
知見から協議し、円滑な事業実施を検討す
る。
構成員：利府町、交通事業者、
庁内関係部署
他

上位・関連計画に示す事業と公共交通にお
ける事業との整合を図る。
構成員：利府町、庁内関係部署 他

3.計画の基本方針
各種データや調査結果を踏まえ、多角的な視点により本町の公共交通における課題を分析し、3つの課題の視点と4
つの留意点に整理しました。それらの課題を解決し、持続可能な公共交通ネットワークを形成するため、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。

3つの“課題の視点”と

4つの“留意点”
本町における公共交通の現状・課題

自動車を基本とする都市構造と自家用車への依存

課題の視点１
自家用車への依存

・神谷沢、しらかし台、葉山等、町域の行政境界近くに住宅・都市開発が行われ、自動車移動を基本とした町が形成さ
れており、町民の日常生活を支える商業施設や病院は駐車場を備えた郊外型となっています。
・過年度及び本年度実施したアンケート調査において、目的別移動手段の6割以上が自動車（送迎含む）となっています。
また、回答者の8割が自動車を使用しており、運転継続の意向でも「運転をやめるつもりはない」が58.0%となっています。

公共交通の利便性
・路線バスは車社会の急激な進展や深刻な運転手不足等により、減便、路線の統廃合や運賃改定を余儀なくされ、
利便性が低下しています。
・町民バスは、長大路線であり、鉄道や他のバスとの接続性が悪い等、効率的な運行ができていません。
・鉄道は、増便（仙台駅までの直通便を含む）や始発及び最終電車の運転時刻の繰り下げが求められています。

多様な交通手段の存在
課題の視点２
地域特性と
交通サービス

・町内には鉄道、路線バス、町民バスの他、イオンモールや総合病院の無料送迎バス等が運行していますが、一部でルー
トやダイヤが重複している区間があり、非効率な運行状況となっています。

地域ニーズと交通需要
・東部の赤沼地区と南部の加瀬地区は人口密度が低く、公共交通の利用者が少ない状況にあります。しかしながら、対
象エリアは高齢化率が高く、「買い物難民」の発生や、外出減少に伴う健康面への影響等が懸念されます。
・東部丘陵地の葉山地区では、ダイヤが利用に合っておらず、交通需要に対応しきれていません。

地域の交通拠点と人の動き
課題の視点３
人の動きと
ネットワーク

・居住エリアごとに移動特性が異なっています。（鉄道利用時の移動需要：西部・北西部地域⇒「岩切駅」、
東部地域⇒「陸前浜田駅」「東塩釜駅」、南東地域⇒「塩釜駅」「本塩釜駅」）
・町民の移動特性は、「買い物」が中心部のイオンモール周辺及び各地区の商業施設、「通院」が総合病院「仙塩利府
病院」「掖済会病院」や保健福祉センター近辺に集積した病院施設が中心となっています。
移動需要と運行ダイヤ
・バス利用実態調査の結果によると、「バスの運行時間帯の見直し」や「鉄道とバスの接続性向上」が多く要望されており、
バスダイヤが鉄道との乗り換えや通学時間帯に合っていない状況が見られます。

+
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

新拠点の誕生を想定した「コンパクトプラスネットワーク」の構築が必要
・本町の文化・芸術・交流の新拠点である文化複合施設の整備や、土地区画整理事業等、新たなまちの拠点開発が進
められており、町民の生活行動や人口流動の変化が予想されることから、地域の変化を見定めていく必要があります。
・高齢化と将来的な人口減少が進む社会情勢の中、持続可能なまちづくりを進めていくためには、「コンパクトなまちづく
り」と、それを支える「持続可能な公共交通ネットワークの形成」が重要な視点となっています。

留意点２
高齢化・運転免許
返納への対応

高齢者のお出かけ・健康面を考慮した移動手段が必要

留意点３
公共交通の財政負
担と持続可能性

運行経費増加に伴う財政負担の増加

留意点４
隣接市町の動向

・高齢者ドライバーによる交通事故が多発している状況を受け、道路交通法が改正され、高齢者の免許更新が厳しくなりました。
・町内のバスは通勤・通学目的に特化しており、日中の買い物や通院等高齢者の利用はあまり考慮されていません。ま
た、公共交通の運行内容の情報発信が不十分であり、高齢者が容易に自動車を手放せる環境ではありません。
・一部の路線では行政補助に依存している状況にあり、自立した運営・運行には至っていません。その上、バスの運行経
費は人件費・ガソリン等の高騰に伴い、増大傾向にあります。
・運行を継続していくためには、公共交通サービスの見直しによる運行の効率化や、利用促進を図る必要があります。

隣接市町との地域間調整が必要
・本町は、仙台市、塩竈市等への移動・行動特性が見られるため、町内完結ではなく、隣接市町との地域間路線バス
の運行に係る調整も含めた検討が必要です。

本計画の基本方針

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

4. 施策・プロジェクトの体系
基本方針(目指すべき将来像)と、その実現に向けた5つの基本目標を達成するため、本計画において4つのプロジェ
クトを位置づけ、各種事業を展開します。事業の進捗状況及び達成状況については、継続的にモニタリングを行い、
改善を図りつつ推進を図ります。基本方針、基本目標に基づく施策・プロジェクトの体系は下記のとおりです。

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～

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
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。
方向性①：公共交通でのアクセスを考慮した開発
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

施策・プロジェクト
（１）公共交通再編プロジェクト
施策1-1：既存交通資源の路線再編・サービス向上
①公共交通及び都市の骨格として「まちなか経路」の設定
②路線の効率的かつ効果的な運行改善
（各地区の行動特性・ニーズを踏まえた路線再編）

施策1-2：需要に見合った新交通サービスの導入
①小さな交通需要に対応した地域内交通サービスの導入

【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。
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

（２）交通環境改善プロジェクト
施策2-1：交通拠点整備による利用環境の改善
①中心部主要施設における交通拠点化整備の実施

施策2-2：利用しやすい交通環境づくり

【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バス停留所や車内における情報案内・標識等の改良
②バス停留所におけるベンチやシェルターの設置

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。
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
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】
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。
方向性① ：公共交通の情報案内・利用環境の改善
方向性② ：モビリティ・マネジメントの推進

【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。
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

（３）利用促進プロジェクト
施策3-1：公共交通のＰＲ・情報発信
①本町の統括的な公共交通マップの作成
②町民、来訪者に公共交通を知ってもらうためのPR実施

施策3-2：公共交通イベントによる認知度向上
①公共交通マップを活用したモビリティ・マネジメントの実施
②公共交通の再編・見直しに合わせた周知イベントの実施
③公共交通利用促進ＰＲ事業(乗っペア利府)の継続実施

（４）多様な主体と連携・協働プロジェクト
施策4-1：町民の公共交通に対する意識醸成
①地域の公共交通を考える意見交換会等の開催
②地域主体の公共交通維持に向けた取り組みの企画・実施

施策4-2：多様な主体との協働・連携体制づくり
①庁内関係部署やまちづくり関係団体との意見交換会の開催
②隣接市町との地域間交通・広域連携の意見交換会の開催

(1) 公共交通再編プロジェクト
当プロジェクトでは、町内の公共交通ネットワーク全体を見直し、効率的かつ効果的な運行体系を再構築します。
まずは、既存交通資源の役割分担の明確化と再配分を行い、ニーズに合わせて路線を再編するとともに、小需要地域においては新たな
交通サービスを導入します。なお、公共交通ネットワークの見直し・再編にあたっては、中心部の主要な施設を結ぶ「まちなか経路」を
運行するようにルートの再編を試みるとともに、鉄道との接続性に考慮したダイヤの設定を行います。

既存交通資源の路線再編・サービス向上

施策1-1

①公共交通及び都市の骨格として「まちなか経路」の設定

②路線の効率的かつ効果的な運行改善

市街地における軸経路「まちなか経路」を設定します。
「まちなか経路」は公共交通及び都市の骨格として位置
付け、周辺のまちづくりを進めます。

現行の路線の重複・競合する区間を確認し、利用実
態、町民及び利用者のニーズや鉄道との乗り換えを踏
まえてバス路線等を再編します。

N

ルート・ダイヤ
を再編
経路周辺に
都市機能の
集積を図る

他の路線へ
の乗り継ぎができ
るように整備

文化複合施設

役場

経路上を
バスが高頻度
に往来

商業施設

▲現行路線
ルート

利府駅

新市街地

ダイヤ

各交通モードの役割明確化 ダイヤの重複・競合の解消
ルートの重複・競合の解消
鉄道との接続性の確保
長大路線のコンパクト化
通勤・通学、買い物、通院
駅接続路線の確保
等、各目的別移動に対応
地域特性に見合った運行形
した時間設定
態の導入

新市街地整備
を見据え、
経路を検討

▲再編路線イメージ

施策1-2

▲再編イメージ

▲再編のポイント

需要に見合った新交通サービスの導入

①小さな交通需要に対応した地域内交通サービスの導入
利用需要が小さい地域においては、地域特性や町民及び利用者の移動特性に合わせた新しい交通サービスを導入
します。
導入に際しては、事業の周知を図るとともに、実際に体験できる機会を提供することで、次第に生活に取り入れ
ていけるように配慮します。また、事前に「運行形態移行ルール」を設定し、利用者数、運賃収入等を指標として、
需要に応じた交通サービスを提供します。
特徴

イメージ

方定
式時
定
路
線

•ルート、停留所、ダイヤが規定される。
◇ 運行ルートを定めて運行し、停留所で乗降する。
定時
◇ 運行時間帯も設定されており、利用者がいない場合
•予約がない場合には運休となる。
定路線
は、運休になる。
•「予約が必要なバス」のイメージ。

運迂
行回
方
式

•予約があれば迂回路線を経由し、予約がなければ
◇ 運行ルートの一部が予約専用ルート。
基本路線を運行する。
◇ 予約を受けた場合に限りデマンドルートを迂回する。
迂回運行
•迂回の有無により待ち時間や所要時間が変動。
◇ 迂回運行が発生するため、待ち時間所要時間が変
方式
化する。
•定時定路線方式に比べサービスレベルは高い。

方式

予約
不要

適宜見直し、
需要に対応

予約
必要

高

◇ 通常の路線バスとほぼ同様の運行形態で予約が必
要な方式。

需要大

需要小

需要増

迂回
ﾙｰﾄ

•（複数の）利用者の予約（時間・乗降地点）
◇ 運行ルートを定めずエリアを運行。
に応じて迎えに行く形の経路で運行する。
区域運行 ◇ 乗降ポイントと目的地の連絡が必要。
•エリア、ルート、停留所、便数、時刻等の制約を設
方式
◇ ドアtoドアのサービスのためサービスレベルは高い。
けるかどうかによってサービスレベルが異なる。
◇ 対象エリアが限定されるため、乗り継ぎが必要になる。
•ドアtoドアのサービスのためサービスレベルは高い。

⇒路線バス
⇒バス
運賃収入○～○％
運賃収入○～○％

⇒デマンドタクシー
⇒デマンド型交通

対象外エリア間の
利用はできない

運賃収入○％以下
運賃収入○％以下

対象エリアが設定
を

施策1-1
施策1-2

「まちなか経路」の設定
路線の再編(ルート・ダイヤの見直し)
新たな交通サービスの導入

⇒乗合タクシー補助

低

▲予約型の運行形態の輸送サービス（デマンド型交通）の運行方式

スケジュール

需要減

○％以上
○％以上

需
要

◇ 定時定路線方式に比べサービスレベルは高い。

運区
行域
方
式

運賃収入
運賃収入

H30

(2018)

H31

(2019)

「まちなか経路」の検討・各種調整
再編プランの検討

⇒乗合タクシー補助

▲「運行形態移行ルール」イメージ

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

路線見直しと合わせ運行開始
実証実験・効果検証

「実証実験・効果検証」の結果を踏まえた事業の検討

H35~
(2023)

見直し・改善
路線の再編

事業スキームの検討

交通サービス導入

(2) 交通環境改善プロジェクト
当プロジェクトでは、利用者の目線やニーズに合わせ、待合環境の改善や情報案内・誘導等のわかりやすさの向上に取り組むことで、
公共交通を利用しやすい環境づくりを行います。
具体的には、町内の主要施設における待合スペースの確保や路線図等の掲示・配布、駅やバス停留所におけるベンチやシェルターの設
置及びわかりやすさやユニバーサル・デザインに配慮した情報提供、車両の導入（更新時）を行います。

交通拠点整備による利用環境の改善

施策2-1

①中心部主要施設における交通拠点化整備の実施
「(1) 公共交通再編プロジェクト」に合わせて、中心部の主要施設を「交通拠点」と位置づけ、公共交通を利用す
る「きっかけ」が得られる場として、また、バス利用者が安心して待ち合いができる場として、待合環境の整備と
情報発信機能の強化を図ります。

中心部主要施設

利府駅

役場

病院

商業施設

文化複合施設

“交通拠点”として整備
情報発信機能の強化

待合環境の整備

乗り継ぎ環境の整備

施設内で路線図や時刻表の掲示・配布
を行い、公共交通に関する情報が施設利
用者の目に入るようにする。

施設入口近くにベンチを設置し、待合ス
ペースを確保する。バス利用者が施設内で
バス待ちができるようにする。

利府駅及び役場では、「施策
1-1ダイヤの再編」に合わせ、
施設前でバス間の乗り継ぎが
できるような環境整備を行う。 乗り場案内

路線図

時刻表

情報案内ブース

施設前バス乗り継ぎイメージ

待合スペース
（事例：岩手県北上市）

利用しやすい交通環境づくり

施策2-2

①バス停留所や車内における情報案内・標識等の改良

②バス停留所におけるベンチやシェルターの設置

バス停留所や車内において情報案内・標識等の改良を
図り、多言語化やユニバーサルデザインに配慮した、見
やすく、分かりやすい情報提供を行います。

バス停留所にはベンチやシェルターの設置を進め、待
合環境を整備することで快適にバスを利用できるように
します。
シェルターの設置

バス停名表示
（事例：七ヶ浜町民バス
ぐるりんこ）

路線図・時刻表・
運賃(支払方法)案内

ベンチの設置

▲バス停留所 情報案内・標識改善イメージ

スケジュール
施策2-1
施策2-2

交通拠点の整備

案内・標識等の整備
ベンチ・シェルターの設置

▲バス停留所におけるベンチ・シェルターの設置イメージ
H30

(2018)

H31

(2019)

対象施設の選定・調整
デザインの検討

協議・調整

H32

(2020)

H33

(2021)

交通拠点化整備

H34

(2022)

(2023)

交通拠点としての運用

わかりやすい案内表示・標識の整備・改善

設置箇所の選定・設置

H35~

(3) 利用促進プロジェクト
当プロジェクトでは、本町の公共交通施策・プロジェクトについて知ってもらい、移動手段として選んでもらえる「きっかけ」となるよう
周知・ＰＲ事業を行います。まずは、町民や来訪者から公共交通は「意外と使える」と思ってもらえるよう、苦手意識や情報バリアの解消
に取り組みます。さらに、公共交通のPRイベント等を開催し、自発的な公共交通の利用を促すとともに、新しい利用者の獲得を目指します。
これらの事業は、総合戦略における「まちづくり大学事業※１」や「公共交通利用促進ＰＲ事業（乗っペア利府）※２」等の事業と連
動して取り組みます。

施策3-1

公共交通のＰＲ・情報発信

①本町の統括的な公共交通マップの作成

②町民、来訪者に公共交通を知ってもらうためのＰＲ実施

公共交通の運行ルート・ダイヤ、運賃等、公共交通を利
用する上で必要な情報を網羅した「公共交通マップ」を
作成します。

作成した公共交通マップは車内や施設に設置するほか、
本町のHPに掲載し、インターネットからダウンロードで
きるようにします。また、乗客同士で情報交換が行える
「SNSコミュニティ」の形成に向けても検討します。
Web上で
閲覧可能

乗客同士
で情報交換

利府町HP

▲インターネット上で
の情報発信

利府バス
ＳＮＳ
グループ

記載内容例
・路線図 ・時刻表
・料金表 ・乗り方案内
・事業者連絡先 等

▲公共交通マップの作成（例：宮城県南三陸町）

施策3-2

遅延状況等
のつぶやき
（情報発信）

▲ SNSコミュニティでの情報発信・受信

公共交通イベントによる認知度向上
②公共交通の再編・見直しに合わせた周知イベントの実施

①公共交通マップを活用したモビリティ・マネジメントの実施

各事業・取り組みの周知とバスの利用促進及び新規利用者の
自動車中心の行動特性を見直し、自発的な公共交通の利
獲得を図るため、公共交通の再編・見直し時に合わせた周知イベ
用を促すため、転入、学生の入学等の手続き時や高齢者
ントを開催します。
の来庁時に公共交通マップを配布し、公共交通の利用案
内と利用を促す情報提供を行います。

パンフレット（動機づけ情報）

◀モビリティマネジメント
の実施イメージ

宮城バスまつり
(公益社団法人宮城県バス協会)

（事例：宮城県仙台市）

▲イベント開催イメージ

③公共交通利用促進ＰＲ事業 (乗っペア利府) の継続実施
既存の取り組みである「民間バス100円チケットサー
ビス事業」及び「小・中学生夏期休業期間の町民バス無
料化事業」を継続して実施し、利用促進を図ります。

70代以上の方
・障がい者の方

施策3-1

施策3-2

※1 まちづくり大学事業…大学との連携により、公共交通に関するNPOやコミュニ
ティビジネスの創出をテーマとした講座やWS等を実施
※2 公共交通利用促進PR事業（乗っペア利府）…「民間バス100円チケットサー
ビス事業」及び「小・中学生夏期休業期間の町民バス無料化事業」
※3 モビリティ・マネジメント（MM:Mobility Management）…渋滞や交通事故、
環境問題、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。

小・中学生
（夏期休業期間）

スケジュール
公共交通マップの作成
インターネットによる情報発信

乗り方教室（宮城県岩沼市）

H30

H31

(2018)

(2019)

マップの企画・作成

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35~
(2023)

適宜修正・見直し

事業企画・検討

事業実施（公共交通再編プロジェクトの進捗に合わせて修正・見直し）

モビリティ・マネジメントの実施

事業企画・検討

事業実施（公共交通再編プロジェクトの進捗に合わせて修正・見直し）

イベントの実施

事業企画・検討

事業実施（公共交通再編プロジェクトの進捗に合わせて修正・見直し）

公共交通利用促進ＰＲ事業

事業実施（公共交通再編プロジェクトの進捗に合わせて修正・見直し）

(4) 多様な主体と連携・協働プロジェクト
当プロジェクトでは、町民が「地域の足」である公共交通について考え、維持・確保していくためにできることについて話し合える
機会を創出し、公共交通に対する意識の醸成を図ります。
また、これまで連携したことのない庁内関係部署や隣接市町、町内の企業、まちづくり関係団体、町民等と連携できる仕組みや体制を
作り、「関連する取組の共有」「問題点・課題の共有化」「課題解決に向けた検討」等の意見交換が行える環境を整備します。

施策4-1

町民の公共交通に対する意識醸成

①地域の公共交通を考える意見交換会等の開催

【STEP1】意見交換会・懇話会の開催
地域の公共交通を考える意見交換会・
懇話会を開催する。

地域の自治会や老人クラブ等を対象に、地域の公共交通
について考える意見交換会・懇話会を定期的に開催しま
す。公共交通の利用状況や現状・課題を共有するととも ①
に、町民の公共交通に対する意識醸成を図ります。

乗降の
案内・介助
ボランティア

現状・課題の共有+住民の意識醸成

バス利用協力員
(鳥取県鳥取市)

【STEP2】協働に向けた組織の立ち上げ
・企画検討
公共交通を維持していくために、協働して
取り組めることについて具体的に話し合い、
企画を検討する。

送迎
ボランティア

②
【STEP３】実施
企画を事業として展開し、実際に取り
組む。その間も継続して意見交換を行
い、適宜見直し・改善を図る。

▲意見交換会イメージ

②地域主体の公共交通維持に向けた取り組みの企画・実施
意見交換会は、地域住民の気運が高まった段階で協働に
向けた組織化を図り、地域が主体となって公共交通を維
持していくための取り組みなどを企画・実施します。

施策4-2

▲協働の取り組みに向けた
段階的な展開イメージ

バス停
の清掃

▲協働の取り組み
イメージ

多様な主体との協働・連携体制づくり

①庁内関係部署やまちづくり関係団体との意見交換会の開催

②隣接市町との地域間交通・広域連携の意見交換会の開催

前述のプロジェクトを進めていくため、都市整備や健康
福祉、まちづくりに関連する庁内関係部署や、外部のま
ちづくり関係団体等との意見交換会を開催し、協働・連
携を図っていきます。

町民の生活圏は町内に留まらず、隣接市町に跨っている
ことから、地域間交通・広域連携に向け、隣接市町村と
の意見交換会を実施します。

＜持続可能な地域づくり＞
ハード◀
庁内関係部署
との連携

都市

交通

都市整備課

政策課

▶ソフト

産業振興課 生涯学習課 教育総務課 保健福祉課

利 まちづくり関係団体
府
との連携
町

企業・商業

町民との連携

交通事業者との連携

教育 / 医療・福祉 / コミュニティ

産業

教育機関

医療機関

福祉機関

町民
交通事業者

鉄道/バス/タクシー

隣接市町との連携

隣接市町

▲多様な主体との協働・連携体制イメージ

スケジュール
施策4-1

意見交換会等の開催
地域主体の取り組みの企画・実施
意見交換会の開催

施策4-2

H30

(2018)
準備

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

意見交換・懇話会の実施 ・ 継続的な会議の見直し
意識の醸成

準備

地域主体の取り組みの企画・実施
定期的な実施

（庁内関係部署・まちづくり関係団体等）

意見交換会の開催（隣接市町）

定期的な実施

H34

(2022)

H35~
(2023)

5.公共交通ネットワークの将来イメージ
本計画の推進による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。
【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。

【小需要地域対応交通】
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。

小需要地域

凡例
広域幹線交通（鉄道）
地域間幹線交通（バス）
地域内交通（バス）
小需要対応交通
交通結節点
主要施設
中心部エリア
居住エリア
主要病院
区画整理エリア

陸前浜田駅

利府駅

塩竈市

新利府駅

小需要
地域
中心部拡大図

【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。

岩切駅

仙台市

【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。

【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。

【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。

6.基本目標の達成をはかる指標・目標値の設定
施策・プロジェクトの推進による基本目標の達成度合いをはかるため、基本目標ごとに指標及び目標値を設定します。

基本目標

指標

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

策定：平成30年3月

中心市街地エリアへの施設誘導
「まちなか経路」上の施設へのバスの乗降者数

目標値（H34）
3件

利府駅：1,000人/日
役 場：200人/日

運行収支の改善

収支率を10％向上

新たな交通サービスの導入件数

計画期間中に1件

公共交通の認知度

40％

公共交通利用促進策の実施件数

計画期間中に6件

意識醸成を図る企画への町民の参加状況

意見交換会への参加者
数の増加 (H29年度:51人)

編集：利府町 政策課 地域協働班
〒981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
TEL：022-767-2113
FAX：022-767-2100

