
高知県高知県高知県高知県のののの公共交通公共交通公共交通公共交通のののの維持確保維持確保維持確保維持確保・・・・活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けてけてけてけて
Ｈ24.10.1交通運輸政策課

全体的な課題

『『『『答申書答申書答申書答申書』』』』 H24.2.9

高知県公共交通経営対策検討委員会からの答申（抜粋）高知県公共交通経営対策検討委員会からの答申（抜粋）高知県公共交通経営対策検討委員会からの答申（抜粋）高知県公共交通経営対策検討委員会からの答申（抜粋）
答申

『『『『高知県の公共交通の在り方について高知県の公共交通の在り方について高知県の公共交通の在り方について高知県の公共交通の在り方について』』』』 H24.7.6

高知県議会公共交通問題調査特別委員会からの提言（抜粋）高知県議会公共交通問題調査特別委員会からの提言（抜粋）高知県議会公共交通問題調査特別委員会からの提言（抜粋）高知県議会公共交通問題調査特別委員会からの提言（抜粋）

B.公共交通に関する答申と提言のポイント公共交通に関する答申と提言のポイント公共交通に関する答申と提言のポイント公共交通に関する答申と提言のポイント

提言
全体的な課題

A.公共交通の現状（利用者の大幅な減少と行政負担額の推移）公共交通の現状（利用者の大幅な減少と行政負担額の推移）公共交通の現状（利用者の大幅な減少と行政負担額の推移）公共交通の現状（利用者の大幅な減少と行政負担額の推移）

乗用車登録
台数（千台）

四国高速道路
延長（ｋｍ）

高速バス利用
人員（千人）

206 70 －

317 319 367

369 506 880

377 547 852

119% 171% 232%

＜利用人員の推移＞ （千人）

年度
鉄道

路面電車 乗合バス フェリー 航空
中村・宿毛線 ごめん・なはり線 阿佐東線

H 元 ※1,002 － － 9,101 17,155 － 1,588

H10 1,263 964 123 7,399 12,157 84 1,904

H20 762 1,289 53 5,455 6,738 73 1,295

H23 722 1,283 40 6,067 6,120 55 1,153

H23/H10 57% 133% 33% 82% 50% 65% 68%

※中村線のみ （H１4開業） （H4開業） （宿毛フェリー）

※上記金額は高知県と県内市町村の
負担額の合計

＜固定資産税支援額の推移＞

年 度 合 計

Ｈ15 141百万円

Ｈ23 152百万円

対 比 108%

※上記金額は鉄道と路面電車の
固定資産税支援額の合計

＜行政負担額の推移＞

年 度 合 計

Ｈ15 1,004百万円

Ｈ23 1,477百万円

対 比 147%

H15 H17

①利用客減少により公共交通が衰退（自動車指向）
②厳しさを増す公共交通の経営（事業者の経費削減と行政負担が限界）

③利用者視点の捉え方の難しさ

･アンケートの回答結果と行動が不一致（要望の声の多い増便や安価な料金設定をしても利用者が増えない)
④高齢者などの移動制約者が増大
◆事業者⇒公共を担う使命感と企業経営の両立が困難、事業者間の連携・協力体制が不十分

補助制度の自己負担分を賄えないので積極的な投資が困難
◆行政⇒公共交通に関する取組の骨格となる枠組がなく個別対応、施策の継続性が不十分、市町村

は地域によって取組内容に温度差
◆県民⇒危機意識が希薄（差し迫った問題としての認識不足）

①望ましい姿は「持続可能な公共交通システムの確立」
②道路整備と同様に重要
③自動車と補完しあい共存する社会づくりを推進
④モード間・事業者間の一体的な取組を強化（統合も視野に入れた共同化など）
⑤事業者・行政・県民が参加した推進組織や実行体制を整備（既存の地域交通協議会を充実）

⑥効果的・効率的な面的ネットワークの形成（幹線と支線の整理）
⑦重点的な利用促進策
バリアフリー化の推進、乗継改善（乗継拠点の整備・乗継割引制度の拡大・パークアンドライド

DMV

①利用客減少により公共交通が衰退（車社会の進展）
②厳しさを増す公共交通を取り巻く環境（事業者の取組に限界）
③利用者視点の捉え方の難しさ
･意向調査結果の「必要である」との回答と実際の利用状況が大きく乖離
･「定時路線の運行」が基本の公共交通に対して、利用者は「利用したい時に利用できる」ことを望む

④自家用車を使える人と使えない人との間に移動の自由の格差（お年寄り・体の不自由な方々・子供
達にしわ寄せ）

◆事業者⇒採算性が悪化（交通事業の縮小・撤退）
◆行政⇒これまでの取組の延長線上（延命策）では公共交通の維持発展が困難
◆県民⇒危機意識が希薄（危機がそこまで来ていることの認識不足）

①望ましい姿は「持続可能な公共交通システムの実現」
②道路と同じように地域社会を維持するための最低限必要な社会インフラ
③自動車への過度な依存から脱却
④各モードを超えた公共交通機関全体を見渡せる公共交通機構（仮称）の立ち上げ（民間主導）
⑤事業者・金融機関・行政は、バスと電車の特性を活かした中央地域の交通体系の在り方を検討
⑥地域特性に着目（中央地域、中山間地域、基幹交通と二次交通）
⑦重点的な利用促進策
モニター制度を充実させて「乗客サービス日本一」を宣言、観光客への対策（DMVの導入など)､

全体的な課題

公共交通の在り方

全体的な課題

公共交通の在り方

の新たな方策）、｢ですか｣の利用拡大、観光客の拡大（DMVの導入や二次交通対策）など

⑧中山間は最低限週1回の移動サービスを確保（調査や実証運行などへの財政支援を検討）
⑨全体的なチェック機能を導入※行動計画表を着実に実行(フォローアップ委員会がチェック)

【【【【各モード各モード各モード各モード】】】】
◆鉄道⇒三セク鉄道の経営安定基金による支援を継続、上下分離方式の検討を推奨
◆路面電車⇒施設整備の維持・更新等の新たな支援は引き続き検討
◆バス⇒利用者視点に立った中央地域の路線再編（競合等の解消による効率化など）

【【【【役割と方向役割と方向役割と方向役割と方向】】】】
◆事業者⇒利用者視点を持った効率的経営を実施（データ分析に基づくモニタリング経営など）
◆行政⇒総合政策に位置付けてリーダーシップを発揮、安全確保･利便性向上･事業者の意欲を高め

る施策に重点、事業者負担を軽減する支援も必要、県民の意識改革に向けた広報・啓発
◆県民⇒公共交通は県民参加が不可欠、自らの問題として積極的な行動に転換

①利用者視点の徹底
②公共交通を事業者、行政、県民が互いに協力し合って支え合う「「「「三者鼎立三者鼎立三者鼎立三者鼎立」」」」の関係を樹立

DMV )

｢ですか｣の普及拡大、パークアンドライドの促進、若年利用者への環境整備など
⑧中山間地域は最低限週1回の移動サービスを確保（初期投資費用や運行費用への財政支援を検討）

【【【【各モード各モード各モード各モード】】】】
◆路面電車⇒安全安心の確保や利便性向上への現行の支援制度を拡充、電車の在り方をより明確に位

置付けて県民の理解を得られる支援スキームを構築、分社化や外部機関によるチェック
を検討、さらなる経営の明確化と収支の透明化が必要

◆バス⇒利用者視点に立った中央地域の路線再編を着実に実行（共同運行路線も検討）
中央地域でのバス路線の一元化と電車事業を含めた交通体系の見直しを検討

【【【【役割と方向役割と方向役割と方向役割と方向】】】】
◆事業者⇒安全安心な交通サービスを提供
◆行政⇒課題解決の先進県として優先すべき基本政策に位置付けて全庁的に取り組むことを要請

財政的支援と地域交通の在り方を提案、ねばり強い地道な啓発活動、高知県自らの取組
◆県民⇒自らの課題として住民自治の視点から考えていく

現在のライフスタイルを変えて｢乗らないと無くなる｣との意識転換により積極的に利用

①事業者、行政、県民が一体となって公共交通を守り育てる県民運動への機運を醸成
②県民・産業界が、それぞれの立場でマイカー利用から公共交通利用への転換を図る県民運動を巻き
起こし、自ら「公共交通の利用」を宣言することを期待

重要な取組基本理念



★★★★公共交通公共交通公共交通公共交通ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを地域社会地域社会地域社会地域社会のののの維持維持維持維持にににに最低限必要最低限必要最低限必要最低限必要なななな社会社会社会社会インフラとしてとらえインフラとしてとらえインフラとしてとらえインフラとしてとらえるるるる
★★★★県民県民県民県民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活ををををはじめはじめはじめはじめ産業産業産業産業やややや中山間中山間中山間中山間のののの振興振興振興振興をををを支支支支えるえるえるえる基本政策基本政策基本政策基本政策としてとしてとしてとして、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの活性化活性化活性化活性化をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進するするするする
★★★★地域地域地域地域のののの実実実実情情情情にににに応応応応じたじたじたじた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな公共交通公共交通公共交通公共交通システムのシステムのシステムのシステムの確立確立確立確立をををを目指目指目指目指すすすす

◆◆◆◆今今今今あるあるあるある公共交通公共交通公共交通公共交通のののの有効活用有効活用有効活用有効活用にににに向向向向けたモードけたモードけたモードけたモード間間間間・・・・事業者間事業者間事業者間事業者間のののの連携強化連携強化連携強化連携強化をををを支援支援支援支援するするするする
◆◆◆◆県民県民県民県民がががが安全安心安全安心安全安心安全安心でででで使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のののの良良良良さをさをさをさを実感実感実感実感できるできるできるできる取組取組取組取組へのへのへのへの重点支援重点支援重点支援重点支援をををを行行行行うううう
◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でのきめでのきめでのきめでのきめ細細細細かなかなかなかな移動移動移動移動サービスのサービスのサービスのサービスの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを支援支援支援支援するするするする
◆◆◆◆県民県民県民県民にににに公共交通公共交通公共交通公共交通をををを意識意識意識意識してもらうためのしてもらうためのしてもらうためのしてもらうための啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを強化強化強化強化するするするする

D.県の役割県の役割県の役割県の役割

Ｈ24.10.1交通運輸政策課

モード間・事業者間の一体的な取組の推進

1.モード間・事業者間の連携強化モード間・事業者間の連携強化モード間・事業者間の連携強化モード間・事業者間の連携強化

C.今後の行政支援の基本スタンス今後の行政支援の基本スタンス今後の行政支援の基本スタンス今後の行政支援の基本スタンス

鉄 道 路面電車 バ ス 乗合タクシーなど フェリー 航空

理念

方向性

モードごとの役割と特性

県民生活を支える基本政策として、
持続可能な公共交通システムの確立
を目指します！

2.使い勝手の良さを実感できる取組への支援（事業者の創意工夫を後押し）使い勝手の良さを実感できる取組への支援（事業者の創意工夫を後押し）使い勝手の良さを実感できる取組への支援（事業者の創意工夫を後押し）使い勝手の良さを実感できる取組への支援（事業者の創意工夫を後押し）

◆乗継改善（乗継割引運賃の導入、｢ですか｣の利用拡大、パークアンドライドの拡充など）
◆バリアフリー化（低床車両の導入など）
◆観光振興との連携強化（企画商品への助成など）
◆二次交通の充実

モード間・事業者間の一体的な取組の推進

◆中央地域のバス路線の再編を支援

◆公共交通を使い勝手の良いものにするための検討を行う組織の立ち上げと運営を
サポート
※検討事項⇒乗継対策、電車とバスの役割分担、二次交通対策など

鉄 道 路面電車 バ ス 乗合タクシーなど フェリー 航空

モードごと
の役割

広域幹線 広域幹線 広域幹線 広域幹線

地域幹線 地域幹線 地域幹線 地域幹線

支線 支線

地域特性
中央地域 中央地域 中央地域

中山間地域 中山間地域 中山間地域

県が中心になり、国や関係

各県、沿線市町村の協力を
得ながら対応

沿線市町村と県とが密接に
連携し、国や他の地方公共
団体の協力を得ながら対応

市町村が中心になり、国や
県その他の地方公共団体
の協力を得ながら対応

広域幹線 地域幹線 支 線

県外の主要都市と接続する
主要な路線

主に県内の主要地域間を
結ぶ路線

地域の拠点（役場等）と各
集落を結ぶ「きめ細かな」
路線

定
義

行政
の
役割

～路線区分の定義と行政の役割～

～地域特性ごとの基本方針～

3.路線確保のための支援路線確保のための支援路線確保のための支援路線確保のための支援

安全確保に資する取組

鉄道・バス等の運行維持

航空路線の誘致

◆マスメディア等の広報媒体の積極的な活用（県広報枠の徹底活用など）
◆520運動の拡大
◆若年層の利用拡大

5.普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発

中央地域⇒⇒⇒⇒モード間・事業者間の連携を強化して、利用者の視点に立った効率的な路線再編に取り組む

中山間地域⇒⇒⇒⇒乗合タクシーのデマンド運行や過疎地有償運送などを充実させて、 地域の実情に応じた
きめ細かな移動サービスを確保する

県民の意識改革に向けた様々な手法による広報・啓発の実施

高知県公共交通維持活性化対策フォローアップ委員会（H24年2月設置）によるチェックを受けながら着実に実行していく

～地域特性ごとの基本方針～

【参考】関係機関等の主な協議の場 高知県路面電車対策検討会高知県路面電車対策検討会高知県路面電車対策検討会高知県路面電車対策検討会
→→→→H24H24H24H24年年年年2222月～月～月～月～ 継続継続継続継続

高知県中央地域バス路線再編協議会高知県中央地域バス路線再編協議会高知県中央地域バス路線再編協議会高知県中央地域バス路線再編協議会
→→→→H23H23H23H23年年年年4444月～月～月～月～継続継続継続継続

ごめん・なはり線活性化協議会ごめん・なはり線活性化協議会ごめん・なはり線活性化協議会ごめん・なはり線活性化協議会
→→→→S62S62S62S62年年年年8888月～月～月～月～ 継続継続継続継続

高知県地域交通協議会（高知県地域交通協議会（高知県地域交通協議会（高知県地域交通協議会（6666ブロック会）ブロック会）ブロック会）ブロック会）
→→→→H13H13H13H13年年年年2222月～月～月～月～毎年毎年毎年毎年5555月開催月開催月開催月開催((((バス路線の計画・補助金などバス路線の計画・補助金などバス路線の計画・補助金などバス路線の計画・補助金など))))

中村・宿毛線運営協議会中村・宿毛線運営協議会中村・宿毛線運営協議会中村・宿毛線運営協議会
→→→→S62S62S62S62年年年年5555月～月～月～月～ 継続継続継続継続

◆乗合タクシーのデマンド運行、過疎地有償運送など

4.中山間地域での移動サービス確保の支援強化中山間地域での移動サービス確保の支援強化中山間地域での移動サービス確保の支援強化中山間地域での移動サービス確保の支援強化

地域の公共交通支援組織の活性化支援

きめ細かな移動サービスの確保に取り組む市町村を積極的に支援

航空路線の誘致



基本の
考え方

＜＜＜＜ 共共共共 通通通通 ＞＞＞＞ 鉄道鉄道鉄道鉄道 路面路面路面路面電車電車電車電車 バスバスバスバス 乗合乗合乗合乗合タクシータクシータクシータクシー等等等等 フェリーフェリーフェリーフェリー 航空航空航空航空
★社会インフラとして認識
★持続可能な公共交通シス
テムの確立
★三者鼎立の樹立
★利用者視点の徹底
★外需（観光客等）の拡大

★都市間ネットワークの主要幹
線として、また地域に密着した
路線として維持

★バス等との連携によ
る地域幹線として、ま
た地域資源として維持

★【都市部】利用者視点に
立った分かりやすく効率的
な路線の実現・維持
★【中山間地域】「命をつ
なぐ手段」として効率的な
路線の維持

★中山間地域の実情に応じ
た多様な取組の実施
～最低週1回の移動サービ
スの確保を目指す～

★既存航路の維持 ★既存航路の維持、新
規航路の誘致

事業者の
連携強化

◆モード間・事業者間の一
体的な取組
◆沿線観光地への二次交通
対策

◆中央地域の路線再編

E.今後の行政支援策今後の行政支援策今後の行政支援策今後の行政支援策
Ｈ24.10.1交通運輸政策課

◆公共交通を使い勝手の良いものにするための検討を行う組織の立ち上げと運営を
サポート

使い勝手
の良さの
実感

◆使い勝手の良さを実感で
きる取組
◆企画商品への助成

◆JR車両へのトイレ設置
◆DMVの導入

◆バリアフリー化の推
進支援を拡充（低床車
両の導入と周辺整備）

◆車両更新、バス停整備、
路線再編のための調査等

◆トラックの利用料金
補助

◆高知県航空利用促進
協議会への支援（利用
促進キャンペーン）

路
線
確
保

安
全
性

◆安全確保に資する取組 ◆安全輸送対策（レール・枕木
の交換等）
◆鉄道施設の耐震化

◆安全輸送対策（レー
ル・枕木の交換等）
◆安全確保のための支
援を拡充

◆法定検査費等

運
行
支
援

◆関係自治体と県民の合意
が前提

◆経営安定基金の積み増し
◆固定資産税の減免（市町村）

◆固定資産税の減免
（市町村）

◆広域的幹線的路線の運行
経費
◆複数の市町村をまたぐ幹
線路線の運行支援を拡充

◆国庫補助制度の有効活用 ◆港湾使用料の減免 ◆着陸料の補助
◆新規航路の誘致実現
に向けた支援を充実

◆パークアンドライドとサイクルアンドライドの拡充
◆乗継割引運賃の導入
◆利用しやすい運賃の設定

◆「ですか」の利用拡大

援

中山間の
移動確保

◆地域の実情に応じたきめ
細かな移動サービスの確保
（市町村と連携）

◆車両更新、バス停整備、
路線再編のための調査等

◆新たな移動手段導入に向
けた支援を拡充（乗合タク
シーのデマンド運行・過疎
地有償運送など）

普及啓発

◆県民の意識改革に向けた
広報・啓発

◆地域の公共交通支援組織
の活性化

・土佐くろしお鉄道中村・宿毛
線運営協議会
・ごめんなはり線活性化協議会
・高知県予土線利用促進対策協
議会
・阿佐東線連絡協議会

・路面電車利用促進協
議会

◆高知県バス協会への支援
（時刻表の作成等）

◆マスメディア等の活用
◆520運動の拡大
◆若年層の利用拡大


