
    

愛媛県地域公共交通活性化指針の愛媛県地域公共交通活性化指針の愛媛県地域公共交通活性化指針の愛媛県地域公共交通活性化指針の改正改正改正改正についてについてについてについて    
 

〇愛媛県地域公共交通活性化指針とは 

・第６次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」の地域公共交通関連施策の推進に係

る指針として、愛媛県地域交通活性化推進会議での検討を経て平成24年４月に策定し、 

・地域公共交通を取巻く「現状や課題」を踏まえ、公共交通を「暮らしを支え地域を活か

すための社会基盤」で「地域全体で守り育てるもの」として位置づけ、「行政や交通事

業者、利用者の役割分担」、「地域特性にあった方向性」、「具体的に取り組むべき施策の

方向性」を示している。 

今回、第６次愛媛県長期計画の次期アクションプログラムを策定することから、標記指針

も最新の社会情勢等の変化も踏まえて、内容を改正する。 

 

【指針の主な改正内容（案）】 

１ 次期アクションプログラム策定に合わせた主な見直し内容 

①自転車新文化創造への対応 

サイクル＆ライドといった公共交通主体の自転車利用に加え、サイクルトレイ

ン・バス等自転車の利用しやすい環境整備を推進。 

   ②四国の新幹線整備を目指して 

昨年4月に公表した「四国における鉄道の抜本的高速化の基礎調査」を踏まえ、

今後は、四国の新幹線実現に重点的に取り組む。 

③交通結節機能の強化（県外から県内移動の円滑化） 

・空と陸との連携：市内電車空港延伸の実現の可能性を検討 

・海と陸との連携：航路と県内交通の連携した利用の推進 

 

２ 国の制度改正(交通政策基本法制定､交通政策基本計画策定等）及び最近の社会情勢を

踏まえた見直し内容 

①地方公共団体の役割の拡大 

国の基本計画等を踏まえ、地域の総合行政を担う地方公共団体が中心となり、地

域戦略の一環として取り組むよう位置付け。 

②交通を担う人材不足への対応 

運転手等の人材不足の現状を踏まえ、これを課題として整理し、関係者が連携

して支援のあり方を検討していく等を記載。 

③公共交通機関への利用転換を総合的に推進 

モビリティマネジメント（利便性向上や住民へ情報発信、意識改革により、公

共交通機関への利用転換を総合的に推進する施策）に積極的に取り組む。 

④｢交通政策基本計画を踏まえた着実な施策の実施｣を国へ要望 

交通政策基本計画が平成２７年２月に策定されたことから、国に対する｢総合的

な交通体系のビジョンの策定｣要望から差替え。 

 

３ その他の修正にかかるもの 

  ①市町、事業者等のアンケートを実施し、それを踏まえて施策へ反映 

  ②最新の社会情勢を踏まえて内容の修正 

  ③データ、図表等の最新のものへ更新 

  ④取組み事例の内容を更新し、また県内事例に集約するとともに、資料編へ再整理 



    

    

    

※２重下線部分が主な改正内容案 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ 地域公共交通を取り巻く現状と課題地域公共交通を取り巻く現状と課題地域公共交通を取り巻く現状と課題地域公共交通を取り巻く現状と課題 

≪現状≫≪現状≫≪現状≫≪現状≫     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ⅠⅠⅠⅠ 指針策定の趣旨・位置付け指針策定の趣旨・位置付け指針策定の趣旨・位置付け指針策定の趣旨・位置付け 

〔趣旨〕・地域公共交通は存続が危ぶまれる厳しい状況 
    ・路線・航路の維持・確保は、重要・喫緊のテーマ 
    ・市町等の新たな取組みがあるものの様々な課題 
     ⇒地域公共交通の活性化を図るための進むべき方向を指針として策定 
〔位置付け〕第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」における地域公共交通関

連施策の推進に係る指針 

愛媛県地域公共交通活性化指針愛媛県地域公共交通活性化指針愛媛県地域公共交通活性化指針愛媛県地域公共交通活性化指針のののの概要概要概要概要（案）（案）（案）（案）    
≪平成２４年４月策定≪平成２４年４月策定≪平成２４年４月策定≪平成２４年４月策定、２７年○月、２７年○月、２７年○月、２７年○月改正改正改正改正≫≫≫≫    

((((２２２２))))交通モードの現状交通モードの現状交通モードの現状交通モードの現状 
①鉄道 

 ・観光列車等の新たな取組もあるが、高速道路料金施策等により利用者が減少 

②バス 

 [高速乗合バス] 

 ・高速道路料金施策や格安航空会社等との競合により、利用者数が頭打ち 

 [乗合バス（生活バス）] 

 ・事業者の負担が増える中、支援する市町の負担も多大。運転手不足が懸念 

③地域（市町やＮＰＯ法人等）による運送 

 ・交通空白・不便地域カバーに取り組むものの、行政の負担が多く、課題もあり 

④タクシー 

 ・安全性確保の面から規制強化。観光・福祉等新サービスを展開。運転手不足が懸念 

⑤フェリー・旅客船 

 [広域航路] 

 ・高速道路料金施策等により利用者が減少。船員不足が懸念 

 [離島航路] 

 ・行政の補助により維持されているものの事業者の負担大。船員不足が懸念 
⑥飛行機 
 ・地方空港間の競争が激化。航空会社による収益を一層重視した路線再編が懸念 

((((１１１１))))社会環境の変化社会環境の変化社会環境の変化社会環境の変化 
【社会的要因】 

①人口減少や自動車社会の進展により利用者が減少 

②大型小売り店舗の郊外立地等により利用者が分散 

③高齢化や学校統廃合等により交通弱者が増加 

④商店の閉鎖等に伴う買物弱者問題がより深刻化 

【経済的要因】 

⑤燃料価格の高騰等と世界同時不況や東日本大震災による景気の落ち込み 

【政策的要因】 

⑥交通分野においては規制緩和が進む一方、安全性確保の面から規制強化の動き 

⑦高速道路料金施策(これまでの料金の大幅引下げ策）により利用者が減少 

【その他】 

⑧県・市町の財政悪化により地域公共交通関連予算の確保が困難 



≪課題≫≪課題≫≪課題≫≪課題≫    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ⅢⅢⅢⅢ    地域公共交通の位置付け地域公共交通の位置付け地域公共交通の位置付け地域公共交通の位置付けと取組みの基本方針・役割分担と取組みの基本方針・役割分担と取組みの基本方針・役割分担と取組みの基本方針・役割分担    
    

≪位置付け≫≪位置付け≫≪位置付け≫≪位置付け≫    暮らしを支え地域を活かすための社会基盤暮らしを支え地域を活かすための社会基盤暮らしを支え地域を活かすための社会基盤暮らしを支え地域を活かすための社会基盤    

≪基本方針≫≪基本方針≫≪基本方針≫≪基本方針≫    地域全体で守り育てる地域全体で守り育てる地域全体で守り育てる地域全体で守り育てる            

≪役割分担≫≪役割分担≫≪役割分担≫≪役割分担≫            ※今後は、地方公共団体の主体的役割が求められている※今後は、地方公共団体の主体的役割が求められている※今後は、地方公共団体の主体的役割が求められている※今後は、地方公共団体の主体的役割が求められている    

行 政 

国 県 市 町 

◆交通施策の総合的・
計画的な推進 

◆地域の実情に配慮し
た生活交通の維持・
活性化 

◆広域交通（県外交通
軸・県内幹線軸）の維
持・活性化 

◆市町・交通事業者・住
民への支援 

 
 

◆市町内交通の維
持・活性化 

交通事業者 地域公共交通事業の維持（継続）・充実のための経営努力 

住 民 地域公共交通を支える主体として積極的な利用 

地域公共交通活性化に向けたリーダーシップの発揮 

ⅣⅣⅣⅣ    地域特性別の地域公共交通の方向性地域特性別の地域公共交通の方向性地域特性別の地域公共交通の方向性地域特性別の地域公共交通の方向性    

【市街地】【市街地】【市街地】【市街地】    

地域公共交通で自由に移動できる環境の実現地域公共交通で自由に移動できる環境の実現地域公共交通で自由に移動できる環境の実現地域公共交通で自由に移動できる環境の実現    

・交通モードの連携によるシームレス化などにより、充実している公共交通網の一層の活用 

【中山間地域・半島地域・島しょ部】【中山間地域・半島地域・島しょ部】【中山間地域・半島地域・島しょ部】【中山間地域・半島地域・島しょ部】    

地域住民の生活を維持するために必要な移動手地域住民の生活を維持するために必要な移動手地域住民の生活を維持するために必要な移動手地域住民の生活を維持するために必要な移動手段の確保段の確保段の確保段の確保    

・地域の実情に応じた生活バス路線の見直しやコミュニティバス・デマンド交通の導入 

・過疎地有償運送や福祉有償運送など地域住民が主体となった新たな輸送サービスの導入 

・離島航路の維持 

【郊外地域】【郊外地域】【郊外地域】【郊外地域】    

地域公共交通での移動に困らない環境の実現地域公共交通での移動に困らない環境の実現地域公共交通での移動に困らない環境の実現地域公共交通での移動に困らない環境の実現    

・生活バス路線の見直しやコミュニティバス・デマンド交通の導入など利用密度に応じた地

域内の公共交通体系の構築 

 

広 域 交 通  

（鉄 道 ・長 距 離 バ ス ）  

他 の 生 活 経 済 圏 へ  

ロ ー カ ル 交 通  

（ 自 治 体 バ ス 、 そ の

他 補 完 手 段 ）  地 域 間 交 通  

（近 距 離 バ ス ） 

都 市 内 交 通  

（ 循 環 バ ス 等 ）  

 

地域公共交通 

ネットワーク 

の 充 実 

地域公共交通 

の 利 用 促 進 

地域づくり 

と の 連 携 

環境負荷の 

低 減 

大規模災害 

への対応 

人材不足 

への対応 

・航 空） 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ    地域公共交通活性化に向けた施策テーマと展開方向地域公共交通活性化に向けた施策テーマと展開方向地域公共交通活性化に向けた施策テーマと展開方向地域公共交通活性化に向けた施策テーマと展開方向    

ⅥⅥⅥⅥ    推進体制推進体制推進体制推進体制    
  行政、交通事業者、県民・地域が「地域全体で守り育てる愛媛の公共交通」という基本方針の下、

連携・協働して、様々な取組みを積極的に進める。 
  市町：地域公共交通会議(コミュニティバス・デマンド交通)、航路改善協議会(離島航路) 

  県 ：愛媛県地域交通活性化推進会議（バス、航路、鉄道） 
連携・協働 

テーマ２／地域に愛される愛媛の公共交通テーマ２／地域に愛される愛媛の公共交通テーマ２／地域に愛される愛媛の公共交通テーマ２／地域に愛される愛媛の公共交通    
(１)利用したい地域公共交通への移行 

①バリアフリー化の推進           ②交通モード間のシームレス化（市内電車空港延伸の検討等） 

③利用しやすい料金体系の導入や経路・ダイヤ等の改善（運行環境の改善(バス優先レーン拡充等の検討)にも取り組む）    

④乗継割引制度の導入            ⑤ICカードや交通システムの導入･拡充によるサービス向上  

⑥パーク＆ライド、サイクル＆ライドの推進  ⑦自転車が利用できる公共交通機関の推進 
 

(２)住民等が主体となった利用の促進 
①住民・企業等の参加による利用促進のための仕組みづくり〔体制や財源確保対策の検討等〕 
②住民が主役という意識の醸成と情報発信の強化〔モビリティマネジメントへの積極的な取り組み〕 

テーマ３／地域が発展する愛媛の公共交通テーマ３／地域が発展する愛媛の公共交通テーマ３／地域が発展する愛媛の公共交通テーマ３／地域が発展する愛媛の公共交通    

(１)四国の新幹線導入など鉄道の抜本的高速化への取組み 
(２)高速乗合バス路線の維持・拡充 
(３)本県と県外を結ぶフェリー航路等の維持・拡充 
(４)国内外との航空路線の拡充 
(５)駅・港・空港等と市街地のアクセスの向上 

テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通    
(１)環境負荷の小さいバス・鉄道・フェリー等への利用転換（人流） 
(２)モーダルシフトの推進（物流）〔陸上トラック輸送から海上輸送・鉄道貨物輸送への転換〕 
(３)車両・船舶等のＥＶ・ハイブリッド・省エネ化やエコドライブの推進 

テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通    
(１)複数交通ルートの維持・確保〔陸上ルートに加え、海上ルートの維持・拡充〕 
(２)災害に強い施設整備の推進〔鉄道・港湾・空港等の耐震化等〕 
(３)交通事業者・運輸事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 
(４)県・市町における災害時の応援協定締結の拡充〔トラック協会、旅客船協会に加え、バス協会等〕 

テーマ１／地域が守る愛媛の公共交通テーマ１／地域が守る愛媛の公共交通テーマ１／地域が守る愛媛の公共交通テーマ１／地域が守る愛媛の公共交通    
(１)県と市町が連携した県内の地域公共交通の維持・確保 

①県の役割に基づく取り組み 

  県と市町が連携・協働した県内の公共交通に係る課題解決に向けた取組みの実施 

   国への規制緩和等の提案・提言、維持・確保に向けた支援及び支援制度の見直し、 

国に必要な支援を引き続き求めるとともに、人材確保策のあり方も関係者と連携して検討 
 

②市町の役割に基づく取組み 

地域に適した持続可能な交通ネットワークの検討・導入 

地元関係者との協議・合意に基づく計画の策定、地域に適した交通網の導入や再編、等 

②-1生活バス路線の見直しやコミュニティバス等導入の検討と生活航路の活性化 

  ②-2住民主体の新たな輸送サービスの導入〔過疎地有償運送・福祉有償運送等〕 

  ②-3タクシーの活用〔公共交通としての役割、観光・福祉・子育て支援等への展開〕 
 

 (２)地域づくりと一体となった地域公共交通の整備 

 ①地域づくりの支援制度の活用等による地域公共交通の維持・拡充〔観光イベント等との連携〕 

 ②ローカル線（ＪＲ予土線・海回り線）維持のための誘客促進〔トロッコ列車の活用等〕 

 ③まちづくり（コンパクト＋ネットワーク）施策と連携した地域交通ネットワークの検討 



 

◆第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」◆第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」◆第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」◆第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」    

～アクションプログラム編～（案）～アクションプログラム編～（案）～アクションプログラム編～（案）～アクションプログラム編～（案）（関係分抜粋）（関係分抜粋）（関係分抜粋）（関係分抜粋）    
    

施策１５施策１５施策１５施策１５    広域・高速交通ネットワークの整備広域・高速交通ネットワークの整備広域・高速交通ネットワークの整備広域・高速交通ネットワークの整備    
 

目標目標目標目標    

もっとスムーズに県内外を移動できるようにしたいもっとスムーズに県内外を移動できるようにしたいもっとスムーズに県内外を移動できるようにしたいもっとスムーズに県内外を移動できるようにしたい    

成果指標 現状値 
目標値 

（平成30年度） 

高規格幹線道路等の整備率 
76.8％ 

（平成26年度） 
78.4％ 

愛媛発着の旅客流動数 
73百万人 

（平成24年度） 
73百万人 

愛媛発着の貨物流動数 
169,756千ｔ 

（平成24年度） 
169,756千ｔ以上 

松山空港の年間利用者数 
2,622千人 

（平成25年度） 
2,850千人 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

本県にとって、高速道路は広域的な交流・連携や、地域活性化、緊急輸送などに不可欠ですが、その整備

は、特に南予地域で遅れており、安全・安心な生活や救急医療等の不安を解消するまでには至っていません。 

また、高速鉄道については、全国的に新幹線の整備が進む中、四国が今後も継続して発展していくには新

幹線導入による鉄道の抜本的高速化が必要です。このため、現在、基本計画に留まっている四国の新幹線の

整備計画への格上げについて、国に働きかけを行うとともに、四国内外の住民の機運醸成を図ることが不可

欠です。 

さらに、松山空港を発着する航空路線は、現在、国内線が羽田線、成田線、伊丹線、関空線、名古屋線、

福岡線、鹿児島線、那覇線の８路線、国際線が上海線、ソウル線の２路線と、合わせて 10 路線が運航され

ていますが、収益性を一層重視した路線の再編が進められる中、引き続き、利用者ニーズに沿った航空路線

の維持・拡充と利便性の高いダイヤ編成が求められています。 

 

取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

県内産業の発展はもとより、県境を越えた広域的な交流・連携や、救急医療、災害時の緊急輸送にも必要

不可欠な高速道路や地域高規格道路等の幹線道路網の着実な整備、港湾機能の強化、さらには、鉄道輸送の

高速化や空港機能の拡充、交通モード間の連携強化等を図ることにより、充実した広域・高速交通ネットワ

ークを整備します。 

 

主な取組み主な取組み主な取組み主な取組み    

１１１１    高速道路等の整備・利便性向上高速道路等の整備・利便性向上高速道路等の整備・利便性向上高速道路等の整備・利便性向上    

（省略） 

 

２２２２    鉄道輸送の高速化鉄道輸送の高速化鉄道輸送の高速化鉄道輸送の高速化    

鉄道輸送のさらなる高速化を図るため、四国の新幹線の整備計画への格上げを目指し、引き続き四国各県

や県内沿線自治体など、関係機関と一体となって、必要な調査を国に実施するよう働きかけるとともに、新

幹線導入の効果や課題について県民の理解を促進し、機運の醸成に努めます。 

    

３３３３    フェリー・旅客船航路の維持フェリー・旅客船航路の維持フェリー・旅客船航路の維持フェリー・旅客船航路の維持    

環境負荷の低減につながるモーダルシフトの促進や、大規模災害時における緊急輸送手段の確保等の観点

から、本県と関西・中国・九州方面を結ぶフェリー・旅客船航路の維持に努めます。 

    

４４４４    松山空港の機能強化松山空港の機能強化松山空港の機能強化松山空港の機能強化    

空の玄関口として、利用者の印象に残るよう県民総ぐるみでおもてなしの仕掛けづくりに取り組むととも

に、利用者ニーズに応じた国内・国際定期航空路線の維持・拡充と利便性の高いダイヤ編成の実現に努めま

す。 

また、空港と空港周辺地域の調和ある発展を図るために、生活基盤施設の整備をはじめとして、利便性向

上に向けたアクセス道路等の整備を推進するとともに、震災に備えた耐震化対策や航空路線の拡大に対応で

きる空港整備と運営を推進するなど、災害に強く利便性の高い交通拠点としての機能確保を図ります。 

参 考 



    

５５５５    交通モード間の連携強化交通モード間の連携強化交通モード間の連携強化交通モード間の連携強化    

県内への交流人口の拡大を図るため、県外から各交通モードを使ってスムーズに県内各地を移動できるよ

う、空と陸については路面電車の空港延伸に向け、実現の可能性を本格的に検討するとともに、海と陸につ

いては航路を活用したバスや鉄道の利用増に取り組むなど、市町と連携した公共交通機関同士のアクセスの

向上及び利用促進を図ることにより、交通モード間の連携強化に取り組みます。 

 

 

 

施策１６施策１６施策１６施策１６    地域を結ぶ交通体系の整備地域を結ぶ交通体系の整備地域を結ぶ交通体系の整備地域を結ぶ交通体系の整備    
 

目標目標目標目標    

日常生活において、もっと安心して移動できるようにしたい日常生活において、もっと安心して移動できるようにしたい日常生活において、もっと安心して移動できるようにしたい日常生活において、もっと安心して移動できるようにしたい 

成果指標 現状値 
目標値 

（平成30年度） 

拠点形成を支援するための道路改良率 
88.2％ 

（平成26年度） 
91.4％ 

大型車等すれちがい困難解消率 
80.9％ 

（平成26年度） 
82.1％ 

過疎・離島地域の地域交通の路線数 
586路線 

（平成25年度） 
586路線 

県内の主要公共交通機関の年間輸送人員 
41,841千人 

（平成24年度） 
41,841千人 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

高度経済成長期以降、我が国では多くの交通基盤が整備されてきましたが、本県では、生活道路網の整備が

依然として遅れており、道路改良率は全国水準を大きく下回る状況にあります。 

今後は、費用対効果のみならず、災害時や緊急時の社会基盤としての効果も勘案しながら、地域の実情に合

った適切な生活道路網の整備に努める必要があります。 

また、県内の公共交通機関は、モータリゼーションの急速な進展や、人口減少、高齢化に伴う利用者の減少

などの影響を受け、減便や路線廃止を余儀なくされており、県民の暮らしに欠かせない地域の公共交通を維持

することが急務となっています。 

 

取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

幅広い分野で地域間の交流・連携を支える県内道路網を整備するとともに、適切な維持管理に努めます。 

また、鉄道・バス・離島航路など、地域住民の重要な交通手段となっている公共交通機関の維持に努めるほ

か、長期的な視点を持ちながら、交通体系の構築に取り組みます。 

 

主な取組み主な取組み主な取組み主な取組み    

１１１１    道路網の整備・維持道路網の整備・維持道路網の整備・維持道路網の整備・維持    

（省略） 

    

２２２２    鉄道・バス・航路など地域における生活交通の維持鉄道・バス・航路など地域における生活交通の維持鉄道・バス・航路など地域における生活交通の維持鉄道・バス・航路など地域における生活交通の維持    

国による支援策を十分に活用しながら、運営経費への支援や税制面での優遇などを行うとともに、地域交通

の実情に応じたきめ細かな施策の充実や、関係者と連携した利用促進に努め、県民の生活の足として欠かせな

いＪＲ予土線などのローカル鉄道や過疎地域等のバス路線、離島航路の存続を図ります。 

    

３３３３    公共交通を補う地域の実情に応じた交通システムの構築公共交通を補う地域の実情に応じた交通システムの構築公共交通を補う地域の実情に応じた交通システムの構築公共交通を補う地域の実情に応じた交通システムの構築    

高齢化が進み、交通弱者が増える中、地域における住民の足を確保するため、地域住民や企業、市町と連携

しながら、コミュニティバスやデマンド交通（乗合タクシー）など、各地域の実情を踏まえた交通システムの

構築を目指します。 

    

４４４４    県民の暮らしに最適な交通体系の構築県民の暮らしに最適な交通体系の構築県民の暮らしに最適な交通体系の構築県民の暮らしに最適な交通体系の構築    

公共交通を維持し、県民の移動手段を確保するとともに、人口減少や地球温暖化対策等の課題にも対応する

ため、市町と連携して将来の本県地域交通のあり方を検討し、地球環境に優しい公共交通や自転車の利用拡大

を図るなど、日常生活や経済活動にとって最適な交通体系の構築を目指します。 

    



    

施策２１施策２１施策２１施策２１    地域集落の機能強化地域集落の機能強化地域集落の機能強化地域集落の機能強化    
 

目標目標目標目標    

より広い範囲で支え合う住民主体の集落運営を進めたいより広い範囲で支え合う住民主体の集落運営を進めたいより広い範囲で支え合う住民主体の集落運営を進めたいより広い範囲で支え合う住民主体の集落運営を進めたい    

成果指標 現状値 
目標値 

（平成30年度） 

地域づくり協働体の構築に向けた新規計画策定箇所数 － 10箇所 

地域づくりリーダー育成数 
192人 

（平成26年度） 
292人 

 

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

県では、関係市町と連携しながら、基盤整備や産業振興を中心に、県内過疎地域の総合的かつ計画的な対

策を推進してきました。しかし、人口減少が進展し、高齢化率の高まりにも歯止めがかからないことから、

当該地域の集落機能の低下や、生活扶助機能の喪失などが懸念されています。 

また、同様に県内過疎地域の公共交通機関は、人口減少や高齢化に伴う利用者の減少により、減便や路線

廃止を余儀なくされており、県民の暮らしに欠かせない生活交通の維持を図ることも急務となっています。 

本県の過疎地域は、県土の約65％を占め、農林水産物の供給や水源のかん養など、重要な公的機能を果た

していることから、集落機能の低下は、地域住民を支える市町の課題であるのはもちろん、県全体の課題と

して、早急に対策を講じる必要があります。 

こうした中、市町と連携し、平成 25 年度に実施した全県にわたる集落実態調査の結果、県内過疎地域等

における深刻な課題として、高齢化や人口減少による活動衰退、基幹産業である第一次産業の担い手不足の

ほか、地域活動を維持するための規模や仕組みが不十分であることが明らかとなりました。 

 

取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

今後更なる人口減少が見込まれる中、地域活動の維持を図るためには、小規模の地縁組織(単一集落）で

は限界があることから、県と市町が役割を分担しながら、概ね小学校区程度の規模を持つ複数集落のネット

ワーク構築や機能強化を支援し、それぞれの地域が抱える課題に住民主体で対応する仕組み（※地域づくり

協働体）を構築します。 

また、鉄道、バス・離島航路など地域住民の重要な交通手段となっている公共交通機関の維持に努めます。 

    

主な取組み主な取組み主な取組み主な取組み    

１１１１    新たな地域運営の仕組みづくり新たな地域運営の仕組みづくり新たな地域運営の仕組みづくり新たな地域運営の仕組みづくり    

  （省略）    

２２２２    地域コミュニティへの参画促進地域コミュニティへの参画促進地域コミュニティへの参画促進地域コミュニティへの参画促進    

（省略） 

    

３３３３    地域の実情に応じた生活交通ネットワークの維持・確保地域の実情に応じた生活交通ネットワークの維持・確保地域の実情に応じた生活交通ネットワークの維持・確保地域の実情に応じた生活交通ネットワークの維持・確保    

市町や企業、地域住民などの関係者と連携し、国による支援策を十分に活用しながら、地域の実情に応じ

た施策の充実や、過疎地域等において効率的な運送が可能となる規制緩和に向けた取組みを行うこと等によ

り、県民の生活・交流の基盤として、地域に適した持続可能な地域公共交通の存続を図ります。 
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