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ⅤⅤⅤⅤ    地域公共地域公共地域公共地域公共交通交通交通交通活性化に向けた施策活性化に向けた施策活性化に向けた施策活性化に向けた施策テーマとテーマとテーマとテーマと展開方向展開方向展開方向展開方向    

    

    施策テーマ施策テーマ施策テーマ施策テーマ１１１１／地域が守る愛媛の公共交通／地域が守る愛媛の公共交通／地域が守る愛媛の公共交通／地域が守る愛媛の公共交通    

    

        ☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）    
    

            （（（（1111））））県と市町が連携した県と市町が連携した県と市町が連携した県と市町が連携した県内の地域公共交通の維持・確保県内の地域公共交通の維持・確保県内の地域公共交通の維持・確保県内の地域公共交通の維持・確保    

    

                ①①①①県の役割に基づく取組み県の役割に基づく取組み県の役割に基づく取組み県の役割に基づく取組み    
    

◎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    

・課題解決に向けた（具体的事例に基づく）国への規制緩和等の提案・提言・課題解決に向けた（具体的事例に基づく）国への規制緩和等の提案・提言・課題解決に向けた（具体的事例に基づく）国への規制緩和等の提案・提言・課題解決に向けた（具体的事例に基づく）国への規制緩和等の提案・提言    

・県・市町間における情報の共有化（勉強会や意見交換等の場の提供）・県・市町間における情報の共有化（勉強会や意見交換等の場の提供）・県・市町間における情報の共有化（勉強会や意見交換等の場の提供）・県・市町間における情報の共有化（勉強会や意見交換等の場の提供）    

・国や交通関係事業者・国や交通関係事業者・国や交通関係事業者・国や交通関係事業者、関係機関との連携・調整、関係機関との連携・調整、関係機関との連携・調整、関係機関との連携・調整    

・地域公共交通の維持・確保に向けた支援及び支援制度の見直し・地域公共交通の維持・確保に向けた支援及び支援制度の見直し・地域公共交通の維持・確保に向けた支援及び支援制度の見直し・地域公共交通の維持・確保に向けた支援及び支援制度の見直し    
                        

国においては、近年、交通政策基本法の制定や地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（以下「活性化再生法」という）の改正を行い、国、地方、事業者、利用者の役割が

示され、地域においては地方公共団体が中心となり、まちづくりと一体となった持続可

能な交通ネットワークを構築するものと位置づけられたことから、今後は、地方のより

主体的な取組みが必要となっている。 

地方公共交通の維持・確保を効果的に進めるためには、国の支援や取り組みに加え、

本県の実情にあった制度運用も必要で、このためには全県的な連携・協力が不可欠である。 

このため、国に対しては、地域公共交通の維持・確保に必要な支援の実施と特に問題

となっている人材確保策の拡充を求めていくほか、各市町における実例を基に、県は市

町と連携・協働し、課題解決に向けた取組みを行っていく。 

また、県は、市町や関係機関との連携のもと、「愛媛県地域交通活性化推進会議」

の意見等も踏まえながら、地域公共交通の維持・確保のため、現行の支援制度の見直し

や人材確保の支援のあり方等について検討する。 

    

②市町②市町②市町②市町の役割に基づく取組みの役割に基づく取組みの役割に基づく取組みの役割に基づく取組み    

    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒地域に適した持続可能な交通ネットワークの検討・導入地域に適した持続可能な交通ネットワークの検討・導入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・地元関係者との協議・合意に基づく計画の策定・地元関係者との協議・合意に基づく計画の策定・地元関係者との協議・合意に基づく計画の策定    

・地域に適した地域公共交通網の導入や再編（計画の実行及び評価の実施）・地域に適した地域公共交通網の導入や再編（計画の実行及び評価の実施）・地域に適した地域公共交通網の導入や再編（計画の実行及び評価の実施）・地域に適した地域公共交通網の導入や再編（計画の実行及び評価の実施）    

・県、隣接市町、交通事業者や地元住民等の関係者との連携・調整・県、隣接市町、交通事業者や地元住民等の関係者との連携・調整・県、隣接市町、交通事業者や地元住民等の関係者との連携・調整・県、隣接市町、交通事業者や地元住民等の関係者との連携・調整    
    

市町では、各地域における地域公共交通の課題等を検討し、その活性化を図っていく

ため、行政、交通事業者、地域関係者等による地域公共交通会議や地域公共交通活性化

協議会、航路改善協議会等において、各地域の特性や利用者ニーズを踏まえた当該地域

に適した地域公共交通の導入などに取り組んでいる。引き続き現況調査や新たなニーズ

※2 重下線部分が主な改正箇所となります。 
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の把握等により、持続可能な地域交通体系を構築するとともに、評価による恒常的な施

策の見直しを行うなど、地域の関係者間で合意のもと策定した地域公共交通に係る計画

に基づく施策の実施体制を整えるなど、上記協議会等の一層の活性化に努める。 

     また、これらの協議会が設置されていない市町においては、各地域の公共交通の活性

化に向けた検討を行うため、関係者をメンバーとする協議会の設置を進めていく。 

     更に、今後は、「地方創生」や「地方分権」、交通施策に係る「交通政策基本法」や

「活性化再生法」等による国の示す地方のあり方についても踏まえつつ、人口動向（人

口減少、生産年齢の減等）や世帯構成の現状、政策効果等を基に将来の利用者数の動向

を推計し、その結果を基に、直面する課題への対応はもとより、中・長期的な課題とそ

の対応についても明らかにするなど地域の将来像を十分に踏まえた施策と一体的に地

域公共交通施策も推進していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②②②②----1111    生活バス路線の見直しやコミュニティバス等導入の生活バス路線の見直しやコミュニティバス等導入の生活バス路線の見直しやコミュニティバス等導入の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検討と生活航路の活性化検討と生活航路の活性化検討と生活航路の活性化    

    

◎◎◎◎取組み取組み取組み取組みの方向の方向の方向の方向    

    ⇒⇒⇒⇒利用者ニーズの把握や新たなニーズの掘起し利用者ニーズの把握や新たなニーズの掘起し利用者ニーズの把握や新たなニーズの掘起し利用者ニーズの把握や新たなニーズの掘起し等による等による等による等による生活バス生活バス生活バス生活バス路線の見直しや路線の見直しや路線の見直しや路線の見直しや    

コミュニテコミュニテコミュニテコミュニティバスィバスィバスィバス、、、、デマンド交通デマンド交通デマンド交通デマンド交通等等等等のののの導入導入導入導入などの検討などの検討などの検討などの検討    

                    ⇒⇒⇒⇒利用者ニーズを踏まえた寄港地の集約や複数利用者ニーズを踏まえた寄港地の集約や複数利用者ニーズを踏まえた寄港地の集約や複数利用者ニーズを踏まえた寄港地の集約や複数航路の統合・再編、航路の統合・再編、航路の統合・再編、航路の統合・再編、代替船導入代替船導入代替船導入代替船導入    

など運航サービスの見直しなど運航サービスの見直しなど運航サービスの見直しなど運航サービスの見直しや効率化や効率化や効率化や効率化の推進の推進の推進の推進    

　　【例】　　【例】　　【例】　　【例】

　次期・代替交通
　機関の維持・継続

◇◇年頃◇◇年頃◇◇年頃◇◇年頃 △△年頃△△年頃△△年頃△△年頃〇〇年〇〇年〇〇年〇〇年

　　　〔短期的課題〕　　　〔短期的課題〕　　　〔短期的課題〕　　　〔短期的課題〕
導入する交通機関の
決定、維持・推進のた
めの取組み　   など
　〇陸上交通
　→コミュニティバス・
　　 デマンド交通の
　　 導入やタクシーの
　　 活用、路線再編
　　 の見直し  など
　〇海上交通
　→航路の再編等
     見直し、船舶更新
　　　　　　　　  　など

　　　　
　〔中長期的課題〕　〔中長期的課題〕　〔中長期的課題〕　〔中長期的課題〕

　　　　次期導入交通機関の
　導入に向けた検討
                 　など

　　　地域公共交通　　　地域公共交通　　　地域公共交通　　　地域公共交通
　　　体系のあり方　　　体系のあり方　　　体系のあり方　　　体系のあり方

・当面する課題（路線・
　航路の維持・確保の
　ための方策）等）
・中長期的課題（将来
　的な地域公共交通
　の維持・確保に向け
　た取組み等）

　　　　
　市町の地域公共交通　市町の地域公共交通　市町の地域公共交通　市町の地域公共交通
　体系のあり方に係る　体系のあり方に係る　体系のあり方に係る　体系のあり方に係る
　検討　検討　検討　検討

〇現状分析・課題抽出
〇地域の特性
〇利用者ニーズ
　　　　　　＋
◎地域の人口推計(人口減）
　 や年齢構成（生産年齢人
   口減等）・世帯状況・政策
　効果等を勘案
 　　国立社会保障・人口問題
　　 研究所による人口推計や
　　 国勢調査等を活用

　　　　　　｜
 ≪利用者数等将来予測≫≪利用者数等将来予測≫≪利用者数等将来予測≫≪利用者数等将来予測≫
　　　　　  ↓

☆地域公共交通体系の将来
　 像を踏まえた検討・施策化
　 〔プランニング〕

　・直面する課題への対応
　　　〔(例)地域に適した
　　　　交通機関の導入〕
　
　・中長期的課題への対応
　　　〔(例)次期・代替交通
　　　　機関の導入検討〕
　

市町における地域に適した交通体系の導入に向けた取組み【例】市町における地域に適した交通体系の導入に向けた取組み【例】市町における地域に適した交通体系の導入に向けた取組み【例】市町における地域に適した交通体系の導入に向けた取組み【例】

協議会等での検討【◎◎年】協議会等での検討【◎◎年】協議会等での検討【◎◎年】協議会等での検討【◎◎年】

随時協議会等で見直し・検討随時協議会等で見直し・検討随時協議会等で見直し・検討随時協議会等で見直し・検討

　地域公共交通の活性化に向けた取組み　地域公共交通の活性化に向けた取組み　地域公共交通の活性化に向けた取組み　地域公共交通の活性化に向けた取組み

　☆短期的取組み☆短期的取組み☆短期的取組み☆短期的取組み　　　　　　　☆中長期的取組み☆中長期的取組み☆中長期的取組み☆中長期的取組み
（直面する課題への対応）

施策化

　導入する交通機関の
　維持・継続等

現・導入交通機関
の代替についての
検討

将来予測を基に検討

県

協力・支援
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     市町は交通事業者等との連携の下、公共交通不便地域をカバーするため、住民のニー

ズや地域の特性にあわせた生活バス路線の見直しやコミュニティバス、デマンド交通等

の導入、特定目的の既存バスの活用（スクールバス等の一般利用）などを検討するとと

もに、島しょ部における生活航路については、航路運営の問題点の把握・分析、改善方

策等を検討するなど運航サービスの見直し等に努める。 

    

    

                ②②②②----2222    住民主体の住民主体の住民主体の住民主体の輸送サービスの導入輸送サービスの導入輸送サービスの導入輸送サービスの導入    
    

◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒過疎地有償運送や福祉有償運送等による輸送サービスの導入に向けた仕組みづく⇒過疎地有償運送や福祉有償運送等による輸送サービスの導入に向けた仕組みづく⇒過疎地有償運送や福祉有償運送等による輸送サービスの導入に向けた仕組みづく⇒過疎地有償運送や福祉有償運送等による輸送サービスの導入に向けた仕組みづく    

                        りについての市町・地域住民による検討・導入りについての市町・地域住民による検討・導入りについての市町・地域住民による検討・導入りについての市町・地域住民による検討・導入    
 

     市町や交通事業者によるコミュニティバスやデマンド交通の運行にも限界がある地

域公共交通の空白地域については、市町において、それぞれの実情やニーズに応じ、き

め細やかに対応することのできる地域住民（ＮＰＯ法人・自治会等）による新たな輸送

サービス（過疎地有償運送・福祉有償運送等）の導入を検討する。 

 

 

    ②②②②----3333    タクシーの活用タクシーの活用タクシーの活用タクシーの活用    
 

◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒市町が実施するデマンド交通への⇒市町が実施するデマンド交通への⇒市町が実施するデマンド交通への⇒市町が実施するデマンド交通へのタクシーのタクシーのタクシーのタクシーの導入導入導入導入    

                    ⇒観光振興・福祉推進・子育て支援等の移動手段としてのタクシーの活用⇒観光振興・福祉推進・子育て支援等の移動手段としてのタクシーの活用⇒観光振興・福祉推進・子育て支援等の移動手段としてのタクシーの活用⇒観光振興・福祉推進・子育て支援等の移動手段としてのタクシーの活用    
    

                    ドア・ツー・ドアという特性を持った面的移動を担うタクシーは、鉄道・バス等とと

もに地域の重要な公共交通機関であり、少人数の移動という需要にきめ細かく対応でき

るという利点を活かし、市町が取り組むデマンド交通業務への活用をはじめ、観光、介

護、福祉、子育て支援、買物弱者対策への取組みといった各市町の地域づくりにおける

重要な移動手段として、タクシー利用券の発行などによる既存のタクシー事業の積極的

な活用を図るなど、市町はタクシー事業者と緊密に協働し、タクシーを活用した新たな

サービス展開を進めていく。 

 

 

            （（（（2222））））地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと一体となった一体となった一体となった一体となった地域公共交通地域公共交通地域公共交通地域公共交通の整備の整備の整備の整備    

    

                ①①①①地域づくり地域づくり地域づくり地域づくりのののの支援制度支援制度支援制度支援制度のののの活用活用活用活用等による等による等による等による地域地域地域地域公共交通の維持・拡充公共交通の維持・拡充公共交通の維持・拡充公共交通の維持・拡充    
    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒地域づ⇒地域づ⇒地域づ⇒地域づくり支援制度の積極的な活用くり支援制度の積極的な活用くり支援制度の積極的な活用くり支援制度の積極的な活用    

                    ⇒「⇒「⇒「⇒「南予全域を舞台としたイベント（南予全域を舞台としたイベント（南予全域を舞台としたイベント（南予全域を舞台としたイベント（2016201620162016 年）※名称未定年）※名称未定年）※名称未定年）※名称未定」「えひめ国体」「えひめ国体」「えひめ国体」「えひめ国体(2017(2017(2017(2017 年年年年))))」」」」    

等の大規模イベント開催を契機とした公共交通サービスの向上（運行（航）ダイ等の大規模イベント開催を契機とした公共交通サービスの向上（運行（航）ダイ等の大規模イベント開催を契機とした公共交通サービスの向上（運行（航）ダイ等の大規模イベント開催を契機とした公共交通サービスの向上（運行（航）ダイ    

ヤの変更や交通案内の充実、キャンペーンの実施や接遇向上等）ヤの変更や交通案内の充実、キャンペーンの実施や接遇向上等）ヤの変更や交通案内の充実、キャンペーンの実施や接遇向上等）ヤの変更や交通案内の充実、キャンペーンの実施や接遇向上等）    

                        ⇒サイクルトレイン、トロッコ列車⇒サイクルトレイン、トロッコ列車⇒サイクルトレイン、トロッコ列車⇒サイクルトレイン、トロッコ列車等の観光列車等の観光列車等の観光列車等の観光列車運行への協力運行への協力運行への協力運行への協力    



- 29 - 

                    まちづくり、産業活性化、地域振興（観光イベント、サイクルトレイン・トロッコ列

車等の観光列車の運行等による県内外との交流促進やにぎわいづくり）、福祉・教育の

推進、通勤・通学手段の確保、買物支援など各市町が取り組む地域づくりにおいて、地

域公共交通は欠かすことのできない重要な要素となるものであり、地域づくりの様々な

支援制度の積極的な活用等も図りながら、地域公共交通の維持・拡充につながる取組み

を進める。 

 

◎主な支援制度◎主な支援制度◎主な支援制度◎主な支援制度    

    ⇒地域公共交通確保維持改善事業（陸上交通・海上交通・バリアフリー化・利用環境⇒地域公共交通確保維持改善事業（陸上交通・海上交通・バリアフリー化・利用環境⇒地域公共交通確保維持改善事業（陸上交通・海上交通・バリアフリー化・利用環境⇒地域公共交通確保維持改善事業（陸上交通・海上交通・バリアフリー化・利用環境

改善促進、鉄道軌道安全輸送設備改善促進、鉄道軌道安全輸送設備改善促進、鉄道軌道安全輸送設備改善促進、鉄道軌道安全輸送設備    等）〔国土交通省〕等）〔国土交通省〕等）〔国土交通省〕等）〔国土交通省〕    

    ⇒新ふるさとづくり総合支援事業〔愛媛県〕⇒新ふるさとづくり総合支援事業〔愛媛県〕⇒新ふるさとづくり総合支援事業〔愛媛県〕⇒新ふるさとづくり総合支援事業〔愛媛県〕    

        ※その他国の地域活性化に係る補助金等を積極的に活用する※その他国の地域活性化に係る補助金等を積極的に活用する※その他国の地域活性化に係る補助金等を積極的に活用する※その他国の地域活性化に係る補助金等を積極的に活用する    

    

 

                ②ローカル線（ＪＲ②ローカル線（ＪＲ②ローカル線（ＪＲ②ローカル線（ＪＲ予土線・海回り線）維持のための誘客促進予土線・海回り線）維持のための誘客促進予土線・海回り線）維持のための誘客促進予土線・海回り線）維持のための誘客促進    

    

◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒沿線住民のニーズに沿った運行ダイヤの編成⇒沿線住民のニーズに沿った運行ダイヤの編成⇒沿線住民のニーズに沿った運行ダイヤの編成⇒沿線住民のニーズに沿った運行ダイヤの編成    

                    ⇒沿線住民の利用促進のための意識啓発や利用促進協議会の設置や活動の強化⇒沿線住民の利用促進のための意識啓発や利用促進協議会の設置や活動の強化⇒沿線住民の利用促進のための意識啓発や利用促進協議会の設置や活動の強化⇒沿線住民の利用促進のための意識啓発や利用促進協議会の設置や活動の強化    

                    ⇒ＪＲ四国、市町、沿線地域等関係者が一体となった利用客増加のためのＰＲや観光⇒ＪＲ四国、市町、沿線地域等関係者が一体となった利用客増加のためのＰＲや観光⇒ＪＲ四国、市町、沿線地域等関係者が一体となった利用客増加のためのＰＲや観光⇒ＪＲ四国、市町、沿線地域等関係者が一体となった利用客増加のためのＰＲや観光    

キャンペーン・イベント等の実施キャンペーン・イベント等の実施キャンペーン・イベント等の実施キャンペーン・イベント等の実施    

    

                    ＪＲ予土線や海回り線といったローカル線は、自家用車の普及や人口減少に伴う利用

者減により輸送密度の低下が著しいが、通勤通学、また高齢者の通院・買い物等、沿線

住民の生活の足として、他の交通モードでは代替しきれない役割と地域への便益を有し

ており、いわば地域資源として維持していくことが不可欠である。 

抜本的高速化の実現によって幹線鉄道の需要を伸ばし、事業者であるＪＲ四国の経営

安定化につなげる取組みと並行して、ローカル線自体の利用客の増加を図るため、ＪＲ

四国と県・市町、沿線地域等は一体となって、沿線住民の利用促進はもとより、路線及

び沿線地域の魅力度向上等による誘客促進（観光列車の活用や連携した地域イベントの

創出等）の取組みを一層進めていく。 

    

    

            ③③③③まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり（コンパクト＋ネットワーク）施策と（コンパクト＋ネットワーク）施策と（コンパクト＋ネットワーク）施策と（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連携した地域交通ネットワーク連携した地域交通ネットワーク連携した地域交通ネットワークの検討の検討の検討の検討    

    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒まちづくりと連携した地域交通ネットワークの検討⇒まちづくりと連携した地域交通ネットワークの検討⇒まちづくりと連携した地域交通ネットワークの検討⇒まちづくりと連携した地域交通ネットワークの検討    

・都市部・都市部・都市部・都市部における「コンパクト（コンパクトシティ：諸機能集約拠点）＋ネットにおける「コンパクト（コンパクトシティ：諸機能集約拠点）＋ネットにおける「コンパクト（コンパクトシティ：諸機能集約拠点）＋ネットにおける「コンパクト（コンパクトシティ：諸機能集約拠点）＋ネット    

    ワ―ク（拠点と居住エリア間の交通手段の確保）」のワ―ク（拠点と居住エリア間の交通手段の確保）」のワ―ク（拠点と居住エリア間の交通手段の確保）」のワ―ク（拠点と居住エリア間の交通手段の確保）」の検討検討検討検討    

                            ・都市部以外の過疎地域等における・都市部以外の過疎地域等における・都市部以外の過疎地域等における・都市部以外の過疎地域等における「小さな拠点」と拠点・集落間の交通手段（旅「小さな拠点」と拠点・集落間の交通手段（旅「小さな拠点」と拠点・集落間の交通手段（旅「小さな拠点」と拠点・集落間の交通手段（旅    

客や貨物）の確保客や貨物）の確保客や貨物）の確保客や貨物）の確保の検討の検討の検討の検討    
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                    人口減少、高齢社会が進行する中で、日常生活の足の確保や地方が取り組む地方創生

を実現するために必要な地域間交流の活発化に向け、都市計画や観光施策等との連携・

整合も図りつつ、将来にわたり持続可能な地域交通ネットワークを構築することが必要

であることから、関係者がそれぞれの責務・役割を認識したうえで連携し、それぞれの

地域に適したネットワークの構築を目指して取り組みを進める。 

 

 

 

 施策テーマ施策テーマ施策テーマ施策テーマ２２２２／／／／地域に地域に地域に地域に愛される愛媛の公共交通愛される愛媛の公共交通愛される愛媛の公共交通愛される愛媛の公共交通    

    

        ☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）    

    

            （（（（1111））））利用利用利用利用したい地域したい地域したい地域したい地域公共交通への移行公共交通への移行公共交通への移行公共交通への移行    

    

                ①①①①バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進バリアフリー化の推進    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒鉄軌道駅等や鉄軌道車両・船舶等のバリアフリー化（エレベーター鉄軌道駅等や鉄軌道車両・船舶等のバリアフリー化（エレベーター鉄軌道駅等や鉄軌道車両・船舶等のバリアフリー化（エレベーター鉄軌道駅等や鉄軌道車両・船舶等のバリアフリー化（エレベーター・・・・エスエスエスエスカレーターカレーターカレーターカレーター    

                        ・・・・スロープの設置、施設内段差解消、多機能トイレの設置、情報案内の整備等）スロープの設置、施設内段差解消、多機能トイレの設置、情報案内の整備等）スロープの設置、施設内段差解消、多機能トイレの設置、情報案内の整備等）スロープの設置、施設内段差解消、多機能トイレの設置、情報案内の整備等）    

                    ⇒ノンステップバス、ワンステップバスの導入⇒ノンステップバス、ワンステップバスの導入⇒ノンステップバス、ワンステップバスの導入⇒ノンステップバス、ワンステップバスの導入    

                    ⇒駅や車両・船舶等の整備におけるユニバーサルデザインの導入⇒駅や車両・船舶等の整備におけるユニバーサルデザインの導入⇒駅や車両・船舶等の整備におけるユニバーサルデザインの導入⇒駅や車両・船舶等の整備におけるユニバーサルデザインの導入    
    

                    公共交通施設等のバリアフリー化については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」に基づく基本方針において整備目標（平成23年 3月 31日改定）

が設定されているところであり、高齢者や障害者も含めただれもが容易に移動できるよ

う、交通事業者等関係者は公共交通施設（ターミナル等）や車両・船舶などの整備に当

たり、補助事業も活用するなど行政との連携を図りながら一層のバリアフリー化に取り

組むとともに、ユニバーサルデザインにも配慮したバリアフリー化を推進する。 

 

【参考】「交通政策基本計画」(平成27年 2月 13日閣議決定)のバリアフリー関連 

・「バリアフリーをより一層身近なものにする」が施策目標のひとつ 

・数値指標(Ｈ32年度)を明記【車両(航空機以外)、旅客施設等のバリアフリー化に 

関係する指標は、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(＝社会資本整備重点計画) 

の数値。】 

例：ノンステップバス70％、 

バスターミナル・鉄軌道駅段差解消率(平均的な利用者数3,000 人以上／日)100％ 

 

 

 

 

 



- 31 - 

バリアフリー化の状況 

 

【鉄道駅】

〇一日当たりの平均的な利用者数　3,000人以上

事業者名 駅名
段差への

対応

視覚障害者
誘導用
ブロック

障害者
対応型
トイレ

転落防止
設備

松山駅 ○ ○ ○ ○

新居浜駅 ○ ○

伊予西条駅

今治駅 ○ ○ ○ ○

松山市駅 ○ ○ ○ ○

松山市駅前停留所 ○ ○ － ○

大街道停留所 ○ ○ － ○

古町駅 ○ ○ ○ ○

松山駅前停留所 ○ － ○

６／９ ８／９ ４／６ ８／９

67% 89% 67% 89%

100% 100% 100% 100%H32年度末整備目標

伊予鉄道

適合駅数／総数（９）

H26.3.31現在適合率

ＪＲ四国

   

                    資料：四国運輸局                 資料：四国運輸局 

 

 

  

【タクシー車両】福祉タクシー車両の導入

事業者名

四国

【船舶】車いすスペースの設置、障害者対応トイレの設置等

船舶総隻数
H26.3.31現在
基準適合隻数

四国 104 30

H32年度末整備目標

28,000台
（四国の目標は1,500台）

福祉タクシー車両数
（H26.3.31現在）

780

H32年度末整備目標

50%

 

                      資料：四国運輸局           資料：愛媛県 

 

 

 

 

 

 

                                      資料：国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        資料：国土交通省 

 
年度 駅名 内容 事業費（千円）

国 2,400

内子町 2,400

ＪＲ 2,400

国 16,706

県 8,353

松山市 8,353

ＪＲ 16,706

国 52,322

県 26,162

今治市 26,162

ＪＲ 52,323

国 4,800

松山市 4,800

伊予鉄道 5,260

鉄道駅舎バリアフリー化に対する県及び市町の支援状況（平成18年度以降）

21 伊予鉄道　福音寺駅 スロープ 14,860

20 ＪＲ四国　今治駅
エレベーター

身体障害者対応型トイレ
156,969

19 ＪＲ四国　松山駅 エレベーター 83,534

内訳（千円）

18 ＪＲ四国　内子駅 身体障害者対応型トイレ 7,200
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                ②②②②交通モード交通モード交通モード交通モード間間間間のシームレス化のシームレス化のシームレス化のシームレス化の推進の推進の推進の推進    
 

          ◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒交通事業者等関係者の連携による交通機関のダイヤ編成の実施⇒交通事業者等関係者の連携による交通機関のダイヤ編成の実施⇒交通事業者等関係者の連携による交通機関のダイヤ編成の実施⇒交通事業者等関係者の連携による交通機関のダイヤ編成の実施    

                    ⇒交通モード間のアクセス向上の推進（海と陸、空と陸の連携）⇒交通モード間のアクセス向上の推進（海と陸、空と陸の連携）⇒交通モード間のアクセス向上の推進（海と陸、空と陸の連携）⇒交通モード間のアクセス向上の推進（海と陸、空と陸の連携）    
 

     複数の交通手段が接続する交通結節点を中心として、交通事業者等関係者は、交通機

関相互の適切・効果的な組合せとなるダイヤ編成に努めるなど、交通機関の相互連携等

による交通モード間のシームレス化を推進する。 

特に、四方を海に囲まれた四国に位置する本県において、県外からの交流人口を拡大

するためには、航路や航空等の広域交通と鉄道やバス等の地域交通の連携を図り、県外

からスムーズに県内各地に移動できることが必要であり、広域交通と地域交通間のシー

ムレス化を推進する。 

海と陸では航路の利用者が県内陸上交通機関を使って県内を周遊できるよう協働し

て利用促進策等に取り組むとともに、空と陸では、松山空港と市街地とのアクセス向上

を図る観点から、伊予鉄道の市内電車の空港延伸の実現可能性等について検討する。 

 

    

                ③③③③利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい料金料金料金料金体体体体系系系系のののの導入導入導入導入や運行や運行や運行や運行((((航航航航))))経路・ダイヤ経路・ダイヤ経路・ダイヤ経路・ダイヤ等等等等の改善の改善の改善の改善    
 

◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒利用しやすい料金体系の導入利用しやすい料金体系の導入利用しやすい料金体系の導入利用しやすい料金体系の導入の検討の検討の検討の検討    

    ⇒交通事業者や⇒交通事業者や⇒交通事業者や⇒交通事業者や行政行政行政行政、地域関係者による利用者ニーズに応じた運行、地域関係者による利用者ニーズに応じた運行、地域関係者による利用者ニーズに応じた運行、地域関係者による利用者ニーズに応じた運行((((航航航航))))経路の見直し経路の見直し経路の見直し経路の見直し

（既存路線の延伸・新規就航等）やダイヤ（既存路線の延伸・新規就航等）やダイヤ（既存路線の延伸・新規就航等）やダイヤ（既存路線の延伸・新規就航等）やダイヤ等等等等の改善の改善の改善の改善    
    

     交通事業者等は、引き続き、利用しやすい料金体系の導入や利用者ニーズに応じた

運行（航）経路やダイヤの改善などに努めることとし、その際には、必要に応じ、行

政や地域関係者等とも連携して、バス優先レーン拡充の検討などの運行（航）環境の

改善に取り組む。 

    

 

    ④④④④乗継割乗継割乗継割乗継割引制度の導入引制度の導入引制度の導入引制度の導入    
 

       ◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒交通事業者等関係者の連携による複数の交通機関の乗継割引制度⇒交通事業者等関係者の連携による複数の交通機関の乗継割引制度⇒交通事業者等関係者の連携による複数の交通機関の乗継割引制度⇒交通事業者等関係者の連携による複数の交通機関の乗継割引制度導入導入導入導入の検討の検討の検討の検討    
    

     複数にまたがる交通機関利用時の乗継割引制度の導入について、交通事業者等関係者

は、検討を行う。 
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    ⑤ＩＣカード⑤ＩＣカード⑤ＩＣカード⑤ＩＣカードや交通システムの導入・拡充による利用者サービスの向上や交通システムの導入・拡充による利用者サービスの向上や交通システムの導入・拡充による利用者サービスの向上や交通システムの導入・拡充による利用者サービスの向上    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒導入済ＩＣカード（伊予鉄道・ＪＲ四国）の普及と利用対象の拡充、相互利用⇒導入済ＩＣカード（伊予鉄道・ＪＲ四国）の普及と利用対象の拡充、相互利用⇒導入済ＩＣカード（伊予鉄道・ＪＲ四国）の普及と利用対象の拡充、相互利用⇒導入済ＩＣカード（伊予鉄道・ＪＲ四国）の普及と利用対象の拡充、相互利用    

の検討の検討の検討の検討    

                    ⇒ＩＣカードの新規導入（導入済ＩＣカードとの相互利用化）⇒ＩＣカードの新規導入（導入済ＩＣカードとの相互利用化）⇒ＩＣカードの新規導入（導入済ＩＣカードとの相互利用化）⇒ＩＣカードの新規導入（導入済ＩＣカードとの相互利用化）    

                    ⇒ＩＣカ⇒ＩＣカ⇒ＩＣカ⇒ＩＣカードードードード等利便性等の向上につながる交通システムの導入・拡充に向けた等利便性等の向上につながる交通システムの導入・拡充に向けた等利便性等の向上につながる交通システムの導入・拡充に向けた等利便性等の向上につながる交通システムの導入・拡充に向けた    

関係者による検討の着手関係者による検討の着手関係者による検討の着手関係者による検討の着手    
    

                    交通事業者は、手軽で利便性向上につながるＩＣカードの導入に取り組むとともに、

ＩＣカードの利用促進等を図るため、補助金の活用も図りながら利用対象の拡充等を進

める。なお、ＩＣカード導入に当たっては、複数の交通機関等での相互利用が可能とな

るなど汎用性を高めるよう関係者との連携・協力に努める。 

     また、行政や交通事業者関係者は、地域公共交通の利便性、定時制、速達性、快適性

等のサービス向上につながる新たな交通システムの導入や拡充については、費用対効果

やビッグデータの活用等国の支援策を踏まえつつ、検討を行っていく。 

 

    ⑥⑥⑥⑥パーク＆ライドパーク＆ライドパーク＆ライドパーク＆ライド、、、、サイクル＆ライドサイクル＆ライドサイクル＆ライドサイクル＆ライドの推進の推進の推進の推進    
 

◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒鉄軌道駅やバス停等での駐車場・駐輪場の整備によるパーク＆ライド、サイクル⇒鉄軌道駅やバス停等での駐車場・駐輪場の整備によるパーク＆ライド、サイクル⇒鉄軌道駅やバス停等での駐車場・駐輪場の整備によるパーク＆ライド、サイクル⇒鉄軌道駅やバス停等での駐車場・駐輪場の整備によるパーク＆ライド、サイクル

＆ライドの推進＆ライドの推進＆ライドの推進＆ライドの推進    

                    ⇒高速乗合バス停留所⇒高速乗合バス停留所⇒高速乗合バス停留所⇒高速乗合バス停留所（インターチェンジエリア等）での駐車場整備によるパーク（インターチェンジエリア等）での駐車場整備によるパーク（インターチェンジエリア等）での駐車場整備によるパーク（インターチェンジエリア等）での駐車場整備によるパーク

＆ライドの推進＆ライドの推進＆ライドの推進＆ライドの推進    
 

     鉄道・バス等地域公共交通機関への利用移行を図るため、交通事業者等は、鉄道ター

ミナルや高速乗合バス停留所等における駐車場や駐輪場の整備（パーク＆ライド、サイ

クル＆ライド）を推進する。 

 

    ⑦自転車が利用できる公共交通機関の推進⑦自転車が利用できる公共交通機関の推進⑦自転車が利用できる公共交通機関の推進⑦自転車が利用できる公共交通機関の推進    
    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒環境面や健康保持の観点から新たな取り組みとして注目される自転車が利用しや⇒環境面や健康保持の観点から新たな取り組みとして注目される自転車が利用しや⇒環境面や健康保持の観点から新たな取り組みとして注目される自転車が利用しや⇒環境面や健康保持の観点から新たな取り組みとして注目される自転車が利用しや

すい公共交通となるよう、サイクルトレイン、サイクルバス、サイクルタクシーすい公共交通となるよう、サイクルトレイン、サイクルバス、サイクルタクシーすい公共交通となるよう、サイクルトレイン、サイクルバス、サイクルタクシーすい公共交通となるよう、サイクルトレイン、サイクルバス、サイクルタクシー

の導入や交通結節拠点での駐輪場、サイクルステーション等自転車を利用しやすの導入や交通結節拠点での駐輪場、サイクルステーション等自転車を利用しやすの導入や交通結節拠点での駐輪場、サイクルステーション等自転車を利用しやすの導入や交通結節拠点での駐輪場、サイクルステーション等自転車を利用しやす

い環境の整備を推進い環境の整備を推進い環境の整備を推進い環境の整備を推進 
 
     愛媛県では、自転車をテーマに地域振興に取り組んでおり、サイクルトレイン、サイ

クルバス、サイクルタクシー等の拡充を進め、自転車の利用しやすい公共交通機関の整

備促進に取り組む。 

また、自転車の利用者が公共交通機関を利用しやすいよう、駐輪場やサイクルステー

ション、案内板、マップ等の整備を推進する。 
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            （（（（2222））））住民等が主体となった利用の促進住民等が主体となった利用の促進住民等が主体となった利用の促進住民等が主体となった利用の促進    

    

                ①①①①住民・企業等の参加による利用促進住民・企業等の参加による利用促進住民・企業等の参加による利用促進住民・企業等の参加による利用促進のためののためののためののための仕組みづくり仕組みづくり仕組みづくり仕組みづくり    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

⇒⇒⇒⇒地域公共交通の路線沿線地域の関係者（市町、交通事業者、住民、企業、商業施地域公共交通の路線沿線地域の関係者（市町、交通事業者、住民、企業、商業施地域公共交通の路線沿線地域の関係者（市町、交通事業者、住民、企業、商業施地域公共交通の路線沿線地域の関係者（市町、交通事業者、住民、企業、商業施設、設、設、設、    

医療機関、学校等）による利用促進協議会の組織化と利用促進策等の検討・実施医療機関、学校等）による利用促進協議会の組織化と利用促進策等の検討・実施医療機関、学校等）による利用促進協議会の組織化と利用促進策等の検討・実施医療機関、学校等）による利用促進協議会の組織化と利用促進策等の検討・実施    

                        ・地域自身による積極的な利用や交通機関の運営についての検討・地域自身による積極的な利用や交通機関の運営についての検討・地域自身による積極的な利用や交通機関の運営についての検討・地域自身による積極的な利用や交通機関の運営についての検討    

                        ・利用促進キャンペーン、公共交通利用による商業施設割引制度等の実施・利用促進キャンペーン、公共交通利用による商業施設割引制度等の実施・利用促進キャンペーン、公共交通利用による商業施設割引制度等の実施・利用促進キャンペーン、公共交通利用による商業施設割引制度等の実施    

                        ・・・・地域の実情に応じた旅客車両の地域の実情に応じた旅客車両の地域の実情に応じた旅客車両の地域の実情に応じた旅客車両の利活用策の検討利活用策の検討利活用策の検討利活用策の検討    

                        ・企業、商業施設、医療機関等地域関係者への財政面での協力要請（財源確保対・企業、商業施設、医療機関等地域関係者への財政面での協力要請（財源確保対・企業、商業施設、医療機関等地域関係者への財政面での協力要請（財源確保対・企業、商業施設、医療機関等地域関係者への財政面での協力要請（財源確保対    

策の検討策の検討策の検討策の検討    

・地域公共交通に関する有識者（国の「地域公共交通マイスター」等）の活用に・地域公共交通に関する有識者（国の「地域公共交通マイスター」等）の活用に・地域公共交通に関する有識者（国の「地域公共交通マイスター」等）の活用に・地域公共交通に関する有識者（国の「地域公共交通マイスター」等）の活用に    

よる各地域の組織の活性化と各地域利用促進組織への斡旋よる各地域の組織の活性化と各地域利用促進組織への斡旋よる各地域の組織の活性化と各地域利用促進組織への斡旋よる各地域の組織の活性化と各地域利用促進組織への斡旋    
    

地域公共交通は、地域が主体となって地域全体で守り育てるという意識を共有し、利

用促進を図るため、地域の関係者による協議・協働の場を設置し、積極的な利用促進、

地域の実情に応じた持続可能な移動手段の確保（運送手段の限られた地域における効率

的な車両の活用等）や利用促進の仕組みづくり、更には財源確保対策の検討などに取り

組んでいく。 

 

    ②住民が主役という意識の醸成と効果的な情報発信の強化②住民が主役という意識の醸成と効果的な情報発信の強化②住民が主役という意識の醸成と効果的な情報発信の強化②住民が主役という意識の醸成と効果的な情報発信の強化    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

⇒⇒⇒⇒公共交通機関への利用転換を総合的に推進する施策である「モビリティ・マネジ公共交通機関への利用転換を総合的に推進する施策である「モビリティ・マネジ公共交通機関への利用転換を総合的に推進する施策である「モビリティ・マネジ公共交通機関への利用転換を総合的に推進する施策である「モビリティ・マネジ

メント」への積極的な取組み、公共交通機関の利便性向上のための施策の推進メント」への積極的な取組み、公共交通機関の利便性向上のための施策の推進メント」への積極的な取組み、公共交通機関の利便性向上のための施策の推進メント」への積極的な取組み、公共交通機関の利便性向上のための施策の推進    

                        ・行政の地域公共交通利・行政の地域公共交通利・行政の地域公共交通利・行政の地域公共交通利用促進に係るキャンペーン（「用促進に係るキャンペーン（「用促進に係るキャンペーン（「用促進に係るキャンペーン（「四国統一公共交通利用促四国統一公共交通利用促四国統一公共交通利用促四国統一公共交通利用促

進キャンペーン進キャンペーン進キャンペーン進キャンペーン」等）や交通事業者と行政等関係者の協働による学校教育での」等）や交通事業者と行政等関係者の協働による学校教育での」等）や交通事業者と行政等関係者の協働による学校教育での」等）や交通事業者と行政等関係者の協働による学校教育での

電車・バスの乗り方教室等の充実電車・バスの乗り方教室等の充実電車・バスの乗り方教室等の充実電車・バスの乗り方教室等の充実    

                        ・都市イベント「バス・鉄道満喫カーニバル・都市イベント「バス・鉄道満喫カーニバル・都市イベント「バス・鉄道満喫カーニバル・都市イベント「バス・鉄道満喫カーニバル inininin 松山」を活用した公共交通の魅力松山」を活用した公共交通の魅力松山」を活用した公共交通の魅力松山」を活用した公共交通の魅力

のののの PRPRPRPR    

                        ・県ホームページ等を活用した地域公共交通関連情報（公共交通機関を利用した・県ホームページ等を活用した地域公共交通関連情報（公共交通機関を利用した・県ホームページ等を活用した地域公共交通関連情報（公共交通機関を利用した・県ホームページ等を活用した地域公共交通関連情報（公共交通機関を利用した

県外から県内へのアクセス情報等）の積極的な提供県外から県内へのアクセス情報等）の積極的な提供県外から県内へのアクセス情報等）の積極的な提供県外から県内へのアクセス情報等）の積極的な提供    

                    ⇒県や市町、事業者等によるノーマイカー通勤デーの拡充⇒県や市町、事業者等によるノーマイカー通勤デーの拡充⇒県や市町、事業者等によるノーマイカー通勤デーの拡充⇒県や市町、事業者等によるノーマイカー通勤デーの拡充    

                        ・参加者の拡充のための、参加メリット・周知方法の見直し・参加者の拡充のための、参加メリット・周知方法の見直し・参加者の拡充のための、参加メリット・周知方法の見直し・参加者の拡充のための、参加メリット・周知方法の見直し    

                        ・国のエコ通勤優良事業所認証制度との連携・国のエコ通勤優良事業所認証制度との連携・国のエコ通勤優良事業所認証制度との連携・国のエコ通勤優良事業所認証制度との連携    

                    ⇒行政や企業等における自家用車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイカー⇒行政や企業等における自家用車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイカー⇒行政や企業等における自家用車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイカー⇒行政や企業等における自家用車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイカー

（エコ）出張の推進（エコ）出張の推進（エコ）出張の推進（エコ）出張の推進    
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     県・市町・交通事業者等は、「四国統一公共交通利用促進キャンペーン」や「電車・

バスの乗り方教室」の充実、インターネット等電子媒体の活用による地域公共交通利用

の一層のPRなど、モビリティ・マネジメントへの積極的な取組みを通じて、過度に自動

車に頼る状態から公共交通機関を「かしこく」使う方向への自発的な転換を促していく。 

特に、住民や利用者に対する情報発信を強化し、地域公共交通の活性化に果たす住民

の役割の重要性、住民主役の取組みの必要性（住民自身の利用がなければ地域公共交

通の維持は不可）についての理解促進に努めるとともに、その優位性（安全・安心・

定時性・低環境負荷・・・・健康増進等）の周知に努める。さらに、運行（航）ルートやダ

イヤ、乗換案内などのインターネット等を活用した広報の拡充を推進し、地域公共交

通の利便性向上による、利用者数の増加を図る。 

     また、引き続き、本県で行政や事業者等が一体となって取り組んでいるノーマイカー

通勤デーを推進するとともに、国のエコ通勤優良事業所認証制度との連携やノーマイカ

ー出張等様々な取組みを展開する。 

 

 施策テーマ３／施策テーマ３／施策テーマ３／施策テーマ３／地域が地域が地域が地域が発展する発展する発展する発展する愛媛の公共交通愛媛の公共交通愛媛の公共交通愛媛の公共交通    

    

        ☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）    

    

            （（（（1111））））四国の新幹線四国の新幹線四国の新幹線四国の新幹線導入など鉄道の抜本的高速化への取組み導入など鉄道の抜本的高速化への取組み導入など鉄道の抜本的高速化への取組み導入など鉄道の抜本的高速化への取組み    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒四国の新幹線実現を図るため、整備計画への格上げに向けた調査実施等の四国の新幹線実現を図るため、整備計画への格上げに向けた調査実施等の四国の新幹線実現を図るため、整備計画への格上げに向けた調査実施等の四国の新幹線実現を図るため、整備計画への格上げに向けた調査実施等の国への国への国への国への

要望要望要望要望    

⇒四国の鉄道の抜本的高速化に向けた機運の醸成⇒四国の鉄道の抜本的高速化に向けた機運の醸成⇒四国の鉄道の抜本的高速化に向けた機運の醸成⇒四国の鉄道の抜本的高速化に向けた機運の醸成    
                        

     平成 27年 3月の北陸新幹線の開業、それに続く平成28年 3月の北海道新幹線の開業

など全国各地で新幹線整備が進展する中、四国の新幹線構想は、依然として基本計画か

ら整備新幹線への格上げがされておらず、鉄道の抜本的高速化について、本県・四国は

他地域に比べて大きく遅れている。 

     県内各地域間や、県内と県外の都市間の時間距離の短縮が図られる鉄道の抜本的高速

化は、利用者の利便性の向上はもちろん、観光交流の拡大といった地域振興や経済活性

化にも大きな役割を果たすと期待される。 

また、抜本的高速化による鉄道需要の増加は、輸送密度の低いローカル線を担ってい

るＪＲ四国の経営安定化につながり、四国の鉄道ネットワークの維持にも資すると考え

られる。 

更に、新線建設等による路線の高規格化は、地震などの災害対策としても重要であり、

県と市町との連携のもと、県内・四国への新幹線等の導入について国への要望や県内の

機運醸成等に引き続き取り組むとともに、四国4県と経済界との連携を一層強化し、国

への働きかけを強化・推進していく。 

また、新幹線実現までの間の過渡的な鉄道高速化の手法の1つとして期待されるフリ

ーゲージトレインの早期実用化に向けた技術開発の促進も、併せて国に働きかけていく。 
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   （（（（2222））））高速乗合バス路線の高速乗合バス路線の高速乗合バス路線の高速乗合バス路線の維持・維持・維持・維持・拡充拡充拡充拡充    

    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒東予（今治・西条・新居浜・四国中央市等）や南予（大洲・八幡浜・⇒東予（今治・西条・新居浜・四国中央市等）や南予（大洲・八幡浜・⇒東予（今治・西条・新居浜・四国中央市等）や南予（大洲・八幡浜・⇒東予（今治・西条・新居浜・四国中央市等）や南予（大洲・八幡浜・西予・宇和西予・宇和西予・宇和西予・宇和

島島島島市市市市等）からの発着・経由路線の設定（新規路線の等）からの発着・経由路線の設定（新規路線の等）からの発着・経由路線の設定（新規路線の等）からの発着・経由路線の設定（新規路線の運行運行運行運行や既存路線の経由等）、や既存路線の経由等）、や既存路線の経由等）、や既存路線の経由等）、

高速乗合高速乗合高速乗合高速乗合バスの乗継に向けた検討（高速乗合バス停留所でのパーク＆ライド等もバスの乗継に向けた検討（高速乗合バス停留所でのパーク＆ライド等もバスの乗継に向けた検討（高速乗合バス停留所でのパーク＆ライド等もバスの乗継に向けた検討（高速乗合バス停留所でのパーク＆ライド等も

含む）含む）含む）含む）    

    

                    都市間バス輸送である高速乗合バスは、首都圏や関西圏などニーズの高いエリアと県

内各地を結ぶ広域交通として重要な地域公共交通であり、一層の利便性向上が求められ

るとともに、その収益が、生活バスの原資にもなっていることから、利用者増に向けて、

交通事業者や市町等関係者は、路線数や運行本数の増加、更には乗降場所の追加などの

充実策を図っていく。 

 

   （（（（3333）本県と県外を結ぶフェリー航路等の維持・拡充）本県と県外を結ぶフェリー航路等の維持・拡充）本県と県外を結ぶフェリー航路等の維持・拡充）本県と県外を結ぶフェリー航路等の維持・拡充    

    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒高速道路の通行料金割引等の影響を受けるフェリー航路等支援の国への要望（本⇒高速道路の通行料金割引等の影響を受けるフェリー航路等支援の国への要望（本⇒高速道路の通行料金割引等の影響を受けるフェリー航路等支援の国への要望（本⇒高速道路の通行料金割引等の影響を受けるフェリー航路等支援の国への要望（本

四間フェリー等と高速道路の乗継割引の実施など）四間フェリー等と高速道路の乗継割引の実施など）四間フェリー等と高速道路の乗継割引の実施など）四間フェリー等と高速道路の乗継割引の実施など）    

                    ⇒⇒⇒⇒航路利用の優位性・快適性の周知や陸上交通との連携航路利用の優位性・快適性の周知や陸上交通との連携航路利用の優位性・快適性の周知や陸上交通との連携航路利用の優位性・快適性の周知や陸上交通との連携、観光イベントとのタイア、観光イベントとのタイア、観光イベントとのタイア、観光イベントとのタイア

ップ等によるフェリー航路等の利用促進策の推進ップ等によるフェリー航路等の利用促進策の推進ップ等によるフェリー航路等の利用促進策の推進ップ等によるフェリー航路等の利用促進策の推進    

    

     本県と県外を結ぶフェリー航路等は、高速道路料金施策の影響等により、利用者が激

減し、航路の廃止が相次ぐなど厳しい状況となっているが、利用者の利便性向上(多様

な選択肢の確保)はもとより、環境負荷の低減につながるモーダルシフトの推進、更に

は、大規模災害発生時の緊急輸送手段の確保の観点からも、欠かすことのできないもの

であり、県においては、フェリー航路等への支援を国に要望するほか、事業者や行政、

観光等関係者が連携して航路の利用促進を図るとともに、支援のあり方について検討を

進めていく。 

 

   （（（（4444）国内外との航空路線の拡充）国内外との航空路線の拡充）国内外との航空路線の拡充）国内外との航空路線の拡充    

    

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒松山空港の国内・国際定期路線の⇒松山空港の国内・国際定期路線の⇒松山空港の国内・国際定期路線の⇒松山空港の国内・国際定期路線の拡充等に向けた航空会社等への要望拡充等に向けた航空会社等への要望拡充等に向けた航空会社等への要望拡充等に向けた航空会社等への要望    

                    ⇒松山空港利用促進協議会による利用促進策の実施⇒松山空港利用促進協議会による利用促進策の実施⇒松山空港利用促進協議会による利用促進策の実施⇒松山空港利用促進協議会による利用促進策の実施 

 

     本県の空の玄関口である松山空港の国内・国際定期路線の維持・拡充（増便・新規路

線就航）と、より利便性の高いダイヤの実現に向け、引き続き、県や関係者等による航

空会社等への働きかけを行うとともに、松山空港の利用促進のための様々な取組みを進

めていく。 
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     国内線は、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、大幅な増加が期待され

ている訪日外国人を本県に呼び込み、地域の活性化につなげるため、首都圏空港の発着

枠の拡充に合わせ、首都圏と松山を直結する路線の一層の充実に取り組むとともに、路

線の充実に必要となる空港機能を確保するため、現行ターミナル地域の利用の見直しを

求めていく。 

また、国際情勢等の影響を受けやすい国際線については、既存路線の利用促進に努め

るとともに、愛媛松山－台北松山チャーター便の運航を機に交流がますます活発化して

いる台湾との定期路線化を目指し、関係機関との協議を進める。 

 

   （（（（5555））））駅・港・空港駅・港・空港駅・港・空港駅・港・空港等等等等と市街地と市街地と市街地と市街地ののののアクセスの向上アクセスの向上アクセスの向上アクセスの向上    
    

     地域公共交通機関においては、県内外の移動拠点として重要な駅・港・空港や大規模

集客施設（愛媛県総合運動公園等）と市街地域とのアクセスの一層の向上も重要な将来

的課題となっており、市内電車の空港延伸も含め行政や交通事業者等関係者が連携して

検討を進めていく。 
 

            ◆将来的な課題◆将来的な課題◆将来的な課題◆将来的な課題    

◇◇◇◇市街地域から駅・港・空港等への一層の市街地域から駅・港・空港等への一層の市街地域から駅・港・空港等への一層の市街地域から駅・港・空港等への一層のアクセスアクセスアクセスアクセスの向上の向上の向上の向上    

◇◇◇◇JRJRJRJR 四国と伊予鉄道の相互接続四国と伊予鉄道の相互接続四国と伊予鉄道の相互接続四国と伊予鉄道の相互接続    

 

 

 

 施策テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通施策テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通施策テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通施策テーマ４／環境に優しい愛媛の公共交通    

    

        ☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）    

    

            （（（（1111））））環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷の小さいの小さいの小さいの小さいバス・鉄道バス・鉄道バス・鉄道バス・鉄道・フェリー・フェリー・フェリー・フェリー等等等等への利用転換への利用転換への利用転換への利用転換    

 

    ◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒県による⇒県による⇒県による⇒県によるノーマイカーノーマイカーノーマイカーノーマイカー通勤デーの拡充（実施日や参加者の通勤デーの拡充（実施日や参加者の通勤デーの拡充（実施日や参加者の通勤デーの拡充（実施日や参加者の拡充拡充拡充拡充）〔再掲〕）〔再掲〕）〔再掲〕）〔再掲〕    

                    ⇒行政や企業等における自家用⇒行政や企業等における自家用⇒行政や企業等における自家用⇒行政や企業等における自家用自動自動自動自動車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイ車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイ車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイ車利用を控えバス・鉄道等を利用したノーマイ

カー（エコ）出張の推進〔再掲〕カー（エコ）出張の推進〔再掲〕カー（エコ）出張の推進〔再掲〕カー（エコ）出張の推進〔再掲〕    

    

                    自家用自動車に比べ輸送量あたりの二酸化炭素排出量が少なく、環境に優しいバス・

鉄道・フェリー等の優位性について、行政や交通事業者等関係者は広く周知し、マイカ

ーから地域公共交通への利用転換（行政や企業のノーマイカー通勤デー・ノーマイカー

出張の積極的な実施等）を更に促進する。 
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                                                                                                                                                                                                                資料：国土交通省    

                                   

            （（（（2222））））モモモモーダルシフトの推進ーダルシフトの推進ーダルシフトの推進ーダルシフトの推進    
 

                ◎◎◎◎取組みの方向取組みの方向取組みの方向取組みの方向    

                    ⇒陸上のトラック輸送⇒陸上のトラック輸送⇒陸上のトラック輸送⇒陸上のトラック輸送から海上から海上から海上から海上輸送や鉄道輸送や鉄道輸送や鉄道輸送や鉄道貨物貨物貨物貨物輸送への利用転換策（インセンティ輸送への利用転換策（インセンティ輸送への利用転換策（インセンティ輸送への利用転換策（インセンティ

ブ方策）の検討ブ方策）の検討ブ方策）の検討ブ方策）の検討    
                        

物流は、トラック輸送が国内貨物輸送の約9割（トンベース）を担っており、県民生活

や産業の維持に欠かせないものとなっているが、海に囲まれた四国においては、フェリー

航路といった輸送手段もあり、多様な公共交通機関の利活用の観点に加え、物流における

二酸化炭素削減の観点等から、環境負荷の小さいフェリーや鉄道等を活用した貨物輸送へ

の転換促進策等について、県や交通事業者、物流業者等関係者による検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

資料：国土交通省 

資料：国土交通省 

資料：日本のトラック輸送産業現状と課題2013（（公社）全日本トラック協会） 
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            （（（（3333））））車両・船舶等の車両・船舶等の車両・船舶等の車両・船舶等の EVEVEVEV・ハイブリッド・ハイブリッド・ハイブリッド・ハイブリッド・省エネ化・省エネ化・省エネ化・省エネ化やエコドライブやエコドライブやエコドライブやエコドライブの推進の推進の推進の推進    
 

                ◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒EVEVEVEV車両（バス、タクシー等）の導入促進車両（バス、タクシー等）の導入促進車両（バス、タクシー等）の導入促進車両（バス、タクシー等）の導入促進、エコドライブの推進、エコドライブの推進、エコドライブの推進、エコドライブの推進    

                    ⇒鉄道車両・船舶における省エネルギー化の推進（車両更新等整備時の導入）⇒鉄道車両・船舶における省エネルギー化の推進（車両更新等整備時の導入）⇒鉄道車両・船舶における省エネルギー化の推進（車両更新等整備時の導入）⇒鉄道車両・船舶における省エネルギー化の推進（車両更新等整備時の導入）    
 

交通事業者は、バス・タクシー・鉄道車両、船舶等の導入に当たって、各種補助制度

等も活用しながら、EV・ハイブリッド・省エネ化等エネルギー効率の良い車両等の導入

に努めるとともにエコドライブの推進にも取り組む。 

 

 

 施策テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通施策テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通施策テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通施策テーマ５／災害に強い愛媛の公共交通    

    

        ☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）☆施策の展開方向（重点的に取り組むべき方向）    

    

            （（（（1111））））複数複数複数複数交通交通交通交通ルートルートルートルートの維持・確保の維持・確保の維持・確保の維持・確保    
 

                ◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒本県と県外を結ぶフェリー航路⇒本県と県外を結ぶフェリー航路⇒本県と県外を結ぶフェリー航路⇒本県と県外を結ぶフェリー航路等等等等の維持・拡充（再掲）の維持・拡充（再掲）の維持・拡充（再掲）の維持・拡充（再掲）    

                    ⇒補助制度活用⇒補助制度活用⇒補助制度活用⇒補助制度活用等による等による等による等による生活生活生活生活バスバスバスバス、離島航路、離島航路、離島航路、離島航路の維持の維持の維持の維持    
 

     本州・九州と愛媛、また、島しょ部と陸地部とのアクセスについて、災害発生時に対

応できる複数ルートの確保のため、行政や交通事業者等関係者は、陸上ルートに加え、

海上ルート（フェリー航路等）の維持・拡充に向けた取組みを進める。 

   （（（（2222））））災害に強い施設整備の推進災害に強い施設整備の推進災害に強い施設整備の推進災害に強い施設整備の推進    
 

       ◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒ターミナル施設や路線等の防災対策の実施⇒ターミナル施設や路線等の防災対策の実施⇒ターミナル施設や路線等の防災対策の実施⇒ターミナル施設や路線等の防災対策の実施    

                    ⇒鉄道施設緊急耐震対策事業等を活用した鉄道の緊急耐震対策の実施⇒鉄道施設緊急耐震対策事業等を活用した鉄道の緊急耐震対策の実施⇒鉄道施設緊急耐震対策事業等を活用した鉄道の緊急耐震対策の実施⇒鉄道施設緊急耐震対策事業等を活用した鉄道の緊急耐震対策の実施    

                    ⇒鉄道の抜本的高速化の推進（再掲）⇒鉄道の抜本的高速化の推進（再掲）⇒鉄道の抜本的高速化の推進（再掲）⇒鉄道の抜本的高速化の推進（再掲）    
    

     耐震性の強化など鉄道・港湾・空港等のターミナル施設・路線等の防災対策について、

施設管理者や交通事業者等関係者は補助制度等を活用しながら、一層の整備を進めてい

く。 

また、鉄道について、抜本的高速化の整備は、新線建設などにより、路線等の高規格

化が図られるなど災害に強い鉄道づくりが推進されることとなるため、県等関係者はそ

の取組みを進めていく。 
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            （（（（3333））））交通事業者交通事業者交通事業者交通事業者・運輸事業者・運輸事業者・運輸事業者・運輸事業者のののの事業継続計画（事業継続計画（事業継続計画（事業継続計画（BCPBCPBCPBCP））））の策定の策定の策定の策定    
 

             ◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒⇒⇒⇒BCPBCPBCPBCP 策定に係る支援制度等も活用した事業継続計画（策定に係る支援制度等も活用した事業継続計画（策定に係る支援制度等も活用した事業継続計画（策定に係る支援制度等も活用した事業継続計画（BCPBCPBCPBCP）の策定や計画内容更新）の策定や計画内容更新）の策定や計画内容更新）の策定や計画内容更新

の推進の推進の推進の推進    
    

     災害発生時のダメージを最小限にとどめ、地域の生命線となる交通ネットワークの維

持と早期復旧を図るため、交通事業者・運輸事業者は、緊急時の事業継続方法等を定め

た事業継続計画（BCP）の策定など災害発生時の迅速・的確な対応が可能となるよう努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省（ただし業種別策定状況については内閣府） 

（（（（4444）県・市町における災害時の応援協定の体制整備）県・市町における災害時の応援協定の体制整備）県・市町における災害時の応援協定の体制整備）県・市町における災害時の応援協定の体制整備    
 

◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向◎取組みの方向    

                    ⇒応援協定に基づく具体的活動内容の検討（県旅客船協会⇒応援協定に基づく具体的活動内容の検討（県旅客船協会⇒応援協定に基づく具体的活動内容の検討（県旅客船協会⇒応援協定に基づく具体的活動内容の検討（県旅客船協会及びバス協会、及びバス協会、及びバス協会、及びバス協会、    

ハイヤー・タクシー協会等ハイヤー・タクシー協会等ハイヤー・タクシー協会等ハイヤー・タクシー協会等））））    

                    ⇒活動成果に基づく応援活動内容の強化策の検討等（県トラック協会関係）⇒活動成果に基づく応援活動内容の強化策の検討等（県トラック協会関係）⇒活動成果に基づく応援活動内容の強化策の検討等（県トラック協会関係）⇒活動成果に基づく応援活動内容の強化策の検討等（県トラック協会関係）    

                    ⇒市町における大規模災害時における各地域交通関係者との応援協定の締結⇒市町における大規模災害時における各地域交通関係者との応援協定の締結⇒市町における大規模災害時における各地域交通関係者との応援協定の締結⇒市町における大規模災害時における各地域交通関係者との応援協定の締結    
    

     大規模災害時における人員・物資の緊急輸送体制の確保等をはじめとする行政と民間

との応援協定を締結している団体が、円滑に緊急輸送等の支援活動に従事できるよう協

定内容の具体化に努め、災害に強い体制づくりに一層取り組む。 
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ⅥⅥⅥⅥ    指針の推進指針の推進指針の推進指針の推進体制体制体制体制    

    

本指針を推進し、愛媛の地域公共交通の活性化を実現するためには、行政、交通事業者、県民・

地域が「地域全体で守り育てる」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

に進めることが必要である。 

 

 

 

   ◎ 市町においては、現在、行政、交通事業者、地域関係者等が参画し、それぞれの地域の公

共交通のあり方や役割分担、活性化方策についての検討・合意形成を図る組織（地域公共交

通会議・地域公共交通活性化協議会・航路改善協議会等）が設置されるなど推進体制の整備

が進められているところであるが、こうした推進体制の全県的整備を進め、地域公共交通活

性化に向けた各地域での取組みを更に推進する。 

 

 

   ◎ 全県的な取組みについては、国・県・市町、交通事業者・団体、地域づくり団体、利用者、

学識経験者等で構成される「愛媛県地域交通活性化推進会議（会長：柏谷増男愛媛大学名誉

教授）」において、推進方策を検討するとともに、各地域や交通事業者等関係者の取組状況

の把握や支援に努めるなど、本指針の推進役となって、地域公共交通の活性化に取り組む。 

     また、東予・中予・南予といった各地域の特性に応じた活性化への取組みについては、各

地方局に設置されている「愛媛県地域交通活性化地区協議会（会長：地方局総務企画部長）」

が中心となり、事業実施に当たっての市町や交通事業者、地域関係者との調整や情報共有を

図るとともに、県と全市町で構成する「愛媛県地域公共交通連絡協議会」において、課題解

決に向けた取組みを行っていくなど、県と市町等関係者は、連携・協働しながら地域公共交

通の活性化を進めていく。 

 

 

   ◎ 更に、「予土線利用促進対策協議会（会長：鬼北町長）」などの利用促進組織においては、

引き続き、地域関係者等参画者の連携・協働の下、地域公共交通機関の活性化に向けた取組

みを一層強化するとともに、必要に応じ、路線や航路の維持等に係る地域関係者による新た

な利用促進のための組織の設置も検討する。 
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地域の実情に応じて生活交通の確保に
関する事項を検討・報告

本 県 の 地 域 交 通 活 性 化 の 推 進 体 制本 県 の 地 域 交 通 活 性 化 の 推 進 体 制本 県 の 地 域 交 通 活 性 化 の 推 進 体 制本 県 の 地 域 交 通 活 性 化 の 推 進 体 制

　人口減少や過疎化、マイカーの普及、景気の低迷など交通を取り巻く環境の著しい変化
等により、存続が危ぶまれる地域の公共交通を維持・確保するとともに、本県の総合的な
地域交通体系のあり方を検討し、地域交通の活性化を推進する。

「総合的な地域交通体系のあり方」という政策的視点で
地域交通関係者が継続的に協議する場（常設機関）

愛媛県地域交通活性化推進会議（本庁）愛媛県地域交通活性化推進会議（本庁）愛媛県地域交通活性化推進会議（本庁）愛媛県地域交通活性化推進会議（本庁）

・地域公共交通の維持・確保、活性化に関する検討
・地域公共交通活性化のための指針(あり方)に関する検討
・生活交通ネットワーク計画の策定及び事業の評価に関する検討
・その他地域交通の活性化に関する検討

＜ 航路・バ ス・鉄道 ＞

・生活交通ネットワーク計画(ﾊﾞｽ・航路・鉄道)の策定及び事業の評価に関す

る検討

・具体的な生活交通の確保に関する検討

・その他各地方局管内の生活交通の確保に関する検討
生活交通ネットワーク計画とは・・・
国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用するための計画

愛媛県地域交通活性化地区協議会（地方局）愛媛県地域交通活性化地区協議会（地方局）愛媛県地域交通活性化地区協議会（地方局）愛媛県地域交通活性化地区協議会（地方局）

 


