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とちぎ公共交通広域ネットワークガイドライン 

はじめに 
 

公共交通は、近年の少子高齢化の進行等の社会的背景から、これまでの交通産業としての採算性を基

本とした事業から、社会資本として生活に必要なサービスとなってきています。 

近年、各市町でコミュニティバス等の導入が進め

られ、市町内での移動に関するサービスの確保がな

されてきている一方で、運営主体やサービス対象の

観点から、市町域をまたいだ連携等が図れておらず、

広域的な移動に関するサービスの確保については解

消を図っていく必要があります。 

 

本ガイドラインは、各市町担当者等が、複数の市

町を連絡し、行政間の協働が必要となる中長距離の

公共交通（バス）を新規導入・見直し改善する際に、検討すべき事項やその手法について示したもので

す。 

なお、本ガイドラインは「とちぎ生活交通ネットワークガイドライン（平成 26 年 4 月栃木県生活交

通対策協議会）」における“広域的な生活交通”の具体な導入方法について整理したものです。 

手引書として「とちぎ公共交通広域ネットワークガイドライン」をご活用ください。 

 

 

  

◇とちぎ生活交通ネットワークガイドラインにおける協働者とその役割

～生活交通のコーディネーター及び運営主体として～
 市町村は、民間バス路線に対する支援のほか、コミュニティバス・デマンド交通等の運営・管理を担う

主体として、地域の生活交通の現状を診断し、生活交通の維持・充実に向けた「計画」（「戦略」、「ビ
ジョン」）の立案など、中心的な役割を担うことが求められます。

 また、策定した「計画」をもとに、交通事業者や地域住民との「連携」「協働」により、地域特性に適応
した効果的・効率的な運行サービスを導入し、生活交通を維持・充実させていくことが求められます。

市町村
の役割

～生活交通のユーザーとして～
 生活交通は、実際に地域の方々が利用することによりはじめて成立します。
 地域の住民や企業は、地域の生活の足となっている身近な生活交通に関心を持つとともに、市町村

や交通事業者と連携し、生活交通を守り育てていくことが求められます。

地域の役割

～生活交通の運行主体として～
 交通事業者は、生活交通の運行主体として、市町村や地域との「連携」「協働」のもと、運行ルートや

ダイヤ調整等の運行サービスの適宜見直し、鉄道やコミュニティバス、デマンド交通等との連携など
を通じて、路線の維持・充実にむけて、地域特性に適合した効果的・効率的な方法で生活交通を供
給することが求められます。

交通事業者
の役割

～広域的な生活交通確保の視点からの支援～
 県は、生活交通を支えている交通事業者・市町村への情報提供・助言・運行支援等のほか、市町村

を越える広域な移動に対応する生活交通について、関係者間の調整を図るなど、広域的な生活交
通ネットワークの維持・充実にむけた支援を行います。

県の役割
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