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計画の概要計画の概要

●計画の目的●計画の目的

　久慈市地域公共交通網形成計画は、久慈市が目指す将来像の実現に向けて、公共交通のあるべき姿を示すとともに、
久慈市の公共交通が抱える問題・課題等に対して、将来的にも市民の生活を支える “持続可能な公共交通” の構築に
向けた考え、取り組みなどを定めるものです。

●計画の位置づけ●計画の位置づけ

　本計画は久慈市が目指す将来像の実現に向けて公共交通のあるべき姿を示すものであることから、市の最上位計画で
ある第 2次久慈市総合計画を上位計画として定めて整合を図るとともに、国が示す法律の位置づけなども踏まえるもの
とします。

公共交通に関する基本的な方針と目標公共交通に関する基本的な方針と目標

公共交通に求められる役割

公共交通に関する課題

公共交通のあるべき姿を
検討する上で必要な考え要な考え

 

久慈市が目指す将来像：
 

子どもたちに誇れる　笑顔日本一のまち　久慈

 

■市民の安心な暮らしの構築に向けた移動手段の確保

■市民に愛される公共交通の推進

■定住化に向けた生活交通の確保

■住宅地と商業地のアクセス手段の確保

■住宅地における公共交通の利便性の確保

■復興に向けた交流促進に資する移動手段の確保

■中心市街地における回遊性の確保

■一体的で持続性の高い公共交通
　ネットワークの形成

■広域（市内外）の移動への対応

■市内地域間の移動への対応

■地域内の移動への対応

■交通結節点の強化

■路線ごとの利用実態を踏まえた
　効率化

■市民ニーズへの対応による新たな
　利用者層の取り込み

■多様な主体との連携・協働による
　公共交通の支援体制の構築

●公共交通のあるべき姿（基本方針）●公共交通のあるべき姿（基本方針）

まちの持続性

○久慈圏域の中心として都市機能の維持
○久慈市街地における中心機能の維持
○地域内外および市町村間の交流を促進
○拠点機能の維持・拡充
○地域活力の維持および地域の魅力向上

公共交通の利便性

○久慈市と他市町村の移動を支援
○久慈市街地へのアクセス手段の確保
○久慈市街地内の回遊性の確保
○各地域でのセーフティネットの確保
○公共交通同士の連携

公共交通の効率性

○公共交通の適切な役割分担
○適切な交通サービスの提供
○市民ニーズ等への対応
○他の分野との役割分担・連携
○運営・運行体制の改善

公共交通の持続性

○公共交通の一体性の確保
○各主体との連携・協働による取り組み
○拠点間の連携強化
○地域内の移動手段の適切な維持
○新たな利用者などの取り込み

〔基本方針１〕〔基本方針１〕
市内・市外の交流活性化
に資する公共交通
（まちの持続性）

市内・市外の交流活性化市内・市外の交流活性化
に資する公共交通に資する公共交通
（まちの持続性）（まちの持続性）

〔基本方針２〕〔基本方針２〕
過度に自動車へ依存しない
暮らしを支える公共交通
（公共交通の利便性）

過度に自動車へ依存しない過度に自動車へ依存しない
暮らしを支える公共交通暮らしを支える公共交通
（公共交通の利便性）（公共交通の利便性）

〔基本方針３〕〔基本方針３〕
誰もが利用しやすく・

事業者も運行しやすい公共交通
（公共交通の効率性）

誰もが利用しやすく・誰もが利用しやすく・
事業者も運行しやすい公共交通事業者も運行しやすい公共交通
（公共交通の効率性）（公共交通の効率性）

久慈圏域の中核として市内外の
連携を支えるとともに、市内における

地域間の連携強化を支え、
さらなる交流活性化に
資する公共交通をめざす

〇効果的・効率的
　な公共交通体系
〇愛着あふれる
　公共交通

〇効果的・効率的〇効果的・効率的
　な公共交通体系　な公共交通体系
〇愛着あふれる〇愛着あふれる
　公共交通　公共交通

〔基本方針４〕〔基本方針４〕
協働により育まれる強固な基盤の公共交通（公共交通の持続性）協働により育まれる強固な基盤の公共交通（公共交通の持続性）協働により育まれる強固な基盤の公共交通（公共交通の持続性）

学生も高齢者も、誰もが気軽に
外出・移動できる環境を整え、
自動車が無くても安心して
暮らすことができる生活
を支える公共交通を

めざす

地域の特性や市民のニーズに
応じた公共交通サービスを

提供するとともに、交通事業者も
将来にわたって無理なく
運行することができる
公共交通をめざす

市民・事業者・行政などの様々な主体の協働のもと、みんなで取り組み、
みんなで育み、将来的にも持続性が高く、強固な基盤をもった公共交通を
めざす

　上位計画や関連計画、公共交通に関する課題、公共交通
に必要となる考えを踏まえて、久慈市における公共交通の
あるべき姿として、以下に示す 4つの基本方針を定めます。
　これらに基づき本計画を推進することにより、将来像の
実現に向けて公共交通が果たすべき役割として、第 2次久
慈市総合計画に定められる「効果的・効率的な公共交通体
系」および「愛着あふれる公共交通」の達成をはかります。



久慈市地域公共交通網形成計画久慈市地域公共交通網形成計画

●計画の区域●計画の区域

　本計画は久慈市全域を計画対象区域とします。

●計画期間●計画期間

　本計画は 2019 年度（平成 31 年度）から 2023 年度（平成 35 年度）までの 5か年とします。

●計画の対象とする交通手段●計画の対象とする交通手段

　本計画は鉄道・路線バス・市民バス・タクシー・スクールバスを対象とします。

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

計画の目標・施策展開の方向性計画の目標・施策展開の方向性

施策展開の方向性施策展開の方向性計画の目標計画の目標

■公共交通の再編・見直し等に係る事業

■再編・見直し等に関連して実施する事業

基本目標１：
市内外の連携を支える公共交通
ネットワークの形成

基本目標２：
久慈市街地へのアクセス性
の確保

基本目標３：
市街地の移動の利便性の向上

基本目標４：
地域ごとの効率的な公共交通
体系の構築

基本目標５：
市民・事業者・行政の適切な
役割分担

基本目標６：
新たな利用者の獲得・利用促進

○久慈市内外の広域的な連携
　および交流促進に資する、
　公共交通ネットワークの確
　保利および利便性の維持を
　図る。

○市内の各地域における安心
　な生活環境の確保および定
　住促進への寄与に向け、市
　街地へのアクセス手段の適
　切な確保を図る。

○市街地における回遊性の向
　上および居住環境の魅力向
　上に向け、市街地における
　公共交通の利便性の向上を
　図る。

○持続性の高い公共交通の構
　築に向けて、地域ごとの特
　性および利用実態等に応じ
　た効率的な公共交通体系の
　構築を図る。

○誰もから愛される久慈市の
　公共交通の実現および持続
　性の向上に向け、さまざま
　な主体ごとに果たすべき役
　割の分担・明確化を図る。

○久慈市の地域公共交通のさ
　らなる基盤の強化および持
　続性の向上に向け、新たな
　利用者の獲得および利用促
　進を図る。

方向性３：市街地における回遊性の向上方向性３：市街地における回遊性の向上
○久慈市の中心市街地における拠点間移動の利便性向上に向けて、
　市民バスの運行体系（経路・ダイヤ等）の見直しを図る。

方向性１：鉄道・路線バスの適切な維持方向性１：鉄道・路線バスの適切な維持
○久慈市と他市町村を結ぶ鉄道・路線バス等の確保・維持に向けて、
　県や他市町村と連携して適切なあり方について検討。

方向性２：住宅地エリアにおける利便性の向上方向性２：住宅地エリアにおける利便性の向上
○住宅地エリアの居住環境としての魅力向上等に向けて、路線バスの
　活用なども含めて、公共交通全体の見直しを図る。

方向性５：地域の特性等に応じた交通サービスの提供方向性５：地域の特性等に応じた交通サービスの提供
○公共交通の効率的な運行体系の構築に向けて、地域の特性や公共交通
　の利用実態等を踏まえたサービスのあり方の検討および提供を図る。

方向性６：地域の中心拠点および地域間連携の強化方向性６：地域の中心拠点および地域間連携の強化
○一体的な公共交通ネットワークの構築に向けて、久慈市の公共交通の
　核となる拠点の設定および地域における拠点の設定・連携強化を図る。

方向性７：公共交通機関同士の接続性の向上方向性７：公共交通機関同士の接続性の向上
○有機的な公共交通ネットワークの構築に向けて、拠点における公共交
　通機関同士の接続性の向上を図る。

方向性４：中心市街地へのアクセス手段の適切な確保・維持方向性４：中心市街地へのアクセス手段の適切な確保・維持
○各地域から中心市街地までのアクセス性の確保に向けて、利用実態等
　に応じて適切な運行に見直しつつ、利便性の確保を図る。

方向性８：地域等との協働による公共交通の確保・維持方向性８：地域等との協働による公共交通の確保・維持
○マイバス・マイレール意識の醸成に向けて、地域や市民、企業等と連
　携し、協働による公共交通の確保・維持体制の確保を図る。

方向性９：地域・利用者・交通事業者との意見交換の場の創出方向性９：地域・利用者・交通事業者との意見交換の場の創出
○市民バスの適切な運営や運行体制の構築に向けて、地域や利用者の意
　見・意向などの把握、交通事業者と情報共有を図る。

方向性 11：利用しやすい運賃体系の導入検討方向性 11：利用しやすい運賃体系の導入検討
○公共交通の利用しやすさの向上に向けて、現行の運賃体系の見直しを
　検討するとともに、事業者間が連携した取り組みを検討。

方向性 12：わかりやすい案内・情報発信等の充実方向性 12：わかりやすい案内・情報発信等の充実
○公共交通の分かりやすさの向上に向けて、待ち合い環境における案内
　等の充実や、情報発信等の充実を図る。

方向性 13：各種イベント・モビリティマネジメント等の展開方向性 13：各種イベント・モビリティマネジメント等の展開
○高齢者層や小・中学生、高校生などにおける新たな利用者の獲得に向
　けて、各種イベントやモビリティマネジメント等の展開を図る。

方向性 10：他の分野と連携した利用促進策の展開方向性 10：他の分野と連携した利用促進策の展開
○公共交通のさらなる利用の促進に向けて、他の分野とも連携し、利用
　者に魅力的な企画等の展開を図る。

路線バスの生産性向上に向けた

市民バスの再編・見直し

市街地内移動の利便性向上

に向けた市民バスの再編 ・見直し

実績と実情を踏まえた

市民バスの再編 ・見直し

交通サービスの効率化に向けた

地域内交通等の見直し

協働による地域内交通の導入検討

待ち合い環境や案内等の充実

による拠点機能の強化

施策・事業の内容施策・事業の内容

事業１

事業２

事業３

事業４

事業５

事業６

事業７

事業８

事業９

事業10

事業11

事業12

事業13

事業14

公共交通の協働サポート事業の検討

地域・利用者・交通事業者との

意見交換会の開催

観光等と連携した企画の実施

運賃体系の見直し検討

公共交通マップ ・総合時刻表の作成

愛着事業 （PR イベント ・ 乗り方

教室等） の実施

モビリティマネジメントの実施

バス停などの利用環境の改善



実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

市民バスの見直し

効果検証

利用状況に応じて
適宜見直し

次期計画の検討

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

市民バスの見直し

効果検証
案内表示の見直し

利用状況に応じて
適宜見直し

次期計画の検討

久
慈
駅

商
業
施
設

県
立
病
院

見直し前

見直し後

 【見直し前】

○ 同様の時間帯に同様

の拠点間を運行 

【見直し後】  
○路線間でのダイヤ調
整により運行間隔を
平準化  
○一定の時間に市民バ
スを利用できるた
め、利用者の利便性
が向上

実施主体
○久慈市
○交通事業者

○市民

スケジュール

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

市民バスの見直し

効果検証

利用状況に応じて
適宜見直し

次期計画の検討

項項目  
基基準値  

基基準①  基基準②  基基準③  

1 便あたりの利用者数 5.0 人未満 
5.0 人以上 

10.0 人未満 
10.0 人以上 

バス停ごとの 1 日あたり平均利

用者数 
0.1 人/日以下 — — 

路線ごとの運行経費に対する運

賃収入の割合（収支率） 
15.0％未満 

15.0％以上 

30.0％未満 
30.0%以上 

 

・市民バス以外に代替手段となる移動手段が無いこと 

・地域内に商業施設・医療施設などが無いこと 

・遠距離通学が必要となる児童・生徒がいること 

・その他、地域との意見交換により留意が必要であると認められる事項など 

 

 表　表　定量的な評価項目

表　定性表　定性的な評価項目

公共交通の再編・見直しに係る事業公共交通の再編・見直しに係る事業

●路線バスの生産性向上に向けた市民バスの再編・見直し●路線バスの生産性向上に向けた市民バスの再編・見直し

●市街地内移動の利便性向上に向けた市民バスの再編・見直し●市街地内移動の利便性向上に向けた市民バスの再編・見直し

●実績と実状を踏まえた市民バスの再編・見直し●実績と実状を踏まえた市民バスの再編・見直し

○路線バスと重複する市民バスの運行経路を見直すことで、路線バスに需要を
　集約し、生産性向上を図ります。また、鉄道・路線バスの適切な維持に向け
　て、県・他市町村と連携して取り組みます。

○市民バスの運行経路の見直しを図り、幹線道路

　（国道２８１号）は原則、　路線バスのみが運行し、

　市民バスから路線バスへ移動需要の集約化を図る。

○市民バスは、循環形式ではなく、起終点の折り返し

　運行とすることで、運行経路・走行距離の短縮が

　図られるため、それを資源として住宅地エリアの

　運行頻度と利便性の向上を図る。

○久慈駅、県立久慈病院、やませ土風館など、市街地内の主要拠点間について、
    市民バスの運行間隔平準化を図り、拠点間移動の利便性向上を図ります。

○効果的・効率的な運行体系の構築を図るため利用実績等を基本としながら、
　地域の実情も踏まえ、適切に市民バスの再編・見直しを行います。
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実施主体

スケジュール

○久慈市

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

集約対象交通の選定

集約化の検討・実施

利用状況に応じて
適宜見直し

次期計画の検討

■路線バス等への需要集約の事例（青森県三戸町、青森県五戸町） 

○青森県三戸町・五戸町では、路線バスの利用者減少に伴う路線の維持に掛かる財政負担額の

増加や、スクールバスの経費増加など、さまざまな課題を背景として、2013 年（平成 25

年）に町内を運行する路線バス・スクールバス・患者輸送バスの再編統合を実施。 

○町内における全交通サービスを一元化するとともに、町内での利用に関しては 100 円均一

で利用することができるようにするなど、路線バスの利用者数増加、町の財政負担額のトー

タルコストの縮減などの効果に期待。 

実施主体
○久慈市
○交通事業者

○市民

スケジュール

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

対象地域の選定・
導入方法の検討

適宜見直し・
他地域へ展開

■　他地域の事例

■　他地域の事例

実施主体

スケジュール

○久慈市

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

市民バスの見直し

効果検証
情報発信強化

利用状況に応じて
適宜見直し

次期計画の検討

●交通サービスの効率化に向けた地域内交通の見直し●交通サービスの効率化に向けた地域内交通の見直し

●協働による地域内交通の導入検討●協働による地域内交通の導入検討

●待ち合い環境や案内等の充実による拠点機能の強化●待ち合い環境や案内等の充実による拠点機能の強化

○地域内交通などにおいて、可能な場合は、他の交通サービスへの統合・集
　約化を行い、交通サービス全体の効率化と生産性向上を図ります。

○現状で市民バス等が運行しておらず、地域内の移動手段を必要とする地
　域において、地域等との協働により導入を検討します。

○中心拠点・地域拠点に設定された拠点において、待ち合い環境や案内等の
　充実や情報発信等を行うとともに、公共交通同士のダイヤ見直しにより接
　続性と生産性の向上を図ります。



実施主体

スケジュール

○久慈市
○市民

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

モデル地域の選定

協同事業の実施

効果検証
課題等の整理

他地域への展開

■　他地域の事例

■ 公共交通の利用促進に向けた地域での協議会の事例（山形県鶴岡市）

■ 公共交通サポーター制度の事例（静岡県富士宮市）

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度
2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度

定期的な開催

○市民

■　観光とタクシーの連携事例

●公共交通の協働サポート事業の検討●公共交通の協働サポート事業の検討

○地域とともに公共交通を支える体制・仕組みづくりを行い、市民におけ
　るマイバス・マイレール意識の醸成を図ります。

○地域が主体となり、公共交通の利用促進に向けた協議会
　（市営バス利用拡大協議会）を設立し、地域住民に対して
　ニーズ調査や利用の呼びかけ、運行経路の見直し検討、
　公共交通の愛称の公募など、公共交通の利用に関する様々
　な取り組みを実施。

○商業・医療施設や自治会などの団体が公共交通
　のサポーターとなり、サポーター登録した際に
　は公共交通のサービス券を廉価販売するなどし
　て、各施設等でのサービスに活用することがで
　きる制度。

●地域・利用者・交通事業者との意見交換会の開催●地域・利用者・交通事業者との意見交換会の開催

○公共交通の利用実態の把握や、意見・要望等
    の的確な把握に向けて、地域・利用者との意
　見交換会を定期的に開催します。
○また、鉄道・路線バス・市民バスを運行する
　交通事業者と、路線等の見直しおよび利用促
　進に向けた検討会を定期的に開催します。

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度
2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度

企画の検討・実施

○関係機関

●観光等と連携した企画の実施●観光等と連携した企画の実施

○観光等の他分野と公共交通が連携した取り組みを進め、利用者にとって
　魅力的な企画を実施することで新たな利用者の獲得を図ります。

○二戸駅（新幹線駅）から岩手県県北地域を周遊する定額タクシー
　「ぐるタク」を運行しており、一般タクシーのようにメーター運賃
　ではなく、定額で利用することができる企画。

○久慈市の主要な観光地点において、公共交通を利用して移動
　することができる場合には鉄道・バスパック※などの取り組
　みなどにより、新たな利用者の獲得を進めますが、公共交通
　で移動することができない観光拠点もあるため、タクシー等
　を活用した移動プランの企画など、交通事業者が主体となっ
　た取り組みを推進（周知・広報の支援等）します。

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

運賃体系の見直し検討
影響等の分析

運賃体系の見直し

効果検証

■　他地域の事例
■ わかりやすい運賃の導入事例（青森県八戸市）

●運賃体系の見直し検討●運賃体系の見直し検討

○市民や来訪者の誰もが利用しやすくわかりやすい市民バスを目指し、上
　限運賃 500 円を維持するとともに、運賃体系の見直しを検討します。

○八戸市では路線バスの上限運賃化を実施しており、八戸市内
　の利用であれば最大 300 円、八戸圏域（三戸町・五戸町・田
　子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町）の利用であれ
　ば最大 500 円で路線バスの利用が可能。
○初乗り運賃を 150 円として、50 円刻みで上がっていくため、
　利用者にとってはわかりやすい運賃設定となっている。

再編・見直し等に関連して実施する事業再編・見直し等に関連して実施する事業



久慈市地域公共交通網形成計画久慈市地域公共交通網形成計画

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

モデル地域の選定

協同事業の実施

効果検証
課題等の整理

他地域への展開

■　他地域の事例
■ 専用車両の導入・バスのラッピング（山形県酒田市）■ バス停環境の整備（岩手県田野畑村）

●バス停などの利用環境の改善●バス停などの利用環境の改善

○公共交通の利用しやすさ・分かりやすさの改善に向けて、バス停などの待ち
　合い場所やバス車両などの利用環境の改善を行います。

○市内を運行する循環バスについて、専用の車両の
　導入や、愛称（るんるんバス）がわかりやすいよ
　うに車両のラッピングを行うなど、運行の分かり
　やすさや愛着の向上などに寄与。

○バス停に上屋とベンチを設置することにより安心して
　待ち合うことができる環境を整備。
○また、バス停に親しみやすいデザインを施すことによ
　り、バスに対する愛着の向上などにも寄与。

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度

2021 年度
2022 年度
2023 年度

ｍｙ時刻表の作製

マップ等の作製

マップ等の配布
適宜見直し

■　他地域の事例
■ 公共交通マップの事例（青森県三沢市・青森県階上町）

●公共交通マップ・総合時刻表の作成●公共交通マップ・総合時刻表の作成

○久慈市の公共交通に係る総合的なマップの作成や総合時刻表の作成により、
　公共交通の分かりやすさの向上を図ります。 ○関係機関

 
○ピクトグラム※によ
　る施設等の表示

 

 
○観光施設等の情報
　を掲載

※ピクトグラムとは、情報や注意を示すために表示される視覚記号 ( サイン ) のこと　

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度
2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度

鉄道・バスの乗り方
教室や PRイベント
等の定期的な開催

■　他地域の事例
■ バスの乗り方教室の事例（島根県松江市）

●愛着事業（PR イベント・乗り方教室等）の実施●愛着事業（PR イベント・乗り方教室等）の実施

○公共交通に関する PRイベントの開催や、今後の利用が見込まれる小・中学生
　や高齢者の方々を対象としたバスの乗り方教室を定期的に開催します。 ○関係機関

■　公共交通 PRイベントの実施状況（久慈市内）

○実際の利用を促進するために
　バスの乗り方教室を開催後、
　市内の公共交通を利用するこ
　とができる定期券 (1 カ月 ) を
　低廉価格で販売。

実施主体

スケジュール

○久慈市
○交通事業者

2019 年度

2020 年度
2021 年度
2022 年度
2023 年度

●モビリティマネジメントの実施●モビリティマネジメントの実施

○公共交通の利用促進に向け、高校生などを対象としたモビリティマネジメン
　ト※を実施します。 ○関係機関

○市民
○公共交通に関する動機づけ冊子等と併せて配布し、
　公共交通への利用転換について考えてもらった上で
　アンケート調査に回答。
○また、公共交通マップや総合時刻表などを用いなが
　ら、公共交通の利用を想定して、自宅から学校まで
　通学した場合の経路・時間などをシミュレーション
　しつつ、設問の回答を促すなど、実際の利用を考え
　させるアンケート調査の手法。

調査票 情報ツール

■　コミュニケーションアンケートの実施イメージ

実施手法の検討

段階的なモビリティ
マネジメントの実施



目標の達成を測る評価指標目標の達成を測る評価指標

 

 
 

 

 

鉄道・路線バスの市民1人あたりの年間利用回数

計画の目標計画の目標

基本目標１：
市内外の連携を支える公共交通ネットワークの形成

基本目標２：
久慈市街地へのアクセス性の確保

基本目標３：
市街地の移動の利便性の向上

基本目標４：
地域ごとの効率的な公共交通体系の構築

基本目標５：
市民・事業者・行政の適切な役割分担

基本目標６：
新たな利用者の獲得・利用促進

指標１

評価指標評価指標

現況値：9.18回/人・年　⇒　目標値：9.18回/人・年

市民バスの年間利用者数※総合計画と同様の目標指標２

現況値：59,644人/年　⇒　目標値：70,000人/年

中心市街地の歩行者通行量指標３

現況値：10,974人　⇒　目標値：11,000人

市民バス等の確保・維持に掛かる利用者1人あたりの財政負担額指標４

現況値：951.9円/人　⇒　目標値：950.0円/人

　計画の達成状況を評価するため、基本目標に対する指標を設定するとともに、各指標に対して数値目標を設定します。

計画の推進体制計画の推進体制

　計画の推進にあたっては、久慈市が中心となって市民・交通事業者・関係主体等と連携・協働しつつ取り組むとともに、
それぞれの主体に基本的な役割を分担します。

○計画全体を進行する役割を担い、主体的に計画の管理および推進を図るとともに、公共交通の確保・維持に向けた検討を行う。
○また、他の分野とも連携を図るために“橋渡し”となる役割を担い、市全体での取り組みの推進を図る。

○公共交通の利用者の目線から、公共交通の改善に向けて積極的な意見・アイディアを発案する役割を担う。
○また、行政とともに公共交通を支えるなど、協働の取り組みによる公共交通の確保・維持に向けた取り組みの展開を図る。

○公共交通の運営・運行主体として、本計画に基づいた施策・事業の展開を行うとともに、久慈市とともに持続可能な公共交通に
　向けた検討を進める。

○行政や交通事業者等と連携した取り組みの検討を行う。

○全体的な統括の視点や、他地域での事例などを踏まえながら計画の推進に対して助言するとともに、監査としての判断をする。

○道路行政の視点から公共交通運営の正当性・妥当性について判断する。

○本計画に示す施策・事業の実施方針等について、多角的な視点から助言等を行う。

久慈市

市民

交通事業者

関係機関

国・県

道路管理者・
交通管理者

有識者

区分区分 基本的な役割基本的な役割

　市民代表や有識者、国・県、道路管理者・交通管理者などから成る「久慈市地域公共交通会議」による管理のもと、計画
全体の推進および事業の進捗状況の確認、目標の達成状況の確認などを行い、計画の着実な推進を図ります。
　また、当会議については、計画の管理だけではなく、久慈市の地域公共交通について継続的に協議する「場」として位置
づけ、市民のニーズの変化に応じた地域公共交通の見直し・改善（短期的な検討項目）や、持続可能な公共交通体系の構築
に向けたプロジェクトの検討（中・長期的な検討項目）などを行います。

■計画に関するお問い合わせ

久慈市地域公共交通会議　事務局
　窓口：久慈市　総合政策部　地域づくり振興課
　住所：久慈市川崎町１‐１
　電話：０１９４‐５２‐２１１１（代表）


