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８．地域公共交通総合連携計画における具体的な施策 

 

  地域公共交通総合連携計画の基本方針及び目標に基づき、短期計画と中長期計画に分けて施策を

展開していきます。 

  また、本計画に掲載している各事業は、主に関係者との協議を中心とした運用の改善によって実

現可能なものが多くなっています。したがって、ほとんどの事業は短期間（概ね３年間）で一定の

結論を出すことを基本に考えています。 

 

施策概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス強化 

掛田

追分 

小国

保原駅 

塩野川

猫川 

布川

至 川俣

「掛田･追分」の日中は

デマンド型乗合タクシー

で代替。 

「梁川･掛田」は、定時

定路線型の乗合タクシ

ーで代替。 

「山舟生」と「白根」は、

定時定路線型の乗合

タクシーで代替。 

「新助待」を月舘地域はデマンド型

乗合タクシーで代替。川俣町へは

川俣掛田線で代替。 

「五十沢」の塩野川以北はデマンド型乗

合タクシーで対応。塩野川以南は月輪

経由梁川線で代替。 

「月の輪経由保原」、「伊達経由保原」

は、大泉駅行きに変更。掛田から保

原駅へのアクセスを強化。 

伊達駅の駐車場整備。 

Ｐ＆Ｒ※の推進。 

「掛田･移藪」、「掛田・霊

山神社」、「循環線」を一

体的に整理。 

月舘

アクセス強化 
保原・掛田･月舘間の

アクセス強化。 

※ Ｐ＆Ｒとは 

パークアンドライドの略です。駅や停留所まで自家用車等で行って駐車し、そこから鉄道や路線

バスに乗り継ぐことです。 

阿武隈急行線各駅の駐車場整備。

P＆R※の推進。 
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 8-1．目標を達成するために行う事業（短期計画：平成 21年度～平成 23年度） 

 

 （１）路線の再編・効率化 

  ①市自主運行路線バスの再編・効率化について 

    市自主運行路線バスを一体的に見直すことで、重複や無駄を省き、「通学の足」を確保しつつ、

路線の再編（現行７路線（５台）→３路線（３台））を検討します。 

    また、路線バスの再編にあたっては、デマンド型乗合タクシーを積極的に活用します。 

      実施時期 平成 21 年４月 

      実施主体 路線バス：伊達市（福島交通㈱に運行を委託） 

      乗合タクシー：伊達市商工会（タクシー事業者に運行を委託） 

      （霊山・月舘まちなかタクシーの一部として運行） 

 

 路線 公共交通の現状と利用実態 再編・効率化の基本的な考え方 

1 梁川・掛田 梁川地域の中心地と霊山町掛田を結ぶ路線。

１日３往復。 

収支率 16.6％、年間 5,600 人利用。 

補助金額 4,874 千円。 

霊山地域内では、掛田・中川・霊山神社、循

環線と一部が重複する。 

ほとんどが霊山地域内での利用で、梁川地域

までの利用は少ない。 

収支率が極めて低いため、効率化が

求められる。 

重複する路線と合わせて見直す必要

がある。 

2 掛田・移藪 相馬市境から国道 115 号を通って霊山町掛田

を結ぶ路線。1日９往復。 

収支率 12.2％、年間 34,000 人利用。 

補助金額 24,644 千円。 

循環線と一部重複する。 

９割は通園通学利用（掛田幼稚園、石田小学

校、霊山中学校、市域外の高校）で大人の利

用は少ない。 

市の負担額が最も大きい路線であ

り、収支率も最も低いため効率化が

求められる。 

但し沿線の通園通学に利用されてい

るため、児童・生徒の利用に十分な

配慮が必要である。 

3 掛田・追分 霊山町掛田と川俣町境の追分（上小国）を結

ぶ路線。１日７往復。 

収支率 33.1％、年間 42,000 人利用。 

補助金額 6,328 千円。 

小国小学校児童や霊山中学校生徒の利用が多

い。大人の利用は少なく、15 時以降は児童・

生徒の帰宅以外に利用はほとんどない。 

収支率が低いため効率化が求められ

る。 

但し沿線の通園通学に利用されてい

るため、児童・生徒の利用に十分な

配慮が必要である。 
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 路線 公共交通の現状と利用実態 再編・効率化の基本的な考え方 

4 掛田・ 

中川・ 

霊山神社 

中川を経由して霊山町掛田と霊山神

社を結ぶ路線。1日 4.5 往復。 

収支率 35.8％、年間 19,000 人利用。

補助金額 3,219 千円。 

循環線、梁川掛田線と一部重複する。

霊山中学校生徒の利用が多い。 

高校生や大人の利用も見られる。 

日中の利用は少ない。 

収支率が低いため、効

率化が求められる。 

但し、通学に利用され

ているため、単純な路

線の減便は難しい。 

効率化にあたっては、

目的地が同じ「掛田・

中川・霊山神社」と「掛

田・山野川・霊山神社」

及び他の重複する路

線と合わせて見直す

必要がある。 

山野川経由に統一

する。 

ダイヤの改正を行

い、利用しやすくす

る。 

利用者の少ない日

中はデマンド型乗

合タクシーで代替

する。 5 掛田・ 

山野川・ 

霊山神社 

山野川を経由して、霊山町掛田と霊山

神社を結ぶ路線。1日 4.5 往復。 

収支率 31.7％、年間 18,000 人利用。

補助金額 2,959 千円。 

霊山中学校生徒の通学の利用が多い。

掛田幼稚園児の利用も多い。 

日中の利用は少ない。 

６ 掛田・ 

中川・ 

掛田 

（循環線） 

霊山の中心部を循環する路線。 

1 日３循環。 

収支率 13.2％、年間 5,200 人利用。 

補助金額 2,007 千円。 

梁川掛田線、移藪線等と重複する。 

掛田幼稚園、掛田小学校への通園通学

での利用がほとんどである。 

収支率が低いため、効

率化が求められる。 

但し、通学に利用され

ているため、減便は難

しい。 

効率化にあたっては、

重複する路線等と合

わせて見直す必要が

ある。 

山戸田先回りに統

一する。 

利用の少ない午前

の便は減便する。 

７ 掛田・ 

山戸田・ 

掛田 

（循環線） 

霊山の中心部を循環する路線。 

1 日３循環。 

収支率 36.8％、年間 18,000 人利用。

補助金額 1,503 千円。 

梁川掛田線、移藪線等と重複する。 

掛田幼稚園、掛田小学校への通園通学

での利用がほとんどである。 

＊収支率等は平成 19 年度実績 
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  ②民営路線バスの再編・効率化について 

    収支率が比較的高い路線については現状を確保しつつ、収支率が低い路線については代替交

通や収支率が高い路線への統合を基本に効率化を図ります。また、そのための協議を関係団体

と進めます。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 路線バス：伊達市・福島交通㈱（福島市・川俣町・桑折町・国見町と協議） 

           デマンド型乗合タクシー：伊達市商工会・タクシー事業者 

 

 路線及び地域 公共交通の現状と利用実態 再編・効率化の基本的な考え方 

1 五十沢 福島から保原地域・梁川駅を経由して五十沢

を結ぶ路線。１日 4.5 往復。 

収支率 45.7％、年間 52,000 人利用。 

補助金額 11,763 千円。 

梁川駅～梁川見付では、山舟生線、白根線等

と路線が重複する。特に月の輪経由梁川線と

は塩野川以南は完全に重複している。 

大人の利用が多いものの、幼稚園児の降園に

も利用されている。 

収支率が低いため効

率化が求められる。

但し、通園利用者へ

の配慮が必要であ

る。 

路線が重複する五十沢

線と月の輪経由梁川線

を一体的に見直す。 

月の輪経由梁川線（塩

野川まで）に統合する。

塩野川以北について

は、デマンド型乗合タ

クシーで代替する。 

2 新助待 月舘布川から川俣町を結ぶ路線で、伊達市内

では月舘地域の国道 349 号、399 号を通過。

１日３往復。 

収支率 25.3％、年間 11,000 人利用。 

補助金額 3,219 千円。 

月舘地域では大人の利用が多いが、川俣町内

では小学生や高校生の利用も見られる。 

収支率が低いため効

率化が求められる。 

当面は現状維持だが、

関係自治体と協議し、

路線の変更を図る。 

月舘地域内において

は、デマンド型乗合タ

クシーで代替する。 

3 白根 梁川駅と白根を結ぶ路線。１日 5.5 往復。 

収支率 20.1％、年間 6,000 人利用。 

補助金額 6,400 千円。 

梁川駅～梁川見付では、五十沢線、山舟生線

等と路線が重複する。 

大人の利用がほとんど。 

収支率が低いため効

率化が求められる。 

朝夕については定路線

型、日中はデマンド型

乗合タクシーで代替す

る。 

4 山舟生 梁川駅と山舟生を結ぶ路線。１日５往復。 

収支率 33.1％、年間 10,000 人利用。 

補助金額 6,047 千円。 

梁川駅～梁川見付では、五十沢線、白根線等

と路線が重複する。 

大人の利用が多いものの、幼稚園の降園にも

利用されている。 

収支率が低いため効

率化が求められる。

但し、通園通学利用

者への配慮が必要で

ある。 

朝夕については定路線

型、日中はデマンド型

乗合タクシーで代替す

る。 
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＊収支率等は平成 19 年度実績 

 

 路線及び地域 公共交通の現状と利用実態 再編・効率化の基本的な考え方 

５ 藤田 収支率59.7％、年間72,000人利用。

補助金額 526 千円。 

現状維持の方向。 

6 桑折 収支率66.8％、年間28,000人利用。

補助金額 1,013 千円。 

現状維持の方向。 

7 伊達 収支率69.4％、年間51,000人利用。

補助金額 156 千円。 

現状維持の方向。 

8 藤田経由小坂 収支率58.3％、年間84,000人利用。

補助金額 1,457 千円。 

当面は現状維持の方向。 

利用実態を見ながら、関係自治体と費用

縮減について協議していく。 

9 月の輪経由梁川 収支率 57.0％、年間 52,000 人。 

補助金額 6,728 千円。 

梁川地域と保原地域を結ぶ路線。 

阿武隈急行線とほぼ平行して運行。

収支率の低下と補助金の増大が懸念さ

れる。 

効率化と利用促進を図る必要がある。 

10 伊達経由保原 収支率76.2％、年間80,000人利用。

補助金額 453 千円。 

現状維持の方向。 

11 伊達経由掛田 収支率 75.5％、年間 133,000 人利

用。 

補助金額 1,217 千円。 

現状維持の方向。 

12 月の輪経由保原 収支率76.6％、年間90,000人利用。

補助金額 1,237 千円。 

現状維持の方向。 

13 月舘経由川俣 収支率57.9％、年間38,000人利用。

補助金額 3,200 千円。 

当面は現状維持の方向。 

利用実態を見ながら、関係自治体と費用

縮減について協議していく。 

14 大波経由掛田 収支率 88.8％、年間 155,000 人利

用。 

補助金額 263 千円。 

現状維持の方向。 

15 伊達経由湯野 収支率64.0％、年間36,000人利用。

補助金額 1,935 千円。 

当面は現状維持の方向。 

伊達市内での利用はほとんどないので、

関係自治体と費用縮減について協議し

ていく。 

16 川俣・掛田 収支率57.2％、年間51,000人利用。

補助金額 3,603 千円。 

当面は現状維持の方向。 

利用実態を見ながら、関係自治体と費用

縮減について協議していく。 
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  ③公共交通空白・不便地域の解消 

    市内に存在する公共交通空白・不便地域の解消を目指して、市内全域にデマンド型乗合タク

シーを導入するための実証運行を開始します。 

    実証運行の結果を検証しながら、本格導入を進めます。 

    最終的に市内全域でのデマンド型乗合タクシーの運行を目指します。 

   ＊ デマンド型乗合タクシーの実証運行 

    運行範囲を設定したエリア型の運行を基本とするが、地域の実情や要望に応じて、定路線型

の運行も検討する。 

      実施区域 伊達地域・梁川地域 

      実施期間 平成 21 年 10 月～22 年９月 

      実施主体 伊達市商工会・タクシー事業者 

 

  ④路線バス利用状況調査の継続実施 

    路線バスの利用状況を継続的に調査することにより、路線バスの実態の把握に努め、本計画

で実施する各施策のＰＤＳサイクルの実施にも反映させます。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 伊達市、福島交通㈱ 
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 （２）利便性・快適性の向上 

  ①ほばらまちなかタクシー「のってみっカー」の改善 

   のってみっカーの更なる利用促進を図るため、積極的な広報活動に取り組みます。 

   市民ニーズを踏まえ、運行時間の延長と休日運行の検討開始し、需要の拡大と、利便性の向上

を図ります。 

   持続可能な公共交通にするために受益と負担の関係に考慮しつつ、経費の節減に努めます。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 保原町商工会・タクシー事業者 

 

  ②霊山・月舘まちなかタクシーの改善と本格運行に向けての更なる試験運行 

   本格運行に向けて、定時定路線型の運行など、新たな試験運行を始めます。 

   広報活動を充実し、市民への周知に努めます。 

      実施時期 平成 21 年４月～９月 

      実施主体 伊達市商工会・タクシー事業者 

 

  ③地域を繋ぐバス路線の新設 

   地域の連携を強化するために、月舘地域と保原地域を結ぶ路線の新設を検討します。 

   また、ダイヤの編成については、阿武隈急行との乗り継ぎを意識し、利便性を確保します。 

   これにより、霊山地域と保原地域のアクセスの向上を図ります。 

      実施時期 平成 21 年度から 

      実施主体 伊達市・バス事業者 

 

  ④鉄道に対する増強（増便・増備）要請 

   鉄道については、アクセス向上、路線バスとの乗り継ぎ、利便性の向上を図るために、運行本

数の増便や、運行車両の増備（２両編成から４両編成への変更等）を、ＪＲ東日本及び阿武隈急

行に働きかけます。 

   また、通勤時間や新幹線の乗り継ぎを意識した運行ダイヤの編成を要請します。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 伊達市（要請先：ＪＲ東日本、阿武隈急行㈱） 

 

  ⑤鉄道駅のＰ＆Ｒとバリアフリーの推進 

   利便性の向上と利用促進を図るために、駅の駐車場の整備及びＰ＆Ｒの啓発に努めます。 

   駅前の整備と駅のバリアフリー化を推進します。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 伊達市・鉄道事業者 
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 （３）情報提供と動機付け 

  ①市長による宣言（市民宣言） 

   本計画のキックオフとして、将来的な高齢社会を見据えた福祉の充実と地球温暖化防止といっ

た観点から、過度な自家用車依存を少し控え、公共交通の利用促進と充実を図っていくことを宣

言します。 

   その実現に向けては、公共交通は市民が自ら利用することで、より便利で持続可能なものに進

化させていく必要があることを訴えます。 

      実施時期 平成 21 年度 

      実施主体 伊達市 

 

  ②職場モビリティマネジメント（官公庁、企業等）の推進 

   個人での公共交通へのシフトのほか、企業から社員へ公共交通を利用しての通勤を勧奨するこ

とが公共交通の利用者増加には重要です。 

   社員の公共交通へのシフトを促すため、公共交通利用の重要性について理解してもらうよう、

企業に働きかけるとともに、通勤バス等の試験運行について調査研究を進めます。 

      実施時期 平成 21 度から随時 

      実施主体 伊達市 

 

  ③出前講座の実施 

   企業等の要請に応じて、公共交通利用の重要性について理解してもらうために、関係機関の協

力を得ながら、職場モビリティマネジメントの出前講座を実施します。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 伊達市 

 

  ④市民モニター制度の実施 

   市民からモニターを募集し、公共交通の問題点や改善点を報告してもらうことで、市民の公共

交通への関心（マイバス意識の醸成）を高めます。本計画で実施する各施策のＰＤＳの実施にも

反映させます。 

   また、主な駅やバス停等にご意見箱を置いて意見を集めます。 

      実施時期 平成 21 年度から随時 

      実施主体 伊達市 

 

 

 （４）ＰＤＳサイクルの実施 

   短期計画（平成 21 年度～平成 23 年度）で実施した計画の評価、新たに発生する市民ニーズへ

の対応について、ＰＤＳサイクルを繰り返していくことで、さらなる向上を図っていくことを基

本に考えます。 

      実施時期 平成 21 年度から毎年度 

      実施主体 伊達市 
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 8-2．目標を達成するために行う事業（中長期計画：平成 24年度～平成 30年度） 

 

 （１）路線の再編及び効率化 

 

  ①路線バス利用状況調査の継続実施 

   路線バスの利用状況を短期計画から引き続き調査することにより、路線バスの実態の把握に努

め、本計画で実施する各施策のＰＤＳサイクルの実施にも反映させます。 

      実施時期 平成 24 年度から随時 

      実施主体 伊達市、福島交通㈱ 

 

  ②公共交通空白・不便地域に対する新たな対応 

   少なからず存在する市内の公共交通空白・不便地域を解消するために、当面デマンド型乗合タ

クシーで代替しますが、地域によっては、デマンド型乗合タクシーがなじまないことも考えられ

ます。 

   そこで、送迎ボランティアや福祉有償運送を始め、高齢社会に対応した持続可能な地域公共交

通のあり方を検討します。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市 

 

 

 （２）利便性・快適性の向上 

 

  ①バス停施設の改善 

   伊達、保原、梁川といった市内でも人が多く集まる施設が多いところでは、駅やバス停から様々

な施設へ移動しやすいように、バス停を施設に近づけたり増設したり、あるいは駅やバス停から

レンタサイクルを導入するなどの工夫をします。 

   また、バス停の整備には、バス停周辺の公的施設はもとより、医療機関、商業施設等と連携し、

建物内や建物の軒下などで路線バスを待つことができるような工夫を検討します。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市・バス事業者 

 

  ②小型低床バスの導入の検討 

   現在運行中の路線バスは高齢者にとって乗り降りがしにくいものもあります。 

   今後も進む高齢社会に対応していくために、乗り降りし易い小型低床バスの導入を促していき

ます。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市・バス事業者 
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 （３）情報提供と動機付け 

  ①バス停情報案内板の設置 

   バス停で、どの路線バスに乗ればよいのかが簡単にわかる情報案内を行います。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市・バス事業者 

 

  ②路線案内冊子の作成（乗り継ぎの案内） 

   目的地に行く路線バスがないと思っている人や、目的地に路線バスで行く方法がわからない人

に、どのバスを利用すれば、どこで乗り換えれば目的地にバスで行けるのかを、分かりやすく伝

える案内冊子を提供します。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市・バス事業者・鉄道事業者 

 

  ③ポイント制度の検討 

   路線バスの利用頻度に応じてポイントが貯まり、それを商品券などに交換できる制度を検討し

ます。（商品券については市内の商業団体等と連携して進めます。） 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市・商工会 

 

 

  ⑤運転免許返納者割引の検討 

   高齢車の利用を促すために、運転免許返納者に対してバス料金の割引などの優遇措置を検討し

ます。 

      実施時期 平成 24 年度から 

      実施主体 伊達市 

 

 

 （４）ＰＤＳサイクルの継続実施 

   中長期計画でも、実施した計画の評価、新たに発生する市民ニーズへの対応について、ＰＤＳ

サイクルを継続して実施していくことで、さらなる向上を図っていくことを基本に考えます。 

      実施時期 平成 24 年度から毎年度 

      実施主体 伊達市 
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 8-3．計画推進のための組織体制 

 

  本計画に掲載した事業については、伊達市地域公共交通活性化協議会が中心となって実行、検証

していくことを基本にしますが、各事業の具体的な実施方法や諸条件の調整、必要な手続きなどを

効率的に行うためには作業内容に応じて小回りの利く作業部会を設けて取り組むことが望ましいと

考えます。 

  路線バスの見直しや代替交通としてのデマンド型乗合タクシーの導入、鉄道・路線バス・デマン

ド型乗合タクシーの乗り継ぎ改善、さらには利用者に対するインセンティブの検討などについては、

バス事業者、鉄道事業者、タクシー事業者とデマンド型乗合タクシーを運行している商工会によっ

て緊密に協議を進めることが効率的です。 

  一方、市民に公共交通の利用を促したり、市民が求める公共交通の情報提供方法を検討したりす

る作業は、交通事業者よりも利用者側の立場でもある自治会や婦人会、福祉関係の方々が中心とな

って進める方が効果的です。 

  よって、本計画の推進にあたっては、２つの作業部会を設けて取り組むことにします。 

   また、事業の実施に当たっては、引き続き、交通事業者をはじめとする地域の関係者と、確実

な合意形成を図ることとします。 

 

作業部会

国伊達市役所 伊達市地域公共交通活性化協議会

【構成】 伊達市役所企画調整課
交通事業者（路線バス、鉄道、デマンド型乗合タクシー）
商工会

運行改善部会

【構成】 伊達市役所企画調整課
各地域の自治会
各地域の婦人会
社会福祉協議会
商工会
PTA

利用促進部会

事務局として
主体的に参加

支援

路線バスの再編、公共交通空白地域へのデマンド型乗合タクシー

の導入、ほばら・霊山・月舘まちなかタクシーの改善、路線沿線の
医療機関や商業施設等との連携やインセンティブの導入などについ

て検討し、問題課題を整理し、実行計画を立て、実証実験等を実施
し、評価・改善を図かる。

市民に求められる公共交通の情報について検討、口コミを中心と

したコミュニケーションによる市民への呼びかけ、あるいは各種実
証実験段階などにおける市民ニーズの収集などを担う。

 




