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１ 施策一覧 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・計画目標を達成するための施策を下記のとおりとします。 

 

目標① の ， の ， の により， 
公共交通に する を る 

■■■■利用環境利用環境利用環境利用環境のののの改善改善改善改善（（（（ソフトソフトソフトソフト面面面面））））をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

①－１ 系統番号，停留所番号導入の検討 分かりやすさの向上 

①－２ ICT を活用した利用環境改善の検討 待合・走行時間の短縮 

①－３ 新たな割引制度の検討 乗りやすさの向上 

①－４ IC カード乗車券の拡充の検討 乗りやすさの向上 

①－５ 市民モニターによる公共交通評価制度の実施 乗りやすさ（接遇）の向上 

■■■■利用環境利用環境利用環境利用環境のののの改善改善改善改善（（（（ハードハードハードハード面面面面））））をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

①－６ 交通結節点等における待合環境の整備 乗りやすさの向上 

①－７ 道路整備の推進 走行時間の短縮 

■■■■バリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーの推進推進推進推進をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

①－８ ノンステップバス導入の推進 乗りやすさの向上 

①－９ 【【【【再掲再掲再掲再掲①①①①－－－－６６６６】】】】 

交通結節点等における待合環境の整備 
乗りやすさの向上 

①－10 職員に対する研修や教育・訓練の実施 乗りやすさ（接遇）の向上 

■■■■情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

①－11 公共交通案内板等の更新・改善 

分かりやすさの向上 

①－12 公共交通ガイドブックの作成 

①－13 公共交通マイ時刻表作成サービスの実施 

①－14 公共交通案内ホームページの更新・拡充 

①－15 バスの乗り方教室の実施 
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目標② 地域に適した公共交通の検討，JR 常磐線との接続強化により，公共交通
を維持する 

■■■■地域地域地域地域にににに適適適適したしたしたした公共交通公共交通公共交通公共交通のののの検討検討検討検討をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

②－１ キララちゃんバスの運行内容の改善 
利便性の向上 

②－２ のりあいタクシー土浦の運行内容の改善 

②－３ コミュニティ交通導入の検討 公共交通圏域の確保 

■■■■JRJRJRJR 常磐線常磐線常磐線常磐線とととと他他他他のののの公共交通公共交通公共交通公共交通とのとのとのとの接続強化接続強化接続強化接続強化をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

②－４ JR 常磐線と他の交通機関の接続強化 待合時間の短縮 

 

目標③ 公共交通 に る ，地域に適した公共交通の検討により，公共交通圏域の
確保・維持を図る 

■■■■公共交通運行公共交通運行公共交通運行公共交通運行にににに係係係係るるるる支援等支援等支援等支援等をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

③－１ 路線バス運行方策の検討 

公共交通圏域の維持 ③－２ キララちゃんバス運行に係る支援 

③－３ のりあいタクシー土浦運行に係る支援 

③－４ コミュニティ交通運行に係る支援 公共交通圏域の確保 

■■■■地域地域地域地域にににに適適適適したしたしたした公共交通公共交通公共交通公共交通のののの検討検討検討検討をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策【【【【再掲再掲再掲再掲②②②②－－－－１１１１～～～～②②②②－－－－３３３３】】】】    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

③－５ キララちゃんバスの運行内容の改善 
利便性の向上 

③－６ のりあいタクシー土浦の運行内容の改善 

③－７ コミュニティ交通導入の検討 公共交通圏域の確保 

 

目標④ 地域に適した公共交通の検討により，居住誘導区域の人口 の維持を図る 

■■■■地域地域地域地域にににに適適適適したしたしたした公共交通公共交通公共交通公共交通のののの検討検討検討検討をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした施策施策施策施策【【【【再掲再掲再掲再掲②②②②－－－－１１１１～～～～②②②②－－－－３３３３】】】】    

施策名称施策名称施策名称施策名称    期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    

④－１ キララちゃんバスの運行内容の改善 
利便性の向上 

④－２ のりあいタクシー土浦の運行内容の改善 

④－３ コミュニティ交通導入の検討 公共交通圏域の確保 
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（２）施策内容 

施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－１ 系統番号，停留所番号導入の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者，土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市内を運行するバス（キララちゃんバスを含む）について，市内共通の系統番号，停留

所番号の導入を検討します。 

・市内共通の系統番号，停留所番号の導入は，バス路線の分かりやすさの向上につながり

ます。 

 

＜＜＜＜青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市    路線路線路線路線ナンバリングのナンバリングのナンバリングのナンバリングの実施実施実施実施＞＞＞＞    

・中心街を起点とした市内共通の方面別記号と系統番号を導入しています。 

    

＜＜＜＜長崎県長崎地域長崎県長崎地域長崎県長崎地域長崎県長崎地域    路線路線路線路線ナンバリングのナンバリングのナンバリングのナンバリングの実施実施実施実施＞＞＞＞    

・多言語対応に合わせたバス停や電停，降車案内におけるナンバリング表示を実施してい

ます。    

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    実施 

出典：八戸市地域公共交通総合連携計画 

バスマップはちのへ 

出典：国土交通省「訪日外国人旅行者の移動容易化のための言語バリアフリー化

事業」 

検討 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－２ ICT（情報通信技術）を活用した利用環境改善の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    待合・走行時間の短縮 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者，茨城県警（土浦警察署），道路管理者，土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市内を運行する一部のバス路線について，PTPSの導入を検討します。バスの接近にあわせて信

号の長さを調節することで，路線バスの走行時間の短縮につながります。 

・また，キララちゃんバスでは，バスロケーションシステムを導入しておりますが，市内

を走る他のバス路線についてもバスロケーションシステムの導入を検討します。 

    

＜＜＜＜PTPSPTPSPTPSPTPS とはとはとはとは＞＞＞＞    

・公共車両優先システム（PTPS）とは，バス等の運行を円滑に行わせ，定時運行を確保す

るとともに，利用を促進し，道路の利用効率を向上させる施策です。具体的には渋滞の

多い時間帯にバス優先レーンの設定と光ビーコンがバスの接近を感知し，バスが信号機

の前方で停止しないように信号の長さを自動調整する優先信号制御を行うものです。 

    

＜＜＜＜キララちゃんバスキララちゃんバスキララちゃんバスキララちゃんバス    

    バスロケーションシステムバスロケーションシステムバスロケーションシステムバスロケーションシステム＞＞＞＞    

・キララちゃんバスでは，スマートフォン，

インターネットを通してバスの運行位置

をリアルタイムで把握できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    検討 

出典：千葉県警 

「新交通管理システム」 

出典：キララちゃんバス バスロケーションシステム 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－３ 新たな割引制度の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・現在，市内路線バスでは，通勤通学定期券や IC カード，シルバーパス等による割引が

実施されています。 

・また，キララちゃんバスでは，回数券や１日乗車券による割引が実施されています。 

・公共交通の乗りやすさを向上させ，新たな利用者を確保するため，新しい割引制度の導

入を検討します。 

 

＜＜＜＜福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市    西鉄西鉄西鉄西鉄バスバスバスバス＞＞＞＞    

＜バス乗り継ぎ割引＞ 

・「にしてつバス乗り継ぎ割引」は，nimoca が使えるすべてのバスにおいて，nimocaで運賃 

 を支払った場合，1回乗り継ぐごとに最大80円を割引くサービスです。  

 

＜＜＜＜東京都府中市東京都府中市東京都府中市東京都府中市    京王京王京王京王バスバスバスバス＞＞＞＞    

＜休日家族割引＞ 

・「休日家族割引」とは，土曜日や日曜日などに家族で外出する際，マイカーを控えて環境に 

やさしいバスを利用していただくための運賃割引制度です。通勤定期券を保有する方に 

同伴される同居のご家族は，現金支払いの場合，割引運賃が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    検討 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－４ IC カード乗車券の拡充の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市内を走る路線バスでは，ジェイアールバス関東や関東鉄道において，IC カード乗車券

が導入されています。 

・未導入の路線バスについて，ICカード乗車券の導入を検討します。 

・IC カード乗車券の拡充は，乗りやすさの向上や乗降時間の短縮につながります。 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

出典：関東鉄道「交通系 IC カード導入のお知らせ」 

検討 実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－５ 市民モニターによる公共交通評価制度の実施    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさ（接遇）の向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・本市地域公共交通活性化協議会では，市民モニターによるバス評価制度を実施しており，

今後も継続して実施します。 

・当バス評価制度では，車両・接客・案内・運転の状況を対象に，19 項目について評価を

実施しており，運転技術や接遇等の向上に寄与すると考えます。 

・また，市民モニターによるタクシー評価制度について検討します。 

    

＜＜＜＜市民市民市民市民バスバスバスバス評価制度評価制度評価制度評価制度    評価評価評価評価シートシートシートシート＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 

調査者氏名

バス評価シート

■日時 　■バス会社名

乗車 　　　関東鉄道 ・ 関鉄観光バス ・ 関鉄グリーンバス

降車 　　　関鉄パープルバス・（関鉄グループ不明）

■バス停 乗車 　　　ＪＲバス ・ キララちゃん

降車 　■バス運転手氏名

評価 特記

車両 運転者の氏名札が掲示されている

車内の掲示物がはがれていない

清掃道具や運転手の私物等が見えるところに置かれていない

窓ガラスに汚れがない

車内にゴミが落ちていない

接客 丁寧な言葉づかいをしている

ハッキリと聞き取りやすい話し方である

降車時に「ありがとうございます」を言っている

無愛想な態度を取っていない

案内

発車時、降車時等に適切に危険防止の注意をしている

各バス停へ到着する時に、バス停名の案内を行っている

遅れた場合、お詫びのアナウンスをしている

マイクの音量は適当な大きさである

運転 時間調整を行い、定刻通りに運行している 約　　　分　早い ・ 遅い

バス停では乗降のしやすいところに適切に停車している

急発進、急停車を行っていない

不必要にクラクションを鳴らしていない

乗客が安心して乗れる運転ができている

良かった点

良くなかった点

項目

その他

（乗車するバス停に）

　　バスが到着した時に行き先の音声アナウンスがある

平成 　　 年　　　月　　　日（　　　曜日）

午前 ・ 午後　　　　　時　　　分

午前 ・ 午後　　　　　時　　　分



 土浦市地域公共交通網形成計画  

 72 

施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－６ 交通結節点等における待合環境の整備    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・鉄道駅などの交通結節点等において，上屋やベンチなどを整備し，待合環境の快適性の

向上を図ります。 

・交通結節点等の現状や利用者数等を考慮し，必要な整備を行います。 

  

＜＜＜＜土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口バスのりばバスのりばバスのりばバスのりば＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    実施（神立駅西口） 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－７ 道路整備の推進    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    走行時間の短縮 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，道路管理者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・アンケート調査では，公共交通を利用しない理由として，「時間が不確定」，「目的地ま

で時間がかかる」という道路状況が影響する意見も多く見られたことから，道路管理者

に対し，道路整備の推進を要望します。 

・道路整備の推進は，渋滞の抑制，公共交通の走行時間の短縮につながります。 

 

＜＜＜＜市内主要市内主要市内主要市内主要道路道路道路道路    事業事業事業事業中区間中区間中区間中区間＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－８ ノンステップバス導入の推進    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・高齢者・障害者・子育て世代等すべての市民が移動しやすい利用環境を形成するため，

ノンステップバスの導入を推進します。 

・ノンステップバスの導入は，既存車両の入れ替えに合わせて段階的に導入します。 

・また，低床バスの路線・時刻固定を推進します。 

 

＜＜＜＜低床車両低床車両低床車両低床車両のイメージのイメージのイメージのイメージ＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 

出典：国土交通省東北運輸局交通環境部消費者行政・情報課 

「東北地方におけるノンステップバス導入促進について」 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－10 職員に対する研修や教育・訓練の実施    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    乗りやすさ（接遇）の向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・公共交通は，高齢者や障害者が利用する機会が多いため，多くの方が安心して利用でき

るよう，研修や教育を実施し，運転技術や接遇の向上を図ります。 

    

＜＜＜＜尼崎市交通局尼崎市交通局尼崎市交通局尼崎市交通局    サービスサービスサービスサービス介助士介助士介助士介助士のののの取得取得取得取得＞＞＞＞    

・ソフト面のサービス改善の一環として，乗客への接遇向上を目的に，約 80 名のバス乗

務員全員がサービス介助士を取得することを決定しています。すでに 2009 年 5 月以降，

15 人（うち乗務員 9 人）がサービス介助士を取得しています。有資格者が乗務するバス

には入口と出口に専用のステッカーを貼り，車内放送でも運転手がサービス介助士であ

ることをアナウンスしています。 

 

 

 

※「サービス介助士」とは 

「サービス介助士」とは,高齢者や体の不自由な方を手伝うときの「おもてなしの心」

と「介助技術」を身につけるための資格です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 

出典：公益財団法人日本ケアフィット共育機構 

「サービス介助士とは？」 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－11 公共交通案内板等の更新・改善    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・鉄道駅には路線図，行先，発車時刻等を掲載した公共交通案内板を設置しており，運行

内容の変更に合わせて，公共交通案内板の更新を行います。 

・また，土浦駅西口バスのりばは，複数のバス事業者が乗り入れているため，時刻表の掲

示方法について検討します。 

    

＜＜＜＜土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口バスのりばバスのりばバスのりばバスのりば    時刻表時刻表時刻表時刻表＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    検討 実施 



 第 6 章 目標達成のための施策  

77  

施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－12 公共交通ガイドブックの作成    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・「つちうら公共交通マップ」には，市内バス路線図，鉄道駅のバス乗り場案内，時刻表， 

バスの乗り方，交通事業者の連絡先等を掲載しています。 

・引き続き，「つちうら公共交通マップ」を作成するとともに，内容の改善について検討

します。 

・また，JR３駅のバスの発車時刻について，点字時刻表を作成します。 

 

＜＜＜＜つちうらつちうらつちうらつちうら公共交通公共交通公共交通公共交通マップマップマップマップ＞＞＞＞    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－13 公共交通マイ時刻表作成サービスの実施    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・公共交通マイ時刻表作成サービスとは，普段利用する区間や時間帯，目的地に行くまで

の乗り換え案内など，各人のニーズに合った時刻表を作成・提供するサービスです。 

・公共交通案内ホームページにおいて時刻表を掲載していますが，インターネットを利用

できない方もいることから，当サービスを実施し，分かりやすさの向上に努めます。 

 

＜＜＜＜富山県魚津市富山県魚津市富山県魚津市富山県魚津市    マイマイマイマイ時刻表時刻表時刻表時刻表＞＞＞＞    

・「市民バスの時刻表やルート図が複雑で，どのようにしてバスを乗り継げば良いか分かりに

くい」という声にお答えし，利用したいバス停と時刻のみを記載した【マイ時刻表】を無

料で作成しています。 

・市役所の担当者に電話・メール・FAXにて申請した後，1週間程度で自宅に郵送されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

出典：魚津市 「マイ時刻表（例）」 

検討 実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－14 公共交通案内ホームページの更新・拡充    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・土浦市公共交通案内「つちナビ！」では，市内公共交通の路線図，時刻表，利用方法，

連絡先等について掲載しています。 

・引き続き，路線図，時刻表等の更新を行うとともに，内容の改善について検討します。 

 

＜＜＜＜土浦市公共交通案内土浦市公共交通案内土浦市公共交通案内土浦市公共交通案内「「「「つちナビつちナビつちナビつちナビ！」＞！」＞！」＞！」＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    継続実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ①－15 バスの乗り方教室の実施    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    分かりやすさの向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・バス事業者との協力により，市内の小学校を対象としてバスの待ち方や行き先表示の見

方，車内でのマナーなどといったバスの乗り方教室の開催をします。 

 

＜＜＜＜佐賀市交通局佐賀市交通局佐賀市交通局佐賀市交通局    バスのバスのバスのバスの乗乗乗乗りりりり方教室方教室方教室方教室＞＞＞＞    

・バスの乗り方や行き先の見方を説明した後に，実際にバスに乗車し，車内でのマナーに

ついて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

出典：佐賀市交通局「バスの乗り方教室」 

検討 実施 

＜バスの乗り方教室の様子＞ ＜バスの乗り方に関する案内＞ 

出典：佐賀市交通局「バスの乗り方」 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ②－１ キララちゃんバスの運行内容の改善    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    利便性の向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・キララちゃんバスでは，協同病院や市役所の移転等に伴い，利用者が減少しているコー

スがあるため，利用状況等を踏まえて，運行ルートや運行時刻など，運行内容の改善を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

    

施策名称施策名称施策名称施策名称    ②－２ のりあいタクシー土浦の運行内容の改善    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    利便性の向上 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・のりあいタクシー土浦では，協同病院の移転等に伴い，運行距離が増加していることか

ら，経営の安定化を図るため，運行の効率化等，運行内容の改善を図ります。 

・また，アンケートではのりあいタクシー土浦の利用方法がわからないという意見が多数

あったため，利用方法について周知を図ります。 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

継続実施 

継続実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ②－３ コミュニティ交通導入の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    公共交通圏域の確保 

実施主体実施主体実施主体実施主体    地域，土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・コミュニティ交通は，公共交通不便地域の解消を目的とした公共交通です。 

・地域が，運営委員会を設立して運営を行い，市と協働して運行を行います。 

・コミュニティ交通導入の対象地域は，本計画において，公共交通不便地域から特定の地

域に変更するため，「コミュニティ交通導入の手引き」の見直しを行います。 

 

    

    

    

    

    

    

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

出典：土浦市地域公共交通活性化協議会 

「コミュニティ交通導入の手引き」 

＜＜＜＜コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ交通交通交通交通のののの運行基準運行基準運行基準運行基準＞＞＞＞    

手引き見直し 

実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ②－４ JR 常磐線と他の交通機関の接続強化    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    待合時間の短縮 

実施主体実施主体実施主体実施主体    交通事業者 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・JR 常磐線の 3駅ついては，路線バスやキララちゃんバスなどとの結節点となっているた

め，JR 常磐線のダイヤに合わせた運行を行い，鉄道への乗継利便性の確保を図ります。 

 

    

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

    

施策名称施策名称施策名称施策名称    ③－１ 路線バス運行方策の検討    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    公共交通圏域の維持 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市，交通事業者，地域 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・霞ケ浦広域バスの運行補助や地域間幹線系統（広域バス路線）の運行補助に係る県負担金

の拠出等により，公共交通圏域の維持を図ります。 

・まちづくり上重要な路線については，バス事業者に対して運行の働きかけを実施します。 

・将来的に縮小・廃止の可能性が高い路線につきましては，沿線地区に積極的な利用を呼び

かけるための仕組みづくりを検討します。 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    
まちづくり上重要な路線 検討 

霞ケ浦広域バス，地域間幹線系統 継続実施 

継続実施 

沿線地区の積極的な利用の仕組みづくり 検討 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ③－２ キララちゃんバス運行に係る支援    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    公共交通圏域の維持 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市は，キララちゃんバスの運行経費に対して補助を実施し，公共交通圏域の維持を図り

ます。 

・地域公共交通活性化協議会が受けている国庫補助金を活用しながら，引き続き，補助を

実施します。 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

    

施策名称施策名称施策名称施策名称    ③－３ のりあいタクシー土浦運行に係る支援    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    公共交通圏域の維持 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市は，のりあいタクシー土浦の会員に対し，年会費 13,000 円のうち 11,000 円を助成し

公共交通圏域の維持を図ります。 

・利用者負担の軽減を図るため，引き続き年会費の助成を実施します。 

 

 

 

 

 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

継続実施 

継続実施 
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施策名称施策名称施策名称施策名称    ③－４ コミュニティ交通運行に係る支援    

期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果    公共交通圏域の確保 

実施主体実施主体実施主体実施主体    土浦市 

【【【【実施内容実施内容実施内容実施内容】】】】    

・市は，コミュニティ交通の導入に係る経費等のうち，最大で 7割を補助し，公共交通圏

域の確保を図ります。 

・運営委員会の業務の中には，運行計画案の作成，需要調査の実施等，専門的な知識を要

するものもあることから，市は運営委員会に対し，助言を行い，協力をしながら，円滑

な運営を図ります。 

・また，地元負担金の発生を避けるため，市は導入前の需要調査結果を注視しながら，適

切な助言を行います。 

 

実施実施実施実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

                    

 

 

 

継続実施 


