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地域公共交通計画の基本的な考え方
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石川中央都市圏地域公共交通協議会



１．石川中央都市圏ビジョンにおける
公共交通の位置づけ



１．石川中央都市圏ビジョンにおける公共交通の位置づけ

石川中央都市圏では、活力ある地域経済の維持や住民が安心して快適な暮らしを営むことが
できる圏域の形成を目指し、平成28年3月に連携協約を締結し、圏域の個性や強みを活用しな
がら、公共交通など多様な分野の連携に取り組んできた。
本協議会で策定を目指す広域的な地域公共交通計画は、石川中央都市圏ビジョン、各市町個
別の地域公共交通計画や関連する計画と整合を図りつつも、別個に定める。

石川中央都市圏地域公共交通計画石川中央都市圏地域公共交通計画

■石川中央都市圏ビジョン■石川中央都市圏ビジョン

都市と自然、仕事と生活が調和する“住みやすさ”日本一の圏域
～交流と連携により、全てのひとが輝き続ける石川中央都市圏～

Ⅱ-２-①金沢駅周辺の高度化
• 交通コンシェルジュの拡充

Ⅱ-２-②広域的公共交通網の構築
• 新しい交通システムの導入に向けた段階的整備
• コミュニティバスの相互乗り入れ
• 圏域の交通課題について対応策を検討
• 地域公共交通計画策定に向けた協議
• 北陸鉄道鉄道線の施設・設備整備の推進
• IRいしかわ鉄道の運行支援

Ⅲ-６-①地域公共交通の充実
• 通勤時P&Rの駐車場拡充と利用拡大
• カーフリーデー共同開催の企画・実施
• バス事業者や運転手イメージアップの企画・実施
• 公共交通機関におけるキャッシュレス化支援

▼公共交通に関する主な具体的取組（ビジョン）

出典：第２期 石川中央都市圏ビジョン改訂版（R４.３）

■各市町の公共交通に関する方針■各市町の公共交通に関する方針 ※地域公共交通計画等を策定している市町のみ掲載

金
沢
市

歩行者と公共交通優先のまちづくり
まちなかを核にネットワークでつなぐまちづくり

白
山
市

市民・交通事業者・市が役割分担のもと、持続可能な交通体系をめざし
市民や来訪者の生活と交流を交通面から支える

津
幡
町

鉄道駅をハブとした公共交通網による自動車に過度に頼らず
暮らせる、通えるまち・津幡町の実現

内
灘
町

地域公共交通で、豊かな生活を送りつづけることができる
地域を目指す

今回策定するもの
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２．地域公共交通計画の基本的な考え方

これまでに４市２町で、石川中央都市圏における公共交通の課題と対応方針を整理しており、
これらを踏まえながら地域公共交通計画を策定する。
本計画では、市町をまたぐ広域的なネットワークや利用環境などの維持・充実を図ることを
目的とし、各市町内の取組は各市町の地域公共交通計画で位置づける。

超高齢・人口減少社会に
対応した広域的な
公共交通網の構築

超高齢・人口減少社会に
対応した広域的な
公共交通網の構築

誰もが使いやすい
公共交通の利用環境の改善

誰もが使いやすい
公共交通の利用環境の改善

公共交通利用促進に向けた
住民等の意識醸成

（マイレール・マイバス意識）

公共交通利用促進に向けた
住民等の意識醸成

（マイレール・マイバス意識）

広域的な幹線路線の維持・充実
（地域間幹線系統）

北陸鉄道線の持続可能性確保
（石川線・浅野川線）

交通不便地域の解消

広域的な幹線路線の維持・充実
（地域間幹線系統）

北陸鉄道線の持続可能性確保
（石川線・浅野川線）

交通不便地域の解消

取組①取組①

取組②取組②

取組③取組③

交通結節点へのアクセスの充実

パーク・アンド・ライドの充実
（鉄道駅・主要バス停）

キャッシュレス決済の導入拡大

MaaSの推進
（公共交通の利便性向上）

交通結節点へのアクセスの充実

パーク・アンド・ライドの充実
（鉄道駅・主要バス停）

キャッシュレス決済の導入拡大

MaaSの推進
（公共交通の利便性向上）

取組④取組④

取組⑤取組⑤

取組⑥取組⑥

取組⑦取組⑦

公共交通利用者の減少によ
る公共交通網の減便・廃止
公共交通利用者の減少によ
る公共交通網の減便・廃止

課題①課題①

金沢都市圏の交通渋滞
（過度な自動車依存の抑制）
金沢都市圏の交通渋滞
（過度な自動車依存の抑制）

課題②課題②

アフターコロナを見据えた
多様な利用者への対応
アフターコロナを見据えた
多様な利用者への対応

課題③課題③

バス事業等の地域公共交通
の担い手不足
バス事業等の地域公共交通
の担い手不足

課題④課題④

現況・課題
（第１回協議会等を踏まえ整理）

現況・課題
（第１回協議会等を踏まえ整理）

基本方針基本方針

モビリティ・マネジメント
（MM）の推進

運転手や地域の担い手の確保

モビリティ・マネジメント
（MM）の推進

運転手や地域の担い手の確保

取組⑧取組⑧

取組⑨取組⑨
環境・健康・交通安全などの
各種まちづくりとの連携
環境・健康・交通安全などの
各種まちづくりとの連携

課題⑤課題⑤

主な取組主な取組

▼石川中央都市圏における公共交通の課題と対応方針



広域的な生活交通ネットワークを確保・維持するため、国による運行補助金の対象となる
「地域間幹線系統」を圏域の地域公共交通計画で位置づけ、必要な支援を行う。

本計画の対象
現在は石川県が作成

各市町の
公共交通計画で

対応

広域的な幹線路線の維持・充実（地域間幹線系統バス）広域的な幹線路線の維持・充実（地域間幹線系統バス）取組①取組①

２．地域公共交通計画の基本的な考え方



▼毎週金曜日実施のカー・セーブデー（福井県）

▼鉄道の共通１日フリー切符
（えちぜん鉄道、福井鉄道）

広域交通の基幹となるJR北陸本線・七尾線、IRいしかわ鉄道線、市町をまたぐ路線バス等に
ついては、乗継の利便性向上や利用促進にさらに取り組む。
MaaSやパーク・アンド・ライドとの連携、鉄道線相互やバスとの円滑な乗継環境をさらに充
実する施策を検討。

▼民間事業者と連携した短期間利用P＆R駐車場
（新潟市：駐車場割引、カーシェアとの連携等）

▼快速バスP&R社会実験
（熊本市）

▼サイクル＆バスライド
（大分市）

広域的な幹線路線の維持・充実（鉄道線の利用促進等）広域的な幹線路線の維持・充実（鉄道線の利用促進等）取組①取組①

２．地域公共交通計画の基本的な考え方

〔石川中央都市圏内での取組〕
▼いしてつ愛あーるクラブ、お帰り乗車券

▼鉄道-コミュニティバス等乗り継ぎ時刻表

〔他地域での取組〕



参考 石川中央都市圏の地域鉄道・地域間幹線バス

北陸鉄道石川線

路線距離

駅数

13.8km

１７駅（野町～鶴来）

北陸鉄道浅野川線

路線距離

駅数

6.8km

１２駅（北鉄金沢～内灘）

JR北陸本線

路線距離

駅数

19.6km

７駅（金沢～小舞子）

IRいしかわ鉄道線

路線距離

駅数

17.8km

6駅（金沢～倶利伽羅）

JR七尾線

路線距離

駅数

14.4km

6駅（津幡～高松）

金沢駅－松任－寺井中央

金沢寺井線

運行 北陸鉄道グループ

区間

本津幡駅－森本駅
－兼六園下

津幡線

運行事業者 北陸鉄道グループ

区間

宇野気駅－内灘駅
－兼六園下

内灘線

運行事業者 北陸鉄道グループ

区間

地
域
間
幹
線
バ
ス

地
域
間
幹
線
バ
ス

地
域
鉄
道

地
域
鉄
道

鶴来

金沢

香林坊

野町

兼六園下

柳橋

本津幡

内灘

宇野気

金石・大野

小松空港

免許
センター

野々市

イオン
モール
白山

松任

辰口

南部車庫

白山麓

円光寺

野々市
市役所

北陸大学・
辰巳丘高校

加賀笠間

美川

小舞子

至 福井・
京都・大阪

松任

西金沢

東
金
沢

森
本

津
幡

能瀬

倶利伽羅

至 高岡・富山

横山

高松

至 七尾・和倉温泉

JR七尾線

IRいしかわ鉄道線

JR北陸本線

金沢市

津幡町

かほく市

内灘町

野々市市

白山市

寺井

本津幡

至 南砺市

（注）地域間幹線バス
複数市町を結び、広域的・幹線的な性格を持つ
系統で、国庫補助対象路線となっているもの。

北陸鉄道石川線

北陸鉄道浅野川線

地
域
鉄
道

地
域
鉄
道



北陸鉄道線の持続可能性確保（石川線・浅野川線）北陸鉄道線の持続可能性確保（石川線・浅野川線）取組②取組②

２．地域公共交通計画の基本的な考え方

北陸鉄道線はコロナ禍で利用が30％減少したが、朝の通勤・通学時は一定の利用があり、大
量輸送機関として機能している。
大量輸送機関としての公共交通は、地域にとって今後も必要であり、北陸鉄道から要望の
あった上下分離方式の導入も含め、行政として何らかの対応策を検討する必要がある。
鉄道線（石川線・浅野川線）の存続のほか、特に輸送人員の減少している石川線については、
バス転換やBRT化などの選択肢も検討。

コロナ禍により、石川線・浅野川線ともに輸送人員（利用者）は約30%減少。
Ｒ３年度わずかに回復するも、コロナ以前の状況には戻っていない。

出典：北陸鉄道（株）

▼北陸鉄道鉄道線 輸送人員の推移



▼駅・バス停からの徒歩圏カバー範囲

▼コミュニティバスの相互乗り入れ
（野々市市と白山市を結ぶ「のんキー」）

鉄道・路線バスでカバーされていないエリアは、各市町コミュニティバスの運行などでカ
バーしており、都市圏全体では徒歩圏での人口カバー率は88％となっている。
今後、関係者の連携により、市町間をまたぐバス等の相互乗り入れなどにより、都市圏内の
空白地域の解消や公共交通の利便性の向上に関する連携方策を検討。

H27国調人
口

公共交通
カバー
人口

公共交通
空白地域
人口

人口
カバー率

金沢市 465,810 398,167 67,643 85%

白山市 109,321 98,112 11,209 90%

かほく市 34,226 29,666 4,560 87%

野々市市 55,122 54,783 339 99%

津幡町 36,982 32,932 4,050 89%

内灘町 26,982 26,465 517 98%

総 計 728,443 640,125 88,318 88%

※徒歩圏は鉄道駅が500ｍ、バス停は300ｍと設定

※R3.3時点の公共交通
ネットワークを基に作成

交通不便地域の解消交通不便地域の解消取組③取組③

２．地域公共交通計画の基本的な考え方



交通結節点
（金沢駅など）

北陸新幹線金沢開業に合わせ金沢駅をはじめとする各駅の整備や案内機能の充実とともに、
金沢駅からの多様な二次交通の整備を行ってきた。
今後は、北陸新幹線敦賀開業等による都市圏内外への移動需要に対応するため、住民の交通
結節点へのアクセスの充実や、来訪者が金沢駅などから各市町の目的地にわかりやすく移動
できるよう、 MaaSとも連携しながら利便性の向上を検討。

出典：政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201912/1.html

▼MaaSによるサービス提供イメージ

目的地

目的地

目的地

自宅

自宅

交通結節点への
多様な選択肢 交通結節点からの

わかりやすい案内

住民目線 来訪者目線

交通結節点へのアクセスの充実交通結節点へのアクセスの充実取組④取組④

２．地域公共交通計画の基本的な考え方



▼第２次金沢交通戦略におけるP&R整備目標台数

整備目標（台） 収容台数（台） 達成率（％）

金沢南部方面 900 988 110

金沢東部方面 300 20 7

金沢西部方面 500 48 10

津幡方面 400 309 77

内灘方面 500 5 1

総計 2,600 1,370 53

▼第２次金沢交通戦略におけるP&R整備目標台数及び収容台数

※かほく市P&R駐車場は津幡方面として算出。 （令和3年３月31日現在）

Kパークやそれ以外の駐車場の収容台数は1,370台確保されているが、金沢都市圏での通勤時
P&Rの目標駐車台数は2,600台※（目標に対し53％）となっており、「東部方面」や「西部方
面」、「内灘方面」において駐車場の整備が必要。
今後、利用者・交通事業者・駐車場提供者それぞれにとって利点のあるものとなるように、
利用環境の向上やインセンティブの拡充など、P&Rの拡大に向けた各種取組を検討。

【課題・対応】
❶利用者が増えない（利用者は約400人）
⇒公共交通サービスや利用環境の向上を継続的に実施
利用者へのインセンティブの拡充などの検討が必要

❷駐車台数が増えない（目標台数の約50％）
⇒鉄道、路線バスで沿線の土地利用が異なることから個別に対策を検討
公設P&Rや民間駐車場の活用などの検討が必要

パーク・アンド・ライドの充実（鉄道駅・主要バス停）パーク・アンド・ライドの充実（鉄道駅・主要バス停）取組⑤取組⑤

２．地域公共交通計画の基本的な考え方

※パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針、H28.2.8改正



北陸鉄道は、城下まち金沢周遊バス７台に、「Suica」や「ICOCA」など全国交通系ICカード
を年内に導入する方針を発表（令和４年５月）。
他の路線バス等については、全国交通系ICカードやクレジットカード決済、二次元コード決済
などによるキャッシュレス化や、地域連携ICカードなどの新たなサービスの動向も踏まえた利
便性向上を検討。

キャッシュレス決済の導入拡大キャッシュレス決済の導入拡大取組⑥取組⑥

北陸鉄道の地域限定ICカードであるICaをベースとした利便性向上のイメージ

他地域からの来訪者がSuicaや
ICOCAなどをICaの端末で利用可能
とすることで、市内公共交通機関
の一層の利用拡大を目指す。
また、現在一部の駅でのみIC

カード(ICa)が利用可能となってい
る鉄道線における利用機会の拡大
のあり方も検討。

出典：北陸鉄道HP

運賃支払いにおける、クレジッ
トカード（タッチ決済）や二次元
コード決済等の多様なキャッシュ
レス化を検討。

その他のキャッシュレス化のイメージ

▼全国交通系ICカード導入支援要望の様子（R4.5.17）

２．地域公共交通計画の基本的な考え方



MaaSの推進（公共交通の利便性向上）MaaSの推進（公共交通の利便性向上）取組⑦取組⑦

出典：北陸鉄道「ほくてつニュース」（令和4年4月）

マイカーに過度に依存することなく、シームレスかつ自由に移動できる次世代交通サービス
の実現に向け、公共交通を含めた移動の利便性向上等としてMaaSを推進。
今後は、関係者間の協力関係を強化しながら、「のりまっし金沢」の機能強化に向けた多様
な交通モードや分野との連携強化や、パーク・アンド・ライドの推進や、企画乗車券開発な
ど利用促進策を検討。

▼MaaSのイメージ図

出典：国土交通省

▼交通事業者（関係者間）の連携

▼デジタル交通サービス（のりまっし金沢）

※MaaS（Mobility as a Service）
地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、
複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・
予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地にお
ける交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の
課題解決にも資する重要な手段となるもの

２．地域公共交通計画の基本的な考え方
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モビリティ・マネジメント（MM）の推進モビリティ・マネジメント（MM）の推進取組⑧取組⑧

各市町では公共交通の利用機会提供や新型コロナ感染症対策を実施。令和３年度には金沢市
が開催するカーフリーデーにおいて、石川中央都市圏として交通施策のブースを設置・PR。
今後、公共交通の持続可能性確保のためにも、「過度に自動車に頼らなくても移動しやすい
まち」の実現に向けて、石川中央都市圏として連携した施策を検討。

感染症対策の実施、安全性のPR等

• 路線バスの感染症対策の積極的なPR（金沢市）
• コミュニティバスの換気強化、車内抗菌等
（金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町）

感染症対策の実施、安全性のPR等

• 路線バスの感染症対策の積極的なPR（金沢市）
• コミュニティバスの換気強化、車内抗菌等
（金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町）

パーク・アンド・ライドの推進

• 県や4市2町で連携したKパークの推進（駐車場の拡大）
• 鉄道乗車券・特急券購入者に駐車場24時間無料券を配布（白山市）

パーク・アンド・ライドの推進

• 県や4市2町で連携したKパークの推進（駐車場の拡大）
• 鉄道乗車券・特急券購入者に駐車場24時間無料券を配布（白山市）

公共交通の利用機会の提供

• カーフリーデーで中央都市圏の交通施策に関するブースを設置
（金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町）

• まちなかでの買物客へのお帰り乗車券の配布（金沢市）
• コミュニティバス未運行区間住民へ市営バス料金を助成（かほく市）
• 高齢者の公共交通での外出支援（金沢市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町）
• コミュニティバスの無料乗車キャンペーン（白山市、野々市市）
• コミュニティバス以外の交通手段の実証運行（内灘町）
• 広報誌「ちん電」の発行（白山市）
• 「バスガイドブック」の作成・配布（津幡町）

公共交通の利用機会の提供

• カーフリーデーで中央都市圏の交通施策に関するブースを設置
（金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町）

• まちなかでの買物客へのお帰り乗車券の配布（金沢市）
• コミュニティバス未運行区間住民へ市営バス料金を助成（かほく市）
• 高齢者の公共交通での外出支援（金沢市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町）
• コミュニティバスの無料乗車キャンペーン（白山市、野々市市）
• コミュニティバス以外の交通手段の実証運行（内灘町）
• 広報誌「ちん電」の発行（白山市）
• 「バスガイドブック」の作成・配布（津幡町）

エコ通勤の推進

• 優良事業所の認定取得（金沢市）
エコ通勤の推進

• 優良事業所の認定取得（金沢市）
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■全国的に自動車運転の職業は有効求人倍率が高く、全職業平均の2倍以上となっており、担い手不足の傾向。
■生産年齢人口の減少の継続により、就業者数は産業全体で減少することが予測されるが、特に、道路旅客運送業（バス、
タクシー運転手等）は55歳以上の就業者の割合が61.2％と全産業平均（30.5％）に比べ著しく高く、今後担い手不足が深
刻化する懸念。

・戦略的な採用活動の実施
・バス事業･バス運転手の
イメージ向上

・労働条件の改善
・運転手の意欲や士気の向上

・運行の最適化

若年層の運転手が少なく、運転手不足の深刻化が予想されるため、金沢市では「路線バス運
転手不足対策検討会」を設置し、令和２年に具体策をとりまとめた。
今後、関係自治体や交通事業者と連携しながら、担い手の確保に向けた取組の推進を検討。

運転手や地域の担い手の確保運転手や地域の担い手の確保取組⑨取組⑨

▼バス事業に関する担い手不足の状況

採用者確保の推進 離職者の抑制 バス事業の生産性向上

▼全国の有効求人倍率の推移

自動車運転の職業の
有効求人倍率は

全職業平均の2倍以上

自動車運転の職業の
有効求人倍率は

全職業平均の2倍以上

出典：国土交通白書2020

道路旅客運送業の就業者の
55歳以上の割合は
全職業平均の2倍以上

道路旅客運送業の就業者の
55歳以上の割合は
全職業平均の2倍以上

路線バス運転手不足対策に向けた取組（金沢市）

▼就業者の年齢構成

２．地域公共交通計画の基本的な考え方



３．今後のスケジュール



３．今後のスケジュール

石川中央都市圏地域公共交通協議会における各会議の流れと主な内容は下記の通り。

第１回（５月26日）

○公共交通を巡る現況の報告（事務局、各交通事業者） など

第３回協議会（10月下旬～11月中旬）

○公共交通利用実態調査結果の報告

○数値目標等の整理

○地域公共交通計画骨子案の決定

第４回協議会（２月中旬～２月下旬）

○地域公共交通計画の策定
○今後の事業スケジュール、実施体制、

令和５年度以降の特定事業計画等の検討

第２回（８月５日）

○地域公共交通計画の基本的な考え方（基本方針、主な取組）

○鉄道線の持続的運行に向けた取り組みについて（北陸鉄道株式会社）

パブリックコメント（12月頃）


