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目的

本市における地域や地域公共交通の現状・問題点などを踏まえ、市が目指す将

来像を実現する上で公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、地域住

民の暮らしと外出を支援し、かつ、持続可能な公共交通網を実現するため、その

基本方針、施策体系を示すマスタープランとして、「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」に基づく「常陸大宮市地域公共交通網形成計画」を策定しま

した。

計画期間

本計画は、常陸大宮市総合計画や常陸大宮市創生総合戦略などの上位関連計画

と整合を図りながら策定する計画です。計画期間は、5年間（平成30（2018）

年度～平成34（2022）年度）とします。ただし、社会情勢の変化などを踏まえ、

必要に応じて見直しを行います。

常陸大宮市総合計画基本計画（平成２９年度～平成３３年度の５年間）

人が輝き 安心・快適で 活力と誇りあふれるまち

常陸大宮市地域公共交通網形成計画（平成３０年度～平成３４年度の５年間）

～いつまでも誰もが安心・便利に利用できる公共交通～
地域内外の交流を通じて、まちづくりと一体となった持続可能な公共交通網

道の駅常陸大宮 かわプラザ 常陸大宮市内を走るバス常陸大宮駅

計画の区域

本計画の区域は、常陸大宮市全域とします。
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現状と課題

●2040年には総人口が約3万人まで減少し、高齢化率は約44％に上昇する見込み。

●買物や通院は、大宮地域への移動が多い。

●高い自動車依存と低い公共交通利用状況。

●高齢者人口に対する高齢者免許保有率は約60％と高く、免許保有者は増加傾向。

●常陸大宮駅等を基点として、鉄道、路線バス、市民バス、乗合タクシーが運行。

●地域公共交通を維持するための経費は増加傾向。

限られた財源での利便性、効率性を考慮した公共交通網の形成

高齢社会への対応

まちづくりの方策との連携

主要な施設への移動の確保

地域特性や市民ニーズへの対応 地域公共交通の利便性向上

地域公共交通を取り巻く現状

地域公共交通の課題

公共交通に関する市民への情報発信
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＜人口の推計＞

＜市の地域公共交通等の経費推移＞
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～いつまでも誰もが安心・便利に利用できる公共交通～
地域内外の交流を通じて、まちづくりと一体となった

持続可能な公共交通網

本計画の基本方針を次のように定めます。

本計画の実現に向けた目標を次のように定めます。

基本目標１ まちづくりと連動した公共交通網の構築

■乗合タクシーを基軸として、市街地においては公共交通サービス維持、郊外地・

中山間地においては、地域の実情に応じた効率的な運行形態や運行方法等の検討

を行い、持続可能な地域公共交通網の構築を図る。

■常陸大宮駅周辺の都市中心拠点や居住機能を有する地域拠点、活力と賑わいをも

たらす交流拠点づくりに向けた取組と連携を図りながら、これらの拠点を機能的

に結ぶ公共交通網を構築し、拠点の活性化につなげる。

基本目標２ 安心・便利に利用できる公共交通の構築

■誰もがわかりやすい、利用しやすい公共交通の構築を図るため、快適な利用環境

づくりや公共交通情報の提供・発信を行う。また、観光客向けの情報の提供・発

信を行い、安心して便利に利用できる公共交通を構築する。

■市民や利用者等のニーズを踏まえ、運賃施策や運行形態など、利便性を考慮した

運行サービスを検討し、誰もが気軽に利用できる公共交通を構築する。

基本目標３ みんなで支える公共交通の構築

■地域全体で公共交通を支えるために、モビリティマネジメントの手法を取り入れ、

地域等と協働による積極的な利用促進を図る。

■行政や交通事業者、関係団体等との密な連携や協働の取組により、公共交通の適

正かつ効果的・効率的なマネジメントを行う。

基本方針

目標



まちづくりと連動した公共交通網の構築基本目標１

施 策

地域特性に対応した地域公共交通網の構築

①地域特性に対応した持続可能な地域公共交通網の再編

・地域から地域拠点への地域内移動、地域拠点から都市中心拠点への移動手段を確保

するため、乗合タクシーを基軸として地域公共交通網を構築。

・公共交通事業の採算の改善及び市の財政負担の削減に向けて、路線バス、市民バス、

乗合タクシーの適正な役割分担。

・地域外から来訪者ニーズに応えるため、道の駅などの交流拠点への移動手段を確保。

②都市中心拠点における循環型の

公共交通ネットワークの形成

・主要施設の多くが立地している大宮

地域における回遊性を向上させるた

め、現在、大宮地域の市街地を周遊

している路線バスの維持・向上を図

る。

③広域移動手段の維持・確保

・広域路線バス及びJR水郡線につい

て、接続する公共交通の運行を維持

し、本市への来訪交流人口の拡大や

商業観光の活性化に努める。

４

目標達成に向けた施策

▲再編後の地域公共交通網のイメージ図

まちづくり施策との連携

④都市中心拠点、地域拠点、交流拠点づくりの取組と公共交通の連携

・都市中心拠点、地域拠点、交流拠点の3つの拠点を機能的に結ぶ公共交通網を構築

し、拠点づくりの取組など拠点の活性化に寄与。

 

地域間の市民バスは 
有料化により維持しつつ、 

観光目的にも対応 
（地域の拠点を経由） 

新路線バスは通勤通学

に対応している路線及び 
市内循環線を維持 

路線バスは通勤

通学に対応してい

る路線を維持 
を維持 

小瀬高校コースは 
路線バス化により

維持 
  

乗合タクシー（市内全域）は大宮 
地域のサービスレベルと合わせる 

▲交流拠点（道の駅常陸大宮かわプラザ）



安心・便利に利用できる公共交通の構築基本目標２

利用環境の改善

①快適に公共交通を利用できる環境づくり
・バス待ち環境などの改善検討を行い、利用者が多い路線のバス停は、

ベンチや上屋を設置するなど公共交通の使いやすい環境を整備。

②わかりやすく、乗りやすく、親しみやすい車両の導入
検討

・高齢者や障がい者をはじめ、誰もが安心して公共交通を利用できるよ

うに、低床バスやワゴン車への更新を進める。

・利用者がひと目で見分けられるような車両ラッピングを施す。

③安全・安心な利用環境の整備
・車両や設備の整備、運転士のマナー向上など、交通事業者安全対策の

実施状況を把握し、必要に応じて適切な指導等を行う。

施 策

５

目標達成に向けた施策

④誰もがわかりやすい公共交通ガイド等の作成
・利用者目線でわかりやすく、常陸大宮市の公共交通を網羅した総合的

な公共交通ガイド等を作成。

⑤観光情報等との情報提供の一元化
・情報提供を行うツールは、地域住民だけでなく、観光客などの地域外

からの来訪者も使えるような観光情報等を併せて記載。

⑥ICT導入に向けた検討
・バスロケーションシステム、ITアプリの活用、ICTを活用した電子媒

体での情報提供に向けたオープンデータ化等の情報提供について検討。

情報提供の充実

⑦気軽に利用できる運行サービスの提供
・バス等の低廉な運賃設定に向け関係者間で協議

するとともに、高齢者等を対象とした割引運賃

について検討。

⑧高齢者にやさしい公共交通サービス
の提供

・自由な時間帯とエリアに制限がない移動に対応

できる福祉タクシーのサービスを維持。

利便性を考慮した運行サービスの提供

▲ノンステップバス車両

▲車両ラッピング

▲総合的な交通マップ

▲利用方法等の情報イメージ



みんなで支える公共交通の構築基本目標３

モビリティマネジメントの推進

①公共交通利用に向けた意識啓発

・高齢者や児童・生徒を対象とした出前講座の実施や広報誌・イ

ベント時等に公共交通の制度紹介により、公共交通への利用促

進及び意識啓発を図る。

②高齢者の運転免許証自主返納支援制度による公共交通

への利用転換

・運転免許証自主返納支援制度を継続的に実施し、公共交通への

利用転換を図る。自主返納に向けてバス・乗合タクシー乗車券

の交付や関係者等と協力したモビリティマネジメントを実施。

③地域等との協働による利用促進

・公共交通ガイド等を活用し、区長や民生委員等と連携し、利用

方法などの情報提供を行う。また、企画乗車券や施設とのタイ

アップ企画など、多様な関係者と連携した利用促進策を検討。

６

施 策

目標達成に向けた施策

官民連携による公共交通事業の適正な運営

④関係者との連携による公共交通事業のマネジメント

・行政と交通事業者の実務担当者を中心に、公共交通の施策の問

題点・課題等を共有しながら、改善に向けて継続的に協議。

・大学生との連携による、公共交通やまちづくりをテーマとして

フィールドワークを継続的に実施。

・「ノーマイカーデー」などにより、公共交通について意識する

機会を創出し、認知度の向上につなげる。

▲公共交通イベントイメージ

▲市で実施しているタイ

アップ企画の乗車証明書

▲サポート事業の協賛

事業者募集



７

本計画を進めるにあたり、本市の公共交

通が目指す将来像の実現に向けて、市民、

交通事業者、行政が連携、協働し、一体と

なって取り組むとともに、それぞれが担う

役割を相互に確認しながら、持続可能な

公共交通体系の構築を目指します。

基本目標 評価指標 現状値
目標値

（平成34年度）

【基本目標１】

まちづくりと連動し

た公共交通網の構築

【指標①】

公共交通に対する市民の満足度

（5段階評価）

2.64 3.00

【指標②】

市の財政負担額の削減率

基準値

（平成29年度決算額）
20%削減

【基本目標２】

安心・便利に利用で

きる公共交通の構築

【指標③】

公共交通の利用率

8.8%

（平成29年度公共交通に

関する市民アンケート）

15.0%

【指標④】

公共交通に対する利用者の満足

度（5段階評価）

3.09

（平成29年度公共交通に

関する市民アンケート）

3.50

【目標３】

みんなで支える公共

交通の構築

【指標⑤】

利用促進事業の協力者数

（地域・団体数）

12地域・団体

（平成28年度実績）
20地域・団体

【指標⑥】

高齢者の運転免許証返納者数に

対する自主返納支援制度申請者

数の割合

基準値

（平成29年度実績）
70%

推進体制

計画期間に達成すべき評価指標を次のとおり設定しました。

評 価 指 標

＜基本方針＞

いつまでも誰も

が安心・便利に

利用できる

公共交通
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