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７．基本的な方針及び目標  
 
７-１． 地域公共交通の再構築及び活性化に向けた基本的な方針 

（１） 当市の将来都市像と地域公共交通が果たすべき役割 

上越市第６次総合計画において、当市の将来都市像を「すこやかなま

ち～人と地域が輝く上越～」とし、市政運営のテーマを「選ばれるまち 住

み続けたいまち」としている。 

また、その将来都市像の実現に向け、8 つの政策分野のうち都市基盤

分野では、地域公共交通については、市民や交通事業者とともに生活の

足として、また広域交通の二次交通としての総合的な地域公共交通ネッ

トワークの形成と、利用促進に取り組むこととしている。 

地域公共交通は、市民の日常生活の移動手段ばかりではなく、交通事

故の防止や環境負荷の軽減、市民の健康増進、回遊性の向上、児童・生

徒の課外学習の機会、市民のまちづくり活動の促進など、果たすべき役

割は大きい。 

 
（２） 基本的な方針 

昭和 46 年に高田市と直江津市が合併して上越市（合併前上越市）が誕

生し、さらに、平成 17 年には周辺 13 町村と合併して現在の上越市が誕

生した。 

当市の市街地は高田地区と直江津地区を中心に形成されており、市民

の日常生活における通勤や通学、買い物、通院など移動方向としては、

周辺地域から高田地区や直江津地区の中心部への方向が大多数である。 

これらの移動においては、モータリゼーションの普及により自動車が

主流となっており、地域公共交通の利用者は減少し、その維持・存続が

年々厳しくなっている。しかし、移動手段を持たない若年層や高齢者に

とって、地域公共交通は欠かせない移動手段であり、さらに、高齢化が

進行する中、今後は地域公共交通を必要とする市民が増加すると見込ま

れることから、その維持・確保が一層重要になってくる。 

あわせて、北陸新幹線開業などにより、今後はより広域的な交流が増

加することから、広域交通の二次交通の整備やそれによる賑わいの創出

を図ることも必要である。 

これらのことから、当市の地域公共交通の取組としては、市民の安全・

安心で快適な日常生活を支えるとともに、広域的な交流を促進する二次

交通の整備に向けた施策を実施することが重要であると考え、地域公共

交通における将来像を「快適な暮らしを支える持続可能な地域公共交通」

とし、次の 2 つを基本方針とする。 
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【地域公共交通における将来像】  
 
 
 
 
 
【基本的な方針】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

快適な暮らしを支える持続可能な地域公共交通 

方針 1 市民の日常の生活を支えます。（生活交通の維持・確保） 

方針 2 市内外の交流促進を図ります。（二次交通の整備） 

・市民がすこやかな日常生活を送る上で、必要不可欠な通勤や

通学、買い物、通院などに対応した公共交通を構築します。 

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の交通ネッ

トワークの構築を目指します。 

・特に、高齢者や若年層等の運転免許や自家用車を持たないな

どの移動制約者の移動手段を確保します。 

・また、市民に地域公共交通を快適かつ安心して使ってもらう

ため、各関係者が連携、協力し、公共交通の利便性の維持・

向上に努めます。 

・生活交通の維持・確保を図るため、利用促進を図ります。 

・持続可能な地域公共交通を維持するため、利用状況や地域の

実情にあわせ効率化を図り、地域公共交通の再構築を行いま

す。 

・北陸新幹線の開業にあわせた市内外の交流促進に資する公共

交通網を整備します。 

・観光等による広域からの来訪者を受け入れるため、交通拠点

と観光施設等をつなぐ二次交通を整備します。 

・乗り換えの生じる交通の結節点における魅力づくりを行うこ

とで人が集い、活気が感じられる賑わいのある空間づくりを

目指します。 
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７-２． 計画の目標と指標 

・当市の地域公共交通における将来像の実現に向けて、基本的な方針に則

り、計画期間内の目標を次のとおり設定する。 

・目標の設定については、達成状況を定量的に捉えるとともに、関係者間

で明確かつ具体な認識を共有するため指標を設定する。 

 
目標１「市内外からの移動ニーズに対応し、利用される地域公共交通を目指し

ます。」（利便性の維持・向上） 

 
【目標の方向性】 

上越市第 6 次総合計画では、市民のすこやかな暮らしを支え育み、ま

ちの一体感を構築するため、人や物の移動を支える道路や公共交通のネ

ットワークを「広域ネットワーク」「拠点間ネットワーク」「地区内ネッ

トワーク」の 3 つに位置づけ、拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内

の集落などを便利で安全に移動ができるような最適な交通ネットワー

クの構築を目指すこととしている。 

広域ネットワークでは、平成 27年 3月に北陸新幹線が金沢延伸開業し、

また、4 月には小木直江津航路に新造高速カーフェリーが導入される予

定であるほか、平成 30 年度には上信越自動車道が 4 車線化されるなど、

市内外からの交通状況が大きく変化する。そのため、観光振興等におい

て、今後さらに増加が期待される広域的な来訪者の受け入れとして二次

交通の整備が必要となる。 

一方、拠点間や地区内のネットワークについては、通勤、通学をはじ

め、買い物、通院、交流など快適な暮らしに不可欠な機能を担っている。 

このようなことから、将来にわたって安全・安心で快適な市民の日常

生活を支えるとともに、交流促進を図るため、市内外の人たちに利用さ

れる利便性の高い地域公共交通網を整備する。 
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【指標の設定】 

指標 現況値 目標値 

地域公共交通の利用者数   

 路線バス等の利用者数（年間） 1,683 千人  

（平成 25 年度） 

1,561 千人  

（平成 31 年度） 

 えちごトキめき鉄道の乗車人数（1 日） 

（輸送密度） 

1,925 人 

（平成 24 年度） 

1,812 人 

（平成 31 年度） 

 ほくほく線の乗車人数（1 日） 

（輸送密度） 

922 人 

（平成 25 年度） 

1,088 人 

（平成 31 年度） 

上越妙高駅における北陸新幹線とえちご

トキめき鉄道の接続 

上越妙高駅に停

車する北陸新幹

線にえちごトキ

めき鉄道が接続

するダイヤ編成

を実施 

（平成 26 年度） 

上越妙高駅に停

車する北陸新幹

線にえちごトキ

めき鉄道が接続

するダイヤの充

実 

（平成 31 年度） 

観光周遊バス利用者数 601 人 

（平成 26 年度） 

3,000 人 

（平成 31 年度） 

      ※輸送密度：1 日 1km 当たりの平均輸送量 

      ※「地域公共交通の利用者数」の目標値は、長期的に続く人口減少等から見込ま

れる利用者数を、利便性の向上や利用促進を図ることにより、その減少傾向を

抑制することとして設定する。ただし、ほくほく線の乗車人数は特急「はくた

か」からローカル列車へ転換する利用者を見込むことから、目標値が増加とな

る。 

      ※「観光周遊バス利用者数」の現況値は、春期（4 月 1 日～6 月末の毎日）と秋期

（9 月 1 日～11 月末の土日・祝日）の運行実績数値であり、平成 27 年度以降は

4 月～11 月末（土日・祝日等）の運行を見込んだ数値。 
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目標２「地域公共交通の安全・安心で快適な運行の向上を図るとともに、分か

りやすい情報提供を行います。」（利用促進） 

 
【目標の方向性】 

路線バスなどの運行において、経路が複雑であり、目的地に行くため

に乗り継ぎが必要となるなど、利用者にとって分かりにくい状況にある。  

また、地域によって運賃の設定方法が異なることから、市中心部への

移動に係る負担が大きい地域があり、地域間の格差が生じている。 

このようなことから、市民が手軽に安心して乗れるよう運賃体系や運

行体系の見直しを行うとともに、分かりやすい運行情報や利用案内の提

供に努める。 

あわせて、誰もが地域公共交通を快適に利用できるようにバリアフリ

ーの推進や予約型の公共交通においては受付方法の改善に取り組む。 

市民アンケート調査によると、「分からない」や「無回答」の割合が高

く地域公共交通への関心の低さが伺えることから、市民の地域公共交通

に対する意識の醸成を図る。 

 
【指標の設定】 

指標 現況値 目標値 

バリアフリーに配慮した車両への更新率

（スロープ付のノンステップバスやワン

ステップバス、リフトや補助ステップ付小

型バスへの更新） 

34.1％ 

（平成 26 年度） 

56.8％ 

（平成 31 年度） 

時刻表の発行・配布 
鉄 道 及び 路 線 バ

ス 等 の総 合 時 刻

表を全戸配布 

（平成 26 年度） 

ダ イ ヤ改 正 時 に

鉄 道 及び 路 線 バ

ス 等 の時 刻 表 を

作成・配布 

（平成 31 年度） 

公共交通イベントの参加者数 15,600 人  

（平成 26 年度） 

17,000 人 

（平成 31 年度） 
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目標３「地域の実情にあった地域公共交通を採用、再編成を促進し、地域公共

交通を維持・確保します。」（生活交通の維持・確保） 

 
【目標の方向性】 

現状の地域公共交通については、鉄道や路線バスのほか、乗合タクシ

ーや地域バス、福祉有償運送など多様な公共交通が運行されているもの

の、地域の移動ニーズに応じたすみわけが十分にされていない。  

市民アンケート調査によると、市民は将来的に自分が高齢となり車の

運転ができなくなったときに地域公共交通が必要であると感じているこ

とから、高齢化が進む中で将来にわたり地域公共交通を維持・確保しな

ければならない。 

さらに、路線バスの利用が減少傾向にある中で、路線バスを維持して

いくための公的支援の増大を抑制するため、引き続き、利便性を確保し

ながら効率性が高い地域公共交通への見直しを継続する必要がある。 

また、これまでの路線バスやスクール混乗バス等の地域公共交通を基

本としつつも、人口減少や少子高齢化の加速、高齢者が関係する交通事

故の増加などの社会情勢の変化や地域の特性を踏まえ、多様な地域公共

交通の導入を検討する。 

あわせて、市民や行政、交通事業者等が協働し、一体となって地域公

共交通を使い育てていく仕組みを構築する。 

 
【指標の設定】 

指標 現況値 目標値 

【再掲】地域公共交通の利用者数   

 路線バス等の利用者数（年間） 1,683 千人 

（平成 25 年度） 

1,561 千人 

（平成 31 年度） 

 えちごトキめき鉄道の乗車人数（1 日） 

（輸送密度） 

1,925 人 

（平成 24 年度） 

1,812 人 

（平成 31 年度） 

 ほくほく線の乗車人数（1 日） 

（輸送密度） 

922 人 

（平成 25 年度） 

1,088 人 

（平成 31 年度） 

公共交通（路線バス、乗合タクシー等）の

運行に係る収支率 

 33.4％ 

（平成 25 年度） 

30.0％以上 

（平成 31 年度） 
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方針 1 「市民の日常の生活を支えます。」 

方針 2 「市内外の交流促進を図ります。」 

目標１ 市内外からの移動ニーズに対応し、利用される地域公共交通を目指します。 

目標２ 公共交通の安全・安心で快適な運行の向上を図るとともに、分かりやすい情

報提供を行います。 

目標３ 地域の実情にあった地域公共交通を採用、再編成を促進し、地域公共交通を

維持・確保します。 

目標 基本施策 課題 

(1)生活交通の維持・確保

や利便性の向上 

(2)北陸新幹線開業に伴う

二次交通の整備 

移動ニーズに合った効率的な運行内容の見直し  

地域公共交通の利用促進  

利便性の高い公共交通体系の構築  

関係機関との連携・協働  

・鉄道や路線バス等の公共交通機関の機能分担、すみわけが不
明確となっている路線がある。  

・今後、人口減少・少子高齢化がさらに進行していく中で、合
併前上越市、柿崎区、大潟区、三和区などに存在する交通不
便地域の解消が必要である。  

・市内の移動で地区や交通機関の乗り継ぎ状況によって運賃に
大きな差が発生していることから、全市で統一した考え方に
より運賃の整合を図る必要がある。  

・また、路線バスや鉄道等の公共交通利用者の減少により、補
助金など市の財政負担が増大することが懸念されることか
ら、地域の実情にあわせた運行の効率化や再構築が必要であ
る。  

・北陸新幹線の開業など、市内公共交通の変化にあわせ、地域
公共交通の運行内容を適宜見直していく必要がある。  

・地域公共交通の利用者は、人口減少・少子高齢化等に伴い引
き続き減少傾向にある。 

・特に、スクールバス、スクール混乗バスについては、少子化
に伴い、一部地域において数年後には児童・生徒の利用がな
くなることが予測されるため、新たな移動手段の確保が必要
である。  

・利用環境の改善や分かりやすい情報提供、利用しやすいシス
テムの改善を進めるとともに、環境問題や個人の健康増進、
交通事故の抑制とあわせて、市民が公共交通を利用したいと
思う意識の醸成が必要である。 

・高齢者や障害のある人に配慮し、バリアフリー化を行うなど、

誰が地域公共交通を快適に使えるように環境改善が必要であ

る。  

・都市機能が集積・集約している高田地区、直江津地区周辺の
市街地への移動実態、ニーズに合った、公共交通体系の構築
が必要である。  

・北陸新幹線開業による広域的な来訪客の増加の受け入れとし
て、二次交通の整備が必要である。 
 

・市内には、鉄道や路線バスに加え、目的や対象者が限定された
スクールバスや福祉有償運送等、地域が限定された地域バスや
市営有償運送バス等、多くの運行事業者によるさまざまな移動
手段が存在している。  

・また、新幹線や高速バス、佐渡汽船などは観光等の産業振興の
発展に不可欠となる広域的な交通を担っている。  

・そのため、交通事業者や近隣市町村など関係機関との連携・協
働が必要である。  

上越市第 6 次総合計画では、市民のすこやかな暮らしを支え育み、まちの一体感を構築する
ため、人や物の移動を支える道路や公共交通の交通ネットワークを「広域ネットワーク」「拠点間
ネットワーク」「地区内ネットワーク」の 3 つに位置づけ、拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内
の集落などを便利で安全に移動ができるような最適な交通ネットワークの構築を目指すこととし
ている。 

広域ネットワークでは、平成 27 年 3 月に北陸新幹線が金沢延伸開業し、また、4 月には小木
直江津航路に新造高速カーフェリーが導入される予定であるほか、平成 30 年度には上信越自
動車道が 4 車線化されるなど、市内外からの交通状況が大きく変化する。そのため、観光振興
等において、今後さらに増 加が期待される広域 的 な来訪者の受け入れとして二次 交通の整備
確保が必要となる。 

一方、拠点間や地区内ネットワークについては、通勤、通学をはじめ、買い物、通院、交流な
ど快適な暮らしに不可欠な機能を担っている。 

このようなことから、将来にわたって安全・安心で快適な市民の日常生活を支えるとともに、交
流促進を図るため、市内外の人たちに利用される利便性の高い地域公共交通網を整備する。 

路線バスなどの運行において、経路が複雑であり、目的地に行くために乗り継ぎが必要となる
など、利用者にとって分かりにくい状況にある。また、地域によって運賃の設定方法が異なること
から、市中心部への移動に係る負担が大きい地域があり、地域間の格差が生じている。 

このようなことから、市民が手軽に安心して乗れるよう運賃体系や運行体系の見直しを行うと
ともに、分かりやすい運行情報や利用案内の提供に努める。 

あわせて、高齢化の加速などを背景に、誰もが安 心して地域公共交通を利用できるようにバ
リアフリーの推進や予約型の公共交通においては受付方法の改善に取り組む。 

市民アンケート調査によると、「分からない」や「無回答」の割合が高く、地域公共交通への関
心の低さが伺えることから、市民の地域公共交通に対する意識の醸成を図る。 

現状の地 域公 共交 通体 系については、鉄道や路 線バスのほか、乗合タクシーや地域バス、
福祉有 償運送など多様な公共交 通が運行されているものの、地域の移動ニーズに応じたすみ
わけが十分にされていない。市民アンケート調査によると、市民は将来的に自分が高齢となり車
の運転ができなくなったときに地域公共交通が必要であると感じていることから、高齢化が進む
中で将来にわたり地域公共交通を維持・確保しなければならない。 

さらに、路線バスの利用が減少傾向にある中で、路線バスを維持していくための公的支援の
増大を抑制するため、引き続き、利便性を確保しながら効率性が高い地域公共 交通への見直
しを継続する必要がある。 

また、これまでの路線バスやスクール混乗バス等の地域公共交通を基本としつつも、人口減
少や少子高齢化の加速、高齢者が関係する交通事故の増加などの社会情勢の変化や地域の
特性を踏まえ、多様な地域公共交通の導入を検討する。 

あわせて、市民・行政・交通事業者等が協働し、一体となって地域公共交通を使い育てていく
仕組みを構築する。 

快適な暮らしを支える持続可能な地域公共交通 

1)運行の改善 

2)利用環境の改善 

3)市民の意識醸成 

4)市民・行政・交通事業

者等の協働 
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