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第４章 当市

○計画作成の
 
 

 

○計画の対象
・市内の鉄道や路線バスなどの地域公共交通を対象
・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める
 
○計画の区域

上越市全域
 

○計画期間 
平成 27 年度～平成

第２章 計画

第１章 はじめに

上越市総合公共

・「上越市総合交通計画」（平成
    持続可能なまちづくりに貢献する公共交通を目指す
・「上越市地域公共交通総合連携計画」（平成
・「上越市バス交通ネットワーク計画」（平成
    路線バスを中心に、公共交通ネットワークを見直し

【これまで】 

・市内の地域公共交通
スクール混乗バス、乗合タクシーなど地域
特性によって多様な公共交通が運行され
ている。 

・目的地となる学校や
内に分散しており、
て移動する場合は乗り換えが必要になる。

・複数の地域公共交通
区間がある。

・少子高齢化や
伴い、路線バス

・一方、路線バスを維持していくための補助
金額は、「上越市地域公共交通総合連携計
画」に基づく
しに伴い、平成
その後も微増している。

市内公共交通

 

当市の現状

の背景・目的

対象 
・市内の鉄道や路線バスなどの地域公共交通を対象
・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める

区域 
上越市全域 

 
年度～平成 31 年度（

計画の概要 

はじめに 

公共交通計画

・「上越市総合交通計画」（平成
持続可能なまちづくりに貢献する公共交通を目指す

・「上越市地域公共交通総合連携計画」（平成
・「上越市バス交通ネットワーク計画」（平成

路線バスを中心に、公共交通ネットワークを見直し

 

公共交通は、鉄道、路線バス、
スクール混乗バス、乗合タクシーなど地域
特性によって多様な公共交通が運行され

目的地となる学校や病院、買い物先等が市
内に分散しており、地域公共交通を
て移動する場合は乗り換えが必要になる。

の地域公共交通が重複して
。 
や人口減少、自動車

路線バスの利用数は
、路線バスを維持していくための補助

「上越市地域公共交通総合連携計
基づく公共交通ネットワーク

平成 21 年度に減
その後も微増している。 

公共交通の現状 

現状の整理 

目的 

・市内の鉄道や路線バスなどの地域公共交通を対象
・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める

年度（5か年）

 

交通計画（案

・「上越市総合交通計画」（平成 17～26
持続可能なまちづくりに貢献する公共交通を目指す

・「上越市地域公共交通総合連携計画」（平成
・「上越市バス交通ネットワーク計画」（平成

路線バスを中心に、公共交通ネットワークを見直し

は、鉄道、路線バス、
スクール混乗バス、乗合タクシーなど地域
特性によって多様な公共交通が運行され

、買い物先等が市
地域公共交通を利用し

て移動する場合は乗り換えが必要になる。
が重複して運行される

、自動車の普及等に
は減少している。

、路線バスを維持していくための補助
「上越市地域公共交通総合連携計

公共交通ネットワークの見直
減少したものの、
 

・市内の鉄道や路線バスなどの地域公共交通を対象 
・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める

か年） 

案）の概要

26 年度） 
持続可能なまちづくりに貢献する公共交通を目指す

・「上越市地域公共交通総合連携計画」（平成 21～26
・「上越市バス交通ネットワーク計画」（平成 24～26

路線バスを中心に、公共交通ネットワークを見直し

は、鉄道、路線バス、
スクール混乗バス、乗合タクシーなど地域
特性によって多様な公共交通が運行され

、買い物先等が市
利用し

て移動する場合は乗り換えが必要になる。 
される

の普及等に
減少している。 

、路線バスを維持していくための補助
「上越市地域公共交通総合連携計

の見直
したものの、

 
・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める

概要 

持続可能なまちづくりに貢献する公共交通を目指す 
26 年度） 
26 年度） 

路線バスを中心に、公共交通ネットワークを見直し 

上越市内の公共交通ネットワーク

・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、
利用者を限定しない乗合輸送手段についても地域公共交通に含める 

・地域公共交通の利用者は、
自家用車の普及等に

・しかし、地域
物等の日常生活には必要
る。 

・また、

【現状】

 

上越市内の公共交通ネットワーク

・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

・地域公共交通の利用者は、
自家用車の普及等に伴い

・しかし、地域公共交通は通勤や通学、通院、買い
物等の日常生活には必要

・また、高齢化が進む

【現状】 

上越市内の公共交通ネットワーク

・乗合タクシーや一般利用者が混乗できるスクールバス（以下、「スクール混乗バス」という。）など、

・地域公共交通の利用者は、少子高齢化や人口減少、
伴い減少傾向にある。

公共交通は通勤や通学、通院、買い
物等の日常生活には必要不可欠な移動手段であ

む中、高齢者の交通

上越市内の公共交通ネットワーク 

 

○
・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

 
○上越市都市計画

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

少子高齢化や人口減少、
傾向にある。 

公共交通は通勤や通学、通院、買い
不可欠な移動手段であ

高齢者の交通事故が増加

3 

 
第３章 

○上越市第 6
・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

確に反映する必要がある。
・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

連結強化を施策の柱としている。

上越市都市計画
・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

「拠点とネットワークを強化するまちづくり」を推進する。
・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

少子高齢化や人口減少、

公共交通は通勤や通学、通院、買い
不可欠な移動手段であ

が増加

「交通政策基本法」
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の
一部を改正する法律」
「交通政策基本計画」

【国の動向】

新たな上位・関連計画の策定
「上越市第
「上越市都市計画マスタープラン
新潟県内の全交通事故死者に占める高齢者加害事故死者

【市の動向】

 上位・関連計画

6 次総合計画
・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

確に反映する必要がある。
・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

強化を施策の柱としている。

上越市都市計画マスタープラン
・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

「拠点とネットワークを強化するまちづくり」を推進する。
・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

「交通政策基本法」
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の
一部を改正する法律」
「交通政策基本計画」

【国の動向】 

新たな上位・関連計画の策定
上越市第 6 次総合計画
上越市都市計画マスタープラン

新潟県内の全交通事故死者に占める高齢者加害事故死者

【市の動向】 

路線バスの輸送人員の推移

関連計画 

次総合計画 
・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

確に反映する必要がある。 
・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

強化を施策の柱としている。 

マスタープラン 
・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

「拠点とネットワークを強化するまちづくり」を推進する。
・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

「交通政策基本法」（平成 25 年度）
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の
一部を改正する法律」（平成 26
「交通政策基本計画」（平成 26

新たな上位・関連計画の策定 
次総合計画」（平成

上越市都市計画マスタープラン
新潟県内の全交通事故死者に占める高齢者加害事故死者

路線バスの輸送人員の推移

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、
「拠点とネットワークを強化するまちづくり」を推進する。

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

年度） 
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の

26 年度） 
26 年度） 

」（平成 27～34 年度）
上越市都市計画マスタープラン」（平成 27

新潟県内の全交通事故死者に占める高齢者加害事故死者

路線バスの輸送人員の推移 

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、
「拠点とネットワークを強化するまちづくり」を推進する。 

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の

年度） 
27～46 年度） 

新潟県内の全交通事故死者に占める高齢者加害事故死者

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

本計画において、

○市民ニーズや地域の特性に合わせた

○北陸新幹線の二次交通の整備

を地域

【今後の取組】

バス

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

本計画において、

○市民ニーズや地域の特性に合わせた
生活交通の維持・確保

○北陸新幹線の二次交通の整備

地域公共交通に対する重要課題として取り組む

【今後の取組】

（国や県から交通事業者に直接交付される補助金を除く）

バス運行対策費

平成 27 年
北陸新幹線・えちご

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。

本計画において、 

○市民ニーズや地域の特性に合わせた
生活交通の維持・確保 

○北陸新幹線の二次交通の整備

公共交通に対する重要課題として取り組む

 

公共交通ネットワークの見直し
（国や県から交通事業者に直接交付される補助金を除く）

運行対策費補助金額の推移

年 3月 14 日 
北陸新幹線・えちごトキ

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

・拠点と市外、拠点と拠点、拠点と地区内の集落間の「人や物の移動を支える交通ネットワーク」を構築する。 

○市民ニーズや地域の特性に合わせた 

○北陸新幹線の二次交通の整備 

公共交通に対する重要課題として取り組む

公共交通ネットワークの見直し
（国や県から交通事業者に直接交付される補助金を除く）

補助金額の推移 

トキめき鉄道開業

・「総合計画」は、当市のまちづくりの最上位計画であり、各政策分野の個別計画は、総合計画が示す政策・施策等の考え方を的

・交通ネットワークに関しては、「機能的・効率的な交通ネットワークの確立」に向け、地域交通の利便性向上と広域交通網との

・「快適で充実した都市（生活）空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造」の実現に向けたまちづくりとして、

公共交通に対する重要課題として取り組む。 

公共交通ネットワークの見直し 
（国や県から交通事業者に直接交付される補助金を除く） 

めき鉄道開業 
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「上越市地域公共交通総合連携計画」及び「上越市バス交通ネットワーク計画」に基づく、これまでの公共交通に対する取組 
 

 
○都市機能（学校・病院・買い物先等）が集積している地区へ市民の移動実態やニーズにあった公共交通体系への
改善 

○北陸新幹線の開業に伴い、観光振興に向けた二次交通の確保 

課題１ 利便性の高い公共交通体系の構築 

 
○公共交通機関が機能分担、すみわけされていない路線がある。 
○公共交通が利用できない地域が存在する。 
○少子化に伴いスクールバス、スクール混乗バス廃止後の新たな移動手段の確保 
○運賃体系が市内で統一されていない。 
○公共交通維持に係る市の財政負担の増加 
○北陸新幹線の開業などに伴う市内交通体系の変化への対応 

 
○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への改善 
○環境問題や個人の健康増進、交通事故の抑制とあわせて、市民の公共交通利用に対する意識醸成 
○高齢化や観光振興などに対応した快適性の追求やユニバーサルデザインへの配慮 

 
○市民や行政、交通事業者など関係者・関係機関の連携や協働が必要 

課題３ 地域公共交通の利用促進 

課題４ 関係機関との連携・協働 

(2)利便性の向上（「（1）運行の改善」以外の取組） 

交通結節点の改善 
・板倉コミュニティプラザを乗継通拠点として整備 

① 利用状況 
・総輸送人員は減少傾向にあるものの、見直し以

前に比べ減少率が低下している。 
・平均乗車密度は見直しを行った路線では上昇も

しくは横ばいとなっている。 
 
② 公共交通の利便性（ｱﾝｹｰﾄ） 
・市民の公共交通に対する満足度は総じて低い。 
・「運行本数」や「運行時刻」などで満足層が 1
割を下回っており、利便性が向上していない。 

 
③ 運行の効率性 
・収支率は多くの路線で低下している。 
・市補助金は見直しを開始した平成 21 年度に減
少したものの、その後も微増している。 

・市単補助路線の補助金は平成 21 年度に比べ 1
割減少している。 

・見直しによる効率性の改善は少なからずあった
ものの、抜本的な改善までは至っていない。 

 
④ 情報提供の分かりやすさ 
・情報を総合的に分かりやすく提供した。 
 
⑤ 公共交通に対する意識 
・公共交通の PR イベントや時刻表の配布等を継
続的に実施したものの、十分な利用促進には繋
がらなかった。 

これまでの取組に関する評価 

第５章 公共交通ネットワークの見直しの評価 

第６章 当市における公共交通の課題 

課題２ 移動ニーズに合った効率的な運行内容の見直し 

上位・関連計画や当市の公共交通ネットワークの現状とこれまでの見直しの評価を踏まえ、課題を整理 

(1)運行の改善 

②新規路線の運行・既存路線の見直し 
■合併前上越市 
・路線バス「直江津・浦川原線」の新潟労災病院への乗り入れ 
■安塚区 
・路線バスの階層化（幹線：安塚区・浦川原区、支線：安塚区内路線） 
・「朴の木線」の運行ルート見直し 
■牧区 
・路線バス「宮口線」にデマンド区間を導入 
■柿崎区 
・路線バスの階層化（幹線：浜線・山直海線、支線：黒岩線、水野線等） 
・路線バス「黒岩線」の一部延伸、デマンド区間の変更 
■頸城区 
・路線バスの階層化（幹線：南川線、支線：頸城区内巡回バス） 
・路線バス「黒井駅線」の黒井駅南側へ乗り入れ 
■吉川区 
・路線バスの階層化（幹線：山直海線、支線：吉川内路線） 
・路線バス「鵜の浜線」「吉川西部循環線」の運行ルート見直し 
■板倉区 
・路線バスの階層化（幹線：新井駅前・コミプラ間、支線：板倉区内路線） 
■三和区 
・路線バス「水科線」「岡田線」「真砂線」の統合（予定） 

③目的バスの活用 
■安塚区 
・スクール混乗バスの導入 
■頸城区 
・スクール混乗バスの導入 

①新たな公共交通システムの導入 
■合併前上越市 
・路線バス「春日山・佐内線」の運行開始 
・路線バス「謙信公大通り線」の運行開始 
・路線バス「謙信公大通り循環線」の運行開始 
■安塚区 
・デマンドバスの導入 
■浦川原区 
・予約型エリア運行バスの導入 
■柿崎区 
・一部路線でデマンドバスの導入 
■吉川区 
・一部路線でデマンドバスの導入 
■中郷区 
・乗合タクシーの導入 
■板倉区 
・一部路線でデマンドバスの導入 
■三和区 
・一部路線でデマンドバスの導入 

(3)利用促進 

・PR イベント、バスの乗り方講座等の開催 ・企画乗車券の販売 

・時刻表、高校生向け啓発資料の配布 ・バリアフリーに配慮した車両の導入 
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 目標を達成するための基本施策を「生活交通の維持・確保や利便性の向上」と「北陸新幹線開業に伴う二次交通の整備」の 2つに分け、具体的な取組を推進 

当市の公共交通における将来像の実現に向け、基本的方針及び目標を設定 

 
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） 

・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。 
 
 

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） 

・市民が手軽に安心して快適に利用できるように運賃体系や運行体系の見直しのほか、バリアフリーの推
進、予約方法の改善、情報提供などに努める。 

・市民の地域公共交通に対する意識の醸成を図る。 
 
 
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） 

・利便性を確保しながら多様な地域公共交通を導入・再編成を促進し、効率的な運行への改善を継続する。 
・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。 

 

【地域公共交通における将来像】 

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） 

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、通院に対応し、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を構築する。 

・高齢者や若年層等の運転免許・自家用車を持たない移動制約者の移動手段を確保する。 
・関係者が連携・協力し、公共交通の利便性の維持・向上、利用促進に努める。 
・持続可能な公共交通を維持するために公共交通の再構築を行う。 
 

第８章 施策およびその実施主体 ～生活交通～ 

・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する。 
・交通の結節点における魅力づくりを行うことで、人が集う活気が感じられる空間づくりを目指す。 

第７章 基本的な方針及び目標 

生活交通の維持・確保や利便性の向上 
基本方針に基づく 3つの目標を達成するため、生活交通の維持・確保や利便性の向上に向けて次の施策を実施する。 

・市民の安全・安心で快適な日常生活を支え、生活の質を高めるとともに賑わいの創出を作り出すた
め、地域公共交通の維持・確保や北陸新幹線開業に伴う広域交通の二次交通の整備を実施する。 

 
a）路線網の見直し 

・利便性の高い路線への見直し 
・路線の統廃合による効率化 

b）新たな公共交通システム導入の検討 
・地域の特性に応じた新たな公共交通の導入検討 

c）ダイヤの見直し 
・運行時間帯や本数の見直し 
・乗継のよいダイヤへの見直し 

d）運賃制度の見直し 
・運賃体系の見直し 
・乗継割引制度等の検討 

e）停留所・駅の見直し 
・停留所の移設・新設、駅機能の整備 
・自由乗降等の導入検討 

f）車両の見直し 
・車両の小型化、バリアフリー化 

(1) 運行の改善 
 
a）乗り継ぎ環境の改善 

・駅、バス停留所（待合所）の環境整備や改善 
・駅前駐輪・駐車場の環境整備や改善 

b）予約方法の改善 
・利用者ニーズに合わせた運行の改善 
・予約に係る利用者負担の軽減 

c）分かりやすい情報提供の充実 
・運行経路やダイヤ、運賃などについて、入手しや

すく分かりやすい情報提供を実施 
・運転免許証返納者や高齢者、障害のある人等の地

域公共交通の利用促進を図るため、移動に関する
する支援制度を分かりやすく案内し、周知を行
う。 

 

(2) 利用環境の改善 
 
a）モビリティ・マネジメントの実施 

・環境問題や個人の健康増進、高齢者の交通事故
防止のため、自動車利用から公共交通の利用へ
自発的に転換してもらうように促す。 

b）利用促進策の企画・実施 
・イベントや乗り方講座の実施、企画切符等の販
売等による、公共交通を利用したくなるきっか
けづくりに取り組む。 

(3) 市民の意識醸成 
 
 
a）関係者、関係機関による協働、連携 

・市民や行政、交通事業者等の協働、連携体制を構
築する。 

b）PDCA サイクルによる評価・改善の実施 
・市民と行政、交通事業者等が一体となり、改善に

向けた取組を実施する。 

(4) 市民・行政・公共交通事
業者等の協働 
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第９章 達成状況の評価に関する事項 

計画最終年度に指標を計測し、目標の達成状況を評価する。計画に掲げた目標の達成に向け、着実かつ計画的に事業を遂行する
とともに、計画期間における社会情勢の変化を把握しながら、効果的かつ効率的に施策を実施する。 
「快適な暮らしを支える持続可能な地域公共交通」の実現に向け、関係者・関係機関がそれぞれの責務を果たすとともに、連携・

協働を図る体制を構築する。 

北陸新幹線開業に伴う二次交通の整備 
 

第８章 施策およびその実施主体 ～二次交通～ 

（1）二次交通 

○妙高はねうまラインについては、上越妙高駅に停車する全ての北陸新幹線に接続するとともに、乗り換えがスムーズに行えるよう 
にダイヤを設定する。 
但し、妙高はねうまラインは単線であり、ダイヤ設定には制約が多いことを考慮する必要がある。 

○直江津駅では、妙高はねうまラインと日本海ひすいライン、JR 信越本線及びほくほく線への乗り換えがスムーズに行えるように 
ダイヤの設定や発着ホームに配慮する。 

○上越妙高駅から JR 信越本線、ほくほく線への直通運転を実施する。 
○ほくほく線については、越後湯沢駅における上越新幹線との乗換がスムーズに行えるようにダイヤを設定する。 
○利用者の流動やニーズ等を踏まえた鉄道の運行本数やダイヤ等を設定する。 
○路線バスについては、利用者の流動やニーズ等に対応し、上越妙高駅への乗り入れ、路線の新設、ダイヤ設定等を実施する。 
○観光については、以下のとおり整備する。 

・北陸新幹線や佐渡汽船のダイヤにあわせた観光交通を整備する。 
・利用者のニーズを的確にとらえ、観光周遊バスや観光タクシー等の運行ルートの設定や見直しを適宜行う。 
・観桜会など集客が見込めるイベントの開催にあわせ、公共交通を確保する。 

＜関係者・関係機関の責務と役割分担＞ 

上越市：将来都市像の実現に向けた市政運営を行うとともに、交通事業者や関係者、市民等と調整・連携して地
域公共交通の維持・確保や利便性の向上等の事業に主体的に取り組む。 

 
交通事業者：地域公共交通の安定的で持続可能な運行確保に向け、効率化や利便性の向上、利用促進等に積極的

に取り組む。 
 
福祉団体、NPO 法人等：路線バス等の地域公共交通が運行されていない地域や、一人では外出が困難な高齢者や

障害のある人に対して移動手段を確保し、きめ細かなサービスの提供に協力する。 
 
上越市教育委員会：鉄道や路線バス等の地域公共交通が運行されていない地域等において、児童・生徒の通学に

おける移動手段を確保するため、スクールバスを運行する。 
 
市民：市民一人ひとりが、環境や健康、公共交通の維持などに関心を持ち、積極的に公共交通を利用する。 
 
その他（国､県､周辺自治体等）：地域社会の活性化や地域公共交通の維持・確保に向けた支援や協力等を行う。 

「快適な暮らしを支える持続可能な地域公共交通」の実現に向けた体制 

二次交通の接続水準や運行水準等を下記のとおり定め、水準を満たさない内容については、利用者の流動やニーズ等を踏まえ見直し 
を図っていく。 

（2）三次交通 

三次交通の接続水準や運行水準等を下記のとおり定め、水準を満たさない内容については、利用者の流動やニーズ等を踏まえ見直し
を図っていく。 
 
○鉄道と路線バス、路線バス同士等の乗り換えがスムーズになるようダイヤ設定に配慮する。 

市民ニーズや観光・ビジネスの現況を踏まえ二次交通等を整備する。 

 

上越市教育委員会 
（スクールバス） 

上越市福祉有償輸送 
運営協議会 

（福祉有償運送） 

上越市 
上越市地区公共交通 

懇話会 
（市・交通事業者・市民） 

市  民 
（意識醸成、積極的な利用） 

交通事業者 
（鉄道、路線バス、乗合タクシー等） 

連携・協働 
上越市地域公共交通 

活性化協議会 
国・県・市・交通事業者・ 

市民 等 

NPO 等 
（新たな公共交通の担い手） 


