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『富岡市地域公共交通網形成計画―みんなが自由に移動できる公共交通づくりプラン―』

（以下、『公共交通網形成計画』という）では、地域にとって望ましい公共交通の将来にわたる

機能維持をめざし、地域の公共交通を一体として捉えたネットワークの再構築、市全体での

公共交通の方向性と、市民と公共交通事業者、行政の役割について示します。

３-１ 公共交通網形成のためのまちづくりの⽅針 
『都市計画マスタープラン』、『立地適正化計画』に示すまちづくりの方向性を踏まえるとともに、

３つのまちづくりプランに共通するまちづくりの基本方針「“まちのまとまり”の維持と自家用車に

頼らずだれでも自由に移動できる環境づくりによる持続可能なまちづくり」の実現に向け、公共

交通を“まちのまとまり”をつなぐ基盤、人と人の支え合いと交流をつなぐ基盤としての役割を担

うものとして位置づけ、果たすべき役割と『公共交通網形成計画』の基本方針を以下とします。

特に、市民の暮らし、地域コミュニティを将来にわたって支え続けられる公共交通網を形成す

るために、地域や市民と行政、関係する事業者等の連携と協働による推進を重視します。

公共交通が果たすべき役割 

“まちのまとまり”をつなぐ・人と人の支え合いと交流をつなぐ 

基本方針 

市民の暮らしと地域コミュニティを支える 

持続可能な公共交通の仕組みをつくる 

計画期間は以下とし、計画最終年度には、事業の進捗と成果を検証し、見直しを行ったうえで

計画を更新します。なお、計画期間内であっても、上位計画である『第２次富岡市総合計画』の進

捗状況や市民生活、社会経済の変化などを踏まえた見直しを検討します。

計画期間 

2020（令和 2）年度 ～ 2024（令和 6）年度（5 年間） 
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３-２ 公共交通網形成に向けた５つの⽬標 
本市の課題を踏まえ、『公共交通網形成計画』の基本方針「市⺠の暮らしと地域コミュニテ

ィを⽀える 持続可能な公共交通の仕組みをつくる」に則した地域の公共交通網を形成するた

めに、計画期間中の達成目標として、以下の５つを設定します。

目標１ 乗合タクシー運行方法の再構築で、移動の自由をかなえる 

自家用車を使わなくても、暮らす地域に関わらず、子どもから高齢者まで、だれもが安心

して市内を移動できる環境を整えるため、運行方式の検討や ICT（情報通信技術）の活用を

図りつつ、乗合タクシーの運行方法の抜本的な見直しを行います。また、運行方法の見直し

に伴う現在の利用者への影響が最小限となるよう、周知徹底を図ります。

特に高齢者の自立した生活や健康の維持、社会参加の促進に役立つ移動手段としての

視点を重視します。

目標２ 公共交通体系の構築で、暮らしやすさと“まちのまとまり”の維持をかなえる 

地域の暮らしを支えるため、公的な施設や医療機関、買い物場所、文化・スポーツ施設や

広場などの生活利便施設が集積する中心市街地（まちなか）や“まちのまとまり”への移動、

“まちのまとまり”内での移動のしやすさを確保するため、さまざまな公共交通を合わせたネ

ットワーク体系を構築します。

目標３ 地域で・みんなで・考え・利用する、持続可能な公共交通の仕組みを構築する 

市民アンケートの実施や地域住民による意見交換会、検討会、情報の共有と、それらを踏

まえた乗合タクシーの運行、鉄道駅周辺の整備とその見直しを継続的に行い、地域や市民

自らが「自分ごと」として、それぞれの地域にあった公共交通を考え、利用して維持する、協

働の仕組み（協働による PDCA）を構築します。

目標４ さまざまな手段の検討・推進で、自家用車から公共交通への転換を促進する 

将来にわたる公共交通環境の維持に向け、上信電鉄や乗合タクシーに加え、一般タクシ

ー等を含めた多様な公共交通、パークアンドライドやシェアリング、ICT の活用、市域を超え

た広域的な公共交通のあり方、徒歩や自転車の安全で快適な移動を支える基盤整備など、

さまざまな手段を検討・推進し、新たな利用者の獲得と、自家用車の利用から公共交通利用

への転換を促進します。

目標５ 「富岡版 MaaS」の確立をめざす 

公共交通の利便性向上をより暮らしやすい地域づくりにつなげるため、ICT、AI（人工知

能）、5G、自動運転などの技術の動向を踏まえ、その活用による一元的な移動支援サービス

「富岡版 MaaS※」の確立に向けた検討と実践に取り組み、広域的な視点を踏まえた持続可

能な交通網の構築を図ります。

※MaaS（Mobility as a Service）：次ページを参照
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【参考】MaaS（Mobility as a Service：モビリティ・アズ・ア・サービス）とは 

ICT（情報通信技術）を活用して交通をクラウド（仮想）化し、その運営主体にかかわらず、自家用車以外

のすべての交通手段によるモビリティ（移動）を１つのサービスとして捉え、シームレス（継ぎ目なく）に

つなぐ新たな「移動」の概念。 

自動車利用に依存した社会からの脱却をめざすための新たなサービス。フィンランドでの取組が先行例と

して知られており、「あなたのポケットにすべての交通を」というキャッチフレーズが世界中で共感を呼び、

実現に向けさまざまな取組が進められている。 

日本においても、2018（平成 30）年６月に閣議決定された「未来投資戦略 2018」の中で、「様々なモビリ

ティ手段を最適に統合するサービス」や「様々な交通サービスをデータでつなげて新たな付加価値を生み

出すモビリティサービス等」として MaaS の検討を進めることが明記されている。 

利用者それぞれの需要に応じて、鉄道、バス、乗合タクシー、タクシー、レンタカーといった従来の交通サ

ービスだけでなく、カーシェアリング、自転車シェアリング、配車サービスなどの新しい交通サービスを

含めてまとめることにより、例えば利用者はスマートフォンのアプリを用いて、経路検索、予約、支払を

一括して行うことができる。また、移動に関するサービスだけでなく、それ以外のサービスとの連携も進

められている。 

MaaS イメージ 
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３-３ 地域公共交通網再編のイメージ 
公共交通網の再編にあたって、３つのまちづくりプランに共通するまちづくりの基本方針や、

『都市計画マスタープラン』と『立地適正化計画』による拠点の位置づけ、役割などを踏まえた設

定を行うこととします。また、まちづくりや観光振興をはじめ、健康、福祉、環境など、さまざまな分

野と整合を図る設定とします。

さらに、群馬県が 2018（平成 30）年に策定した『群馬県交通まちづくり戦略』によると、上信電

鉄などの「鉄道路線軸」は、生活圏を跨ぐ、あるいは拠点間の人の移動に対応する軸、乗合タクシ

ーなどの市町村単位の公共交通は、鉄道路線軸、地域間を結ぶ基幹バス軸までを円滑につなぐ

移動手段として位置づけられています。

乗合タクシーについては、2017（平成 29）年度に実施した市民満足度調査、2018（平成 30）年

度に実施した交通に関する市民アンケート調査や地域座談会（黒岩・東富岡地区）などで把握し

た現状やニーズ、市民や高齢者の居住の状況を踏まえ、現行の定時定路線運行から、市内全域

のデマンド運行（事前予約型）への移行を図ります。これによって、“まちのまとまり”や“まとまりの

拠点”を効率的につなぐとともに、上信電鉄及び一般タクシーと連携し、移動の利便性向上と新

たな利用者の確保、将来にわたって持続可能な公共交通環境の整備をめざします。また、地域や

市民と行政、関連する事業者等との協働による検討と改善を継続的に行い、より使いやすく、使

いたくなる公共交通網の形成を図ります。

これらを踏まえ、本市における地域公共交通網再編のイメージを以下に示します。

地域公共交通網再編のイメージ 
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３-４ 施策の展開 

目標１ 乗合タクシー運行方法の再構築で、移動の自由をかなえる 

施策１-１ 乗合タクシー運行方法の見直し 

概要 運行方法を現在の定時定路線から市内全域デマンド運行（事前予約型）に抜本的に見直すこ

とにより、利便性の向上を図ります。また、都市機能誘導区域内に停留所を重点的に配置し、

生活利便性の向上と都市機能や居住の誘導を図ります。 

事業内容 ①よりわかりやすく、利用しやすい運行システムの検討・導入 

②都市機能誘導区域内への停留所の重点的配置 

③鉄道駅との接続を踏まえた設定 

④スクールバスとして機能する区間・時間を考慮した設定 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

見直し・導入 試行運行 本運行 ➡ ➡ ➡ 

上州富岡駅 上州富岡駅乗合タクシー乗り場 

施策１-２ わかりやすい乗り方・情報の提供 

概要 公共交通に関する情報をわかりやすく、見やすくします。 

事業内容 ①多様な利用者の視点による乗りやすさの見直し 

②見やすく、わかりやすい利用ガイドの作成・情報の提供 

③利用ガイド、車内案内等の多言語化 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

利用ガイド案作成・

情報提供の見直し 
段階的実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

施策１-３ 安心して利用できる環境の充実 

概要 安心して利用できる環境をつくります。 

事業内容 ①乗合タクシーの車内サービスの見直し 

②乗合タクシーの停留所の見つけやすさや快適性の点検・見直し 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①サービス見直し 

②点検・見直し 
段階的実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

施策１-４ 乗合タクシーのイメージアップ 

概要 より親しみやすい乗合タクシーへの転換を図ります。 

事業内容 ①乗合タクシーの視認性や親近感向上のための車両外観デザインの見直し 

②乗合タクシーへの市民の愛着を促す愛称等の導入検討 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①デザイン見直し 

②愛称導入 
実施 － － － － 
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目標２ 公共交通体系の構築で、暮らしやすさと“まちのまとまり”の維持をかなえる 

施策２-１ 買い物、通院がしやすい体系の構築 

概要 買い物や通院等のしやすさを重視した交通体系を構築します。 

事業内容 ①買い物や通院等の需要を踏まえた運行方法、停留所、運行時間の見直し 

②貨客混載の検討・実施 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・商業事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①路線等の見直し 試行運行 本運行 ➡ ➡ ➡ 

②貨客混載 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

院病合総岡富トッケーマーパースの内市

施策２-２ 愉しみへのアクセスの充実 

概要 文化活動やスポーツ、余暇の場などへのアクセスを重視するとともに、イベント時等の利用

促進を図ります。 

事業内容 ①文化・スポーツ施設、公園等へのアクセスを踏まえた乗合タクシー見直し 

②イベント時等の乗合タクシーの臨時運行等の検討 

③高齢者や子どもの文化・スポーツ活動の促進を踏まえた運行検討 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①アクセス充実 

②③臨時運行 
段階的実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

富岡北部運動公園 かぶら文化ホール 
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施策２-３ 地域コミュニティ活性化の促進 

概要 地域内、地域間を移動しやすくし、地域コミュニティの活性化を図ります。 

事業内容 ①地域コミュニティ活動の核となる地区公民館や公会堂への乗合タクシー停留所の設定 

②地域間やまちなかへの乗合タクシー移動促進による市民の交流機会の充実 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①②地域内・地域間移動充実 試行運行 本運行 ➡ ➡ ➡ 

堂会公瀬高中館民公央中義妙

施策２-４ 交通結節点への都市機能や居住の誘導 

概要 都市機能誘導区域内の交通結節点やその周辺に都市機能や居住を誘導し、生活利便性や乗り

継ぎ環境の向上を図ります。 

事業内容 ①都市機能誘導区域内の交通結節点やその周辺における生活利便施設や誘導施設の誘導・ 

強化 

②鉄道駅や乗合タクシー停留所等の待合空間の快適性や利便性向上 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・商業事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①誘導区域・対象施設設定 誘導 ➡ ➡ ➡ ➡ 

②待合空間向上 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

上州七日市駅舎内図書室（七日市文庫） 上州富岡駅前のベンチ
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目標３ 地域で・みんなで・考え・利用する、持続可能な公共交通の仕組みを構築する 

施策３-１ 市民による公共交通の検討 

概要 公共交通について、市民の関心を高めるとともに、必要性や将来にわたる維持・活用について

議論、検討する機会を設けます。 

事業内容 ①地域の公共交通について意見を交わす意見交換会や市民会議等の場の設定と、得られた意

見・要望等の事業への反映検討 

②定期的な市民アンケート等による市民意識や利用状況を把握 

③各地域主導による自家用有償運送（公共交通空白地有償運送等）の導入検討 

実施主体 富岡市・市民・地域住民・地域づくり協議会 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①意見交換会等の開催 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 
５か年で 

全地区開催 

②市民アンケート 段階的実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

③自家用有償運行 協議・調整 ➡ 実証実験 ➡ ➡ 

黒岩地区地域座談会 東富岡地区地域座談会 

施策３-２ 公共交通を活用する暮らし方の普及 

概要 高齢者や子ども、親子連れをはじめ、より多くの市民の公共交通利用を促し、「公共交通を活用

する暮らし方」の一般化に努めます。 

事業内容 ①より多くの市民への影響が期待できる関係者を対象とする乗合タクシー乗車体験・説明会の

開催（地域づくり協議会役員・地域で活動する市民・民生委員や高齢福祉等） 

②高齢者や子ども、親子連れなどを対象とする乗車体験会の開催  

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・市民・地域住民・地域づくり協議会 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

乗車体験・説明会開催 実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

施策３-３ 公共交通を支える市民組織の検討 

概要 乗合タクシーや鉄道の維持を側面から支える組織を検討します。 

事業内容 ①乗合タクシーや鉄道の維持を側面から支える組織「（仮称）友の会」の検討 

②鉄道駅や乗合タクシー停留所周辺の環境美化の促進 

実施主体 富岡市・地域住民 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①市民組織化 実施計画検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

②環境美化 実施計画検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 
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目標４ さまざまな手段の検討・推進で、自家用車から公共交通への転換を促進する 

施策４-１ 多様な公共交通手段の確保 

概要 乗合タクシーと鉄道や高速バスとの乗換え、タクシー券の利用などを考慮した、多様な公共

交通手段の確保を検討します。 

事業内容 ①乗合タクシーと鉄道駅や高速バスとの効率的接続の検討 

②福祉タクシー券の効果的活用方法の検討 

③スクールバス、民間の医療施設や高齢者保健福祉施設が運行する送迎車両との連携・協力

体制の検討 

④市域を越えた移動や運行経費削減を図るための隣接自治体との共同運行 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・医療福祉事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①乗合タクシー・鉄道・高速

バスの接続 
試行運行 本運行 ➡ ➡ ➡ 

②タクシー券活用 段階的実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

③送迎車両との連携・協力 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

④隣接自治体との共同運行 検討 ➡ ➡ ➡ ➡ 

施策４-２ パークアンドライド機能の充実 

概要 鉄道駅や乗合タクシー停留所等におけるパークアンドライド機能の充実により、まちなかの

渋滞緩和や市外への移動利便性の向上を図ります。 

事業内容 ①鉄道駅、高速バス停留所、乗合タクシー停留所周辺の駐車場機能の検討 

②自転車と公共交通の併用を踏まえた駐輪場や自転車積み込み車両の検討 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・関係機関 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

パークアンドライド 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

施策４-３ 公共交通料金システムの検討 

概要 乗合タクシーの利便性の高い料金設定や支払い方法、上信電鉄や一般タクシーと合わせた、

地域の公共交通全体を視野に入れた料金システムについて検討します。 

事業内容 ①ワンコイン化や定額制を含むわかりやすい料金設定の検討 

②交通系 IC カードやプリペイドカードなど、キャッシュレスシステム等の導入検討 

③上信電鉄や一般タクシー事業者と連携した料金システムの検討 

④市内のさまざまなサービスに利用できるポイントカードや回数券割引等、公共交通利用の

リピート化やまちの賑わいの創出につなげる方策の検討 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・一般タクシー事業者・商業事業者 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①料金設定 実施 － － － － 

②キャッシュレス化 検討 ➡ ➡ ➡ 

③連携料金システムの検討 検討 ➡ ➡ ➡ 

④賑わい創出方策 検討 ➡ ➡ ➡ 

需要調査
・検討

関係者との
協議・調整

関係者との
協議・調整

関係者との
協議・調整
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目標５ 「富岡版 MaaS」の確立をめざす 

施策５-１ 官民連携協議会の設置と具体的取組方策の立案 

概要 「富岡版 MaaS」の検討を主導する組織を設置し、活動を推進します。 

事業内容 ①官民連携により「富岡版 MaaS」を確立するための組織の設置 

「富岡版 MaaS」の具体的方策の立案 

③乗合タクシーとの一体的な利用を行うサービス事業者・団体との調整 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・一般タクシー事業者・情報通信事業者・

商業事業者・群馬県 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

①協議会の設置 設置 協議 ➡ ➡ ➡ 

②具体的方策の立案 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

③事業者・団体との調整 検討 調整 段階的実施 ➡ ➡ 

施策５-２ ICT・AI・5G 等の活用と MaaS の導入 

概要 新たな方策の導入によって、使いやすさの確保を図ります。 

事業内容 

②乗合タクシーにおける位置情報等、案内表示板等での情報提供システムの導入 

③群馬県公式アプリ「ぐんま乗換コンシェルジュ※」の利用促進 

実施主体 富岡市・乗合タクシー運行事業者・鉄道運行事業者・一般タクシー事業者・情報通信事業者・

群馬県 

スケジュール 度年4202度年3202度年2202度年1202度年0202

 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

②情報提供システム導入 検討 段階的実施 ➡ ➡ ➡ 

③乗換コンシェルジュ利用促進 随時実施 ➡ ➡ ➡ ➡ 

※ぐんま乗換コンシェルジュ：群⾺県内の公共交通情報等を簡単に検索できる群⾺県が提供しているアプリ

②

「富岡版 MaaS」の導入 ①

「富岡版 MaaS」の導入 ①



11 

160

３-５ 指標の設定 
各目標について、以下の指標を設定し、計測します。

目標１ 乗合タクシー運行方法の再構築で、移動の自由をかなえる 

指標１① 乗合タクシー利用者数（運行方法の見直しによる利用促進状況を測る指標） 

概 要 乗合タクシー年間利用者総数（運行事業者からの報告） 

現状値 24,035 人 （2018（平成 30）年度） 

目標値 30,000 人 （2024（令和 6）年度） 

指標１② 乗合タクシー市民利用率（市民の乗合タクシー利用状況を測る指標） 

概 要 乗合タクシーを利用したことがある市民の割合（市民アンケート） 

現状値 

全体 8.0％ （2018（平成 30）年度） 

60 歳代 7.3％  

70 歳以上 14.5％  

目標値 全体 10.0％ （2024（令和 6）年度） 

60 歳代 10.0％  

70 歳以上 20.0％  

目標２ 公共交通体系の構築で、暮らしやすさと“まちのまとまり”の維持をかなえる 

指標２ 公共交通の市民満足度（市内公共交通の市民（特に高齢者）の評価を測る指標） 

概 要 
公共交通の確保・利便性への満足度 

（「満足している」「やや満足している」の合計 市民アンケート） 

現状値 

全体 18.5％ （2018（平成 30）年度） 

60 歳代 19.3％  

70 歳以上 22.7％  

目標値 全体 25.0％ （2024（令和 6）年度） 

60 歳代 25.0％  

70 歳以上 30.0％  

目標３ 地域で・みんなで・考え・利用する、持続可能な公共交通の仕組みを構築する 

指標３ 地域住民による意見交換会や検討会などの実施地区数 

（市民が公共交通について議論する場の設定状況を測る指標） 

概 要 公共交通の維持や利用促進の方策について地域で考える機会の設定数 

現状値 2 地区で公共交通についての地域座談会を実施 （2018（平成 30）年度） 

目標値 
計画期間において、全 12 地区で意見交換会や検討会など

を実施 

（2024（令和 6）年度） 

目標４ さまざまな手段の検討・推進で、自家用車から公共交通への転換を促進する 

指標４ 市民 1 人当たり公共交通利用回数（市民の公共交通への転換状況を測る指標） 

概 要 上信電鉄市内駅乗降客数と乗合タクシー利用者数の合計／総人口（総合計画指標値） 

現状値 11 回 （2018（平成 30）年度） 

目標値 15 回 （2024（令和 6）年度） 

目標５ 「富岡版 MaaS」の確立をめざす 

指標５ 乗合タクシーと統合したサービス種類数（「富岡版 MaaS」の実践状況を測る指標） 

概 要 乗合タクシーと一体的に利用できるサービスの種類数（交通以外のサービスを含む） 

現状値 未実施 （2018（平成 30）年度） 

目標値 3 種類 （2024（令和 6）年度） 



Ⅱ ３つのまちづくりプラン ／３ 富岡市地域公共交通網形成計画 12

161

３-６ 進⾏管理 
『公共交通網形成計画』で掲げた目標を達成するために、計画（Plan）に基づく施策や事業の確

実な実行（Do）、実施状況の把握や目標の達成状況の評価（Check）とそれに基づく改善（Action）

を経て、次の実行（Do）につなげる PDCA サイクルの考え方に基づき、的確な進行管理を行います。

達成状況の評価（Check）は、計画全体（５年間）を通じた評価に加えて、確実な実行を担保す

るため、毎年度の評価を実施します。

また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（第６条）に基づき設置する「（仮称）富

岡市地域公共交通活性化協議会」を毎年度開催し、施策や事業の達成状況を報告するとともに、

地域公共交通網の改善や充実につなげます。
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３-７ 推進体制 

（１）実施主体と主な役割 
『公共交通網形成計画』を推進するためには、行政や交通事業者だけでなく、市民、民間事業

者や関係機関など、多様な実施主体との連携や協力が不可欠です。

そこで、以下のようにそれぞれの役割分担を明確にし、本市にふさわしい持続可能な公共交通

の仕組みの構築をめざします。

区分 主体 主な役割 

富岡市 行政（市役所） 計画推進の全体をコーディネート 

住民ニーズの把握・実践 

公共交通事業者への、サービス向上のための支援 

市民・関係者への情報提供・発信 

市民、地域住民 

地域づくり協議会 

各種団体 

公共交通サービスの積極的な利用と他者への波及 

公共交通に対する意見・要望の提示 

公共交通の維持や活性化への主体的な関与 

市民アンケートや懇談会、利用促進イベントへの参加 

商業、医療福祉など 

民間事業者 

公共交通に対する意見・要望の提示 

公共交通の維持・改善のための連携・協力 

交通等事業者 鉄道運行事業者、 

乗合タクシー運行事業者、

情報通信事業者 

運行方法・路線・運行時刻等の改善・充実 

利用者ニーズの把握と対応 

情報提供・発信 

関係機関 国・県 計画推進について助言 

公共交通の維持・改善の支援 

周辺市町村 広域的視点での連携・協力 

その他 公共交通の維持・改善の支援 

（２）推進体制 
市⺠や交通等事業者などの主要な実施主体で組織する「（仮称）富岡市地域公共交通活性化

協議会」が中心となり、市議会や市⺠などから意⾒や要望、指摘等を得ながら、全庁的体制で

『公共交通網形成計画』を推進します。


