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計画の概要 
 

 

  富津市地域公共交通網形成計画は、「公共交通を必要とする人のためのものであること」、「公共

交通というバトンを次世代に繋ぐため、持続可能性を確保するものであること」の２つの考え方を基

本とし、市内及び市外とのアクセス等の移動手段の確保について、まちづくりとの連動や市民、地域、

交通事業者、行政及び関係団体の多様な主体が連携し、将来に渡って持続的かつ安定的に、安全安心

な公共交通を維持・充実することを目的とする。 

  

 

  本計画は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に規定する法定計画であり、「富

津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「富津市都市計画マスタープラン」等関連計画との整合を

図り、「富津市中期財政計画」を踏まえ、総合的なまちづくりにおける公共交通に係る事項を位置付

ける計画とする。 
  

 
  

 

  

公共交通網の形成に関する基本的な方針 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ①公共交通機関の機能分担 

  各公共交通機関が提供するサービスの特徴を最大限に発揮し、適切な役割分担のもと緊密に連携し

ながら、利便性向上と効率的な運行を目指した交通網の形成を目指す。 

広域幹線交通 

基幹公共交通 JR 内房線、フェリー、高速バス 

幹線公共交通 
路線バス（市内外を結ぶ路線） 

：富津線、富津市役所・君津駅線、鹿野山線、金谷線、イオンモール富津線 

地域内交通 
支線公共交通 

路線バス（市内路線） 

：湊富津線・笹毛線、竹岡線、戸面原ダム線 

面的公共交通 タクシー 

特定の利用者等の移動を担う交通 

〔広域･地域間交通を補完する移動手段〕 

上記以外の地域に即した交通、高齢者等移動サービス、 

スクールバス 
  

 ➁交通結節点：市内６駅（青堀駅、大貫駅、佐貫町駅、上総湊駅、竹岡駅、浜金谷駅）、君津駅（君

津市）、浜金谷港、イオンモール富津、浅間山 BS（（仮称）浅間山バスストップ）

富津市地域公共交通網形成計画 概要版 

（１）計画の目的 

（２）計画の位置付け 

（３）計画区域 （３）計画区域 富津市全域（広域アクセスに配慮） 

（３）計画区域 （４）計画期間 2018年度から 2022年度まで（５年間） 

（１）公共交通網の形成に関する基本的な方針 

①各公共交通機関の連携と乗り継ぎ環境の向上による利用しやすい公共交通網の形成を目指す 

➁地域の特性や実情に即した公共交通網の形成を目指す 

③利用者目線に立ったわかりやすい公共交通サービスを目指す 

④多様な主体との連携による観光振興や商業活性化と一体となった持続可能な公共交通を目指す 

（２）公共交通網のあり方 

※交通結節点の役割：スムーズな乗換え機能、不安なく快適に待てる空間、利用しやすい交通施設 
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計画の目標及び実施事業 
 
 
 

評価指標（アウトカム指標：事業実施の効果を示す成果指標） 

評価指標 現状値(2015) 目標値(2022) 

公共交通網の整備に満足している人の割合 １４％ ３０％ 

市内公共交通機関の利用者数 ２６８万人 ２６８万人 

 

 
 

目標① 公共交通を必要とする人のニーズにあった交通網の形成 
  

【事業１】市民の移動ニーズに対応した路線バスの再編      

○商業施設、医療機関等への一部経路変更とバス停の新設検討 

○通院や買い物実態に即したダイヤの見直し、鉄道と路線バスとの接続向上 

○青堀駅を起終点とした循環バスの可能性検討（富津地区を中心に） 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

市民の移動ニーズ

に対応した路線バ

スの再編 

路線バス事業者 

路線バス再編内容検討      

ＰＲ活動      

運行実施（順次）      

富津市 
協議・調整（再編）      

ＰＲ活動      

評価指標 バス利用者満足度：現状値 29.6％➡目標値 35％ 
 

【事業２】高校生の通学実態・ニーズに対応した路線バスの再編 

○通学者の通学経路に対する情報共有 

○登下校時間に合ったルート・ダイヤ設定、雨天時の対応等の可能性検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

高校生の通学実

態・ニーズに対応し

た路線バスの再編 

路線バス事業者 
路線バス再編内容検討      

運行実施（順次）      

富津市 協議・調整（再編）      

高校 協議・調整（再編）      

評価指標 バス利用者満足度（再掲） 
 
  

（2）実施事業の概要 

（1）計画の目標 
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【事業３】ＪＲ内房線の利用促進                   

○鉄道とバスとの接続改善に資する情報を共有する情報提供等の場の設置検討 

○企画切符（サンキュー♡ちばフリーパス・フリー乗車券、駅からハイキングなど）、周知ＰＲ（南

房総歩こう会など）や各種イベントの開催など 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

情報提供等の場

の設置 

鉄道事業者 情報提供等の検討・調整      

千葉県 情報提供等の場の検討・調整      

富津市 情報提供等の場の検討・調整      

利用促進活動の

実施 

鉄道事業者 イベント企画・開催      

千葉県 イベント協力      

富津市 イベント企画・協力      

評価指標 鉄道利用者満足度：現状値 23.9％➡目標値 30％ 

  

【事業４】タクシーの利用促進                        

○地域における持続可能なタクシーの利用促進検討（観光タクシーなど新たな需要の獲得） 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

タクシーの利用促進 
富津市 

タクシー事業者 
利用促進策の検討・実施(順次)      

評価指標 タクシー利用者満足度：現状値 48.5％➡目標値 55％ 

 

  

目標➁ 乗降しやすい車両や乗継しやすい環境整備による利便性の向上 
  

【事業５】交通結節点の機能強化 

○乗り場での行き先表示の情報提供の改善、各交通機関の乗継案内、待合空間の整備 

○乗継時間や運賃負担などの検討（需要の多い路線・ダイヤに限定） 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

交通結節点の機

能強化 
・運行情報案内 
・待合空間整備 
・乗継抵抗施策
（ダイヤ、運賃） 

鉄道事業者 整備内容検討・調整      

フェリー事業者 整備内容検討・調整      

高速バス事業者 整備内容検討・調整      

路線バス事業者 整備内容検討・調整      

富津市 整備内容検討・調整      
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【事業６】利用しやすい駅舎・車両（バス・タクシー）整備 

○駅舎（青堀駅）のバリアフリー化推進 

○青堀駅以外の５駅の利用しやすい駅舎の整備検討（事業５と一体的整備） 

○利用しやすいバス・タクシー車両の導入 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

駅舎（青堀駅）

のバリアフリー化 

鉄道事業者 整備の検討・調整      

富津市 補助事業      

利用しやすいバス・
タクシー車両の導
入 

路線バス事業者 更新検討・順次導入      

タクシー事業者 更新検討・順次導入      

評価指標 
（事業５及び６） 

（交通結節点の機能強化、駅舎のバリアフリー化） 
●乗継のしやすさの市民の満足度：現状値 48.5％➡目標値 55％ 

●交通結節点での機能強化の整備箇所数：現状値(ー)➡目標値１０箇所 

（利用しやすいバス・タクシー車両の導入） 
●バス車両のバリアフリー化率：現状値 22.2％➡目標値 70％ 

●ＵＤタクシー導入台数：現状値(ー)➡目標値２台 
 

【事業７】交通系ＩＣカードの導入推進                     

○市域内を運行する交通機関の交通系ＩＣカードの導入推進 
 ※鉄道、フェリー、高速バス、路線バス２路線（富津線、イオンモール富津線） 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

交通系ＩＣカード

の導入推進 
路線バス事業者 

導入計画検討      

交通系 IC カードの活用によ
る利用促進策の検討      

順次導入      

評価指標 路線バス IC カード導入率：現状値 42％➡目標値 100％ 

   

目標③ 広域アクセスに関する利便性の向上 
  

【事業８】東京湾フェリーの利用促進                  

○割引サービス・イベントの開催 

○フェリーターミナルの改修検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

割引サービス・イベ

ントの開催 

フェリー事業者 イベント企画・開催      

富津市 協議・調整（企画）、協力      

フェリー 
ターミナル改修 フェリー事業者 施設計画の検討      

評価指標 

（割引サービス・イベントの開催） 
商業施設等との連携による利用促進活動の導入件数：現状値(ー)➡目標値２件以上 

（フェリーターミナルの改修） 
●乗継のしやすさの市民の満足度(再掲)●交通結節点での機能強化の整備箇所数(再掲) 
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【事業９】高速バスの利用促進           

○停留所、待合環境、駐車場等の整備 

 ※高速バス停留所付近に立地する商業施設との連携（待合空間の活用） 

○カーシェアリングなど二次交通の適用可能性の検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

停留所、駐車場

等の整備 

富津市 
整備      

周知ＰＲ活動      

高速バス事業者 検討・調整      

二次交通の導入 

富津市 導入検討・調整      

カーシェアリング事業者 

など 

導入検討・調整      

周知ＰＲ・実施      

評価指標 

（停留所、駐車場等の整備） 
●市内で発着する高速バスの便数：現状値 52 便/日➡目標値 156便/日 

●乗継のしやすさの市民の満足度(再掲)●交通結節点での機能強化の整備箇所数(再掲) 
（二次交通の導入） 
●二次交通の導入件数：現状値(ー)➡目標値１件 

 
 
 

目標④ 地域にあった移動手段の導入 
  

【事業 10】地域と連携した地域特性等に即した移動手段の導入 

○公共交通空白地域又はこれに準ずる地域におけるコミュニティバス、乗合タクシー、デマンド型交

通などの運行（交通事業者に委託）及び自家用車有償運送の導入 

○導入、維持・改善、廃止に関する基準作成 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

地域と連携した地

域特性等に即した

移動手段の導入 

富津市 

下記地域活動の支援      

導入基準の検討、作成      

補助金交付      

地域 

組織づくり、地域の実情等に即し
た移動手段・内容の検討      

運行計画決定･実施      

路線バス・ 

タクシー事業者 

協議・調整      

運行実施      

評価指標 
地域と連携した地域特性等に即した移動手段の確保数 
：現状値(ー)➡目標値１件以上 
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【事業 11】小・中学校の再配置に伴うスクールバスの有効活用  

○スクールバスの活用方法（混乗化、間合い利用、統合）の検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

小・中学校の再配

置に伴うスクールバ

スの有効活用 

富津市 
協議・調整（有効活用）      

スクールバス運行内容検討      

スクールバス運行

事業者 

協議・調整      

運行実施      

評価指標 地域と連携した地域特性等に即した移動手段の確保数(再掲) 
  

目標⑤ 公共交通に係るわかりやすい情報提供 
  

【事業 12】運行情報提供の充実                       

○公共交通総合マップの作成・配布 ※インターネット上での情報提供改善の検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

公共交通総合マッ

プの作成・配布 

富津市 
情報検討、マップ作成・配布      

周知ＰＲ（継続実施）      

交通事業者 協議・調整      

評価指標 公共交通総合マップの配布数：現状値(ー)➡目標値延 22,000 部 
  

目標⑥ 高齢者移動支援策の充実 
  

【事業 13】公共交通への移動手段の転換に関する負担軽減  

○高齢者運転免許自主返納者への優遇措置に対する周知ＰＲ 

○市独自の自主運転免許返納者への負担軽減の検討 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

自主運転免許返

納者に対する負担

軽減 

富津市 

交通事業者 

制度検討      

協議・調整、実施      

富津警察署 協議・調整      

評価指標 運転免許証の自主返納件数：現状値 95 件➡目標値 200 件 
  

目標⑦ 商業施設等との連携による公共交通利用促進 
  

【事業 14】商業施設・観光施設等との連携サービスの導入 

○割引サービス・企画切符等の導入検討   ○おでかけモデルプランの作成 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

割引サービス・企

画切符等の導入 

路線バス事業者 

・企業 

企画内容検討      

実施      

観光協会 周知ＰＲ      

おでかけモデルプラ

ンの作成 

富津市､観光協

会 

プラン検討、作成      

周知ＰＲ      

評価指標 商業施設等との連携による利用促進活動の導入件数（再掲） 
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目標⑧ 商業施設等との連携による公共交通利用促進 
  

【事業 15】市の公共交通の現状に対する理解を深める取組の実施 

○路線バスの乗り方教室の開催（小・中学生、高齢者） 

○ワークショップの開催   ○公共交通ニュースの発行 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

路線バスの乗り方 

教室の開催 

富津市・ 

路線バス事業者 

企画内容検討・調整      

実施      

地域 参加      

ワークショップの開催 
富津市 ワークショップ開催      

地域 参加      

公共交通ニュース 

の発行 

富津市 作成、周知      

交通事業者 情報提供等の協力      

評価指標 
●路線バスの乗り方教室参加者数：現状値(ー)➡目標値延 150 人 
●ワークショップ参加者数：現状値(ー)➡目標値延 90 人 
●公共交通ニュース発行数：現状値(ー)➡目標値延 10,000 部 

 

目標⑨ 市民等の輸送を担う人材の確保 
  

【事業 16】運転手の確保策の実施             

○バス・タクシー運転手に特化した就職イベントの開催 

○富津市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、ハローワークと連携したホームページや広報誌への掲載など 

■実施主体とスケジュール                                                （年度） 

事業 実施主体 実施項目 2018 2019 2020 2021 2022 

バス・タクシー運転手

の確保策の実施 

・運転手就職 

イベント開催等 

路線バス・ 

タクシー事業者 

協議・調整      

就職イベント等開催      

富津市 
協議・調整      

就職イベント等開催協力      

評価指標 運転者等確保策の実施回数：現状値(ー)➡目標値延４回 
  

計画の達成状況の評価 
  
 

 

 

 

 

  

（１）目標の達成状況や社会情勢の変化に伴う計画の見直し 

○事業実施状況の評価（年に１回実施）：利用者数、整備箇所数、導入台数など 

○目標達成度の評価（概ね５年に１回実施）：計画の目標値との比較による事業の達成状況の検証 

（２）評価の方法及びスケジュール 
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富津市の公共交通網【現況】 
 

東京湾フェリー 

富津市金谷 

～横須賀市久里浜 

タクシー事業者 
市内 

配車状況 

富津公園タクシー 青堀駅 

日の丸マリーンタクシー 青堀駅 

大佐和タクシー 
大貫地区
(千種新田) 

天羽合同タクシー 佐貫町駅 

かずさ交通 上総湊駅 

館山中央交通 浜金谷港 

 


