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神戸電鉄粟生線地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書 

 
 
 地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定を下記のとおり申請します。 
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申請者名：神戸電鉄粟生線活性化協議会 
 
代表者名：会長 小野市副市長 小林清豪 
 

申請者 

構成員： 
別紙「神戸電鉄粟生線活性化協議会委員名簿」のとおり 

 
 
所在地（都道府県名も記載）： 

〒675-1380 兵庫県小野市王子町８０６－１ 

小野市総合政策部交通政策グループ内 

 

担当者名：小野市総合政策部交通政策グループ 

主幹 上田正朗 

ＴＥＬ：０７９４－６３－１０００ 
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連絡先（事務局等）
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案 

資料－６ 



 

１．地域公共交通総合連携計画の名称 

 神戸電鉄粟生線地域公共交通総合連携計画 

 

２．神戸電鉄粟生線地域公共交通活性化・再生総合事業計画の目的 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条に基づく神

戸電鉄粟生線地域公共交通総合連携計画の円滑かつ確実な実施を確保するため、同計画におい

て実施することとされた事業の円滑かつ確実な立ち上げについて、同計画の計画期間の当初３

年間において、特に、同法第６条に基づく協議会が、地域公共交通活性化・再生総合事業によ

る支援を活用しつつ、取り組むこととする事業について、神戸電鉄粟生線地域公共交通活性化・

再生総合事業計画（「総合事業計画」）として以下のとおりとりまとめ、計画的かつ効率的・効

果的な実行を確保することを目的とする。 

 

３．総合事業計画の全体事業計画 

（１）全体事業計画の目標 
（目標） 
沿線地域における重要な交通手段であるとともに、地域間の交流や活性化にも大きな役割を

担う神戸電鉄粟生線において、神戸電鉄をはじめ、沿線住民や自治体等の関係者が一体となっ

て利用促進策を展開することにより、地域に親しまれ、地域とともに歩む、持続的・安定的な

路線維持と活性化の実現を図るため、以下の目標を設定する。 
 
・ 神戸電鉄粟生線の輸送人員減少に歯止めをかけ、平成２４年度には平成２０年度並みの年間

輸送人員（７３０万人）の確保を目指す。 
 
 
 
（評価事項） 

上記目標達成のため、以下の評価事項（方針）に基づく事業展開を図る。 
 

・他の交通機関に対する競争力の向上 

・駅勢圏（駅の集客範囲）の拡大 

・定期利用者と交流人口の拡大 

・公共交通優先利用行動の喚起 

・安全で安定した鉄道輸送サービスの確保 

・沿線住民との協働 

 

 

 



 

（２）全体事業計画の事業スケジュール 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度  

事業の名称 4 月  9 月 12 月 3 月 4 月  9 月 12 月 3 月 4 月  9 月 12 月 3 月 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 

 
 

 
 

 
 

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 

 
 

 
 

 
 

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 

 
 

 
 

 
 

バスとの効果的な接続 
 
 

 
 

 
 

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 

 
 

 
 

 
 

地域間の各イベントとの

連携強化 

 
 

 
 

 
 

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 

 
 

 
 

 
 

魅力的な車窓からの景観

づくり 

 
 

 
 

 
 

鉄道に関するイベントの

開催 

 
 

 
 

 
 

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 

 
 

 
 

 
 

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 

 
 

 
 

 
 

沿線自治体職員等による

公共交通利用率先行動 

 
 

 
 

 
 

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 

 
 

 
 

 
 

 

検討・実施 検討・実施 実施 

検討・設計・実施 設計・実施 設計・実施

検討・実施 実施 実施 

検討・実施 検討・実施 実施 

検討・実施 実施 実施 

検討・実施 実施 実施 

検討・実施 検討・実施 実施 

検討・実施 検討・実施 検討・実施

検討・実施 検討・実施 実施 

検討・実施 実施 実施 

検討・実施 協力依頼・実施 実施 

検討・実施 実施 実施 

検討・協力依頼 実施 実施 



 

（３）全体事業計画の事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 
国費 

（見込み） 
地域の負担 

（見込み） 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 
１６，０００千円 ８，０００千円 ８，０００千円

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 
５０，０００千円 ２５，０００千円 ２５，０００千円

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 
８２，０００千円 ４１，０００千円 ４１，０００千円

バスとの効果的な接続 ６，０００千円 ３，０００千円 ３，０００千円

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 
５，０００千円 ２，５００千円 ２，５００千円

地域間の各イベントとの

連携強化 
５０，０００千円 ２５，０００千円 ２５，０００千円

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
７，０００千円 ３，５００千円 ３，５００千円

魅力的な車窓からの景観

づくり 
２，５００千円 １，２５０千円 １，２５０千円

鉄道に関するイベントの

開催 
１３４，５００千円 ６７，２５０千円 ６７，２５０千円

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 
１２，０００千円 ６，０００千円 ６，０００千円

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 
２３，０００千円 １１，５００千円 １１，５００千円

沿線自治体職員等による

公共交通利用率先行動 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 
８，０００千円 ４，０００千円 ４，０００千円

小計 ３９７，０００千円 １９８，５００千円 １９８，５００千円

 



 

４．総合事業計画の各年度事業計画 

４－１．初年度（平成２２年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 

自治体広報誌や新聞折

り込みを活用した PR
を実施。 

神戸電鉄㈱、 

神戸市、三木市、 

小野市 

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 

マナー啓発ポスター制

作や待合ｽﾍﾟｰｽ等の夜間

照明増設、時計設置。 

神戸電鉄㈱ 

・他の交通機関に対する

競争力の向上 

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 

パーク＆ライド駐車場、

駐輪場屋根、観光案内所

の整備、時刻表作成等。

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

バスとの効果的な接続 
駅でのバス停案内およ

び時刻表の掲示等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・駅勢圏（駅の集客範囲）

の拡大 

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 
小中学校の校外学習等

の企画・実施のｻﾎﾟｰﾄ。

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

地域間の各イベントとの

連携強化 

駅から沿線集客イベン

トへの案内表示の充実

や誘致 PR の実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
沿線観光ﾏｯﾌﾟ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

等の制作・配付。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

魅力的な車窓からの景観

づくり 

沿線に植樹、植栽等を実

施。（粟生線フラワーラ

イン計画） 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

鉄道に関するイベントの

開催 

神鉄ﾄﾚｲﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ﾐｽﾃ

ﾘｰﾄﾚｲﾝの拡大実施やﾗｯ

ﾋﾟﾝｸﾞ列車の運行。 

神戸電鉄㈱ 

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 

PR ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（おでかけ

ｶﾞｲﾄﾞ）制作や協議会

HP による情報発信。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・定期利用者と交流人口

の拡大 

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 

公共交通利用促進のた

めのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・啓発ｸﾞｯｽﾞ

制作等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

沿線自治体職員等による

公共交通利用率先行動 
自治体職員への啓発活

動の実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、兵庫県、国

・公共交通優先利用行動

の喚起 

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 

地域住民による駅美化

活動や PR 活動への支

援。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・沿線住民との協働 



 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 
５，０００千円 ２，５００千円 ２，５００千円

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 
２３，０００千円 １１，５００千円 １１，５００千円

バスとの効果的な接続 ２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

地域間の各イベントとの

連携強化 
１０，０００千円 ５，０００千円 ５，０００千円

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
３，０００千円 １，５００千円 １，５００千円

魅力的な車窓からの景観

づくり 
５００千円 ２５０千円 ２５０千円

鉄道に関するイベントの

開催 
３，５００千円 １，７５０千円 １，７５０千円

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 
９，０００千円 ４，５００千円 ４，５００千円

沿線自治体職員等による

公共交通利用率先行動 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

小計 ７０，０００千円 ３５，０００千円 ３５，０００千円

 



 

４－２．２年度（平成２３年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 

自治体広報誌や新聞折

り込みを活用した PR
や新規割引制度の導入。

神戸電鉄㈱、 

神戸市、三木市、 

小野市 

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 

マナー啓発ポスター制

作や待合ｽﾍﾟｰｽ等の夜間

照明増設、時計設置。 

神戸電鉄㈱ 

・他の交通機関に対する

競争力の向上 

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 

パーク＆ライド駐車場、

駐輪場屋根の整備や駅

周辺案内板の作成等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

バスとの効果的な接続 
駅でのバス停案内およ

び時刻表の掲示等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・駅勢圏（駅の集客範囲）

の拡大 

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 

小中学校の校外学習等

の企画・実施のｻﾎﾟｰﾄや

ｷﾞｬﾗﾘｰﾄﾚｲﾝの拡充。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

地域間の各イベントとの

連携強化 

加古川線やｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ

等と連携した誘致・PR
活動の実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
沿線観光ﾏｯﾌﾟ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

等の制作・配付。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

魅力的な車窓からの景観

づくり 

沿線に植樹、植栽等の実

施や車窓からのﾌｫﾄｺﾝﾃｽ

ﾄの実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

鉄道に関するイベントの

開催 

神鉄ﾄﾚｲﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ﾐｽﾃ

ﾘｰﾄﾚｲﾝの拡大実施やｲﾍﾞ

ﾝﾄ列車の改装。 

神戸電鉄㈱ 

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 

PR ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（おでかけ

ｶﾞｲﾄﾞ）制作や協議会

HP による情報発信。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・定期利用者と交流人口

の拡大 

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 

公共交通利用促進のた

めのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・啓発ｸﾞｯｽﾞ

制作等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・公共交通優先利用行動

の喚起 

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 

地域住民による駅美化

活動や PR 活動への支

援。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・沿線住民との協働 



 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 
８，０００千円 ４，０００千円 ４，０００千円

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 
１９，０００千円 ９，５００千円 ９，５００千円

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 
２９，０００千円 １４，５００千円 １４，５００千円

バスとの効果的な接続 ２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 
２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

地域間の各イベントとの

連携強化 
２０，０００千円 １０，０００千円 １０，０００千円

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

魅力的な車窓からの景観

づくり 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

鉄道に関するイベントの

開催 
１１４，５００千円 ５７，２５０千円 ５７，２５０千円

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 
７，０００千円 ３，５００千円 ３，５００千円

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 
３，０００千円 １，５００千円 １，５００千円

小計 ２１１，５００千円 １０５，７５０千円 １０５，７５０千円

 



 

４－３．３年度（平成２４年度）事業計画 

（１）事業計画の概要（目標）等 

事業の名称 事業の概要（目標） 実行主体 評価事項 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 

自治体広報誌や新聞折

り込みを活用した PR
を実施。 

神戸電鉄㈱、 

神戸市、三木市、 

小野市 

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 

待合ｽﾍﾟｰｽ等の夜間照明

増設、時計設置や快適性

向上のための車両改良。

神戸電鉄㈱ 

・他の交通機関に対する

競争力の向上 

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 

パーク＆ライド駐車場、

駐輪場屋根の整備や駅

周辺案内板の作成等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

バスとの効果的な接続 
駅でのバス停案内およ

び時刻表の掲示等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・駅勢圏（駅の集客範囲）

の拡大 

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 

小中学校の校外学習等

の企画・実施のｻﾎﾟｰﾄや

ｷﾞｬﾗﾘｰﾄﾚｲﾝの拡充。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

地域間の各イベントとの

連携強化 

加古川線やｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ

等と連携した誘致・PR
活動の実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
沿線観光ﾏｯﾌﾟ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

等の制作・配付。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

魅力的な車窓からの景観

づくり 

沿線に植樹、植栽等の実

施や車窓からのﾌｫﾄｺﾝﾃｽ

ﾄの実施。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

鉄道に関するイベントの

開催 

神鉄ﾄﾚｲﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ﾐｽﾃ

ﾘｰﾄﾚｲﾝの拡大実施やｲﾍﾞ

ﾝﾄ列車の改装。 

神戸電鉄㈱ 

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 

PR ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（おでかけ

ｶﾞｲﾄﾞ）制作や協議会

HP による情報発信。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・定期利用者と交流人口

の拡大 

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 

公共交通利用促進のた

めのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・啓発ｸﾞｯｽﾞ

制作等。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・公共交通優先利用行動

の喚起 

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 

地域住民による駅美化

活動や PR 活動への支

援。 

神戸市、三木市、 

小野市、神戸電鉄㈱

・沿線住民との協働 



 

（２）事業費等 

 

事業の名称 

総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

企画きっぷ、割引制度等の

充実と効果的な PR 活動 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

接客サービスの向上およ

び利用しやすい駅・快適な

駅づくり 
２６，０００千円 １３，０００千円 １３，０００千円

駐停車エリア、駐車場、駐

輪場の整備および駅情

報・運行情報等の発信 
３０，０００千円 １５，０００千円 １５，０００千円

バスとの効果的な接続 ２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

小中学校等への粟生線利

用の促進と支援 
２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

地域間の各イベントとの

連携強化 
２０，０００千円 １０，０００千円 １０，０００千円

沿線地域における観光資

源の魅力的な活用 
２，０００千円 １，０００千円 １，０００千円

魅力的な車窓からの景観

づくり 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

鉄道に関するイベントの

開催 
１６，５００千円 ８，２５０千円 ８，２５０千円

ホームページ等の広報に

より粟生線の魅力を発信 
４，０００千円 ２，０００千円 ２，０００千円

企業や学校、転入者等に対

するモビリティ・マネジメ

ント等の実施 
７，０００千円 ３，５００千円 ３，５００千円

沿線住民と一体となった

粟生線の活性化と PR 
１，０００千円 ５００千円 ５００千円

小計 １１５，５００千円 ５７，７５０千円 ５７，７５０千円

 



 

神戸電鉄粟生線活性化協議会委員名簿 
 
委員 

条項 氏名 役職 

末永 清冬 神戸市企画調整局 参事 

西山  誠 三木市 技監 法第６条 
第２項第１号 

小林 清豪 小野市 副市長 

法第６条 
第２項第２号 

三津澤 修 神戸電鉄株式会社 
常務取締役 鉄道事業本部長 

中垣 千秋 押部谷町連合自治協議会会長 

中野 美都子 押部谷町連合自治協議会副会長 

蓬莱 道龍 三木地区区長協議会会長 

安福 惠子 自由が丘地区区長協議会会長 

田中 歳彦 小野市連合区長会会長 

多鹿  豊 小野市商店街理事 

法第６条 
第２項第３号 

土井  勉 神戸国際大学経済学部 
都市環境・観光学科教授 

 
オブザーバー 

氏名 役職 

浪越 祐介 国土交通省 近畿運輸局企画観光部 交通企画課長 

水田 忠典 国土交通省 近畿運輸局鉄道部 計画課長 

尾原  勉 兵庫県 県土整備部 県土企画局 交通政策課長 

矢野  実 兵庫県 神戸県民局 総務室 交流・連携参事 

土取  充 兵庫県 北播磨県民局 総務室 まちむら交流参事 

山本 琢也 神戸市西区 まちづくり推進部 まちづくり推進課長 

（役職は平成 22 年 3 月 25 日現在） 
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