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まちの活力を育む地域公共交通の作り方
～網形成計画策定の機会を生かすと、新たなまちづくりが始まるかも～
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1959年北海道網走郡津別町生まれ。1983年日本大学大学院理工学研究科（交通土木工学専攻）修了。
社団法人土木学会、栃木県内の大学教授を経て、2006年10月にまちづくりＮＰＯ（足利市）を主宰。2016年4
月に交通コンサルティング会社（東京都）を設立。栃木県足利市在住。全国各地で、地域公共交通、地域ブラ
ンド・シティプロモーション、観光やまちなか活性化、都市計画等のまちづくり活動に関する企画・計画づくりのコ
ーディネート、人材育成・研修・創業塾の講師や、各種の講演など、幅広く実践活動に携わる。

【地域公共交通会議・協議会への参加】
茨城県桜川市（副会長）、稲敷市（委員）、北海道釧路町（アドバイザー）、群馬県太田市（アドバイザー）
茨城県・県南地域公共交通確保対策協議会（会長）、鹿行地域公共交通確保対策協議会（会長）
【地域公共交通に関わる計画への参加】
総合連携計画：佐野市（指導、Ｈ24年度国土交通大臣表彰）
網形成計画：策定業務・桜川市、稲敷市、太田市、釧路町（作成中）、千葉県木更津市（作成中）
立地適正化計画：策定業務・太田市（作成中）
再編実施計画：策定業務・千葉県南房総市、稲敷市（調査終了）、桜川市（作成中）、予定・太田市
公共交通ワークショップのコーディネート：佐野市、稲敷市、釧路町ほか、予定・太田市
【地域公共交通に関わる講演・セミナー・人材育成等の参加】
関東運輸局、千葉運輸支局、北海道運輸局、北見運輸支局、国土交通大学校、茨城県、栃木県、群馬県、佐野市、桜川市、稲敷市、
南房総市、太田市、千葉県八千代市、釧路町、神奈川県秦野市、全国市議会議長会、北海道バス協会、他多数

地域公共交通に関する
主な活動実績
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地域公共交通（地域の足づくり）が社会問題化してきた背景には？

経済成長を続けてきた、かつてのわが国では
自家用車を中心としたライフスタイルが進展し、都市は郊外へと拡大する中で、地域の

足を支える公共交通は衰退し、鉄道の廃線やバス路線の撤退が進んできた。

少子高齢化の進展によって、経験したことのない急激な人口減少社会が到来

・高齢ドライバーの増加

・大型小売店舗の郊外進出
による既存商店街の衰退と
空き店舗の増加
・学校の統廃合の増加

・都市部への人口流出によ
る小規模集落の増加

・税収減による行財政の悪
化

顕著化した社会現象（一部）

・高齢ドライバーによる事故
の増加と顕在化
・買物難民の発生
・自家用送迎バスの増加

・スクールバス導入による財
政負担増

・進学先選択の変化：行き
たい高校から通える高校へ

・公共交通確保・維持のた
めの行政負担増

地域の足が無いために発生してきた社会現象（一部）

地域の活力を向上させるため、地域公共交通の確保・
維持が、地域課題として注目されるようになってきた！



平成25年12月4日に交通政策
基本法が施行されました。

そのポイントは、
1）「日常生活に不可欠な交通手
段の確保など」、「まちづくりの観
点からの交通施策の促進」、「関
係者相互間の連携と協働の促
進」などが基本原則として謳われ
ました。

2）基本原則に則り、
① 地方公共団体が中心となり、
➁ まちづくりと連携し、
③ 面的な公共交通ネットワーク
の再構築
が求められています。

地域公共交通をめぐる最近の動き（基本認識）

平成26年11月20日には、地域公共交通の活
性化及び再生に関する法律（活性化再生法）」が
改正・施行されました。

そのポイントは、
① 従来の地域公共交通総合連携計画に追加する事
項として、「コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの
連携」、「地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワ
ークの再構築」が示されました。
➁ 地方公共団体が交通事業者などと連携しつつ、マ
スタープランとなる地域公共交通網形成計画を策定す
ることができるようになりました。
③ 面的な公共交通ネットワークを再構築するために、「
地域公共交通再編事業」が創設されました。
④ この法律の改正により、地方公共団体が、交通事
業者との合意の上で、地域公共交通再編事業を実施
するための計画である地域公共交通再編実施計画を
策定できるようになりました。
⑤ この地域公共交通再編実施計画のポイントは、公
共交通ネットワークの利便性及び効率性を向上させつ
つ、面的な再構築を行うこととなっており、国の認定を受
けることとなっております。

人口減少社会における地域の活力向上に
向けた法制度が整備され始めた！



国は（国土交通省）、地方創生の第一施策として「コンパクトシティ＋ネットワーク」の方針を
強く打ち出しております。それを推進するために、地域公共交通活性化再生法の改正と合
わせて、都市計画法の中で「立地適正化計画制度」を創設しました。
これを両輪とした政策を推進するために、全国の運輸局に「交通政策部」を設置（従来の
企画観光部を再編）、積極的な自治体だけではなく、（課題を理解していない）動かない自
治体へも積極的に関与しようとされているようです。

全国の自治体の多くは、地方創生の総合戦略に「地域公共交通の維持・確保」を掲げて
いますが、課題を認識するための調査さえ行っていない、データがない自治体も多くみられ
ます。また、たとえデータがあったとしても、それを生かす方法への認識は決して高くないの
がほとんどです。それだけ、従来は、①重要性は認識していても具体的な取組みをしてこな
かった、➁交通事業者に預けっぱなしだった、③首長の思い付きで運行していた、というのが
実態のようです。

地域公共交通をめぐる最近の動き（各地の現場から）

そこで、いま、求められているのは？

地域住民、交通事業者、行政が、地域の課題を共有し、地域のあるべき姿（将来
像）について、同じ土俵（協議会等）で話し合うとともに、地域の足づくりについ
て、それぞれ期待される役割と責任を明確にして、地域の実情に応じた公共交通の
あるべき姿を目指して努力していくことになります。

実現化していく“約束事”をまとめたものが、地域公共交通網形成計画となります



網形成計画づくりで求められる
地域公共交通に係る問題の解決の方向性

策定する網形成
計画で留意する
ポイントです！

交通政策基本
法の基本原則に
則って！
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北海道 函館市

深川市

岩見沢市

千歳市

釧路市

美唄市

帯広市

岩内町

白糠町

白老町

仁木町

安平町

斜里町

音更町

地域公共交通網形成計画 策定状況
■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（平成26年11月）以降、平成29年6月末までに、３０３件の地域公共交
通網形成計画が策定され、１５件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定

※ １４２の地方公共団体が、
平成29年度中に地域公共交通
網形成計画の策定を検討中

再編実施計画について
・既に認定を受けた団体：桃色
・策定意向のある団体：クリーム色
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網形成計画の現場で感じたこと

網形成計画は、計画を作ることが目的ではない！
策定過程を通じて、地域の課題と直接向き合い、解決の糸口を考え、実践する道筋をつ
ける！
網形成計画の策定は一つのきっかけに過ぎず、目的は他のところにある！
地域公共交通（地域の足づくり）は、人の移動を促すことで地域の活力を生み出し、地域
の活性化を図り、地域の魅力を高めるための基盤づくりかもしれない！

昨年、ある地区にて住民の皆さんと意見交換を行った。この地区では身近にあったコンビニがなくな
り、買物をするのに6キロ離れた大型スーパーまで出かけなくてはならない。さぞや毎日の買い物にお
困りのこととお話を伺うと、「いやあ、何にも困っていない。コンビニがなくなってから移動販売車が来る
ので日常は困っていないが、月に一度は自分で買い物に行きたいな」。「では、通院は」と尋ねると「病
院にはハイヤーを使うから問題ないよ」とのことだった。
地域の実情も知らずに「地域公共交通はこうあるべき」として、型にはまったような地域公共交通の
メニュー（手段・方法）を押し付けようとしていないか、同じような条件でも、場所が変われば住民の意
識も異なる。調査データだけでは推し量れない現場の声に耳を傾ける大切さを再認識させられた。

人口希薄地区で地域の足を確保しようとするときに、最近は地域住民が主体となった公共交通を
導入する動きが広まってきている。とはいえ、まだまだ行政が中心となって公共交通サービスの確保
に努めているところが多いことだろう。その場合、公的負担を前提とした公共交通サービスが追求され
るため、住民ニーズとのマッチングが懸念される。地域にあった持続可能な公共交通は何か、現場に
その答えがあるような気がしている。

（2017.10.23東京交通新聞に寄稿した拙稿より）
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ＪＲ木更津駅

ＪＲ馬来田駅

袖ヶ浦市

君津市

大規模商業
施設の集積

ＮＰＯ運送エリア
（NPOライフサポート）

ボランティア運送を検討
地区巡回型でJR駅と連携
（富来田地区まちづくり協議会）

木更津市の路線バスは、ＪＲ木更津駅集中・放射型のネットワークを形成してきており、鉄道利用の通学（高
校生）・通勤に利用されている。一方、高齢者等、市民の生活基盤（買物・病院）は駅周辺ではなく、別の場
所に集積している商業施設や病院施設であるが、そこへの移動は駅での乗り換えが必要になる。すなわち、
市民の生活実態とバス路線網にかい離が生じている。（地区別住民意見交換会を通して分かったこと）

地区住民との意見交換会（19地区）

課題：街の賑わい・生活軸の変化に対応できていない
市外移動は、鉄道よりも高速バス！

東京湾アクアライン
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皆さんは、地域の足について、どんなことにお困りですか？（問題意識）

市民の皆さん
乗りたくても手段がない
免許返納したいが足がない
バスはあっても本数が足りない
バスはあっても行きたいときにない

行政の皆さん
バスはあるがカラで走っている
バスを走らせたいがお金がない
運行してくれる事業者がいない

事業者の皆さん
運転手、車両が足りない
補助がないと赤字になる

例えば、こんな感じでしょうか？

では、どうしたいですか？どうなったらいいですか？（目標設定）

市民の皆さん
乗りたいときに足が欲しい

行政の皆さん
公共交通に乗って欲しい

事業者の皆さん
地域に貢献したい
地域の足を担いたい

例えば、こんな感じでしょうか？

みんなで協働して、
地域の足を支えま
しょう！
公共交通を維持し
ましょう！

そのためには・・・
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どうなっているのか、調べてみましょう！（現状把握）

困っている人はどこにいるのか？
どの時間にどこにいきたいのか？
いまあるバスは何が問題なのか？
行政はどれぐらいまでお金をだせるのか？
住民はいくらまでならお金をだせるか？
財源が厳しくても市民が喜びさえすればいいのか？
たくさんの人に乗って欲しいのか？ 等々

本音で語り合いましょう！

まちづくりの方向性が見え
てくるかも

つづく・・・計画作成の道筋

行政の皆さんは、まちづくりのプロです！
計画づくりをする前に、まず取っ掛かりとして、住民の移動について、まちが置
かれている状況を整理してみることをお勧めします！
次に、上述したような、分かりやすく単純な道筋、シナリオをラフでも良いので
イメージしてみてはいかがでしょうか！
地域の足づくりのメニュー（手段・方法）は、各地で数多く実践されています。
また、切羽詰まったところでは、地域の知恵で解決しようとさえしています。
大切なのは、地域にあった持続可能な足づくりを探すことです（マッチング）！
そして、実験（実証運行）に取り掛かってみましょう！
数多くの知識と経験を有する専門家との意見交換も大切にして下さい！



特に人口の少ない地域の足を確保するために、１）福祉目的輸送を目的外（買物等）も可能に、
２）ボランティア輸送の位置づけ、など地域の実情に合わせて具体的に検討されています。

地域公共交通の手段を、路線バスだけで考えていませんか？
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例えば、某町の移動・交通施策を全て調べてみました

所管 事業名 内容等

公共交通部局
地方バス路線運行維持対策事業 運行事業者への補助

乗合自動車借上利用事業 運行事業者への借上料

福祉関係部局

高齢者交通費等助成事業 券の交付、運行事業者への支払

通所型介護予防事業 運行事業者への委託

介護予防・日常生活支援総合事業

障がい者交通費等助成事業 券の交付、運行事業者への支払

就労支援事業等通所支援事業 対象者への補助

地域生活支援事業（移動支援事業） 契約事業者への委託

社協運営費助成事業（福祉バス運行委託） 社会福祉協議会への補助⇒運行委託

教育関係部局

スクールバス委託事業 運行事業者への委託

行事バス委託事業（小学校） 運行事業者への借上料

行事バス委託事業（中学校） 運行事業者への借上料

某小学校スクールバス運行事業 町所有バスによる運行

某小学校スクールバス購入事業 町所有バスの購入

某町では、公共交通部局だけでみると約2,000万円/年ですが、全体の総額では9,000万円を
越える公的資金が充当されています。この金額が多いか少ないかは自治体によって異なります
が、まちづくり全体で見ていかないと気付いた時には手遅れになる可能性があります。
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地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～

① まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

【需要・要望に公共交通を合わせる（短期的な捉え方、ターゲットを見極める）】

○交通目的に合わせた生活交通として
～地域には、地域の足になっているバスはある！ニーズを集約できないか～

・総合計画・都市計画マスタープラン・福祉計画・学校計画など、行政計画との連携
・通勤：勤務先（企業・役所等）の規模による。従業員用送迎バスも。中小都市では難しいかも
・通学：小中高の統廃合・再編計画を念頭に。地域内でのスクール混乗、地域外での鉄道や

都市間バスとの連携など。教育委員会との連携。私学のスクールバスや自主運行バスも
・通院：医療施設の配置状況・計画を踏まえ、高齢者を念頭に。総合病院や身近な医院・クリニック
・買物：商業施設の配置状況を踏まえ、高齢者の買物動向や買物支援サービスの把握
・福祉：行政補助の福祉バス・福祉タクシーの実態を踏まえる。社会福祉法人等、福祉有償運送
・その他：ＮＰＯ法人や自治会・町内会等による有償ボランティア輸送

○観光・行楽目的に合わせた市内交通や二次交通として
～インバウンドを含め多様なニーズがある～

・観光振興計画など、行政計画との連携
・観光・行楽施設の配置状況と受け皿環境、催行可能人数の把握
・観光資源ごとの観光客（来訪者）の動向・実態把握（一次交通やインバウンドなど）
・空港、鉄道駅、バスターミナル（高速バス・都市間バス）とのアクセス連携
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桜川市地域公共交通網形成計画・公共交通網将来図

・市内全域フルデマンド方式か
ら、路線型併用へ
・定時定路線型の南北基幹軸
（広域路線）と地域内のコミュ
ニティバス、年齢等で利用を
限定したデマンド輸送（区域運
行）との併存型
・スクールバスから路線バス利
用へ
・中核病院の移転を見据えた
路線設定
・土日には、観光客対応の路
線新設

桜川市内基幹バス
（広域連携バスと直通運行）

隣接するつくば市の交通拠点（筑波山口）
と接続する広域連携バス（既設）

地域内のコミュニティバスは、
自家用有償旅客運送も視野に

まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保



15

桜川市バスルート及びバス停留所案（2017.11.22現在）
医療施設・商業施設の移転・新設に伴い、
平成30年10月から路線を変更して運行予定

市内の小中高・専門・大学
生が利用できる特別定期券
の発行（月額4,000円）

桜川市広域連携バス実証運行開始
（2016.10.1筑波山口～真壁、2017.10.1真壁～岩瀬）

デマンド型乗合いタクシーの見直し
全域フルデマンド方式から利用者制限（65歳以上、障が
い者等）予定。路線バスとのすみわけを図る



釧路町では、地区別住民意見交換会・ワークショップ、及び関係先ヒアリングを通して、
まちづくりと一体化した地域の足の将来像（方向性）を描いています（作業中）！
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① まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保

【地域戦略（仕掛け）や将来像を支える公共交通を考える
（中長期的な捉え方、あるべき姿やライフスタイルを見極める）】

○都市の将来像を実現するための都市構造やライフスタイルに合わせた公共交通として
・立地適正化計画制度との連携⇒コンパクト＋ネットワークの推進
・人口減少、少子高齢化の中で活力を維持するための移動手段の確保
・移住・定住の受け皿環境としてのモビリティの確保
・定住自立圏など広域連携における雇用（働き場）・医療・学校等、生活環境を支える手段として
・学校の統廃合による適正配置に向けた子供たちの足の確保

○利用者に分かりやすい公共交通ネットワークとして（情報提供に工夫をこらす）
・高齢者にも分かりやすくするため、路線、ダイヤ等、運行の単純化
・来訪者にも分かるように、地域情報とのマッチングを工夫
・利用者を想定したマップ、ガイドなどの情報提供⇒ウエブ・ＨＰ・スマホ・ＳＮＳ、広報・チラシ
・「利用者ファースト」によるメニューの検討⇒ただし、地域で持続的な公共交通システムを目指すた
めに、100％提供するのではなく、60％提供で進めながらＰＤＣＡサイクルを動かして常に改善

地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～
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太田市地域公共交通網形成計画・公共交通網将来図

計画目標２
利用者にとって分りや
すく、利便性の高い
公共交通サービスの
整備や仕組みを構築
する

計画目標３
おうかがい市バスは
高齢者の足を確保す
る手段として持続可
能な運行システムを
構築する

計画目標４
市民の生活圏を念
頭に、広域性を視野
に入れた公共交通ネ
ットワークを構築する

計画目標５
市民、企業、交通事
業者、行政との連携
を図り、持続可能な
仕組みと評価システ
ムを構築する

計画目標１
まちづくりの方向性や
太田市立地適正化
計画と連携して、メリ
ハリのある公共交通
ネットワークを構築す
る

太田市の交通将来像

自動車と公共交通の共存共栄ができるまち

地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成
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利用者目線でのバスマップづくり（NPO法人ゆうらん・松本公洋氏作成）



稲敷市の公共交通の実態
・路線バス9路線（4事業者）
・コミュニティバス2路線（1事業者）
・高速バス1路線（1事業者）
・タクシー事業者4社
・バス利用者はＨ26年度で約11万人/年
・路線によっては運行補助率が9割を超えている

20

丁寧なガイドブックを作成
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具体的な利用の仕方・使い方を提示する～こんな使い方ができます！

茨城県「稲敷エリア広域バス」茨城県「鹿行広域バス（神宮・あやめライン）」
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➁ 地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成

【将来の都市構造を想定し、メリハリのある面的なネットワークを考える
（路線ごとにサービス水準や重みづけを見極める）】

○効率的で持続可能な公共交通ネットワークとして
・都市間交通・地域間交通・地域内交通・地域交通等々、公共交通の性格を整理
・地域にとっての一次交通・二次交通の位置づけを意識
・一次交通は鉄道だけではなく、都市間移動の幹線バスや隣接自治体との地域間バスなど、地域に
とって何が一次交通なのかを検討
・一次交通を幹線とする二次交通（地域幹線）や、フィーダー路線（支線）の検討
・地域特性や輸送需要、住民や来訪者の交通行動の把握
・フィーダー交通として安直にドアツードア型のフルデマンド方式を導入するのではなく、地域全体を見
渡して総合的に判断し、導入する交通モードとその組み合わせを検討

○地域の持続的な発展を俯瞰した交通拠点・交通結節点として
・都市構造の将来像を想定した交通拠点の整備と、交通結節点としての利便性の向上
・交通結節点における乗り換え抵抗を軽減させるための工夫
・場所によっては、ハード整備（新設）に頼らずに、ソフト環境の充実でも対応可能
・大きな交通拠点（総合ターミナル型）から、小さな交通拠点（コミュニティ型）まで、地域性を考慮し
て検討

地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～
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運行形態：自家用有償バス
（道路運送法第７８条）
運行は民間事業者に委託

路線数 ：７路線９系統
車両数 ：８台 予備車３台
年間利用者数：約１０万人
主な利用者 ：佐野市民
主な利用目的：通院、通学、買い物

佐野市営バスの概要

佐野市での取組みは、単に効率性や採算
性を高めるだけではなく、“地域住民で育
てるバスづくり”を目指し実践したことがポ
イント

平成24年度地域公共交通
優良団体大臣表彰を受賞

（平成２７年４月１日）

注目路線

佐野市地域公共交通総合連携計画
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③ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ

【地域特性を把握し、「人の移動を支えること」と「適切なコスト」との組み合わせを考える
（地域に最適な、持続できる交通モード、メニュー、サービスを見極める）】

○定時定路線型の公共交通サービスとして
・輸送需要に合わせて路線バス・コミュニティバス・デマンドバス（定時定路線型）の検討、車両の検討
・立地適正化計画の都市機能誘導地区・居住誘導地区と連携した運行形態の検討
・交通目的に即して急行運行の導入や運行頻度、時間帯別運行、バス停間距離の短縮など、サービ
ス水準の検討、バスロケーション等の情報提供⇒バスの「見える化」を推進

○エリア限定、面的な公共交通サービスとして
・デマンド型運行システムの検討：フルデマンド（ドアツードア）、セミデマンド（アクセスポイント）
・デマンド型乗り合いタクシーの検討：フルデマンド、セミデマンド（目的地固定）
・輸送需要に合わせた車両の検討：ジャンボタクシー、セダン型、軽ワゴン

○地域特性に応じた運行主体による公共交通サービスとして
・行政による生活路線の維持確保としての過疎地有償運送・自家用有償運送（運行委託を含む）
・行政による福祉バス・福祉タクシー、スクールバス⇒混乗への期待
・ＮＰＯ法人や自治会等による自家用有償運送⇒行政との協働が必要か
・社会福祉法人による福祉有償運送（送迎・ディサービス車両の活用を含む）⇒空き時間の活用
・地域の有志による有償ボランティア輸送・ボランティア運送⇒公共交通への位置づけが課題
・その他、企業・病院・商業施設・学校・自動車教習所等の自家用バス⇒混乗や公共交通への転換

地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～



25/42

コミュニティバスとデマンドバスの連携ネットワーク

埼玉県ときがわ町の概要
人口：12,503人 （Ｈ24.4.1現在） 高齢化率27％
面積：55.77km2

運行形態：バスセンターを「ハブ」として、町内を路線バス
が縦横に走り（一部デマンド併用）、支線はデマンドバス
（定時定路線型）を配置したネットワーク。
運行経費：年間約１億２千万円

納得の取組み
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高根沢町たんたん号

町内全域をエリアにフルデマンド方式（ドア・ツー・ドア）を採用

栃木県高根沢町の概要
人口：30,435人（Ｈ25.2.1現在） 高齢化率20％
面積：70.9km2

年間利用者数：４万９千人（県内１位）
収支率：１５％ 乗車運賃：１００円

Ｈ21.10.1からデマンド運行、運行委託：地元の宝積寺タクシー
利用者は多いものの、１００円運賃のため収支率は低い
全人口・全世帯の約３０％が登録している

納得の取組み
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フルデマンド方式へのその他の疑念

茨城県桜川市デマンド型乗合タクシー（市域全域でのフルデマンド方式）

桜川市での地域公共交通の見直し議論から
・登録者数９００人、年間利用者数２万人
・利用の固定化（約２００人、利用時間、利用OD）
・行政の補助 約３，１００万円／年
・先行きを考えて路線バスを走らせたい（市長の思い）
桜川市教育委員会からの要望
・学校の統廃合に伴い、送迎用のスクールバスではなく、
路線バスを利用したい
・ドア・ツー・ドアで登校する子どもは朝からボーっとしてい
るが、歩いてくる子どもは元気が良いので（学校長から）

全域フルデマンドからネットワーク型への転換を検討中

千葉県南房総市での失敗例
～フルデマンド方式を中止した理由
利用者が離れたケース

隣近所からの陰口「あのおばあちゃん、ま
たハイヤーで出かけているよ。よくお金が
続くねぇ」
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地域住民が運営する宇都宮市の地域内交通の広がり

清原さきがけ号の運行を皮切りに、地域住民が運営する地域内交通が定着して
きている。現在、以下の８つの地域内交通が運行中。

名 称 運行形態 試験運行開始日 本格運行開始日

清原さきがけ号 定時定路方式 平成20年1月15日 平成20年8月1日

板戸のぞみ号 デマンド方式 平成21年4月15日 平成22年4月1日

古賀志孝子号 デマンド方式 平成22年12月1日 平成23年12月1日

みずほの愛のり号 デマンド方式 平成23年3月29日 平成24年4月1日

くにもとふれあい号 デマンド方式 平成23年10月11日 平成24年10月1日

篠井はるな号 デマンド方式 平成23年11月4日 平成24年11月1日

わくわくとみや号 デマンド方式 平成24年11月4日

よこかわいきいき号 デマンド方式 平成24年12月1日

参考：板戸のぞみ号の収支実績（Ｈ22年度）
利用者数：3,469人 １便当たり利用者数：2.5人 運行経費：約487万円
運賃収入21％、自治会支援金（1自治会）2％、企業協賛金3％ 市補助金74％

納得の取組み



少子化の進展に伴い、各地で小中学校の統廃合が進められています。それに伴い、通学距離が遠くなる子供た
ちのために、スクールバスが運行されています。このスクールバスは学校の登下校の時間のみ運行しておりま
すので、待機時間（空いている時間）が当然あります。一方、スクールバスが多くなってきたことにより、運
行経費が増大し、自治体の財政を圧迫するようになってきました。そこで、この空いている時間にコミュニテ
ィバス等の地域の足として活用しようとする取り組みが進められています。

スクールバスの活用

釧路町のスクールバス運行経路図
（釧路町教育委員会作成）

釧路町公共交通路線図

【掲載情報】
路線名（校区名）
〇乗車人数（小学生、中学生）
〇登校便（始発・終着時刻）
〇下校便（便別出発時刻）

活用検討
路線
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群馬県太田市では、市所有のスクールバスが、車両２３台、運転手(非常勤を含む)２４名です。
この資源をコミュニティバスに活用するために、教育委員会と連携して協議を進めています

現況のスクールバスの運行経路と、公共交通網将来図のコミバス路線との重なりを集約・
調整しています！（平成30年度実施予定で作業中、スクールバス８台をコミバス併用予定）
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スクールバスの活用（行方市）
行方市は茨城県東南部にあり、霞ケ浦と北浦
に挟まれた位置で、平成17年に行方郡の３町
で合併、面積166.33㎢、人口35,812人。
【市内交通の現状】
市北部には、かしてつバスや霞ケ浦広域バ
ス、市南部には、鹿行北浦ラインが運行し
ているが、中央部を運行するバスが無いこ
とが課題だった。
市全域をエリアとするフルデマンド型デマ
ンドタクシーを実施している。車両は、ワ
ゴンタイプを4台使用している。
市内の小学校4校のスクールバスとして48
台を使用しており、費用は年間3億円以上
かかっている。

◎運行の根拠法について
①スクールバス
⇒路線不定期（4条）で運行。小学生と一般利用者の
混乗について、父兄が反対
②路線バス
⇒路線不定期（4条）での運行は認められないので、
21条で試験運行中
⇒試験運行を踏まえて、路線定期（4条、デマンドで
使用しているワゴン車両１台を使用）
又は、自家用有償（78条、車両は要検討）での対応を
検討
※ワゴン車両での運行となれば、バリアフリーの条件
をクリアできる。
※78条は交通空白地域が要件となるが、現状は全域フ
ルデマンドのため交通空白地域とならない。

（行方市担当者へのヒアリング結果より）
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八千代市の他の取り組み：社会福祉法人とタイアップした買物支援バス

・八千代市の北部地域にある大学町地区では、平成15年路
線バスの廃止後、高齢化が進展するとともに買物、通院等の
移動に対する課題が発生
・平成２４年、自治会において問題を解決するため、「大学町
デマンド交通委員会」を設立
・平成２５年、住民に２度にわたり詳細なアンケートを実施し、
要望を取りまとめたところ、高齢者等の買い物支援が必要であ
り、行き先の希望として、千葉ニュータウン中央方面であった

社会福祉法人を運行主体として、月１回程度１日１往復
「大学町自治会館」～「イオンモール千葉ニュータウン」間で実施

合同買物会の様子

国交省と厚労省との協議が進められており、平成２９年度に
福祉以外の目的にも利用が拡大されるとのこと
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例えば、こんな事例も・・・

地縁の力によるデマンド交通～日光市三依地区の事例

福島県境の日光市三依地区は、栃木県内有数の豪雪地帯
南北約10kmの街道に沿って民家が点在
人口：約４５０人 高齢化率５０％以上（限界集落）
地区内に日光市が診療所を解説（2006年） 毎週木曜日開院
【地域の足を支える組織】
・患者の送迎を担う住民有志のボランティア団体「心支会」
・地元自治会の役員らを中心に2007年に立ち上げ
・運転は50歳代～70歳代の13人が交代で担当
・地域全体が長年の顔見知りで、手作りのデマンド交通

地域の絆・支えあいから発生した公共交通～これも一つの選択肢か
【疑問・課題】
・ボランティアでどこまで継続できるか？
・運転手の確保～運転担当者も高齢化する
・道路運送法など法制度との関係は？
・地域公共交通としての位置付けは？ その他

下野新聞2013.2.27企画特集「銀の靴を探して」

納得の取組み
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富浦地区において、近所の高齢者の見守り・生活支援の目的から、
地域のボランティアにより、（仮称）『そら豆バス』を運行している。

地域による生活交通への取組（千葉県南房総市）

『そら豆バス』の概要
・バスもタクシーも存在しない地域で、キーマンが高齢者を外出（お出
かけ）させることにより生きがいを創出させるため、高齢者の外出意欲
創出、安否確認のために始めた取組み。
・地域の高齢者が、耕作放棄地を無償借用して、そら豆を育て、出
荷し、種代を引いた分をバスの燃料費にし、月２回近くのスーパー
へ遠足（買い物）に行く。
⇒自分達の足を自分達で確保している取組み。生きがいや健
康維持にも繋がっている。

「高齢者が住みやすい町を目指して」
バスを主催するＦさんは、自ら移動手段を持たない高齢者に対しおで
かけ機会の提供だけではなく、人と会う機会や、おしゃれをする機会
等高齢者が家に閉じこもらず、自ら外に出るキッカケにしたいと願って
いる。

（そらまめバスのマメ知識）
そらまめは、さやを天に向け
て実るので「空豆」とも、蚕
が作るまゆの形に似ているか
ら「蚕豆」とも書くこともあ
る。
バスを利用する方々が何事も
「上向き」であってほしいと
の願いがあるとのこと。

（南房総市地域公共交通網形成計画書（Ｈ27.8）より）

国交省では平成２９年度中にボランティア輸送も
地域公共交通として位置づけたいとのこと
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④ 住民の協力を含む関係者の連携

【「みんなで創り、育て、続けていく地域の足づくり」を考える
（市民・事業者・行政の連携協力を見極める）】

○法定協議会（地域公共交通会議等）を活用した連携について
・市民・事業者・行政・（＋専門家・道路管理者・公安委員会・運輸局等）が同じ土俵に立ち、現状把
握と課題共有を図り、解決のための施策を検討。それぞれが持続的な地域公共交通の維持確保に
めけた役割と責任を認識（共有）、ＰＤＣＡサイクルの自覚と推進を図る
・本音ベースで協議するためには、プロジェクトに応じたワーキンググループの設置も有効

○住民（市民）の協力を推進するための方法について
・公共交通について、市民へ積極的に情報を提供⇒広報誌、ＨＰ、ＳＮＳのほか、地域イベントでの出
展、利用想定団体への出前講座、バスの乗り方教室、子供を軸にした公共交通教育（地球環境問
題とからめて。賢い選択）等の活動を展開。公共交通利用の意識を高めるための啓発・普及活動
・市民の意見を吸い上げる方法⇒市民委員を増やす。公共交通に関する説明会、ワークショップの実
施。定期的なアンケート調査。住民の“井戸端会議”にさりげなく参加する
・地域の足として誇りや愛着を高める方法⇒愛称（公募）付与、運行への参加（車内アナウンス等）、
地域資源としての活用、外部評価、コラボ事業、まちづくりとの一体化

○関係者間の連携強化を図る方法について
・行政内部での連携：まちの将来像を実現するために意識啓発と情報共有を進める
・行政と交通事業者（バス、タクシー）とが意識レベルをそろえるために、対等な情報共有を図る

地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～
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地域の足を地域住民の皆さんと一緒に考える取り組みが各地で進められています！

住民ワークショップ
栃木県佐野市犬伏地区

ポイント：新規路線導入の可否から住民に選択させ、
可の場合には住民が主体的に運行計画を立案茨城県稲敷市

市民の皆さんの移動状況や困って
いることを参加者で共有し、将来
のあり方を検討

群馬県太田市（１５地区予定）

新規路線バスの導入に際して、地
区の皆さんと情報共有と、乗って
いただくための利用促進策を検討

住民意見交換会

栃木県佐野市では、連合区長会
のほか、１４地区で意見交換会を
実施

釧路町では、Ｈ２７年度より町民とのＷＳを実施、Ｈ２９年度は
網形成の策定に向けて町内６地区に渡って意見交換会を実施

地域の状況を教えていただく！

別保地区昆布森東地区
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ワークショップ手法を用いた公共交通空白地域への新規路線の導入①（赤見地区）

ポイント：実験運行計画を沿線住民が主体的に参加・
関与して立案する（導入を前提としたＷＳ）

ＷＳで決めたこと：路線名、路線、運行形式・ダイヤ、バ
ス停の位置・名称

運行の約束（住民側）：利用状況によっては廃止もある
こと（バストリガー方式）

運行の約束（行政側）：ワークショップで決めたとおりに
運行すること

協力すること：バス運行に関わる基礎データの収集、調
査への協力

実験運行中は：参加者自らモニターとなり、課題抽出、
改善策の検討

フォローアップ：実験運行での評価と本格運行への検討

※ 参加者（町会役員）が、自覚と責任、協働と共助を
理解する

※ 行政が、市民協働の取り組み方を理解する

※ まちづくりの装置として、地域が育てるバスを志向
する

このワークショップでねらったこと

参加人数：33名（13町会）、H20.5～H21.3、計8回
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前期高齢者が後期高齢者を支える

茨城県日立市の概要
人口：194,000人（Ｈ24.10.1現在）
高齢化率25.9％
乗合タクシーを運行している西部地区は
人口1,378人 高齢化率43.1％
パートナーシップ協定を結んでいる地区は
住宅団地（諏訪地区）で、人口6,819人
高齢化率25.2％

納得の取組み
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小学校での「交通スリム化教育」（神奈川県秦野市）

社会科で自動車産業を学習する小学5年生を対象に、クルマだけに依存
しすぎない移動方法などについて、体験作業を交え、学習する取組です。

学習の趣旨を理解し、学校ごとに特色のあ
る学習を円滑に行うため、学習を担当する
先生を対象に「交通スリム化教育研修会」
を実施しています。

１．座学
２．行動プランの作成
３．クルマのかしこい使い方

授業の流れ

授業の効果

児童の意識の変化
保護者の意識の変化
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⑤ 広域性の確保

【住民の生活・行動圏と、観光・交流による受け皿環境を考える
（地域内と地域外との連携を見極める）】

○効率的な財政運用と利便性の高いネットワークの構築に向けて
・問題意識：1）市民の生活圏は行政界を超える。2）地域の足の確保は１つの自治体のみで解決でき
ないこともある。3）自治体の財政環境の悪化
・鉄道、都市間幹線（高速バスを含む）の効率的な活用を検討⇒地域内交通との接続を図る
・運輸局、都道府県との連携⇒広域交通の情報共有、調整を含めて

○観光（インバウンドを含む）・行楽目的の二次交通の充実に向けて
・交通拠点・結節点（ターミナル）と観光地・資源・施設とのアクセスの確保
・自転車・徒歩等、多様な交通モードの活用による受け皿環境の検討

⑥ その他

○具体的で可能な限り数値化した目標
・ＰＤＣＡサイクルを動かすために、重要業績評価指標（ＫＰＩ）とその数値目標の検討

○モビリティマネジメントの取り組み
・モータリゼーションから公共交通を使ったライフスタイルを推奨するための取り組み
・地方都市では、「車ときどきバス運動」で良いと考える

地域公共交通網形成計画の留意事項の視点から
～現場の経験から、どのように考えるか、進めるか、検討するか～
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稲敷エリア広域バス（平成29年2月実証運行開始）

第4回県南地域公共交通確保対策協議会（2016.12.26）資料より

広域的な公共交通ネットワークの構築に向けた取り組み（茨城県）
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ルート２・鹿行広域バス
（神宮・あやめライン）
（平成29年8月実証運行開始）

第4回鹿行地域公共交通確保対策協議会（2017.5.30）資料より

広域的な公共交通ネットワークの構築に向けた取り組み（茨城県）

ルート３・鹿行広域バス（白帆・あやめライン）
（平成29年12月実証運行予定）
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クルマときどきバス運動（栃木県佐野市での取り組み・200８）

佐野市では、地域公共交通総合連携計画（2008）の策定を
受けて、その推進事業の一つとしてモビリティマネジメント（MM）
施策を展開。WSに参加している市民を対象に「クルマときどき
バス運動」を事業展開しました。
MMといっても分からない市民を巻き込むために「クルマときど
きバス」といった分かりやすいキャッチコピーを採用。ここでの論
点は「かしこいクルマの使い方」で、クルマ利用と「維持費」「事
故」「環境問題」を説明要因としました。
連携して「バス・エコ・サポーターズ」（市民応援組織・継続中）
を募集しましたが、「クルマときどきバス」運動が広まるところま
ではいきませんでした。

皆さんに配布したチラシ
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茨城県で進めようとしている「クルマときどきバス運動」案

地域の足を県民みんなで支えよう！！（県民キャンペーン）

地域の足は無くしてはいけない。より乗ってみたくなるサービス水準の向上に向けて、公的補助（行政
の赤字補填）に頼らない（依存しない）地域公共交通の実現（収支改善）を目指した活動について、
茨城県庁交通政策課の皆さんと議論を進めています！

行政負担の軽減は可能か？ラフな試算をすると・・・
例えば、人口４万人の都市でバス運賃が２００円の場合、市民全員が年に１度バスに乗ると、
計算上は ４万人×４００円（往復）＝１，６００万円
市民全員は無理、さらに子供や高齢者割引運賃を考慮して半分の２万人が利用するとした場合、
２万人×４００円（往復）＝８００万円、３か月に１度乗ると、８００万円×４回＝３，２００万円

そのために
県民は、「たまにはバスに乗ってみよう！（自己の意識改革、ライフスタイルをちょっと変える）」
運行事業者は、「利用者を想定して、サービス水準（おもてなしを含めた）を上げよう！（乗ってみ
たいバスづくり）」
行政は、啓発キャンペーン！！

地域公共交通ネットワークを維持して、まちの活力を高め、活性化を
図るために、市民が自家用車に依存しない移動手段を確保すること
は、まちづくり（市政）の１丁目１番地！
市民生活の基盤
交流（来訪者）可能性の確保

地域の足づくりは、マストランジットから、パーソナルトランジットの積み上げに！

バスに乗ろう！

ハッスル黄門
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乗りたくなるバスを目指して
～バス停・待合所～

インスタ映え

長崎県諫早市
フルーツバス停

とさでん交通 高知市長浜バス待合所

ととろのバス停
大分県佐伯市

コンビニとバス停（鹿児島県）

スーパーとバス停（山交バス 尾花沢）

病院とバス停（江別市）
イオン脇のバス停（釧路町）
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路線バスを活用した宅急便輸送「
貨客混載」の開始について
平成27年6月3日
岩手県北自動車株式会社・ヤマト運輸株式会社

出典：読売新聞（平成27年4月11日）路線バスで注文品
運搬 買い物支援
、試行開始 静岡

静岡新聞
Ｈ27.11.28
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ソフトバンクやドコモ、地方で「自動運転バス」実験

日本経済新聞、2017.3.30

ソフトバンクは30日、沖縄県で自動運転バスの試乗
会を開いた。導入を見込むのは、赤字に悩む地方都
市の路線バスだ。交通量が少なく、走行ルートが決ま
っており、乗用車よりも実現しやすいという。人口減で
ネットにつながる人はあまり増えないが、ネットにつな
がる「乗り物」のニーズはまだまだ豊富。将来性を見
込んでＮＴＴドコモも昨年末から自動運転バスの実証
実験を進めるなど、通信大手の開発競争が激しくな
ってきた。 路上駐車する車を検知し、よけて走った（30日、沖縄県南城市）

自動運転の時代がすぐそこまで！
ただし、自動運転に夢を見ないこと！
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ご静聴ありがとうございました！

講演資料の作成にあたっては、関東運輸局の皆さんや地域公
共交通マイスター仲間との意見交換、また茨城県庁、稲敷市、
桜川市、太田市、釧路町、木更津市の皆さんとの情報交換、
および㈱サーベイ リサーチ センター、日本データサービス㈱の
ご協力を得たことを感謝いたします。

解説・地域公共交通マイスターとは

地域公共交通マイスター制度は、地域公共交通の維持・利便性向上・活性
化に向けて、地域が主体的に実践する先進的・独創的な取組みを中心となっ
て推進し、知識、経験、熱意を有する方を関東運輸局長が「地域公共交通マ
イスター」として任命するもの。
任命された「地域公共交通マイスター」は、地域公共交通の諸課題につい
て、より多くの地域が積極的に取り組む気運を高めるため、自らの取組みか
ら得た知識、経験、熱意を、あらゆる機会を利用して発信する役割を担う。

「ゆるキャラⓇグランプリ2013」第1位
佐野ブランドキャラクター「さのまる」仕掛け人
ちょっと古くなりましたが（苦笑）


