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地域公共交通サービスの衰退モータリゼーションの進展と輸送人員の減少

・ 一般路線バスについては、2007年度から2015年度までの
9年間に約13,100 ㎞の路線が完全に廃止。

・ 鉄軌道については、2000年度から2015年度までの15 年間
に39 路線・約770 ㎞が廃止。

空白地面積 空白地人口

バス 500m圏外
鉄道 1km圏外

36,477 km2

（我が国の可住地
面積の約30%）

7,351千人
（我が国の人口の

5.8%）

• 公共交通空白地域の存在

• モータリゼーションが著しく進展

• 一般路線バス事業者の6割以上、地域鉄道事業者の7割以上の
経常収支が赤字

一般路線バス事業者 地域鉄道事業者

（出典）平成23年度国土交通省調査による

• 輸送人員は大幅に減少

1990年 2000年 2010年 2015年

乗合バス事業 65億人 48億人 42億人
42億人

（90年に比べ35％減）

地域鉄道 5.1億人 4.3億人 3.8億人
4.1億人

（90年に比べ20％減）

（出典）自動車輸送統計年報、鉄道統計年報及び国土交通省調査

モータリゼーションの進展により、地域公共交通の位置付けが相対的に低下。

交通事業者の不採算路線からの撤退による地域公共交通ネットワークの減少や運行回数などのサービ
ス水準の大幅な低下が進行するとともに、地域交通を担う民間事業者の経営悪化が進行。

今後の急激な人口減少の下で地域公共交通をめぐる環境はますます厳しいものとなることが想定される。

（2015年度）

（保有車両３０両以上の事業者（2015年度） ）

35%

65%

26%

74%

黒字

赤字

出典：地域交通年報、自動車輸送統計年報
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自家用自動車 バス ハイヤー・タクシー 民鉄 JR

地域公共交通の現状 （概観）
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職業計 鉄道運転の職業

自動車運転の職業 船舶・航空機運転の職業

その他の運輸の職業

人手不足について①（運転者の有効求人倍率）

交通産業の運転者の有効求人倍率をみると、特に自動車運転者で高くなっており、かつ、こ
こ数年急速に上昇してきている。
2010年から2030年の間に、生産年齢人口は毎年１％近く減少していくことが見込まれて
おり、今後、人材の確保がより困難になっていく可能性がある。
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（注） １ 「若年人口」は０～14歳の者の人口、「生産年齢人口」は15～64歳の者の人口、「高齢人口」は65歳以上の者の人口
２ （ ）内は若年人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合

資料） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分して含めた人口）」、同「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」における出生中位
（死亡中位）推計より国土交通省作成

若年人口

生産年齢人口

高齢人口

総人口
12,806万人

高齢人口
2,948万人
（23.0％）

生産年齢人口
8,174万人
（63.8％）

若年人口
1,684万人
（13.1%）

（推計）

8,674万人

生産年齢人口
4,418万人
（50.9％）

若年人口
791万人
（9.1％）

高齢人口
3,464万人
（39.9％）

総人口

総人口は
約4,132万人減少

生産年齢は
約3,755万人減少

高齢は
約516万人増加

若年は
約893万人減少

（百万人）

職業別の有効求人倍率（パートタイムを除く常用）の推移

我が国の人口構造の推移
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総じて中高年の男性に依存した状況にあり、全産業と比べ、労働時間は長く、年間
所得額は低くなっている。
このような環境から、若年者が自動車運送事業等への就業を敬遠していることが考
えられる。

人手不足について②（自動車運送事業等の就業構造）

注１：労働時間＝「賃金構造基本統計調査」中「所定内実労働時間数＋超過実労働時間数」から国土交通省自動車局が推計した値
所定内実労働時間数＝事業所の就業規則などで定められた各年６月の所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間に実際に労働した時間数
超過実労働時間数＝所定内実労働時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数
注２：年間所得額＝「賃金構造基本統計調査」中「きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額」から国土交通省自動車局が推計した値

きまって支給する現金給与額＝６月分として支給された現金給与額（所得税、社会保険料等を控除する前の額）で、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、超
過勤務手当等を含む
年間賞与その他特別給与額＝調査年前年１月から12 月までの１年間における賞与、期末手当等特別給与額

資料：総務省「労働力調査」、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、日本バス協会「日本のバス事業」、全国ハイヤー・タクシー連合会「ハイヤー・タクシー年鑑」より国土交通
省総合政策局作成
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改正地域公共交通活性化再生法（平成26年5月成立）の概要

関係者相互間の連携と
協働の促進 等

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化

地域住民の通勤・通学・買物・通院といった、日常生活を営む上での交通圏を
踏まえて公共交通ネットワークを再構築する。（Ａ市・Ｂ町・Ｃ村全体で取り組む）
拠点間や拠点と居住をネットワークで結び、移動の利便性を向上させる。
それぞれの路線の役割を明確化し、運行の効率化を図る。

地域公共交通ネットワーク再構築のイメージ

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

※このほか、軌道やバス、船舶の高度化に向けた
具体的な事業もあり。

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

地域公共交通を網羅的に見直し、コンパクトシティの

実現に向けたまちづくりとの連携しつつ

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの方

向性を検討。

地域公共交通網形成計画
＝地域公共交通に関するマスタープラン

事業者と協議の上、
地方公共団体が関係者と
協議会を開催し策定

⇒国土交通大臣の認定を受けたものについては、
重点的な支援

具体的な取組に向けた計画の作成

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

地域公共交通再編実施計画
＝地域公共交通を再編するために、

具体的に行う取組

地方公共団体が事業者
等の同意の下に策定

公共交通の利便性・効率性の向上を図り、持続可能な移動環境を形成

①地方公共団体（都道府県、市町村）が中心となり、
②まちづくりなど関連施策と連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

目標

5



北海道 函館市 福島県 福島市 千葉県 東金市 福井県 三重県 津市 岡山県 井原市 佐賀県 佐賀県

深川市 会津若松市 鴨川市 四日市市 高梁市 佐賀県・唐津市・玄海町

岩見沢市 郡山市 君津市 伊勢市 瀬戸内市 伊万里市

千歳市 伊達市 八街市 松阪市 玉野市 鹿島市

釧路市 南相馬市 南房総市 伊賀市 倉敷市 小城市

美唄市 喜多方市 佐倉市 名張市 津山市 吉野ヶ里町

帯広市 棚倉町 大網白里町 尾鷲市 真庭市 上峰町

岩内町 石川町 長南町 鯖江市 鳥羽市 久米南町 長崎県 佐世保市

白糠町 楢葉町 大多喜町 岐阜県 岐阜市 亀山市 五島市

白老町 西郷村 東京都 高山市 紀北町 対馬市

仁木町 茨城県 水戸市 恵那市・中津川市 和歌山県 橋本市 広島県 三原市 大村市

安平町 日立市 神奈川県 藤沢市 羽島市 京都府 木津川市 三次市 松浦市

斜里町 下妻市 海老名市 美濃加茂市 福知山市 広島市

音更町 常陸太田市 大和市 土岐市 東広島市

青森県 青森県 かすみがうら市 真鶴町 各務原市 廿日市市 熊本県 熊本市・嘉島町

八戸市 神栖市 山梨県 甲州市 関市 江田島市 八代市

弘前市 行方市 新潟県 柏崎市 多治見市 北広島町 水俣市

三沢市 牛久市 佐渡市 飛驒市 坂町 合志市

五所川原市 稲敷市 上越市 海津市 大崎上島町 人吉市

鰺ヶ沢町 土浦市 魚沼市 安芸太田町 大津町

岩手県 八幡平市 龍ケ崎市 長岡市 神石高原町 美里町

釜石市 潮来市 阿賀野市 山口県 宇部市 和水町

宮古市 つくば市 糸魚川市 静岡県 下田市 周南市 水上村

北上市 鹿嶋市 新発田市 伊豆市 兵庫県 豊岡市 光市

滝沢市 桜川市 見附市 御殿場市 姫路市 長門市

花巻市 筑西市 富山県 高岡市 神戸市 美祢市

岩手町 高萩市 黒部市 加古川市 山陽小野田市

大槌町 ひたちなか市 富山市 加東市 下松市 大分県

矢巾町 五霞町 魚津市 たつの市 香川県 高松市

秋田県 秋田市 城里町 小矢部市 湖西市 小野市 小豆島町・土庄町

湯沢市 大子町 藤枝市 愛媛県 東温市

鹿角市 東海村 掛川市 西予市

由利本荘市 栃木県 真岡市 小山町 滋賀県 愛南町

大仙市 大田原市 長野県 松本市・山形村 愛知県 豊橋市 高知県 高知市 別府市

仙北市 鹿沼市 岡崎市 甲賀市 宿毛市 大分市

にかほ市 宇都宮市・芳賀町 一宮市 大阪府 河内長野市 田野町 杵築市

北秋田市 塩谷町 豊川市 岸和田市 佐川町 中津市

潟上市 益子町 日進市 奈良県 奈良県 津野町 臼杵市

五城目町 那須町 田原市 宇陀市 徳島県 小松島市 豊後大野市

藤里町 茂木町 上田市 弥富市 五條市 つるぎ町 竹田市

美郷町 群馬県 太田市 佐久市 清須市 広陵町 福岡県 福岡市 宇佐市

宮城県 大崎市 埼玉県 熊谷市 小諸市 長久手市 鳥取県 北九州市 九重町

栗原市 春日部市 駒ヶ根市 豊田市 久留米市 宮崎県

石巻市 上尾市 長野市 蒲郡市 中間市

白石市 越谷市 箕輪町 東海市 筑紫野市

気仙沼市 入間市 信濃町 西尾市 行橋市 えびの市

東松島市 草加市 木曽町 新城市 朝倉市 都城市

山形県 山形市 小川町 中川村 豊明市 豊前市 小林市

酒田市 鳩山町 高山村 東郷町 島根県 飯塚市 門川町

鶴岡市 吉見町 大桑村 豊山町 糸島市 鹿児島県 薩摩川内市

寄居町 武豊町 嘉麻市 鹿屋市

東秩父村 南知多町 江津市 宗像市 日置市

小国町 東浦町 松江市 岡垣町 姶良市

飛島村 大田市 久山町 南さつま市

那珂川町 鹿児島市

芦屋町 霧島市

遠賀町 沖縄県 南城市

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町

設楽町・東栄町・
豊根村

高岡市・氷見市・砺波
市・南砺市
（城端・氷見線沿線地域）

彦根市・愛荘町・豊郷
町・甲良町・多賀町

飯田市・松川町・高森
町・阿南町・阿智村・平
谷村・根羽村・下條村・
売木村・天龍村・泰阜
村・喬木村・豊丘村・大
鹿村

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町 大分県・中津市・宇佐市・

豊後高田市

島根県、江津市、川本
町、美郷町、邑南町、
広島県、三次市、安芸
高田市
（三江線沿線地域）

大垣市・桑名市・海津
市・養老町・神戸町・揖
斐川町・池田町
（養老線沿線地域）

島根県・松江市・
出雲市
（一畑電車沿線地域）

宮崎県・日向市・門川町・
美郷町・諸塚村・椎葉村

鳥取県・米子市・境港
市・日吉津村・大山町・
南部町・伯耆町・日南
町・日野町・江府町

鳥取県・鳥取市・岩美
町・若桜町・智頭町・八
頭町

京都府・笠置町・和束
町・南山城村
（JR関西本線沿線）

京都府・兵庫県・福知
山市・舞鶴市・宮津市・
京丹後市・伊根町・
与謝野町・豊岡市
（北タンゴ鉄道沿線地域）

人吉市・錦町・多良木町・

湯前町・水上村・相良村・

五木村・山江村・球磨村

あさぎり町

大分県・竹田市・豊後大野
市・臼杵市三木市・小野市・神戸

市
大分県・佐伯市・津久見市

福井市・大野市・勝山
市・あわら市・坂井市・
永平寺町
（えちぜん鉄道沿線地域）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町
（福井鉄道沿線地域）

笠岡市（岡山県）
福山市（広島県）東京都・中央区・港区・

江東区

京都府・綾部市・南丹
市・京丹波町
（JR山陰本線沿線）

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３０年１月末までに、３３５件の地域公共交通
網形成計画が策定され、２１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

※１０６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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◆今後10年を見据えた望ましい地域公共交通のあり方とその課題

『地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会』 提言

【 課 題 】
Ⅰ. 地域公共交通の課題
１．非効率な路線の残存、データの不足と未活用
２．利便性向上、需要創出努力の不足
３．新たな課題への対応

（担い手不足、車両の老朽化、高齢化対策等）

Ⅱ. 関係主体の課題（認識不足）
１．事業者の経営戦略の欠如、経営力の不足
２．地方公共団体の実行力、認識の不足
３．住民の低すぎる意識
４．国の対応不足
５．関係者間の連携不足

地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会 提言概要

今後10年を見据えた中長期的な視野から、地域公共交通の活性化・再生の取組の方向性について提言

地域公共交通に正面から取組む地域が増加する一方、着手できていない地域も多く地域間の格差が拡大。

今後１０年で人口動態の変化、技術革新の進展等が予想されるが、まだまだやれることはある。地域主体で
取組むという枠組の下、地域の実情に応じた「あるべき姿」を目指し、各主体が役割を果たすことが重要。

【ビジョン】
１．有機的に結合していて使いやすいネットワーク

・ニーズに合った路線網の広がり、使いやすいダイヤ設定
や運行頻度の確保

・地域内交通と幹線の連携、円滑な乗継
・末端でも最低限必要な移動手段のきめ細かな提供

２．新技術（自動運転等）の導入
３．ＩＣＴ化を通じた時刻表、経路検索等の充実
４．使いやすい運賃設定、安定的なサービスの提供
５．事業者がニーズを反映し、自立的に経営を実現
６．地方公共団体が地域の交通ビジョンを持って取組
７．住民が自分自身の問題として主体的に取組・参画
８．関係者間で定期的に意見交換を実施 7



具体的方策

・高齢者の公共交通機関利用促進策に対する地方公共団
体の助成の働きかけ

・乗合タクシー等高齢者が利用しやすいサービスの導入
に向けた地方公共団体等との連携

・タクシーの相乗り促進
⇒ 配車アプリを活用した実証実験【平成29年度中実施】

・過疎地域におけるサービス維持のための取組

１. 公共交通機関の活用１. 公共交通機関の活用

・検討プロセスのガイドライン化
⇒ 市町村等が行う自家用有償運送の導入の円滑化

【平成29年度中実施】

・市町村が主体となる自家用有償運送の活用の円滑化

・地方公共団体等に対する制度の周知徹底

３. 自家用有償運送の活用３. 自家用有償運送の活用

・貨客混載の推進
⇒ 過疎地域における旅客運送と貨物運送のかけもち

【平成29年６月末までに結論】

・スクールバス等への混乗

２. 貨客混載等の促進２. 貨客混載等の促進

・ルールの明確化
⇒ 道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」について、

ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能な範
囲を明確化 【平成29年度中検討・結論】

⇒ 営利を目的としない「互助」による輸送のためにNPOが自
治体の車両を活用するなど、輸送の対価に当たらない支援
を例示 【平成29年９月までに実施】

・実施にあたっての条件整備

・「互助」による輸送の導入に関する情報提供

４. 許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化４. 許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化

・介護サービスと輸送サービスの連携

⇒ 地域における運輸部門と福祉部門の連携強化
【速やかに周知】

⇒ 介護保険制度と連携した輸送サービスの明確化・
普及拡大 【平成29年７月までに実施】

５. 福祉行政との連携５. 福祉行政との連携

・地方運輸局の取組強化

・制度・手続等の周知徹底

・地域主体の取組の推進

６. 地域における取組に対する支援６. 地域における取組に対する支援

『高齢者の移動手段の確保に関する検討会』 中間とりまとめ

高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ概要 【2017年6月公表】
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公共交通事業の生産性の向上についての取組（概要）

9

貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

他分野との連携

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

技術革新の活用

重複路線の整理・幹線／支線
の役割分担

スクールバス等の混乗化・路
線バスへの統合

ネットワークの再編

生産性・効率性・利便性の向上



貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

他分野との連携他分野との連携

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

技術革新の活用技術革新の活用

重複路線の整理・幹線／支線
の役割分担

スクールバス等の混乗化・路
線バスへの統合

ネットワークの再編

生産性・効率性・利便性の向上 10



コミュニティ
バス導入

２路線統合
＆

ループ化

支線分割化

幹線化
＆

経路変更

再編後

岐阜駅

系統新設

項 目 事業の効果

JR岐阜駅をハブターミナルとしたバス路線の再編【平成２７年１０月１日実施】

茜部三田洞線
・定時性・速達性の向上 最大約５分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

日野市橋線
・定時性・速達性の向上 最大約６分の遅延改善

・一定の収支改善による持続性の向上

JR岐阜駅を中心としたループ化への再編【平成２７年１０月１日実施】

鏡島市橋線

日野市橋線

・需要が見込まれるルートへの再編 ・定時性・速達性の向上

・一定の収支改善による持続性の向上

市民協働型のコミュニティバスの導入推進（2地区に追加）【平成２７年９月１日実施】

日野地区
・路線バスとのネットワーク化によるバスの利用促進

・地域の活性化
北長森地区

【主な事業内容】 これらの事業により、
利便性の高い公共交通ネットワークを構築

○さらに、将来的に本計画を変更し、平成３２年度までに、新た
な都心拠点となる行政施設の建設にあわせて、「トランジット
センター」（乗継拠点）の整備、ＢＲＴの導入も含めた中心部
の幹線バス路線の再編等を行うこととしている。

路線分割

路線分割

JR岐阜駅のハブ機能強化を念頭において長大路線を分割、利用実態にあわせてサービス水準を変更

安定した高いサービスを提供する幹線と地域需要に応じた支線との役割分担

市民が主体的に参画するコミュニティバスを導入し、地域需要に応じて生活移動の足の確保

コミュニティ
バス導入

地域公共交通ネットワークの形成 （岐阜市）
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○村のまちづくりと協調した地域公共交通体系の確立

小さな拠点でもある観光拠点「和紙の里」の活性化
策とあわせて、おでかけの促進を図る

○観光拠点をハブとした交通ネットワークの再構築

和紙の里を拠点にバス路線を再構築することで、
長大な運行ルートであった系統などを廃止すると
ともに、利用実態に応じた運行回数の適正化を
行うことで、効率的な運行を実現。

※道路から離れた集落に居住する住民に対しては、デマンド交通の導入
を検討。（網形成計画）

系統の編成を見直し

白
石
車
庫

皆
谷

寄
居
駅

村
役
場

和
紙
の
里

小
川
町
駅

白
石
車
庫

皆
谷

寄
居
駅

村
役
場

寄
居
町
と
連
携

小川町と連携

収支率の改善
和
紙
の
里

小
川
町
駅

■ 観光拠点を中心に、統一的にバス路線を見直し、長大な運行距離の縮減を図り、ネットワークを再構築。
■ 観光施設の活性化と両輪で公共交通を充実させることで、住民・来訪者双方のおでかけに資する公共交通ネット

ワークを形成。

【主な事業内容】

12

地域公共交通ネットワークの形成 （東秩父村）



地域公共交通ネットワークの形成 （八戸市）

■ 八戸駅路線の共同運行化：「競争から共創」の契機に

駅⇔中心街路線（2事業者22系統）の運行計画を

八戸市の調整下で一体的に設定

⇒「生産性の向上」と「分かりやすさ・便利さ」

の両立を目指す共同運行化を実現。

【運行ダイヤの比較（例）】 （八戸駅発平日時刻抜粋）

（現在） 9:00   9:10*  9:20  9:30*  9:40  9:50* 10:00 （2社が 90.5往復／日）

⇒10分間隔の等間隔ダイヤで運行 （08年4月～）、定期券＋のりばの共通化

【効果】 両事業者ともに「乗客増」「黒字化」達成（2008年度）

（乗車人員） 135万4千人 → 144万1千人 乗客 6.4％増

（ 収 支 ） 1,567万円の「赤字」 → 2,556万円の「黒字」

第２回懇談会 吉田委員ご発表資料より抜粋 13

「中心街ターミナル」を起点に、12区間を「幹線

軸・準幹線軸」に設定。10～20分間隔の運行維持

（従前） 9:03*  9:17 9:28*  9:31*  9:40 9:43* 9:46* 9:59 （2社が 112.5往復／日）



路線バス、コミュニティバス（市民バス）、無料通院バス、ス
クールバスが同じ路線を重複して運行

運行日（週１～７日）、ダイヤ・本数、運賃体系（距離制、200
円均一、無料）の棲み分けがなされておらず、非効率な運行

路線バス以外のバスを廃
止し、路線バスに統合

運行日を毎日（平日）と
し、ダイヤ・本数も調整

運賃体系も分かりやすい
３段階制に変更（200円、
300円、500円）

対応策

路線バス・市民バス・みどり号が
重複していた路線

路線バス・市民バスが
重複していた路線

中心市街地

■ 公共施設等が集積する常陸太田地区への持続可能な移動手段を確保するため、重複するバス輸送
サービスを民間事業者の路線バスに一本化し、効率的で一体的な交通サービスの提供を実現

背景・課題

【主な事業内容】
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地域公共交通ネットワークの形成 （常陸太田市）
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貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

他分野との連携他分野との連携

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

技術革新の活用

重複路線の整理・幹線／支線
の役割分担

スクールバス等の混乗化・路
線バスへの統合

ネットワークの再編ネットワークの再編

生産性・効率性・利便性の向上
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データ利活用の先進事例（イーグルバス）

バス車載カメラ等によって収集した乗降データを整理し、問題点を見える化

運行形態、路線、ダイヤ、停留所等を見直し、最適効率なネットワーク再編に活用

情報通信技術（ICT)の活用

【効果】

埼玉県日高市 日高飯能路線･･･利用者数22％増（2014年と2007年比較）

埼玉県ときがわ町 路線全線･･･利用者数40％増（2014年と2010年比較）



【バスロケーションシステムの導入：広島県】

・運行事業者が違う場合でも事業者の

区別なく方面別，到着順に共通フォー

マットで運行状況を案内

・待ち時間，停留所の通過状況等を案内

17

【導入状況①：事業者間をまたぐ共通のシステム】

【導入状況②：他のサービスと連携可能なオープンなシステム】

・PCやスマートフォンでバス停から離れた

場所でも運行状況の確認可能

・乗換検索コンテンツと連携し，検索結果

にリアルタイム運行状況を反映

情報通信技術（ICT)の活用



「安全運転サポート車」の普及に向けた取組

「安全運転サポート車」のコンセプトの特定

「安全運転サポート車」の普及啓発

○ 「安全運転サポート車」に愛称（セーフティー・サポートカーS（略称：サポカーS））
を冠し、官民を挙げて普及啓発に取り組む。

○ 一定の安全効果が見込まれる水準に達した先進安全技術から国際基準化を主導し、安全
基準の策定を検討。

○ 基準策定までの間、自動車メーカー等の求めに応じ、自動ブレーキ等の先進安全技術が
一定の性能を有していることを国が確認し、その結果を公表等する制度の創設を検討。

○ このほか、自動車アセスメントの拡充や、任意自動車保険のASV割引の導入等により、
安全運転サポート車の普及啓発・導入促進を図る。

自 動 ブ レ ー キ 踏 み 間 違 い 事 故 防 止

（トヨタ自動車HPより） （日産自動車HPより）

（スズキHP、トヨタ自動車HPより）

車 線 逸 脱 防 止
ベ ー シ ッ ク ・ ベ ー シ ッ ク ＋

ワ イ ド

自動ブレーキの新車乗用車搭載率を2020年までに9割以上とすることを目指す。

先 進 ラ イ ト
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中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

今年夏頃から順次全国約１０箇所で実験開始予定

●超高齢化等が進行する中山間地域において、人流・物流を確保するため、「道の駅」等を拠点とした
自動運転サービスを路車連携で社会実験・実装する。

生活の足の確保
（買物・病院、公共サービス等）

物流の確保
（宅配便・農産物の集出荷等）

地域の活性化
（観光・働く場の創造等）

貨客混載
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地域指定型 実証実験箇所 （H29.4.25決定）

（島根県飯石郡飯南町）

④道の駅 赤来高原
いいしぐん いいなんちょう

あかぎこうげん

（熊本県葦北郡芦北町）

⑤道の駅 芦北でこぽん
あしきたぐんあしきたまち

あしきた

③道の駅 奥永源寺 渓流の里
ひがしおうみし たてはたちょう

おくえいげんじ けいりゅう さと

（滋賀県東近江市蓼畑町）

（栃木県栃木市西方町）

②道の駅 にしかた
とちぎし にしかたまち

レベル４＋２技術

乗用車型：ヤマハ

路車連携型
（電磁誘導線）

＜使用車両＞

（秋田県北秋田郡上小阿仁村）

①道の駅 かみこあに
きたあきたぐん かみこあにむら

＜使用車両＞

＜使用車両＞＜使用車両＞

＜使用車両＞

レベル４＋２技術

乗用車型：アイサン
テクノロジー

車両自律型

レベル４技術

バス型：ＤｅＮＡ

車両自律型

レベル４＋２技術

バス型：先進モビリティ

路車連携型

（磁気マーカ）

レベル４＋２技術

乗用車型：ヤマハ

路車連携型
（電磁誘導線）

病院：約500m
役場等：約500m
路線バス停あり

農作物の集荷

（フルーツ・野菜等）

病院：併設

役場等：併設

路線バス停あり

農作物の集荷

（茶葉、納豆等）

病院：約500m
役場等：約300m
路線バス停あり

大学との連携

（宇都宮大学）

病院：約300m
役場等：約100m
路線バス停あり

農作物の集荷

（ほおずき等）

病院：約500m
役場等：隣接

路線バス停あり

大学との連携

（島根大学）

（11月11日～11月17日）

（12月3日～12月10日）

（9月2日～9月9日）

（9月30日～10月7日）

○地域における道の駅の拠点性（病院や役場等の近接）や、道の駅を活かした地域の取り組みの状況を
踏まえ、技術的な検証を速やかに実施することが可能な道の駅（５箇所）

（11月11日～11月17日）
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実験箇所
〔 ８箇所 〕

ＦＳ箇所
〔 ５箇所 〕

引き続き地域で検討
〔 １３箇所 〕

①北海道大樹町
（道の駅「コスモール大樹」）

②山形県高畠町
（道の駅「たかはた」）

③茨城県常陸太田市
（道の駅「ひたちおおた」）

④富山県南砺市
（道の駅「たいら」）

⑤長野県伊那市
（道の駅「南アルプスむら長谷」）

⑥岡山県新見市
（道の駅「鯉ヶ窪」）

⑦徳島県三好市
（道の駅「にしいや」・かずら橋夢舞台）

⑧福岡県みやま市
（みやま市役所山川支所）

①新潟県長岡市
（やまこし復興交流館「おらたる」）

②岐阜県郡上市
（道の駅「明宝」）

③愛知県豊田市
（道の駅「どんぐりの里いなぶ」）

④滋賀県大津市
（道の駅「妹子の郷」）

⑤山口県宇部市
（楠こもれびの郷）

公募型実証実験 箇所選定

既存の地域の特色ある取組との連携でビジネスモデル
の高い実現性が期待できる箇所等

ビジネスモデルの更なる具体化に向けて
フィージビリティスタディを行う箇所
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公募型 実証実験箇所 （H29.7.31決定）

さと

みやま市役所 山川支所
（福岡県みやま市）
（ 2/17～2/24 ）
・地元エネルギー会社による余剰電力

の活用や、自治体配布のタブレットの活用等

やまこし復興交流館おらたる
（新潟県長岡市）

ながおかし

道の駅「明宝」
（岐阜県郡上市）

ぐじょうし

めいほう

道の駅「どんぐりの里いなぶ」
（愛知県豊田市）

とよたし

道の駅「妹子の郷」
（滋賀県大津市）

おおつし

いもこ

楠こもれびの郷
（山口県宇部市）

うべし

くすのき さと

やまかわししょ

さと

さと

道の駅「ひたちおおた」
（茨城県常陸太田市）
（ 11/18～11/25 ）
・既存の高速バスを活用した貨客混載

事業との連携等

ひたちおおたし

道の駅「たいら」
（富山県南砺市）
（ 11/26～11/30 ）
・世界遺産（五箇山合掌造り集落）との連携に

より、新たな観光の流れの創出等

なんとし

こい くぼ

道の駅 「鯉が窪」
（岡山県新見市）
・住民サービス部門で選定されたモデル

「道の駅」を中心とした高齢者福祉サービスとの連携等

にいみし

こい くぼ

○既存の地域の特色ある取組との連携で、ビジネスモデルの高い実現性が期待できる箇所（公募型：８箇所）
○ビジネスモデルの更なる具体化に向けて机上検討を行う箇所（ＦＳ箇所：５箇所）

道の駅「にしいや」・かずら橋夢舞台
（徳島県三好市）
( 12/3～12/9 )
・国重要文化財（かずら橋）との連携により、

新たな観光の流れの創出等

ばしゆめぶたい

みよしし

主にビジネスモデ
ルを検討する箇所

ビジネスモデルの更なる具体
化に向けてフィージビリティス
タディを行う箇所（机上検討）

：FS箇所：公募型 ひろおぐん たいきちょう

たいき

道の駅「コスモール大樹」
（北海道広尾郡大樹町）
（ 12/10～12/17 ）
・道の駅における広域的な

路線バスとの乗り継ぎの検証等

道の駅「たかはた」
（山形県東置賜郡高畠町）
（ 2/25～3/4 ）
・鉄道廃線跡地を活用した
貨客混載事業の検証等

ひがしおきたまぐん たかはたまち

道の駅「南アルプスむら長谷」
（長野県伊那市）
（ 2/10～2/16 ）
・道の駅を拠点とした、物流用ドローン

の配送実験との連携等

いなし

はせ
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○リニア等の鉄道駅と道の駅を結ぶ路線バスとも連携しながら、自動運転で地域内の生活の足や物流を確保

○既存の物流用ドローンポート（実験）や、路線バスを活用した貨客混載と連携

長野県伊那市：道の駅「南アルプスむら長谷」

〔
運
営
側
〕

運営主体：地元タクシー事業者運営主体：地元タクシー事業者

地域住民地域住民 観光客観光客

商工
会議所
等

商工
会議所
等

移送サービス
に対する
運賃収入

商品配送サービス
に対する
配送収入

移送サービスに
対する運賃収入

伊那市伊那市

車両・
システム
調達支援

ドローン
配送連携

道の駅道の駅
商品
販売
事業者

商品
販売
事業者

商品配送
連携

地元企業
参画に向けた

支援

市内中心部

物流用ﾄﾞﾛｰﾝ
の実験

ＩＣＴとバスを活用した
貨客混載の実証実験

（バーチャルマーケット）

リニア駅

拠点
（道の駅「南アルプスむら長谷」）

ドローンポート

集落

集落

生産地

◇貨客混載輸送
・生活の足の確保
・地元産品の集荷
・商品の配送

路線バス

※企画提案書をもとに国土交通省作成

＜サービスイメージ＞ ＜ビジネススキーム＞
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（参考） ロードマップ

2017 2018～2019 2020～2025

自動運転技術実証実験

ビジネスモデル検討

・貨客混載、観光周遊 等

民間ベースでの自動運転
ビジネスの展開

新たな自動運転技術
実証実験

自動運転ビジネス
社会実験

拡大

社会
実装

地域特性を活かした
多様なビジネスモデルの検討
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貨客混載

「総合サービス」化

観光と福祉等との連携

他分野との連携

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

情報通信技術（ICT)の活用

自動運転への対応

技術革新の活用技術革新の活用

重複路線の整理・幹線／支線
の役割分担

スクールバス等の混乗化・路
線バスへの統合

重複路線の整理・幹線／支線
の役割分担

スクールバス等の混乗化・路
線バスへの統合

ネットワークの再編ネットワークの再編

生産性・効率性・利便性の向上



自動車運送業の生産性向上プラン

350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第82条）

350kg以上の荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※350kg未満の荷物を運ぶ場合は、今まで通り許可不要

人を運ぶことを可能とする
（旅客自動車運送事業の許可を取得）

※過疎地域に限る

自家用有償旅客運送者が自家用自動車で350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第78条第３号の許可を取得）※過疎地域に限る

自動車運送業の担い手不足と人口減少に伴う輸送需要の減少により、過疎地域等において人流・物流
サービスの持続可能性の確保が深刻な課題となっている。
自動車運送事業者が旅客又は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、サービスの「かけも
ち」を可能とする。

現 状 活用円滑化案

旅客運送に特化

貨物運送に特化
荷物を運ぶことを可能とする

(貨物自動車運送事業の許可を取得)
※過疎地域に限る

荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※過疎地域に限る

【乗合バス】

【貸切バス・タクシー】

【トラック】

【自家用有償旅客運送者】

【乗合バス】 【タクシー】

【貸切バス】 【トラック】
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貨客混載で想定されるケース

時間帯の需要に応じて、旅
客運送・貨物運送を行い、
効率的な運営を実現旅客 貨物 旅客7:00 13:00 17:00 20:00

乗合バス
バスセンター

定期路線運行を行う乗合バ
スにおいて、同一方面に向か
う貨物を一緒に載せ、地場
のトラック事業者と共同するこ
とで、効率的な運送を実現

ラストマイル運送

物流センター

ある２地点間で貨物を運送
する際、途中経路に家がある
旅客を一緒に乗車させること
で、効率的な運送を実現

地域拠点

タクシー

トラック
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○ 宮崎交通とヤマト運輸が連携。（H27年10月開始）
○ バス車両の中央部座席を減らし荷台スペースとして確保。
○ 荷台スペースには専用ボックスを搭載し、その中に宅急便
を入れて輸送。

○ ローカル線のバスで輸送１日３路線８便で輸送。

○ 高齢化や過疎化による乗客数の減少などから、バス路線網の維持が困難になるケースが増えてきている。

○ 物流業界においてもドライバー不足が顕在化しており、物流の効率化が求められている。

○ このため、旅客運送事業者と貨物運送事業者、旅客運送事業者と地方自治体等が相互連携を図り、「バス路線の生産性向
上」と「物流の効率化」を実現するために、路線バスを活用した宅急便輸送「貨客混載」に取り組んでいる。

貨客混載の取組（宮崎県）

取組内容

宮崎県の事例
【バス車両】 【専用荷台スペース】

①配達
【西都市～西米良村】
１日２便運行

運行形態

②集荷
【西米良村～西都市】
１日２便運行

宮崎交通
西都バスセンター

ヤマト運輸
西都宅急便センター

15:30発

東米良地区 西米良村

バス停留所【村所】
（西米良村）

17:01着

バス停留所【東米良診療所】
（西都市）

16:21発16:16着

宮崎交通
西都バスセンター 14:26着

18:31着

バス停留所【東米良診療所】
（西都市）

13:40発
17:45発

13:35着
17:40着

バス停留所【村所】
（西米良村）

12:55発
17:00発

西米良村東米良地区
ヤマト運輸
西都宅急便センター

<他地域における取組事例>

○ 左記事例と同事例。
・岩手県北自動車（岩手県）、名士バス・士別軌道・十勝バス（北海道）、

産交バス（熊本県）

○ 高速バス車両のトランクに保冷コンテナを設置し、市内の農家の朝採り野菜等を
道の駅に集約し、高速バスにて東京まで週２回輸送(常陸太田市と連携）。
・茨城交通（茨城県常陸太田市）

○ 高速バス車両のトランクなどの既存の設備を活用し、地産品を首都圏のJR東日
本物流の拠点に輸送。
・JR東日本物流・JRバス東北・東北鉄道運輸の３社で設立した「地域活性化物流

LLP」による事業（青森県・福島県）
28

【効果】
１路線で年間 ２００万円～
５００万円の増収
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旅客運送と併せて地域に密着した多様なサービスを提供。

運行エリア：
網野町・久美浜町

様々なサービス提供と融合した「総合サービス」化



介護保険制度に関する移動支援サービスの活用

介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業に基づいて実施される「訪問型サービスＤ

（移動支援・移送前後の生活支援）」について、事業の対象者以外に対して支援を行う際の考え方

を明確化するとともに、取組事例の収集・提供を行うことにより、移動支援の普及・拡大を促進

■ 訪問型サービスＤの導入事例 ■ 訪問型サービスＤの概要

【内容】
住民主体の通所型サービスに係る移動支援

【対象者の要件】
次の要件のすべてを満たす人
① 要支援者、基本チェックリスト該当者
② ケアマネジメントの結果、送迎を必要とする人

【サービス提供者の要件】
・ 福祉有償運送登録事業者
・ 通所サービスの送迎を実施するなど、高齢者の

送迎に対して充分な知識と経験を有する団体

【補助の対象】

コーディネーターに係る人件費、消耗品、通信費、
車両保険料などの間接経費

【利用者負担】
なし

神奈川県秦野市
（秦野市訪問型移動支援サービス事業） 事業の対象者

要支援者 及び
基本チェックリスト該当者

主な担い手
自家用有償旅客運送 及び

「互助」による運送を提供する者

サービスの
内容

・通所型サービス等における送迎のみを別主体
が実施する場合（移動支援）

・通院等における送迎の前後に行われる付き添
い支援（買い物等の送迎時も可）

実施方法 事業に関する間接経費補助 等

その他

事業の対象者以外に対して
移動支援等を行うことも可能

但し、その際の間接経費補助額は
費用按分等により算出
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サイクルツーリズムと関連した取組（北海道利尻郡利尻町、利尻富士町）

○利尻島（利尻町、利尻富士町）の主要な産業は、水産業と豊かな自然を生かした観光産業が主要産業となっており、

年間約２０万人の観光客が訪問している。

○利尻島では島内を１周（約55㎞）できるサイクリングロードが整備され、サイクリング大会が開催されるなど、自転

車により島内観光地を周遊する「サイクルツーリズム」が活発化している。

○このため島内を運行する宗谷バス㈱では、路線バス車内に自転車を積み込み可能とすることにより「バス路線の生産

性向上」と「観光振興」を実現するために、Ｈ29年8月から路線バスを活用した「サイクルラックバス」に取り組ん

でいる。

【対象】
・サイクリング観光客

【料金】
・通常運賃 ＋１台500円（手回品料金）
・利尻島路線バス・フリー乗車券
（１日2,500円（手回品料金込み））

【その他】
・自転車持込予約制
・１スペースあたり２～３台積載
・バス改造なし

宗谷バス㈱の事例

路線バス事業者 サイクルツーリズム

【バスの改造不要】
持ち込んだ自転車をバンドでそのまま固定
（折りたたみ・カバー等不要）

自転車をそのまま乗車し
そのまま降車

利尻島
バス路線

【自転車積載における注意点】
○バス車内における安全の確保
（確実な通路幅の確保等）
○車いすスペースを活用する場合の対応
（車いす旅客対応を徹底等）
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地域住民の生活利用と観光利用の混乗（栃木県宇都宮市）

• 大谷地区の観光振興と路線バスの利用促進

• バス往復代金（ＪＲ宇都宮駅～大谷（立岩）間乗降自由）
＋大谷資料館入場料＋大谷観音拝観料がセット

• 発売日：2014年7月18日

• 累計販売枚数：18,728枚（2017年3月末日現在）

下野新聞 2014年８月20日

【効果】
年間の輸送人員が約13,500人増加（発売前年
度比12％増）、これに伴う増収
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地域住民の生活利用と観光利用の混乗（栃木県宇都宮市）
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外国人旅行者が予算、滞在日数などに応じて、スムーズかつ快適に移動できる
公共交通を実現し、地方への人の流れを創出するため、企画乗車船券の造成等
を支援している。

企画乗車船券のメリット（例）
（旅行者側）

・複数回乗車船する場合の、移動費の低廉化
・都度の乗車船券の購入の省略
・訪れるべき観光資源の認知

○補助対象事業者：公共交通事業者(※)、公共交通事業者で構成される団体等
※ただし、JR本州３社は除く。大手民鉄及び準大手民鉄にあっては、地方部の路線に限る。

○補助率：補助対象経費の１／3
○補助対象経費：企画乗車船券の発行等に要する経費
・日本政府観光局（JNTO）のホームページ、ポスター等により、多言語での情報提供を行うものに限る。

・低廉な運賃の設定に伴う減収分の補填については含まない。

・企画乗車船券の対象路線等の距離の合計のうち、JR本州３社並びに大手民鉄及び

準大手民鉄(地方部の路線を除く。)の対象路線の距離が占める割合が50％未満

の場合に限る。

【補助対象メニュー例】
・切符の印刷
・多言語による切符のリーフレット等の作成
・切符の販売・精算のためのシステム改修

企画乗車船券の造成支援
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「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性（概要）①

（１）10カードの導入状況

【方策 Ａ】
10カードへの参加

【方策 Ａ】
10カードへの参加

（３）検討の背景（これまでの国土交通省における検討）

注：10カード：Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、
ICOCA、PiTaPa、SUGOCA、はやかけん、nimoca

＜10カードが導入されていない地域（平成29年３月末日時点）＞

１．交通系ＩＣカードの現状及び検討の背景

○ 相互利用可能な全国10種類の交通系ＩＣカード（10カード）を利用して公共交通
機関に乗車できるエリアは拡大

○ 10カードが導入されていない都道府県の数（交通政策基本計画（平成27年２月
13日閣議決定）における数値指標）は、平成25年度は12県であったものが平成
29年度には６県に

注：地域独自カード：
NORUCA（福島）、りゅーと
（新潟）、IruCa（高松） 等交
通事業者が各地域で独自
に発行する10カード以外の
交通系ＩＣカード

（２）「10カードの片利用」について

○ 10カードの導入方法の一つに、「10カードの片利用」（地域独自カードの地域に
適した機能・サービスを確保しつつ、地域独自カードエリアで10カードが利用でき
る仕組み）があり、現在、新潟等の一部地域で採用

＜「10カードの片利用」の概要＞

○ 現状、「10カードの片利用」は、地域独自カード事業者は、10カード
のいずれかの事業者のシステムを経由して接続

＜「10カードの片利用」の現状と接続方式＞

注：ＩＣカード相互利用センター：交通系ICカードの相互利用に伴って生じるデータの処理等の共通

業務を行う組織

○平成27年４月から「交通系ICカードの普及・利便性拡大に向けた
検討会」を開催し、同年７月にとりまとめを公表。10カードの利用に
関する空白地域解消に向けた２つの方策を打ち出し

青 森
八 戸

盛 岡

秋 田

山 形

長 岡

上 越

宇 都 宮

前 橋

高 崎松 本

和 歌 山

鳥 取

松 江

山 口

徳 島

高 松

鹿 児 島

長 崎

浜 松

岐 阜

富 山

松 山

福 島

郡 山

長 野

旭 川

豊 橋

下 関

２次交通※２へのＩＣカードの導入状況 記号 都市数

未導入 21
地域独自の交通系ＩＣカード 14

※1：県庁所在地及び人口20万人以上の都市(計115都市)
※2：JR、大手民鉄等の主要な鉄道以外の交通機関

■主要都市※１における状況

交通系ＩＣカードの導入状況 色 県数

未導入 3
地域独自の交通系ＩＣカード 3

■都道府県における状況

い わ き

高 知

佐 世 保

那 覇

福 井

高知県、愛媛県、沖縄県

青森県、秋田県、徳島県

＜平成27年とりまとめで示された方向性＞

○さらに、同とりまとめでは、【方策Ｂ】の課題等を整理し、当該課題
解決の手段として、「片利用共通接続システム」の構築を提言

◆【方策Ｂ】の課題

① 10カード事業者のシステ
ムと接続するためのソフト
ウェアの開発

② 接続先となる10カード事業
者との調整

「片利用共通接続システム」を
構築し、それを共同利用する
ことで個別事業者ごとの導入
費用を削減
10カード側とのシステム面で
の調整等を代行

【方策 Ｂ】
「地域独自カード
＋10カードの片利用」

【方策 Ｂ】
「地域独自カード
＋10カードの片利用」
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「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性（概要）②

（１）「片利用共通接続システム」の基本的な考え方

（３）利用者向けに提供するサービス内容

２．「片利用共通接続システム」の構築に関する方向性

○ 今回、「片利用共通接続システム」について、民間事業者等による構築が円滑
に進むための環境整備を目的に構築に関する基本的な方向性をとりまとめ。そ
のポイントは、以下のとおり。

（２）10カードとの接続方法

○ 10カードシステムとの接続方式としては、【ケースＡ】「相互利用センターに直
接接続する方式」と、【ケースＢ】「10カード事業者いずれかの基幹システム経

由で接続する方式」の２つが考えられるが、既存の接続の仕組みを活用するこ
とでより早期に、かつ、低コストでの実現が可能と考えられる【ケースＢ】が適当

＜10カードシステムとの接続方式＞

＜「片利用共通接続システム」の構築イメージ＞

注：既に個別に構築・運用されている接続用のサーバについては、「片利用共通接続システム」
構築後も、必ずしもつなぎかえる必要はなく、従来通り個別に接続することも可能

○導入費用等を考慮し、利用者が必要とする最低限のサービスのみ対象。
具体的には、ＳＦ利用及びチャージのみを対象とし、定期券や乗り継ぎ割
引などは対象外とする

＜利用者向けのサービス＞

◆民間事業者等が「片利用共通接続システム」を構築するに当たっての留意事項
① 「片利用共通接続システム」の適切な費用分担・地域独自カード事業者の参加促進
② 「片利用共通接続システム」の構築スケジュール（早期に開始する必要）
③ 「片利用共通接続システム」運営事業体の立ち上げに向けた調整
④ 10カードの片利用導入に係るトータルコストの削減

○ 「片利用共通接続システム」の構築に関する基本コンセプト

○ 「片利用共通接続システム」を構築するメリット

・地域独自カード事業者に短期間で概算費用の提示が可能となり、地域独自カード
事業者の意思決定が迅速化

・導入希望事業者を「片利用共通接続システム」の運営事業体がサポートし、10カー
ド事業者及び地域独自カード事業者双方の調整負担を軽減

・共用のシステムとすることで、構築・運営に係る費用をシェアし、地域独自カード事
業者の費用負担を軽減

・新たに接続事業者が増加した場合等の10カード事業者及び地域独自カード事業
者双方の調整・構築・テストに係る経費や負担を軽減

①少ないコストで早期に導入を図る
②地域独自カード事業者と10カード事業者

双方の事務負担の軽減を図る

2020年度を見据えつつ、
10カードの片利用導入を促進

サービス 説明

①SF利用 ・バス等車載器での乗車／降車。乗車時に定額運賃を引去る方式と、降車時に変動運
賃を引去る方式がある。申告により、複数人分の運賃引去りも可能。
・鉄道駅における自動改札機での入場／出場。出場時に、ＳＦ残高より運賃を引き去る。

②チャージ ・チャージ機、券売機、窓口、バス車内等で、現金支払いと引き換えにカード内ＳＦ残高
を積み増す。

注：10カードへのチャージについては、チャージ機の設置や窓口端末の設置等コストが必要となるため、
どこまでチャージ環境を整備するかの判断は、地域独自カード事業者が必要に応じて選択・判断
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