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はじめに

(1)

序論

地域公共交通は、少子高齢化、人ロ減少、マイカーの普及等による利用者の減少等に伴ってサ
ービス水準が低下する等、危機的な状況にあります。公共交通の活性化については、既に各地域
で創意工夫を行いながら取組をされているところですが、このような中で国土交通省においては、
平成 23 年度から創設された地域公共交通確保維持改善事業の活用等により、各地域における公共
交通の確保・維持・改善等に向けた取組を支援していくこととしています。
そこで、地域の多様な関係者により地域の交通に関する計画を立案・検討するにあたっての視
点・考え方・進め方の参考になればという思いから、地方公共団体や交通事業者及びコンサルタ
ントの方が地域公共交通の効果的・効率的な取組を推進することにつなげることを目的として、
地域公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアルとして取りまとめました。
本マニュアルが、各地域における公共交通の確保・維持・改善施策推進の一助となれば幸いで
す。
(2)

本マニュアルの使い方

本マニュアルは、以下の読者を対象として執筆しています。
・地域公共交通問題に取り組む行政（国、都道府県、市区町村）の担当者
・交通事業者（鉄道、バス、タクシー、旅客船）の方
・地域で交通問題に取り組む NPO や自治会等の方
・公共交通計画に携わる専門家（コンサルタント、プランナー、大学教員等）など
特に、はじめて公共交通計画に携わる方が、地域公共交通のあり方、考え方について幅広く知識
を得て頂くために、課題と必要性、計画の考え方、実際の運行にあたってのポイント等、広い観
点から取りまとめています。
また、本概要版の巻末には、
「トラブルシューティング」として、バス路線が廃止されそうなと
き、自治体の補助額を削減したい時、など地域公共交通が直面しそうないくつかのパターンを想
定して、どのような項目で検討を行うかを、本編のページを逆引きできるようにしました。
国土交通省においては、これまでも本省部局や各地方運輸局において、地方公共交通に関する
マニュアルを整備しているほか、専門的かつ高度な内容を取りまとめた各種マニュアルもありま
す。本編巻末に一覧を示しますので、より深くお知りになりたい場合は、そちらをご覧下さい。

本概要版には、本編の参照ページを合わせて記載しています。より深い理解をえるために、是
非本編の該当ページも合わせてご参照下さい。
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地域公共交通確保・維持・改善に向けた基本的考え方

(1)

地域の概況及び地域公共交通の現状

近年、地域公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。
地域公共交通は、利用者が減少することにより、交通事業者の経営状況が圧迫され、赤字路線
を廃止せざるを得ない等、維持が困難な状況にあります。地域鉄道は約 8 割の事業者が赤字を抱
え、乗合バス交通は民間事業者の約 7 割、公営事業者の約 9 割が赤字となっています。
このように、地方圏における交通事業者は厳しい経営状況に陥っており、地域公共交通はます
ます衰退し、今後必要な公共交通サービスを受けることのできない地域住民が増加する等、危機
的な状況にあります。
地域公共交通の現状と課題について⇒p2～ｐ30
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図 乗合バス事業者の収支構造及び輸送人員の推移
補助航路の輸送実績と欠損の推移
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図 離島航路の輸送実績と欠損の推移
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(2)

公共交通関連の関係法律や制度の枠組み
ア

乗合バスを取り巻く法制度の解説

(ｱ) これまでの公共交通に関する政策について
平成 10 年６月の運輸政策審議会総合部会の答申を踏まえ、平成 12 年度より度重なる関
係法令の改正に基づく各事業の規制緩和を行うとともに、平成 19 年地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律の施行や地域公共交通の活性化のための支援策を実施しています。
○Ｈ１０年

６月：「交通運輸における需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」
（運輸政策審議会総合部会 答申）
各事業の規制緩和等

○Ｈ１２年

２月：貸切バス事業（道路運送法）、国内航空運送事業（航空法）の規制緩和

○同

３月：旅客鉄道事業（鉄道事業法）の規制緩和

○同

１０月：国内旅客船事業（海上運送法）の規制緩和

○Ｈ１４年

２月：乗合バス事業・タクシー事業（道路運送法）の規制緩和

○Ｈ１８年１０月：自家用有償旅客運送の登録制度の創設（道路運送法）
地域公共交通活性化のための支援策
○Ｈ１９年１０月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行
○Ｈ２０年

：「地域公共交通活性化・再生総合事業」創設

○Ｈ２３年

：「地域公共交通確保維持改善事業（生活交通サバイバル戦略）」創設

区分

種類

種別

運行の態様別

代表的な運行形態

参入の手続き

①路線定期運行
路線バス
＜路線を定めて定期に運行する自動 コミュニティバス
車による乗合旅客の運送＞
乗合タクシー

一般旅客自動車運
送事業
＜特定旅客自動車
運送事業以外の旅
旅客自動車運 客自動車運送事業
送事業
＞

イ 一般旅客自動車
運送事業
②路線不定期運行
＜路線を定めて不定期に運行する自
＜乗合旅客を運送す 動車による乗合旅客の運送＞
コミュニティバス
る一般旅客自動車
乗合タクシー
運送事業＞
デマンド交通
③区域運行
＜①②以外の乗合旅客の運送＞

法４条許可

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業
＜一個の契約により乗車定員１１人以上の自動車を貸し
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業＞

貸切バス

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業
＜一個の契約により乗車定員１１人未満の自動車を貸し
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業＞

タクシー

特定旅客自動車運送事業

工場従業員の送迎バス
介護事業者による要介護者 法４３条許可
＜特定の者の需要に応じ，一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業＞ 送迎輸送

【例外許可】
一般貸切（一般乗合）旅客自動車運送事業者による乗合旅客運送

イベント客の輸送、鉄道の
工事運休に伴う代替バス、
法第２１条（乗合旅客の運送） 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送
実証実験等短期間に限定し 法２１条許可
事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
て実施され、かつ、期間の延
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
長が予定されない運行
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために
国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。
自家用有償旅客運送

①市町村運営有償
運送

法第七十九条 （登録） 自家用有償
旅客運送を行おうとする者は、国土 ②過疎地有償運送
交通大臣の行う登録を受けなければ
ならない。
③福祉有償運送

交通空白輸送
市町村福祉輸送

自治体バス
法７９条登録

（注）自家輸送、無償輸送（自家用車による輸送、マイカーによる移動等）は、道路運送法の規制対象外
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イ

地域公共交通活性化・再生法の考え方、これまでの取組概要及び実績

(ｱ) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
地域公共交通の活性化及び再生のため、地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効
率的に推進するために定められた「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行
されました（平成 19 年 10 月 1 日施行）
。この法律では、地域の関係者の協議を踏まえた
市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関
係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫
した輸送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るための鉄道事業法に係る
事業許可の特例等について定めています。
(ｲ) 活性化・再生法に基づく法定協議会、地域公共交通会議、運営協議会及び地域協議会の位
置づけ
 「法定協議会」は、
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条第１項に基づく
「地域公共交通総合連携計画」を市町村が作成する場合に設置される協議会です。なお、
この法定協議会は、「地域公共交通会議」又は「運営協議会」の特性（コミュニティバス
の運行、自家用車の有償運送等）を活用する場合、各々の会議を網羅する構成員で法定協
議会を設立し、各々の会議･協議会を兼ねる会議とすることも考えられます。
 「地域公共交通会議」とは、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保する目的で、地域の
実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃･料金等に関する事項、市町村運営有償運
送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項等について協議するために地方公共
団体が主宰するもので、道路運送法に基づいて設置されます。
 「運営協議会」とは、特定非営利法人等が運行主体となる場合において、「過疎地有償運送」
及び「福祉有償運送」の必要性、旅客から収受する対価その他の自家用有償旅客運送を実
施するにあたり必要となる事項を協議するために地方公共団体が主宰するもので、道路運
送法に基づいて設置されます。
 「地域協議会」とは、地域住民の生活交通のあり方を審議するためや広域幹線を中心とし
た生活交通確保のための計画の策定を目的に都道府県が主宰するもので、道路運送法に基
づいて設置されます。
地域公共交通活性化・再生法の考え方、これまでの取組概要及び実績⇒p42～ｐ47
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ウ

確保維持改善事業の構成と考え方、補助スキームの概要

(ｱ) 地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～（２３年度新規）
地域公共交通確保維持改善事業 ～生活交通サバイバル戦略～ は、生活交通の存続が危
機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、
バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害（バリ
ア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援するものです。

(ｲ) 生活交通ネットワーク計画
地域公共交通確保維持改善事業に基づく補助を受けるにあたり、地域の協議会の議論を
経て策定される補助対象ネットワーク交通等に関する計画を「生活交通ネットワーク計画」
として取りまとめることが必要です。
「生活交通ネットワーク計画」は、地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、
バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消
等を図るための取組についての計画であって、その策定にあたっては、都道府県、市区町
村、交通事業者又は交通施設の管理者等からなる協議会又は都道府県若しくは市区町村が、
地域の生活交通の実情やニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て作成する
ものです。
確保維持改善事業について⇒p48～ｐ50、p346～ｐ363
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(3)

地域公共交通確保・維持・改善に向けた検討の進め方
ア

自治体が地域公共交通を支えるべき理由
地域公共交通は、地域によっては営利事業として成立しにくくなっていますが、存在意義

が薄れたわけではありません。これまでと同様に、地域公共交通は、日常生活に不可欠なイ
ンフラであり、まちのにぎわいを促す動脈としての役割を果たしています。
そこで、民間の交通事業者では支えきれなくなった地域公共交通については、自治体や地
域住民などが工夫して地域に相応しい地域公共交通の仕組みをつくり、地域公共交通網を補
うことが求められています。地域によっては、民間の交通事業者任せで済んだ時代は過ぎて、
自治体や地域住民が地域公共交通の維持・拡充に積極的に乗り出すべき時代を迎えています。
地域公共交通の必要性～自治体が地域公共交通を支えるべき理由⇒本編 p51～ｐ52

イ

地域公共交通の導入に際しての心構え
○地域のすべての関係者の協働が必要
地域の住民が利用しやすく、安全快適な地域公共交通とするためには、地域の住民や関
係者との対話に努め、地域との協働によって、住民に愛される仕組みを創ることが重要に
なります。また、自治体の中でも、交通担当課をはじめとして、道路、福祉、教育担当課
などの関係各課が計画づくりに積極的に参加・連携することが必要です。
○運行後のマネジメントが重要
地域公共交通は、運行後、その役割を十分に発揮しているかが最も重要になります。地
域公共交通の運行開始直後から、計画通りに運行され当初の目的の達成に貢献していくか
どうかを見定める必要があります。また、安全管理、利用促進、快適性維持、問題点把握
などのマネジメントには計画段階以上の力を注ぐことが求められます。
○地域公共交通の専門係の創設が必要
交通政策担当部門の職員は、交通事業者や道路管理者などと協議する機会も多く、担当
職員は専門的な知識が求められます。企画部門の担当者が兼務で対応することは難しく、
組織の中に、地域公共交通を専門的に取り扱うポジションを創設することが必要です。
○公共交通活性化の効果は他行政分野にもまたがる
地域公共交通が活性化することにより、高齢者などの外出機会が増え健康が増進される
ことで、別の行政分野である福祉・医療部門で使われていた費用の一部が縮減され、行政
組織全体としてみた時の費用が低下することも期待されます。また、自動車から公共交通
への転換が促進されることで、二酸化炭素削減効果による便益向上が期待されるほか、中
心市街地の活性化に寄与することも考えられます。これらのように、公共交通の活性化は
交通分野のみの事象として捉えられるものではなく、環境、福祉、医療、まちづくりなど
にも波及するものです。そのため、公共交通の活性化による地域全体としての便益を考え、
その向上を目指すことが必要です。

地域公共交通の位置づけ⇒本編 p53～ｐ55
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(4)

検討を行う上での視点・考え方・進め方の整理
ア

検討の視点の整理
快適で自由度の高い自家用車への依存傾向が高まり、公共交通の利用者が減っている現
状では、多様な住民ニーズをすべて網羅する公共交通の確保は経営上難しくなっています。
このような中で、交通事業者だけでなく、行政や利用者の意見もしっかり反映させながら、
自分たちの地域に合った公共交通を考えなければなりません。
この「地域に合った公共交通を考える」とは、
「地域にとって持続可能な公共交通を考え
る」ということです。「持続可能な公共交通」とは、「多様な住民ニーズ全てに応えようと
無理をしたり、あるいは全く逆にニーズを考慮せず交通事業者の都合によって運行したり
する」のではなく、地域の特性や公共交通サービスの実現性と住民ニーズのバランスが取
れた状態にある公共交通です。
また一方で、持続可能な公共交通の実現は、「地域活性化・地域再生」や「コンパクトな
まちづくり」、
「他地域との交流促進・観光振興」などといった地域が抱える様々な課題の
解決やまちづくりの目標の実現に向けた糸口になることも期待されます。したがって、公
共交通を都市の装置としてとらえ、まちづくり・商工・観光・教育・福祉など、多方面か
らの検討が求められています。

イ

検討体制と役割分担

(ｱ) 地域全体のネットワークの最適化に向けた「連携の深化」と「役割分担の明確化」
地域公共交通会議などの場を活用し、事業の基本構想の段階から各主体間での協議を
十分に行うとともに、情報の共有化を図るなどして「連携を深化」し、お互いの「役割
分担を明確化」していくことが重要です。
(ｲ) 関係者全員が「地域公共交通の共同経営者である」という自覚を持つ
地域公共交通の運営の中核を担う市町村担当者、交通事業者、地域住民などの関係者
はいわば「共同経営者」であり、積極的な情報の開示・共有などにより、共通の戦略目
標を掲げ、如何に「使える」、「存在感のある」地域公共交通（いわば売れる商品）を開
発するか、という気概が必要になります。これはつまり公共交通のマーケティング活動
を積極的に行うことに相当するものです。
(ｳ) 市町村、交通事業者、地域住民の役割分担と達成目標の明確化
各主体が担うべき責任が果たされるためには、具体的な達成目標が数値などで示され
ることが理想です。しかしながら、地域公共交通の場合、特に地方部においては、必ず
しも収益や利用者数だけが目標とはならないため、定量的に目標値を示すことが難しい
場合が多々あります。そのような場合は、住民の満足度やサービス改善、ニーズ把握の
ための取り組みなど、地域の状況に応じた定性的な達成目標について、十分に協議し、
共有する必要があります。
(ｴ) 関係者に対する積極的な情報の開示と共有
路線の状況に関するデータ、利用者評価（満足度など）
、地域公共交通会議での協議内
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容、今後の方針等の情報が関係者及び住民に広く共有されることは、事業評価や改善策
の提案の過程において必要であり、地域で一体となって地域公共交通を構築していく重
要な条件の一つといえます。
(ｵ) 定期的な事業評価と改善のためのマネジメント体制の構築
構築された地域公共交通の定期的な評価や、改善を行うための評価体制の確立により
PDCA サイクルを構築し、地域のニーズに合わせて絶えず改善を図ることは、非常に重
要な手続きとなります。
図表 地域別の各主体の役割分担
都市部
国
都道府県
市町村

交通
事業者

地域住民

学識経験
者
コンサル
タント

地方部

・地域公共交通の確保・維持・改善のための制度・支援措置の充実
・人材育成や情報提供の充実・強化
・交通事業者等の紹介、調整等
・複数の地域が関連する取組の調整等 ・技術開発の推進
・市町村への取組支援等
・国と市町村との調整等
・複数の市町村が関連する取組における調整等
・都市部と地方部を含む地域全体の地域公共交通計画を策定し、交通事業者や地域住民に
意見を求め、意見の調整を行う
・地域公共交通会議等の運営と、参加者間の意見の調整
・広報周知やモビリティ・マネジメントの取り組みの実施
・都市部と地方部を結ぶ結節点などの環境整備
・運行経費の一部負担（運行委託、運行補助など）
・積極的な情報の開示と関係者間での共有
・交通事業者との連携による地域公共交通マ ・主体的な地域公共交通マネジメントの取
ネジメント
り組み
・ニーズ調査など
・住民協議会（仮称）の運営補助
・サービス水準の設定に関する交通事業者と ・地域間の公平性や費用制約の観点からの
の協議、意見調整
システム構築
・市町村が策定した地域公共交通計画に対する提案と助言
・市町村との協議を経て策定された地域公共交通計画に沿った事業運営
・積極的な情報の開示と関係者間での共有
・ニーズの把握、サービス改善や経費削減努力
・安全・快適なサービスの提供
・路線バスとの結節や全体ネットワークを
・主体的な地域公共交通マネジメントの取り
考慮したアドバイス
組み
・運行システム（ルート、ダイヤ）や法令
・サービス水準の設定に関する市町村への提
に関する助言
案、意見調整
・継続した利用促進の取り組み
・地域公共交通マネジメントへの積極的な参加
・クルマ利用に過度に依存したライフスタイ ・クルマ利用に過度に依存したライフスタ
ルを自発的に見直し、継続的な公共交通利
イルを自発的に見直し、できるだけ公共
用促進の取り組み
交通を利用する取組
・市町村や交通事業者が行うニーズ調査など ・市町村担当者との運行システム案の共同
に対する協力
作成や提案
・住民協議会（仮称）の運営
・運行経費の一部負担（協力金など）
・多様なステークホルダーの意見を総合的にまとめ、地域にとってより良い方向に進める
ための提案を行い、計画全体をまとめる
・技術的に必要な事項についての提案、助言など
・取組全体において、地域公共交通計画策定段階から関わり、地域住民のニーズ把握、必
要なデータ収集・分析、合意形成に関わる支援、計画づくりの支援、社会実験の支援、
本格実施の支援などを行う

検討体制と役割分担⇒本編 p57～ｐ59
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ウ

具体的な進め方

(ｱ) 地域を知る・人を知る・公共交通を知ることからスタート
検討対象の地域に合った持続可能な公共交通をイメージするには、まずは地域の実情を
十分に知る必要があります。実際に地域を訪れ、どのような地域なのかを目で見ることで
交通問題を感覚的にイメージすることが大切です。そして、客観的なデータで現状を整理
したり、自治会長さんなど地元の方に話を聞いたり、さらには地域の公共交通を実際に何
度も繰り返し利用してみたりしながら、理解を深めていくことが必要です。
(ｲ) 検討体制を整える
住民ニーズ等を踏まえつつ、地域に合った持続可能な公共交通の実現を図るためには、
関係者が一丸となり、明確な役割分担のもとで取り組みを進めていくことが不可欠です。
計画の検討段階から関係者が参画し、一緒になって検討する場を設けることが非常に重要
になります。
地域公共交通検討の具体的な進め方⇒本編 p60～ｐ61

エ

失敗事例～こうならないように～
地域公共交通の計画を立案する上で、特に、以下のような点に注意すべきです。
■成功事例（ベストプラクティス･流行等）の見よう見まねをしない
■「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等を走らせたらすべてが解決する
という思いこみを捨てる
■「地域からの要望･声イコール利用してもらえるもの(需要)だ」という思い込みを捨てる
■一度走らせてしまったら、もうやめられないという思い込みを捨てる
■すべての地域に同等のサービスをすることが公平･平等だという思い込みを捨てる
■「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等は赤字運営が当たり前だという
思い込みを捨てる
■自治体がすべてを考えるべきという考え方を改め、交通事業者や住民と協働で取り組む
■机上だけで考えず、まず担当者が「バス」や「乗合タクシー」の現場を知る
■住民説明会や委員会等の各種会議は、とりあえずやらないといけないものという思い込
みを捨てる
■運行を開始したら、それで終了したという思い込み

持続させることに重きを置く

■とにかく早期に「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等を走らせなけれ
ばならないという義務感＝走らせる事自体を目的化しない
失敗事例の紹介⇒本編 p62～ｐ64
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3

地域公共交通計画策定に関する考え方と方法

(1)

計画策定の必要性・意義～地域公共交通計画の考え方
地域公共交通計画とは、目指すべき地

“計画”とは？

域の姿を実現するための公共交通サー
ビスに関する計画であり、上位にある

｢計画を策定する｣という概念に対する認識
が必ずしも共通でない．
→ 現場における混乱のひとつの原因

“まちづくり計画（自治体が目指す姿）”

目指すべき
地域の姿

のどの部分をどのような交通で実現す
るのかを示したものです。

計画

現状

地域公共交通計画では、それによって

放っておくと

予想される
地域の姿

実現される“生活の質(QOL:Quality Of
Life)”およびその要素となる“活動機会

（出典：神戸大学大学院工学研究科・喜多秀行教授講演資料）

29

の保障水準”に着目すべきであり、その
ため、医療、教育、土地利用などの「行政分野横断的観点にたった政策選択」により行うもの
で、その中で交通システムが分担すべき範囲を明らかにする必要があります。このように考え
ることで、公共交通サービスの確保に必要な費用を「赤字」ではなく、「政策コスト」として
認識できるようになります。
地域公共交通計画は、“あるべき地域の姿”を実現するためには、どのような交通サービス
を提供するかを明確にした上で、あるべき具体的な計画（路線、ダイヤ、運賃等）を立案した
上で、民間事業者に委ねるべき部分は委ねるとの考え方の下で進めるものであり、活性化すべ
きは「地域公共交通」ではなく「地域社会」です。
計画策定の必要性・意義～地域公共交通計画の考え方⇒本編 p65～ｐ67
(2)

計画の策定手順～地域公共交通計画策定における 3 つの考え方
地域公共交通計画は、地域公共交通マスタープランにより、望ましい公共交通システムを選
ぶに当たっての考え方を明確にし、そのプロセスとして、望ましい公共交通システムの選び方
を検討して、その内容が決まります。そのために、当該地域においては、計画策定の共通認識
を持つことが必要です。さらに、「活動機会の保障水準」と「そのための負担」の「組合せ」
を地域が選択するという考え方にたって進める必要があります。
(ｱ) 「活動機会の保障水準」と「支払ってもよいと考える負担額」
「活動機会の保障」は需要側の考え方として、“どの地区にも最低 1 日何便のバスを走らせ
る”という基準ではなく、“それを利用することで地域住民はどのようなことが可能になるか”
が本質で、それを常に意識して考えることになります。
このような「活動機会」と「負担」の組合せを選択することとは、確保したい活動機会と便
数を検討し、そのために負担してもよいと思う運賃水準の検討をした上で、利用者、行政、地
域の費用負担のあり方を検討します。
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(ｲ) 「サービス水準」と「提供コスト」の組合せ
供給側の考え方として、「サービス提供方法とその実行可能性、持続可能性」があります。
サービス提供方法について、運行形態、路線網、ダイヤ等の見直しや他の輸送サービスの集約
化なども含まれます。これらのサービス
提供内容（サービス水準）とそのための
コストとの対応付けを行います。
(ｳ) 「保障水準の選択」（“お得感”のあ

地域公共交通計画の検討フレーム
利用者

提供者

活動機会の種別

ダイヤ

買い物，通院，通学，社交，娯楽，etc.
活動時間

路線網
車両

活動機会の質

運行形態

る「サービス水準」を選択）

定時定路線，セミ/フルデマンド，etc.
非利用者

従来は、住民の要望と自治体の予算の

利用可能価値，存
在価値，外部経済，
利他の実現，etc.

制約によりサービス水準を決める方法で
したが、本来は、需要側と供給側の考え
方を踏まえた適正な行政判断を行うこと

活動機会の保障水準（支払い
意思額）

運行手段

バス，乗合タクシー，自家用有償運
送，タクシー券，etc.

選択

サービス水準
（提供費用）

2

（神戸大学大学院工学研究科・喜多秀行教授講演資料）

で、地域による主体的な選択ができると
言えます。
計画の策定手順⇒本編 p68～ｐ70

(3)

現状の把握、課題の抽出

現状分析の枠組みは大きく、
「外部環境」と「内部環境」に分けることができます。外部環境は、
自らの統制がきかない環境であり、マクロな視点では法令や上位計画の方針などが、ミクロな視
点では需要の変化や移動ニーズ、路線バスの退出状況などが該当します。また、内部環境は自ら
の統制がきく環境であり、実際の地域公共交通の現状などが該当します。
整理を行った後、それぞれの強み（プラス要素）・弱み（マイナス要素）を分析し、議論すべき
論点（解決すべき問題）を明確化します。
図表 現状整理の基本的な枠組み
外部環境
マクロ
[自らの統制がきか
ない環境]
ミクロ

内部環境
[自ら統制がきく環境]

ア

分析の視点
理解・整理が必要な項目
・自ら統制することのでき ・道路運送法などの法令
ない「事業活動に係る背 ・地域公共交通会議の活用方法
景」を把握します。
・上位計画の方針（総合計画、総
合交通計画など） 等
・短期的な変更が難しい施 ・需要の変化（人口推移、分布）
設の立地状況や顧客動向 ・地勢、主要施設の立地状況
などを整理します。
・移動ニーズ（既存データ）
・路線バスなどの退出状況 等
・「人・物・金・制度」な ・地域公共交通の現状（事業概要、
ど、自らが統制可能な内
サービス水準、利用状況、経営
部の環境を把握します。
収支など）
、移動支援事業
・現状の検討体制 等

既存データの活用とアンケート調査等について
交通流動のデータに関して、既存調査の結果を利用可能な場合があります。特に都市部
11

においてはデータの整備水準が高く、利用可能なデータが多く存在しています。地方部に
おいては既存データが少なく、特に市町村内の交通流動が把握できるような既存データは、
パーソントリップ調査の対象となっている一部の地域を除いてほとんどありません。
コミュニティバスの運行計画の立案において必要となる情報が、既存データから十分に
得られるということは少ないため、不足している情報が何かを明確にしておくことは、実
際にアンケート調査やグループインタビュー調査の設計を行う際に有用になります。なお、
アンケート調査とグループインタビュー調査にはメリットとデメリットがあり、検討対象
となっている論点によって、適切な手法を選択することが重要です。
表 調査手法のメリット・デメリット
調査方法
アンケート調査

メリット

デメリット

・広い地域からの多数の意見を統計
的に整理できる

・回収率が低くなる可能性がある
・設問数が限られる

・客観性の高いデータを得ることがで
きる

・郵送での配布回収の場合、費用が
かかる

・回収、集計のみであれば調査員に
高い技術がいらない

・細かい部分まで質問することが難し
いことから、詳細な意見や具体的な
内容を把握しにくい

グループ
インタビュー調査

・住民の意見を詳細に、具体的に把
握することができる

・一部の住民の意見に、全体の意見
が左右される懸念がある

・状況に応じて質問内容を変更するこ
ともできる

・客観性に乏しい
・インタビュー調査の参加者を募る手

・住民と向き合い、生の声で会話をす

間が発生する

ることで、住民ニーズを感覚的につ

・調査員にインタビュー技術が必要

かみ取ることができる

・市町村担当者が行う場合、苦情や

・対象者を限定して意見を聞くことが

陳情などになりかねない

できる

現状の把握、課題の抽出の方法について⇒本編 p71～ｐ91

(4)

目標、基本方針のあり方と実証運行
ア

目標の明確化と考え方
地域公共交通のマネジメントを行う上で、目標の明確化は必要不可欠になります。ここで設

定された目標は、事業計画の内容に影響を与えるとともに、マネジメントサイクルの中の
「Check（評価）」の段階で、その達成度を図るための基準となったり、その後の「Action
（改善）」の取り組み方針・内容にも影響を及ぼす大切なものになります。
設定された目標は定量的に示されることが、地域公共交通事業の成果を地域住民に明確に説
明するという観点からも望ましいといえます。しかし、定量的な目標設定が難しい場合には、
定性的な目標を設定することも構いません。
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表

公共交通計画における目標設定（例）

項 目

目 標

・利用者の満足度の向上

→利用者アンケート調査による結果、満足との回
答が●●％以上

・公共交通利用者数の増加

→1 日あたり利用者が●●人以上

・公共交通空白地域の解消（高齢者の移動手段

→高齢者カバー率●●‰（カバーの基準：バス

の確保）

停の半径●●m 以内）

・コミュニティバスと路線バスとの乗り換え利便性

→コミュニティバスと路線バス間の乗継ぎについ

の確保

て全ての便が、待ち時間●分以下

・収支率の改善

イ

→収支率●●％以上

目標の設定に関する合意形成
地域公共交通マネジメントにおける目標の設定は、地域の状況や価値観によって異なり
ますので、一義的に正しいものは存在しません。そのため、各関係者間で十分な協議を行
い、合意形成を図っておくことが重要になります。
なお、事業の実施状況によって目標設定を柔軟に変更することも選択肢として考えられ
ますが、当初から何らかの目的意識を持ち、目標設定を行うことが、失敗を少なくするこ
とにつながります。

ウ

目標実現のための施策の検討
考えられる地域公共交通の活性化・再生のための施策メニューを抽出し、体系的に整理
します。
抽出した施策メニューの中から、問題点・課題の緊急性・重要性、施策の効果や実現性
および地域ニーズの反映といった観点から重要な施策を絞り込みます。
選定した重要な施策を核として、これに補完する施策を組み合わせてパッケージ化するこ
とも、必要に応じて検討します。

エ

実証運行等
問題点や課題をみんなで検討したものの、どうしても本格導入に自信がない場合には、
「利用が一定のライン以上を維持されれば運行を継続するが、利用が見込めない場合には
中止する」
（トリガー方式）等の条件で、重点地区を選択して一定期間の中で試験運行する
のも一案です。目標の明確化によって、認知度向上や利用促進も期待されます。
導入した後も、定期的なフォローアップ調査でメンテナンス（見直し）が必要です。先
進事例を見ると、開始当初において利用者数が伸び悩むケースがあります。しかし、取組
当初の成果が芳しくなくても、時間帯やルート等の運行形態を見直すことで、徐々に成果
が出てくることもあります。開始後も、定期的なメンテナンス（見直し）が重要です。

実証運行について⇒本編 p92
目標、基本方針のあり方⇒本編 p93～ｐ95
地域公共交通計画の策定方法、策定例⇒本編 p96～ｐ99
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4

陸上交通の運行のポイントに関する検討・整理

(1)

陸上交通の運行のポイントに関する概説
ア

陸上交通に関する検討フロー
コミュニティバスや乗合タクシーなどの陸上交通を新たに運行、もしくは既存の運行を
見なおそうとする場合、検討しなければならない項目及びその順序の標準的なパターンを
示すと、およそ以下のようになります。当然ながら個々の地域及び状況等によって検討す
べき項目は増減します。次ページ以降で、陸上交通運行の詳細について述べます。状況に
応じて必要な項目をお読みください。

(71 ページ)

ニーズ把握
現地調査

運行目的整理

住民との
意見交換

路線選定

(89 ページなど)

バス停位置

協議会組織

運行ダイヤ

(101 ページ)

(151 ページ)

(152 ページ)

車両/事業者選定

(160、157 ページ)

運賃・財源

(154、168 ページ)

認可手続き
開業準備/PR

(109 ページ)

(179 ページ)

適宜見直し

(174 ページ)

運行開始
図 陸上交通運行に向けての標準的なフローチャート
ページ番号は本編の対応ページを示します。
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イ

運行目的の整理（検討を始める前に確認したいこと）
陸上交通運行の検討を始める前に確認しておきたいこととして、「何のために新たな陸上交

通を運行しなければならないか？」「なぜ運行を見直す必要があるのか？」を、関係者（行政、
交通事業者、住民等）等で確認し、意思統一を図っておく必要があります。
例えば、以下の３点については、十分な吟味・検討が必要です。
１．バス（またはタクシー）が運行されないと困るのは誰か？
２．バス（タクシー）が運行されないと、なぜ困るのか？
３．新たな交通導入以外の選択肢はないか？
運行目的の整理（検討を始める前に確認したいこと）⇒本編 p101
(2)

道路運送法上の運行形態の整理
ア

陸上交通の色々な運行形態
陸上交通を運行する主体は行政（地方自治体）や交通事業者に限らず、地域（自治会、NPO、

福祉法人等）が主体となる場合もありますが、いずれの場合も、道路運送法をはじめとする関
係法令の定めるところにより計画をたて、事業を実施していくことが求められます。したがっ
て、どのような輸送形態があるかを予め知っておくことが大事です。
陸上交通の色々な運行形態⇒本編 p102～ｐ104
道路運送法の事業区分

規則第３条の３第１項
法第２条

事業用
（旅客）

輸送の対象

旅客自動車
運送事業

緑（青）ナンバー

一般（誰でも運送）

有償

法第４条による許可
一般乗合旅客自動車運送事業

路線定期運行
路線バス

乗合旅客を運送、乗車定員の限定なし

規則第３条の３第２項

乗合バス・乗合タクシー

路線不定期運行

法第４条による許可

規則第３条の３第３項

不定期バス

一般貸切旅客自動車運送事業
一個の契約による貸切、１１人以上の車両

区域運行
デマンドバス・タクシー

貸切バス

法第４条による許可
一般乗用旅客自動車運送事業

〔運送契約による運用〕
市町村借り上げによる
無料バス・タクシー

一個の契約による貸切、１０人以下の車両

自動車による輸送

タクシー

法第４３条による許可
特定（特定の者に限る）

特定旅客自動車運送事業
特定の者の契約により一定の範囲を運送
スクールバス、従業員送迎バスなど

自家用

無償

〔車両の運用〕
市町村の車両による
無償住民輸送

規制対象外

規則第４９条第１号

白ナンバー
法第７９条による登録
市町村自らが運送：
市町村運営有償運送

法第７８条
有償※

登録対象

協議機関：地域公共交通会議（則５１の７）
構成員：市町村長他（則９の３）

※有償での運送が認められるのは、運送事業者が対応で
きない場合で、協議会により関係者の合意があったときに
限られる。(法７９条の４第５項)

協議機関：運営協議会（則５１の７）
構成員：市町村長他（則５１の８）
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規則第４９条第１号
市町村福祉輸送：
移動制約者の会員を輸送
規則第４９条第２号

法第７９条による登録
ＮＰＯ等が運送

は、法令上の制度ではなく、運用上の対応

交通空白輸送：
地域の住民等を輸送

過疎地有償運送：
過疎地の会員を輸送
規則第４９条第３号
福祉有償運送：
移動制約者の会員を輸送

イ

関係法律・制度活用のポイント
バスサービスなど、有償で旅客を運送する行為は「道路運送法」により規定されています。

有償つまり運賃を頂くことにより旅客を運送する事業は、道路運送法第 2 条に規定されてい
るとおり「旅客自動車運送事業」にあたり、実際にバスを走らせるためには、運行形態にそっ
た道路運送法上の許認可等を得る必要があります。下の図を参考に、道路運送法上どのような
許認可等が必要になるのか把握しておくことが必要です。
関係法律・制度活用のポイント⇒本編 p109～ｐ117
運行形態と道路運送法の関係
運賃

区分

緑
ナ
ン
バ
ー
（
事
業
用
）

利用者

運送主体

車両

【乗合バス事業】
事業用自動車
○一般乗合旅客自動車
（バス型、又は10
運行事業
人以下）
〔路線定期運行〕
誰でも利用可能
（制限なし）

無
料

(3)

白
ナ
ン
バ
ー
（
自
家
用
）

予約制

○地域公共交通会議を
主宰
○市町村の住民やその親族などを自治 ・必要性や輸送サービ
体の車両で運送
スの内容、運行管理の
○乗合バス的な運送形態
体制等を協議
○運行後は運行責任を
負う

市町村の自家用自 【自家用・有償運送】
動車
○市町村運営有償運送

登録した会員

ＮＰＯ等

ＮＰＯ等の自家用 【自家用・有償運送】
自動車
○過疎地有償運送

登録した会員
（移動制約者）

ＮＰＯ等

ＮＰＯ等の自家用
自動車
【自家用・有償運送】
（10人以下車両に ○福祉有償運送
限る）

市町村

【自家用】
市町村の自家用自
○道路輸送法の規制
動車
対象外

○運営協議会で合意された地区内の会
○運営協議会を主宰
員を運送
・必要性や輸送サー
○同時に複数の会員の運送も可能
ビスの内容、運行管理
の体制等を協議
○運営協議会で合意された地区内の移 ○運行後はＮＰＯ等に
動制 約者会員を輸送
指導・助言を行う
○原則として、１両の車両で運べるの
は会員１名（及び付添い人）のみ

新規許可・路線
延長・区域拡張
につき３ヶ月
ただし、地域公
共交通会議で協
議が調った場合
は１ヶ月に短縮

登録につき
１ヶ月

市町村の車両による無償住民輸送

住民等

福祉バス

○市町村が自ら運行
（運行責任を負う）

スクールバス

小中学生

市町村の住民等

○運行委託または運行
費補助
○地域公共交通会議を
路線を定めて、予約に応じて
主宰
運行
・地域で合意した運賃
・路線に必要な車両数
など
一定の区域内を予約に応じて
運行

【乗合バス事業】
事業用自動車
○一般乗合旅客自動車
（10人以下を基本
運行事業
とする）
〔区域運行〕

市町村

運輸局の
標準処理期間

路線を定めて定時に運行

予約制

住民等

高齢者

市町村の関与

【乗合バス事業】
事業用自動車
○一般乗合旅客自動車
運送事業者 （バス型、又は10
運行事業
人以下）
〔路線不定期運行〕

有
料
白
ナ
ン
バ
ー
（
自
家
用
）

運行形態

道路運送法上の区分

貸切バス又
はタクシー

事業用自動車

【運送事業者の利用】
○貸切バス・タクシー
に対する規制

貸切バス・タクシーによる借り上げに ○バスやタクシーと
よる無償住民輸送
チャーター契約

現状把握・課題抽出
ア

ターゲットの明確化
アンケート調査やグループインタビュー調査、また既存の統計資料等を活用しながら、
「誰が」
「いつ」「どこから」「どこへ」「どのような目的で」移動するのかを把握し、運行
目的及び利用するターゲット（顧客）を明確に定める必要があります。

イ

基本方針とサービス水準の策定
運行にあたってのターゲットが明確になったあと、運行のための基本的な方針及びサー
ビス水準の考え方を整理します。ここでいう基本方針とは、現況整理より明らかになった
課題について、交通機関としてどのように対処するかを示すものですが、以降の路線計画
では「どこの道路を通るか」
、
「どの時刻に運行するか」
、など、この基本方針の下に非常に
細かい設計の議論を行うことになりますので、関係者の合意形成が重要な局面です。

現状把握、課題抽出⇒本編 p71～ｐ91、p105～ｐ108
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(4)

住民の参画方法
新たな交通サービスを検討・実施するにあたって、地域住民や企業にお勤めの方などの
移動実態やニーズを把握するとともに、何らかの形で計画づくりに参画頂くことは大変重
要です。計画段階で住民の意見を聞くことには、
「透明性･客観性の確保」
「公共交通のＰＲ
と利用促進」
「共有･共感の醸成」といったメリットがあり、公共交通の現状や計画に対する、
住民の意見やニーズ、利用意向を反映することで、住民が共有･共感できる計画を作成する
ことができます。
なお、住民の意見を計画に反映させることは、より良い地域公共交通を実現する上で大
きな原動力となりますが、注意したいのは、
「すべての意見を取り入れ過ぎない」ことです。
多くの場合、予算には限りがある中での運行となりますが、大きな制約条件として、
「運行
距離（時間）
」と「車両数」及び「運行本数」の間には密接な関係があり、あまり長い距離
を限られた車両で運行しようとすると、必然的に運行本数が少なくなります。
重要なのは、多様な意見を吸い上げつつも、「何を制約条件として、何を優先させるか」
を明確にした上で、意見を取捨選択して最適な路線を計画し、プロセスも含めて住民に示
すことで、理解を深めることが望まれます。
住民の参画方法⇒本編 p118～ｐ119

(5)

地域特性に応じた確保維持メニュー案
地域の移動を確保する手段は、新たなコミュニティバスやデマンド交通の導入だけでなく、
既存の公共交通をうまく活用するなど様々な方策が考えられます。各交通機関の特性を理解し
た上で、適切な交通機関を活用しましょう。
ア

利用形態による運行イメージ
どの地域にどの交通手段がふさわしいかは、当然ながら地域ごとに異なりますが、その
ことを考える１つの基準として、
「利用者の大小」と「想定する利用者層の違い」が挙げら
れます。

(ｱ) 利用者の大小
 一般的に、一度に運送する人数が概ね 10 名以上となる場合は、バスによる対応を基本とし
ます。バスにも様々な大きさ（大型バス～マイクロバス）及び形があります。一度に運送
する人数が５～９人の場合、もしくはそれ以下の場合は、ジャンボタクシーまたはセダン
型のタクシーによる対応となることが多くなっています。この想定人数については、既存
の交通調査やニーズ調査等を勘案し、適正なものとする必要があります。
(ｲ) 想定する利用者層
 想定する利用者層に応じた輸送サービスを取る場合もあります。例えば通勤通学目的であ
ればスクールバスや企業送迎バス等の混乗型、高齢者の移動目的であれば、福祉バス等の
活用も考えられます。その他、運行事業者が不在または対応不能な場合も想定され、その
関係図を次ページに示しますので、参考にしてください。
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イ

コミュニティバス導入に関する課題
全国各地で導入がなされているコミュニティバスですが、導入による効果、評価につい
ては多くの議論が起こっています。実際にご利用の少ない路線も多く見受けられ、コンセ
プトや手法について見直す時期にきているといえます。
表 コミュニティバスの成功例と失敗例の主な特徴
項目

ルート

運行本数
定時性
運行時間帯

バス停施設
認知

成功事例の要因

失敗事例の要因

利用者の細かいニーズを把握している
（現地調査やヒアリング等）
コンパクトな運行形態→小回りの利く
効率的な運行、所要時間の短縮
ニーズに合わせた効率的な運行をして
いる（公共施設巡回ではニーズの少な
い施設はカットするなど）
多頻度運行・または毎時 20 分おきなど
覚えやすいダイヤ、他交通機関との連
携がうまくいっている、など
定時運行の確保に配慮したルート・ダ
イヤとなっている
ニーズを把握した運行時間の拡大（導
入コンセプトに沿った運行）

ニーズの高い場所を通らない（目的
別のニーズを把握していない）
距離が長く所要時間が長い
経由地が多すぎてルートが複雑（ル
ートが分かりにくいと敬遠される）
便数が少ない、覚えにくい、他との
連携がうまくいっていないなど

定時運行が出来ない（特に循環系統
は時間回復がしづらい）
運行時間帯がニーズに合っていな
い（帰宅時などの遅い時間帯のニー
ズに対応できていない）
目的地のすぐ近く（店舗・病院施設内） 施設から遠い、分かりにくい、待合
にある、分かりやすい位置にある、上 環境が劣悪、など
屋やベンチなどがある、など
積極的な PR 活動・利用促進策の推進
コミュニティバスが認知されてい
地域の盛り上げ、応援団が元気
ない→PR 不足
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ウ

既存交通機関の活用

(ｱ) 路線バスの活用
当該地域ですでに路線バスが運行されている場合、その路線バスの利用の少ない時間帯
などを有効に活用することで、他の地域でコミュニティバスとして走らせることができま
す。既存路線バス事業者の理解と協力を得ながら、既存路線の利用状況を調べ、利用者が
極めて少ないルートまたは時間帯がないかを調べることにより、他に需要の見込めそうな
路線があれば、そちらに転用することにより、利用者利便性の向上及びバス事業者の収益
性向上の両立が可能な場面も想定されます。まず、既存バス事業者に相談することをお勧
めします。
(ｲ) スクールバスの活用
運行中のスクールバスをコミュニティバスとして活用する事例が全国的に見られます。
スクールバスはすでに多くの地域で運行されているものの、登下校時のみ使用されている
ことが多いことから、地域にとっては、特にそれ以外の時間帯で有効活用できる交通資源
です。
スクールバスのコミュニティバス化により、地域住民の交通利便性の向上と車両の効率
的な利用や運行経費の抑制、地域コミュニティの活性化が図られます。
(ｳ) 福祉バスの活用
既存の福祉バスや患者送迎バスをコミュニティバスとして活用する方法もあります。こ
れらのバスをコミュニティバスとして活用することにより、スクールバスをコミュニティ
バスとして活用する場合と同様、地域住民の交通利便性の向上、車両の効率的な利用や運
行経費の抑制、地域コミュニティの活性化が図られます。
(ｴ) 路線バスをスクールバスとして活用
各自治体における路線バス等のスクールバスとしての活用について、具体的な取組方策
としては、以下のことが考えられます。
 運行中の路線バスを活用し、登下校時に児童生徒が通学に利用する。
 路線バス会社に委託し、登下校時にその車両をスクールバスとして運行する。
(ｵ) 企業が保有するバスの活用
コミュニティバスの導入を考える際、自動車学校や企業、商業施設等が運行している送
迎バスを活用する方法もあります。送迎バスをコミュニティバス化することで、行政経費
の抑制や企業の地域貢献の推進、地域コミュニティの活性化が図られます。道路運送法に
より、一般住民からだけ運賃を徴収することはできないため、企業に“地域貢献”という
理解を得た上で、地域住民が混乗させてもらうというかたちを取り、行政は利用する住民
の損害保険料を負担するといった支援が一般的です。
既存交通機関の活用⇒本編 p127～ｐ135
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エ

自家用有償旅客運送

(ｱ) 市町村運営有償運送
市町村運営有償運送とは、市町村が、当該市町村の区域内において、地域住民の生活に
必要な旅客輸送を確保するため、市町村が主宰する地域公共交通会議（地域協議会の分科
会として設置された場合を含む）の協議結果に基づき運送を行うものです。
市町村運営有償運送は、以下の 2 つの輸送について導入できます。
交通空白輸送

市町村福祉輸送

過疎地域などの交通空白地帯において、一
般乗合旅客自動車運送事業によっては地
域住民の生活に必要な輸送を確保するこ
とが困難な場合において、市町村自らが行
う住民の輸送サービス。

身体障害者、要介護認定者等であって、
市町村に会員登録を行った者に対する
外出の支援のために市町村自らが行う
ドア・ツー・ドアの個別輸送。

(ｲ) 福祉有償、過疎地有償運送
平成 18 年に道路運送法が改正され、要介護者や障害者など自力での移動が困難な方々が
通院などをしようと考えても、地域の事情からタクシーなどの公共交通機関による輸送サ
ービスが必ずしも充分に提供されていない場合には、対象地域において地方公共団体が道
路運送法に基づく運営協議会を設立し、合意が得られたときは、ＮＰＯや社会福祉法人と
いった非営利活動法人等によって、自家用有償旅客運送（福祉有償運送や過疎地有償運送）
を行えることになりました。
福祉有償運送

過疎地有償運送

ＮＰＯ法人等が、実費の範囲内であり営利
とは認められない範囲の対価によって、自
家用自動車を利用して、公共交通の利用が
困難な高齢者等の通院・レジャー等の送迎
サービス

過疎地域などバスやタクシーなどの公
共交通機関だけでは、十分な輸送サービ
スが確保できない場合、ＮＰＯ法人など
が実費の範囲内であり営利とは認めら
れない範囲の対価によって行う輸送サ
ービス

自家用有償旅客運送⇒本編 p136～ｐ142
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(6)

デマンド交通
ア

デマンド交通の特性と考え方
デマンド運行とは、通常の路線バスのような定時定路線の運行ではなく、利用者がある
場合にのみバスまたはタクシーを走らせる、すなわち“需要（Demand）
”に応じて経路や
運行時間を変えて車両を運行する仕組のことです。

資料：全国デマンド交通システム導入機関連絡協議会

定時定路線バスとデマンド交通を区分する、1 路線当たりの利用者数や 1 便当たりの利
用者数などの明確な基準がある訳ではありませんが、一般的には、道路に沿ってある程度
“まとまった需要”がある場合には、定時定路線バスが適する一方、時間的にも地理的に
も“需要が分散”している場合は、デマンドが適していると言えます。

イ

デマンド交通の運行方式
運行形態の詳細な区分を、道路運送法 4 条許可の運行形態についてみると、図表の通り
「路線定期運行」
、
「路線不定期運行」、「区域運行」の 3 種に大別することができます。こ
のうち、デマンド交通は、
「路線不定期運行」または「区域運行」に分類されます。
21

表 道路運送法における 4 条許可の運行形態
運行形態

概要

例

路 線 定 期 運 ・路線を定めて運行するものであって、 ・一般の路線バス
行
設定する運行系統の起終点及び停留所の ・フリー乗降制
時刻設定が定時である運行の形態。
路 線 不 定 期 ・路線を定めて運行するものであって、 ・観光型乗合タクシー
運行
設定する運行系統の起点又は終点に係る ・デマンド型乗合タクシー（路線
時刻の設定が不定である運行の形態。
が決まっており、予約があった場
合だけ運行する場合など）
区域運行

ウ

・路線を定めず、旅客の需要に応じた乗 ・デマンド型乗合タクシー（運行
合運送を行う運行の形態。
エリアが決まっているが、路線は
決まっていない場合など）

デマンド交通の導入可能性の確認のポイント

(ｱ) 事業者の参画意向やノウハウ
デマンド交通は、タクシー事業との競合の可能性が高くなるため、導入にあたっては地
元タクシー会社との協議が必要になります。ノウハウの部分については、通常の交通事業
者であれば概ね対応可能と考えられますが、事業に対する参画意向を確認する必要があり
ます。
(ｲ) 推定される需要量（一定規模以下であること）
デマンド交通は利用者の多様なニーズに応えるという特性から、需要が一定規模以上見
込まれる地域での導入は難しくなります。
「投入可能な車両数」
「運行形態」
「推定される需
要量」などを確認しつつ、定時定路線が良いかデマンド交通が良いかを判断しましょう。
(ｳ) 合理性、効率性について
デマンド交通の導入に当たって最も留意すべき点の 1 つは、運行エリアを広くしないと
いうことです。高い収益があまり見込めない運行システムであるため、運行エリアを広げ
るほど採算性が悪くなります。バス路線のルートにつなげるかたちでデマンド交通を行う
等、既存の交通資源と組み合わせて、うまく活用することがポイントです。
(ｴ) コストの変化
契約内容や直接経費の変化（燃料費など）があるため一概にはいえませんが、予約受付
やシステムの維持管理費などの間接費用が発生することになるため、定時定路線と比較し
てランニングコストの増加要因が多くなります。また、事前の予約を受けたりする仕組み
が必要になります。全国的には、予約センターの新たな設置や機材の購入等の高額な初期
投資を行うところも見受けられますが、事業者の既存の施設や設備を活用することでイニ
シャルコスト及びランニングコストを抑えること等をおすすめします。
(ｵ) 複雑なシステムに対する住民の理解
定時定路線と比較すると、予約が必要など、仕組みが複雑になるため、住民の理解や十
分な周知が必要となります。
デマンド交通について⇒本編 p143～ｐ150
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(7)

運行路線の設計方法
ア

ルート設定
ニーズ調査の結果や導出された基本方針を踏まえ、アクセスすべき施設や集落などを選
択します。この際、アクセスすべき施設は多めに選択しておき、実際にルート設計を行う
際の調整に備えて優先順位をつけておくと良いでしょう。
次に、対象となる集落や候補となる施設を結ぶ、効率的なルートを設計します。特に、
運行目的が不明確なことに起因する路線の冗長化は、避けなければなりません。
一方で、路線バスとの役割分担を明確化する必要があります。路線バスとの競合は避け、
相乗効果が得られるようなルート設計を心掛ける必要があります。
路線設定モデルの条件とメリット・デメリット（数字は例示）
＜１＞片方向循環型
C 地点
A 地点

＜２＞ピストン型

C～D 間の需要が多い場
合、一周が 30 分以内の
小循環なら有利
B 地点

A 地点

D 地点
・１周３０分以内、３０分間隔一方通
行の運行とすると、バスは１台で済
む。
・B→D は近いが D→B は遠回り。

C 地点
B 地点

イ

・１周３０分以内、３０分間隔で両方
向の運行の場合、バスは２台必要

B 地点

A 地点

D 地点
行きと帰りの所要
時間が一緒であり、
遠回りが不要で利
便性が高い

系統が長いとバ
スは多く必要で
あり、非効率。

＜４＞大循環型

C 地点
A 地点

B 地点

C 地点

・片道１５分以内（往復３０分以内）
３０分間隔の運行であれば、バスは１
台で済む。

逆方向の需要が多い
場合、一周所要時間
が長い場合は不利

両方向運行は
多くのバスが
必要。

＜３＞両方向循環型

集落・施設が同一線
上の場合はこちら
が有利。

D 地点
C～D 間の需
要が多い場合
は有利

E 地点
・１周４０分で、３０分間隔、両方向通行の運行と
なると、バスは少なくとも４台以上必要。
→需要が多いバス停間をピストン型で運行した方が
効率良い場合がある。

分かりやすく使いやすいダイヤ設定
運行ダイヤは交通サービスの最大の「商品」であり、いかに使いやすく、また覚えやすく

するかが最大のポイントです。車両数や鉄道との接続、運転者の労働条件などの制約条件も
あり、ルートの長さと運行本数とも密接に関連しますので、専門家のアドバイスも得ながら、
以下の点に留意して、便利な「商品」となるよう努力しましょう。


便ごとに輸送の対象や運行の目的の明確化



「ニーズへの柔軟な対応」
、
「効率的な運行」、「シンプルなダイヤ設計」



法令に基づいた運転者の労働時間の制約
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ウ

運賃
分かりやすく、利用しやすい、シンプルな運賃設定を心掛けます。ただし、地域公共交
通の持続的な維持・管理のため、ある程度の収益性が確保されるような運賃設定を行う必
要があります。

(ｱ) シンプルな運賃設定と収益性の確保
「コミュニティバスの運行費用は市町村が負担するものであり、運賃はより多くの方に
利用していただくことができるような設定とする」という考え方に基づくのであれば、低
廉な運賃自体は問題ないように思われます。しかし、逼迫した財政状況の中、地域公共交
通の持続的な確保・維持、また路線バス利用者との公平性の観点などにも留意することも
必要です。ある程度の収益性が確保されるような運賃設定を行う必要があるとの考え方も、
必要になるかもしれません。
(ｲ) 各種割引制度の導入
利用促進のための方策として、基本運賃を下げるだけではなく、特定の利用者層や利用
目的に対し、運賃の割引制度を導入することも効果的になります。具体的には、定期乗車
券や回数乗車券、高齢者・小児割引、乗継割引など、利用促進や利便性の向上を目的とし
た各種割引制度の導入を検討します。一方、地域の特定のイベント時に企画乗車券を発行
する、また商店街などとの連携により、バスを利用する度にポイントやマイレージなどが
貯まるなどの取り組みも多くみられます。
(ｳ) 無料運行とする場合の問題点
無料で運行されるバスについては、道路運送法の適用外となるため、運行に係る様々な
手続きが必要なくなるとともに、運転者の運転免許の制約や運賃収受機器などもなくなる
ことから安価な費用で運行することができるというメリットがあります。しかし、「地域公
共交通の持続的な維持・管理のための収益性の確保」という観点が満たされないと共に、
運賃を支払わないことによって「マイバス意識の醸成につながらない」、「非利用者のコス
ト負担の割合が大きくなる」などの問題を内包しているともいえます。また、最も大きな
問題は「安全性の確保」で、道路運送法で安全運行を意図して規定されている様々な制約
から外れるため、安全性に不安が残り、事故などのアクシデントが懸念されます。
無料運行は利用者にとってはメリットの大きな仕組みではありますが、その代償として
いるものの中にも、多くの重要な要素が含まれていることを見落としてはいけません。無
料運行を選択することについては、上記のような内容に留意し、各地域で慎重な検討を行
う必要があります。
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エ

運行主体選定
経営合理化の手段として、
「競争入札」や「プロポーザル」による委託事業者の選定が行
われることがあります。選定は、運行経費の多寡などの経営合理化指標のみで判断するの
ではなく、安全性や信頼性など総合的な観点から判断する必要があります。
運行事業者選定とは、共に地域公共交通を運営していく「パートナー」探しであり、「安
いだけの委託事業者」ではなく「有能な共同経営者」を採用する必要があります。したが
って、金額のみを評価基準とする入札よりも、安全性や信頼性、企画提案能力なども加味
することができる「プロポーザル」による事業者選定の方が、より望ましい方式であると
いえます。

オ

車両選定
コミュニティバス等の導入に向け新たに車両を調達する場合は、
「定員」のほかに、バリ
アフリー性などの「乗りやすさ」と、導入される道路幅員等の状況に応じて選択する必要
があります。一方で、車両の維持コストも勘案し、適切な車両を選ぶことが重要です。

カ

運行にあたっての準備と必要な手続き
一台の自動車に複数の旅客が乗り合わせる「乗合運送」を行うためには、道路運送法第
４条の規定に基づく許可が必要です。一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けるために
は、道路運送法及び同法施行規則に基づき、許可基準その他の基準を満たすことのできる
ことを示す申請書を提出する必要があります。

キ

道路占有許可と道路使用許可
道路運送法以外で必要となる法律上の許可は、バス停の設置に係わる許可があります。
バス停の設置については、道路管理者と交通管理者（警察）の了解を得てはじめて旅客自
動車運送事業の許可申請が行えるようになりますので、事前に道路管理者や交通管理者と
しっかり協議を行い、許可をとっておく必要があります。

運行路線設計について⇒本編 p151～ｐ167
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(8)

運行に必要な経費及び運行の合理化
一般的に「公益性」と「収益性」はトレードオフの関係にあります。市町村が行う交通事業
は収益性が主たる目的ではありませんが、逼迫した財政状況の中、経営合理化の方策を模索す
ることは当然といえます。基本的な「増収方策」や「経費削減方策」を理解し、その適用可能
性などを検討する必要があります。
ア

地域公共交通に必要な経費
コミュニティバス、乗合タクシー等の導入（初期投資）と維持管理は、車両・機材の仕
様、運行頻度・時間などによってさまざまですが、運行経費等を試算する場合は、複数の
メーカーや交通事業者から見積りをとることが必要です。運行経費の多くは、乗務員の人
件費が占めますが、車両についても、不測の事故や故障等の発生を見越して一定の予備車
を確保しておく必要があり、この分も必要経費として見積もっておくことが必要です。

イ

「増収方策」と「経費削減方策」
地域公共交通経営の合理化を図るためには、「増収方策」と「経費削減方策」の２つの視
点からアプローチをしていく必要があります。

(ｱ) 広告収入による増収方策
「増収方策」については、
「使える地域公共交通」の開発に尽力することで、より多くの
方に利用してもらい運賃収入を増加させる、ということも１つの増収方策といえます。運
賃以外にも「広告掲載収入」や「停留所のネーミングライツ」などから収入を得る例が多
くみられます。また、関連グッズの販売や、商店街との連携によるポイント付与などもみ
られます。また、協賛という形で沿線の施設からの支援を受けている例もあります。
(ｲ) 経費節減方策
「経費削減方策」については、車両を小型化することにより車両購入費、維持管理費を
抑制したり、スクールバスや民間の自動車教習所のバスを登録した高齢者が利用できるよ
うにするなどの工夫が、運行経費削減の取り組みとしてみられます。また、その他にも運
転者の人件費を抑えるため、運転者ＯＢを嘱託職員として雇用するなどの工夫もみられま
す。さらに、路線ごとの利用者数を考慮し、路線ごとに運行日数を変更することなども効
果的です。
運行に必要な経費及び運行の合理化⇒本編 p168～ｐ173
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(9)

実際の運行及び評価・見直しの考え方
実際の運行にあたっては、当初計画時に想定していた運行の目的や意義を確認するための評
価項目を設定し、定期的な調査を踏まえて協議会等の組織でチェックし、見直しましょう。
ア

事業計画書の作成
実際の運行に向けて、最終的な役割分担やスケジュール、連絡体制など詳細な内容を確
認するため、
「事業計画書」を作成します。
試行運行開始から評価・改善案の検討などを行うまでには、短くても半年～1 年程度の
期間を設ける必要があります。これは、利用の定着に一定以上の期間が必要となるためで
あり、利用が十分に定着しないうちに見直しや、場合によっては廃止などをしてしまうこ
とを避ける必要があるためです。

イ

各種調査の実施と評価
試行運行の評価を行うための調査は、前述の「ニーズの把握」で詳細を示した「アンケ
ート調査」や「グループインタビュー調査」の他に、「乗降データ分析」や「運転者インタ
ビュー」などを行います。乗降データについては「停留所別」、「便別」の利用実績を得る
ため、運転者の方の協力を得る必要があります。
また、客観的で定性的な情報を得る手段としては、「運転者インタビュー」が非常に効果
的になります。運転者の方は、地域公共交通の利用実態や評判、問題などを最も良く理解
している１人であるため、機会を見て定期的に情報交換をする必要があります。

ウ

継続した取り組みに向けて
地域公共交通マネジメントを考える上で、非常に重要になるのがこの「継続性」です。「改
善の意欲の継続」、「積極的な利用意志の継続」、「マイバス意識の継続」といった意識の継
続を、「マネジメント体制」や「評価制度」といった体制・制度を上手く活用することによ
り、生み出し、継続して育てていくことが肝要です。
運行後のマネジメント体制も、運行計画を検討してきた幹事会や住民協議会（仮称）な
どが中心となりますが、上記のように「継続したマネジメントを行っていく」という意識
の醸成を改めて行う必要があります。

エ

運行継続・見直し基準の設定と定期的な検証作業及びその公表
公共交通施策の効果を定期的に検証し、運行継続の可否及び見直しの必要性についても、
手順を定めておくことが望ましいです。具体的には、評価すべき目標（例えば輸送人員、
収支額等）数値をあらかじめ定めておきます。この時、設定した基準や目標達成状況を地
域住民に情報提供し、共有していくことで、地域住民も「自らの（公共交通を利用しよう
とする）行動が公共交通を支える」という意識が芽生え、行政と住民、交通事業者が一体
となった持続的な公共交通維持が可能となります。

実際の運行及び評価・見直しの考え方⇒本編 p174～ｐ178
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(10) 利用促進方策（情報提供、モビリティ・マネジメント等）
ア

情報提供方策
どんなに優れた交通機関を導入したとしても、その情報が分かりやすく住民に伝わらなけれ

ば意味がありません。効果的な広報、情報提供ができるかどうかが、公共交通のご利用の度合
いを大きく左右します。ここでは公共交通の情報提供の重要性とその具体策を解説します。
(ｱ) 地域公共交通会議等の協議内容の広報周知
「連携の深化」のためにまず必要となるのは「情報の共有」です。地域公共交通会議等
で協議された内容については、その議事録などを市町村のＨＰや広報などで広く公開し、
関係者への情報の開示と共有に努める必要があります。
(ｲ) 「使ってもらうため」の広報周知（バスマップ、イベント等の開催）
バス路線とバス停、さらに運賃やお得なサービスなどの情報を分かりやすく示した「バ
スマップ」の作成・配布などが有効です。IT 社会においても、バスマップのような紙媒体
の宣伝とインターネットによる宣伝をうまく組み合わせていくことが重要になります。
また、顧客を確保するきっかけとして、１度利用をしてもらい、
「バスを使うことに慣れ
てもらう」、「バスの魅力、便利さを知ってもらう」ことが大切です。運行開始直後には例
えば「お試し無料乗車期間」を設ける方法や、地域で開催される「イベント」でバスを使
ってもらう、
「試乗会」を開催するなどの取り組みも効果的です。
(ｳ) ネーミング
全国的にコミュニティバスの導入が進行する中、さまざまなネーミングが生まれていま
す。“愛着のある”
、
“記憶に残りやすい”ネーミングを考えましょう。ネーミングは、担当
者で悩まず、例えば公募したりする方法もあります。
(ｴ) 車両デザイン、意匠の工夫
車両デザインの改善も、住民がバスをもっと利用したくなる方法の一つになります。格
好いいとか、かわいいとか、見た目が人の心理をくすぐることは有効です。
(ｵ) 使いやすさ・わかりやすさの工夫
バス停に時刻表が表示されていますが、スペースの関係もあって往々にして小さな文字
で書かれていることが多く、読みづらいことがあります。だれにでも読みやすい大きさや、
文字、色で、わかりやすい時刻表を作りましょう。
また、バスを利用しやすくする策の一つとして、バス停名を聞けば誰にでもその位置が
わかるような「バス停名の工夫」も大切です。
また、同一の路線に、複数のバス事業者の路線バスがある場合、多くは事業者ごとにバ
ス停とバス時刻表がありますが、利用者から見れば、同じ目的地に行くダイヤを探すのに、
別々の時刻表を見なければならないのはとても不便です。時刻表は一つにまとめる方が親
切です。
情報提供方策⇒本編 p179～ｐ194
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イ

モビリティ・マネジメント
モビリティ・マネジメント（Mobility Management、略称 MM）とは、多様な交通施策を

活用し、個人や組織・地域のモビリティ（移動状況）が社会にも個人にも望ましい方向へ自発
的に変化することを促す取組みを指します。「過度」なクルマ依存社会から、「適度」なクル
マ利用社会を目指し、ひとりひとりの人々や、一つ一つの企業の「意識」に働きかけるコミュ
ニケーションを中心とした、いろいろな取組を行うものです。
(ｱ) MM を行う対象
a 住民対象の MM 施策
居住者、転入者を対象とした MM で、アンケート形式（TFP) またはワークショップ形
式 がメインとなります。TFP は、MM 施策の基本で、特定地域内の世帯を対象に実施し、
アンケート調査をベースに、１回ないし複数回の双方向のコミュニケーションを実施する
ものです。具体的には、対象者に、自らの交通行動を振り返ってもらって、
「かしこいクル
マの使い方」を考えてもらうための、コミュニケーションプログラムです。
また、転居世帯を対象とした MM 施策（転入者 MM)としては、役所の住民登録窓口で、
転居者にパンフレットや調査票の配布を行う方法があります。
一方、ワークショップ型の MM 施策 としては、参加者同士のコミュニケーションを通し
て意識と行動の変容を促す方法があります。これは少人数が対象となります。
b 学校教育における MM 施策
小学校などにおいて、総合的な学習の時間を活用した MM で、環境、交通安全、
・・・な
どの特定テーマを対象として行うものです。
c 職場における MM 施策
従業者の通勤交通を対象として、アンケート形式（TFP）もしくはコーディネータを伴
う形式です。
d 特定路線の“利用促進”のための MM
その他、サービス改善努力とセットにした MM 実施などが挙げられます。この場合のタ
ーゲットは、
「もう少しで転換してくれそうだけれども、現在は利用していない方」が対象
となります。この人たちを探しだし、彼らの交通実態把握及び彼らが利用するためのサー
ビスを確認し、適宜改善しながらコミュニケーション活動によりマイカー等からの転換を
促す取組が有効です。
(ｲ) 継続した MM の取り組み
自家用車を運転できる人は、少しくらい便利な公共交通が目の前にあっても見向きもし
ないのが現状です。これは各地域における価値観に類する問題であり、このような意識を
変革させることは容易ではありません。
継続した MM の取り組みは、地域公共交通を利用する可能性が比較的低い人々に対して、
その価値観や生活習慣などを徐々に変革させていくという、極めて長い時間と労力を要す
る地道な取り組みといえます。MM は、自発的な交通行動の変化を促すための取組です。
モビリティ・マネジメント⇒本編 p195～ｐ204
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ウ

その他の利用促進策

(ｱ) 運賃制度の工夫
家族でまちなかにお出かけする場合、運賃が人数に応じて高くなる点や運賃計算の面倒
さを回避するため、土日祝日限定で家族での利用に割引サービスを設けることで、自家用
車に流れていた家族を公共交通に戻そうとする取組を行っている事例があります。
(ｲ) 乗り降りのしやすさ改善
●乗降の改善（バリアフリー）
バスについては、高齢者や車椅子使用者、ベビーカー使用者等が乗降しやすいノンステ
ップバスやワンステップバスの導入が推奨されています。
●乗継ぎが便利な乗り場の改善
公共交通の乗継ぎを楽にするためには、バス停と駅や港（できれば改札口）が近接して
いると便利です。また、屋根の設置による乗り継ぎ待ち環境の改善も考えられます。
(ｳ) ダイヤの工夫
●乗継ぎが便利なダイヤ設定と情報提供
鉄道・バスもしくはバス同士の乗換がスムーズになるよう、ダイヤの設定については工
夫が必要です。鉄道のダイヤ改正情報を入手し、ダイヤの工夫を行います。また、現地の
状況を鑑み、高齢者でも問題なく乗継ができる待ち時間設定をすることが重要です。
(ｴ) 周辺施設との連携
●駐車場や商業施設と連携したパーク＆ライド
乗継ぎの利便性を高める方法としてパーク＆ライドがありますが、例えば駅の近くの既
存の駐車場や大型商業施設と連携して、利用促進を図っているケースがあります。
●公共交通の利用頻度に応じてお得なポイントが貯まるインセンティブ
公共交通を利用することのお得感を示すことで、利用促進を図る方法もあります。具体
的には、利用頻度に応じてポイントが貯まり、それを商品券などに交換できるといったも
のです。またＩＣカード乗車券が導入されていない地域でも、協賛店の特典が付いたチラ
シをバス車内に用意することで、バスを利用した人だけがチラシを手にしてお得感を得る
といった仕組みが考えられます。
(ｵ) ホスピタリティの改善
●運転者のコミュニケーション力アップ
バスの利便性などとともに、利用者と常に接する運転者の対応は、バス利用促進の要と
なります。安全運転を第一にしつつ、顧客とのコミュニケーションも大切にしていくこと
が、リピーターをつくるポイントになります。
(ｶ) 走行環境の改善
●ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）やバス専用・優先レーンの設定
ＰＴＰＳは、交差点にバス等の公共車両が接近すると、公共車両を優先した信号制御に
なる仕組みで、バス運行の定時性が確保されるなど、公共交通の利便性が高まります。
その他の利用促進策⇒本編 p205～ｐ212
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5

離島航路等の運行にあたってのポイント

(1)

概説
海で本土や本島と隔絶された離島の住民にとって、離島航路及び航空路は人流及び物流
の両面において欠くことのできない存在です。離島航路及び航空路の減便や値上げ、さら
には休止・撤退などの影響は、離島住民の生活に直結するとともに、観光客の利便性や島
内産品の出荷など島内産業にも影響を与えるものであり、離島航路及び航空路の確保・維
持・改善は、離島にとって極めて重要な課題です。
しかし、離島の人口減少などにより航路及び航空路の利用者は減少傾向となっており、
運航事業者の採算性の悪化により航路及び航空路の維持が困難な状況が各地でみられます。
離島交通の確保維持改善を検討するに当たっては、それぞれの離島のニーズにあったサ
ービス水準とその持続可能性とのバランスを考慮して、その離島ごとに最適な対応方策を
考えることが必要です。より持続可能性を高めるためには、利用者数や貨物輸送量を増や
すための取組み等についても検討することが重要で、離島全体での観光客誘致や地域振興
のための取組みとセットで行われることが必要になります。

(2)

課題抽出のポイント
離島航路・航空路の確保維持改善に向けての課題を抽出するに当たっては、これまでに
確認してきた航路・航空路の運航条件や現状把握項目をもとに、以下の項目を整理し、現
状に対する課題を明確化します。
①離島の社会経済状況 ②航路・航空路の役割認識

③運航の概況

④航路・航空路の利用状況（旅客・貨物） ⑤損益状況 ⑥収入実態（最近 5～10 年）
⑦支出実態（最近 5～10 年） ⑧公的支援の状況
なお、これらの課題の整理に当たっては、各項目が相互に関連していることから、各項
目ごとに抽出される課題を踏まえた上で、各項目間ごとの課題の整合性やバランスを考慮
して総合的に検討することによって、より具体的・現実的な課題の抽出が可能となります。

(3)

離島航路及び航空路の確保維持改善に向けて
国では、平成 23 年度より「地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～」
を創設し、離島航路及び航空路に対する支援を実施することとしています。
離島航路に関する事業については、「離島航路運営費等補助」及び「離島航路構造改革補助」
があります。また、離島航空路に係る支援として、
「離島航空路運航費補助事業」があります。
離島航路及び航空路の運航事業者や地方公共団体等の関係者においては、本制度を効果的に
活用し、航路及び航空路の確保維持改善を着実に推進することが望まれます。
離島航路、離島航空路に関して⇒本編 p213～ｐ278
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6

関係者との合意形成の図り方

(1)

合意形成の必要性・意義
地域公共交通の取組みにおいて、計画の検討段階から多様な関係者に参加してもらう形の合
意形成手法の持つ意義・必要性は、以下の点があげられます。


地域公共交通の現状を知ってもらい、共に地域の公共交通について考えていく
事が出来ます



住民にとっては、行政・・それも現場で実際に動いている人々に対して意見を
伝える貴重な機会となります



住民にとっては、自分達が住んでいる地域の様々な場面に対して主体的に参加
出来るきっかけとなり、行政側は住民が主役で動いてもらえる契機となります



バス運行等の公共交通の制度や規制等複雑な事を少しずつ理解してもらう事
で、住民・交通事業者それぞれの立場が理解でき、交通事業者への『苦情』が
『意見』に変わり、住民－行政－交通事業者の信頼関係が向上します



合意形成までの様々な機会に地域の人々に参画してもらうことで、自分達が
住んでいる地域を運行している公共交通のサービスや運営状況、地域の特性な
どをより深く理解する場となり、公共交通の確保維持改善への参加・協力意識
を高めていくことができます



地域公共交通を利用する側の住民に、地域を良く知る専門家としての経験や能
力を発揮してもらうことで、より使い勝手の良い道具（交通機関）が形成でき
ます



また、自分達の手で作った道具に対する満足度はおのずと高くなり、改善点も
発見しやすく、継続的な取組みの土台となります


 時間を要する事にはなりますが、結果として関係者の意識向上と幅広い層への
地域公共交通の取組みにおける合意形成の基本的考え方
効果的な合意形成を得ることができます
合意形成の図り方におけるポイントは以下のように示すことができます。

(2)

 地域公共交通の目的に応じたターゲットを明確にする
 合意形成に到達するまでのステップに応じて進める
 連携を図りながら実現していくための各主体間の役割分担を明確にする

(3)

関係者との合意形成の図り方（留意点のキーワード一覧）
上記のポイントを考慮して本章では、合意形成における留意点や合意形成を行う上で準備し

なければいけない材料（資料）を次ページに示します。
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■地域公共交通の目的と目的達成に関連する合意形成のターゲット（関係者）
ア． 地域が抱える問題・課題をしっかり把握すること
イ. 地域が抱える課題を解決するためのターゲットを明確にすること
■合意形成のターゲットに応じた留意点
ウ．行政内部の合意形成が整わないと良いスタートが切れない事を認識すること
エ．住民との合意形成では地道な対応を怠らないように心掛けること
オ．来てもらうのではなく、自ら地域に行って住民の「生の声」を聞くこと
カ．計画段階から住民の主体的参加を求めること
キ．合意形成は『急がば回れ！』の気持ちで進むこと
ク．交通事業者の保有する運行状況データは貴重な現況把握の材料です
ケ．地方部と都市部における交通事業者との合意形成について
コ．実際の運行にあたっての準備と必要な手続きを想定した運行路線を設計すること
サ．取組みを成功に導く『需要喚起策』のための合意形成も図ること
■【段階】と【手順】に応じた合意形成の留意点
【構想段階】
シ．最初の検討組織の発足・設置は協議体制や面子にこだわらないこと
ス．国は多様な事例紹介や専門家、アドバイザーの選定に協力しています
セ．地域公共交通における基礎的知識や現状把握方法を習得すること
ソ．最低限は施策導入の目的、住民参加の必要性、住民意見の反映方法を明確にして、関係
者間で一定の合意を得ること
【計画段階】
タ．公正かつ積極的に取り組むことが出来る人材による推進組織を設置すること
チ．現在の運行状況の問題点を把握し、その情報を提供出来る運行協力者を探すこと
ツ．全体計画、運行収支計画の策定は地域を良く知る専門家（行政）が主体となること

経

験豊かな専門家の力を借りること
テ．多様な住民や利害関係者との合意形成に向けた留意点
ト．最適な合意形成手法は一様ではなく多様な手法を地域特性に応じて導入すること
ナ．チラシやパンフレット、HP 等での一方通行型の情報発信では合意形成は困難
【実施段階】
ニ．運行実施組織のための「実践部隊」を設立すること
ヌ．地域の実情に応じた本格運行事業者の検討方法
ネ．運行事業計画策定~具体的目標、行政・住民・交通事業者の負担関係を明確にすること
ノ．実証運行の実施が最終目標ではありません
ハ．実証運行→結果分析→方向性検討は単発で終了するのではなく、何度もフィードバック
を繰り返すことにより最適な計画がみつかります
関係者との合意形成の図り方⇒本編 p.279～p.314
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7

PDCA サイクルによる評価のあり方

(1)

地域公共交通の取組みにおけるＰＤＣＡサイクルの評価のあり方
地域公共交通活性化・再生総合事業における事後評価の課題から、地域公共交通の確保や維

持、改善を行っていくための PDCA サイクルによる評価の大きなポイントは以下のように整理
できます。
① 何の為に地域公共交通の取組みを実施するのかを明確にする
② 地域公共交通の取組みにおける目標設定の重要性を認識し、自立性のある地域公共交通を目
指すための段階的目標設定と継続的評価を実施する

評価のあり方の視点
 持続的な地域公共交通運行のために、地域特性や利用者ニーズ、事業実施環境等
を勘案した事業目標設定と具体的評価指標を設定しているか
 事業継続の観点からみた検証、見直しを実施しているか

ア

ＰＤＣＡサイクルは大きく二つの「Ｃ」があることを認識しましょう
◆「Plan」段階で目標達成の評価指標を明確にしておきましょう
◆検討の入口の「Plan」段階の「Check」が実は一番大事です
PLAN段階のCHECKから始める事が重要
【PLAN（計画）】
・地域の交通課題の詳細把握（CHECK）
・事業目標の設定
・事業計画立案（運行ルート、サービス
水準、運行方法等の策定）
・評価指標の設定
【 ACTION（見直し）】
・必要性や見直しの判断
・適正な処置
・改善計画検討

時間単位、事業の各段階単位
でのサイクルの繰り返し

【 DO（ 実施）】
・事業計画を踏まえた実践
・実証運行、本格的運行
・各種運行データの蓄積

【 CHECK（確認・評価）】
・運行実績の確認
・利用者満足度やニーズの調査
・点検、検証、評価

図

ＰＤＣＡサイクル概念図

イ

有用な【物差し】をみつけましょう

ウ

PDCA の各段階における「Check」と何度もサイクルを繰り返すとこが重要です

PDCA サイクルによる評価のあり方⇒本編 p.315～p.330
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こんなときは・・・・（トラブルシューティング）

(1)

バス路線が廃止されそうな場合、どうすれば・・・

民間のバス事業者からのバス路線の廃止・撤退に関して、道路運送法上は６ヶ月前までの届出
で退出が可能となっています。そのため、もし民間事業者が路線廃止の意向を表明した場合、地
域としては限られた時間の中で速やかに対応を協議する必要があります。以下、チェックすべき
ポイントと参照すべき本編のページをお示しします。
Q.バス路線廃止によって誰がどのように困るのか？行政としてどの程度まで支援すべきか？
⇒運行目的の整理（検討をはじめる前に確認したいこと）p101～p108
Q.代替案として何が考えられるか？
⇒道路運送法における輸送形態の種類 p102～p104
⇒地域特性に応じた確保維持メニュー案 p120～p142
Q.国の各種補助制度はどのように活用できるか？
⇒地域公共交通確保維持改善事業等の支援メニューについて p48～p50、p346～p383
Q.地域の現状や廃止予定路線の利用実態等は把握できているか？
⇒現地調査、アンケート等、現状把握・課題抽出について p71～p91、 p105～p108
Q.廃止予定路線は、他の事業者及び交通手段による代替は可能か？
⇒既存路線バス等の活用 p127
⇒スクールバス、福祉バスなど他の交通サービスの活用 p128～p135
Q.廃止代替として新たに何らかの交通を運行する場合、何に気をつければ良いか？
代替交通としてコミュニティバスを走らせる場合の注意点⇒p125～p126
デマンド交通の考え方⇒p143～p144
自家用有償運送の考え方⇒p136～p142
利用しやすい運行サービスに関する検討
⇒ルート設定 p151、わかりやすいダイヤ設定 p152～p153、車両選定 p160～p162
収支計画の検討⇒運賃について p154～p156、
運行にかかる経費と運行の合理化⇒p168～p173
運行主体の検討⇒p157～p159
実施に向けた手続きについて⇒p163～p167
住民自らまたは NPO 等が新たに運行する場合について⇒ p113～p115、p117
新たな交通を運行する場合の協議組織の設立について⇒p39～p47
利用を増やすための取組⇒情報提供 p179～p194
モビリティ・マネジメント⇒p195～p204
継続的な見直しと改善⇒ PDCA サイクルによるチェック p315～p330
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(2)

自治体の補助額を削減したい場合、どうすれば・・・

行政の生活交通に対する支援形態は、民間路線バスに対する補助のほか、市町村直営でのバス
運行、スクールバスや福祉バス、コミュニティバスや乗合タクシー等多岐にわたりますが、年々
赤字額が拡大し、一方では高齢化や交通空白地などの対応など、自治体財政に与える負担が増大
しつつあります。こうした自治体負担の増加は、福祉やまちづくりの観点から見ると必要な支出
とも言えるため、ただちに減らすべきというものではありませんが、利用ニーズに合っていない
サービス提供など、効率的でない輸送は見直すことによって、持続的に生活交通を維持・活性化
していくことが重要です。
制度を見なおした結果、運行コストが下がり、かつサービス水準が向上するのであれば最も望
ましいですが、そのようなことは容易ではありません。実際には、効率性と利便性の天秤にかけ
ながら、必要なサービスとそうでないサービスを「選択と集中」の考え方に沿って選択していく
ことが重要です。場合によっては、公共交通としてのサービス水準を下げた分は、福祉や医療な
ど他施策の範疇でカバーするなどの対策も視野に入れる必要があります。
具体的には、以下のチェックポイントに留意しながら検討する必要があります。
Q.行政がどのサービスレベルまで維持すべきか？
⇒運行目的の整理

p101、基本方針とサービス水準の設定 p108

Q.どの程度のご利用があるか把握できているか?
⇒データ整理、アンケート、グループインタビューなど p82～p91、p105～p106
Q.路線網や運行形態を効率のよい形態に見直すことはできるか？
⇒運行路線設計（ルート、ダイヤ、運賃の考え方等）p151～p167
⇒デマンド交通について p143～p150
⇒既存路線バス、スクールバスや福祉バス等との統合 p127～p135
⇒自家用有償運送を活用するには p136～p142
⇒運行主体を見直すには p157～p159
⇒継続的な見直しの方法と考え方 p174～p178
Q.単にコストを下げるだけでなく、現在の利用を増やすにはどうしたら良いか？
⇒効果的な情報提供方策について p179～p194
⇒モビリティ・マネジメント p195～p204
⇒その他の利用促進策 p205～p212
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(3)

住民・ＮＰＯなどが新たにバス路線を運行する場合、どうすれば・・・

既存の公共交通が地域のニーズに答えられていない場合などにおいて、住民が主体となって、
新たな公共交通を導入する場面も想定され、実際に運行が開始された事例もあります。
住民が主体となってバスなどを運行する場合でも、一般的な路線バス等の同様に、現況の把握
と課題の抽出、運行のための手続きなどを行なっていくことが必要ですが、特に住民や NPO が新
たに交通を確保すべき点は、運賃以外も含めた収入の確保方法、費用負担の仕組みづくり、住民
同士の合意形成、さらに自らの交通として守り育てるための継続的な PR 等です。
具体的には、以下のチェックポイントに従って考えていきましょう。
Q.住民のニーズが客観的に捉えられているか？
⇒アンケート、グループインタビューの方法 p83～p90
Q.バスがないと誰がどのように困るのか？
⇒運行目的の整理（検討をはじめる前に確認したいこと）p101、 p108
Q.運行する形態として、どのような種類があるのか？
⇒道路運送法における陸上交通の色々な運行形態 p102～p104
Q.どういう運行サービスを実現するか？利用しやすい運行サービスはどう検するか？
⇒運行の基本方針とサービス水準の策定 p108
⇒ルート設定 p151、わかりやすいダイヤ設定 p152～p153、車両選定 p160～p162
Q,.運行にあたって必要な具体的な手続きは？
⇒道路運送法に基づく必要な手続き p110
Q.コミュニティバスの特徴と限界はどのようなものか？
⇒コミュニティバス導入に関する課題 p125～p126
Q.デマンド交通の特徴と限界を理解しているか？
⇒デマンド交通について p143～p150
Q 自家用有償運送とする場合の注意点は？
⇒自家用有償旅客運送について p136～p142
Q.運賃や収支計画の検討はどのようにすればよいか？
⇒運賃について p154～p156 運行にかかる経費と運行の合理化 p168～p173
Q.利用を増やすための考え方は？
⇒効果的な情報提供方策について p179～p194
⇒モビリティ・マネジメントについて p195～p204
⇒その他の利用促進策について p205～p212
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(4)

地域の公共交通の全体的な見直しをしたい場合、どうすれば・・・

交通空白地域の対応、高齢化社会にふさわしい交通体系のあり方など、地域によって交通課題
は様々ですが、公共交通優先のまちづくりを考える中で、具体的かつ有効な改善につなげていく
ためには、長期的なビジョンづくりと、検討及び実施のための組織面及び財源面の体制整備が必
要です。そのために、地域の公共交通全体のあり方を見据えた「計画」づくりが重要なプロセス
となります。
ここでは、公共交通の全体的な見直しをするため、計画づくりから実際の運行に至るまでのプ
ロセスをチェックリストにしましたので確認してください。
Q.なぜ自治体が公共交通を支えるべきなのか？
⇒地域公共交通確保・維持・改善に向けた検討の必要性 p51～p55
Q.検討を行う上での視点・考え方・進め方は？関係機関の役割分担はどう考えるか？
⇒検討を行う上での視点・考え方・進め方の整理 p56～p64
⇒地域公共交通に関する検討組織について

p39～p47

Q.なぜ公共交通に関する計画を立てることが必要か？
⇒計画策定の必要性・意義

p65～p67

Q.交通の現況を知るために、どのような既存データが活用できるか？
⇒既存データの活用 p74～p82
Q.公共交通の活性化に向けて、どのような目標を立てるか？
⇒目標、基本方針のあり方 p93～p95
Q.具体的な計画立案の方法及びスケジュールは？
⇒地域公共交通計画の策定方法、策定例 p96～p99
Q.関係者との合意形成の図り方は？
⇒関係者との合意形成の図り方 p279～p314
Q.交通計画の継続的な見直しはどのようにすれば良いか？ＰＤＣＡによるチェックとは？
⇒PDCA サイクルによる評価のあり方 p315～p330
Q.どういう事業・補助制度が活用できるかを知りたい
⇒地域公共交通確保維持改善事業 p346～p363
社会資本整備総合交付金

p364～p366

都市・地域総合交通戦略 p367～p370
買い物弱者支援に関するメニュー p372～p374
スクールバス・福祉バス等の活用に関する関係通達等 p375～p383
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