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Ⅰ．地域公共交通をとりまく状況 

①九州における地域公共交通の概況 
・バスや乗合タクシーなどの自動車交通網は九州のほぼ全域を網羅し、旅客輸送の大部分を担っている状況 

②地域公共交通の利用者の減少 
・公共交通の利用者は減少～横這い傾向で推移し、交通事業者の経営環境の悪化が進展（九州のバス事業
者の8割が赤字） 

③地域公共交通に対する財政負担の増大 
・多くの自治体が地域公共交通を運営、交通事業者への運行費補助も含む行政の財政負担増大し、地域公
共交通を維持していくことが難しくなる可能性 

④移動制約者の増加 
・自ら生活を維持する必要があるものの、日常の移動手段を確保しにくい高齢者が増加 

⑤生活環境の大きな変化 
・日常生活圏の拡大により、通院や買い物などのため移動手段を必要とする人が増加 

⑥地球温暖化の進行 
・世界的な問題となっている地球温暖化防止の観点からも、公共交通の利用促進に大きな期待 

⑦人口減少に対応した地域づくり・まちづくりの推進 
・地域の公共交通に対しても、人口減少に対応した地域づくり・まちづくりの目標実現を支援していく役割が期
待 

地域公共交通の活性化・再生はもとより、地域が目指す「将来像」の実現を念頭に、 
関連分野と連携しながら「持続可能」な地域公共交通体系の構築を考えていくことが重要!! 

“本編” 
p.1～8 
です。 



Ⅱ．地域公共交通を考えるにあたって “本編” 
p.9～16 
です。 

①地域が目指す「将来
像」の実現を考える 

・地域公共交通が抱える個別の問題だけではな
く、地域の「将来像」を実現するという視点から、
地域公共交通のあり方を考えることが重要 

・地域に存在する様々な公共交通機関を一つの「ネットワーク」として捉え、
一体的な利用環境づくりを進めていくことが重要 

③地域の公共交通を
一体的な「ネットワー
ク」として考える 

②「持続可能」な地域
公共交通を考える 

・地域の「総力」を結集して公共交通の確保・維持を進め、「持続可能な公
共交通」の実現を目指すことが重要 
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④日常生活における
移動の「範囲」を考
慮する 

・一つの市町村の範囲に固執せず、日常生活における移動の「範囲」を十
分に考慮した上で公共交通のネットワークを考えることが必要 

⑤「本当の利用者」を
見極める 

・「利用しない利用者」に埋もれがちな、「本当の利用者」を見極めることが
重要 

⑥継続的に見直しを繰
り返す 

・取り組みを始めたあとも継続的に状況を確認し、必要に応じて見直しを繰
り返していくことで、より良いものにしていくことが重要 

⑦多様な主体が協働して
取り組みを進める 

・住民･利用者なども含めた多様な主体が協働して取り組みを進めていくこ
と、住民が主体となった取り組みを積極的に促進･支援していくこと、地域
公共交通に関係する様々な人･組織を「巻き込んでいく」ことなどが重要 
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Ⅲ．地域公共交通を計画する検討手順 “本編” 
p.17～21 
です。 ●地域公共交通を検討する際のポイント 

①地域の中で公共交通
が「果たすべき役割」
を考える 

・「上位計画」などで示される地域の「将来像」実現に向けて、地域公共交
通が「果たすべき役割」を把握・整理し、計画に反映させていくことが重
要 

②地域公共交通の「全
体像」を考える 

・「特定の公共交通機関」や「特定のエリア」だけに着目するのではなく、
地域公共交通の「全体像」を見据えながら、包括的な課題等の改善や
「将来像」の実現を考えていくことが重要 

③「まちづくり」等との連
携や相乗効果などを
考える 

・「まちづくり」などの視点から公共交通の持続可能性向上を考える一方
で、地域公共交通の取り組みにより「まちづくり」を後押しするなど、関
連分野との連携による「相乗効果」も視野に検討していくことが重要 

④地域公共交通の課題
を十分に見極める 

・効果的な対策の立案に向けては、現状の公共交通の課題はもちろんの
こと、将来像実現の視点からみた課題などについても十分に見極める
ことが重要 

⑤計画の評価・見直し
のサイクルを構築する 

・ただ漫然と計画通りに取り組
みを実施していくだけでは不
十分であり、定期的・継続的
に計画の進捗状況や効果の
発現状況などを確認・評価し、
必要に応じて取り組みの追加
や変更を検討する「PDCAサイ
クル」を構築することが重要 



4 

Ⅲ-１ 地域公共交通に関する計画 

・「地域公共交通網形成計画」⇒地域公共交通の“あり方”などを示す『マスタープラン』 
・「地域公共交通再編実施計画」 
  「生活交通確保維持改善計画」など 

⇒ 
マスタープランで示された“あり方”を実現化していくため
の『アクションプラン』 

●『上位計画』で示されて
いる「地域が目指す将
来像」などと整合が図ら
れていることが必要 

●『関連計画』との整合
や連携を考えることも
重要 

“本編” 
p.22～25 
です。 

●計画相互の整合にも十
分な配慮が必要 



Ⅲ-２ 地域公共交通についての検討の進め方 

①検討の基礎となる情
報をしっかりと収集 

②地域に住んでいる人たちの移
動特性や地域公共交通に対
するニーズなどを把握・分析 

③上位計画・関連計画などから
地域の「将来像」やその実現
に向けて地域公共交通が
「果たすべき役割」を整理 

④現状や「将来像」なども
踏まえながら課題等を
見極め 

⑤課題を踏まえて基本方
針や目標などを検討・設
定 ⑥課題を解決し、目標を達

成するために必要な施
策を検討して計画を策
定 

⑦目標達成のために必要
な関連分野での取り組
みを検討 

⑧施策の実施に向け
たより具体的な計
画を立案 

“本編” 
p.26～34 
です。 
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Ⅲ-３ これまでの計画を見直す場合の検討の進め方 

・これまでの計画を見直す場合は、「PDCAサイクル」を念頭に、まずはこれ
までの計画を検証し、その結果を次の計画に反映させていくことが必要 

①これまでの計画に基づ
いて実施された施策など
を確認 

②計画策定以降の上位・関連計
画における地域公共交通の位
置づけや、地域公共交通を取
り巻く状況の変化などを整理 

③これまでに実施された施策等の
効果や、計画策定以降の課題
の変化などを整理 

④見直しの方向性を検討し、新た
な計画を策定 

※新規に計画を策定する場合と
同様の進め方で見直しを検討 

“本編” 
p.35～37 
です。 
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“本編” 
p.38～45 
です。 

Ⅲ-４ 現状や利用状況・ニーズなどを把握する方法 

（１）地域の現状や公共交通の利用状況などを把握する方法 

・現状やニーズを把握する方法には様々なものがあり、多大なコストを要する場合
もあるため、目的を明確にして最適な方法を選択することが重要 

（２）移動特性やニーズなどを把握する方法 

①既存資料等の活用 
 ・既存の統計資料などから整理できること（人口分布、施設立地、バス等のルート・ダイヤ・運賃・ODなど） 

 ・交通事業者などから提供してもらう資料（系統別の便数・営業キロ、利用状況、収支状況など） 

②現地踏査 
 ・特に、他の交通手段と乗り継ぎが行われる「交通結節点」などは現地を確認することが重要 

③利用実態調査（乗降調査） 
 ・調査員がバス等に乗り込み、利用状況や利用者の属性、利用上の問題点等を把握 

 

①アンケート調査・聞き取り調査 
 ・地域住民の普段の外出状況や移動の特性、
地域公共交通に対する意識などを把握 

 ・外出の目的地となる施設等（病院、商業施
設など）で聞き取り調査を行う方法も有効  

②ヒアリング調査 
 ・交通事業者や運転手、社会福祉協議会な
どの関係機関から直接話を聞くことで、地
域公共交通の問題点の概略などを把握 

③地域懇談会・意見交換会 
 ・重点施策の実施地区など（新たに乗合タク
シーの導入を検討する地区等）で、アンケ
ート調査などではつかみきれない地域の
詳細な意向等を掘り下げて把握 

④短期間の実証実験 
 ・施策の効果やクリアすべき課題等を検証し、
本格運行の可否判断等に活用 

 ・新たな地域公共交通に関する認知度向上
や利用促進にもつながる可能性 



Ⅳ．地域公共交通への取り組みの“勘どころ” “本編” 
p.46～49 
です。 ●地域公共交通への取り組みを考える上でのポイント 

①効果的なネットワーク
の構築を考える 

・異なる公共交通機関相互や、同じ公共交通機関の中で、できるだけ円
滑に、不便感・抵抗感なく乗り継ぎできる環境を整えることで公共交通
を一体的な「ネットワーク」としてより効果的なものにしていくことが重要 

②地域公共交通の「狙
い」を明確にする 

・地域のどのような移動を支えるのか、地域公共交通の「狙い」を明確に
した上で、その特性に応じた取り組みを実施していくことが重要 

③さまざまな取り組みを効
果的に組み合わせる 

・様々な取り組みを効果
的に組み合わせ、施策
を総合的に展開してい
くことで持続可能な地
域公共交通体系の構
築を推進していくことが
必要 
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・見直しには、大きく「ダイヤやサービス
水準の見直し」と「ルートや起終点の
見直し」の２つの方法 

・利用者が極端に少ないケースなどで
は、運行形態の変更なども含めた抜
本的な見直しが必要となる可能性 

“本編” 
p.50～59 
です。 

①ダイヤやサービス水準の見直しを考える 
 ・利用者のニーズにあったダイヤ設定になっているか確認（乗り継ぎ利用にも配慮） 
 ・もう一歩先のダイヤ見直し（需要が比較的少ないケースや、比較的多いケースでは、ダイヤ設
定に工夫の余地） 

②ルートや起終点の見直しを考える 
 ・ルートの効率化により地域公共交通サービスを向上（「幹線」と「支線」の役割分担を明確にす
ることなどで効率化を実施） 

 ・個別のルートの見直しにより利用者ニーズの変化などに対応（現状の運行ルートが地域の特
性や利用者のニーズと合致しているかどうか確認し、必要に応じて見直し） 

③運行形態を含めた抜本的な見直しを考える 
 ・現状の地域公共交通ネットワークが移動ニーズと大きくかい離している、財政負担の増大によ
り現状の運行形態を維持することができない、などといったケースでは、運行形態の変更や市
町村全域でのネットワークの再編などの“抜本的”な見直しの可能性も考えることが必要 

Ⅳ-１ 今ある地域公共交通サービスを改善する 
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“本編” 
p.60～90 
です。 ●必要な地域公共交通サービスの確保を考える上でのポイント 

①まずは今ある地域公
共交通を有効に活用
することを考える 

・まずは今ある地域公共交通サービスを見直し、既存の交通事業者な
どに最大限の力を発揮してもらうことを考えることが必要 

・既存サービスの見直しで対応できない場合は、新たなサービスの導入
や、地域にあるその他の移動手段の有効活用を検討 

②地域の特性や需要に
あった運行の「形態」
を考える 

・地域の状況や利用者の特性、需要の大きさなどを踏まえて、多様な
「運行形態」から最適なものを選択することが重要 

・『デマンド交通』は必ずしも地域公共交通の“万能薬”ではないため慎
重に検討することが重要 
・移動需要が極端に少ないエリアなどでは、タクシー利活用の可能性も 

③見直しや撤退のルー
ル化を考える 

・運行開始前の段階等であらかじめ利用が少ない場合の「見直しルー
ル」などを定め、住民等と合意形成を図っておくことが有効 

・既存の地域公共交通サービスの見直しを考える場合でも、すぐに廃止
等を行うのではなく、基準を定めた上で一定の猶予期間を設定し、改
善が見られなければ廃止するといった方法も検討 

・利用者が一定数を上回った場合には増便を検討するなどの「プラス
面」のルールを設定することも検討 

④部分的・段階的な取り
組みの実施を考える 

・何か新しい取り組み等をはじめる場合、最初から対象地域全体で“完
成形”を目指すのではなく、部分的に導入・実施してみて取り組みの効
果や課題を見極め、必要な見直しを行った上でエリアを拡大していくこ
とも考える必要 

Ⅳ-２ 必要な地域公共交通サービスを確保する 



①運行形態を考える 
 ・主として、「ルートをどうするか」、「ダイヤをどう
するか」の２つのポイントの組み合わせで運行
形態が決定 

 
 
 
 
 
 

 ・組み合わせによっては利用する際に事前予約
が必要な『デマンド交通』に 

 
②具体的なルートやダイヤ・運賃を考える 

 ・地域の人たちの移動ニーズを踏まえて検討 
 ・他の系統や交通機関との連携・役割分担によ
り、一体的な「ネットワーク」で対応（一つの系
統等で全てのニーズに対応することは困難） 
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・ここでは、以下に示す４つのポイントから新
たな地域公共交通サービスの導入を検討 

③使用する車両を考える 
 ・１便あたりの“最大乗車人数”を想定し、それに
見合った車両を導入することが基本 

 ・道路状況や転回場所の有無・広さなどによって、
使用できる車両が制限されるケースも 

 ・大きすぎる車両の導入は収支悪化に直結 

④運営の方法を考える 
 ・「安全の確保が最優先」であり、道路運送法第

4条に基づく運行を考えることが基本 
 ・その他の方法としては、道路運送法第78条に
基づく「自家用有償旅客運送」も（様々な制約
があることに留意） 
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“本編” 
p.91～94 
です。 

（１）交通結節点の機能を高める 

（２）乗り継ぎに対する不便感・抵抗感を軽減する 

・地域公共交通が一体的な「ネットワーク」として十分に効果を発揮する
ためには、公共交通機関相互の連携強化が不可欠 

・地域公共交通の有効活用に向けては、自家用車や自転車などとの乗り
継ぎ利用も視野に、総合的な交通体系の中での「交通結節機能」の向
上も重要 

 ・乗り継ぎが頻繁に行われる駅・バス停など、いわゆる「交通結節点」の環境を整え、乗り継ぎ利
便性の向上を図っていくことが重要 

 ・利用者の乗り継ぎに対する不便感・抵抗感の軽減を図っていくことを考えることが重要 

乗り継ぎに便利な乗
り場の改善 

・乗り継ぎ場所を近接化・案内誘導の充実等による移動負荷の軽減・分かりやすさ向上 
・移動経路に屋根を付けることによる快適な乗り継ぎ環境の整備 など 

パーク＆ライド、サイ
クル＆ライドの工夫 

・駐車場事業者や大型商業施設などと連携したパーク＆ライド 
・拠点バス停への駐輪場の整備などによる自転車との連携強化 など 

異なる交通事業者間
の連携 

・異なる交通事業者間の連携による相互での連絡切符の販売や時刻表の統一 など 

乗り継ぎに便利なダ
イヤ設定 

・広域的な移動手段、幹線交通、支線となる交通相互のダイヤ調整 など 

乗り継ぎに関する情
報の提供 

・主要な駅・バス停や、公共交通車内での乗り継ぎ情報の提供 など 

乗り継ぎ割引 ・バス同士やバスと鉄道の乗り継ぎに対する割引運賃の導入 など 
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Ⅳ-３ 地域公共交通サービスの連携を強化する 



・できるだけ多くの人に地域公共交通を利用してもらうためには、「利用を
阻害する要因」や「利用が敬遠される要因」の改善を図り、誰にとっても
「使いやすい」環境を整えていくことも非常に重要 

 ・高齢者・障がい者だけではなく、誰にとっても使いやすい（＝ユニバーサルデザイン）公共交通の
実現に向けて、 利用を阻害する「バリア（障壁）」をできるだけ緩和していくことが重要 

 ・地域公共交通を使いやすい環境を整えていく上では、利用が敬遠される公共交通特有の要因を
改善していくことも考えることが必要 

駅・バス停などのユニ
バーサルデザイン化 

・高齢者や車いす使用者、ベビーカー使用者等でも利用しやすい駅・バス停などの環
境づくり など 

鉄道・バス車両等のユ
ニバーサルデザイン化 

・ノンステップバスやワンステップバスなどの「低床バス」の導入 など 

バス待ち環境の改善 
・バス停へのシェルターの設置 
・商業施設・医療施設内でのバス待ち場所の確保 など 

バスロケーションシステ
ムの導入 

・IT技術を活用したリアルタイムなバス運行情報の提供 など 

PTPS（公共車両優先シ

ステム）やバス専用・優
先レーンの設定 

・公共交通を優先した信号制御システムの導入 
・曜日・通勤通学時間帯等に限定したバス専用・優先レーンの導入 など 

“本編” 
p.95～97 
です。 

（１）利用を阻害する要因を改善する 

（２）利用が敬遠される要因を改善する 
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Ⅳ-４ 地域公共交通を使いやすい環境を整える 
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“本編” 
p.98～118 
です。 ●利用促進を考える上でのポイント 

①利用に至るまでの「ス
テップ」を考慮する 

・公共交通の利用に至るまでにはいくつかのステップが存在 

・このようなステップを考慮し、それぞれのステップに応じた利用促進策
を戦略的に実施していくことが重要 

②利用促進に向けた「ターゲット」を明
確にする 

・効果的・効率的な利用促進策の実
施のためには、利用促進策の『ター
ゲット』を明確にすることが重要 

・まずは、より高い利用促進効果が
期待できる“利用者属性”や“エリ
ア”に着目して取り組みを実施し、
その後順次ターゲットを拡大してい
くような進め方が妥当 

③多様な主体の協力による利用促進
を考える 

・企業・学校・商業施設・医療施設な
ど、公共交通での移動の目的地と
なるような多様な主体の協力による
利用促進も検討 

Ⅳ-５ 地域公共交通の利用を促進する 
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（１）興味を持ってもらう！ 

（３）実際に利用してもらう！ （４）利用を続けてもらう！ 

（５）番外編 

 ・ネーミングの工夫 
 ・車体デザインの工夫 
 ・バス停・駅名などの工夫 
 ・市報などによる継続的な広報 
 ・イベントの開催 
 ・将来の利用者を育てる取り組み 

①利便性を高める！  
 ・バス待ち環境の改善 
 ・乗降の改善 
 ・フリー乗降の実施 
 ・バスロケーションシステムの導入 
 ・PTPSやバス専用・優先レーンの設定 
 ・異なる交通事業者の連携 
 ・乗り継ぎに便利な乗り場の改善 
 ・乗り継ぎに便利なダイヤ設定 
 ・乗り継ぎに関する情報の提供 
 ・乗り継ぎ割引 
 ・パーク＆ライド、サイクル＆ライドの工夫 

②割高感の軽減を図る！ 
 ・ファミリー世帯への特典 
 ・定期券利用者への優遇 
 ・お得な乗車券の販売 
 ・利用頻度に応じたインセンティブの付与 
 ・土日祝日限定の料金設定 
 ・自動車運転免許自主返納者への特典 
 

①利用満足度の向上を図る！ 
 ・利用者の負荷軽減、付加価値の提供など 

②公共交通を支える意識の醸成を図る！ 
 ・危機意識、マイバス・マイレール意識の醸成 

③クルマを“かしこく”使ってもらう！ 
 ・モビリティ・マネジメントなど 

●乗ること自体を目的に！  
 ・イベント列車など 
 ・地域の貴重な“資源”として活用 

（２）利用しようと思ってもらう！ 

 ・公共交通マップの作成 
 ・ポケット時刻表やマイ時刻表の作成 
 ・ホームページや携帯サイトでの情報提供 
 ・読みやすく、わかりやすい時刻表と路線図の工夫 
 ・わかりやすい系統のネーミングや番号の統一 
 ・複数の事業者の時刻表、路線図、バス停の共有化 
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“本編” 
p.119～123 
です。 

・公共交通事業の経営環境や、自治体の財政
状況は厳しさを増してきており、公共交通事
業の経営改善を図っていくことが急務 

・経営改善に向けては、「増収」と「費用削減」
の２つのアプローチが考えられるが、ここでは
以下の３つの視点から、収支の改善を検討 

（１）運賃の見直し 

 ・公共交通事業の主な収入源は運賃であるため、
収支改善を検討する際は、まずは現在の運賃
が適切かどうかを考えることが必要 

 ・「運賃見直し＝値上げ」ではない。「値下げ」に
より利用者数が増加し、収支改善につながる
可能性も 

（２）営業外収入による増収の工夫 

 ・運賃収入だけでは事業の維持が困難な場合や、サービス向上に向けた取り組みを進めるため
の原資が必要な場合などは、営業外収入（副収入）による増収策も検討 

 ・例えば、バス車体･バス停などの「広告媒体」としての活用、関連グッズの販売、小荷物運送等 

（３）「安上がり」な運行などの工夫 

 ・地域公共交通の運行の中で、「安上がり」に行うための様々な取り組みが進められてきており、
こうした工夫を地道に積み重ねることで、公共交通事業の経営改善につながっていくことが期
待 

 ・例えば、バス停表示の路面へのスプレー書きなど 

Ⅳ-６ 地域公共交通の収支を改善する 
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Ⅴ．地域公共交通に対する検討や取り組みの体制 “本編” 
p.124～126 
です。 ●検討・取り組みの体制を考える上でのポイント 

①地域のみんなで考え、
役割を分担しながら
取り組みを進める 

・地域に合った公共交通を実現していくためには、関係者が一丸となって
検討し、役割分担をしながら取り組みを進めていくことが基本 

・検討段階から様々な関係者が参画して一緒になって検討し、取り組み
を進める「場」を設けることが重要 

②安全の確保が最優先 

・地域公共交通を検討する際、最も優先して気
を付けなければならないのは「安全の確保」 

・プロである交通事業者に行ってもらうのが最
善 

③地域が主体となった取り組みを促す 

・最適な地域公共交通を実現していくためには、
地域に住む人たちが自ら主体的に考え、行動
することがポイント 

・市町村は地域主体の取り組みを積極的に支
援していくことが必要 
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“本編” 
p.127～141 
です。 

Ⅴ-１ 検討・取り組みの体制を整える 

（１）検討・取り組みの体制と役割分担 

（２）地域公共交通について協議する“場” 

・地域が抱える公共交通の問題は、そこで暮らしているみんなの問題 

・多様な主体が連携・協働して問題を共有化し、アイデアを出し合って検
討・役割を分担しながら取り組みを進めていくことが基本 

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定協議会 
・道路運送法に基づく地域公共交通会議 
・補助金交付要綱に定める協議会   など 

①市町村や県は検討・取り組みの旗振り役 
・検討・取り組み体制の中の「旗振り役」として中心的な役割を担う「リーダーシップ」を発揮 

②交通事業者は地域公共交通をより良いものにしていく「パートナー」 
・早い段階から積極的に情報交換するなどのコミュニケーションを図り、理解し合うことが重要 

③地元住民とのパイプ役の自治会長さん、区長さん 
※自治会長さんや区長さんの意見が必ずしも公共交通利用者の意見等は限らないことに注意 

④学識経験者は中立的な立場のコーディネーター・アドバイザー 
・公共交通を地域にとってより良い方向に進めるための提案や技術的な助言 

⑤普段から相談できる相手を増やす 
・交通事業者や学識経験者、県・運輸支局など 

⑥番外編：民間コンサルタントを活用する 
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“本編” 
p.142～148 
です。 

Ⅴ-２ 地域で公共交通を支える 

・地域公共交通の維持・改善を図っていくためには、交通事業者や行政、
利用者だけではなく、“地域全体”として公共交通を支えていく意識が
必要 
・また、地域自らが公共交通の検討や運行に主体的に関わる例も 

（１）公共交通の運行を地域で支援する 

①収支の改善などに寄与する支援 
 ・公共交通沿線の世帯等が回数券等を購入する支援 
 ・商店街や商業施設、病院などが協賛金や赤字補填の形で運行を支援 
 ・市民団体や企業から車両やバス停などを寄付してもらうなどのハード面での支援 など 

②公共交通を地域で支える “機運”を高める取り組み 
 ・駅周辺や車内の飾りつけなどに対する地域住民の協力 など 
 ・地域公共交通に対する愛着、マイバス・マイレール意識の醸成や、地域公共交通のイメージア
ップ、利用促進につながることも期待 

（２）地域が主体となった取り組みをサポートする 

 ・最近では、各地で地域が主体となった取り組みがみられるようになってきたが、市町村は交通
事業者などとも協力しながら、こうした取り組みを積極的に支援し、バックアップしていくことが
必要 

 ・具体的には、検討段階でのノウハウの提供や、法的な手続きの支援・代行、初期投資の助成、
交通事業者との仲介など 

 ・支援策を条例などによって制度化することで、地域主体の取り組みの機運を高めていくことも
有効 
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