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今 お話 内容今日のお話の内容
１ 「地域のおでかけ」を支える公共交通の現状１． 「地域のおでかけ」を支える公共交通の現状

２． 公共交通の課題と考え方の転換の必要性

３． 考え方の変え方とその実践例

４ どうすれば公共交通が使えるものになるか４． どうすれば公共交通が使えるものになるか

～ やるべきことと各当事者の役割について
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１． 「地域のおでかけ」を支える

公共交通の現状
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公共交通の現状（1970年を100とした輸送人員の指数）
※「自動車」の1985年以前は軽自動車を含まない （データ出所：国土交通省資料）

４０年でクルマは２倍以上⇔バスは半分以下（ピークの４割）
【バス】佐賀：1975年の2割 ⇔ 福岡：6割 全九州：5割
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現実とよくある誤解現実とよくある誤解

（１）バス会社は（独占で）もうかっている？（１）バス会社は（独占で）もうかっている？

→ 経営再建事業者の増加（私的整理、再生機構支援など）

＝もうかっていればこうなるはずがない＝もうかっていればこうなるはずがない

＝ バス会社が積極策を打てなくなった時代背景

（２）規制緩和のせいでバス・鉄道は廃止？

退出は自由になったが、だから増えたわけではない

辞められず⇒我慢⇒限界＝これが規制緩和時に一致

◎限界まで依存・放置

＝ 誰も何もしなかったことの結果としての退出誰も何もしなかったことの結果としての退出
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バス会社の経営状況（全国の傾向）
1km輸送したときの、収入（左）と費用（右）の比較
規制緩和の前後１０年で、収入・支出とも２割近く減少
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【事業者の経営状況】経営破綻・再建に至った事業者の例

時期 会社名 地域 経営再建の流れ・破綻後の対応

2004 01 京都交通 京都府北部

民事再生

→京阪京都交通＜京阪バス傘下＞・2004.01 京都交通 京都府北部 →京阪京都交通＜京阪バス傘下＞・
京都交通＜日本交通傘下＞）へ

2004.11 関東自動車 栃木県
産業再生機構支援（～2005）

みちのり 傘下
関東自動車 栃木県

→2012.4～みちのりHD傘下へ

2007（2008) 茨城交通 茨城県
07に私的整理、08に民事再生。
→経営競争基盤（みちのりHD）傘下へ経営競 （ り ）傘

2007.03 中国バス株式会社 広島県
民事再生→両備ホールディングス傘下
へ（株式会社中国バス）

私的整理
2008.04 福島交通 福島県

私的整理

→経営競争基盤（みちのりHD）傘下へ

岩手県北自動車 岩手県北部
民事再生

2009.7 岩手県北自動車 岩手県北部
民事再

→経営競争基盤（みちのりHD）傘下へ

2010.12 会津乗合自動車 福島県西部 企業再生支援機構による支援

2012.10 井笠鉄道 岡山県北部 破産処理、バス路線廃止（一部中国バ
スが引き継ぎ）
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時期 会社名 地域 経営再建の流れ・破綻後の対応

わさきグ プ傘 事業再編1998 林田バス 鹿児島県 いわさきグループ傘下へ、事業再編で
現・いわさきバスネットワークへ

2001 いわさきグループ
鹿 島

鹿児島県
グループを再編

2001
（鹿児島交通ほか）

鹿児島県
2006年産業活力再生法の支援

2002.10 東陽バス 沖縄県 倒産。経営再建中。

民事再生 第 交通産業傘下 （那2003.06 那覇交通 沖縄県
民事再生→第一交通産業傘下へ（那
覇バス）

2003.08 九州産業交通 熊本県全域 産業再生機構→HIS支援

2005.01 宮崎交通 宮崎県全域 産業再生機構→地元企業・西鉄等

2005 01 大分バス 大分県南部
私的整理→近鉄撤退、地元企業・県・2005.01 大分バス 大分県南部
西鉄等

2005.05
（1994）

琉球バス 沖縄県
民事再生→自主再建断念→営業譲
渡・清算→第一交通産業傘下へ（琉

（1994）
琉球 沖縄県 渡 清算 第 交通産業傘下 （琉

球バス交通）

2008.11 熊本電気鉄道 熊本県北部 私的整理、再建中

2008.12 西肥バス 長崎県北部 経営破綻ではないが、金融支援を受
けての事業再生（２度目の再建）。
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乗合バスの休廃止の現状乗合 スの休廃止の現状
許可の取り直しなどの影響もあり

規制緩和後に休止廃止が増えたとは言い切れない
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共交通 課題と２． 公共交通の課題と

考え方の転換の必要性考え方の転換の必要性
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ここで理解していただきたいことここで理解していただきたいこと

（１） 公共交通に乗らない本当の理由

（２） 制度が変わっていることの理解（ ） 制度 変わ る 理解

（３） 「常識」が「非常識」になっていること

（４） 何がハードルなのか（４） 何がハ ドルなのか
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公共交通（とくにバス）自体のサービス低下は確かだが・・公共交通（とくにバス）自体のサ ビス低下は確かだが

＋ 結局は乗る生活をしなくなったから（習慣？）

①「公共交通に乗る」行動パターンでなくなっている

次のスライド参照＝乗れないｏｒ乗らない方が便利次のスライド参照＝乗れないｏｒ乗らない方が便利

② 「ネット化」「カーナビ＋オートマ」の進展

⇔ 調べないといけない交通機関は「面倒」なだけ

③ 『利用しない「利用者」』 ＞ 真の「利用者」③ 『利用しない 利用者」』 ＞ 真の 利用者」

「利用者」と言っている人の大多数が利用しない現実

利用する気はさらさらな 本当 使う人が減少利用する気はさらさらない ⇔ 本当に使う人が減少
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公共交通を「使わない」「使えない」利用者・・・公共交通を「使わない」「使えない」利用者

「利用者」と思っていた層は実は使っていない現実
「学生と高齢者 「通勤通学 という固定観念・ 「学生と高齢者」「通勤通学」という固定観念

→ これらには既に対応できていない路線とダイヤ
（課外授業 部活動 施設の移転 勤め先の郊外化など）（課外授業、部活動、施設の移転、勤め先の郊外化など）

・ 「病院と買い物」ダイヤで観光へ対応？

→ 病院・商業施設の郊外移転 vs 「中心部ー郊外」路線→ 病院・商業施設の郊外移転 vs 「中心部ー郊外」路線
送迎サービスの普及で通院客流れる現状
通院時間 ≠ 観光時間帯 という常識通院 観光 帯 う 識

・ 観光客・外来者への対応

ネット世代に「地元人が分かれば」は通用せず
「アシがなくて生活できない学生」の問題

・ 定期も回数券も自由に買えない

← 高速バスはコンビニで買えることとの差
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これらを見てどう思いますか・・・れ を見 う思 ます

空港行きはまとめていてわかりやすいが空港行きはまとめていてわかりやすいが
⇔

一部時刻表は破損、最終目的地が不明
（地元人しか乗らな なら すが）

某先進地の事例です

（地元人しか乗らないならいいですが）

某先進地の事例です
記号の意味が不明。。。
どこを通るかわからない
くらかかるかもわからな
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こんな路線図・時刻表を作っていませんか？
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こんな路線図・時刻表だったらどうでしょうかこんな路線図 時刻表だったらどうでしょうか
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これはどうでしょうこれはどうでしょう

わかりやすい乗り場のナンバリング
時刻表は同じ様式でも この路線図で最終目的地がわかりやすい！時刻表は同じ様式でも、この路線図で最終目的地がわかりやすい！
地元人以外ならば余計にありがたい（運賃がないのは不満だが）

欲を言えば、路線番号・系統等のカラー化を

2012/12/17(MON) 2012佐賀支局研修（ⓒ大井＠大分大） 17

（空港行きの行き先番号を飛行機マークにしている例も）



（２）制度の転換について理解を
（ポイント１） 「事業者お任せはダメ！」

◎これまでの事業者と自治体の関係◎これまでの事業者と自治体の関係
自治体 ＝ 補助金の申請主体にすぎない
事業者 運行主体 計画主体 経営主体事業者 ＝ 運行主体、計画主体、経営主体

・・・ 事業者に実際はお任せ、でも問題なかった

◎2007年「活性化・再生法」のもたらしたもの
自治体 ＝ 計画主体、経営主体（、運行主体）
事業者 ＝ 自治体の計画支援、運行主体事業者 自治体 計画支援、運行主体

・・・ 自治体（もっというと住民）が自分で作らない
といけなくなった
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制度が変わってわかったこと（？）度 変

確かに運行に関する制度もノウハウもある

制度の範囲内での事業環境維持はできた制度の範囲内での事業環境維持はできた

↓
☞ただ すべてとは言わないが・・・☞ただ、すべてとは言わないが

交渉術のなさ： バス廃止時にいきなりレッドカード

環境変化への適応力が弱い：開発提案ができない環境変化への適応力が弱い：開発提案ができない

被害者意識が強い（守ってもらうことしか考えてない）

マ ケティング力の不足（というか欠如）マーケティング力の不足（というか欠如）

・・・要は「市場の実態をつかんでいない」典型だった

事業者も行政 住民も賢くなる必要があります⇒ 事業者も行政・住民も賢くなる必要があります
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（２）制度の転換について理解を
（ポイント２）すべての主体に責任がある①

◎制度変更⇒自治体の業務・責任増加 は事実だが・・・◎制度変更⇒自治体の業務 責任増加、は事実だが
① 法制度が変わったことの意味
•道路運送法の改正（規制緩和）
「事業者依存はダメ」というメッセージ
＋ 「使う人も考えるべき」というメッセージ【重要】
事業者 参 撤退 自由が認められ る事業者：参入・撤退の自由が認められている
・・・ 行政が守って当然、ではないというメッセージ
⇒努力しなければ潰されるし 守る必要はない）⇒努力しなければ潰されるし、守る必要はない）

• 交通基本法案の含意
「すべての主体に責務」が重要なメッセージ「すべての主体に責務」が重要なメッセ ジ

• 「交通権」の誤解 ←一部の学者と国会議員の責任
義務のない権利はない
権利保障の先行はナンセンス ・・・権利乱用を生む
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（２）制度の転換について理解を
（ポイント２）すべての主体に責任がある②
② 活性化再生法以後の検討スキーム

地域 共交通会議 バ 有償輸送協議会 本来 意味＝ 地域公共交通会議・コミバスや有償輸送協議会の本来の意味

【メンバー構成；とくに住民をいれることを義務付けた意味】
「住民も考える義務・維持する責任がある」ことを明文化「住民も考える義務 維持する責任がある」ことを明文化

（公的にクレームを出す地位を渡したのではない）

【制度の本来の意味】【制度の本来の意味】
地域合意があれば「特区」的に何でもやれるように
価格、増便などのサービス改善、失敗前提の実験もできる

既存バスネットワークの改善ができる（をすべき）会議
コミバス・デマンドの会議、廃止の時だけの協議会ではない
事業者が積極活用してこそ有意義（資金バックアップも可能）事業者が積極活用してこそ有意義（資金バックアップも可能）

⇒ すべての主体に責任があることを理解すべき
努力しない事業者・地域は放置、守られない制度
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（３）「常識」が「非常識」になる可能性
① 地域の問題と交通の関係

過疎地だけでなく団地も「限界集落」化は目前に過疎地だけでなく団地も「限界集落」化は目前に

郊外型ショッピングセンターも将来安泰ではない
現在の「現役」の生活パターンには対応現在の「現役」の生活パタ ンには対応

→ 競争激化で淘汰の時代：いつまであるかわからない

生活に支障をきたしている状態：買物、医療、コミュニティ・・・生活に支障をきたしている状態 買物、医療、 ミ ティ
⇔ いまさら移転はしたくない、できない

何か整備してくれる見込みが薄い（「あきらめ」へ）

⇒ ◎ 地域の生活の質（QOL）を高める必要あり
⇒ 生活機能「へ連れていく」のか機

生活機能「を持ってくる」のか の選択になる
・・・ 交通を整備すればいいというものではない

住民がどちらを選ぶかで、何を整備すべきか変わる
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タクシーより高くバスより不便な「コミュニティ交通」？タクシ より高く スより不便な ミ ティ交通」？
システムを入れたために一人1,400円かかる現実
路線網は分断、ネットで探しても見つからない情報
不安定な事業者、いつまで続くかわからない

事業者の負担する「固定費用」の意味は重要事業者の負担する「固定費用」の意味は重要
たしかに見た目は高いですが・・・「固定費用」でやっていること
地域全体（≠単一市町村）の路線ネットワーク維持地域全体（≠単 市町村）の路線ネットワ ク維持

→ 単一路線だけ運営できれば良いのではない
地域の雇用維持： バス会社は地域の重要な雇用

⇒ 地域全体の維持費用と考えると高くはない！
特に失業へのコストはバスの維持費以上に高い・・・特に失業へのコストはバスの維持費以上に高い
境を越えた移動をカバーできるのは実は既存のバス
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（ ）問題を解決するため ド ①（４）問題を解決するためのハードル①

• 事業者• 事業者

自前で経営改善する体力ない＝行政依存が抜けず

「営業」が不十分（廃止の際にいきなりレッドカード）

• コンサル・有識者

交通に関する知識が不十分 ＯＲ 知識が現場と遊離

しかし、ノウハウを勉強するところがない、 ウ ウを勉強する な

成功体験依存・成功例をコピーしてしまうことの恐ろしさ
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（ ）問題を解決するため ド ②（４）問題を解決するためのハードル②

自治体（＋議員）• 自治体（＋議員）
お金がない、人がいない、ノウハウがない

事業者任せの体質が抜けない

隣のマネ、総花的、全ニーズに応える、の悪癖

• 住民（＋議員）住民（＋議員）
「税金を払ってるからサービスして当たり前」意識

自分の問題として考えない：考える動機・誘因がない自分の問題として考えない：考える動機 誘因がない

⇒ 「最後は面倒見てくれる」（＝行政依存）の思想
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『本当 「利用者 』 とは『本当の「利用者」』 とは？

週１回 月数回必ず使う週１回、月数回必ず使う
「あることにありがたみを感じる」
よほどでなければクレ ムをあげないよほどでなければクレームをあげない
（もっといえば）残すために自分たちで努力する（理想）

↓↓
◎ こういう人の声をしっかり聞くことが大事です
＝これを聞く唯一無二の方法： 「自ら乗って話を聞くこと」＝これを聞く唯 無二の方法： 「自ら乗って話を聞くこと」

［補足］大分市の「新コミュニティ交通」（2012 4～）［補足］大分市の「新コミュニティ交通」（2012.4 ）
→「本当の利用者」のみで組織する「検討会」制度導入
＝ 『利用しない「利用者」』が強すぎて、その声を反映した増便実『利用しな 利用者」』が強すぎて、その声を反映した増便実
験の反省
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一番のハードル？：住民といっても･･･番のハ ドル？：住民といっても
実は 『利用しない「利用者」』 だらけ

協議会等の参加住民 「地域代表 「住民代表 だが•協議会等の参加住民：「地域代表」「住民代表」だが
（実態）バスの会議にクルマで来て何とも思わない

平気 「バ なんか使 た とな平気で「バスなんか使ったことない」

•パブコメ・公聴会の参加住民：関心は高いが
「（実態）自分に関係するところに対する「クレーマー」

クレームは挙げるが、責任は取らない

住 表 議員 首 心高 意 くが•住民代表としての議員・首長：関心高い、意見は聞くが
（実態）自分に関係するところに対する「クレーマー」

バスの利用者数は関心ない、関心あるのは「票」

→ 「自ら乗って話を聞くこと」でこれらは排除できます
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Ｘ市の地域交通シンポジウムで出た意見Ｘ市の地域交通シンポジウムで出た意見
・・・本気で考えているのでしょうか？
現ＪＲ駅や旧廃線の道路を主線として 旧町庁舎を起点とする ミ テ バスの運行＊ 現ＪＲ駅や旧廃線の道路を主線として、旧町庁舎を起点とするコミュニティバスの運行。

又現在のように、地域から一旦Ｘバスセンターに来て、そこから、乗り換えていくのでは、時
間がかかり運賃もかさむことから、主線、支線の連携をうまく工夫して諸施設にダイレクトに
行けるような路線を実現するべきである行けるような路線を実現するべきである。

＊ バスセンターを中心に放射線状にコミュニティバスを運行せよ。

＊ 重点公共施設を結ぶ路線を計画すべし。例えば、Ｐ駅～Ｑ駅～労災病院～Ｒ高校～市内
(市役所、駅)。(市役所、駅)。

＊ 旧市・町を結ぶ広域運行をする事。Ｍ駅、総合高校等も含めて考える事。

＊ Ｓ方面から市営プールに行けない。労災病院、済生会病院、せき損センター等を結ぶ路線。
国道Ｔ号線には、バスを通すべし。国道 号線には、 スを通す し。

＊ 廃止路線沿線の住民は非常に困難している。高齢者の病院行きや買い物などに配慮した

ふれあいバスの運行が必要である。特に、広域的な循環コミュニティバスで病院、公共施
設、商業地を結ぶことが必要。

＊ 独占企業であるＡは、もっと住民の為の経営をして欲しい。

＊ Ｂのバス停は路線バスのみであるが、Ｃ行きの高速バスが止まれば、Ｂの人達が路線バ

スに乗り換えなくてすむので便利になる。そうすれば、Ｂの住宅団地に住みたいと思う人が
増えるのではないか増えるのではないか。

2012/12/17(MON) 2012佐賀支局研修（ⓒ大井＠大分大） 28



要望を聞いた例？

路線バスで１５分のところ１時間
しかも周回ではないしかも周回ではない

補助路線バスに重なる路線
２つの役場の連絡便？

同じ役場を３回通る
端から端まで８０分
路線バスとも重複路線バスとも重複

空白地をつなげただけ？
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せっかくのコミバスも・・・・ ふれあいバスの接続が変わります

【宗像ユリックスや宗像医師会病院の
乗り継ぎ例】
（行き）（行き）

系統 バス停・時間

第１系統
２便

西鉄赤間営業所
7：56

サンリブサンリブ
8：37

↓乗り継ぎ

第３系統
２便

サンリブ
8：45

宗像ユリックス
9：36

↓乗り継ぎ

宗像ユリックス市が示した模範例は
第２系統
３便

宗像ユリックス
9：45

医師会病院
10：18

市が示した模範例は
「コミバス２回乗継げ」(ピンク色の線)☞
まっすぐ行けば15分、しかも高頻度
路線バスより高くて遅いコミバスに
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考 方 変 方と３． 考え方の変え方と

その実践例その実践例
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解決 道筋① 自主的解決解決への道筋① 自主的解決

自治会の活用

自治会費（という費用確保方法）の活用自治会費（という費用確保方法）の活用

運営組織としての自治体の活用

※自発的にやれば公認の制度にもなりうる

自ら輸送手段を確保

「助け合い」⇒「事業化」へ

やる気のある主体を巻き込むやる気のある主体を巻き込む
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集落 53世帯 230人生活 大分市中心部から15ｋ•集落： 53世帯・230人生活 大分市中心部から15ｋｍ
•小学校通学と通院利用でバスの利用者有、高齢化率３割

（背景） バス路線の廃止申請 → 存続要望

⇔ 補助制度なし／乗合タクシー転換示唆

↓
バス会社・行政に要求するだけではダメと判断バス会社 行政に要求するだけではダメと判断

（内容） 自治会が経費負担（自治会費は月1,500円）、1日2往
復のバスを維持（朝に町向け２便、昼に集落向け２便）復のバスを維持（朝に町向け２便、昼に集落向け２便）

（注目点）経費負担（犠牲）含め地元で必要性を議論して存続

＝ 利用の醸成につながる（乗らないとなくなる）＝ 利用の醸成につながる（乗らないとなくなる）
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地元発で市の制度になった事例地元発で市の制度になった事例
北九州市の「おでかけ交通」事業（枝光地区）
もともとは傾斜地住民の移動対策もともとは傾斜地住民の移動対策

（事業者の発案が市の制度化）

「住民が必要性協議」「すべて住民が計画」を制度化「住民が必要性協議」「すべて住民が計画」を制度化
＝ 議論と実現の仕組みを行政が御膳立て

初期投資以外は行政の補助なし初期投資以外は行政の補助なし
（現在は経営努力に応じたインセンティブ補助を導入）

事業者も地域を知る努力をしている事業者も地域を知る努力をしている
･･･ ルート内を実際に歩いて調査
地域住民にも密着している既存事業者を活用地域住民にも密着している既存事業者を活用

⇒ この仕組みが他地区へも応用
＋ 路線バスの廃止代替もこの仕組みで維持路線 廃 代替も 仕組み 維持
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•住民の助け合いで輸送行為実施

（左写真のバス停と集落間）

↓↓
無償では気兼ね・・・

↓↓
町が車両購入谷地区

町内会が使って輸送

実費程度をもらう実費程度をもらう

※福岡県大野城市、福井市でも同

様の制度を導入様の制度を導入
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解決 道筋② 発想 転換解決への道筋② 発想の転換

陳情⇒創造へ• 陳情⇒創造へ
「自分たちでできること」を実行、提案

⇒ 利害関係者を動かす：需要の創造

制度・リソースの有効活用

使えるものを探す→新たなモデルの創造

• アシの整備→まち全体の中でアシを位置付け
アシの整備の地域での位置づけを明確化アシの整備の地域での位置 けを明確化

交通＝バス・鉄道・タクシー、だけではない
物流＞人流 の地区は多い：物流の活用
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神戸市東灘区住吉台「くるくるバ神戸市東灘区住吉台「くるくるバス」

◎ 要望・陳情 → 自前で必要性議論 の成功例

• 最初・・・市に陳情 『隣の団地にバスがあるのに・・・』最初 市に陳情 『隣の団地にバスがあるのに 』

→ らちが明かない：自分たちで取り組み開始

地元主導のバス路線開設へ→ 地元主導のバス路線開設へ

→ 利用増（黒字経営）

※行政からの金銭的支援なし

＝「乗らないとなくなる」危機感を醸成 協力体制へ＝「乗らないとなくなる」危機感を醸成、協力体制へ

このような取組をおこせば乗ってくる事業者はいる
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まち全体の中でアシの位置付けを考えた例まち全体の中でアシの位置付けを考えた例

京都府京丹後市の市内バスの再編京都府京丹後市の市内バスの再編

徹底した既存事業者との協力＋行政の奮闘の結果

＝ まち全体の活性化としての移動円滑化

＋ 地域の雇用（＝地域経済）維持 が目的＋ 地域の雇用（ 地域経済）維持 が目的

※ 注目される「200円上限化」は「手段」の一つ

⇒ 地域（まち全体）にと ての事業者 アシの位⇒ 地域（まち全体）にとっての事業者・アシの位
置づけを考え、アシの整備を行っている

（その効果）高校生の送迎減少 通学可能な高校が増加 部活（その効果）高校生の送迎減少、通学可能な高校が増加、部活
動ができる、バイクに乗らないので事故減少、福祉パス不要、
医療・商業の広域化、バス事業者の撤退防止、雇用の維持医療 商業 広域 、 事業者 撤退防 、雇用 維持
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４． どうすれば公共交通が

使えるものになるか

～ やるべきことと

各当事者 役割各当事者の役割について

2012/12/17(MON) 2012佐賀支局研修（ⓒ大井＠大分大） 44



考える上 ポイ トは考える上でのポイントは２つ

（ポイ ）（ポイント１）

今までの考え方からの転換を

～ できない理由から並べ・始めるのではなく、

「どうすればできるか」から始めるどうすればできるか」から始める

～ 「マネ」から「地域発オリジナル」へ

（ポイント２）（ポイント２）

「見える化」した議論と情報の活用

⇒ これらの２つを各主体がどう取り組むべきか？

＝ そこに「各主体の役割」が見えてきます
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ポイント１ 今までの考え方からの転換を ①ポイント 今までの考え方からの転換を ①
• 行政
公共交通 ＝ 補助金あればいい → 多く積めばＯＫ公共交通 ＝ 補助金あればいい → 多く積めばＯＫ

↓
財政難 パイ縮小 幅を広げた考え方が必要な時代財政難・パイ縮小 ⇒ 幅を広げた考え方が必要な時代へ

事業者• 事業者

制度・ニーズ・時代の変化 ： 規制緩和、自動車化、・・・

↓
「乗せてやる」「乗って当たり前」「守られて当然」から

「乗ってもらう」ための「さまざまな努力が必要」な時代へ

【注意】公共交通会議・協議会 ≠ コミバス・路線バス廃止承認会議
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ポイント１ 今までの考え方からの転換を ②ポイント１ 今までの考え方からの転換を ②

• 住民（住民代表としての議員も含む）• 住民（住民代表としての議員も含む）

交通は「与えられるもの」「あって当たり前」

↓↓
「（維持に）自分が関与し」「つかみとる」必要があるものへ

* 代表としての議員の考え方の転換は急務
＝ まちのことを知らない、公共交通を使わない

• その他

誰か一人・一部の人ががんばってもダメ誰か 人 部の人ががんばってもダメ

真の「世話人」「翻訳者」としての有識者の見極めと活用が

重要重要（「評論家」「勉強好き」「クレーマー」は吐いて捨てるほどいます）
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ポイント１ 今までの考え方からの転換を ③ポイント 今までの考え方からの転換を ③

◎ そろそろ「事例を教えて」から卒業しませんか

たしかに「表彰」「称賛？」事例はあります• たしかに「表彰」「称賛？」事例はあります
・・・ 確かにその地区ではうまくいったかもしれません

• 「事例」の背後にある「ちがい」に注目• 「事例」の背後にある「ちがい」に注目
人口、立地、産業、学校、事業者、路線網、協力者、・・・

地域・自治体のビジョン、地域資源、自治会、・・・

自治体の担当者の数・性格、税収、払える範囲

担当者（自治体・事業者・地域）がどれだけ時間とエネルギーと
情熱を割けるか（これはかなり大きな要因です）情熱を割けるか（これはかなり大きな要因です）

• 真似してうまくいかなかったら最悪です

「背後事情」を聞き出していない「事例視察」の多いこと （特に議員）「背後事情」を聞き出していない「事例視察」の多いこと・・・（特に議員）

システムに飛びついた例の悲惨（先のデマンド１４００円の事例）

⇒ 今回紹介した事例は 「考え方」を持って帰ってください⇒ 今回紹介した事例は、「考え方」を持って帰ってください

今ある地域資源と課題を突合せ、オリジナルをつくりませんか？
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ポイント２ 「見える化」した議論と情報の活用ポイント２ 「見える化」した議論と情報の活用

「• 「現実を知らない」現実からの脱皮を

実態を理解する情報（赤字額、利用者数、頻度など）実態を理解する情報（赤字額、利用者数、頻度など）

⇒ 「選ぶ」行為をするには最低限必要

• 知恵が偏在 ⇒ 情報の共有化と活用を• 知恵が偏在 ⇒ 情報の共有化と活用を

取り組み・ノウハウなどの「知恵」を共有化

立ち位置を与えた後で情報を活用（≠批判目的）
情報の「料理」は重要＝事業者・有識者の積極活用も情報の「料理」は重要 事業者 有識者の積極活用も
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行政（自治体）の役割：

関係主体の間に入 て 連携し関係主体の間に入って、連携し、
地域全体の「社会的厚生」最大化を考える

政 役 「 役 「 択 説得◎ 行政の役目は「行司役」「つらい選択の説得」

• 「常識」が通用しない
社会環境の変化： 制度、バス会社の経営環境、財政

人の動きの変化： 県・市町村の「境」は人の動きではない

「利用者」の変化： 「利用者」の多くは「『利用しない』利用者」が現実

• 誰かに「依存」できる環境ではない
「補助」→「自立促進」へ支援環境変化しています
自発的に動いた方が支援も多くなる現実です

• どういう地域づくりをするかの企画力・調整力が必要
他の政策との連携を考えるべき：他にマイナスでは意味なし

福祉・教育・医療・商業・居住を一体で考えるべき
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事業者の役割：

守 てもらう（ことをねだる）のではなく守ってもらう（ことをねだる）のではなく、
「守られる」ためにすべきことを実行する

① お客様の側を向いた事業展開のプロ① お客様の側を向いた事業展開のプロ

運行管理者の役目を再認識し、質の高いサービスの安定供給を

（スピード ダイヤの遵守 名札掲示 点呼内容の充実など）（スピ ド、ダイヤの遵守、名札掲示、点呼内容の充実など）

規制緩和⇒競争⇒守られるべき、の発想からは何も生まれない

～ 自ら存在意義を高める努力をしてきたか？自ら存在意義を高める努力をしてきたか？

「減らす」「削る」先行⇒「サービス改善」のための「適正化」へ

～ それはプロの提案＋住民の「選択」の結果であるべき

② ノウハウを提供し地域へ積極的に関与・提案するプロ

「誰かがしてくれる」のではなく「自ら創る」必要性があります

最適なバス網を構築して利用してもらう（選ばれる）努力を

バス廃止：提案プロセスに問題がある例が多い（地元と摩擦）

制度の多くは、事業者の積極的参画によってより有効に

2012/12/17(MON) 2012佐賀支局研修（ⓒ大井＠大分大） 51



参考）住民（住民代表としての議員含む）の役割：

「必要」のレベルを正確に認識すること「必要」のレベルを正確に認識すること、
そのためになすべきことを自ら考え動くこと

① 方通行の「陳情」から 「自ら動く」 の転換① 一方通行の「陳情」から、「自ら動く」への転換
「必要」という声が高いところで使っていない

＝ それは 本当に「必要」「大変」と考えていない証＝ それは、本当に「必要」「大変」と考えていない証

住民代表・議員が「大変」「何かせねば」と思わなければ放置される

② 全ての人が自ら提案と情報提供を行い主体的に関与
必要な情報を出し合うことで、「ダメ」かどうかを「選べる」

何をしないといけないか自ら考える

目標設定による利用開拓などの提案も（見える化しないと動かない）

③ 基準は真に「必要とし」「使っている」人が必要な水準
使っていない人の要求水準は参考にならない使っていない人の要求水準は参考にならない

「減らす」ことも「サービス水準向上」になることがある
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全部つながると・・・
【自治体・行政】

地域情報・制度・財源

【事業者】 【大学】【事業者】
運営ノウハウ・
運行スキル

【コンサル】
計画技術

【大学】
中立的立場

事例や理論の蓄積

【地域住民】

事例 論 蓄積

⇒ 各主体が役割分担し これらの立場をつないで

【地域住民】
地域のニーズ

⇒ 各主体が役割分担し、これらの立場をつないで、
問題に向かっていきましょう！

～ 九州の「Qサポネット」・関西の「再生塾」などがそれに九州の「Qサポネット」 関西の「再生塾」などがそれに
取り組んでいます。ぜひお気軽にご相談ください。 ～
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ＱサポネットについてＱサポネットについて

参

回 開催日 開催場所 テーマ

参
加
者
数

１ 2010.7.17 福岡市 北九州市の都市交通政策 61

• 「講習会＋ワークショップ」形式
• 講習会の内容
・交通関連の話題を中心にしなが6

２ 2010.10.30 福岡市 九州経済の現状と交通のありかた 39

３ 2011.01.08 福岡市 買い物交通・医商連携 60

・交通関連の話題を中心にしなが
ら地域問題等にまたがる幅広いテー
マを設定。

• ワークショップ
４ 2011.05.14 福岡市

大野城市のコミュニティ政策における
交通の役割について 76

５ 2011.07.23 福岡市
福岡市「交通基本条例」の制定と地域
交通確保のあり方について 63

ワ クショップ

・講習会の題材を基に、各グルー
プ毎に各々の経験を交えながら、解
決策を議論する。

６ 2011.10.30 福岡市
過疎地における移動実態の把握（宮崎
県西米良村の調査より） 61

７ 2011.11.19 大分市
地方都市の交通問題とその考え方（大
分市における交通問題）、再生塾の人 78

決策を議論する。

・討論後には、各グループの議論
成果を発表する。

• 2010年7月～2012年11月 11７ 2011.11.19 大分市 分市における交通問題）、再生塾の人
材育成について

78

８ 2012.01.07 福岡市
交通政策・制度の基礎編（初心者向け
講座） 69

久留米市 生活交通 現状と今後 方

年 月 年 月
回の実施

• 毎回60名程度参加
• 地方開催も実施

９ 2012.05.19 久留米市
久留米市の生活交通の現状と今後の方
向性・タウンモビリティの取り組みに
関するリレートーク

77
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参考
Qサポネ トのワ クシ プQサポネットのワークショップ

多分野、多立場の
人材

地域の官・学協同による学習プログラム

地域の多彩なknowledge sourceの利活用

情報共有の場
地域交通に問題

人材育成の広場

学習・鍛錬の場

人材

を抱える現場

Ａ地域

立場を理解する 専門知識

計画策定ノウハウ

交渉力

コーディネート力共に考える

Ｂ地域

社会事情への関心 コスト意識の向上知恵を出し合う

Ｃ地域
・地域力の底上げにつながる

・ビジネス力の向上につながる

and more
・ビジネス力の向上につながる
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ご案内 Ｑサポネット2012年度４回目ご案内 Ｑサポネット2012年度４回目
－普段着で学ぶ「基礎編」講座 開催します－

【日時】 1/13（日） 13：00～17：00
（18：00～意見交換の懇親会）（18：00～意見交換の懇親会）

【場所】 福岡県中小企業研修センター（吉塚駅前）

【テ マ】 交通における「地域 の入り方 に いて【テーマ】 交通における「地域への入り方」について

交通事業者・自治体・コンサル・学識によるパネル
論 話会兼 談会も 催 す討論、茶話会兼相談会も開催します

【会費】 勉強会1,000円 懇親会4,000円, ,
◎ 大井またはＱサポ事務局までメール・ＦＡＸを頂け
れば、ご案内をお送りします。れば、ご案内をお送りします。
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講 様 プ 様講習会の様子 ワークショップの様子

発表の様子 懇親会の様子
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発表の様子 懇親会の様子



ご清聴ありがとうございました

皆様のお手伝いができれば幸いです
ご連絡はお気軽に下記へお願いします（電話はご遠慮頂いております）
メ @ クメール ooi-hisashi@oita-u.ac.jp ファクス ０９７－５５４－７６９７

地域と交通を考える勉強会「Ｑサポネット」やっています（福岡）
事務局メ ル t@ il事務局メール qsuppo.net@gmail.com
ブログ http://qsuppo-net.blogspot.com
または googleで 「Ｑサポネット」で検索

◎ 本資料の引用・転用に関しては、事前にご連絡をお願いします。
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