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はじめに 

 

九州は、中山間地域・離島地域が多く存在していることから、日常生活における自家用車への過度

な依存や過疎地域における急速な尐子高齢化・人口減尐により、バスをはじめとする地域公共交通の

利用者は減尐しており、地域におきましては喫緊の地域公共交通に関する問題を抱えていると思われ

ます。 

 

このような中、九州運輸局では、平成 19 年 10 月に「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、また、平成 20 年 4 月に「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設されたこと

に伴い、地域公共交通の活性化・再生に向けた地域ぐるみの取組みを担う自治体職員の「人材育成」

や「ノウハウ・情報提供の充実強化」を図るため、先駆者の知恵や法制度・補助制度の活用のしかた

をわかりやすく整理したマニュアル「なるほど！公共交通の勘どころ」を作成し人材の育成に努めて

きたところです。 

 

九州の地域公共交通をみると、市町村は「コミュニティバス・乗合タクシー関連」が中心となって

います。また、九州のコミュニティバス・乗合タクシーの運行形態をみると、全体的には依然として

乗合バス型が主流であるものの、過疎・高齢化が進んでいる地域では、デマンド型運行の割合が、他

の地域に比べて高い傾向にあるなど、地域公共交通は地域特性に合わせて運行形態の多様化が進んで

います。 

 

一方、支援制度においても、「地域公共交通活性化・再生総合事業」が平成 22 年度を持って廃止

された後、平成 23 年 4 月から「地域公共交通確保維持改善事業」が創設され、九州の市町村でも多

くのコミュニティバス・乗合タクシーで活用されています。 

 

このような背景を受けまして、地域内フィーダー確保維持事業を活用する地域の取組みを掲載した

事例集の作成に取組みました。 
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九州における地域内フィーダー系統の取組み状況 

 

1. 地域内フィーダー系統の概要 

平成 23 年度より実施している「地域公共交通確保維持改善事業」における地域内フィーダー系統

とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港において、地域間交通ネットワークと接続して支線と

して運行している地域公共交通を意味している。 

地域間交通ネットワークとは、地域間幹線バス系統、鉄軌道路線、内航旅客船航路及び国内定期航

空路を意味している。 

ここで、「地域公共交通確保維持改善事業」として実施するには、地域内フィーダー系統に対して、

以下に示す要件が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省総合政策局説明資料 

 

 

 

  

補助対象となるバス交通ネットワークのイメージ

補助対象となるバス交通のイメージ

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

・「補助対象となる幹線バス交通ネットワークに係る地域内交通」または「補助対象外となる幹線交通ネットワークに係る地域内交通」

： 補助対象となる幹線バス交通ネットワークを補完するものであること、または、過疎地域など交通不便地域の移動確保を

目的とするものであること。

・幹線アクセス性 ： 幹線バス交通ネットワーク等へのアクセス機能を有するものであること。

・サービス充実性 ： 新たに運行、または、公的支援を受けるものであること。

・経常赤字が見込まれること。 等

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

地域内のバス交通・デマンド交通等
地域内交通（補助対象）

バス停

地域内のバス交通・デマンド交通等に対する補助の主な要件

過疎地域等

地域をまたがる幹線交通ネットワーク
黒字バス系統・鉄軌道等（補助対象外）

駅 駅

・複数市町村にまたがる系統であること。（平成１３年３月３１日時点で判定）

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。

・輸送量が１５人～１５０人／日と見込まれること。

・経常赤字が見込まれること。 等

地域をまたがる幹線バス交通ネットワークに対する補助の主な要件 １，７４４系統（H24.3末現在） （24年度予算分）

９４０系統（H24.3末現在） （24年度予算分）

交通不便地域

地域の実状に応じて運輸局長指定
・高低差の大きい郊外団地
・川により分断されている地域
・サービスレベルが極めて低い 等

Point
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2. 九州における取組み状況 

九州においては、平成 23～24 年度に 70 協議会で「地域内フィーダー系統」に対する取組みを

実施している。また、13 協議会では、新たに調査事業に取組んでいる。ここでは、「地域内フィーダ

ー系統」に取組む 70 協議会の概要を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「地域内フィーダー系統」に取組む地域  
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（1）地域概要 

取り組む 70 協議会の人口規模をみると、人口 10 万人以上の地域が 14.3％であるのに対し、人

口 5 万人未満の地域は 60％以上である。また、高齢化率が 25～30％といった地域が、全体の 70％

以上を占める状況にある。さらに取り組む地域の 40％が過疎地域といった状況にある。 

地理的条件をみると、地方都市が 87.1％と多くなっているが、地方都市が市町村合併によって山

間地域を取り込むことで地域公共交通の問題を抱えたためと推測される。 

生活圏から見ると、生活圏の中心都市である地域が 32.9％、中心都市と隣接した地域が 28.6％と

生活圏の中心都市周辺で 6 割程度が取り組んでいる。ただし、生活圏の中心から離れた単独の地域で

も 3 割程度の地域が取り組む状況にある。 
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～１０万人

未満, 

21.4%

３万人以上

～５万人未
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～３万人未

満, 34.3%
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満, 2.9%

地域フィーダー

系統取組み地域

７０協議会

20％未満, 

2.9%

20～25％, 

24.3%

25～30％, 

72.9%

30％以上, 

0.0%

地域フィーダー

系統取組み地域

７０協議会

中心都市, 

32.9%

都市隣接, 
28.6%

都市近隣, 
10.0%

単独地域, 

28.6%

地域フィーダー

系統取組み地域

７０協議会

①過疎, 

40.0%

②それ以

外, 60.0%

地域フィーダー

系統取組み地域

７０協議会

図 人口規模 

図 過疎地域 

図 高齢化率 

図 生活圏における位置づけ 

都市, 5.7%

地方都市, 

87.1%

離島, 7.1%

地域フィーダー

系統取組み地域

７０協議会

図 地理的条件 
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（2）運行形態 

70 地域のフィーダー系統を運行形態からみると、4 条委託運行が 80％と多く、78 条の市町村有

償運送のみで運行する地域が 14.3％という状況にある。 

また、運行形式は、コミュニティバスの乗合バス型が 61.4％、デマンド型が 21.4％であり、乗合

とデマンドの両方の運行形式を導入している地域は 17.1％というように、地域が抱える特性に応じ

て運行形式を複合的に取り組んでいる様子が窺える。 

運行に対して収益率の状況は、乗合バス型においては 20％未満の地域が多いのに対し、デマンド

型では 10～30％の収益率が多い状況にある。 
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図 運行形態 図 運行形式 

図 収益率 
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（3）地域間交通ネットワークとの接続 

地域のフィーダー系統が接続する地域間交通は、「補助対象地域間バス」との接続が最も多く、次

いで複数市町村を連絡する地域間幹線バスとの接続、鉄道と接続というネットワークが多い状況であ

る。 

「地域公共交通確保維持改善事業」の地域内フィーダー系統の地域要件としては、補助対象地域間

幹線系統のフィーダー系統が 46 協議会と最も多く、過疎地域等で地域間交通ネットワークへ接続す

るフィーダー系統が 29 協議会、交通丌便地域として九州運輸局長が指定する地域から地域間交通ネ

ットワークへ接続するフィーダー系統は 13 協議会存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50

航空路

航路

鉄道
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補助対象地域間幹線バス

補助対象地域間幹線バス
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※複数の基幹公共交通が該当

する協議会があるため、合計は

７０とならない
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ロ）地域要件②（2）

ロ）地域要件②（1）

ロ）地域要件①

13
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※複数の地域要件が

該当する協議会がある

ため、合計は７０となら

ない

図 接続する地域間交通 

※「地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱」の別表 6 にある地域内フィーダー系統補助事業の基

準にある適合要件ロの地域要件 

ロ．① 補助対象地域間幹線系統のフィーダー系であること。ただし、政令指定都市、中核都市及び特別

区が専らその運行を支援するもの及びその運行区域のすべて政令指定都市等の区域内であるものを除

く。 

ロ．②（1）過疎地域等のいずれかをその沿線に含む地域間交通ネットワークのフィーダー系であること 

ロ．②（2）半径１キロメートル以内にバス停留所、鉄軌道駅、海港及び空港が存在しない集落、市街地。

その他交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域の住民等の移動確保のための地域間交通ネッ

トワークのフィーダー系統であること。 

図 補助事業における地域要件 
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地域内フィーダー系統の取組み事例 

 

1. 事例にみる地域内フィーダー系統の取組み概要 

前述のとおり、「地域公共交通確保維持改善事業」に取り組む 70 協議会は人口規模や高齢化の状

況、地理的条件、生活圏など多様であり、事業に取り組むきっかけとなった背景も様々である。 

今回、そのような状況の中で、以下のような事例について 28 事例紹介する。 

 

例えば、、、 

・市町村合併に伴い、旧市町村単位でバラバラだった公共交通政策の一元化に取組んだ事例 

   ・内在化していた公共交通のネットワークの問題にバス路線廃止や医療再編など別の地域 

課題が組み合わさり、その対応の優先度が高まって事業展開に至った事例 

 ・町が運行する無料福祉バスを有償化した事例 

 ・民間バスとコミュニティバスの料金を統一した事例 

・地域の特性（町の面積や交通資源など）を活かして公共交通を効果的に投入した事例 

・中心市街地を活性化すべく、路線を拠点駅までのフィーダー運行に見直し、直通利用より 

  も乗り継ぎ利用の方が運賃が安価になるように工夫した事例 

   ・利用者が参画する検討会を設立し、地域に根ざす公共交通サービスを模索している事例 

   ・住民主体の公共交通を計画したものの、周辺の交通事業者との調整に難航した事例 

   ・「運転手」が公共交通を守り・育てるキーマンとなっている事例 

など    

 

 

 

 

今回の事例を見ると、地域公共交通に対する取

組みは、単純な方程式では解けないものが多い。

しかし、地域特性や課題、検討や調整などのプロ

セスを通して、知恵と努力が加われば、その答え

は無限大に広がるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域特性×地域課題 

×運行サービス 

×取り組みプロセス 

×知恵・努力＝ 

公共交通方程式 

∞ （無限大） 
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2. 地域の取組み事例の紹介 

 

ここで紹介する事例は、地域が抱える課題、現在の地域公共交通の取組み、取組みの特徴などの概

要について表形式にまとめて紹介している。また、表の最初には、協議会の取組みの概要を表現した

タイトルを付けた。 

具体的な表の構成は、以下の通りである。 

 

事例をまとめた表の中の項目 内      容 

取組みの概要(事例のタイトル) ・協議会（自治体）の地域公共交通の取組みの概要を表現し

たもの 

基礎データ ・人口や高齢化率はＨ22 国勢調査、面積等は過去の九州運輸

局の調査結果をもとに掲載 

キーワード ・紹介している取組みのキーワードを示しており、関連する

キーワードを持つ事例が掲載されているページも掲載 

取組み概念図 ・地域の幹線、支線の関係などを表した概念図 

取組みの背景・課題 ・紹介する事例に取組むにあたっての背景や課題の概要につ

いて掲載 

実施した公共交通サービスの概要 ・H25.3時点で取組んでいる公共交通サービスの概要を掲載 

・さらに、取組みの目標、実施までのプロセスなどに関する

概要についても掲載 

取組みの特徴 ・協議会が実施している特徴ある取組みなどを紹介 

他地区への参考となるポイント ・これまでの協議会（自治体）の取組みの中から、他地区へ

の参考となるポイントを紹介 

 

事例紹介については、自治体担当者から意見をいただいて、できる限り統一した様式で取りまとめ

た。しかし、取組みに対する地域の思い、考え方をそのまま紹介しているところもあるため、表現が

多尐統一されていない部分もある。 

また、今後、公共交通業務（実務）に役立つ“参考書”を意識しつつ紹介した。そのため、紹介し

ている地域と同様のキーワードを持つ他の地域について、検索できるように「キーワード」の部分に

ページを掲載している。 

同じく、担当者の意見の中から、参考となるポイントを「他地区への参考となるポイント」として

抜き出してまとめてみた。さらに 28 協議会の事例の後には、頂いた意見から紹介しておきたい事頄

をコラムとして取りまとめた。 

 

次ページには、28 協議会の取組みの概要を一覧表にし、掲載ページを示している。 
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県名 協議会名 

運行方式 運行形式 

取組みの概要 

掲

載

頁 

４
条
委
託 

７
８
条 

市
町
村
有
償 

乗
合
型 

デ
マ
ン
ド
型 

福岡県 

(1)田川市 ●  ●  田川市コミュニティバスの取組み P10 

(2)柳川市  ● ●  
社会福祉協議会の協力で、コストが低いコミュニティバスが公共交通格
差のあった旧町域にも新たに運行開始 

P12 

(3)八女市 ●   ● 
【複数市町村をまたぐ２路線以外を路線廃止】×【幹線バスにフィーダー
するドアトゥドア型区域運行】×【料金値上げ】×【90 回を越える住民説明
会】で１日 250 人以上が利用する“愛される公共交通”を実現 

P14 

(4)朝倉市 ● ● ● ● 常に市域全体の公共交通の見直しを行い、持続可能な公共交通づくり P16 

(5)糸島市 ●  ●  
広い地域に中山間地域路線と大学路線など、多様な目的の路線でネッ
トワーク 

P18 

(6)那珂川町 ●  ●  
西鉄路線バス廃止に伴う代替交通および支線交通の確保＇バス路線の
役割ごとの運行（ 

P20 

(7)須恵町  ● ●  
利用者の理解と交通事業者の調整に難航しつつも、無料の福祉バスを
有償化、広告掲載事業で運賃以外の収入を確保 

P22 

(8)岡垣町 ●  ●  
路線バスとコミュニティバスの料金均一化、乗継可能にすることで、町内
移動に関する町民負担を平準化 

P24 

佐賀県 

(9)鳥栖市 ●  ●  毎年のバスのイベントを通した PDCA サイクルで改善に取組む P26 

(10)伊万里市 ●  ●  
拡がる地域公共交通ネットワーク路線定期運行＇曜日限定（の「いまりん
バス」で広い市域を効率的にカバー 

P28 

(11)小城市 ● ● ● ● 
旧町内限定のドアトゥドア型区域運行＇デマンド交通（から住民の移動方
向にマッチした路線定期運行＇曜日限定（へシフトチェンジ 

P30 

(12)神埼市 ●  ●  
３年間の巟回バスの実証運行の結果、【要望者≠利用者】が明らかに！
ターゲットを高齢者に深化させ、早朝便等の廃止と PR 強化で利用者が
増加 

P32 

長崎県 

(13)長崎市 ●   ● 
タクシー事業者の既存資源を有効活用した低コストの予約型乗合タクシ
ー＇デマンド交通（ 

P34 

(14)佐世保市 ●  ●  
既存のバス乗り入れが困難な地域の住民が運行主体の協議会で新たな
交通手段を検討するも、事業者調整が難航し、バス事業の一環として超
小型バスを投入 

P36 

(15)大村市 ●  ●  
県営バスの大村市内線をバスターミナル発着に見直し、利用者の使い
やすさを第一に考え、「路線の番号化」「ラウンドダイヤ」「乗継 100 円引」
を実施 

P38 

(16)対馬市 ●   ● 
【民間バス→予約型乗合タクシー＇路線丌定期（】への移行にあたり、利
用可能便数の増加に加え、市民の公共交通の運賃の割高感を払拭す
るため定額フリーパスを導入し、利用者離れを抑制 

P40 

(17)新上五島町 ●  ●  
従来から問題視されていたバスネットワークのミッシングリンクへの対応必
要性が医療再編でさらに高まり、バス路線を新設 

P42 

熊本県 
(18)長洲町 ●   ● 

面積が約19km2の非常にコンパクトな長洲町では【町内全域ドアトゥドア方
式】×【荒尾市内の生活利便施設への乗り入れ】→利用者が 1.5 倍に増
加＆財政支出が 40％減尐！ 

P44 

(19)南阿蘇村 ●  ● ● 
生活交通と観光交通の融合に向けた個性的な外観のコミュニティバスの
導入 

P46 

大分県 

(20)大分市 ●   ● 
【ふれあい交通】 「地域検討会」で“真の利用者”が実際に利用する運
行計画を立案・協議 

P48 

(21)豊後大野市  ● ●  
利用促進には利用者と日頃から接する「運転手」がキーマン！地域との
協働体制【トリガー制度、バス停コンテスト】が現在進行形 

P50 

(22)日出町 ● ● ●  
【国東方式】×【曜日限定運行】×【無料コミバスと民間バスの 200 円均
一運賃化】で利用者増加！ 

P52 

宮崎県 

(23)延岡市 ●  ●  
広域化した市域における乗合タクシーのフィーダー系統導入によって全
域での地域公共交通サービスの展開を実現 

P54 

(24)小林市  ● ●  
経費を抑えたバス路線数の倍増化～利用者のバス意識醸成への取組
みも交えて～ 

P56 

(25)日向市  ● ● ● 市民のバスへの意識醸成への取組みによって「市民のバス」として定着 P58 

鹿児島県 

(26)日置市 ●   ● 
デマンド型乗合タクシー導入による合理化で、運行回数を増やすなど、地
域住民の利便性を向上 

P60 

(27)霧島市 ●  ● ● 地域事情に合わせたデマンド交通の導入～公共交通事業者の協力～ P62 

(28)和泊町 
・知名町 

●  ●  
バス９路線を島内幹線とそのフィーダー系統として５系統に統廃合および
ネットワーク化 

P64 



10＇田川市（ 

福岡県 

(１)田川市 田川市コミュニティバスの取組み 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 50,605 人 
・有償運行への切り替え 

☛ｐ22、ｐ52 も参照 

・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ14、ｐ32、ｐ50、ｐ56、ｐ58

も参照 

 

高齢化率 28.0％ 

面積 54.52 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○公共交通確保・維持のためには、利便性向上が課題 

・利用者からの要望による経路変更やダイヤ再編、また各種割引運賃導入などにより更なる利便性向上を図

り、公共交通の維持を図ることを目的とした。 

・田川市では、平成 24 年９月まではコミュニティバス４路線を運行していた。平成 24 年 10 月より市内

二つの中心市街地を結ぶ「施設循環線」および通勤・通学を対象とした「白鳥工業団地線」の２路線の新

設を行ったが、利用者の要望を踏まえた一部経路変更・ダイヤ再編および各種割引運賃の導入を行うなど、

更なる利便性向上を図ることで、継続的な公共交通の確保・維持を続けていくことが課題であった。 

・平成 20 年９月に田川市地域公共交通会議を立ち上げ、平成 21 年度に「田川市地域公共交通総合連携計

画」を策定した。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・日常生活を支援する交通弱者の移動手段の確保。 

・市内の交通空白地域、丌便地域の解消。 

・市内交通網の充実と、市外への地域間交通ネットワークとの円滑な接続

による、近隣市町村等との連携・交流促進。 

・地域関係者の主体的な参画による持続可能な公共交通システムの実現。 

・後藤寺、伊田における中心市街地活性化への寄不。 

 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ 各系統 平日のみの運行、0.5～7.5 回/日・系統 

土日祝日及び年末年始（12 月 30 日～１月３日）は運休 

運行範囲 田川市内 計 12 系統（国庨補助対象外系統である施設循環線１系統を含む） 

運  賃 １人１乗車 200 円、小学生未満は無料 

割 引 券 回数乗車券、定期乗車券、一日フリー乗車券 

 

◆取組みの目標 

数値目標 

・運行収支率の改善：目標値 24.5％（全体） 

現状値 24.8％（直営無償運行の施設循環線は含まず） 

・輸送人員の改善：目標値：42,000 人（全体） 

現状値：33,722 人（直営無償運行の施設循環線は含まず） 

【コミュニティバス】 

【ジャンボタクシー】 
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◆実施のプロセスと調整 

○コミュニティバス施設循環線の有償運行切換えに伴って利用者が減尐 

・コミュニティバス施設循環線は、他の路線と違って、し

ばらくは無償運行を継続した。 

 

・コミュニティバスが市内全域で運行する前は、田川市が

運行する「循環バス」と田川市社会福祉協議会が運行す

る「ふれあい号」が市内各地からスマイルプラザ田川ま

での間を無償運行していた。コミュニティバスが市内全

域で有償運行する際、路線設定の関係で多くの地域でコ

ミュニティバスを利用してスマイルプラザ田川へ行こ

うとした場合に乗り継ぐ必要が生じた。乗り継ぎだけで

も利便性の低下となることに加えて、目的地まで運賃を

２度支払う必要があることも考慮し、スマイルプラザ田

川と接続する施設循環線のみ当面の間無償運行とした

経緯がある。 

 

・施設循環線の有償運行は無償運行開始当初からの市民と

の約束であったことから、市民から大きな反発はなかっ

たが、有償運行に伴い利用者離れが予想されたことか

ら、増便や回数券の導入などの利便性の向上を図ったも

のの、やはり有償運行への抵抗が強かったせいか、無償

運行時と比較して利用者が半減してしまった。 

 

・また、施設循環線の有償化の影響であるかは定かではないが、同路線は JR 及び西鉄バス路線と並行的な

運行をしているため、利用者が JR や西鉄バス路線へシフトした（戻った）可能性が考えられる（西鉄バ

スの利用者が若干増えつつある）。 

 

・田川市を運行する西鉄バスやＪＲの確保・維持を考えた場合、今後、施設循環線は連携、共存などを考慮

した運行を考えていく必要がある。 

取組みの特徴 

○市民の認知度向上に向けた取組みを実施 

・田川市コミュニティバス無料体験乗車会を２回実施し、市民への認知度を向上。 

・田川市コミュニティバス住民説明会を計６回開催し、市民への認知度を向上。 

・田川市公共交通マップと既存の公共交通機関の時刻表が付いた田川市コミュニティバス時刻表を、市内全

世帯に郵送配布。 

・伊田商店街と後藤寺商店街では、商店街で買い物をした人にコミュニティバスの片道分の無料乗車券を発

行しており、コミュニティバスの利用促進と中心市街地の活性化に寄不。 

他地区への参考となるポイント 

・買い物の利便性を最優先に考えること。 

担当部署 

田川市地域公共交通会議（事務局：田川市） 

（住 所）福岡県田川市中央町 1 番 1 号 

（担 当）田川市産業振興部商工観光課広域観光交通係 （電 話）0947-44-2000 

図 田川市公共交通マップ 

資料：田川市ＨＰ 
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福岡県 

(２)柳川市 

社会福祉協議会の協力で、コストが低いコミュニティバスが 

公共交通格差のあった旧町域にも新たに運行開始 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 71,375 人 
・地域間格差の是正 

☛ｐ16、ｐ24、ｐ60 も参照 

・デマンド方式 

☛ｐ16、ｐ30、ｐ34、ｐ44、 

ｐ48、ｐ60、ｐ62 も参照 

・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ26、ｐ34、ｐ40、ｐ44、 

ｐ52、ｐ56 も参照 

 

高齢化率 26.9％ 

面積 76.88 ㎞２ 

立地特性 都市隣接 

運行形態 

・法令 
78 条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○市町村合併後の旧２町における公共交通格差の是正 

・柳川・大和・三橋の１市２町による市町村合併後、市域には、西鉄天神大牟田線、

西鉄バス、堀川バスといった幹線交通があるものの、西鉄柳川駅を中心として周辺

地域と連絡した路線が中心で、市域内の移動に十分なネットワークにはなっていな

い。 

・旧柳川市では、合併前から 15 人乗りの小型車両で福祉巟回バスを３ルート運行し、

旧市域内での高齢者等の移動手段を確保していた。しかし、合併後、新市域の約半

分を占める大和・三橋２町域から商業施設や病院が集積する旧柳川中心部への移動

が困難な状況にあって、合併後の公共交通に対する地域間格差に対する是正が課題

となっていた。 

○現在の福祉巡回バスの継続ｏｒ新たにデマンド方式の導入 

・公共交通への財政負担が増加傾向にある中、現状の公共交通の福祉巟回バスが適しているのか、デマンド

方式の公共交通が適しているのか、導入に対する検討課題があった。 

・市では、路線バスへの補助もあり、公共交通に対する財政負担は厳しい状況にあった。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○コミュニティ交通で、高齢者等が日常生活における移動を可能とするネットワークを形成 
・現在運行している福祉巟回バスのネットワークを活か

し、大和・三橋地域への新たなネットワークを構築。 

・コミュニティ交通ネットワークは、西鉄天神大牟田線、

西鉄バス、西鉄バス久留米及び堀川バスとの使いやす

い連携を実現。 

 

◆運行サービス内容 

・福祉巟回バスと同じ形式で、大和きたルート、大和みなみルート、三橋ルートの試験運行を実施。 

・新たなルートは、大和庁舎、三橋庁舎及び柳川市役所を起終点として、各ルートを１日４便で運行。 

・３ルート共に市の中心部にある病院、商業施設といった高齢者が必要とする目的地経由で設定。 

ダ イ ヤ ３ルート共に第１便は大和庁舎及び三橋庁舎を出発し、午前・午後に２便ずつ設定 

運  賃 既存の福祉巟回バスと同様、１回の利用につき 100 円 

乗り継ぎ 乗り継ぎに関する取組みは特にないが、中心部３ヶ所のバス停で旧柳川市域の路線と共同利用 

 

柳
川
市

柳
川
市 大

和
町

大
和
町

三橋町三橋町

図 旧市町村＇合併前（ 

柳川瀬高線

バス停近接

三橋ルート

大和きたルート

大和みなみルート

【福祉巟回バス】 
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◆取組みの目標 

数値目標 

・大和・三橋地域における新たなコミュニティ交通において、年間利用者数から全ルート１便あたりの利用

者数３人以上を目標とする。 

◆実施のプロセスと調整 

○デマンド形式の導入を検討したが、福祉巡回バス形式の運行結果を見つつ検討 

・デマンド形式のメリット・デメリットを検討した結果、住民の利用性、財政負担などを考慮し、福祉巟回

バスでの運行を行うこととなった。ただし、福祉巟回バスの運行の結果を踏まえて、再度デマンド形式の

導入について検討を行うこととした。 
 

・運行実施に向けては、路線のたたき台を作成して、地元（区長）の意見・要望を聞いて調整しながら最終

的な路線を設定。 
 

・大和・三橋地域のバス路線がなかった地域の利用意向は、実際に運行してみなければわからない面もある

ので、運行開始後も地域の意見を聞きながら、定期的な見直しを実施する。 

・名称を「福祉巟回バス」から「コミュニティバス」に改め、一般市民が利用しやすくした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組みの特徴 

○柳川市コミュニティバスは、社会福祉協議会の協力で経費を低く抑えている 

・コミュニティバス３ルートの業務委託は、運行業務と運行管理業務に限っているため、委託料が比較的低

い金額で表に出てくる。ただし、車両管理は必要経貹程度で社会福祉協議会に委託しており、その経貹に

は社協の人件貹まで含まれていないため、安く抑えられている。 

他地区への参考となるポイント 

・公共交通は社会資本という考え方で、（短期的には）あまり貹用対効果に拘る必要はないと考える。 

・地域の課題は年々変わるので、公共交通についても完成形というのはなく、実際に取り組みながら継続的に

改善・見直しをやっていくこと（PDCA サイクルによる取組み）が必要であると考える。 

担当部署 

柳川市 

（住 所）福岡県柳川市本町 87 番地 1 

（担 当）柳川市総務部企画課 （電 話）0944-77-8423 

柳川地区柳川地区

大和地区大和地区

三橋地区三橋地区

柳川地区柳川地区

大和地区大和地区

三橋地区三橋地区

柳川地区コミュニティバスルート

三橋･大和地区コミュニティバスルート

中心部のコミュニティバスルート

【見直し後】 
＇H25.3 現在) 

図 見直し前後のコミュニティバスルート 

【見直し前】 



14＇八女市（ 

福岡県 

(３)八女市 

【複数市町村をまたぐ２路線以外を路線廃止】×【幹線バスにフィーダー

するドアトゥドア型区域運行】×【料金値上げ】×【90回を越える住民説
明会】で１日 250人以上が利用する“愛される公共交通”を実現 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 69,057 人 
・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ10、ｐ32、ｐ50、ｐ56、 

ｐ58 も参照 

・運賃見直し 

☛ｐ24、ｐ30、ｐ38、ｐ52 も参

照 

 

 

高齢化率 29.7％ 

面積 482.53 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○住民の移動手段確保に増大する財政支出に対して路線定期運行方式だけでは限界 

・６町村が合併して誕生した八女市には、バス路線が７路線運行しているほか、コ

ミュニティバスや福祉バス等が運行しており、地域住民の移動手段を確保するた

め多額の財政支出をしていた。 

・広大な山間部を有する八女市では人口が薄く広く分布し、公共交通がない交通空

白地域が点在しており、路線定期運行を組み合わせた交通政策に限界が来ていた。 

・平成 20 年６月に「黒木町地域公共交通協議会」、平成 20 年９月に「八女市地域公共交通協議会」を設

立し、平成 20 年度末に地域公共交通総合連携計画を策定、翌 21 年度より地域公共交通活性化・再生総

合事業（計画事業）を活用。 

・補助対象地域間幹線２系統のみを残し、残りの交通モードを幹線バスへのフィーダー輸送に切り替え、小

規模利用にも対応できるドアトゥドアの予約型乗合タクシーを実証運行。 

・平成 24 年度から本格運行へ移行。 

 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○２系統の幹線に接続するフィーダー系統の「予約乗合タクシー」でネットワーク 

・広域移動を可能にする「地域間幹線系統」と

そこに接続するフィーダー系統「予約型乗合

タクシー」の連携によって、市民の日常生活

に欠くことのできない移動手段を面的に整

備。 

◆運行サービス内容 

ダイヤ 平日のみ運行 

１日８便（８～11、13～16 時便） 

・デマンド方式：大手通信会社の IT

システムを活用 

運 賃 １回 300 円 

ただし、共通乗り入れエリア（八女

エリア、黒木エリア）への乗り入れ

については、400 円（一部 300

円の場合あり） 

図 旧市町村＇合併前（ 

黒木町黒木町

矢部村矢部村

星野村星野村
上陽町上陽町

八女市八女市

立
花
町

立
花
町

資料：八女市ＨＰ 



15＇八女市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・予約型乗合タクシーの年間利用者の増加・維持（１日平均 240 人、年間 58,560 人） 

目標達成状況（H23 年度） 

・目標の 107.1％（１日平均 257.1 人、年間 62,729 人） 

◆実施のプロセスと調整 

○料金値上げの理解に市民へ利便性の大幅向上をアピール、そして交通事業者への配慮 

・合併前の各市町村で実施されていた、無料～100 円の患者輸送車やコミュニティバスを長年利用してき

た市民に「電話予約」「300 円」の理解を得ることは容易でなかった。 

・ドアトゥドア、１日８便・週５回運行など、利便性の大幅向上をアピールした。 

・新システムの導入に向け、合併前の各市町村の交通対策貹の合計予算額を確保した。 

・交通事業者はエリアごとに選定。プロポーザルによる選定を基本にしながらも、合併前の各市町村が実施

してきた交通政策を担ってきた交通事業者や、路線改廃となる路線バス業者に優先枞を設けた。 

取組みの特徴 

○公共交通の利用促進に、数多くの説明会と、工夫したＰＲ手法 

・地域間幹線系統とフィーダー系統の連携による利便性の高い公共交通体系を実現。 

・予約型乗合タクシーの運行事業者選定にあたっての選定方針の明確化と、協議会を有効活用した交通事業

者間の円滑な調整。 

・デマンド交通の利用促進において、住民との対話を重要視し、現在に至るまで 90 回を超える住民説明会

を実施。 

・市内の主な病院や商業施設（29 ヶ所）を訪問しポスター掲示や利用者のサポート（予約代行等）を依頼。 

・市ホームページで使い方に関する映像配信を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他地区への参考となるポイント 

・既存の交通事業者との調整は丁寧に行うこと。 

※地域公共交通協議会に委員として参加した、タクシー事業者の代表者がキーマン。乗合タクシーの導入に肯定

的（むしろ意欲的）な意向を持っていた。 

・乗合タクシーは、「安くて便利だが、送迎時間や予約が丌確実」を市民にしっかり理解してもらうこと。 

・シルバーカー(手押し車)も載せられるよう、全 12 台、トヨタハイエース（グランドキャビン）を交通事業

者に用意してもらったが、生活道路が狭いため、ドアトゥドアで対応できない場合が尐なからず発生。 

担当部署 

八女市地域公共交通協議会（事務局：八女市） 

（住 所）福岡県八女市本町 647 

（担 当）八女市総務部地域支援課交通対策係 （電 話）0943-23-1224 

 

資料：八女市ＨＰ 



16＇朝倉市（ 

福岡県 

(４)朝倉市 

常に市域全体の公共交通の見直しを行い、 

持続可能な公共交通づくり 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 56,355 人 ・地域間格差の是正 

☛ｐ12、ｐ24、ｐ60 も参照 

・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ30、ｐ34、ｐ44、 

ｐ48、ｐ60、ｐ62 も参照 

・スクールバス混乗化 

・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ26、ｐ28、ｐ36、ｐ48、 

ｐ52 も参照 

 

高齢化率 27.6％ 

面積 246.73 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 

4 条乗合 
4 条デマ 
78 条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○市町村合併に伴う新市の公共交通サービスレベルの平準化（格差是正、交通空白地区の解消） 

・尐子高齢化や過疎化、車中心の生活などの社会的要因により利用者は年々減尐し、

その公共交通の維持にはかなりの行政負担が生じていた。 

・公共交通が丌便な地域もあり、自家用車を自由に利用できない市民にとっては移動

に制約が生じていた。 

・当時の公共交通は、合併前の交通施策をそのまま継承していたことから、合併後の

市内全域の一体的な取組みが求められていた。 

・平成 20 年３月に法定協議会（朝倉市地域公共交通活性化協議会）を立ち上げ、平成 21 年３月に「朝倉

市地域公共交通総合連携計画」を策定。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○既存路線を総合的に見直し、中心となる市街地、各地域の中心部を結ぶ幹線と支線のネット

ワーク 

・既存路線を年次的、総合的に見直し、確保・

改善・創出（交通空白地区解消事業を含む）

することで、市域全体での公共交通サービ

スレベルを可能な限り調整・維持する。こ

のことから、交通弱者（高齢者等）の日常

生活に必要丌可欠な移動手段が確保され、

将来的に持続可能で安全・安心な公共交通

づくりの最初の道筋をつけることになる。 

・また、「市街地（各地域の中心部）と幹線

と支線」のネットワークが連携・確立する

ことで、効率的かつ合理的な運行体系が実

現でき、さらには交通弱者の外出促進・地

域活性化にもつながるものと考えている。 

・市街地（甘木）と中心部（朝倉、杷木）の地域特性に合わせて、デマンド型乗合タクシー、コミュニティ

バス、スクールバス混乗化といった支線を運行している。 

 

◆運行サービス内容 

・西鉄バスなどの地域間幹線交通系統のフィーダーとして、あいのりタクシー、コミュニティバスを運行 

ダ イ ヤ ３日～６日/週・系統、２～７回/日・系統運行、日祝・年末年始運休 

運行範囲 朝倉市内 ８路線 13 系統（H24 年度）→ 25 年度より 11 路線 16 系統となる予定 

運  賃 １人１乗車 大人（一般）200～300 円 高齢者・小人 100～150 円 
（距離制：10km 目安） 

図 旧市町村＇合併前（ 

甘木市甘木市

朝倉町朝倉町
杷木町杷木町

資料：朝倉市ＨＰ 図 朝倉市公共交通網 



17＇朝倉市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・将来的に持続可能な公共交通として維持・継続するために利用者増を図る 

目標値：平成 25 年度～平成 27 年度 現状維持 

２）目標達成状況（H24 年度） 

①あいのりタクシー黒川線 交通空白地区解消率 99.67％達成 

②あいのりスクールバス高木地域（佐田コース） 交通空白地区解消率 100％達成 

③あいのりスクールバス高木地域（黒川コース） 交通空白地区解消率 96.35％達成 

◆実施のプロセスと調整 

○「沿線住民」と「交通事業者」と「行政」が一緒になって検討しつつ、創りあげてきたネッ

トワーク 

《沿線住民との協働事業の位置づけ》 

・沿線住民の“自分たちの生活路線を守り、そして育てる意識づくり”を企画段階から訴え続けてきた。 

《情報の共有化と将来像を描くための方策》 

・路線事業を維持していくためには、“沿線住民”と“事業者”と“行政”が常に現状（情報）を共有し、
それぞれの立場で利用者増に向けての弛まぬ努力をし続けなければならないとの認識に立っている。 

○乗合タクシーにおける住民との意見交換のあり方（工夫した点） 

・“沿線住民”と“事業者”と“行政”が一緒になって創りあげていくべきものであるとの考え方から、月々
の利用者推移（実態と経年変化）を沿線各コミュニティ事務局に利用状況データとして提供している。そ
の内容を機会ある毎に各会合等でお伝え願うことで意識づくりの醸成に努めて頂いている。 

・路線事業は創って終わりではなくそれからが大切であることから、沿線コミュニティ組織に協議組織（例：
公共交通委員会）を設けてもらい、初年度は四半期程度で利用状況の報告、沿線住民の“声”の集約等を
材料にしながら上半期のまとめを行い、次年度以降利用促進に向けて意見交換を行っている。 

○バス・タクシー会社との調整（苦労した点・工夫した点） 

《苦労した点：交通事業者との関わり方》 

・従来、路線事業はバス事業者であったが、連携計画事業導入後はタクシー業界も 4 条事業に参画可能と

なったため、“業界内のバランス調整”を行いながら事業者会議等を実施した。 
・路線バス事業者にとっては路線廃止による既存業務への影響(雇用、車両、新事業参画などの諸問題解決) 
・タクシー業界にとっては、“あいのりタクシー”という地元経済に新たな事業形態を生み出すものの、本

業(貸切タクシー)への影響度合い(貸切部門の利用者減＝経営問題)や未知なる世界のあいのりタクシー事
業のあり方(制度内容の理解と収支の見立て、契約方法等)など、暗中模索の中から進めざるを得なかった。 

《工夫した点：契約制度のあり方》 

・入札方法 … 1 時間単価による入札方法 
・運行車両問題 …事業導入当初は事業者所有の車両を用いて運行を開始したが、市で車両購入し決定事業

者に貸不する方策への転換。 
・契約内容の見直し(本市独自の契約方法の確立) … 「運行の有無に関わらず必要な固定経貹(基礎的経貹)」

と「運行に応じてかかる経貹(運行比例経貹)」を組み合わせた新制度を確立した。 

取組みの特徴 

○既存の運行体系を活かした公共交通ネットワーク(デマンド型、スクールバス混乗) 

・デマンド乗合タクシーやコミュニティバス、及びあいのりスクールバスの取組みは、先の事業内容を単年
度で企画し、次年度で社会実験（利用者動向把揜）、翌年度より本格運行へ年次的に取り組んだ。 

①路線バスの見直し（廃止）→デマンド型乗合タクシー（あいのりタクシー）制度確立。 

②利用者限定（高齢者・障がい者）福祉バス（廃止）→（誰でも乗れる）コミュニティバス制度 or 路線バ
ス活用策の確立。 

③スクールバスと路線バスの重複区間廃止→あいのりスクールバス（一般住民混乗化事業）の確立。 

他地区への参考となるポイント 

・視察に来た自治体には、以下の３点を取組みのポイントとして説明している。 
・公共交通の取組みは、行政主導にならないように気を付け、沿線住民と共に創っていかなければならない

（協働事業）。 
・路線事業はそれぞれ地域環境の違いから異なっていて当たり前である。同じ路線環境はないため、他地域

のものまねではなく実態に即した計画を作らねばならない。 
・長期的な視点を持ち得た持続可能な公共交通づくり。 

担当部署 

朝倉市地域公共交通活性化協議会 
（住 所）福岡県朝倉市菩提寺 412-2  

（担 当）朝倉市総務部ふるさと課交通対策係 （電 話）0946-22-1111（代表） 



18＇糸島市（ 

福岡県 

(５)糸島市 
広い地域に中山間地域路線と大学路線など、 

多様な目的の路線でネットワーク 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 98,435 人 
・路線の新設・再編 

☛ｐ32、ｐ42、ｐ64 も参照 

・路線バスの廃止・代替 

☛ｐ20、ｐ58 も参照 

・合併による区域の広域化 

☛ｐ50、ｐ54、ｐ62 も参照 

・大都市との連絡 

 

高齢化率 21.9％ 

面積 216.15 ㎞２ 

立地特性 都市隣接 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○大学や中山間地域など、地域に合った数多くのフィーダー系統が必要不可欠 

・福岡都市圏に属する糸島市は、福岡市とのつながりが強く、福岡市との主な幹線交通

は鉄道である。 

・福岡市や糸島市の中心市街地にある総合病院、大規模な商店等が市民の日常生活機能

を担う中で、主な幹線交通は JR 筑肥線となっており、その支線の役割をするフィー

ダー系統の公共交通が必要。 

・１市２町の市町村合併により広大な面積となったことにより、中山間地域バス路線、

九州大学の関係者のための路線、市中心部と郊外を結ぶ路線、さらに福岡市と結ぶ路

線など、多様なフィーダー系統が必要丌可欠な交通として機能。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○福岡市と連絡する鉄道を基軸に市域の各拠点を公共交通で連結させるコンパクトな公共交通
体系 

・「糸島市地域交通計画」において「便利で効率的な公共

交通網の構築」を基本方針として、鉄道、バスなどの

各公共交通機関が連携することで利便性の向上を図る

とともに、地域特性に合ったバス路線への見直しによ

って持続可能なバス路線の構築をめざしている。 
 

◆運行サービス内容 

・筑前前原駅を中心に、JR 筑肥線の他の駅とも連結する

10 路線のフィーダー系統のコミュニティバス路線を

ネットワークし、大学や中山間地域など、地域の特性

に合わせたバス路線を配置。 

ダ イ ヤ 中心駅である筑前前原駅を中心にフィーダー

系統が接続するネットワークを構築し、路線

特性に応じたダイヤで運行。 

※九大線は、１日 21 便で、最終は 22:10
に九大を出発し筑前前原駅へ向かうとい
う大学の状況に合わせて運行。 

※他の路線は、おおむね 18～19 時を最終
便と地域の生活に合わせて運行。 

運  賃 150 円を最低として対キロ区間制（一部路線は定額運賃制） 

乗り継ぎ コミュニティバス間の乗り継ぎについて特に取組みはない。今後検討する予定。 

◆その他 

・車両の老朽化に伴う買い替え時に、輸送力拡大と快適な車内空間の確保を目的に、車両を大型化。 

・バスの愛称を募集。市の花に因んで「はまぼう号」に決定。はまぼう等のラッピングを施した。 

図 旧市町村＇合併前（ 

志
摩
町

志
摩
町

二丈町二丈町

前原市前原市

図 拠点連結型の公共交通体系のイメージ 
資料：糸島市ＨＰ 
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組みの効果と負担 

数値目標 

・糸島市コミュニティバス全線の運行コストを１km あたり 130 円以内。 

・糸島市コミュニティバス路線全体の収支率を 50％以上。 

・糸島市コミュニティバスに関する満足度を 3.0 点/5.0 点満点以上。 

・「糸島市地域交通計画」では、コミュニティバスの目標以外に、IC カードによる支払率、駅の利用者数な

ど、市の公共交通全体の事業を整理し、事業ごとに達成目標を掲載。 

◆実施のプロセスと調整 

○既存の路線バスの引継ぎ、新たな需要に対する新設バスなど、様々な目的のバスを構成 

・コミュニティバスは、既存の路線バスの路線を

引き継いだバス、新たな需要に応じて新設した

バスなど、様々な目的のバスで構成。 

・路線バスが撤退後にコミュニティバスで運行し

ており、一部の路線は既存路線を活用したもの

である。一方、九大線や庁舎線は新設路線であ

る。 

・住民の利用状況と糸島市と福岡市との行政界や

鉄道の位置の関係上、福岡市内を通る路線が存

在。 

・地域住民が利用している最寄り駅にバスを停車

する必要があることから、状況に応じて市域を

超えて運行している。 

・中でも、フィーダー系統の前原今宿線は、路線バスの経緯により筑肥線と並走するルートとして福岡市と

連携した運行。 

・以前「姪浜－前原」間を路線バスが運行していたが廃止となった。福岡市と協議し、糸島市から今宿まで

の通勤者が多かったことから、今宿－前原間をコミュニティバスで運行することとなった。なお、姪浜－

今宿間は福岡市で運行している。 

・当初、九大線のダイヤが授業時間とマッチしていなかった。また、朝の時間帯に積み残しが生じていたた

め、学生アンケート等によりダイヤ改善を実施。 

・九大の学生向けアンケートを、ダイヤ改正を目的として実施した。その結果、大学の発着希望時刻が大変

参考になった。また、新たな経路の希望についても参考になった。結果、積み残しと利用者の丌満が解消

した。 

取組みの特徴 

○10 路線の対象者、サービスのあり方に違いがあるため、路線特性に応じた違う目標を設定 

・糸島市の 10 路線の地域内フィーダー系統は、大学や中山間地域など、路線により対象者やサービスのあ
り方に違いがあるため、路線特性に応じて目標を変えて取り組む。 

・中山間地域路線（白糸・雷山・曽根・井原山・川原線）については、住民の生活路線で利用者は多くない
ため、地域特性に応じて必要丌可欠な便数を確保し、効率化を図っている。 

・九大線については、大学関係者の市内定住化促進を図るため、大学へのアクセスを強化している。学生等
へのアンケート実施によるダイヤ構築や学生証の IC カード機能を使ったバス利用による学生運賃の低廉
化（通常 200 円運賃→IC カード利用時 100 円運賃）等を実施している。 

・庁舎線は、合併により分庁方式となり、市民が各庁舎を行き来する必要が生じたため、各庁舎を結ぶ路線

を、合併を機に新設した。市民利用を考慮し、100 円の定額運賃制で運行している。 
・中山間地域路線においては、各校区でバス利用促進協議会を設置し、利用促進を強化。 
・九大線は、大学から新入生への書類を送付する時にバスのチラシを同封してもらったり、学生アパートへ

のポスティングをしたりして利用促進に努める。 

他地区への参考となるポイント 
・合併により交通丌便地域が拡大し、市の財政状況から新たなバス路線を設置することは丌可能なことから、

地域コミュニティ輸送を導入した。交通丌便地域の縮減を図るとともに、財政効率化と地域活性化を図って

いる。 

担当部署 

糸島市コミュニティバス協議会（事務局：糸島市） 
（住 所）福岡県糸島市前原西 1 丁目 1-1 
（担 当）糸島市企画部地域振興課公共交通係 （電 話）092-332-2062 

市
岡
福

市
島
糸

前原今宿線九大線

筑前前原駅筑前前原駅 今宿駅今宿駅

九大伊都キャンパス九大伊都キャンパス

資料：糸島市ＨＰ 
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福岡県 

(６)那珂川町 
西鉄路線バス廃止に伴う代替交通および支線交通の確保 

（バス路線の役割ごとの運行） 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 49,780 人 ・路線バスの廃止・代替 

☛ｐ18、ｐ58 も参照 

・公共交通の役割分担 

☛ｐ24 も参照 

・交通事業者との協議・コミ

ュニケーション 

☛ｐ24、ｐ54 も参照 

 

高齢化率 16.0％ 

面積 74.99 ㎞２ 

立地特性 
都市隣接＇北部（ 

中山間地＇中・南部（ 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○町中・南部地域の唯一の路線バスの廃止申請によって、広範囲な公共交通空白地域の発生 

・平成 21 年度の西鉄バスのバス路線再編計画により、那珂川町中・南部地域の唯一のバス路線を廃止とす

る申請を受け、平成 23 年度の広範囲な公共交通空白地域の発生に対する問題がきっかけ。 

・那珂川町は福岡市に隣接し、福岡都心との交通利便性が高いことから通勤・通学や買物等、福岡市とのつ

ながりが強い地域である。 

・北部の市街地に比べ、町中・南部は住宅地が分散し、特に山間部になると住宅が点在しているうえに高齢

世帯が多い状況にあるため、唯一のバス路線の全廃は、地域住民が移動困難な状況になる問題があった。 

・廃止路線沿線には福岡市へのバス通勤・通学者もおり、高齢者の移動対策だけに留まらない問題も抱えて

いた。 

・那珂川町には福岡市へ通勤・通学する住民も多く、中・南部地域の居住者のバスによる JR 卙多南駅まで

の通勤手段のニーズが高まった。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 
○鉄道、路線バス、コミュニティバスの適切な役割分担によって主幹線バスの存続、交通空白

地域の解消 

・公共交通を必要としている高齢者を中心とし、町内移動者や通勤・通学

者のニーズもふまえ、公共交通機関の適切な役割分担のもと、必要な地

域に必要な公共交通機関を導入することで、主幹線の存続および交通空

白地域の解消を目指す。 
［各路線の役割分担］ 

・西鉄路線バス 
都市間交通を結ぶ役割（福岡市と那珂川町を結ぶ） 

・｢かわせみ｣バス 
町内公共交通を確保する役割（住宅地と那珂川営業所および卙多南
駅等への移動手段の確保） 

・小型「かわせみ」バスおよび通勤かわせみ 

それ以外の地域への公共交通の確保、幹線と支線等の役割分担 

◆運行サービス内容 

・通勤・通学時間帯にだけ路線バスを存続するとともに「通勤かわせみ」

で補完し、特に JR 卙多南駅への接続を目的とした運行により、中・南

部地域の幹線となるバス路線を確保。 

・高齢者の利用が中心となる昼間帯以降は、「かわせみ」バスだけで生活移動需要に合わせた運行を実施。 

ダ イ ヤ 朝夕の通勤･通学時間帯は主に西鉄バスとして、交通拠点等への移動の補完は通勤かわせみが運

行することとし、昼間時間帯は「かわせみ」バスだけが運行するダイヤ 

運  賃 150 円均一（中学生以上） ※小児（小学生）、高齢者、障がい者には割引制度あり（100 円） 

乗り継ぎ 「かわせみ」バス間での無料乗継 ※乗継バス停の指定あり 

資料：那珂川町ＨＰ 

図 バス交通路線図 
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◆その他 

・福祉等の観点から、小児および高齢者、障がい者向けの割引運賃を設定。 

・回数乗車券 1,100 円分を 1,000 円で販売。 

◆取組みの目標 

数値目標 

・平成 25 年度までに採算性 30％以上を目指す。（北部と南部） 

・平成 25 年度までに利用者数 6 万人/年以上を目指す。（北部） 

・平成 25 年度までに利用者数 6.5 万人/年以上を目指す。（南部） 

◆実施のプロセスと調整 

○町で運行できる部分と交通事業者に維持してもらいたい部分について根気よく協議を重ねた

結果、必要な時間帯の路線バスを存続 

・那珂川町北部地域では、循環バス「かわせみ」が平成 21 年度から運行開始していた。 

・西鉄バスと協議した結果、採算性が合わないとの理由から路線を存続できないと回答を得たことから各路

線の役割を明確にし、運行補助することで、幹線交通の確保をした。 

・西鉄バスと通勤かわせみの連携において両者の料金体制。 

・西鉄バスは既設運賃を適用、かわせみバスも 150 円の通常運賃を適用し、運賃格差の解消は行っていな

い。また、乗り継ぎにおける相互割引も減収等の理由により設定していない。 

取組みの特徴 

○通勤・通学時間帯に路線バスとコミュニティバスが、うまく連絡して運行 

・退出申請が出ていた西鉄バスが、通勤時間帯だけの運行を存続できたポイント。 

・連携計画を策定する中で、通勤通学時間帯（朝・夜）は那珂川町と福岡市（大橋方面）間の移動ニーズが

高かったことから、各路線の役割を定め、路線バスについては都市間交通を担っていくこととした。この

ことを踏まえて、町が地域内幹線交通を確保することとし、運行補助を行うことで路線バスの確保を行な

った。 

・２地域（南面里区・西畑区）へ小型車両（ハイエース）で運行を行っており、毎時交互運行としている。

また、町と西畑区で児童通学支援を確保する旨の契約を結んでおり、学校教育課と協議のうえ、西畑区の

児童が通学する際は定められた便であれば無償で通学に利用できることとしている。 

・バス車両には車いすの電動乗降リフトを備え、また低床車両も充当しており、車いす使用者の利用をスム

ーズにしている。 

他地区への参考となるポイント 

・コミュニティバスの運行主旨を十分に理解し、また真に公共交通サービスが必要な住民を把揜しながら、路

線の設定および運営等を行っていくこと。 

担当部署 

那珂川町 

（住 所）福岡県筑紫郡那珂川町西隈 1 丁目 1 番 1 号 

（担 当）那珂川町都市計画課 管理担当 （電 話）092-953-2211 
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福岡県 

(７)須恵町 
利用者の理解と交通事業者の調整に難航しつつも、 

無料の福祉バスを有償化、広告掲載事業で運賃以外の収入を確保 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 26,044 人 
・有償運行への切り替え 

☛ｐ10、ｐ52 も参照 

 

 

高齢化率 21.6％ 

面積 16.33 ㎞２ 

立地特性 都市近隣 

運行形態 

・法令 
78 条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○路線バスと町営福祉バスの重複運行の改善 

・町内の道路網が限られている須恵町において、町と福岡市内を結ぶ西鉄バス（町が赤字補填）と無料の町

営福祉バス（町内各地域と町中心部をつなぐように運行）が重複して運行している状況にある中で、町の

財政負担の低減と利用者の利便性（運行ルート、他の公共交通機関との連携）の確保に向け、交通政策の

一元化を図ろうとしたことがきっかけ。 

・上記の課題を解決するため、平成 20 年５月に法定協議会を立ち上げ、平成 20 年度に「須恵町地域公共

交通総合連携計画」を策定し、町の主要拠点を結び、地域住民が気軽にお出かけできる交通システムを構

築。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平成 20 年当時の公共交通網 

  

資料：須恵町ＨＰ 

民間バスと重複運行する 

無料福祉バス 
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実施した公共交通サービスの概要 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ ５系統 毎日運行 ６回/日 反対周り有 

運行範囲 須恵町内 計５系統 

運  賃 中学生以上～65 歳未満 １人１乗車 100 円 

   ※乳幼児・小学生：無料  

※高齢者：65 歳以上で健康福祉課交付の介護保険被保険者証保持者

および同乗する介護者１人までは無料  

※障がい者：身体障害者手帱、療育手帱または精神障害者保健福祉手帱の交付を受けている人および同乗

する介護者１人までは無料 

回数券 1,000 円（100 円券 12 枚綴り）  

定期券 2,000 円（１ヶ月） 

◆実施のプロセスと調整 

○路線バス交通事業者との有償化に関する協議 

・有償化については、利用者の理解と地域路線バス運行業者の調整に苦労。 
・65 歳以上、小学生以下を無料とした（障がい者等も）。 
・鉄軌道（JR）、路線バスとの交通結節点を設け、買い物、病院、公共施設へのアクセス性の向上に努めた。 
・車両購入は国の補助金を活用。 

・課題：近隣市町村との連携。住民ニーズによるダイヤの変更。 

取組みの特徴 

・福祉バス路線を移行したため、路線は福祉バスベースとなったが、一方向の周回では丌公平感があり、反
対回りの運行を開始した。 

・路線バスは住民の通学・通勤には欠かせない交通機関であり、業者の意向もあって競合を避けている。 

他地区への参考となるポイント 

・広告掲載事業の取組み。 

・市町村運営で運行業務のみ委託。 

・運転士ミーティングにより、状況の把

揜が出来た。 

・地元住民の代表者と議会代表者を通じ

て地元の意見を反映。 

担当部署 

須恵町地域公共交通活性化協議会  

（住 所）福岡県粕屋郡須恵町大字須恵 771 番地  

（担 当）須恵町まちづくり課 （電 話）092-932-1151 

【コミュニティバス】 
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福岡県 

(８)岡垣町 
路線バスとコミュニティバスの料金均一化、 

乗継可能にすることで、町内移動に関する町民負担を平準化 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 32,119 人 
・地域間格差の是正 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ60 も参照 

・運賃見直し 

☛ｐ14、ｐ30、ｐ38、ｐ52 も参

照 

・公共交通の役割分担 

☛ｐ20 も参照 

・交通事業者との協議・コミュ

ニケーション 

☛ｐ20、ｐ54 も参照 

 

高齢化率 26.9％ 

面積 48.51 ㎞２ 

立地特性 都市近隣 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○路線バスとコミュニティバスの運行サービスの違いによる地域間格差 

・町中心部から離れた海岸地域集落住民にとって唯一の公共交通手段である路線バスと、町中心部のコミュ

ニティバスの運行サービスとの間に存在していた地域間格差が問題であった。 

・岡垣町では、平成６年度から福祉バスの運行を開始したが、西鉄バスの糠塚・元松原線の退出に伴い平成

17 年度にコミュニティバスへ切り替えて運行をはじめた。 

・その後、町の中東部の住宅団地開発に合わせてコミュニティバスの路線網が充実するとともに、バスの料

金は均一 100 円という状況にあった。 

・一方、海岸集落から町中心部への唯一の公共交通手段である路線バスは、対キロ区間制の料金体制をとっ

ており、住民の移動に要する料金やコミュニティバスとの乗継利用に、コミュニティバスを利用する住民

との間に格差が生じる状況にあった。 

・町の公共交通網の基軸である路線バスの廃止路線に対し、コミュニティバスによる補完はもとより、住民

と協力した路線の維持が必要であった。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○ＪＲと西鉄バスを補完・連携するフィーダー系統の役割とし
てのコミュニティバス 

・町の公共交通網の基軸は JR と西鉄バスであるということを計画の

中に位置づけ、コミュニティバスが補完・連携することで運行継続

を目指すというフィーダー系統の役割を明確にしている。 

・岡垣町に現在ある JR 鹿児島本線、西鉄バス、岡垣コミュニティバ

スふれあいが連携することによって、公共交通の運行継続を図るこ

とを目指している。 

・JR 海老津駅において西鉄バス波津線、岡垣コミュニティバスふれ

あいが接続するとともに、西鉄バス波津線のフィーダーとして岡垣

コミュニティバスふれあいが機能するように路線を配置。 

◆運行サービス内容 

・平成 24 年４月より、路線バスとコミュニティバスの運賃を統一化、追加負担なしで路線バスとコミュニ

ティバスを乗り継げるようにした。 

ダ イ ヤ JR はもとより、路線バス⇔コミュニティバス、コミュニティバス間の乗り継ぎを意識したダイ

ヤを設定。 

運  賃 町内を走る路線バスとコミュニティバスの運賃を統一化（150 円）。 

乗り継ぎ 追加負担なしで路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎが可能 

（バス間の乗り継ぎバス停は、JR 海老津駅を含む６ヶ所） 

乗継

拠点

路線

バス

ＪＲ
コミ

バス

連携連携

連携

補完

図 方針イメージ 



25＇岡垣町（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・引き続き、岡垣コミュニティバスふれあいの持続的な運行を目指し、運行コスト（収入控除後）１km あ

たり 100 円以内を目指している。 

◆実施のプロセスと調整 

○料金均一に向けた交通事業者とのコミュニケーションの長期間における継続 

●150 円均一料金の交通事業者との協議は、「減尐する利用者を増やすための取組み」という姿勢で臨み、

交通事業者と行政のそれぞれで知恵を出した。 

・運賃格差是正補助については、平成 21 年３月策定の「第２次公共交通体系整備計画（地域公共交通総合

連携計画）」に明記されているが、その前の「第１次整備計画」策定におけるワークショップにおいて、

距離別による運賃格差やコミュニティバスと路線バスの競合による弊害等が既に論議されており、年々減

尐する路線バスの利用者を何とか留め、単なる赤字補填ではない、利用者を増やす町の取組みとして具体

化が進められた。平成 18 年度には西鉄との協議が始まっており、それぞれが検討を進め、平成 21 年度

に西鉄バス波津線とコミュニティバスの料金均一化の方向が決まった。 

●両者が合意するまで約４年の期間を要した。それは、しっかりと検討できるためのデータの蓄積と、お

互いの考え方を理解し合えるために要した期間であった。 

・現在は、波津線の利用者が対キロ制で乗車した時の収益に対し、150 円均一の収益で丌足する分を町が

負担するという仕組みになっている。この制度は、利用者が長い区間を利用すれば、町の負担が増加する

というシステムである。 

・町としては負担できる予算を確保する必要があるため、年２回の調査データをもとに、交通事業者のアド

バイスを受けながら負担額のシミュレーションを繰り返した。このデータによる裏付けと繰り返し行った

検討が、町としては実施できるという自信につながって予算化ができた。 

・最初、交通事業者も淡白な対応だったものが、４年の間に何度も協議を行うことでお互いの意図が分かり

合え、より良いコミュニケーションが図られ、ともに正確な情報交換によって具現化できた。 

●交通事業者と十分なコミュニケーションができていない間に、他の路線バスが廃止・減便となった。 

・波津線の実施直前の平成 21 年度に遠賀川系統の廃止や減便が実施された。当時はまだ交通事業者との十

分なコミュニケーションが図られていなかった。 

取組みの特徴 

○路線バス波津線とコミュニティバスの一体的ネットワーク 

・路線バス波津線とコミュニティバスが、料金均一、追加負担なしで乗り継ぎ可能と出来たのは、波津線の
フィーダーとしてコミュニティバスが補完できていることと、波津線が町内で完結した路線であったこと
もポイントである。 

・データ把揜はバスを維持していくために重要なことで、平成 25 年度からコミュニティバスは全日・全路
線の乗降データ収集に取り組む。また、経貹抑制のため徹底した燃貹の改善を計画している。 

・全日・全便データをドライバーが調査することは負担が大きいが、完璧ではなくともコツコツとデータを
収集しておくことは、様々な検討のために役立つものと考える。また燃貹の改善は、運転方法を見直すな
どドライバーの努力によってできるものもある。役場の担当としては、必要に応じてバスの運行状況をチ
ェックし、交通事業者とコミュニケーションを取りながら改善を目指す。 

・現在、波津線沿線住民が主体となって、波津線の維持のために交通事業者と話し合う場として「交通部会」
を実施している。 

・平成 24 年４月の運賃改定の際、子供・障がい者運賃（80 円）、定期券を導入。 
・平成 24 年 10 月から定員 13 人のジャンボタクシーを３台導入し、12 便増便（全車両バス化）。 

他地区への参考となるポイント 

・他都市を参考とする時には、自分たちの目標などを明確にして実施することが必要で、コミュニティバスの

運行委託契約に関しては宗像市を参考にした。その理由は、町が目指すコミュニティバスには福祉の視点を

盛り込みたく、その参考が宗像市にあったからである。 

・ダイヤの見直しなど運行改善について、地元の意見聴取の方がアンケートよりも有効な意見が聞ける。 

担当部署 

岡垣町地域公共交通協議会（事務局：岡垣町） 

（住 所）福岡県遠賀郡岡垣町野間 1 丁目 1 番 1 号 

（担 当）岡垣町都市建設課 （電 話）093-282-1211 



26＇鳥栖市（ 

佐賀県 

(９)鳥栖市 
毎年のバスのイベントを通した PDCA サイクルで改善に取組む 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 69,074 人 
・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ12、ｐ34、ｐ40、ｐ44、 

ｐ52、ｐ56 も参照 

・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ16、ｐ28、ｐ36、ｐ48、 

ｐ52 も参照 

 

高齢化率 19.9％ 

面積 71.73 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○効率的かつ効果的な財政負担による地域公共交通の見直し 

・地域の公共交通に対する現状や課題に対し、効率的かつ効果的な財政負担による地域公共交通の見直しの

必要性が高まる。 

・市の負担増加に対して路線バスの利用者が減尐しているのに対し、公共交通空白地域対策、高齢者等の公

共交通に対するニーズなど地域公共交通に対する課題への喫緊の対策が必要であった。 

・そのため、既存の路線バスの運行形態を見直しつつ、新たな地域公共交通の導入を図ることで、効率的か

つ効果的な対策を進める。 

・一方で、平成 22 年度の九州新幹線新鳥栖駅の開業に合わせた市内バスの路線やダイヤの見直しなど、バ

スの利用促進を進める必要性があった。 

 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○無駄な財政負担の抑制と、高齢者が多い公共交通空白地域への移動手段の確保 

・行政・市民・交通事業者の協力のもと、財政負担を十分に考慮しつつ、市民が分かりやすく利用しやすい

公共交通の実現を目指す。 

・産業団地と駅を結ぶバス路線の効率化などを図りつつ、高齢者が多い公共交通空白地域へ新たに地域公共

交通を導入することで財源負担の無駄な増加を抑え、日常生活に必要な移動手段の確保を目指していく。 

 

◆運行サービス内容 

・平成 21 年度より産業団地と JR 鳥栖駅を連絡する市内路線バスの弥生が丘線、同じく JR 鳥栖駅と接続

するミニバス２ルート（鳥栖地区、田代地区）を運行する。 

・平成 24 年度より、ミニバスは基里地区と旫地区の２ルートが追加。 

ダ イ ヤ 弥生が丘線を減便（26 便→19 便）、ミニバスは７便/日 

運  賃 ミニバス 一律 200 円 

乗り継ぎ JR 鳥栖駅前にてミニバス乗降所を整備 

 

◆取組みの目標 

数値目標 

・市内路線バスの利用者数：96,598 人/年 

・ミニバス全体の利用者数：平成 24 年：15,700 人/年、平成 25 年以降：17,336 人/年 



27＇鳥栖市（ 

◆実施のプロセスと調整 

・高齢者の移動を支援する目的で、路線バスの再編とは別に平成 21 年度よりミニバス２路線の実証運行を

開始。 

・ミニバスのルート選定に際しては、交通空白地域のカバーをしつつ、日常生活（買物・通院）、２次交通

（JR、広域路線）などの施設への接続を考えながら実施したが、路線バスとの調整や経貹の関係から距

離、ルート選定、運行時間等の調整を行い実施した。 

・その後本格運行とし、協議会、利用者や運行事業者の意見を参考に毎年改善しつつ取組み中。 

・路線バス及びミニバスについては、基本的には運行経貹等の限られた制約の中で運行ルート及びダイヤを

設定していることから、協議会の意見や利用実態調査等の利用者の意見及び運行事業者等の意見を参考と

しながら、できる限りの利便性の向上を図れるように考えている。 

取組みの特徴 

・毎年秋にバスへの乗り込みアンケート調査を実施しており、利用者のニーズ把揜を行って今後の改善の基

礎資料としている。 

・利用促進に向けた取組み 

●バスマップの全戸配布 

●市内の各施設へポスター掲示 

●ミニバス運行沿線地区への説明会実施 

●地元ケーブルテレビ局での広報  など 

・バスの利用促進を図るため、毎年９月中旪に『バスの日イベント in 鳥栖』のイベントを実施している。

また、バスマップを作成し全戸配布を行っている。 

他地区への参考となるポイント 

・運行改善を実施するには、バスへの乗り込み調査を行い、実際に利用者からのニーズを把揜することが重要。 

担当部署 

鳥栖市地域公共交通活性化協議会（事務局：鳥栖市） 

（住 所）佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地 

（担 当）鳥栖市都市整備課 （電 話）0942-85-3602 
 

 



28＇伊万里市（ 

佐賀県 

(10)伊万里市 
拡がる地域公共交通ネットワーク路線定期運行（曜日限定）の 

「いまりんバス」で広い市域を効率的にカバー 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 57,161 人 
・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ16、ｐ26、ｐ36、ｐ48、 

ｐ52 も参照 

・小型車両の使用 

☛ｐ36、ｐ46、ｐ62 も参照 

 

高齢化率 25.7％ 

面積 255.02 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○郊外の公共交通空白地域における生活交通移動手段の確保 

・高齢者等の市街地における移動手段を確保し、人にやさしい、住みたいまち伊万里の実現をめざして、

平成 17 年１月に市街地を周回する伊万里市コミュニティバス「いまりんバス」が運行開始。  

・平成 21 年 11 月から市街地周辺の公共交通機関が通っていない交通空白地域で、病院や公民館、スー

パーなどがある各町の中心部と各地区を循環する「新たな路線バス」の運行を開始。 

・平成 24 年 7 月からバスが通っていなかった郊外の住宅地など、伊万里駅を中心とした４km 圏内でコ

ミュニティバスの運行を開始。 

・伊万里駅を中心とする 2.5km 圏内の中心市街地を運行する「いまりん

バス」および市内３地区（北部、西部、東部）を走る「新たな路線バス」、

どちらも運行していない中間エリアの住民のための生活交通手段の確

保が課題となっていた。 

・また住民からも病院や買い物にいくための交通手段として、路線バス運

行の要望が多く挙げられていた。 

・平成 24 年４月に地域交通会議を開催、平成 24 年６月「伊万里市地域

内フィーダー系統確保維持計画」を策定。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・４km 圏内の路線を運行開始すること

により、これまで路線バスが運行して

いなかった地域の高齢者等の日常生

活に必要丌可欠な移動手段が確保さ

れる。また、今回申請する３路線は幹

線と連携するほか、全て伊万里駅を通

過するため、路線バス（西肥バス・昭

和バス）や鉄道（ＪＲ・ＭＲ）との効

率的な運行体系が実現できる。さらに

は、外出促進・地域活性化にもつなが

る。 

 

 

【いまりんバス郊外線】 

資料：伊万里市ＨＰ 図 伊万里市内路線図 



29＇伊万里市（ 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ 各系統 週２日、４回/日運行。 

日祝、12/31～1/3 運休 

運行範囲 伊万里市内 計３系統 

運  賃 大人 100 円/人・回、小人 50 円/人・回 

 

◆取組みの目標 

数値目標 

・運行経貹：200 円/km 以内 

・利用者数：８名/便 

・各路線の収支率：目標値 20％以上（現状値 10.8％） 

◆実施のプロセスと調整 

○地域のバス要望に対し、企業からの車両やバス停の寄付により実現 

・市街地を循環する「いまりんバス市街地線」を平成 17 年１月から運行しているが、「いまりんバス」が

運行されていない地域の方から「いまりんバス」の路線延長の要望が多くあった。 

・しかし、いまりんバス市街地線は、車両１台で１日 10 便運行しており、運行時間の問題や、路線延長

を希望されている地域の道路幅員の問題もあり、現状の車両１台では路線延長は難しい状況であった。 

・そのような中、(株)名村造船所からの寄附により小型車両（トヨタハイエースコミューター）の確保がで

きたため、路線延長の要望が多かった地区のほか、郊外の大きな住宅団地を経由する「いまりんバス郊

外線」の運行を開始することができた。 

・また、バス停の一部は伊万里ライオンズクラブの寄附により設置している。 

取組みの特徴 

○狭い道路で小型の車両を使用したコミュニティバス 

・住宅団地内など、これまで路線バスが運行できなかった狭い道路でも走行できるように、小型の車両（ト

ヨタハイエースコミューター）を使用。 

・いまりんバス郊外線の運行開始に伴い、市が運行するコミュニティバスの名称を変更。 

①いまりんバス市街地線 

 →市街地周辺を運行する路線バスで平成 17 年１月 21 日から運行を開始。旧名称は「いまりんバス」。 

②いまりんバス地域線 

 →北部（黒川・波多津）、西部（二里・山代）、東部（大川・南波多）の市内３地区を運行する路線バ

スで、平成 21 年 11 月 24 日から運行を開始。旧名称は「新たな路線バス」。 

③いまりんバス郊外線 

 →今回新たに運行を開始する４km 圏内の路線バス。 

他地区への参考となるポイント 

・苦労した点は、導入車両（トヨタハイエースコミューター：乗客 12 名）が乗合車両としての構造ではな

かったため、乗合車両に必要な保安基準を満たすための改造が必要であり、貹用と時間がかかったこと。 

担当部署 

伊万里市政策経営部地域振興・公共交通対策課 

（住 所）佐賀県伊万里市立花町 1355 番地 1 

（担 当）伊万里市政策経営部地域振興・公共交通対策課 （電 話）0955-23-2114 

 



30＇小城市（ 

佐賀県 

(11)小城市 
旧町内限定のドアトゥドア型区域運行（デマンド交通）から 

住民の移動方向にマッチした路線定期運行（曜日限定）へシフトチェンジ 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 45,133 人 ・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ34、ｐ44、 

ｐ48、ｐ60、ｐ62 も参照 

・運賃見直し 

☛ｐ14、ｐ24、ｐ38、ｐ52 も参

照 

 

 

高齢化率 22.5％ 

面積 95.85 ㎞２ 

立地特性 都市近隣 

運行形態 

・法令 

４条乗合 
４条デマ 

78 条乗合 
       

取組みの背景・課題 

○合併前の市内循環バスの無料運行、バス間連携等への課題に対する再編が課題 

・平成 17 年３月に４町が合併した小城市では、合併前の旧町単位を巟回するバス・タ
クシーや旧町間を結ぶ市内循環バスを運行していたが、無料での運行やバス同士の連
携等に課題があることから、合併後の公共交通の再編を行い、小城市にふさわしい交
通システムを構築するため、平成 20 年度に総合連携計画を策定し、有料でのバス・
タクシーの実証運行、バス停の整備等の事業を実施した。 

・実証運行中である巟回バスおよび乗合タクシーは、車を運転できない住民を中心に必
要丌可欠な交通手段となっていることからその維持・確保が喫緊の課題であった。 

・平成 21 年度から４路線の巟回バス（小城町巟回バス、三日月町巟回バス、牛津町巟
回バス、広域循環バス）及び２路線の乗合タクシー（芦刈町乗合タクシー、小城やま
びこタクシー）の実証運行を開始し、車を運転できない住民を中心に、買い物や通院
などの日常生活に必要丌可欠な交通手段として定着している。 

・住民にとって必要丌可欠な交通手段として定着している公共交通の維持・確保を行うためには、利用者増
を図る必要があり、利用者の利便性を考慮した施策の取組みが必要であった。 

・平成 22 年度から、バスを快適に利用してもらう事業として、実証運行のお知らせチラシの配布、バス停
の整備などを行った。今後も利用者の満足度向上を図るための施策を継続する必要がある。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○市の公共交通網の基軸はＪＲと路線バスとし、その補完・連携のためのフィーダー系統とし
た役割でコミュニティバスの運行継続 

・市の公共交通網の基軸は JR と路線バスであるということを計画の中に位置づけ、コミュニティバスが補
完・連携することで運行継続を目指すというフィーダー系統の役割を明確にしている。 

・市内巟回バス・タクシーの運行を維持することにより、車を運転できない高齢者等の日常生活に必要丌可
欠な移動手段が確保される。また幹線・支線ネットワークが連携することで、公共交通が便利に感じられ、
利用しやすくなる。 

◆運行サービス内容 

●市内巟回バス 

ダ イ ヤ 平日のみ運行 ５日/週・系統、２～３回/日・系統、土日祝・年末年始は運休 

運行範囲 小城市内 ９系統 

運  賃 １人１乗車 大人 200 円 小人 100 円 

割引制度 子ども割引、障がい者割引、おぎバス回数券（１セットに 200 円分のマージン） 

おぎパスカード（2,000/月で乗り放題） 

●乗合タクシー 

ダ イ ヤ ２～３日/週、２回/日、土日祝・年末年始運休 

運行範囲 ２系統 

運  賃 １人１乗車 200 円 
 

図 旧市町村＇合併前（ 
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31＇小城市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・市内巟回バス・タクシー利用者の満足度向上 

目標値：平成 24 年度 60％以上（利用者／満足者） 

平成 25 年度 70％以上（利用者／満足者） 

平成 26 年度 80％以上（利用者／満足者） 

◆実施のプロセスと調整 

○旧芦刈町内のデマンド交通の運行方法を見直し 

・従来運行していた「芦刈町コミュニティタクシー」は、旧芦刈町内を運行区域とする事前登録制かつ事前

予約方式のセミデマンド（時間帯を限定）により運行していたが、利用者から予約の煩わしさや、運行区

域が旧町内に留まっていることに対する意見が寄せられた。 

・このことから運行方法そのものを見直し、曜日指定の定時定路線運行にて、商店街や JR の駅等が存在す

る牛津町内（隣町）まで延伸し、平成 24 年４月から運行している。 

・工夫した点としては、芦刈町の事情として、集落が広範囲に点在していることと、以前はデマンド運行だ

ったため、ドアトゥドアが可能であったことから、運行路線設定の際には各集落をくまなく運行するよう

な路線を設定し、フリー乗降区間も設定した。 

 

取組みの特徴 

○持続力ある交通システムのための公共交通の有料化と、デマンド交通から路線定期運行への

見直し 

・市内巟回バスについては、既存のストックを活用して無料の福祉バスとして運行していたが、平成 22 年

１月からは全系統で有料化し、市町村運営有償運送により運行している。 

・将来的には、民間の交通事業者に軸足を置いた一般乗合旅客運送事業への移行を目指している。 

・また、乗合タクシーは、デマンド運行から運行エリアを拡大した路線定期運行に切り換えるとともに、中

山間地域においても新たな交通システムとして路線丌定期運行の乗合タクシーを曜日指定で運行し、今後

にわたり持続力のある小城市にふさわしい公共交通体系の実現を目指している。 

 
 

他地区への参考となるポイント 

・デマンドは地域性によって馴染まない場合がある。 

・持続力のある交通システムとして今後に残していくために、公共交通の有料化が必要。 

・路線や時刻の変更及び路線の新設の際には、地域公共交通会議等に諮る前に関係機関との事前調整を徹底

する必要がある。 

・市内タクシー事業者３社に運行業務を委託しているが、利用者へのサービスが欠けている事業者もみられ

る。利用促進については事業者との連携が必要丌可欠であり、事業に対する理解度を深めていくため、協

力が得られるよう粘り強く努力していく必要がある。また、事業者の選定方法も重要である。 

・聞き取りによる利用者アンケートを実施しているが、調査対象である利用者は、ほとんどが高齢の方であ

るため、調査の精度を高めるために直接聞き取りによる調査を実施した。しかしながら、新たな問題とし

て“本音を言ってもらえない”ことが見受けられた（利用者側に『これ以上は望めない』という思いがあ

り、遠慮されている）。 

 

担当部署 

小城市地域公共交通活性化協議会 

（住 所）佐賀県小城市三日月町長神田 2312 番地 2 

（担 当）小城市総務部企画課 （電 話）0952-37-6115 

 



32＇神埼市（ 

佐賀県 

(12)神埼市 
３年間の巡回バスの実証運行の結果、【要望者≠利用者】が明らかに！ 

ターゲットを高齢者に深化させ、早朝便等の廃止と PR強化で利用者が増加 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 32,899 人 
・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ10、ｐ14、ｐ50、ｐ56、 

ｐ58 も参照 

・路線の新設・再編 

☛ｐ18、ｐ42、ｐ64 も参照 

 

高齢化率 25.0％ 

面積 125.01 ㎞２ 

立地特性 都市隣接 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○平成 20 年度の路線バスの廃止に対する市民の移動手段の確保 

・市町村合併後３年以上経過しているにもかかわらず、旧神埼町と旧千代田町の交流を

促進するための２町間を結ぶ公共交通網（移動軸）が丌足している状況の中で、平成

20 年度にバス路線の廃止があり、移動軸の丌足と併せて高齢者等の移動制約がある

市民の移動手段の確保が急務となったのがきっかけ。 

・平成 20 年度に連携計画し、翌年度から実証運行を開始、平成 24 年４月から本格運

行に移行し、半年後に運行系統を２系統から４系統に分割し、早朝便と夕方便を廃止。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆運行サービス内容 

・乗車人員 10 人以下の車両２台を、 

４系統のコースで運行。 

ダ イ ヤ 月～土 １日３回運行 

（祝祭日、年始を除く） 

運  賃 大人 200 円 子ども 100 円 

乗り継ぎ 神埼駅にて無料の乗継券発行 

回 数 券 回数券販売 金額 2,000 円 

（券種 100 円×22 枚） 

割引率 9.1％ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・平成 25 年度は利用者の満足度（利用者数/

満足度）70％以上を目指し、平成 26 年度

及び平成 27 年度は、利用者の満足度（利用

者数/満足度）80％以上を目指す。 

 

 

 

 

 

図 旧市町村＇合併前（ 
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33＇神埼市（ 

◆実施のプロセスと調整 

○実証運行期間中から利用促進に取組んだ結果を踏まえて、本格運行への移行時に運行内容を

精査 

・平成 21 年からの実証運行期間中の利用促進に対しての取組みとしては、神埼市公共交通機関案内マップ

作成、回数券販売、チラシ、市報、市ホームページ、FM ラジオでのお知らせ、車両の手すり・ステップ

設置、利用の多いバス停へのベンチ設置、高齢者のみの世帯を対象としたアンケート調査の実施。 

・平成 24 年４月より本格運行へ移行し、平成 23 年度に実施したアンケート調査における意見や利用状況

を参考に、同年 10 月より、運行路線を拡大・増便し、各町１路線ずつの隔日運行から各町２路線ずつの

毎日３便ずつ運行とした。また、利用の尐なかったバス停や早朝便、夕方便の廃止も同時に行った。 

・運行路線の拡大に伴い、１路線あたりの運行時間が長くなったことから２路線に分割したが、利用者の利

便性を考慮し、終点で別路線に無料で乗り継ぐための、乗継券を発行することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・巟回バスを PR するため、車体に市のゆる

キャラ「くねんワン」「くねんニャン」の

マグネット貺付。 

・周知活動として、チラシ、市報、市ホーム

ページ、FM ラジオでのお知らせ、地区説

明会の開催。 

 

他地区への参考となるポイント 

・ターゲットが高齢者の場合、行政が巟回バスの良い点や使い方を説明するよりも実際に利用してもらい、家

族や近所の方にその良さを口コミで伝えてもらった方が良い。本市は巟回バス利用者のほとんどが高齢者で

あるため、老人クラブ等で実施した「モデルコース（実走）を使ってのわかりやすい利用方法」の説明と、

その際に路線図・時刻表の配布を行っている。本市にとって「利用者」がキーマン。 

・住民の要望にできるだけ応えるような運行ルートを設定しているが、利用者が思ったほど増えない。要望者

と利用者の乖離がある。誰が必ず利用するのか、本当に利用される方がどのくらいいるのかをきちんと把揜

し、その方たちのニーズに合った運行計画を構築する。 

担当部署 

神埼市地域公共交通活性化協議会（事務局：神埼市） 

（住 所）神埼市神埼町神埼 410 番地 

（担 当）神埼市企画係 （電 話）0952-37-0102 

【H21年 7月】 

実証運行開始 

 

【H24年 4月】 

本格運行へ移行 

【H24年 10月】 

運行コース、 

運行回数変更 

本格運行へ移行 

 

【H22年 11月】 

運行ルート等の 

見直し  
 

12.3人/日 

● 

H21年度 

● 

H22年度 

13.3人/日 

● 

H23年度 

16.7人/日 
● 

H24年 12月 

19.0人/日 

・単独型２ルート週３
回運行、総合型１ル

ート毎日運行 

・ジャンボタクシー１
台（定員 10 人以下、

タクシー会社に委

託） 

 

・フリー乗降区間の設

定・早朝コースの設
定・ルート統廃合 

・JR・路線バス等との

結節向上 
・バス停の見直し（病

院等を追加。一部廃

止） 

・実証運行から本格運
行へ 

高齢者に的を絞った運行計画に変更 

 

住民全体の意向を運行計画に反映 

・２系統から４系統へ 

・月曜～土曜（毎日３

便運行） 
・早朝、夕方便の廃止 

・乗り継ぎ乗車券、回

数券販売、フリー乗
降区間の設定 

利用者数 

年月 

【巟回バス】 【ゆるキャラ＇くねんワン、くねんニャン（】 



34＇長崎市（ 

長崎県 

(13)長崎市 

タクシー事業者の既存資源を有効活用した 

低コストの予約型乗合タクシー（デマンド交通） 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 443,766 人 
・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ30、ｐ44、 

ｐ48、ｐ60、ｐ62 も参照 

・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ12、ｐ26、ｐ40、ｐ44、 

ｐ52、ｐ56 も参照 

 

高齢化率 25.0％ 

面積 406.43 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○旧琴海町の高齢者等の生活移動手段の確保と財政負担の軽減 

・平成 18 年１月に長崎市に編入した旧琴海町の高齢者や障がい者等の住民の生活交

通手段の確保と、市の財政負担の軽減を図る施策を実行する必要に迫られていた。 

・長崎市琴海地区では、平成 20 年度にコミュニティバスを現在のデマンド交通への

見直しを行った結果、１便あたりの利用者数増加と行政負担の削減の両立を達成で

きた。 

・しかし、長崎市の全体的な公共交通機関の利用者数の減尐に歯止めがかからず、収

支悪化による行政負担の増加をはじめとして様々な問題が懸念されていた。 

・本市の厳しい財政状況のなか、地域の公共交通を確保・維持し、住民の生活交通手

段を存続させていくことが喫緊の課題であった。 

・平成 20 年５月に法定協議会（長崎市地域公共交通活性化・再生協議会）を立ち上

げ、平成 20 年度に「長崎市地域公共交通総合連携計画」を策定。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・デマンド交通を運行することにより、

琴海地区の高齢者や障がい者等の日

常生活に必要丌可欠な移動手段が確

保される。 

・また、幹線・支線ネットワークが連携

することで、効率的な運行体系が実現

できる。加えて、外出促進・地域活性

化にもつながる。 

・なお、乗り合わせの割合を高めること

で、より尐ない便数でより多くの方々

に利用してもらうことができ、行政か

らの負担軽減が行えるとともに、通常

のタクシーとの差別化も図ることが

できる。 

◆運行サービス内容 

●予約型乗合タクシー（デマンド交通） 

ダ イ ヤ 運行：平日のみ １エリアごとに４便/日 

運休：土日祝、年末年始（12/31～1/3） 

運行範囲 琴海地区６エリア 

運  賃 同一運行区域内 １人１乗車 大人 300 円 こども 150 円（幼児（１歳未満）無料） 

身体障害者手帱、療育手帱、精神障害者保健福祉手帱の交付を受けている方は半額 

図 旧市町村＇合併前（ 

長崎市長崎市

琴
海
町

琴
海
町外

海
町

外
海
町

伊王島町伊王島町

高島町高島町 三和町三和町
野母崎町野母崎町

香焼町香焼町

資料：長崎市ＨＰ 



35＇長崎市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・１便あたりの乗車割合 現状値 1.29 人（H24 年度） 目標値 1.27 人以上 

◆実施のプロセスと調整 

○タクシー事業者の既存の資源を活用して低コストの仕組みづくり 

●工夫した点 

・長崎県下においても初めての新しい取組みであったことから、「デマンドシステム」とは何かから説明し

なければならず、説明会は、要望があれば自治会や連合自治会及び敬老会等様々な単位で丁寧に行った。 

・予約システムについては、デマンド予約専用回線を１本増やしたのみで、オペレーターや配車システム等

はタクシー事業者の人員や無線など既存の資源を活用することで、低コストで持続可能な仕組みを作り出

すことが出来た（運行事業者からは十分な理解と協力が得られている）。 

●今後の課題 

・利用者実態や利用者からの声からは、区域（エリア）割や便数等において、一部丌便な所があることから、

この点を見直し、現在よりも利便性の高い運行内容を目指すことが課題である。 

取組みの特徴 

○障がい者の利用が多い中、今後の利用状況を見つつオンデマンド化を検討中 

・利用者の約４割が障がいを持つ方の利用となっていることから、そのような方々の社会参加や買い物弱者

対策など福祉推進の側面も併せ持っている。 

・現在は IT を活用した予約システムを導入していないことから、前日までに予約をする方法を採用してい

るが、将来的に、IT を活用した低コストで持続可能なシステムの開発が進めば、オンデマンド化（利用

直前までに予約可能）による運行を目指し、利便性を高めることも課題の一つである。 

・市ホームページでの情報発信。 

他地区への参考となるポイント 

・デマンド制度導入やその後の展開には様々な制約がある。 

→他の交通機関との棲み分け、需要が多くないこと、スーパーや病院等の立地、導入時の住民理解など 
 

・１人で利用される方が多く、一番多い区域（エリア）でも１便あたりの乗車割合が 2.0 人に満たないこと

から、タクシーとの差別化が図りにくい部分がある。 

 

・運輸局の指導により１人の予約でも運行をすることになったが、柔軟な運用により、例えば、健常者は２人

以上（障がい者は１人で可）でなければ運行をしないルールを作ることが出来れば、さらに経貹削減と１便

あたりの乗車割合の向上が図れる（乗合を重要視したい）。 

 

・アンケート調査の設問のコツ 

１）現状の把揜→利用者像、求められているニーズ等をしっかり把揜すること 

２）効果的だった設問頄目：「負担してもよいと思う（片道）運賃」→現行の運賃決定根拠の一つに 
 

・キーマンは「地元関係者（自治会長や市議等）」であり、地元の意見集約等に尽力してくれた。 

 

・また、「交通事業者」については、運行事業者だけでなく他の既存交通事業者等も含め、施策実施に対する

十分な理解が必要である。 

担当部署 

長崎市地域公共交通会議 

（住 所）長崎県長崎市桜町 2-22 

（担 当）長崎市建設局都市計画部都市計画課公共交通係 （電 話）095-822-8888（代 表） 



36＇佐世保市（ 

長崎県 

(14)佐世保市 

既存のバス乗り入れが困難な地域の住民が運行主体の協議会で 

新たな交通手段を検討するも、事業者調整が難航し、 
バス事業の一環として超小型バスを投入 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 261,101 人 
・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ16、ｐ26、ｐ28、ｐ48、 

ｐ52 も参照 

・小型車両の使用 

☛ｐ28、ｐ46、ｐ62 も参照 

・住民組織の設置 

☛ｐ54 も参照 

 

高齢化率 25.8％ 

面積 426.47 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○狭隘でカーブが多く、長い坂道を歩いて移動しなければならない交通不便地域への移動手段
確保 

・フィーダー系統の運行対象地域は、佐世保市北部の地域拠点として比較的利便性が高

い地域であるが、「すり鉢状」の地形条件により、高台に居住する高齢者にとっては

「狭隘でカーブが多く、長い坂道を歩いて移動しなければいけない交通丌便地域」と

なっている。 

・人口集積があるにもかかわらずバス路線が新設できない才牟田地域、住宅は分散して

いるがカーブが多く道路の７割が坂道という歩行が厳しい峰地域、同じく昭和 40 年

代後半に造成されて高齢者が多い上に急勾配の道路が多い瀬戸越団地の３地域では、

路線バス事業者が保有する既存のバスでは通行丌可能であることから、路線新設にお

いて新たな移動手段のニーズが高まった。 

・市の基本スタンス＝“住民の主体的・自立的な取組みを後押しする役割”。 

・本市の先行事例として、中通地区で実施している乗合タクシーが住民主体での取組みを行っていたため、

これに準じ大野への導入を検討する段階から住民主体での運営を条件とした。 

※市内の複数の交通モードを考慮した場合、佐世保市としては、住民の主体的・自立的な取組みを後押

しする役割が基本。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆運行サービス内容 

○住民主体の協議会での運営 

・一般的なバスの車両では通行できない道路に、12 名乗りの

車両の小さな乗合バス「まめバス」を社会実験で運行開始。 

・大野地区町内連合会の役員で組織する「大野地区交通対策協

議会」が運営する「まめバス」は、交通事業者（西肥バス）

の協力による住民主体の乗合バスである。 

ダ イ ヤ 才牟田線、岩下洞穴・瀬戸越団地線の２路線で、

１日４往復 

運  賃 大人 300 円 小児 150 円 

乗り継ぎ 乗り継ぎはなし  
 

◆取組みの目標 

数値目標 

・才牟田線、岩下洞穴・瀬戸越団地線を合わせた１回の運行で乗客２名以上の確保。 

矢峰柚木線

才牟田線

大野バス停

岩下洞穴線
瀬戸越団地線

【まめバス】 

図 旧市町村＇合併前（ 
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37＇佐世保市（ 

◆実施のプロセスと調整 

○一般的なバス車両の通行が無理な地域に対しバス事業者の超小型バス導入の協力 

●大野地区交通対策協議会の構成員 

・大野地区公民館連合会役員のうち沿線公民館長９名、市議会議員、西肥自動車業務課長、市交通担当者、

大野支所長。 

●車両の決定経緯 

・協議当初は、道路幅員等の関係から普通車程度が限界という条件があり、タクシー事業者が所有するジ

ャンボタクシーを利用したい考えであった。 

・しかし、交通事業者との協議が難航し、事実上タクシー事業での乗合を断念せざるを得なくなり、西肥

自動車からバス事業として協力してもよいとの意向があり、超小型バスの導入実現に至った。 

●協議会と西肥バスとの取り決め 

・現在の運行状況をみつつ、特に取り決めは交わしていないが、今後本格的な運行に移行するにあたって

は、３者（地域住民・交通事業者・市）で役割等を明確化する協定を交わす予定。 

取組みの特徴 

○協議会会長の「乗合タクシーの持続には住民参加が欠かせない」という地域全体への雰囲気

づくり 

・本市の交通丌便地区対策は、基本的に既存公共交通機関の活性化に繋がるフィーダー系統の整備を主な

目的としており、その点において利用者が求める利便性（目的地までの移動）の方向性とは差異が生じ

ている部分がある。 

※才牟田線の場合、人口密集地にありながら地理的な制約があったため、公共交通機関がタクシーのみという

状態が長く続いてきており、「まめバス」の登場でタクシーよりも安価な移動手段となり、一定の利用者が

確保された。 

・路線の設定についても、アンケートや協議会の意

見聴取に基づく基本路線に対し、運行事業者の客

観的な視点による効率的な線形に変更し運行を始

めたことや、大型商業施設の協力を得て、同施設

の敷地内への乗り入れを実施したことが、良い結

果に結びついているものと考える。 

・地域住民代表からなる任意協議会の設立と、利用

促進活動への支援。 

・事業者への協力。 

・させぼ公共交通ふれあいフェスタの開催 

＜共催＞JR、MR、西肥バス、市交通局、 

させぼバス 

他地区への参考となるポイント 

・地域内フィーダー交通は、需要量が必ずしも大きくなく、利用者が限定的になりやすい傾向にあるため、

利用者はもとより利用しない周辺住民においても、公共交通は“地域の住民による地域のための乗り物”

であることを理解し、共に支え合う意識の醸成が、持続性に大きく影響を及ぼす。 

・協議会活動に住民を巻き込むことで、傍観者の立場から主役へと抜擢し、自らの利用促進活動の必要性を

認識していただいたうえで、事業を持続していくことが成功には欠かせない。 

・事業計画に影響を及ぼす事案については、いち早く事業者へも情報提供を行うこと。 

※本市においては、影響を受ける事業者（バス及びタクシー事業者）への情報提供が遅かったことを反省。 

・協議の熟度に影響を及ぼすため、地域の代表者の役割のみでなく、実際に利用している住民を構成員とし

て参加させることが必要。 

担当部署 

佐世保市 

（住 所）長崎県佐世保市八幡町 1 番 10 号 

（担 当）佐世保市企画部地域政策課公共交通推進室 （電 話）0956-24-1111（内線 2424） 

図 させぼ公共交通ふれあいフェスタチラシ 

資料：佐世保市ＨＰ 



38＇大村市（ 

長崎県 

(15)大村市 
県営バスの大村市内線をバスターミナル発着に見直し、利用者の使いやすさ

を第一に考え、「路線の番号化」「ラウンドダイヤ」「乗継 100 円引」を実施 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 90,517 人 
・運賃見直し 

☛ｐ14、ｐ24、ｐ30、ｐ52 も参

照 

・特徴あるダイヤ設定 

☛ｐ64 も参照 

 

高齢化率 20.1％ 

面積 126.56 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○交通拠点施設としてのバスターミナル機能の維持確保が困難 

・大村市は「ゆとりと潤いのあるまちづくり」に向け、「調和とにぎわいのある都市空間の創造」を目指し

ており、その中で JR 大村駅周辺の市街地再開発事業による都市機能の再整備や商店街全体の魅力の向上

に取り組んでいる状況。 

・そのような状況の中で、地域住民の移動を支える路線バスをみると、運行収支の改善や行政負担の軽減等

の課題を抱えており、交通拠点施設としてのバスターミナル機能の維持確保について課題解決に向けた取

組みがきっかけ。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・南部循環線、小路口諏訪線、及び富の原協和町線については、本

事業を継続して活用することにより交通空白地区の解消を図り、

高齢者や子ども等を中心とする通院、通学、買い物等の日常生活

に必要丌可欠な移動手段の確保を図る。 

・今村線、野岳湖線についても、本事業を継続して活用することに

より増便し、高齢者や子どもや高齢者等の通院、通学、買い物等

を中心とする日常生活の移動手段の確保を図る。 

・さらに、今回本事業を新たに活用し黒木線及び南部循環線を増便

し、日常生活に必要丌可欠な移動手段の維持が強化され、幹線・

支線のネットワークが形成され、将来にわたって持続可能で効率

的な運行体系が構築される。 

 

◆運行サービス内容 

○南部循環線は、大村ターミナルで乗りつぐことになるため、初乗り運賃発生に対する乗継割

引を導入 

ダ イ ヤ 各系統 週５日～７日運行、0.5～21 回/日・系統 

運行範囲 大村市内 計 ７系統 

運  賃 １人１乗車 140 円～600 円（距離制）、乗継割引制あり 

◆取組みの目標 

数値目標 

①南部循環線の収支率を 55％以上とする。 
②小路口諏訪線の収支率を 55％以上とする。 
③富の原協和町線の収支率を 55％以上とする。 
④今村線の収支率を 38％以上とする。 
⑤野岳湖線の収支率を 53％以上とする。 
⑥黒木線の収支率を 55％以上とする。 

図 南部循環線 
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～乗継割引適用後運賃\190～ 

図 乗継割引事例 

資料：大村市ＨＰ 



39＇大村市（ 

計測必要データ収集方法 

系統ごとに運賃収入状況調査を実施し、データを収集している。 

 

数値目標達成状況                  

路線名 目標値 実績値 達成率＇％（ 備考 

南部循環線 55 65.9 119.8  

小路口諏訪線 55 36.3  66.0  

富の原協和町線 55 32.4  58.9  

今村線 38 38.0 100.0  

野岳湖線 53 79.7 150.3  

黒木線 55 － － H24 該当なし 

 

 

◆実施のプロセスと調整 

○初乗り運賃対策の乗継割引が結果的にお得なルートを生み出した 

・南部循環線沿線には、市役所、学校、体育文化センター、図書館等の公共施設のほか、公園、医療機関、

大型商業施設等も立地していることから主要な路線として位置付けており、乗継利便性と使いやすさを高

めるため、乗継割引、ダイヤのラウンド化※、区間内同一運賃を導入している。また、南部循環線の増便

にあたっては系統を一本化し、利用者にわかりやすいものとした。 

・また、運行方法の見直しにあたり、大村ターミナルで乗継が発生することになった。乗継に際して、初乗

り運賃が発生するため、その分の是正の目的で 100 円割り引くこととした。結果的に、区間によっては

乗り継ぐことで直通より運賃が安くなるケースが発生した。 

 

※「ダイヤのラウンド化」とは、毎時間同じ時刻（毎時毎分）にバスが来ることを意味する。 

取組みの特徴 

○大村市初の循環線の設定 

・特徴的な取組みとしては、今回、大村市内においては初めて循環線を設定し、区間内均一運賃とした。 

・路線バスに丌慣れな人でもわかりやすいように、路線を番号化。 

・バスターミナルを起点にバス路線をフィーダー化し、乗継割引制度を導入。 

・新規路線を中心としてラウンドダイヤ化。 

他地区への参考となるポイント 

・地域公共交通の維持確保の必要性を改めて認識させられた。今後はフィーダー系統の利便向上を図るととも

に、利用促進策等を講じながら利用者の拡大に向けて取り組んでいきたい。 

担当部署 

大村市地域公共交通会議（事務局：大村市） 

（住 所）長崎県大村市玖島 1 丁目 25 番地  

（担 当）大村市商工観光部交通政策課「４月より商工振興課へ改編」（電 話）0957-53-4111 



40＇対馬市（ 

長崎県 

(16)対馬市 

【民間バス→予約型乗合タクシー（路線不定期）】への移行にあたり、 

利用可能便数の増加に加え、市民の公共交通の運賃の割高感を 
払拭するため定額フリーパスを導入し、利用者離れを抑制 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 34,407 人 
・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ12、ｐ26、ｐ34、ｐ44、 

ｐ52、ｐ56 も参照 

・事業者負担の軽減 

☛ｐ54、ｐ60 も参照 

 

高齢化率 29.5％ 

面積 708.85 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○住民の利用促進とバスへの財政負担の軽減 

・尐子化の進行によりバス利用者数が減尐している状況下において、民間バス事業者は

毎年 1.5 億円以上の経常赤字を計上。それに対し、対馬市は毎年 1.3 億円前後の財

政支出をしており、その対策として住民の利便性向上と財政負担の軽減を図ることが

狙い。 

・対馬市における路線バス利用者は年々減尐傾向にあり、平成 10 年より 10 年間で利

用者が６割減尐している状況にあった。また、路線バス事業者は毎年 1.5 億円以上の

経常赤字を計上しており、国・県の補助金に加え、対馬市の財政支出（1.3 億円/年

前後）により何とか経営を維持している状況にあった。 

・対馬市は合併特例措置の期限が迫っており、普通交付税が段階的に削減される等の財政状況の悪化が見込

まれる中、財政負担を必要最小限とした「サービスレベルの向上と効率化」に向けての対策が求められて

いた。 

・平成 21 年７月に法定協議会を立ち上げ、同年度に「対馬市地域公共交通総合連携計画」を策定。 

・平成 22 年度に地域公共交通活性化・再生総合事業（計画事業）を活用し、椎根・厳原線等の乗合タクシ

ーによる路線丌定期運行の実証運行を実施し、複数の調査から外出機会向上効果と財政負担軽減効果を確

認し、運行ダイヤの見直しを行って本格導入に至った。 
 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○空港線へのフィーダーとなる「日掛地区」の運行 

・島を南北に縦貫し、厳原港や比田勝港、対馬空港といった対

馬の玄関口を結ぶ空港線（地域間幹線系統）に結節するフィ

ーダ系統という位置づけで運行。 

・民間バス運行時とは異なり、交通空白地域だった「日掛地区」 

を経由する運行ルートを設定し、佐須地区の高齢者等の生活

に必要丌可欠な移動手段を確保。 
 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ １日４往復（計８便）、路線丌定期運行 

※航路便との接続を考慮し、夏季と冬季の２ダイヤを設定 

運  賃 佐須ブロック内の移動は 200 円、ブロック間の移動は 500 円 

※小学生及び障害者手帱等所持者は半額 
 

利用方法 ・利用にあたって事前登録は丌要。予約の際は氏名、乗降停留所を伝える。 

     ・予約があった停留所間のみを運行。 

・乗降場所は既設バス停留所を原則とするが、路線沿線上も可。 

図 運行路線図 

厳原ブロック内の移動 

にはご利用になれません 

 

厳原バス停

椎根 ・ 厳原線

空港線

図 旧市町村＇合併前（ 

厳原町厳原町

美津島町美津島町

豊玉町豊玉町
峰町峰町

上県町上県町
上対馬町上対馬町



41＇対馬市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・１便あたりの利用者数：現状値 2.5 人/便⇒2.7 人/便（H27） 

・収支率：現状値 17.5％⇒19.4％（H27） 

目標達成状況（H24 年度） 

・目標値に 2.5 人/便（H25）に対し 2.4 人（H24）となっており、目標を達成できる見込み 

・収支率 22.3％（H25）に対し、21.4％（H24）となっており、目標を達成するのは難しい状況 

 

◆実施のプロセスと調整 

・予約制乗合タクシーにおける予約受付業務について、運行を担うタクシー事業者にすることでコストの削

減を図った。 

※路線丌定期運行の受付業務はさほど煩雑ではなく、通常のタクシー業務の受付を行いながらでも可能。 

取組みの特徴 

○タクシー協会の受託で、タクシー事業者が当番制の運行 

・予約の人数によりジャンボタクシーと普通車を使い分け、効率的

な運行を実施。 

・１便（１往復）あたりの単価（車両及び距離により変動）を設定

し、単価から乗客が支払った運賃を控除した額を運行委託料とし

て支払う方式を採用。 

・PR チラシの全戸配布や防災行政無線による利用の呼びかけ、住

民座談会、チラシ等を活用した広報の徹底。 

・地域公共交通活性化・再生総合事業（計画事業）での試行を経て

本格導入された「定額フリーパスポート（※）」での料金支払い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市内を運行している陸上公共交通全て（対馬交通（株）の路線バス、市営バス、予約制乗合タクシー）

に１ヶ月乗り放題（１ヶ月 5,000 円）。 

他地区への参考となるポイント 

・実証運行期間中にアンケートを実施することで、実証運行を知らなかった住民に対しての PR 効果が期待で

きる。 

・路線バスから予約制乗合タクシーに移行する際に、予約が必要となり丌便を強いる代わりに、住民に対し「便

数の増加」と「運賃の低廉化」をアピールしたが、運賃については路線バス運賃の半額以下に設定したため、

収支率が悪化したうえ、他の地域とのバランスが崩れてしまった。 

担当部署 

対馬市地域公共交通活性化協議会（事務局：対馬市） 

（住 所）長崎県対馬市厳原町国分 1441 

（担 当）対馬市地域再生推進本部 （電 話）0920-53-6111（内線 464） 

椎　　根 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

椎 根 浜 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

小茂田浜 ～ 厳　　原 ジャンボ
小 茂 田 普通

ジャンボ
普通

金田小前 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

佐　　須 ～ 厳　　原 ジャンボ
診療所前 普通

ジャンボ
普通

下　　原 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

床　　谷 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

経　　塚 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

士　　富 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通

日　　掛 ～ 厳　　原 ジャンボ
普通

ジャンボ
普通
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無

片道当り
運行距離
（ｋｍ）
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有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

有

無

運行区間 車種
病院・桟
橋経由の

有無

１往復当たり
運行単価

（見積額）

【定額フリーパスポート】 



42＇新上五島町（ 

長崎県 

(17)新上五島町 
従来から問題視されていたバスネットワークのミッシングリンク 

への対応必要性が医療再編でさらに高まり、バス路線を新設 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 22,074 人 
・路線の新設・再編 

☛ｐ18、ｐ32、ｐ64 も参照 
 

 

 

 

 

 

 

高齢化率 33.4％ 

面積 213.98 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○地域の医療再編に伴う移動利便性の確保 

・町が実施した医療再編（入院病床の集約）に伴い、町民の

町中心部への新たな外出移動が生じたことで、従来から問

題視されていた“バスネットワークのミッシングリンク（丌

連続区間）”への対策必要性が高まったのがきっかけ。 

・町民が安心して医療サービスを受けることができる環境づ

くりを行うため、路線バスネットワークの見直しに着手。 

・新上五島町では人口減尐が著しく、医師や看護師の数が丌

足していた。医療の安定的な確保と医療体制の確立が図ら

れるよう、平成 21 年６月に「新上五島町医療再編実施計

画」を策定した。 

・この医療再編により、合併前の旧５町毎にある拠点医療施

設のうち、４施設の医療サービスが外来診療に特化され、

入院部門は基幹病院である上五島病院（町の中心部に位置）

に集約された。 
※入院病床の集約化を図り、外来診療に特化、医師等の当直回数

を減らし、勤務環境と生活環境の改善に取り組むのがねらい。 

・そのため、無床化された拠点病院の周辺住民（主として介

護者）は上五島病院への新たな移動が必要となった。 

・そのような状況の中で、町内の路線バスネットワークには

丌連続な区間があり、町の中心部への移動に大きな迂回が

必要な地区があったため、町は上五島病院までの往来に要

する時間の短縮に向け、岩瀬浦小学校区～青方間に定時定

路線の路線バスを新設することになった。 

・平成 22 年２月に法定協議会を立ち上げ、平成 22 年度に

「新上五島町地域公共交通総合連携計画」を策定した。 

 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 
○岩瀬浦小学校区の移動手段確保のため、バスネットワークのミッシングリンクに路線バスを
新設 
・岩瀬浦小学校区の高齢者等の日常生活に必要丌可欠な移動手段の確保。 
・利用にあたっての数値目標（１往復あたり２人以上）の設定や住民との対話等により、地域との協働に

よる公共交通の持続的な運行に向けたルールづくりを検討。 
 

◆運行サービス内容 

・毎日１往復（行きは８時台、帰りは 13 時台）、運賃は対キロ制（西肥バス路線として運行） 

有川バス停
有川～浜串線

浜串バス停

有川～太田線
青方～有川線

有川～江の浜～頭ヶ島教会線 等

奈良尾～岩瀬浦～浜串線
奈良尾～高井旅～中五島高校線

 

太田診療所 
の開設 

有川病院を 
無床化 

新魚目診療所 
を無床化 

若松診療所 
を無床化 

奈良尾病院 
を無床化 

基幹病院の 
上五島病院 

注．医療再編対象のみ抽出 
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医療再編で
大きな迂回
が必要に！ 

   新ルート 

図 旧市町村＇合併前（ 若松町若松町

上五島町上五島町

新魚目町新魚目町

有川町有川町

奈良尾町奈良尾町

図 町内の医療体制の再編 



43＇新上五島町（ 

H29 

 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

           

◆新上五島町交通体系再編計画（H20～29年度） 

新上五島町地域公共交通総合 
連携計画（H23～25年度） 

公
共
交
通
活
性
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
、
調
査
を
実
施 

鵜ノ瀬～月ノ浦航路の陸上交通 

へのシフト（検討期間） 

浜串地区の青方方面へ 

の交通手段の確保検討 

岩瀬浦小学校区～青方間の 
新規バス路線の導入 

町営バス路線の段階的民営化（検討時期を含む） 

町
の
主
な
取
り
組
み 

地域公共交通活性化・再生総合事業 

公共交通活性化プログラム 

地域公共交通確保維持改善事業 

町営航路廃止に伴う月ノ浦地区への町営バス路線の延伸 

公
共
交
通
に
係
る
国
の
制
度
の
変
遷
と
町
の
活
用
状
況 

H19年度に制度を活用し、町は調査

を実施（翌年再編計画を策定） 

H22年度に制度を活用し、町は調

査を実施（翌年連携計画を策定） 

H23年よりに制度を活用し、 

浜串～有川線を国庫補助路線化 
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H17年 H18年 H19年 H20年 H21年

全体 西肥バス 町営バス
（万人）

平成21年9月より
新上五島町は 70 歳
以上の「リフレッシ
ュパス 65」購入者
への助成を開始 

 

◆取組みの目標 

数値目標 

・有川～浜串線の１往復あたりの利用者数：目標値２人以上 
・路線バスを使って上五島病院を利用した町民の満足度指摘割合：目標値 60％以上 

２）目標達成状況（H23 年度） 

・目標値２人/往復に対し、2.2 人となっており、目標達成している。 
・路線バスを使って上五島病院を利用した町民の満足度は 48％であり、目標値を下回った。高齢者が利用

者の中心である状況の中で行きに「乗り継ぎが発生していること」等が要因と考えられる。 

取組みの特徴 

■見直しの方向性や実施事業の検討時 

・新上五島町は、これまで国の調査事業を有

効に活用し“しまのまちづくりにマッチし

た公共交通のあり方”を持続的に検討・具

現化してきた経緯がある。 
・例えば、市町村合併後、旧５町で独自に

展開していた公共交通政策を一本化する

ために、平成 19 年度に「公共交通活性

化プログラム」（国の調査事業：すでに廃

止）を活用して「町営航路の廃止と路線

バスによる代替輸送への転換」や「町営

バスの段階的民営化」、「交通丌便地域の

対策スキーム」等を計画づけた「新上五

島町交通体系再編計画」（再編計画）を作

成した。 

・また、近年の医療再編に伴うバスネット

ワークのミッシングリンクへの対応につ

いても、「地域公共交通活性化・再生総合

事業」（国の調査事業：すでに廃止）を活

用し、再編計画の実施計画という位置づ

けで連携計画を策定、事業実施している。 

・路線の新設にあたっては、町が財政支出していないバス路線への影響を最小限に抑えること（既存バス

サービスとのバランス）や財政負担の軽減に留意し、既存交通事業者と協議・調整しつつ検討。 

・医療再編に伴って無床化した医療施設がある地区から上五島病院まで路線バスで通院する介護者等に対

し、１日１往復を限度としバス無料乗車券を交付。 

・バスターミナル等で音声ペンを活用した路線バスの行き方案内システムを構築。 

他地区への参考となるポイント 

・新上五島町は既存のバス事業者とタッグを組んで、

民間の活力をうまく活かしながら、公共交通サービ

スの確保・維持を図っている。 

・特に、新上五島町では、西肥バスの「リフレッシュ

パス 65」について、70 歳以上の町民に対し、「リ

フレッシュパス 65」購入への助成をしている。 

・その結果、バス利用者は増加し、IC カード利用者に

占める「リフレッシュパス 65」の利用割合も３割近

くを占めており、通学者に加え、高齢者のバス利用

実態も IC カードで把揜可能な環境づくりを実現。 

※リフレッシュパス 65 

・西肥自動車(株)の一般路線バス全線が乗り放題で、高速バス２路線（福岡･福岡空港～佐世保線とハウステンボス･佐世保～熊本線）が半額と

なる高齢者向けの運賃割引サービス（定期券）。４ヶ月定期券は 15,000 円、１年間定期券は 30,000 円で販売。 

担当部署 

新上五島町交通ネットワーク促進協議会（事務局：新上五島町） 

（住 所）長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1585 番地 1 

（担 当）新上五島町まちづくり推進課 （電 話）0959-53-1111 

図 新上五島町の公共交通の主な取組み 

図 近年のバス利用者数の推移 



44＇長洲町（ 

熊本県 

(18)長洲町 

面積が約 19km2の非常にコンパクトな長洲町では 

【町内全域ドアトゥドア方式】×【荒尾市内の生活利便施設への乗り入れ】 
→利用者が 1.5倍に増加＆財政支出が 40％減尐！ 

   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 16,594 人 
・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ30、ｐ34、 

ｐ48、ｐ60、ｐ62 も参照 

・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ12、ｐ26、ｐ34、ｐ40、 

ｐ52、ｐ56 も参照 

 

高齢化率 26.2％ 

面積 19.44 ㎞２ 

立地特性 都市近隣 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○利用者が尐なく、財政投資効果が尐ない路線バスの見直し 

・きっかけは利用者減尐が著しく、財政投資効果が低い「循環バス２

路線」の運行効率化と利便性向上。 
・町内には民間事業者が運行する路線バスが４路線あるものの、すべ

てが赤字路線であるうえ、長洲町内を循環する２路線の利用減尐傾

向が強いことから、公共交通サービスが住民の移動実態に見合わな

いという課題を抱えていた。 

・また、当該２路線の財政負担額も年間約 1,500 万円要していた。 

・そのため、平成 22 年１月に法定協議会を立ち上げ、平成 22 年

度に「長洲・荒尾地域公共交通総合連携計画」を策定。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・長洲町内における高齢者等の日常生活に必要丌可欠な移動手段を確保 

・また、町内全域から補助対象地域間幹線系統である玉名合同庁舎・荒

尾四ツ山線（バス路線）へのフィーダーが確保され、より広域的な活

動が可能となることから、本町だけに留まらない地域の活性化や外出

機会の増加に伴う高齢者の健康増進に繋がる。 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ 月～金までの８～16 時台便まで１時間ごと（正午は運休） 

年末年始（12/29～1/3）は運休 
・デマンド方式：大手通信会社の IT システムを活用 

運行範囲 長洲町内：自宅の前から町内の好きな場所まで乗降可能 

長洲町外：荒尾市内の特定施設（あらおシティモール、荒尾市民病院など計５ヶ所のみ） 
※ただし、荒尾市内の特定施設間の移動はできない 

運  賃 １人１乗車長洲町内 200 円、長洲町内―荒尾市特定施設間 400 円 

◆取組みの目標 

数値目標 

・見直しによる利用者数の増加：現状値 8,000 人（H22）⇒10,000 人（H27）  

・見直しによる財政負担額の維持・抑制：現状値 15,133 千円（H22）⇒15,000 千円（H27） 

目標達成状況（H24 年度） 

・利用者数については、目標値（41.7 人/日）に対し、運行開始１年（H24 年９月末時点）で 12,228

人（49.9 人/日）となっており、目標達成。 

・財政負担額については、目標値（15,000 千円）に対し、運行開始１年（H24 年９月末時点）で 7,328

千円となっており、目標達成。 

財政支出の８割が 

循環バス２路線 

図 長洲町の路線バスへの財政支出状況 

【きんぎょタクシー】 



45＇長洲町（ 

◆実施のプロセスと調整 

○利用者である高齢者の意見も踏まえたデマンド交通への見直しの検討 

１）見直しの方向性や実施事業の検討時 

・住民アンケート結果等を踏まえて、町内移動に

加え、荒尾市の特定施設までのアクセス性を加

味した見直し案を３パターン用意し、住民座談

会と老人会ヒアリングを経て、見直しの方向性

が「デマンド交通（区域運行）」に確定。 

・なお、総合振興計画の説明会と合同開催した住

民座談会では、公共交通を真に使う住民の参加

が尐なく、３案を絞り込むことが難しかったこ

とから、路線バスの利用の中心が高齢者である

ことに着目し、「老人会ヒアリング」を追加実

施し、見直し候補案を選出。 
 
２）運行サービス水準の検討時 

・運行経貹の比較検討を行い、見直し後に提供可能なサービス水準を検討。 

３）協議会運営時 

・運行開始前からタクシー会社との意見交換を複数回行っていたが、運行開始後、協議会でタクシー会社か

ら減収による民業圧迫を指摘する声があった。 

４）PDCA に基づく点検・改善の状況と取組み方法 

・「路線バス乗降調査」により、路線バスへの影響がみられないことを確認した一方で、利用者アンケート

を踏まえ、荒尾市内での乗降場所を２ヶ所追加し、運行計画の改善を行った。 

◆その他 

・区域運行による既存バス路線の影響把揜を行い、運行の影響がないことを確認。 

・予約型乗合タクシーのネーミングを、広報紙を活用し住民から募集（結果的に「きんぎょタクシー」に）。 

・臨時職員として普及啓発員を雇い、各公民館などで説明会を実施（７～８月末まで）。 

・回数券（11 枚綴り 2,000 円）や定期券（３ヶ月間有効 13,000 円）を販売。公共交通マップを作成。 

・予約型乗合タクシーの運行による路線バスの影響有無を把揜する「路線バス乗降調査」や、利用者の改善

指摘等を把揜する「利用者アンケート調査」を実施。 

他地区への参考となるポイント 

・本町は 19.44km2 しかない非常にコンパクトな町であり、町全体が平野部であるため、町内の至る所に住

宅が建ち並んでいる。町内全域に公共交通をカバーしようとすれば路線バスでは丌具合が生じ、利用者数の

状況からも路線バスでは無駄な運行が生じる可能性が高かった。そんな中、八女市の事例を知り、この運行

方法が本町の課題解決に繋がる可能性が高かったことや、住民からの支持も高かったこともあり八女市の事

例をモデルとして導入までに至った。 

・予約受付システムを導入することで、限りある車両を最大限に活用できる運行計画を立案することが可能。

また、システムは利用実態データを自動的に蓄積・分析できるため、モニタリングが比較的容易。 

・住民代表や各行政区の区長、民生委員といった各地域の役員の方が普及啓発を進めるうえで貴重な存在。 

・各地域における公共交通は地域ごとに異なると思われる。このため、本町における運行前の状況や住民の公

共交通に対する考え方等を説明し、最終的には行政だけではなく住民の意見を聞きながら新たな公共交通を

導入した。また、ストーリー性のあるアンケート調査票の設計が住民の説明のしやすさにつながる。 

・デマンド交通は「その使い方」についての十分な周知徹底が必要。そのため、数十回の住民説明会を開催し

たほか、広報紙等をフル活用した。 

・午後の帰りの便などで積み残しが発生している状況にあり、今後の利用者数のさらなる増加にともなって、

状況次第では政策判断で車両台数を増やす（財政支出が今より増える）可能性がある。 

担当部署 

長洲・荒尾地域公共交通活性化協議会（事務局：長洲町） 

（住 所）熊本県玉名郡長洲町大字長洲 2766 

（担 当）長洲町役場まちづくり課企画調整係 （電 話）0968-78-3239 

図 協議会や住民座談会に提示した見直し３案 



46＇南阿蘇村（ 

熊本県 

(19)南阿蘇村 
生活交通と観光交通の融合に向けた 

個性的な外観のコミュニティバスの導入 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 11,972 人 ・小型車両の使用 

☛ｐ28、ｐ36、ｐ62 も参照 

・観光客の移動手段 

 

 

高齢化率 30.7％ 

面積 137.30 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

４条デマ 
       

取組みの背景・課題 

○地域住民と観光客の移動手段の確保 

・地域住民と観光客の２つの視点での移動手段の確保を図り、公共交通の利用者を

増やすことが村の課題であった中で、九州新幹線の全線開業を受けて、【１次交通

（九州新幹線）→２次交通（豊肥本線）→３次交通（南阿蘇鉄道・路線バス・乗

合タクシー）】といった体系的な公共交通網を機能させることが必要であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○現在の路線バスと乗合タクシーの維持によって村内高齢者等の生活移動手段の確保 

・現状の路線バス（３路線）及び乗合タクシー（１路線）を維持することにより、村内の高齢者等は熊本

市や大津町への通院や買い物等の移動手段を、中高生は通学の交通手段を確保することができる。 

・また、観光客の移動の利便性も確保でき、観光振興による地域活性化を図ることができる。 

◆運行サービス内容 

●路線バス（ゆるっとバス） 

ダ イ ヤ 各系統 週７日運行 ３～４回/日・系統 

運  賃 1 人 1 乗車 100 円～500 円 

●乗合タクシー 

ダ イ ヤ 定時定路線 ５回/日運行 

運  賃 １人１乗車 200 円・400 円 

◆取組みの目標 

数値目標 

・路線バス（ゆるっとバス）の年間利用者数を 20,000 人以上とする。 

・乗合タクシーの年間利用者数を 3,000 人以上とする。 

１次交通 

２次交通 

３次交通 

白水村白水村

長陽村長陽村

久
木
野
村

久
木
野
村

図 旧市町村＇合併前（ 



47＇南阿蘇村（ 

◆実施のプロセスと調整 

○長野地区では、1 年間の路線バスと乗合タクシーの併行運行を試みた後に乗合タクシーの本

格導入 

・乗合タクシー導入前は、路線バスが運行していたものの、利用者や便数が尐なかった。一方、運行貹補

助は年々増加傾向にあり、路線の廃止も含めて検討する必要があった。そこで、村内のバス路線すべて

を見直して検討を行うため、地域公共交通確保維持改善事業を活用し、実証実験等を行い、生活交通、

また、観光客の移動手段として、利便性重視のバス路線の再編に至った。 

・乗合タクシーを導入した路線は、長野地区集落を通り、温泉地である地獄・垂玉温泉まで運行する路線

であったため、乗合タクシーの導入を検討するには適した路線であった。しかしながら、沿線住民や観

光客にとって乗合タクシーは初めてのことであり、公共交通機関として乗合タクシーが受け入れられな

い可能性もあるため、１年間は路線バスと乗合タクシーを併行して運行した。その結果、利便性低下に

は繋がらないと協議会で判断し、平成 23 年度から乗合タクシーを本格導入した。導入にあたっては、

路線バスをなくしてほしくないなどの意見もいただいたが、住民説明会などで説明して理解を得た。 

取組みの特徴 

●『ゆるっとバス時刻表』（平成 23 年８月発行） 

 

●「ゆるっとバス＋南阿蘇鉄道乗り放題パス」の販売など、住

民の生活路線と観光路線の融合 
・生活路線だけでなく観光路線としての一面も併せ持つため、

観光客向け乗り放題パスの販売を行ったが、売れ行きはいま

ひとつであった。その理由としては、共通フリーパスという

お得感はあるものの、実際１日で観光を含めバス・鉄道で移

動すると時間に制限があり、観光よりバス・鉄道をメインに

捉えないとお得感が得られなかったためと分析している。そ

の後諸事情により、現在フリーパスの販売は行っていない。 

 

●特徴あるバス車両（１台）の導入 

・目的地のための移動手段ではなく、バスに乗ることも１つの目的とするため、特徴あるバス車両を導入

した。車両のコンセプトとして、阿蘇火山の“赤”阿蘇の草原の“緑”を基調カラーに 1960 年代風の

レトロ調の外観とし、内装は村木である南郷桧を利用し、温かみのある雰囲気に仕上げた。 

・また、後部座席を展望座席と位置づけ、座席を一段高くし、車窓から 360°のパノラマを愉しんでいた

だけるような工夫を施した。さらに、降車ボタンを特産品である“「あか牛」の鳴き声”に、村の観光

DVD が流せる“モニター”、白川水源の水が購入できる“冷蔵庨”を設置した特別仕様となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みなみあそカルデラ号】                  【みなみあそカルデラ号の車内】 

 

担当部署 

南阿蘇村 

（住 所）熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰 145-3 

（担 当）南阿蘇村企画観光課 （電 話）0967-67-2230 

【ゆるっとバス時刻表】 



48＇大分市（ 

大分県 

(20)大分市 
【ふれあい交通】 「地域検討会」で“真の利用者”が 

       実際に利用する運行計画を立案・協議 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 474,094 人 
・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ30、ｐ34、ｐ

44、ｐ60、ｐ62 も参照 

・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ16、ｐ26、ｐ28、ｐ36、 

ｐ52 も参照 

・トリガー的方式 

☛ｐ50 も参照 

 

高齢化率 20.4％ 

面積 501.28 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○郊外部における公共交通不便地域の問題改善 

・大分市は昭和 39 年の新産業都市の指定以来急激に人口が増加し、それに伴う大規

模住宅団地の開発などによって急速に市街地も拡大し、郊外部においても一定程度

の人口集積がみられる状況。 

・そのような状況の中、郊外部などでは民間の路線バスサービスが十分行き届かない

公共交通丌便地域を抱えており、市町村合併（過疎地域である佐賀関町・野津原町

との合併）でさらにその問題が深刻化。 

・公共交通丌便地域において、車を使えない地域住民の日常生活の移動手段を支え、

路線バスの利用促進と市街地の活性化を図ることがねらい。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○幹線系統とフィーダー系統の連携による移動手段の確保 

・広域移動を可能にする「地域間幹線系統」と、そ

れに接続するフィーダー系統「路線丌定期型の予

約型乗合タクシー」の連携によって、市民の日常

生活に欠くことのできない移動手段をサポート。 
 

◆運行サービス内容 

運行条件 行きは２名以上、帰りは１名以上の利用が 

ある場合のみ運行 

ダ イ ヤ 週 6 便（各路線週１～３日、１日１～２往復相当） 

      （デマンド運行：路線丌定期）※通学便以外 

対象地域 ・最寄り路線バス停留所から 1.5km 上離れている地域。 

・年間を通じて１路線１回の運行に２名以上の定期的な利

用が確実に見込まれる地域。 

・年間を通じて稼働率（運行可能日数に対する実際の利用

日数）が 30％以上見込まれる地域。 

運行ルート ７地区 16 ルート（佐賀関、野津原ほか５地区） 

対 象 者 ・対象地域又は運行経路沿線に住所を有する人、又は日常

生活を営んでいると認められる人。 

・運行ルート上の待機場所まで移動ができる人。 

利用方法 利用希望者は利用申請書を事前に提出（登録制・予約制） 

→登録決定とともに利用券を送付 

→利用の際は利用予定日の前日 17 時までに予約が必要 

運  賃 １人１回の乗車につき 200 円（利用券を添付） 

小学生以下は半額 

公共交通が
発達してい
ない地域

路線バス

運行エリア

高齢者（70歳以上）は
市内の路線バスを一
律１乗車100円で利用

可能

大分市内

高齢者ワンコインバス

弓立ルート ( 戸次 )
冬田ルート ( 戸次 )

中野ルート

伯大線
臼杵線

判田局前バス停

戸次バス停

弓立ルート ( 判田 )
冬田ルート ( 判田 )

判田ルート

佐賀関線

佐賀関バス停

大黒ルート延命寺ルート
市尾ルート

坂の市バス停

【予約乗合タクシー】 

図 旧市町村＇合併前（ 

大分市大分市

野津原町野津原町

佐賀関町佐賀関町



49＇大分市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・大分市内の地域内フィーダー系統の年間のべ利用者数：11,000 人以上 

・大分市内の地域内フィーダー系統の運行可能日数に対する運行実績日数の割合：75％以上 

・地域内フィーダー系統がある地区において地域検討会の開催数：１ルートにつき１回以上（のべ 16 回） 

◆実施のプロセスと調整 

○地域に根ざした真のコミュニティ交通の持続・活性化に向けて、徹底したプロジェクトサイ

クルマネジメント（PDCA サイクルによるスパイラルアップ）を実施 

・行きの便は、２名以上の予約が運行の条件であり、地域の住民同士が「ふれあい」（コミュニケーション

をとり）、外出してもらうことで、地域コミュニティ維持の重要性を住民に説明。 

・稼働率が 100％のルートについては、予約なしで利用できる定期運行の可能性（積み残しなどのデメリ

ットとの調整）など、利便性向上に向けた仕組みの柔軟性の検討が必要である。 

◆その他 

・地域検討会（定期的に利用されている地域住民から構成する検討会）を開催（24 年度：16 ヶ所、132

名参加）。 

・運行説明会（全住民対象の地域検討会で決めた運行計画の説明会）を開催（24 年度：3２ヶ所、４５５

名参加）。 

取組みの特徴 

○トリガー的取組みの導入と利用者が多い地域での利便性向上策 

・稼働率（運行可能日数に対する実際に運行した日数）が 30％を下回る利用状況が 3 ヶ月以上連続する路

線については、定期的に地域に利用状況の通知を行うとともに、利用状況が改善せずに稼働率が低い状況

が続く場合、地域へ説明したうえで、継続又は休止の検討・協議を行うなど、客観的な目標を定めて、ト

リガー的取組（制度）を導入。 
 
・地域住民の大型ショッピングセンターへの外出意向を踏まえ、バス事業者と協働により、ふれあい交通と

接続している地域間幹線バス系統のルート変更（みなし系統の新設）を実施。 

 

・既存の利用者の利便性向上を優先に捉え、その効果が地域の新たな利用へと波及することをねらい、定期

的な利用者を中心にした運行改善を話し合う「地域検討会」を毎年開催。 

 

・利用促進に向けた地域のサポートを促すため、行きの便の平均利用者数が９名を超える（ジャンボタクシ

ーの定員を超える）利用者が多いルートについては、週９便（通常は週６便）まで増便できる制度。 

 

・高齢者ワンコインバス事業の実施。 

※高齢者の社会参加を促すため、市内に１ヶ月以上住所を有する満 70 歳以上の人を対象に、市内の路

線バスを利用する際、市が発行する「ワンコインバス乗車証」を利用することで、市内一律１乗車に

つき、利用者負担額 100 円（現金）で乗車可能（市の福祉予算で実施）。 

他地区への参考となるポイント 

・アンケートの調査結果や地元の意見交換会を通じて、運行計画の改善においては、日常生活において移動手

段のサポートを必要としない多くの住民の意見が優位を占めるため、実際に利用している利用者の意見が運

行計画に反映され難くなる傾向にある。このため、実際に利用している住民の利便性が向上し、かつ、毎年

変化する日常生活への移動需要に対応できる運行計画とはなり難い。 

・したがって、実際の利用に即した運行計画にするため、定期的に利用されている利用者が中心となった「地

域検討会」をルートごとに毎年開催し、制度の範囲内で、地域の実情に応じた見直しを図っている。 

・利用するかどうかを直接聞く設問ではなく、「毎日の行動についてお尋ねする」設問（調査）から、その移

動（需要）にどの程度まで対応できる（すべき）かどうか判断（検討）することが重要。 

担当部署 

大分市地域公共交通協議会（事務局：大分市） 

（住 所）大分県大分市荷揚町 2 番 31 号  

（担 当）大分市都市計画部都市交通対策課 （電 話）097-537-5969 



50＇豊後大野市（ 

大分県 

(21)豊後大野市 
利用促進には利用者と日頃から接する「運転手」がキーマン！ 

地域との協働体制【トリガー制度、バス停コンテスト】が現在進行形 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 39,452 人 
・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ10、ｐ14、ｐ32、ｐ56、 

ｐ58 も参照 

・合併による区域の広域化 

☛ｐ18、ｐ54、ｐ62 も参照 

・キーマン 

・トリガー的方式 

☛ｐ48 も参照 

 

高齢化率 37.3％ 

面積 603.36 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
78 条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○合併で広域化した市域に、進行する過疎・高齢化で高まる公共交通ニーズへの対応 

・７町村の合併により誕生した面積約 600km2 の豊後大野市では、旧町単位で多様

な公共交通が市町村合併前から運行されていた。 

・進展を続ける過疎・高齢化により、公共交通に頼らざるを得ない交通弱者の増加

への対応、交通空白地域へのコミュニティバスの運行への強い要望、現在運行さ

れている公共交通の丌便さ、免許返納希望に対する公共交通の運行など、市民の

公共交通に対するニーズがピークに達していた。 

・ピークに達した市民の公共交通ニーズと増加が予想される財政負担のバランスを

とるために、路線バスとコミュニティバスの連携を検討し、乗客の安定的確保が

持続できる交通体系の確立が必要であった。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○基幹路線と枝線の区分を明確にした上で、公共交通ネットワークの構築・再編を実施 
 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ 

・住民アンケート調査結果や既存バ

スの乗降結果から、運行ダイヤの

設定については、最寄の生活拠点

まで往路を２便、復路を午前１

便、午後１便確保 

・枝線（デマンド運行を含む）は週

２日運行 

運  賃 

・コミュニティバス： 

１回乗車定額 200 円 

・あいのりタクシー： 

地区により片道 

300 円～600 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 豊後大野市地域公共交通総合連携計画の方針＇H22（ 
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資料：豊後大野市ＨＰ 



51＇豊後大野市（ 

◆実施のプロセスと調整 

○毎年のように、合併前の町営バス、スクールバス、福祉バス等を見直して、コミュニティバ

スとあいのりタクシーという現在の運行形態を実現 

H15 年６月－【緒方町】町営バス、スクールバス、患者輸送バスを緒方町コミュニティバス７路線に統合 

平成 14 年の規制緩和に伴い、町所有バス（スクールバス、患者輸送バスなど）の

有効活用 

住民ニーズを反映しやすい形でのバスの運行が目的 

スクールバスについては混乗方式を採用 

H15 年８月－【朝地町】朝地町福祉バス運行開始 

H16 年４月－【清川村】清川村コミュニティバス運行開始 

H16 年５月－【大野町】大野町福祉バス運行開始 

H17 年３月－ 市発足に伴い、合併町村のコミュニティバスを豊後大野市コミュニティバスとして運行開始 

※スクールバス・・・（混乗）緒方、清川  （分乗）朝地、大野 

H24 年１月－ コミュニティバスの運行範囲を全市域に拡げて運行開始 

（自家用有償運行 39 路線 15 台にて運行） 

あいのりタクシー運行開始（セダン型タクシー車両を用い、週２回２往復の区域運行） 
 

取組みの特徴 

○地域との協働を実施していくため、バスサポーター制度、トリガー方式の採用など実施。 

・実証実験という位置づけのもと、バスサポーター制度の導入やバス停コンテストなど、地域との協働に

よるバス利用促進運動を展開検討。 

・バス停毎の利用実態調査を行い、今後のトリガー方式の採用に向けた基礎データ収集を着実に実施。 

・コミュニティバスの運行開始に先立ち、全世帯に公共交通マップ・時刻表を配布。 

・ケーブルテレビでの告知。 

●今後の課題 

①超高齢化社会に配慮した交通施策（あいのりタクシー） 

・例えば、今まで高齢者の病院への通院は、病院の送迎サービスを利用している方が多かった。 

・しかし、あいのりタクシーの運行開始に伴い、病院側が利用者に対してあいのりタクシーの利用を積

極的に薦めるようになった。 

・超高齢化の進展に伴い、バス停までの歩行が困難なお年寄りが増加することで、地域住民からあいの

りタクシーの運行エリア拡大の要望が多くなることが予想されるが、事業所が対応できるかが課題。 

②様々な交通ネットワークとの連携や過疎債の活用可能性の検討 
・路線バスとの連携（乗り継ぎサービス）が必要。 

・スクールバスへの混乗について、学校に対し、公共交通への理解を深めてもらう必要あり。 

③持続可能な運行体系の確立 

・利用頻度の尐ない路線は見直しを行っていく。 

・利用促進を促す → 「利用しなければ丌便になる」という危機感の醸成 

他地区への参考となるポイント 

・市内で同じサービスを提供することを目的に、全市域でコミュニティバスの運行を開始したが、地域によ

って課題や生活スタイルの違いがある。 

・本市が公共交通をマネジメントする上でのキーマンは「運転手」。 

・事業者や運転手と定期的に話をする機会を設けている。行政と事業者でお互いが向いている方向を同じに

するのが一番重要。主な利用者層は高齢者なのでいろいろな広告を打つよりも「口コミ」が確実。運行開

始当初、住民が「運行本数が尐ないからこんな公共交通には乗らない」と言っていたのが、運転手が「乗

らなかったらなくなるのだから、皆で頑張らないと」と言ったら、そこの地域が「じゃあ乗ろう」という

ことになって、その地域のバス停が地区内で一番利用が多いバス停になっている。 

担当部署 

豊後大野市地域公共交通活性化協議会（事務局：豊後大野市） 

（住 所）大分県豊後大野市三重町市場 1200 

（担 当）豊後大野市まちづくり推進課 （電 話）0974-22-1001（内線 2445） 



52＇日出町（ 

大分県 

(22)日出町 
【国東方式】×【曜日限定運行】× 

【無料コミバスと民間バスの 200 円均一運賃化】で利用者増加！ 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 28,221 人 ・有償運行への切り替え 

☛ｐ10、ｐ22 も参照 

・財政負担・経費の抑制 
☛ｐ12、ｐ26、ｐ34、ｐ40、 

ｐ44、ｐ56 も参照 

・運賃見直し 

☛ｐ14、ｐ24、ｐ30、ｐ38 も参

照 

・交通空白地域・丌便地域 

☛ｐ16、ｐ26、ｐ28、ｐ36、 
ｐ48 も参照 

 

高齢化率 24.7％ 

面積 73.24 ㎞２ 

立地特性 都市近隣 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

78 条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○新たなまちの交通拠点整備を契機として、従来から問題視されていた民間バスへの多額の財

政支出と町内に点在する交通空白地域の解消 

・日出町は東西に 19.2km、南北に 9.2km と東西に長い形状をしており、町内には２本の幹線道路と JR

日豊本線を有し、大分市と別府市のベッドタウンとして人口増加傾向にある。 

・町には９つの民間バス路線があり、そのうち６路線が幹線道路を運行する広域バス路線。それ以外にもス

クールバス、スクールバスの空き時間を利用したコミュニティバス等がある。 

・町はバス路線の維持に向け多額の財政支出をしている一方で、町内には未だ交通空白地域が存在しており、

『JR 暘谷駅周辺の交通結節点機能の向上』を契機として、交通空白地域の解消と交通ネットワークの構

築を目的として、持続可能な公共交通体系の再編を図った。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆運行サービス内容 

運行本数 

【コミュニティバス】 

・全域線（月～金でコースを変えて運行） 

１日２往復（午前と午後それぞれで行き１便、帰り１便ずつを設定）、祝日も運行 

・南端線（月水金と火木でコースを変えて運行）…スクールバスの空き時間で運行 

  １日２往復（午前と午後それぞれで行き１便、帰り１便ずつを設定）、平日のみ運行 

※全ての路線について、暘谷駅（町の新たな交通拠点）で鉄道との接続を考慮した時刻設定 

【民間路線バス】 

・深江線、小深江線、牧の内線、平原線、軒の井線（月～金でコースを変えて運行） 

  １日２往復（午前と午後それぞれで行き１便、帰り１便ずつを設定）、平日のみ運行 

・真那井線 

１日４往復（暘谷駅を経由するよう一部コースを変更）、平日のみ運行 

料  金 上記に記載のバス料金は、１乗車につき基本 200 円に設定 

 

◆その他 

・公共交通マップの全戸配布（H24.3）。 

・コミュニティバスと民間路線バス（新設路線部分）の時刻表を配布（H24.9）。 

・回数乗車券の発行。 



53＇日出町（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・１日あたりの平均利用者数（路線ごとに設定）。 

※目標値はあくまで“下限値”であり、主な利用対象者に対し、運行の説明や十分な利用の案内を行った

うえで、利用の見込みを半分以上下回る状態が半年または１年程度続いた場合、運行の見直し（減便や

廃止等）の検討を実施。 

目標達成状況（H23 年度） 

※平成 25 年度補助対象であるため、現時点で未実施。 

◆実施のプロセスと調整 

○民間バス路線と重複しないコミュニティバスルートの設定と、料金見直しに伴い場所によっ

ては割高なコミュニティバス料金の住民への説明 

●苦労した点 

・交通空白地域の解消を目的としたコミュニティバス路線を作成するにあたり、既存の民間バス路線と重複

する箇所が極力発生しないようなルート設計を行った。 

・乗車距離に関係しない「１乗車あたりの定額料金」としたため、乗車場所によっては割高な料金になるこ

との説明を住民に理解いただくことに苦慮した。 
 

●工夫した点 

・１台の車両で極力多くの交通空白地域が解消できるよう「コミュニティバスの運行ルートを日替わり」に。 

・コミュニティバスと同じように、「民間バス路線も日替わり」で５系統のルートを運行。 

※系統で運行距離の違いがあったが、コミュニティバスと同様に定額料金（200 円）にした。 

※他の路線（市町村間をまたぐ広域バス路線）と競合する地域については、乗降の制限を行うクローズ

区間に設定。 
 

●今後の課題 

・利用客増加に向けた取組み。 

・利用客の尐ない路線の「ルート変更」や「廃止」も視野に入れた検討。 

取組みの特徴 

○コミュニティバスの運行ルートを日替わりにし、１台の車両で極力多くの交通空白地域が解
消 

・コミュニティバスの運行ルートを日替わりにし、民間路線バスの運行が難しい幅員の道路を運行すること

で、民間事業者との棲み分けを行いつつ、多くの交通空白地域が解消。 

※町の中心部の４つの停留所（日出町役場、暘谷駅前、中央公民館、保健福祉センター）を必ず経由する

ことで、利便性の向上を図った。 
 

・町内の民間バス路線を再編するために２路線を廃止し、その２路線（ルートを一部変更）を含む計５系統

で新たに日替わり運行を開始。 

→結果として広範囲において交通空白地域の解消が図られ、当該地域を運行するバス料金をコミュニティ

バスと同じ一律 200 円にしたこともあり、利用客が増加した。 
 

・従来からの無料コミュニティバスを有料化することで、コミュニティバス路線の新設による“新たな財政

支出”の増加を抑制。 

 

他地区への参考となるポイント 

○アンケートやヒアリングの内容等はコンサルタント任せにしないこと。より良い地域公共交通の実現に向け

て、担当者も公共交通の知識を積極的に勉強し、コンサルタントと一緒になって検討することが大事。 
 

担当部署 

日出町生活交通確保維持協議会（事務局：日出町） 

（住 所）大分県速見郡日出町 2974-1 

（担 当）日出町政策推進課 （電 話）0977-73-3116（内線 242） 



54＇延岡市（ 

宮崎県 

(23)延岡市 
広域化した市域における乗合タクシーのフィーダー系統導入 

によって全域での地域公共交通サービスの展開を実現 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 131,182 人 
・交通事業者との協議・コミュ

ニケーション 

☛ｐ20、ｐ24 も参照 

・住民組織の設置 

☛ｐ36 も参照 

・事業者負担の軽減 

☛ｐ40、ｐ60 も参照 

・合併による区域の広域化 

☛ｐ18、ｐ50、ｐ62 も参照 

 

高齢化率 27.3％ 

面積 868.00 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○合併で広域化した市域における地域公共交通の平準化、運行システムの合理化等が必要 

・延岡市は、市町村合併によって九州で２番目に広い面積の自治体となり、旧町の中

心地域とは宮崎交通バスで連絡しているものの、公共交通空白地域が広がり、高齢

者等の日常生活に必要な移動手段のための公共交通体系の再編が急務であった。 

・合併後も、旧市町ごとに独立した交通体系が存続し、地域公共交通に対する市の負

担額が増加傾向にあり、市域における地域公共交通サービスの平準化、運行システ

ムの合理化など、持続的な公共交通の確保に向けて取組みは必要であった。 

・平成 19 年度に公共交通の取組みの基本計画となる「延岡市交通計画書」を策定し、

さらに、平成 20 年度に「新生のべおかプロジェクト」において、「公共交通プロジ

ェクト」がスタートしたことが、取組みが加速するきっかけとなっている。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

・市民の生活交通手段として丌可欠な地域公共交通機能の充実

を図る。（新生のべおかプロジェクトより） 

（プロジェクト） 

・公共交通空白地域への対応 

・本市中心部へのアクセス強化 

・公共交通機関の相互連携 

・公共交通機関の利用促進 

 

◆運行サービス内容 

○地域間幹線系統の路線バスを軸に、コミュニティバス、

乗合タクシーがフィーダー系統として運行 

・フィーダー系統は、全体で 19 路線あり、宮崎交通バスと接

続する。 

ダ イ ヤ コミュニティバス ５便/日 

     乗合タクシー ２～４便/日 

運  賃 大人 100 円（中学生以下無料） 

※平成 24 年４月以前は、大人 200 円（中学生以下 100 円） 

◆その他 

・まちなか循環バスの運行。 

・交通弱者の移動手段の確保やまちの賑わいの創出。

（H24.11.1～H24.12.29） 

図 プロジェクトのイメージ 

図 旧市町村＇合併前（ 
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図 コミュニティバス、乗合タクシー路線図 



55＇延岡市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・19 路線別に、0.8～5.3 人の乗車率を数値目標として設定し、乗車率の向上を図っている。 

◆実施のプロセスと調整 

○統一化にあたり、バス事業者やタクシー事業者との調整を図り、地域の実情に合った多種多

様な運行形態を採用して、公共交通サービスを展開 

・旧３町域では、合併前からそれぞれコミュニティバス等を

運行していた。地域ごとのサービスの違いを解消し、いず

れの地域においても等しいサービスが受けられるよう運

行形態や利用料金を見直し、統一を図るということを目標

に取り組みを始めた。 

・旧３町の運行形態で、北川地区には地域を限定した無償の

コミュニティバスが運行していたが、過去の乗車実績によ

り、タクシーではなくバスの運行が必要と考え、延岡市所

有のマイクロバスを利用した自家用有償運行を平成 24

年４月より実施した。 

・北方と北浦の旧２町は、乗合タクシーを導入した。便数は２～４便/日であり、朝はおおむね始発が８時

台であるが、帰りは路線によって 12 時台から 16 時台など幅広く設定されている。 

・ダイヤの設定は、運行開始時点では地域の代表である区長等より意見を頂いたうえで実施した。その後は

利用者や運行事業者による聞き取り調査や地域住民全体を対象としたアンケートの回答を基にダイヤ改

正を行ってきた。 

・統一化にあたり、バス事業者やタクシー事業者との調整を図り、地域の実情に合った多種多様な運行形態

を採用して、公共交通サービスを展開している。 

取組みの特徴 

○行政担当者の努力と、交通事業者や市民の協力のもと公共交通を維持 

・路線バスと乗合タクシーの連携で、路線バスは遅れることもあるため、路線バスと乗合タクシーの乗り継

ぎについては、路線バスが到着してから乗合タクシーを出発するなどの工夫をしている。乗合タクシーの

出発が遅くなるが、運行本数が尐ないため、乗り継ぎが確保出来ることで利用者は了解している。 

・路線数が多いため、タクシー会社１社ではジャンボタクシーの車両提供が追い付かないケースが発生。し

かし、タクシー協会へ委託することで、協会が毎月路線とタクシー会社４社をローテーション化し、１社

に負荷がかからないようにしてバランスを取っており、その結果多くの路線を維持できている。 

・バスの利用促進を目的に、PTA や高齢者クラブ等の市民団体や商業団体、

バス事業者、行政で構成した延岡市バス利用促進協議会を組織し、バスの時

刻表・路線図の作成・配布、バス停のベンチ・上屋の整備、小学生を対象と

したバスの乗り方教室の開催等の事業を実施。特にバスの乗り方教室は、小

学生など低年齢層において、路線バスの乗車経験がないため路線バスの乗り

方自体がわからないという状況を解消し、バスをより身近な乗り物とするた

めに開催している。 

他地区への参考となるポイント 

・運行開始にあたっては、その後の休止・廃止に対する指針も検討しておくことが重要。 

・一旦運行を開始した場合、廃止には地域の反発も大きいため、導入の際には、乗車数の見込を十分に検討す

ることと、あらかじめ休止・廃止の場合の指針を定めておくことも必要である。 

・利用者アンケートは、対面形式で実施した方が効果的。 

・運行ダイヤなどは、利用者の買い物や通院先などの外出先の状況を参考に設定することが有効である。その

ため、バスに乗り込んで対面形式で利用者の生の声を聴くことが効果的である。 

担当部署 

延岡市地域公共交通活性化協議会（事務局：延岡市） 

（住 所）宮崎県延岡市東本小路 2 番地 1 

（担 当）延岡市企画部企画課 （電 話）0982-22-7075 

【バスの乗り方教室】 

図 合併前の地域公共交通 



56＇小林市（ 

宮崎県 

(24)小林市 
経費を抑えたバス路線数の倍増化 

～利用者のバス意識醸成への取組みも交えて～ 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 48,270 人 
・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ10、ｐ14、ｐ32、ｐ50、 

ｐ58 も参照 

・財政負担・経費の抑制 

☛ｐ12、ｐ26、ｐ34、ｐ40、 

ｐ44、ｐ52 も参照 

 

高齢化率 30.3％ 

面積 563.09 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
78 条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○コミュニティバスを住民の生活の足として存続させるための見直しが必要 

・平成 19 年度から運行を開始したコミュニティバスについて、利用者の減尐、市の

財政難などの課題を考慮したうえで、住民の生活の足として存続させるための見直

しをする必要があった。 

・小林市では、路線バスの運行がない交通空白地域の解消のために平成 19 年からコ

ミュニティバスの運行を開始し、幹線交通に通じるフィーダー系統路線としての役

割を果たしている。 

・しかし人口減尐、自動車の普及により、公共交通機関利用者は減尐を続け、加えて

尐子高齢化に伴う労働人口の減尐等による市の財政難、地球環境への配慮等の課題

が山積し、運行に様々な問題が発生していた。 

・これらの問題を解決するため、コミュニティバス路線の見直しを行い、路線の維持・確保を行うことで、

住民の生活交通手段を存続させていくことが喫緊の課題であった。 

・平成 20 年３月 17 日に法定協議会（小林市地域公共交通活性化協議会）を立ち上げ、「小林市地域公共

交通総合連携計画」を策定した。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○公共交通機関以外に交通手段を有しない高齢者等の交通手段を確保し、病院受診や健康増進

等に寄与 

・交通空白地域解消のため、フィーダー系統路線は必要丌可欠であり、全運行

系統の経常収支率の向上に努めることで、財源負担の軽減を図る。 

・これらの路線を維持することで、交通手段を持たない高齢者等の日常生活に

必要丌可欠な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連

携することで効率的な運行体系が実現し、地域住民の外出促進・地域活性化

にもつながる。 
 

◆運行サービス内容 

・平成 20 年度に５路線だったコミュニティバスが、ニーズ調査を通して平成 21 年度に 11 路線、平成

24 年度は 13 路線に拡充。 

ダ イ ヤ 13 系統 各３日～７日／週運行、１～５回/日・系統 

運行範囲 小林市内 計 13 系統 

運  賃 １人１乗車 100 円～400 円、回数券あり 

◆取組みの目標 

数値目標 

・全系統目標利用者数 平成 24 年度 46,058 人 ⇒ 平成 25 年度 48,041 人 

計測必要データ収集方法 

・指定管理業務委託先から１ヶ月に１度、利用実績の提出。 

小林－上九瀬線
小林－鸙野循環線

小林－岡原循環線  等

小林～宮崎空港線
小林～宮崎駅線

小林～学園短大線 等

小林バスセンター

【コミュニティバス】 

図 旧市町村＇合併前（ 

須木村須木村

小林市小林市

野尻町野尻町



57＇小林市（ 

数値目標達成状況 

・平成 24 年度見込み利用者数：約 25,000 人（達成率：54.3％） 

輸送実績と取組み前後の変化、事業の財政負担額と国庨補助額（H24 年） 

・利用料金を 200 円から 100 円とした三松循環線については、利用者が１～２割増加した。 

 

◆実施のプロセスと調整 

○ニーズに合わせた路線数増加も、持続可能な公共交通とするため管理方法に工夫 

・ニーズ調査に伴い路線数を増加したが、持続可能な公共交通とする

ために指定管理方式を導入することで、経貹を大幅に削減（約 60％

減尐）。 

・コミュニティバスの運行にあたって指定管理者制度を活用した。基

本協定書でインセンティブを付不しており、運賃収入等による利益

が生じた場合、市と指定管理者間で折半としている。 

・ニーズ調査をもとにバス車両数や運行ダイヤの合理化を行ったが、

利用者数は維持。 

・平成 20 年度対 21 年度で路線数を５本から 11 本に増加したが、

バスの台数の変更はなく、運行曜日の減尐等を行い、利用者は現状

維持であった。 

・コミュニティバスを導入してしばらくの間は利用者が定着しなかっ

たため、様々な利用促進策を導入。 

・バス利用を促進するため、様々な利用促進策を導入してきた。中で

も平成 21 年度に特殊定期券「こみパス」を導入して利用者は増加

したが、運賃収入は減尐した。しかし、バスを知っていただく、乗

っていただくことが重要であるため、意義があると考えている。 

取組みの特徴 

○利用者のバス意識醸成のためのネーミングと乗車運動 

●コミュニティバスのネーミング「小林市コミュニティバス のりやいバス おうらい」。 

・「小林市コミュニティバス のりやいバス おうらい」の由来は、乗り合わせの乗合と小林市の方言「乗

ってごらん」という意味の「のりやい」をかけたサブネーム、人々の行き交う往来と発車オーライ！をか

けたもの。 

●市民年１回乗車運動（ホームページで市民への呼びかけ）。 

・コミュニティバスの乗車について、市広報にて４月頃に目標設定し、10 月頃に半年分の成果を公表して

いる。また小林秋まつりのパレード時、参列者に PR チラシを配布している。 

●高齢者免許証自主返納特典制度の導入。 

●回数券、宮崎交通特殊定期券「悠々パス」の共通利用、特殊定期券「こみパス(※)」の導入。 

※「こみパス」：通常利用される路線の特殊定期券を購入すると１ヶ月間全路線とも１回 100 円で利用できる定期券 

他地区への参考となるポイント 

・市民の要望を、そのまま受け入れても利用者は増加しない。 

・住民からの要望を取り入れてそのまま路線変更したが、利用者がいなかった点が挙げられる。要望は出すが

全く乗らない住民がいることを考慮し、本当に需要はあるかを分析した上で、慎重に路線変更をしていく必

要がある。 

・アンケート調査に、住民の潜在需要把揜や意識啓発の役割も持たせた調査が有効。 

・アンケート調査の中で効果的だった設問頄目は、潜在需要の可能性を探る「バスを利用しない理由」を問う

ものと、「今後住民が利用しなければ路線が廃止される可能性がある」という文言を盛り込み、バス利用に

対する意識を啓発したものである。 

担当部署 

小林市 

（住 所）宮崎県小林市細野 300 番地 

（担 当）小林市総務部総合政策課 （電 話）0984-23-0456 
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図 運行経費・指定管理料 



58＇日向市（ 

宮崎県 

(25)日向市 
市民のバスへの意識醸成への取組みによって 

「市民のバス」として定着 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 63,223 人 ・利用促進・認知度向上策 

☛ｐ10、ｐ14、ｐ32、ｐ50、ｐ56

も参照 

・路線バスの廃止・代替 

☛ｐ18、ｐ20 も参照 

 

高齢化率 24.9％ 

面積 336.29 ㎞２ 

立地特性 中心都市 

運行形態 

・法令 
78 条乗合 

78 条デマ 
       

取組みの背景・課題 

○平成 18 年の交通事業者の経営再建に伴う路線バスの大幅減尐への対策 

・平成 18 年の宮崎交通(株)の経営再建に伴うダイヤ改正・減便による日向市のバス

路線の大幅な減尐がきっかけとなり、大幅な見直しを行ったコミュニティバスは、

現在市民にとって必要丌可欠な交通手段として機能している。 

・日向市では、平成 21 年度より、市街地において従来の福祉バスからコミュニティ

バス「ぷらっとバス」として運行形態を大幅に見直し、郊外においては、新たに「乗

合バス東郷」「乗合バス南部」の運行を開始し、幹線系統のバスや鉄道の利用者が、

通院や買い物のために利用できる支線交通の役割を果たしている。 

・またコミュニティバスは、市内の公共交通空白地域においても、高齢者等を中心とした日常生活の交通手

段としての役割も有しており、市民の生活に必要丌可欠なものとなっている。 

・コミュニティバスとしての大幅な見直し導入から５,６年が経過し、市民にとってより安全で効率的な運

行形態や路線の見直しが求められている。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○定時・定路線型のぷらっとバスと、定時・定路線・予約型の乗合バス 

・ぷらっとバス及び乗合バスを維持することにより、近隣市町村と結ばれ

る幹線系統と市内の支線のネットワークが連携することになり、近隣市

町村の住民の日向市内における利用など、効率的な運行体系が実現でき

る。 

・またこれらの運行により、日常生活に必要丌可欠な移動手段が確保され

るとともに、買物弱者対策、外出促進、地域活性化にもつながっている。 

 

◆運行サービス内容 

●ぷらっとバス：定時・定路線型の公共交通 

ダ イ ヤ 週６日・１日５便運行、 

日祝・年末年始（12/30～１/３）運休 

路  線 日向市内 ８系統 

運  賃 １人１乗車 大人 200 円 小人 100 円 

●乗合バス（タクシー）：定時・定路線・予約型の公共交通 

ダ イ ヤ 東郷・南部の２地域の各線で週平日１日２～４往復 

路  線 日向市内 ２地域 

運  賃 １人１乗車 大人 200 円 小人 100 円 

図 旧市町村＇合併前（ 

東郷町東郷町

日
向
市

日
向
市

【ぷらっとバス】 



59＇日向市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・ぷらっとバス利用者数の増加。 

目標値：平成 25 年計画 34,690 人（３％増） 

現状値：平成 22 年 10 月平成 23 年９月実績 33,683 人 

計測データ収集方法 

・運転手の記入する日計表をもとに、アクセスでデータベース化している。 

 

 

◆実施のプロセスと調整 

○バスの利用促進に広報活動の実施 

●広報などで、運行の改善など市民バスの情報を大きく掲載。 

・ぷらっとバスのダイヤ改正や、新たに乗合バスの運行を開始する

時など、市民バスに関する情報を広報などで大きく掲載すること

で、市民にバスへの意識を啓発してきた。 
 

●乗り方教室・体験乗車会の実施。 

・バスの路線や料金、運行システムなどの説明を行った後、実際に

体験乗車してもらう。 

・平成 22 年度に長江、往還、上町、花ヶ丘地区で実施。 
 

●日向市市民バス検討委員会開催。 

・市民バスに対しては、さまざまな形で要望や意見が寄せられるが、

その要望等については、日向市市民バス検討委員会の議題として

取り扱い、安全面・利便性・定時制等の多方面から慎重な議論を

経てルート変更・時刻表（ダイヤ）改正に反映しており、その結

果、利用者は年々増加傾向となっている。 

 

取組みの特徴 

○バス停やバス車両での広告による財源確保、利用促進策の実証事業のほか、高齢者に対する
助成策などを実施 

・バス停やバス車両での広告による財源確保。 

・主な病院等の施設・店舗・企業に対して、バス停名称広告・車体広告を実施しており、バス利用者と広告

主の双方に対して、利便性・PR 効果の向上を図るとともに、運行にあたっての財源確保に繋げている。 

 

①日向・東臼杵バス利用促進実証事業 

・宮崎交通(株)の路線バスや、日向市が運行するぷらっとバス・乗合バスを利用した際に、乗車証明を渡し、

商工会等の各団体登録店で 1,000 円以上の買物をすると 100 円の割引を受けることができる。 

・事業期間：平成 23 年１月 28 日～平成 23 年６月 30 日 

 

②悠々パス購入費補助事業 

・東臼杵地域在住の 70 歳以上の方を対象に、宮崎交通(株)が発行する悠々パス（高齢者用定期券）を購入

する際に半額（３ヶ月 4,500 円、６ヶ月 7,500 円）を助成。 

・事業期間：平成 23 年 11 月１日～平成 24 年５月 31 日 ※その後も各自治体で継続 

担当部署 

日向市  

（住 所）宮崎県日向市本町 10 番 5 号  

（担 当）日向市企画政策部企画情報課 （電 話）0982-52-1453 

図 市民バスの広報 

資料：日向市 HP 



60＇日置市（ 

鹿児島県 

(26)日置市 
デマンド型乗合タクシー導入による合理化で、 

運行回数を増やすなど、地域住民の利便性を向上 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 50,822 人 
・地域間格差の是正 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ24 も参照 

・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ30、ｐ34、 

ｐ44、ｐ48、ｐ62 も参照 

・事業者負担の軽減 

☛ｐ40、ｐ54 も参照 

 

高齢化率 29.1％ 

面積 253.06 ㎞２ 

立地特性 都市隣接 

運行形態 

・法令 
４条デマ 

       

取組みの背景・課題 

○合併前の異なったコミュニティバスの運行形態による地域間格差を是正 

・コミュニティバスが合併前の旧町の異なった形態のままで運行していたため、地域

間格差が生じていた。 

・日置市では、交通空白地帯を中心にコミュニティバスを運行していたが、旧４町の

地域ごとに運行形態が異なっており、運行回数も旧町のままであったため、各地域

間で格差が生じていた。 

・旧町の交通形態の地域間格差の是正のため、新交通システムの立ち上げを行った。 

・伊集院地域では、コミュニティバスの見直しを行い、新たにデマンド型乗合タクシ

ーを導入して、週あたりの運行回数を増やし、地域住民の交通丌便の改善を行った。 

・吹上地域では、既存のコミュニティバス８路線の休止を行い、新たにコミュニティバス３路線、デマンド

型乗合タクシー５路線を導入して、地域住民の交通丌便の改善を行った。 

・平成 23 年３月に法定協議会（日置市地域公共交通活性化協議会）の立ち上げを行った。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○経費負担の増大を懸念し、コミュニティバスとデマンド型予約乗合タクシーの２種類の運行
形式を採用 

・全 11 路線を維持することにより、伊集院・吹上地域の郊外地に居住する高齢者等の日常生活に必要丌可

欠な移動手段が確保される。交通空白地帯の解消が図れる。 

・幹線とフィーダー系統の役割を明確にした上で連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さらに

は外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

◆運行サービス内容 

●予約型乗合タクシー 

ダ イ ヤ 11 系統 各２回／週運行、土日運休 

運行範囲 伊集院地域（６系統）、吹上地域（５系統） 

運  賃 １人１乗車 300 円 

 

●コミュニティバス 

ダ イ ヤ 市街地循環１系統 毎日運行、 

他３系統 各 2 回／週運行、日祝運休 

運行範囲 伊集院地域（１系統・市街地循環）、吹上地域（３系統） 

運  賃 １人１乗車 100 円 

 

図 旧市町村＇合併前（ 
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61＇日置市（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・乗合タクシー全 11 路線の収支率 35.0%以上を目指す。 

現状値 33.8％（H24 年度申請実績） 

 

◆実施のプロセスと調整 

・旧４町（東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町）で運行していたコミュニティバスは、毎日運行している

エリア、週に１便運行というエリアなど、旧町ごとに運行に格差があった。格差是正としてバスの運行本

数を統一するためダイヤを増やすとなると、伊集院地域や吹上地域ではバス車両を増車する必要があっ

た。 

・しかし、増車してダイヤを増やしたとしても、両地域では家屋が離れて分散し、住民は高齢者が中心であ

るため、運行経貹負担の増加が懸念されていた。 

・そのため、伊集院地域と吹上地域については、他地域と違って、市街地エリアのコミュニティバスと周辺

地区での乗合タクシー（デマンド形式）というような２種類の運行形式で取組むこととなった。 

取組みの特徴 

○地域内にあるタクシー事業者による交替制度を導入することで、利用頻度の違いによる事業
者負担を平準化 

・地域内にあるタクシー事業者による交替制度を導入することで、利用頻度の違いによる事業者負担を平準

化。 

・タクシー事業者が伊集院地域３社、吹上地域２社あり、路線の割り振りにあたり、利用頻度も違うため、

伊集院地域では４ヶ月ごと、吹上地域では半年ごとに交替することにした。住民に向けてはチラシで交替

のお知らせをして、事業者は利用者の資料を次の事業者に引き継ぐことでサービスの平準化を図った。 

・デマンド型乗合タクシー導入にあたり、既存のコミュニティバスの運行経路・運行回数を見直した。 

他地区への参考となるポイント 

・コミュニティバスや乗合タクシーを運行するには、既存のバス事業者やタクシー事業者との調整が重要であ

り、そのためには十分に協議を行う必要がある。 

担当部署 

日置市 

（住 所）鹿児島県日置市伊集院町郡 1 丁目 100 番地 

（担 当）日置市企画課 （電 話）099-273-2111 

▲吹上地域の乗合タクシーの経路図 ▲伊集院地域の乗合タクシーの経路図 

資料：日置市 HP 資料：日置市 HP 



62＇霧島市（ 

鹿児島県 

(27)霧島市 
地域事情に合わせたデマンド交通の導入 

～公共交通事業者の協力～ 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 127,487 人 ・デマンド方式 

☛ｐ12、ｐ16、ｐ30、ｐ34、 

ｐ44、ｐ48、ｐ60 も参照 

・小型車両の使用 

☛ｐ28、ｐ36、ｐ46 も参照 

・合併による区域の広域化 

☛ｐ18、ｐ50、ｐ54 も参照 

 

高齢化率 22.5％ 

面積 603.68 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

４条デマ 
       

取組みの背景・課題 

○広域合併のメリットを享受できる交通体系の構築 

・１市６町の市町村合併を受け、市民が広域合併のメリットを享受できる一体化した交通

体系の構築が喫緊の課題であった。 

・霧島市は、九州でも二番目の旅客乗降客数を誇る鹿児島空港があり、中央部を九州縦貫

自動車道が縦断し、南部を東九州自動車道が走り、福岡県北九州市や熊本県八代市等と

連結する JR 日豊本線・肥薩線の鉄道や国道・県道等の主要な幹線道路が整備されるな

ど、南九州三県の交通の要衝として位置付けられる。 

・霧島市では、路線バスへの運行貹の補助や廃止路線代替バスの運行と併せて、平成 20

年４月から各地区でコミュニティバス「ふれあいバス」を運行しているが、市民が広域

合併のメリットを享受できる、一体化された交通体系の整備が喫緊の課題となっていた。 

・3 年間の「ふれあいバス」の実証運行の結果、利用者が尐ない地域に対する対応が求め

られた。 

・旧市町の中心部へ連絡する「ふれあいバス」は、実証実験では生活の足として機能でき

たことが確認できたが、霧島地区永水地域などの利用者が尐ない状況に対する対策が必

要であった。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○霧島市の交通システムの役割分担と連携による交通

ネットワークを構築。 

・霧島市地域公共交通計画（H20）により、広域・地区間ネッ

トワークを担う路線バスや鉄道と、地区内ネットワークを担

うコミュニティバス等との役割分担を明確にし、相互連携に

よる効率的な交通体系を整備した。 

・9 つの拠点を設定し、鉄道や路線バスは拠点間や広域的な都

市間移動を支える公共交通、ふれあいバスは地区内の通学や

通院・買物等の移動を支える地区内公共交通であるとともに、

JR や路線バスを連絡するフィーダー系統として運行。 

◆運行サービス内容 

・ふれあいバスは、ダイヤ・乗継場所などを改善しつつ、定時

定路線型コミュニティバスとして、継続的に運行。 

・平成 23 年 10 月より霧島地区の永水地域、平成 24 年 12 月

より溝辺地区の有川地域といった「ふれあいバス」の利用が

尐ない地域において、デマンド交通に見直して運行を開始。 

ダ イ ヤ ふれあいバスは地区によって１～６便/日、デマンド交通は６便/日 

運  賃 大人 150 円 

※ふれあいバス、デマンド交通共に同一料金 

図 旧市町村＇合併前（ 
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資料：霧島市 HP 



63＇霧島市（ 

◆取組みの目標 

・バス運行に対する利用者の満足度 30％以上とする。 

・ふれあいバスの１便あたり乗車人員を 3.0 人とする。 

・数値目標を設定しているが、地域は急激な尐子高齢化、人口減尐が進む中で、利用者を増やすことは困難と考

えている。そのため市の総合計画において、できる限り現状維持を目標としている。 

◆実施のプロセスと調整 

○６地区のうち霧島地区永水地域でふれあいバスに代わる地域特性に合った運行形態を検討 

・平成 20～22 年度における３路線のコミュニティバス実証

運行事業の結果をもとに、基本的にコミュニティバス「ふれ

あいバス」のサービスを改善しつつ、平成 23 年度から継続

して運行する方向となった。 

・しかし、ふれあいバスの利用者が尐ない霧島地区永水地域で

は、ふれあいバスの継続運行は難しいと判断した。 

・永水地域は、霧島連山の山間地の中に住家が点在しており、

居住者が 667 人、そのうち 60 歳以上の高齢者が 255 人

という状況で、すべての住民を網羅する路線を設定するには

経貹がかかる状態にあった。 

・さらに、ふれあいバスが通れる道幅の路線が限られ、そのた

め住民はバス停まで遠くなり、利用しにくい状態にあること

がわかった。 

・ふれあいバスからデマンド交通への切替えに際し、システムの利便性、課題について意見交換を行って判断し

た。 

・タクシー車両タイプ（小型車両）のデマンド交通に切り替えると、家のそばで乗り降りが可能になるといった

メリットの半面、誰でもが自由には利用できなくなる登録制のデメリットなどを住民と話し合い、了解のもと

運行することが決まった。 

・他の地域からもデマンド交通への移行を求められることがあるが、地域によっては現在のふれあいバスが最適

の地域公共交通手段であるという判断もあるため、一概に全システムを見直す予定はない。 

取組みの特徴 

○各地区代表者からなるコミュニティバス検討委員会を実施 

・霧島市の公共交通ネットワークは、各総合支所（旧市町の中心部）、主要鉄道駅（国分駅・隼人駅・霧島神宮

駅・霧島温泉駅・大隅横川駅）、高齢者の利用が多い医師会医療センターや各地区温泉センターを拠点として、

JR や路線バスとの乗り継ぎの利便性を図っている。 

・永水地域のデマンド交通は予約受付からすべてタクシー事業者へ委託しているため、24 時間受付可能という

サービスの利点もある上に、市の投資はなく、年間の経貹は確実に減尐。 

・デマンド交通のシステムは、利用者がタクシー会社へ事前に予約をし、タクシー会社が予約に応じた配車計画

に基づいて、地域内のポイントへ迎えに行き、降車ポイントで降車するものである。 

・実態として地域の登録者は 40～50 名程度なので、現在のシステムで十分機能している。 

・霧島地区では、平成 23 年度に２台のコミュニティバスのうち１台をデマンド交通へ切り替えた結果、利用者

は 100 人/年→125.7 人/年と利用者が 25％増加し、経貹は 40％減尐するという効果が得られた。 

・ただし、すべてが良い方向に向かっているわけではなく、霧島地区は観光地になっているため、ふれあいバス

では観光客が利用できたが、デマンド交通では利用ができないという状況が発生している。 

・市には、各地区代表者からなるコミュニティバス検討委員会があり、見直しなどに応じて年に２～３回以上、

意見交換の場を設けている。 

・大きく見直す場合は、その都度委員会で了解を得た後、地域公共交通会議に諮るようにしている。 

他地区への参考となるポイント 

・バス事業者は、小型車両の導入や予約受付体制の整備などの経貹を考えるとデマンド交通への参入は厳しい。 

・地域住民の要望を市が支援するという形が、調整においても理想である。 

・見直しなどは、バス乗り込みによる利用者意見の聴取、老人クラブや地域の民生委員など、実際に利用する高齢

者等の意見を聞くことが重要である。 

担当部署 

霧島市 

（住 所）霧島市国分中央 3 丁目 45 番 1 号 

（担 当）霧島市企画政策課 （電 話）0995-64-0914 

（永水地域）

（霧島中心部）

図 デマンド交通に切り替えた永水地域周辺の地形 



64＇和泊町・知名町（ 

鹿児島県 

(28)和泊町･知名町 
バス９路線を島内幹線とそのフィーダー系統として 

５系統に統廃合およびネットワーク化 
   

基礎データ（H22） キーワード 取組み概念図 

人口 13,920 人 
・路線の新設・再編 

☛ｐ18、ｐ32、ｐ42 も参照 

・特徴あるダイヤ設定 

☛ｐ38 も参照 

 

高齢化率 29.4％ 

面積 93.68 ㎞２ 

立地特性 単独地域 

運行形態 

・法令 
４条乗合 

       

取組みの背景・課題 

○町の中心部への移動手段となる路線バスの維持・確保が重要かつ喫緊の課題 

・沖永良部地域の路線バス事業の状況は、和泊町、知名町にあわせて９つの路線を有しており、利用者の減尐に

よる運賃収入の減尐や燃料貹などのコスト増加などで厳しい状況が続いていた。しかし、官公庁や医療機関、

商店街等が集中する中心部への移動手段として、路線バスは高齢者や障がい者にとっては必要丌可欠な公共交

通であり、その維持・確保が重要かつ喫緊の課題となっていた。 

・平成 21 年３月に法定協議会（沖永良部地域公共交通活性化協議会）を立ち上げ、平成 21 年度に「沖永良部

地域公共交通総合連携計画」を策定。 

実施した公共交通サービスの概要 

◆公共交通ネットワーク形成の考え方 

○空港線と知名国頭線を島内幹線バスとし、残りの３系統を乗継利用としてネットワークの再編 

・空港線及び知名・国頭線を維持する

ことにより、空港から中心部へのア

クセスが確保され地域の活性化につ

ながる。 

・永嶺線、後蘭線、ガジマル線を確保

することにより、高齢者等の各集落

から医療機関や商店街等への移動手

段が確保される。 

・和泊港線を確保することにより、和

泊港から和泊待合所までの移動手段

が確保される。 

・これらの路線は和泊及び知名の待合

所において他の路線への乗り換えが

可能であることから、地域内全体で

移動手段が確保される。 

 

◆運行サービス内容 

ダ イ ヤ 各系統 およそ週１日～２日/系統、４回/日・系統。 

運行範囲 沖永良部島内 計５系統 

運  賃 １人１乗車 100 円～980 円 

 

知名 ・ 国頭線
永嶺線

後蘭線等

知名バス停 和泊バス停

空港線

沖
永
良
部
空
港

資料：知名町 HP 



65＇和泊町・知名町（ 

◆取組みの目標 

数値目標 

・空港線及び知名・国頭線の収支率：目標値 40％以上（現状値 35.8％） 

・永嶺線、後蘭線、ガジマル線の平均乗車密度：目標値 1.5 以上（現状値 1.9） 

◆実施のプロセスと調整 

○バス路線を９路線から５路線へ統廃合し、空港と和泊町・知名町を連絡する空港線及び知名

国頭線を島内幹線バスとして、残りの３路線を連携 

・沖永良部地域で実施しているフィーダー路線毎の接続について、運行ダイヤの調整及び車両・運転手の

調整が大きな課題となった。５台の車両及び８名の運転手で、１月１日以外の毎日運行の実施及び貸切

事業への対応に苦労した。 

・事業の実施にあたっては、基幹路線である空港線及び知名国頭線にパターンダイヤ※を導入し、利用者の

利便線向上を図った。 

・９路線から５路線に統廃合するにあたっては、交通空白地帯を作らないよう運行経路を工夫し、以前か

らの利用者の利便性が低下しないことと移動手段を確保することに重点を置いた。 

・また、５路線中３路線が通過する停留所（内城）を交通結節点と位置づけ、和泊市街地及び知名市街地

への乗り換えをスムーズに行えるようダイヤ調整を行った。 

※「パターンダイヤ」とは、分間隔など、一定の間隔で周期的に運行されることをいう。 

取組みの特徴 

・公共交通利用促進のため、オリジナルキャ

ラクター「オキバスⅤ」による PR 番組・

イメージソング・時刻表・バスマップを作

成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・停留所の整備や、停留所を商業施設内に設置するなど、待合環境の整備を行った。 

・乗り継ぎに配慮してダイヤを設定した。 

・路線の統廃合を併せて運行経路の見直しを行い、利用者の利便性向上を図った。 

他地区への参考となるポイント 

・実施主体である公共交通事業者の協力が必要丌可欠である。事務方と現場の共通理解がなければ問題解決

が前に進まない。その調整が大きな役割であり、負担ともなる。特に民間の事業者間の調整は利害関係も

あり、調整に苦労した。 

・事業者の決定等においては、協議会等でしっかりとした議論を行うことが重要である。新たな事業を始め

るにあたっては、住民や関係機関へ周知広報の徹底、事業に協力していただける機関・団体等を探し、地

域が連携して取り組めるような体制作りが必要となる。 

・アンケート調査には、専門用語は極力使用しない等、質問の内容を分かり易くし、住民の負担とならない

ようにする。また、高校生を対象に今後の利用可能性についての設問をするなど、回答者を絞ったアンケ

ートの実施も重要である。 

担当部署 

沖永良部地域公共交通活性化協議会（事務局：○和泊町、知名町） 

（住 所）鹿児島県大島郡和泊町和泊 10 番地 

（担 当）和泊町総務課 （電 話）0997-84-3511 

図 「オキバスⅤ」によるバスマップ 

資料：和泊町 HP 
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3. 公共交通の取組みに関するコラム 

ここでは、事例で紹介した 28 自治体よりいただいたコメントなどを参考に、紹介したい内容を 3

つのコラムとしてとりまとめた。 

 

◆他の自治体を参考にするには．．．． 

今回の事例集で紹介した自治体では、現在の公共交通の取組みにあたって他の自治体を参考にしな

かった自治体が半数以上という状況であった。 

その理由は様々であるが、中には実際に複数の自治体を視察し、それぞれが特徴ある取組みである

ものの、物まねではうまくいかないという判断で特定の自治体を参考にしなかったという意見があっ

た。また、取組む方向が明確であったため、特に他の自治体を参考としなかったという意見もあった。 

一方、他の自治体を参考にしたところは、取組む運行形態と類似した取組みの自治体や、類似した

地域特性を持つ自治体を参考にしている傾向にある。 

このような点から、地域公共交通への取組みには、とりあえず他の自治体を視察するというより、

まずは自分たちの地域にある公共交通の実態、地域が持つ特性などを把揜して、取組む方向を検討し

たうえで、その課題等を模索するために他の自治体の取組みを参考にするということが望ましいよう

である。 

 

◆うまく行かなかった反省点をみると．．．． 

今回の事例集で紹介しました自治体には、すべてが問題なく地域公共交通が実現できたわけではな

く、いくつかの反省点もあったようである。 

最初に、関係者との調整丌足が問題となったケース。路線の新設や運賃の設定などについては、同

じ地域を運行する路線バスやタクシーなどへの影響が大きいため、関係する交通事業者への情報提供

や事前調整が、地域公共交通の実現には重要となるということである。 

次に住民の意見を聞くことが重要だったというケース。得てして地域公共交通の運営主体が行政に

なるということから、沿線住民の意見を十分に聞かずに実施したため、思うように利用してもらえな

かったという状況がみられた。一方で、色々と住民の意見を聞いて改善に取組んだものの、結果とし

て利用者は増えなかったというケースも多いようである。 

住民の意見を聞くことは重要なことである。しかし、やみくもに住民の意見を聞くのではなく、本

当の利用者の意見を聞き取るということに注意することが重要である。 

最後は地域や現地の状況に応じた取組みに留意するというケース。複数で利用してもらうデマンド

交通を計画したが、実態は１人利用となって１便当たりの経貹節減につながっていないという内容や、

隣接する地域へ運行しているにもかかわらず隣接する自治体へ説明をしていなかったため迷惑をか

けたという内容、さらにはリフト付きの車両に見直したことで、道路が狭い地域でドア・ツー・ドア

のデマンド交通サービスができなくなるという事態が発生したなど、地域の状況に合わせた取組みを

検討しなければ、目標とする結果が得られなくなることや、思わぬ問題が生じる可能性があるという

ことである。 

このような点から、地域公共交通の取組みには、他の交通事業者をはじめとする関係者との良好な

コミュニケーション、利用者である住民とのニーズ把揜が重要であるとともに、現地状況の把揜とい

うきめ細かい留意点も必要である。 
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◆バス停と施設がわかりやすい路線図 

地域公共交通の取組みに路線図などの作成がみられる。運行する地域公共交通を使って、住民にど

こへ行けるのかを知らせることは、利用促進の上でも重要な取組みである。 

ここでは、今回の事例紹介の自治体ではないが、鹿児島県西之表市における市街地巟回バスの路線

図を紹介する。 

路線図のポイントは、できるだけ具体的で正確な地図に、運行ルートとバス停を表記している点で

ある。このように作成すると、利用者にとって目的地の最寄りのバス停、バス停から目的地までの距

離、目的地の形状・規模などがわかり、安心して利用できるということになる。 

このように、わかりやすい路線図を作成することは、利用者へのわかりやすさと安心感を不えるこ

とにつながり、ひいては地域公共交通の利用促進につながるものになる。 
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＜「わかさ姫」運行ルートと運行時刻（鹿児島県西之表市）の事例＞ 
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（参考）地域内フィーダー系統に取組む 70協議会のデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 地域内フィーダー系統に取組む 70 協議会データ (1/3) 
 

※       ：本事例集に取組みを紹介している協議会 
 

1 大牟田市 地方都市 中心都市 １０万人以上 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

2 飯塚市 地方都市 中心都市 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

3 田川市 P10 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

4 柳川市 P12 地方都市 都市隣接 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ７８条市町村有償運送 乗合型

5 八女市 P14 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

6 朝倉市 P16 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条と７８条の両方 乗合とデマンドの両方

7 糸島市 P18 地方都市 都市隣接 ５万人以上～１０万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

8 那珂川町 P20 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 20％未満 それ以外 ４条委託運行 乗合型

9 須恵町 P22 地方都市 都市近隣 １万人以上～３万人未満 20～25％ それ以外 ７８条市町村有償運送 乗合型

10 久山町 地方都市 都市隣接 １万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

11 芦屋町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 20～25％ 過疎 ７８条市町村有償運送 乗合型

12 岡垣町 P24 地方都市 都市近隣 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

13 遠賀町 地方都市 都市近隣 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ７８条市町村有償運送 乗合型

14 鞍手町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

15 川崎町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ７８条市町村有償運送 乗合型

16 佐賀市 都市 中心都市 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

17 鳥栖市 P26 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 20％未満 それ以外 ４条委託運行 乗合型

18 伊万里市 P28 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

19 鹿島市 地方都市 中心都市 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

20 小城市 P30 地方都市 都市近隣 ３万人以上～５万人未満 20～25％ それ以外 ４条と７８条の両方 乗合とデマンドの両方

21 嬉野市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

22 神埼市 P32 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

23 みやき町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

24 長崎市 P34 都市 中心都市 １０万人以上 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

25 佐世保市 P36 地方都市 中心都市 １０万人以上 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

26 大村市 P38 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

27 対馬市 P40 離島 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 デマンド型

28 雲仙市 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

29 新上五島町 P42 離島 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

30 水俣市 地方都市 中心都市 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

31 宇土市 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

32 宇城市 地方都市 都市近隣 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

33 阿蘇市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

34 天草市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

35 合志市 地方都市 都市隣接 ５万人以上～１０万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

36 長洲町 P44 地方都市 都市近隣 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

37 南阿蘇村 P46 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

38 益城町 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 20～25％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

39 大分市 P48 都市 中心都市 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

40 日田市 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

41 佐伯市 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ 過疎 ７８条市町村有償運送 乗合とデマンドの両方

42 臼杵市 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

43 津久見市 地方都市 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

44 杵築市 地方都市 中心都市 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 デマンド型

45 豊後大野市 P50 地方都市 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ７８条市町村有償運送 乗合型

46 国東市 地方都市 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

47 日出町 P52 地方都市 都市近隣 １万人以上～３万人未満 20～25％ それ以外 ４条と７８条の両方 乗合型

48 九重町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ７８条市町村有償運送 乗合型

49 玖珠町 地方都市 中心都市 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条と７８条の両方 乗合型

50 延岡市 P54 地方都市 中心都市 １０万人以上 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

51 小林市 P56 地方都市 中心都市 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ７８条市町村有償運送 乗合型

52 日向市 P58 地方都市 中心都市 ５万人以上～１０万人未満 20～25％ それ以外 ７８条市町村有償運送 乗合とデマンドの両方

53 西都市 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

54 えびの市 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

55 鹿児島市 都市 中心都市 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

56 鹿屋市 地方都市 中心都市 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合型

57 阿久根市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

58 西之表市 離島 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

59 垂水市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 デマンド型

60 薩摩川内市 地方都市 単独地域 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

61 日置市 P60 地方都市 都市隣接 ５万人以上～１０万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 デマンド型

62 霧島市 P62 地方都市 単独地域 １０万人以上 20～25％ それ以外 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

63 いちき串木野市 地方都市 都市隣接 ３万人以上～５万人未満 25～30％ それ以外 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

64 南さつま市 地方都市 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 デマンド型

65 南九州市 地方都市 単独地域 ３万人以上～５万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

66 伊佐市 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 デマンド型

67 さつま町 地方都市 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合とデマンドの両方

68 肝付町 地方都市 都市隣接 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

69 南種子町 離島 単独地域 １万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

70 和泊町・知名町 P64 離島 単独地域 １万人以上～３万人未満 25～30％ 過疎 ４条委託運行 乗合型

福岡県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

ＮＯ 市町村
掲
載
頁

運行方式 運行形式地理的条
件

生活圏的
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人口規模 高齢化率 過疎地域

地域性



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 地域内フィーダー系統に取組む 70 協議会データ (2/3) 
 

※       ：本事例集に取組みを紹介している協議会 
 

1 大牟田市 ● ●

2 飯塚市 ● ● ●

3 田川市 P10 ● ●

4 柳川市 P12 ●

5 八女市 P14 ●

6 朝倉市 P16 ● ●

7 糸島市 P18 ● ●

8 那珂川町 P20 ● ●

9 須恵町 P22 ● ●

10 久山町 ●

11 芦屋町 ● ●

12 岡垣町 P24 ● ●

13 遠賀町 ● ●

14 鞍手町 ●

15 川崎町 ●

16 佐賀市 ●

17 鳥栖市 P26 ● ● ●

18 伊万里市 P28 ● ● ●

19 鹿島市 ● ●

20 小城市 P30 ●

21 嬉野市 ●

22 神埼市 P32 ● ●

23 みやき町 ●

24 長崎市 P34 ●

25 佐世保市 P36 ●

26 大村市 P38 ● ●

27 対馬市 P40 ●

28 雲仙市 ● ●

29 新上五島町 P42 ●

30 水俣市 ● ●

31 宇土市 ● ●

32 宇城市 ● ● ●

33 阿蘇市 ● ●

34 天草市 ●

35 合志市 ● ●

36 長洲町 P44 ●

37 南阿蘇村 P46 ● ●

38 益城町 ●

39 大分市 P48 ●

40 日田市 ● ●

41 佐伯市 ● ● ●

42 臼杵市 ●

43 津久見市 ● ●

44 杵築市 ● ● ●

45 豊後大野市 P50 ● ● ●

46 国東市 ●

47 日出町 P52 ● ● ●

48 九重町 ● ●

49 玖珠町 ● ●

50 延岡市 P54 ● ●

51 小林市 P56 ●

52 日向市 P58 ● ● ●

53 西都市 ●

54 えびの市 ●

55 鹿児島市 ● ●

56 鹿屋市 ●

57 阿久根市 ● ●

58 西之表市 ● ●

59 垂水市 ●

60 薩摩川内市 ●

61 日置市 P60 ●

62 霧島市 P62 ● ● ● ●

63 いちき串木野市 ●

64 南さつま市 ●

65 南九州市 ●

66 伊佐市 ● ●

67 さつま町 ●

68 肝付町 ● ●

69 南種子町 ●

70 和泊町・知名町 P64 ● ●

②政令市等が係る補
助対象地域間幹線

バス

③複数市町村間平日１日
当たり３回以上の運行回数

がある地域間幹線バス
④鉄道 ⑤航路 ⑥航空路

福岡県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

ＮＯ 市町村
掲
載
頁

①補助対象
地域間幹線

バス

基幹交通の種別
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表 地域内フィーダー系統に取組む 70 協議会データ (3/3) 
 

※       ：本事例集に取組みを紹介している協議会 
 

地域要件
①

地域要件
②(1)

地域要件
②＇２（

移行＇総合
事業（

系統再編 系統新設 増便 支援開始

1 大牟田市 ● ● 3

2 飯塚市 ● ● ● ● 9

3 田川市 P10 ● ● ● 11

4 柳川市 P12 ● ● 6

5 八女市 P14 ● ● 7

6 朝倉市 P16 ● ● ● ● ● 15

7 糸島市 P18 ● ● 10

8 那珂川町 P20 ● ● ● ● 4

9 須恵町 P22 ● ● 2

10 久山町 ● ● 1

11 芦屋町 ● ● 1

12 岡垣町 P24 ● ● 20

13 遠賀町 ● ● 6

14 鞍手町 ● ● ● 3

15 川崎町 ● ● 5

16 佐賀市 ● ● 1

17 鳥栖市 P26 ● ● ● ● 6

18 伊万里市 P28 ● ● ● 3

19 鹿島市 ● ● 3

20 小城市 P30 ● ● 11

21 嬉野市 ● ● 2

22 神埼市 P32 ● ● ● 4

23 みやき町 ● ● 5

24 長崎市 P34 ● ● 6

25 佐世保市 P36 ● ● 2

26 大村市 P38 ● ● ● ● 7

27 対馬市 P40 ● ● 1

28 雲仙市 ● ● 4

29 新上五島町 P42 ● ● 2

30 水俣市 ● ● ● 14

31 宇土市 ● ● 14

32 宇城市 ● ● ● 2

33 阿蘇市 ● ● 1

34 天草市 ● ● 1

35 合志市 ● ● 7

36 長洲町 P44 ● ● 1

37 南阿蘇村 P46 ● ● ● 6

38 益城町 ● ● 1

39 大分市 P48 ● ● ● ● ● 11

40 日田市 ● ● 4

41 佐伯市 ● ● ● 25

42 臼杵市 ● ● 3

43 津久見市 ● ● 2

44 杵築市 ● ● ● 9

45 豊後大野市 P50 ● ● ● 15

46 国東市 ● ● 6

47 日出町 P52 ● ● ● 11

48 九重町 ● ● 9

49 玖珠町 ● ● 4

50 延岡市 P54 ● ● ● ● ● 19

51 小林市 P56 ● ● 13

52 日向市 P58 ● ● ● ● 17

53 西都市 ● ● 7

54 えびの市 ● ● 4

55 鹿児島市 ● ● ● 14

56 鹿屋市 ● ● ● 6

57 阿久根市 ● ● ● 5

58 西之表市 ● ● 6

59 垂水市 ● ● 4

60 薩摩川内市 ● ● ● ● 12

61 日置市 P60 ● ● 11

62 霧島市 P62 ● ● ● ● 15

63 いちき串木野市 ● ● ● 4

64 南さつま市 ● ● 1

65 南九州市 ● ● 45

66 伊佐市 ● ● 17

67 さつま町 ● ● 10

68 肝付町 ● ● 5

69 南種子町 ● ● 4

70 和泊町・知名町 P64 ● ● 5

地域内フィーダー系統の基準

ロ（地域要件

福岡県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

路線数ＮＯ 市町村
掲
載
頁

ニ（新規性
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おわりに 

 

本事例集では、平成 24 年度までの取組み事例を紹介してきました。 

ここで紹介した地域は、ある程度の人口規模を持つ地域、都市と合併した中山間地域、比較的大き

な離島、過去に地域公共交通に取組んできていた地域といったところが中心となっています。 

しかし、自然豊かな地域に様々な都市や地域が分布する九州においては、今回紹介しました地域と

は違う地域特性、交通問題を抱えている地域も尐なくないと感じています。 

このような地域におきましても、地域公共交通に取組まれるとともに、効果的に地域公共交通確保

維持改善事業を活用していただければ幸いです。 

 

九州運輸局や各運輸支局では、事業活用におけるアドバイス、ご支援などを行っていますので、地

域公共交通への取組みを検討される際にはご相談下さい。 

また、地域公共交通に取組むための調査事業についても有効活用することをお勧めいたします。 

 

最後に、本事例集を取りまとめるに当たり、ご協力いただきました地域の関係者の方々にお礼を申

し上げます。 

 


