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1.公共交通を取り巻く環境変化 
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地域公共交通を取り巻く社会の変化 

少子高齢社会の進行と移動 
• 都市部でも進む高齢化～1980年代までに開発された住
宅団地・ニュータウンの高齢化 

• 高齢化が進む前にはわからなかった移動環境の脆弱さ～
坂道や階段・狭隘な道路 

• 自転車にも怖くて乗れない環境 
• 少子化にともなう児童生徒数の減少～学校統廃合にとも
なう遠距離通学 

人口減少と交通空白 
• 全国的に進む人口減少～一部の都市圏以外過疎化の進行 
• 減少した需要に見合った交通サービスの提供 
• 交通空白地域・交通不便地域の存在 
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いつなくなってもおかしくない公共交通 

井笠鉄道（岡山）の破たん 
• 2012年10月に100台規模のバス
事業から突如撤退し、会社は倒
産～過去最大規模 

• 輸送人員はピークの2割、貸切
バス等での内部補助も限界 

• 隣接事業者の中国バスが別カン
パニーでほぼ継承～まだ幸運な
ケース 

井笠鉄道の問題が訴えるもの 
• 今あたりまえに走っているバス
が1ヵ月後にも走っているとい
う保証はない～それほど地方バ
スの状況は厳しい 

• 法的にはバス路線の廃止は6ヵ
月前までの届出だが、会社が立
ち行かなくなればそれどころで
はない 
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近年の乗合バスの 

大きな課題 

●コストの上昇～燃料（軽油）の
高騰が大きく影響～今若干落着き 

●内部補助の限界～貸切バスの不
振・高速バスの利益の縮小 

●車両の更新ができない～安全・
環境・バリアフリーで高騰する新
車価格～中古車も高騰へ 

●ある程度の利用があっても採算
がとれない～廃止せざるを得ない
路線の増加＋残る路線は行政の委
託化 

●そして「人が足りない」～バス
運転者不足が顕在化 

 

⇖中古車によって車両更新を進める産交
バス（熊本） 
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2.公共交通を本気で考えなければなら
ない背景 
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(1)見えてきたマイカー社会の限界 

高齢化社会におけるマイカーの問題 
• 高齢ドライバーの安全性への課題～高齢ドライバーの事故の
急増 

• 運転をやめたときのフォロー態勢が不完全～免許返納促進ま
では至らず 

無理がある送迎に頼った移動 
• 送迎で一見成立する移動～しかし送迎はする方もしてもらう
方も負担大 

• 地方では高齢者が高齢者を送迎している実態～10年後の面倒
を誰が見る 

マイカー社会に合わせた地域の構造変化 
• 集客施設・公共施設の配置／空洞化する市街地 
• 移動ニーズの多様化～少数分散型の行動を公共交通ですべて
カバーするのは困難 
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(2)将来の車運転へ
の不安 

●急速に増えつつある将来の
運転に対する不安 

●運転をやめたい、控えたい
高齢者～「長距離」「高速道
路」「街中」「夜間」は運転
したくない 

 

マイカー依存社会は無理の上
に成り立っている～5年後・10

年後に向けた公共交通への期
待は大きい 

しかし「今」はクルマの運転
に困っていないところに課題 
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(3)これまでのスタイルの限界 

• ●少子高齢化による通勤利用
者層のリタイア、高校生の減
少にともなう大量集約輸送需
要の減少～鉄道・バスが最も
得意とする集約輸送の必然性
が減少 

• ●利用者減少～経営悪化／規
制緩和前後からの路線バス廃
止・縮小の動き～10年間で
12,000km／補助金政策の限界 

• ●地域の生活交通に必要な小
規模移動ニーズにどう対応す
るか 
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これからの地域交
通のターゲット 
移動がスムーズなまちは豊かなま
ち 

●誰もが自分の意思で移動できる
＝住みやすいまちへ 

●多少の不便を「健康増進」と割
り切れば、マイカーを使わなくて
も暮らせる町へ 

●高齢者だけではなく「子育て世
代」が自由に動けるまち 

人が集い歩くことが賑わいにつな
がる 

●生活に必要な施設を上手につな
ぐ公共交通ネットワーク 

●徒歩をサポートするまちなか交
通 

 

⇖子育て世代の移動にも利用されるデマ
ンド交通（岐阜県可児市） 
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3.将来の不安に対して今何をすべきか 
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(1)公共交通に対する意識改革 

公共交通は社会のインフラ 
• 少子高齢社会における移動を担うライフラインとしての位置づけ 
• 生活・経済活動＝人が動くこと／街の賑わい＝人が街を歩くこと 
“バスはバス会社が走らせるもの”からの脱却 
• 日本の公共交通～歴史的に事業ベースで運営～行政も住民も部外者 
• “ダメになったら行政が何とかしてくれる”という依存意識 
• 赤字補填の補助金政策が「何も考えない」交通“対策”を生んだ～
コミュニティバスの“おんぶにだっこ”に継承される 

「公」がどのように関わるべきか 
• 地方交通は事業としては成り立たない～「公」の関わりは必要 
• どこまで財政負担ができるか／どんな財政負担なら住民合意が得ら
れるか 

• 行政が一方的に与える仕組みでは今後もたない 
• 公共交通体系ビジョンと地域の生活交通の課題解決は「車の両輪」
～自治体は交通を「対策」から「政策」へ 
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(2)地域交通の取り組み～三つのポイント 

1.交通ネットワークの構築 
• 交通はネットワークを形成して初めて機能～適材適所～機能分担によ
るメリハリのある体系づくり～全体で利用しやすい公共交通体系に 

• 個別の課題解決だけを議論するのではなく、地域全体の公共交通ネッ
トワークを視野に個々の課題を位置づけ 

2.地域に最も適した交通システムを考える 
• 公共交通同士の「結節」によってネットワークを構築～駅・医療施設
・文化施設等を交通結節点として育てる 

• 幹線機能と支線機能、コミュニティ交通を分担し組み合わせ、それぞ
れに最も適した交通モードを選択 

3.住民参加～みんなが当事者 
• 域内の生活交通の部分は地域主体でつくり、守り、育てるしかない 
• 必要なものなら地域のみんなでできることを考え実行し、責任分担す
る～単なる要望から自ら動き考え提案する住民へ 

• 意見交換の場と繰り返し行う議論が大切 
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(3)そしてその上で～協働による持続が大切 

いちばん大切なのは「持続できる」交通の仕組み 
• 公共交通は走らせれば（あれば）それでよいというものでは
ない～5年後・10年後に続いていかなければ意味がない 

• どこかに過大な負担がかかる仕組みでは今後もたない～市・
交通事業者・市民の役割を明確に～そして「協働」へ 

• 採算はすべてではないが無視はできない～赤字が増え続ける
と将来もたない～少なくとも利用者が増やせる設定に 

• 本当に必要なものは地域のロケーションによって異なる～地
域の中で議論を 

• 今ある資源（既存バス・タクシー等）を上手に活用できる方
法はないか～新たなものをつくるより安価で効率的 

• 成功事例や近隣の動向に惑わされず、ブームに安易に乗らず、
地域に合った自前の（身の丈に合った）計画を 
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4.少ない資源をいかに効率的に活用するか 
バスと宅配便輸送を一元化したケースも 
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(課題1)バス事業におけるドライバー不足と
高齢化の影響 
仕事と車両はあっても「できない」現実 
• とりあえず一般乗合バスは確保しなければならない 
• となると…貸切バスの仕事を断る／利用者はあっても高
速バスの続行便をやめる 

• さらに状況が悪化すると…利用率の少ない高速バスの減
便（一部の便の運休や曜日運行へ）～休止 

• インフルエンザの流行で病欠が増えたらアウト 
事業拡大など望むべくもなし 
• 需要があってもどこかを減らさなければ路線新設・延長
はできない 

• 行政からの委託事業（コミュニティバスなど）も受けら
れない 

• 公営バスの管理の受委託にも手が上がらない 
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(課題2)タクシーの経営者・
運転者の高齢化と地方事業
所の撤退 

地方で進むタクシー撤退 

●地方におけるタクシー需要
の減少 

●タクシードライバーの高齢
化～退職補充がきかず 

●経営者の高齢化～後継者が
いない 

●事業所の廃止によって最寄
タクシー営業所まで30～40km

の地区も 

タクシーを地域に存続させる 

●タクシーは地域にとって最
後の足 

●本当は地元で働ける数少な
い産業なのだが…  
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(課題3)バス・タクシーで無理なら地域の共
助？～しかし地域にも高齢者しかいない 
地域の共助で交通確保は可能か 

• バスの限界を超えた地域交通 

• タクシーも対応ができない 

• それなら地域の共助で何とか
しよう～しかし担い手は高齢
者ばかり 

• 交通空白地有償・福祉有償・
Uberなどによるライドシェア

～いずれも担い手の高齢化が
課題 

• いつまで続けられるか～持続
性の担保されない仕組み 
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(課題4)目前に迫る 

スクールバス問題 

こんなに増えて大丈夫なのか
スクールバス 

●小中学校の統廃合～そのた
びにスクールバスが増加 

●スクールバスの運転手はほ
ぼ“おじいちゃん” 

●雇用確保と言いつつ安全確
保は置き去り～子どもの安全
とは 

●数年後には運転者がみんな
70歳台～絶対的な運転者不足
になるはず 

●朝夕だけの稼働に車両と運
転者～非効率も目立つスクー
ルバス 
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複数のモードを統合 

スクールバスも運転者不足～路線
バスでできる通学は路線を学校経
由に変更して実施（石巻市） 

自転車をそのまま電車に乗せるサ
イクルトレインも複数モードの結
合事例（上毛電気鉄道） 
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自動運転技術の発達 

～無人運転化は救世主となるのか 
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高まる自動運転への期待～しかし実用
段階はまだまだ先 
マスコミ報道が高める自動運転への期待 

• テレビCMや実証実験があおる自動運転 

• 世界的に注目される自動運転の実証実験～しかし今
の実験は“専用空間”で軌道系と原理は同じ 

• すぐにでも無人運転が普及できるかのような「過大
な期待」は禁物 

完全自動化~無人化の普及段階はまだまだ先 

• 現状は“事故防止”の観点から一部の自動化が進め
られた第2段階にさしかかったところ（自動化の到
達点を10とすると2未満という） 

• 技術的な到達点と普及は別 
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技術の進展と普及・一
般化は別問題 

技術的には加速化の可能性 

●それでもレベル4に至るのは
2020年代 

●その時期になれば無人運転が可
能？～あたかもそこまで持ちこた
えればドライバー不足は解決する
かのような錯覚 

無人運転普及に至るまでに考えな
ければならないこと 

●自動車関連法規の再検討～今の
制度は人が運転することが前提 

●保険制度の整備～事故やトラブ
ルの責任は誰にある？ 

●信頼性とコストの問題 

●人の気持ちや行動との整合～無
人の自動車に乗りたいですか？ 
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5.公共交通ネットワークの形成と結節点 
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(1)地域に合った上手な
ネットワークづくり 

●地域の基幹となる幹線をし
っかりと位置づける 

●幹線と支線を接続させ、ト
ータルで効率的かつ利便性の
高い公共交通ネットワークを
構築する 

●幹線は高サービス高アクセ
ス（高速・高頻度・高輸送力
）、支線はエリア内にきめ細
かなサービス 

●「幹」「枝」「葉」を有機
的に結合 

●乗継抵抗を低減するハード
・ソフトの取り組み 
 

⇖大学病院を結節ターミナルとしてフィ
ーダーのコミュニティバスと接続を図
る岐阜市の基幹連節バス 
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<ネットワークのつくり方～東京都檜原村の例> 

幹線と支線の考え方による相互補完 

檜原村の公共交通ネットワークの考え
方と路線バス・デマンドバス「やまび
こ号」の位置づけと機能分担 

フィーダーの「やまびこ号」と幹線の
路線バスが目の前で接続する形を構築
したことで路線バスに培養効果が出た 
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(2)交通結節点を 

大切に 
●駅やバスターミナルそのも
のを人の集まる場所に 

●駅・バス停の多機能化～物
産・情報・食・医療などとの
リンク 

●コンビニ・道の駅などを上
手に活用 

●駅及び駅前広場は交通結節
点としての機能性と憩いの空
間の両立を 

 

⇖ゾーンバス乗継ターミナルとし

て近隣を巻き込んだ発達を遂げた
盛岡市の松園バスターミナル 

 

<参考資料1参照> 
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(3)パーク＆ライドとサイクル＆ライド 

高速道バスストップに隣接し自然発生的
な駐車がもとで行政が整備した400台規
模の駐車場（新潟市巻潟東） 

バス折返し場などの用地の一角を活用し
て実施するサイクル&ライド（しずてつ
ジャストライン／静岡市麻機） 
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(4)基幹交通の高度化 
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基幹交通の位置づ
けと活かし方 
都市圏交通はそれに見合う
サービスレベルを 

•ポイントは利便性（頻度・ア
クセス性）と定時運行 

•運行環境の整備～バスをス
ムーズに走らせる 

•インフラを変えずに規制でで
きるバス優先策も～警察との
協力体制 

•鉄軌道系とバスの役割分担 

•行政と事業者の連携による都
市圏交通の改善 

•まちづくりと一体に公共交通
を整備～歩いて楽しい街とに
ぎわい 

 

<参考資料2参照> 
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6.地域の生活交通の確保と持続 
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(1)支線・コミュニティ交通の考え方 

支線・コミュニティ交通をどのように選択するか 
• 大量集約輸送の既存乗合バスの限界～乗合バスの撤退などに
よる「交通空白地域」の拡大 

• 狭隘道路などの技術的課題～大型バスでの対応は不可能 
• 単位需要は小さい～採算性は望みにくい 
• 地域性に合わせた選択肢としてのデマンド交通 
• スクールバス・通院バスなどの多様な移動モードとの適切な
統合・運用上の活用 

• 単に需要量とコストだけではないモード選択（長距離長時間
＝小型車両の乗合利用の限界） 

• 幹線交通との役割分担（誰も直接目的地に行きたいが、それ
をするとコストがかかりサービス低下、一方で幹線が疲弊す
る～幹線が縮小されれば新たな空白地域） 

• 福祉移送サービスとの役割分担は十分な議論が必要 
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一般路線バス 

鉄軌道 
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（デマンド含む） 

公共交通における需要と自由度・コ
スト構造の関係  <作成=鈴木文彦> 
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(2)それぞれのモー
ドの課題 
●あまり利用されていない「空気
を運ぶ」実態～財政負担の増加 

●行政主体ゆえの公平性の課題 

●コンセプトのふらつき～誰のた
め、どんな目的で走らせるのか 

●本音のニーズ調査の不足～アン
ケートは期待値が入る 

●長大路線・わかりにくい設定～
乗りたいバスにならない 

●政治の道具になりがち 

●適性を欠く運賃 

●利用者あたりの財政負担が大き
い 

●外来者には情報がなく使えない 

●コミュニティ交通は万能ではな
い～欲張ると誰にも使いにくいも
のに 
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(3)交通モードの特性と位置づけ 

組合せによる地域公共交通ネットワーク 

• 今後の「少数分散型」の交通ニーズに対し乗合タクシーやデマンド
交通は有効～しかし単位コストが大きいため利便性を高めたり、将
来需要規模が拡大すると膨大な財政負担を要する 

• 地域全体をこれら小規模交通モードでカバーしようとするのは無理 

• ネットワークにメリハリをつけ、バスを上手に活用すべき 

福祉移送サービスとの関係 

• 乗合交通と福祉サービスは目的が異なる～乗合交通に福祉的視点を
持たせることは重要だが、ひとつにまとめようとすると誰にとって
も使いにくいものになる 

• 都市圏では福祉タクシー・子育てタクシーの活用などを広く議論す
べき～複数機能の統合は議論の余地はあるが、それぞれの本来の目
的を優先する中での限定的な取り組み 
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(4)注目される 

デマンド交通だが… 

●個々のデマンドに対応した運行～よ
りドアtoドアに近づけられる 

●予約がなければ運行しない～“空気
を運ぶ”無駄を省くことができる 

というメリットが広まっているが… 

●複数のデマンドを同時に満たす～定
時性・速達性には一定の許容幅が必要 

●1人でも予約があれば運行～回送など
空車運行はゼロにはならず効率化にも
限度 

●乗合率が低く利用者にとっては「安
いタクシー」 

 

財政負担で運行するなら「時間を決
め」「利用範囲を絞る」 

 

⇖街中から約7km入った山間の集落まで
1人の利用者を送り届け、同じ距離を回
送で戻るデマンド交通 
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(5)一般タクシーを活用
した生活交通 

●豊丘村（長野）の福祉タクシー 

一定の要件を満たす村民に利用証
を交付、利用者は普通にタクシー
を呼んで決められたエリア内で利
用し、1回あたり初乗り相当の700

円を支払う。メーター料金との差
額を村が補助（写真） 

●山口市のグループタクシー 

バス等の公共交通が近くに確保で
きない地域の一定の要件を満たす
市民がグループを構成して申請す
ると一定枚数の定額タクシー利用
券を市が交付、利用者は普通にタ
クシーを呼んで利用し、1回あたり
利用券1枚限り使用できる。差額は
個人負担。 
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一般タクシーを活用した生活交通確保事例
～タクシーは究極のデマンド交通 

一般タクシーの活用のメリット 
• 豊丘村・山口市いずれのケースも、事業者・行政ともに新た
な資源を投入することなくこれまでの仕組みの中だけで対応 

• 普通にタクシーを利用してもらうだけなので、利用者にとっ
てわかりやすい 

• 事業者も通常の認可運賃の収受により利益を得ることができ
る 

• 行政にとっても運賃の一部を約束事で負担する単純な仕組み 
• 利用者は利便性が高い分個人負担は高額～“生活の知恵”で
複数乗車～利用者は個人負担が減り、集約により行政負担も
減少 

• 地元でのタクシー利用が増えるのでタクシー事業所の撤退を
防ぐことができる～最後の交通手段の維持確保 

• さらに雇用確保につながる可能性あり 
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7.地域住民が主体的に関わる生活交通 

2016/11/07 
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(1)山口市で考えてきたこと 

• 行政が一方的に考え、つくったコミュニティ交通を与え
ても現実のニーズに合わないケースが多い 

• 漫然と赤字の部分を100%行政が補助する仕組みでは誰
も何も考えず工夫もしない 

• 地域のことは地域の人たちが主体的に考え、自ら作り上
げれば本当のニーズも満たし、自分たちの交通として利
用促進にもつながる 

• 行政がやるべきことと地域がやるべきことの役割分担と
責任範囲を明確に～基幹交通は行政・事業者が整備 

• 一生懸命取り組んだ地域に対し行政が一定の支援をする
仕組み 

• 継続と支援には基準を設定～収支率と乗車率に一定のラ
インを設け一定の期間の中で達成に向け努力 
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<山口市の取り組み> 

生活交通は住民主体 

●基幹交通の行き届かない地区で地域
住民との協働によるコミュニティタク
シーを試行運行～本格運行 

●コミュニティタクシーは住民組織が
運営主体となり、乗車率・収支率にお
ける一定の基準に従って3年サイクルで
本格運行を継続 

●運営組織・運行方式・ルート・ダイ
ヤ・運賃・増収策等はすべて地域組織
主体で議論する 

●コミタクを運営するラインに達しな
い過疎地域においてはグループタクシ
ー制度を併用 

●ガイドラインの設定により一定の基
準と機会の公平性を図り、役割分担を
明文化することが必要 

●一生懸命自ら取り組む地域がきちん
と報われる施策を 

2016/11/07 
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<山口市の取り組み> 

住民主体のコミュニティタクシー 

市民と市による勉強会を何度も繰り返し
徹底して地域交通のあり方や持続性・負
担の方法を議論（阿知須地区勉強会） 

その結果として事業者と協力し新たな生
活交通を確保 市は70%を上限に補助し
残りは地域で工夫（小郡地区） 
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(2)みんなでつくり育てるコミュニティ交通 

地域住民と市、交通事業者がパートナー
シップ協定を結び、事業者は団地バスの
利便性向上、住民は利用促進協力を行う
仕組みを構築（日立市） 

沿線全世帯が「基本料金」の拠出に合意
して地域のインフラとしてのバス路線を
維持（青森県鰺ヶ沢町） 
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(3)一方で最近見え
てきた課題 
●取り組む地域住民の高齢化 

→後継者をどう育てるか 

●キーマンは必要だが… 

→頼りすぎると続かない恐れ 

●地区人口の減少～利用者増
（＝収入増）の限界 

→つねに運営や運行方法、負
担のしかたの見直しが必要 

●地域事業者の人手不足や撤
退の恐れ 

→地域事業者を育てることも 

 
⇖住民の協力やスーパー乗り入れなどで
順調な実績を上げる山口市小郡地区コ
ミタクだが協議会メンバーは高齢化 
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8.公共交通をわかりやすく 
インフォメーションは暗号であってはいけない 
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(1) 『路線バスの旅』

がほぼ流行らない根本
原因 

好評の「路線バスの旅」番組
～しかし路線バスの利用者は
増えていない 

 

なぜ？～その1 

ローカルバスは地域のニーズ
でできている 

→外来客にとって使いやすい
設定とは言えない 

なぜ？～その2 

つながらない路線バス～路線
廃止による分断・末端部から
の撤退 

なぜ？～その3 

わからない路線バス 
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(2)わからないから使わな
い（使えない）路線バス 

●熟知している者の視点でつくら
れる情報～初めての利用者にはま
ったく理解不能 

●そもそも利用者に提供できるマ
ップや時刻表が今もってほとんど
ない 

●統一性のない情報 

●WEB情報もある程度知識がない
と欲しい情報に到達できない 

●バス停の表示情報の不備とメン
テナンスの悪さ 

●事業者ごと個別にバラバラの仕
様で提供される情報 

●地元でしか通用しない表記や略
称 

●デザイン優先の表記や色使い 

 

⇖よそ者に理解できますか? 
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(3)インフォメーションは“知っている人だ
けがわかる”暗号であってはいけない 
「SBC経由若団」行…何のことかわかりますか? 
• 訳すと「信越放送前経由若槻団地」 
道路標識に困ったことはありませんか? 
• 右へ行くと「伊豆」、左へ行くと「伊豆の国」…こ
こ伊豆なんだけど 

• 今まで一つの地名をたどってきたのに、あるところ
でプッツリ…実はバスや鉄道も同じようなことが 

日本人でも解読できない漢字入り系統番号 
• 「海01」＝海老名駅発着の系統／「業10」＝業平橋
（現東京スカイツリー）駅発の系統…連想できます
か? 「亀」は亀戸、亀有は「有」…う～ん 

• 東京オリンピックに向けて改善のチャンス 
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系統番号の設定 

●３ケタの数字で市内全系統
を区分 

●「100番台」のバスは必ず新
山口駅と湯田温泉・市街地の
間を走る／「300番台」のバス
は必ず新山口駅と山口大学を
結ぶ 

等間隔ダイヤ 

●新山口駅～湯田温泉・市街
地間は日中平日20分・土休日
30分ヘッドダイヤに変更／
2015-10から平日午前15分・休
日20分ヘッド化 

●利用しやすい運賃も検討中 
 

その他<参考資料3参照> 
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(4)山口市・防長交通の

わかりやすいバスへの
試み 



(5)運賃をわかりやすく 

50円刻み運賃と上限運賃 
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(6)ハードからハートへ
～最後は人のサービス 

●どんなにWEB情報が発達し
てもいちばん安心できるのは
人による案内 

●手づくりの案内でも暖かさ
が通じて好評 

●高齢化に対応して乗降や案
内をアシストするアテンダン
トを乗せるバス・鉄道も 

●利用者と接することによっ
て乗務員もサービス精神が芽
生える 

●大切なのは笑顔と機を見た
接遇 
 
⇖不案内な乗客への乗降サポートや観光
案内を行う電車アテンダント。明るい
笑顔と親切さが評判に（一畑電車） 
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ハードからハートへ 

バス案内人の存在 

駅前バスターミナルに常時配置されたバ
ス会社名を明記した案内人の存在が利用
者に安心を与える（盛岡駅） 

盛岡に刺激され、静岡・松江・八王子・
岐阜など各地でターミナルにバス案内人
を置き効果を上げた（岐阜駅前） 
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ハードからハートへ 

バスアテンダント 
ゆっくり乗降・ゆったり運行をうたい文
句に、病院アクセス路線で運行する「ア
イバス」（しずてつジャストライン） 

「アイバス」には大型ノンステップバス
を専用使用し専門の女性アテンダントが
高齢者の乗降をサポートする 
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(7)バスの「乗り方」のイン
フォメーションも重要 

●今の子供たちはバスに乗っ
たことがない～乗り方を知ら
ない～乗り方を教えバスに触
れさせることで将来の利用者
に 

●大人も実はバスの乗り方を
知らない～大人向けのインフ
ォメーションも 

●最近は多くの事業者で学校
などへの「出前講座」を実施 

●イベントなどの機会を利用
して乗り方教室を実施 

 

⇖小平市地域公共交通会議主催 

「バスとタクシーのひろば2014」
で実施したバス乗り方教室 
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みんなの参加で楽しく
利用促進 

●まずは公共交通に触れても
らう機会が必要～バスや鉄道
のイメージアップ 

●エコ通勤・地域のイベント
やお祭り等とのリンク 

●事業者のみならず県や市が
主体的に参画 

●現場の一体感がモチベーシ
ョンを高める 

●ここから生まれる相互の信
頼関係 

 

⇖初めて鉄道事業者とバス事業者
が共同で主催し1300人の来場者を
集めた「鳥取・若桜谷のりものま
つり2016」 

<参考資料4参照> 
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これからの地域公共交通の展望 

• 本音のニーズをくみ取り、地域特性に合ったものが
利用者を獲得する 

• 地域住民が何らかの形で主体的に関わり、行政が支
援の仕組みを構築したところが持続する 

• フォローアップなき継続・拡充、大きい声・要望へ
の対処、誤った公平性による拡大、政治的配慮によ
るところはいずれ破たんする 

• 将来の公共交通の必要性に向けて少しでも多くの地
域住民が同じ方向を向くことが大切 

• 乗って楽しい、乗ってみたい（子供たちに愛称で親
しんでもらえる）地域交通への工夫 

• そして「乗って残す・育てる」ことこそが大切 
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大切なことは将来
に続けられること 

そのためには… 

●みんなが当事者として協働
し、役割分担する 

●地域の実情に合った適切な
手段を選ぶ 

●交通モードが小さくなれば
なるほど、個人のニーズに近
づけば近づくほど住民自身が
関わらないとうまくいかない 

●何度も意見交換し信頼関係
を構築する 

●どうせやるならみんなで楽
しく 

以上 
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<参考資料> 

• <参考資料1>交通結節点の活用事例 

• <参考資料2>基幹交通のレベルアップ事例 

• <参考資料3>インフォメーションの改善事例 

• <参考資料4>公共交通を楽しく 

 
 

時間の都合で詳細な説明は省きますので、内容等に関しては 

• fusuzuki@rose.ocn.ne.jp 

までご遠慮なくお問い合わせください。 

2016/11/07 
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<参考資料1>交通拠点を人の集まる場所へ 

鉄道駅にコンビニを併設し一体化
した「人が集まる場所」へ 防犯
にも効果（長良川鉄道関口駅） 

拠点バス停に隣接する民地を活用し
待合施設やコンビニなどを併設した
「バスの駅」（京都市交通局） 
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コンビニをバス停として活用し、幹線
路線と支線を接続させる交通結節点兼
地域拠点に（岩手県大船渡市） 

県都を結ぶ幹線バスと「道の駅」を活用
した結節ターミナルで接続して町内をコ
ミュニティバスで巡る(熊本県上天草市) 

2016/11/07 
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<参考資料1>交通結節点としての既存施設の
活用 



<参考資料2>アジア大都市圏のBRT 
ジャカルタ市内を10ルートでカバーする
BRT「トランスジャカルタ」 大渋滞す
る朝夕の一般車線を尻目に完全専用レー
ンをバスがスイスイ走る 

タイ・バンコク都市圏南部を運行する中
央走行のBRT 軌道系の検討の中で安価
で早期に整備可能な方式として採用 
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<参考資料2>トランスジャカルタ1号線は毎
月第3日曜にトランジットモールとなる 
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<参考資料2>都市圏のバスをスムーズに
走らせる～左車線からのバス右折（熊本市） 

2016/11/07 
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<参考資料2>都市圏のバスをスムーズに～ 

交通規制だけでできるバス優先 
交通規制の仕方を工夫するだけでバスの
都心アクセスを優先～都心への短絡ルー
トをバス・タクシーのみ左折可に（盛岡
市） 

ネックとなりがちな橋をバスがスムーズ
に通過できるよう、朝ラッシュ時は一般
車進入規制で橋をバス・タクシー専用に
（松江市） 
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<参考資料2>都市圏のバスをスムーズに～ 

交通規制だけでできるバス優先 
駅前にアクセスする約600mについて車
線構成を変更、中央を終日バスレーン、
左を荷卸し・タクシー待機に（町田市） 

車線の減る橋梁部にさしかかる交差点の
信号をバスと一般車で分け、バスは専用
レーン～優先信号で先行（長岡市） 
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<参考資料2>ニーズのある時間帯にバスを走
らせる 
末端部の終電後に到着する幹線の電車に
あわせて運行される「深夜ご帰宅バス」
（西東京バス立川発河辺行） 

まだ始発電車の走っていない4時台に電車
のルートをなぞって運行される「早朝バ
ス」（西東京バス武蔵五日市発拝島行） 
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<参考資料3>山梨バスマップにおけるノウハウの蓄積～

縮尺図ベース／運行頻度を太さで表現／複数事業者の統
一化／系統別ラインからの脱却 
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<参考資料3>大阪市営バスマップの改良前➔後 
縮尺地図に乗せ、他社鉄道接続を明確化、頻度別に系統表記を変えた 
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<参考資料3>山口市のインフォメーションへの取り組み～鉄道・
バス・コミタク全便全停留所記載の時刻表(左)／JR山口駅構内に
設置されたバスインフォメーション(右) 
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<参考資料3>つながるインフォメーション 

電車の車内に終点の駅で降りた後の
バス情報が案内されているのは親切
（一畑電車） 

JR駅構内に設置されたバスインフォ
メーション 情報の連続性が非常に
大切（松江駅） 
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<参考資料4>バス・
鉄道って楽しいね 
●既成概念からの脱却～プラス発
想への転換 

●他の業界なら普通の発想をもう
一度考えてみよう 

●いろいろな「仕掛け」をしてみ
よう 

●やれることは何でもやる～ダメ
なら見直そう 

●企画・準備するスタッフも現場
も楽しくできる方法を探る～やる
方が楽しければ利用者や沿線にも
楽しさが伝わる～現場の士気も上
がる 

 

⇖京王電鉄バスグループが毎年12月に取
り組む「クリスマスバス」 装飾を施
したバスでサンタ姿のドライバーが子
供たちにプレゼント 
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<参考資料4>バス・コミタクを楽しく 

山口市内の防長交通では2012年から12月
に「クリスマスバス」を実施、市民への
アピール力抜群だった。車内の装飾は沿
線保育園児の作成 

地域住民主体で運行するコミュニティタ
クシーの乗務員もタクシー事業者の発案
でサンタクロースに（山口市・嘉川タク
シー） 
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<参考資料4>乗ってみたくなるバス 

女性に人気の高いキャラクターを企業と
のタイアップによりラッピングした「リ
ラックマバス」（立川バス） 

左のバスの車内 シートもすべてキャ
ラクターデザインで統一 わざわざ乗
りに来る女性・子供の利用者が多い 
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<参考資料4>乗って楽しい鉄道 

出雲大社にちなんだキャラクターを描い
たピンクのラッピングを施したご縁電車
「しまねっ子号」（一畑電車） 

車内もピンクで統一し床にあみだで“ご
縁”を演出 吊革もハート形を混入 女
性客に評判となった（一畑電車） 
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<参考資料4>地域住民を巻き込んだ利用促進 

市民と協働体制をつくり、さまざまな仕
掛けで利用促進を図る東京都小平市のコ
ミュニティバス「にじバス」 

2013年度には沿線の幼稚園年長組から公
募し、次バス停の案内放送を園児たちが1
バス停ずつ行った（収録風景） 
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