
 

  

 

地域公共交通担当者勉強会 
 
                             日 時  令和３年６月２４日（木） 

１４：００～１５：３０ 
                                   WEB 会議（Microsoft Teams） 
 
 
１．開会                            １４：００ 
  
 
２．道路運送法の基礎知識                    １４：０５～１４：４５ 

中国運輸局 岡山運輸支局    可兒竜太郎 

 

 

３．地域公共交通確保維持改善事業の概要             １４：４５～１５：０５ 

                 中国運輸局交通政策部交通企画課 城内 尚人 

                                 渡邊 将弥 

 

４．質疑応答                          １５：０５～１５：２５ 

 

 

５．情報提供                          １５：２５～１５：３０ 

  「ナッジ」を活用した公共交通促進策について 

第２次交通政策基本計画の概要について 
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中国運輸局岡山運輸支局 輸送・監査部門

運輸企画専門官(旅客担当) 可兒 竜太郎
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中国運輸局本日の流れ

１．はじめに

２．道路運送法について Ｐ２～

３．一般乗合旅客自動車運送事業の概要 Ｐ４～

４．地域公共交通会議の役割 Ｐ８～

５．自家用有償旅客運送の登録等に係る制度 Ｐ10～

６．おわりに
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中国運輸局
道路運送法とは

・自家用自動車による有償運送は原則として禁止
・しかし、既存のバス・タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難
→地域の関係者等で構成される協議会で必要性について合意した場合
→道路運送法の登録を受け、「自家用有償旅客運送」が可能

例 交通空白地による自家用有償旅客運送
福祉による自家用有償旅客運送

・有償で旅客を運送する事業を行うことは「旅客自動車運送事業」 に該当
→国土交通大臣の許可が必要
・使用する車両は、事業用自動車と呼ばれる
・ナンバープレートは緑色（軽自動車の場合は黒）
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・道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとする
・ニーズの多様化・高度化に対応したサービスの提供

・輸送の安全の確保
・利用者の利益保護・利便増進

◎公共の福祉の増進 ◎道路運送の総合的な発達

○道路運送法の目的
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中国運輸局
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道路運送法に基づく事業区分
第３条第１号イ

（ ）一般乗合旅客自動車運送事業 乗合バス等

乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

路線定期運行第２章 第３条第１号 → ４条許可 ○
路線バス、コミュニティバス等、

旅客自動車運送事業 一般旅客自動車運送事業 路線不定期運行○
観光需要対応型乗合タクシー等

他人の需要に応じ、有償で、 特定旅客自動車運送事業
区域運行自動車を使用して旅客を運 以外の旅客自動車運送事業 ○

送する事業 デマンド型乗合タクシー等

第３条第２号 → ４３条許可 第３条第１号ロ第３章

道路運送事業 貨物自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス)

個の契約により定員１１人以上の自動車を貸し貨物自動車運送事業法に 特定の者の需要に応じ、一 一
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業よる貨物自動車運送事業 定の範囲の旅客を運送する

旅客自動車運送事業 （観光バス等）
第４章

第３条第１号ハ
自 動 車 道 事 業

)一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー
一般自動車道を専ら自動車

個の契約により定員１１人未満の自動車を貸しの交通の用に供する事業 一
切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

第５章

自家用自動車の使用

法 条 号 有償旅客運送 交通空白地有償運送、福祉有償運送有償運送 …78 2
号 通園バス、ぶら下がり、中元・歳暮時期の貨物 等3

有償貸渡し 法 条 レンタカー80
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中国運輸局乗合事業における種別ごとのイメージ
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路線定期運行 路線不定期運行 区域運行

特徴：予め定められた時間
に定められたルートを運行

特徴：予約がある場合に
予め定められたルートを
運行

特徴：路線を定めず、
予約がある場合にのみ
区域内を運行

事前予約 事前予約

乗合タクシーは不特定の人間が乗り合わせる運行形態
→乗合事業（バス事業）と整理され、この３区分のいずれかに分類
（※タクシー事業ではない）

ちなみに…

予約がな
いため運
行しない予約不要
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中国運輸局
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「事業計画」と「運行計画」

事業計画（事業の重要かつ基本的な事項） 運行計画（サービス水準に関する事項）

乗合事業者は運行の態様（路線定期運行・路線不定期運行・区域運行）ごとに
事業計画（路線定期運行においては運行計画も）を定める必要がある

路線定期運行

・路線
起点、終点の地名及び地番
キロ程
主たる経過地

・主たる事務所及び営業所の名称及び位置

・営業所ごとの車両数
（常用、予備、11人未満内訳も）

・車庫の位置、収容能力

・車両の大きさ、重量（最大寸法）

・停留所の名称及び位置並びに間のキロ程

・運行系統（起点・終点・経過地）

・運行回数並びに始発及び終発の時刻

（回数が少ない場合は運行時刻）

・一年を通じ継続して運輸するものでない
ときは、運輸をする期間
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中国運輸局
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「路線」と「運行系統」

「路線」・・・道路上でバスが運行する道（認可事項）

「運行系統」・・・路線上をどのようなルートで運行するか定めたもの
※認可を受けた路線上（道路上）しか設定不可

（解説）
・Ａ～Ｂ系統は認可を
受けているため設定可能

・Ａ～Ｇ系統はＢ～Ｇ間の
認可を受けていないので
設定不可能
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中国運輸局
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路線不定期運行・区域運行の「事業計画」

事業計画（事業の重要かつ基本的な事項） 事業計画（事業の重要かつ基本的な事項）

路線不定期運行 区域運行

・路線
起点、終点の地名及び地番
キロ程
主たる経過地

・主たる事務所及び営業所の名称及び位置

・営業所ごとの車両数
（11人未満内訳も）

・車庫の位置、収容能力

・車両の大きさ、重量（最大寸法）

・運行系統

・乗降地点の名称及び位置並びに間のキロ程

・発地の発車時刻又は着地の到着時刻

・営業区域

・主たる事務所及び営業所の名称及び位置

・営業所ごとの車両数
（11人未満内訳も）

・車庫の位置、収容能力

・運送の区間

・発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻

又は運行間隔時間

※ 路線不定期運行、区域運行における事業の適切性

利用者利便の確保のため、地域公共交通会議で

地域交通のネットワークを構築する観点から協議が整っていること等、
路線定期運行との整合性がとられているものであること
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中国運輸局地域公共交通会議とは

○目的
・地域の実情に応じた乗合旅客運送の方法、運賃・料金、自家用有償運送の
必要性、対価などを地域の関係者で協議
・地域全体で整合性のとれたネットワーク構築に向けた交通計画を策定
・輸送の安全、旅客の利便確保策などを検討
○主宰者
市町村、都道府県（※ 自主的な判断によって設置）
○構成員
市町村、都道府県、旅客自動車運送事業者（又はその団体）、住民代表、利用者代表、
運輸局（又は支局）、運転者が組織する団体、道路管理者、都道府県警、学識経験者等

○乗合事業者による運送
・許可基準弾力化、運賃の認可不要（協議運賃）
・意見照会の簡便化 ・標準処理期間の短縮
・他事業の車両併用可

○自家用自動車による有償運送（市町村）
・輸送の安全、利用者利便を確保する
ための対応を検討

事業者へ委託 事業者によることが困難な場合

地域住民の生活に必要な乗合旅客輸送の確保、利便性の向上

地域公共交通会議
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中国運輸局
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地域関係者の役割

○市町村

○都道府県

○住民・利用者

○交通事業者
(バス・タクシー事業者、バス・タクシー協会)

○国
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中国運輸局

過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活に必要な輸送について、

それらがバス・タクシー事業によっては提供されない場合に、市町村、NPO法人等が

自家用車を用いて有償で運送できることとする制度

①バス、タクシーによることが困難、かつ、

②地域の関係者（※）により「地域住民の生活に必要な輸送」であるとの協議

③必要な安全体制の確保（運行管理・整備管理の責任者を選任等）

2年（重大事故を起こしていない場合等は3年）

※事業者協力型自家用有償旅客運送は５年

上記③について、必要に応じ監査等を実施。さらに是正命令や登録取消等の処分を実施。

概要

種類

登録等

登録要件

有効期間

指導・監督

※平成27年4月より、事務権限（登録、指導・監督）の市町村長等への移譲（手上げ方式）を開始。
平成31年4月1日現在、事務・権限の移譲先として19自治体（8県、11市区町村）を指定済み。

実施団体数：
市町村が運送主体 （468団体）
NPO法人等が運送主体（133団体）
※全国1,724市町村の内522市町村で実施

住民等のための「自家用有償旅客運送」
（交通空白地有償運送）

身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」
（福祉有償運送）

（令和2年3月31日時点）
（令和2年3月31日時点）

実施団体数：
市町村が運送主体 （ 108団体）
NPO法人等が運送主体（2431団体）

※地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者及びその組織する団体、地方運輸局又は運輸支局等

自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）
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中国運輸局
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自家用有償旅客運送の登録等に係る手続き(1)

新規で行いたい
地域における

関係者の協議
・地域公共交通会議
・運営協議会

【手続き】
新規登録申請

有効期間を
更新したい

【手続き】
更新登録申請

地域における
関係者の協議

・地域公共交通会議
・運営協議会

登録事項を
変更したい

・路線
・運送区域
・旅客の範囲(拡大)
・事業者協力型の別

を変更する場合

【手続き】
変更登録申請

地域における
関係者の協議

・地域公共交通会議
・運営協議会
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中国運輸局
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自家用有償旅客運送の登録等に係る手続き(2)

軽微な事項を
変更したい

・名称及び住所
・代表者の氏名
・事務所の名称及び位置
・種類ごとの自動車数
・旅客の範囲の縮小

など

【手続き】
登録事項変更届
※変更した日から30日以内に届出

廃止したい

【手続き】
廃止届出
※廃止した日から30日以内に届出

輸送実績報告書
【手続き】
毎年、前年４月１日から３月末までの
実績を５月末までに報告
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中国運輸局
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自家用有償旅客運送の登録要件

１．運行形態（路線または区域）

２．旅客の範囲

３．使用する自動車

４．運行管理・整備管理の体制

５．運転手の資格要件

６．旅客から収受する対価

主な登録要件

※その他の登録要件に関する詳細は、関係通達等において定めている
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中国運輸局

14

自家用有償旅客運送制度の改正（令和２年11月）

種類

交通空白地有償運送
（住民等のための「自家用有償旅客運送」）

（市町村・ＮＰＯ等）

福祉有償運送
（身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」）

（市町村・ＮＰＯ等）

市町村運営有償運送 福祉有償運送
（市町村・ＮＰＯ等）

公共交通空白地有償運送
（ＮＰＯ等）
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中国運輸局観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化

地域住民
＋

観光客を含む来訪者

現行の輸送対象の考え方
（省令に規定）

明確化する輸送対象の
考え方（法律に規定）

市町村長が認めた場合（※）

地域住民

地域住民
又は

観光客を含む来訪者

・インバウンドを含む観光ニーズの取り込みにより、生活交通も含め、
地域交通の持続性が高まる
・観光客の移動ニーズに対応し、地域の観光資源の活用を図る

【期待される効果】

法律で明確化

（※）地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を
図ることが必要な事情があることを市町村長が認めた場合
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地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において明確化
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中国運輸局

交通事業者
（バス・タクシー）

自家用有償
（市町村等）

①市町村等から提案を求める ② 提案がなければ実施

協力型
自家用有償

安全性の観点から
まずは交通事業者の活用を検討

【役割分担】
バス・タクシー：ノウハウを活用し運行管理等を担う
市町村等 ：自家用有償の運行主体となる

「協力型」の制度化により、両者にメリットのある着地点を提案し、合意形成を容易化

課題

○地域に、既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズが明らかになった場合
・交通事業者（バス・タクシー）による移動手段の確保
・市町村等による自家用有償旅客運送の実施
二者択一の選択肢について協議となり、意見が対立→合意形成がハードルになりやすい

○既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズ

（合意形成がハードルになりやすい）

（両者にメリットのある着地点）

【新設】
【利用者】
安全、安心な交通サービスの提供

【自家用有償主体（市町村等）】
業務負担の軽減、運行ノウハウの活用

【交通事業者】
委託費の確保等

「協力型自家用有償」に期待される効果

交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設の趣旨
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中国運輸局

住民ドライバー

市町村等が使用権原を有する自家用自動車過疎地域等の
交通事業者

（バス・タクシー）

運行管理
車両整備管理

自家用有償旅客運送者
（市町村等）

（協力の形態）
⇒ 交通事業者が運行管理、車両整備管理の

委託を受ける。
⇒ 交通事業者がNPO等の構成員として参画し、

運行管理、車両整備管理を担当する。

ノウハウを活用して協力

○過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について
バス・タクシー事業者が運行管理、車両整備管理で協力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、実施を円滑化

交通事業者協力型自家用有償旅客運送
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○参考HPのご案内

◇国土交通省HP
下記ページに法律の他、重要通達、検討会報告書等、掲載されています。
乗合 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000011.html
自家用https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html

◇中国運輸局HP
各事業別の公示を中心に参考情報が掲載されています。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/jidousyakoutsubu.html

おわりに

○地方自治体ご担当者様へのお願い
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中国運輸局
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Fin
ご清聴ありがとうございました

Chugoku Transport & Tourism Bureau



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中国運輸局交通政策部

交通企画課

令和３年度地域公共交通確保維持改善事業
の概要説明について



＜支援の内容＞
○ 地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための「地域公共交通計画」の策定に資する調査等

＜支援の内容＞

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域内交通の運行や
車両購入、貨客混載の導入を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

＜支援の内容＞
○ 被災地の幹線バスの運行 ○ 仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

被災地域地域間幹線系統確保維持事業／特定被災地域公共交通調査事業
（【東日本大震災対応】 被災地のバス交通等に対する柔軟な支援）

地域公共交通確保維持改善事業の概要

令和３年度予算額 ４億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年１１月２７日施行） ）

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通利便増進実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、利便性向上・運行効率化等のため
のバス路線の再編、旅客運送サービス継続のためのデマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画策定等の後押し）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

線
路
側

ホ
ー
ム
側

○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計
画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和３年度予算額 ２０６億円
（前年度比 1.01倍）
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１.地域公共交通確保維持事業 (1)陸上交通：地域間幹線系統補助

補助対象系統のイメージ

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）

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

バス停
地域をまたがる幹線交通ネットワーク

黒字バス系統（補助対象外）
駅 駅

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額

補助内容

予測費用

補助対象
経費

予測
収益

欠損

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・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

※ １日の運行回数３回（朝、昼、夕）以上であって、１回当たりの
輸送量５人以上（乗用車では輸送できず、バス車両が必要と
考えられる人数）

※ ①復興特会から移行する応急仮設住宅非経由系統のうち、
東日本大震災前に輸送量要件を満たし、補助対象期間に輸
送量見込が要件を満たさない系統、②熊本地震前に輸送量
要件を満たし、補助対象期間に輸送量見込が要件を満たさ
ない系統については、輸送量要件を緩和（一定期間）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成す
る地域間幹線系統の運行について支援。

＜補助対象経費算定方法＞
予測費用

（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）

－
予測収益

（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）
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１.地域公共交通確保維持事業 (2)陸上交通：地域内フィーダー系統補助

-3-

（１）補助対象地域間幹線バス系統への接続

＊地域間交通ネットワーク：黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれるが、地域間幹線バスは、
幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要

接続

（２）交通不便地域

フィーダー系統（路線運行）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域

接続

フィーダー系統（路線運行）
接続

補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（区域運行）

フィーダー系統
※ 専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行

区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外

接続

補助対象地域間幹線バス
［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネット
ワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容

補助対象系統のイメージ

地域間交通ネットワーク

地域間交通ネットワーク

経常
費用

補助対象
経費

経常
収益

欠損

＜補助対象経費算定方法＞
経常費用

（事業者のキロ当たり経常費用
×系統毎の実車走行キロの実績）

－
経常収益

（系統毎の運送収入、運送雑収
及び営業外収益の実績）

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
協議会等が定めた生活交通確保維持改善計画に確保又

は維持が必要として掲載され、
・補助対象地域間幹線バス系統を補完するものであること又は過疎
地域等の交通不便地域の移動確保を目的とするものであること

・補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を有するもので
あること

・新たに運行を開始又は公的支援を受けるものであること
・乗車人員が２人／１回以上であること

（定時定路線型の場合に限る。）
・経常赤字であること



地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度（見直しの方向性）

〇 幹線補助又はフィーダー補助を地域公共交通計画に位置付ける場合、
・地域公共交通計画本体には、補助系統の地域の公共交通における位置付けや地域公共交通確保維持事業の必
要性など、マスタープランの内容とすべき事項を記載するとともに、

・これまで補助計画に位置付けられてきた補助系統等に関する事項の詳細については、原則として、地域公共交通計
画の「別紙」として位置づけることとする。

○ 別紙について、地域公共交通計画の一部として、法定協議会における協議の手続等を経るものとする。

・地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性
・地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

・目標を達成するために行う事業及び実施主体

・地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運
行系統の概要及び運行予定者

・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者
及びその負担額

・補助を受けようとする手続に係る利用状況等の継続的な測定
手法

・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組
・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項
・その他、詳細な事項

・地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細
・補助系統の概要及び運送予定者
・補助系統に関する定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法
・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者、負担額
・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（幹線系統のみ）

・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項
・その他、詳細な事項

・地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統
（補助系統）の地域の公共交通における位置づけ・役割

・上記の位置付け等を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性
・補助系統に係る事業及び実施主体の概要
・地域公共交通計画全体の定量的な目標・効果とその評価手法※

（※令和２年活性化再生法改正により義務付け）

①地域公共交通計画に位置付ける事項

②地域公共交通計画の別紙として提出する事項（毎年度提出）

生活交通確保維持改善計画の記載事項

これまでの補助制度 地域公共交通計画と連動した補助制度
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地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度（見直しの方向性）

地域公共交通計画（全体）

①基本的な方針：
地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役
割を明確化した上で、取組の方向性を記載

③目標：
定量的な目標（利用者数、収支、行政負担額等）を設定し、データ
に基づくPDCAを強化
④目標を達成するために行う事業及びその実施主体：
地域における公共交通サービスの全体像を明記し、それぞれの交通
モードや路線等ごとの事業・実施主体を具体的に記載
⑤達成状況の評価：
事業実施後、設定した具体的な目標を基に、各種事業の実施状況
を適切に管理（PDCA）できるよう、評価手法を設定

各計画事項における補助関連の記載内容

②区域：
住民の通勤、通学、買い物といった日常生活に関して形成される交通
圏を基本として設定

・地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細 ・補助系統の概要及び運送予定者
・定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法 ・地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者、負担額
・地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組（幹線系統） ・車両の取得や貨客混載の導入等に関する事項
・その他、詳細な事項

⇒別紙には、補助系統等に関する詳細な事項を記載し、毎年度の認定申請の際に提出。

別紙における記載事項（補助申請時に毎年度提出）

補助事業の認定申請については、地域公共交通計画において、補助系統の地域の公共交通における位置付け、補助事業の必要性
等について設定する必要がある。このため、これまでの補助計画のように補助事業のみについて記載するのではなく、これらの事項について、地
域公共交通計画の各記載事項の中に溶け込ませた形で記載する必要。

補助系統について、公共交通の将来像や取組の方向性の中で位
置付けるべき事項があれば記載（幹線・支線の将来像や、コミュニティバス・
デマンド交通等に係る取組の方向性などを記載することを想定）

補助系統を含めるよう区域を設定。その際、幹線とフィーダーの位置
づけや役割を明示

地域公共交通計画全体の定量的な目標を設定（個別の補助系統に
関する目標は別紙に記載）

補助系統を明示するとともに、それぞれの事業内容や実施主体につ
いて記載。あわせて、車両の更新などの事業の方向性を記載。

毎年度、国が地域公共交通計画（補助関係部分+別紙）を認定。事業実施後、事業評価（自己評価・国による評価）を実施。

地域公共交通計画全体の定量的な目標に関する評価手法等に
ついて記載（個別の補助系統の目標に関する評価手法等は別紙に記載）
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１.地域公共交通確保維持事業 (3)陸上交通：車両購入に係る補助
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○ 補助対象事業者
【車両減価償却費等補助】

幹線系統 ：一般乗合旅客自動車運送事業者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

フィーダー系統：一般乗合旅客自動車運送事業者又は自家用有償旅客運送者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

【公有民営補助】

地方公共団体又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
【車両減価償却費等補助】 【公有民営補助】

補助対象購入車両減価償却費及び 補助対象車両購入費用
当該購入に係る金融費用の合計額

（地域公共交通再編実施計画に位置付けられた
系統については、車両購入費の一括補助も可）

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・補助対象期間中に新たに購入等を行うもの
・主として地域間幹線又は地域内フィーダーの補助対象系統の運行の

用に供するもの
・地上から床面までの地上高が65センチメートル以下かつ定員11人

以上の車両であって次のいずれかに該当するもの
①ノンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
②ワンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
③小型車両（①及び②の類型に属さない長さ７メートル以下かつ

定員29人以下の車両）

・運行区間の一部に高速道路等を含む補助対象系統の運行の用に供
するものであって道路運送車両の保安基準（座席ベルト、ＡＢＳ等の設
置）に適合した定員11人以上の車両

車両減価償却費等補助 公有民営補助

※補助対象経費の限度額
① ノンステップ型車両 ：1,500万円

② ワンステップ型車両：1,300万円
③ 小型車両 ：1,200万円
④ 都市間連絡用車両：1,500万円

バス事業者

バスを借りて

運行

地方公共団体

バス車両を

所有

貸渡（リース）

（売却・廃車）

代替

使用料

300 

180 

108
81 81

（単位：万円）

購入年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

合計
750万円

２年間で均等に分割して交付
１年目 375万円
２年目 375万円

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入し、定率法（残存価額×0.4）を用いて
５年間で償却する場合＞

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入した場合＞

厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担の軽減や老朽更新による安全確保及び利用者利便を図る観点
から、バス車両の更新等について支援。

補助内容

補助方式のイメージ

※ 補助対象金融費用は、
年2.5％が上限

協議会で、
老朽車両の代替を含む
「収支改善計画」を策定

車両購入に係る
減価償却費・金融費用を
５年間にわたって交付



【自家用有償旅客運送の実施の円滑化】

市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図る場合の法制を整備し、地域にお
ける合意形成手続きを容易化
⇒安全・安心な輸送サービスの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減
地域公共交通網形成計画に位置づけた場合は、手続きを簡素化
⇒広域的な取組を促進

過疎地域等における高齢者等の足を確保するためには、バス・タクシーと自家用有償旅客運送を適切な役割分担
のもと組み合わせ、持続可能な地域交通を実現する必要がある。
このため、「成長戦略実行計画」に基づき、自家用有償旅客運送の実施の円滑化のために制度を見直すこととあわ
せ、その導入を促進するために市町村、NPO等による車両購入等への支援の拡充を図る。

（「成長戦略実行計画」（令和１年６月２１日閣議決定）に位置づけ）

地域の需要に応じて効率的な運行を促すため、小型車両の導入や運転者の講習受講料を支援

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 ●乗車定員１０人以下の車両（一括補助）

●運転者の講習受講料
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた確保維持事業（運行費補助）の

対象系統の運行の用に供するもの
●自家用有償旅客運送の用に供するもの

１.地域公共交通確保維持事業 (4)陸上交通：車両購入に係る補助
自家用有償旅客運送導入促進のための車両購入費等への補助
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車両改造費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 車両の改造費用（座席の撤廃、荷物置きと座席の隔壁設置、荷物固定のための柵購入及び設置等の費用）
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた確保維持事業（運行費補助）の対象系統の運行の用に供するもの

●法定計画において貨客混載の導入による収支改善目標を記載

座席の撤廃等

貨客混載の例

貨物事業者支店

バス停 バス事業者営業所 貨物事業者

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

貨物の積み 路線バスとして運行

貨物車として運行

貨客混載車として運行

背景・目的

○ 人口減少・少子高齢化に伴う輸送需要の減少や自動車運送業の担い手不足により、過疎地域等において生活交
通の確保・維持や物流サービスの持続可能性が深刻な課題となっている。

○ このような中で、バス等の運行とあわせて貨物を輸送する「貨客混載」を導入することで、物流サービスの確保とあ
わせて、バス等の運行に係る生産性向上（収支改善）を図ることができ、持続可能な地域公共交通ネットワークの実
現につながる。

○ このため、今般の地域公共交通活性化再生法の見直しとあわせて、補助制度において、必要な車両の改造費等を
支援することにより、貨客混載の導入を促進し、もってバス等の運行に係る収支改善につなげることとする。
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１.地域公共交通確保維持事業 (5)陸上交通：車両購入等に係る補助
貨客混載のための車両改造費補助



２.地域公共交通バリア解消促進等事業 バリアフリー化設備等整備事業
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・補助対象事業者：交通事業者等 ・補助率：１／３等

○鉄道駅、旅客ターミナル（バス・旅客船・航空旅客）のバリアフリー化、待合・乗継施設整備
（段差の解消（※）、視覚障害者誘導用ブロックの整備等）

補助率：１／３

車椅子用階段昇降機

○ノンステップバス・リフト付きバスの導入

補助率：１／４又は補助対象経費と通常車両価格の

差額の１／２のいずれか低い方（上限140万円）

リフト付きバス

○福祉タクシーの導入

補助率：１／３

福祉タクシー

高齢者、障害者をはじめ誰にとっても暮らしやすいまちづくり、社会づくりを進めるため、公共交通のバリアフリー
化を一体的に支援。

ノンステップバス

視覚障害者誘導用ブロック

線
路
側

ホ
ー
ム
側

※駅等のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ整備など交通サービスのインバウンド対応は、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業等において支援。



地域公共交通調査等事業の体系
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◇地域公共交通計画の策定支援

◇地域公共交通計画に基づく利用促進や
事業評価の取組みの支援

◇地域公共交通利便増進実施計画の
策定支援

◇地域公共交通利便増進実施計画に基づく
利用促進や事業評価の取組みの支援

計画推進事業

計画策定事業

利便増進計画策定事業

地域公共交通調査等事業

地域公共交通調査事業

地域公共交通利便増進事業

◇移動等円滑化促進方針の策定支援地域公共交通バリアフリー化調査事業

利便増進計画推進事業

◇地域旅客運送サービス継続実施計画の
策定支援

◇地域旅客運送サービス継続実施計画に
基づく利用促進や事業評価の取組みの支援

運送継続計画策定事業

地域旅客運送サービス継続推進事業

運送継続計画推進事業



（参考）中国運輸局管内の地域公共交通計画等策定の動き

島根県・松江市・出雲市
（一畑電車周辺）

島根県・広島県・江津市・川本町・美郷町・
邑南町・安芸高田市・三次市（三江線沿線）

鳥取県西部 鳥取県中部

鳥取県東部

■ 地域公共交通計画策定済み自治体
■ 地域公共交通利便増進実施計画認定済み自治体
■ 地域公共交通計画策定作業中の自治体
□ 共同策定の自治体

（令和3年5月1日時点）

地域公共交通計画
地域公共交通

利便増進実施計画 市町
村数

計画数 市町村数 計画数 市町村数

広島 21 20 4 5 23

鳥取 3 19 2 14 19

島根 7 8 1 4 19

岡山 16 16 1 1 27

山口 13 13 2 2 19

合計 58 76 9 26 107

※松江市は単独の地域公共交通計画を策定済み

※福山市と笠岡市の共同
計画については、広島県
と岡山県にそれぞれ計上
しているため、合計数と合
わない。

※三江線沿線計画につい
ては、広島県と島根県に
それぞれ計上しているた
め、合計数と合わない。

※江津市、三次市、安芸高田市、邑南町は単
独の地域公共交通計画も策定済み

地域公共交通計画・利便増進計画策定件数一覧表
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地域公共交通計画（改正前の地域公共交通
網形成計画）の記載事項（イメージ）

○計画の効果的な活用のために必要な視点

○定量的な目標値（公共交通の利用者数、収支率、
公的負担等）、補助対象系統の位置づけ等を記載

①地域戦略との
一体性の確保

（まちづくり、医療・福祉、
観光等との連携）

②モード間連携や

多様な輸送サービス
の活用

③地域の多様な
関係者の協働

④交通圏全体を
見据えた広域的な連携

⑤データによる状況把握、
効果的な目標設定・検証を設定

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：地域公共交通計画（改正前の地域公共交通網形成計画）の策定に必要な

経費（地域データの収集・分析の費用（※１）、住民・利用者アンケートの

実施費用、専門家の招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証

調査のための費用等）

○補助率：１／２（上限額500万円。交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通

ネットワークの実現に向け、都道府県と複数の市町村を構成員に含む

法定協議会が主体となった協働による取組を行う場合は、上限1,500万円）

○補助要件 ：①計画に、公共交通の利用者数、収支率その他の定量的な目標値を記載し、

当該目標値と実績値を比較して当該計画の達成状況の評価を行うこと

②都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を策定していない

市町村にあっては、当該計画の作成を検討すること

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：地域公共交通利便増進実施計画（※２）の策定に必要な経費

（地域データの収集・分析の費用（※１）、住民・利用者アンケートの実施費用、
専門家の招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証調査のための費用等）

○補助率： １／２ （上限額1,000万円）

○補助要件：①地域公共交通利便増進実施計画（※２）に、利便性、効率性及び持続可能性の観点から、

地域公共交通利便増進事業（改正前の地域公共交通再編推進事業）の効果を定量的に記載

し、同計画を公表すること

②都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を策定していない市町村にあっては、

当該計画の作成を検討すること

地域公共交通利便増進事業（利便増進計画策定事業）

（※１）協議会によるマーケティング活動の強化のためのモビリティデータの収集・活用について重点的に支援 （※２）改正前の地域公共交通再編実施計画

地域公共交通再編実施計画（※2）のイメージ

３．地域公共交通調査等事業（地域公共交通計画等の策定への支援）
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・補助対象事業者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）
・補助率：１／２
・補助対象期間：

※１ 地域住民を対象としたもののみならず、他地域からの来訪者を対象とした総合時刻表や外国語表記の公共交通マップも対象
※２ 割引運賃の設定に伴う減収分の補填については、含まない。
※３ モビリティマネジメント：過度に自動車に頼る状態から公共交通などを「かしこく」使う方向へと転換することを促す取組み

支援の対象となる利用促進のイメージ

公共交通マップ・総合時刻表の作成（※１） 企画切符の発行（※２） ワークショップの開催

支援の対象となる事業評価のイメージ

・事業実施に係る目標達成状況の把握・検証
（満足度調査、ＯＤ調査等）

・検証結果を踏まえた目標達成状況の評価
（協議会委員の旅費・日当等）

モビリティマネジメントの実施（※３）

国の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画（改正前の地域公共交通再編実施計画）に基づく事業として
実施する利用促進及び事業評価（協議会運営・フォローアップ等）に要する経費を支援

地域公共交通利便増進事業（利便増進計画推進事業）：地域公共交通利便増進実施計画（改正前の地域公共交通

再編実施計画）の認定から最大５年間（認定期間内に限る。）

３.地域公共交通調査等事業 （地域公共交通利便増進実施計画等に基づく
利用促進や事業評価の取組の支援）

地域の検討会・説明会開催協議会の運営



計画策定

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法
定協議会

【補助対象経費】地域旅客運送サービス継続実施計画策定に
必要な経費 （協議会開催等事務費、データ
収集、短期間の実証調査等）

【補助率】 １／２ （上限500万円）

サービス継続の例

背景・目的

○ 生活交通を担う路線バスが廃止される場合、現行法（6ヶ月前までの事前届出）ではサービスの維持について、十分な検討や
調整ができず、サービスの廃止や代替となるコミュニティバス等導入による市町村等への負担となっている。

○ そこで、廃止を検討する乗合バス事業者の申し出等を受け、関係者がサービス継続のあり方を協議し、公募により代替となる
サービスへの転換を図る「地域旅客運送サービス継続事業」について、改正地域公共交通活性化再生法において創設したと
ころであり、同事業の活用によるサービスの継続・効率化を支援。

地域旅客運送サービス継続事業に係る補助制度の創設について 【新設】

地域旅客運送サービス
継続実施計画 大臣認定

サービス継続事業に係る運行費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定
協議会

【補助対象経費】認定された地域旅客運送サービス継続実施計
画に基づく事業の総収支差

【補助率】 １／２
※タクシー（運賃低廉化）については、市町村からの負担額を補助対象経費とし、100万

円を上限として補助。
※サービス継続事業の認定を受けた系統については、フィーダー系統に係る運

行費補助の要件を一部緩和。

多様な選択肢を
検討・協議

乗合バス事業者
の申出等

実施方針・公募

（実施方針に定めるメニュー例）

市町村

デマンド交通（タクシー車両による乗合
運送（区域運行））による継続

福祉輸送、スクールバス、病院や商業施設
等への送迎サービス等の積極的活用

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥
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３.地域公共交通調査等事業 （地域公共交通調査事業・地域公共交通再編推進事業）

地域公共交通調査事業地域公共交通調査事業

対
象
区
域
の
設
定

法
定
協
議
会
の
構
成
員
の
選
定

法
定
協
議
会
の
設
置

事
業
の
実
施

計
画
の
達
成
状
況
の
評
価

必
要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
し

地
域
公
共
交
通
計
画
の
作
成
・
主
務
大
臣
へ
の
送
付

地
域
公
共
交
通
計
画
の
検
討

地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

の
検
討

ケース１

地域公共交通計画を策定 【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２（上限額500万円）

地域公共交通調査事業地域公共交通調査事業

【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２ （上限額500万円）

地域公共交通利便増進事業地域公共交通利便増進事業

【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２ （上限額1,000万円）

【補助内容】 利用促進・事業評価経費

【補助率等】 １／２（認定期間内（最大５年間））

利便増進計画策定事業 利便増進計画推進事業
ケース２

地域公共交通計画及び
地域公共交通利便増進
実施計画を策定

計画策定事業

※同一年度において、地域公共交通調査事業（計画推進事業）と地域公共交通利便増進事業（利便増進計画推進事業）の併用はできない。 -15-

地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

の
作
成
・
国
に
よ
る
認
定



（参考）交通サービスインバウンド対応支援事業（交通サービス調査事業）
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・訪日旅行者の二次交通に関するニーズ調査 ・二次交通案内整備のための調査 ・路線バスへのＦＩＴ等の移動需要の取り込み方策検討のた
めの調査 ・ＩＣカードの利用環境調査 ・多言語版観光交通案内ＨＰの作成 等

◇訪日外国人旅行者等が移動を円滑に行うための交通サービスに関する調査に係る事業 （二次交通対策に係るものに限る。）

■補助対象者：多様な地域の関係者により構成される協議会、地方公共団体、地方公共団体

■補助率：１／２（上限額1,000万円）

■補助対象経費：地域データの収集・分析の費用、訪日外国人旅行者を含む利用者アンケートの実施費用、専門家の
招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証調査のための費用等

◇訪日外国人旅行者等の交通サービスの利用促進に係る事業及び当該事業の効果等の評価に係る事業
（二次交通対策に係るものに限る。）

■補助対象事業者：多様な地域の関係者により構成される協議会、地方公共団体地方公共団体

■補助率：１／２ 地方公共団体

■利用促進に対する支援の例
外国語版公共交通マップ・総合時刻表の作成、多言語表記の公共交通機関の乗り方ガイド、パンフレット
乗り換え案内情報等のコンテンツプロバイダーへの情報提供を目的とした時刻情報等の電子化に伴う初期費用 等

交通サービス調査事業

調 査 事 業

利用促進事業

（外国語版公共交通マップ・総合時刻表の作成）

活用事例

※二次交通対策：公共交通であって観光地に直接アクセスするもの（複数の交通機関を乗り継いで移動する場合を含む）に係る取組

令和３年度予算額
34億円の内数



４.地域公共交通協働トライアル推進事業

趣旨

○ 平成26年に改正された地域公共交通活性化再生法に基づき、市町村を中心に地域公共交通成計画の策定が進む（令和２年1月
末までに541件）一方で、都道府県の主導による交通圏全体を見据えた網形成計画の策定は、一部の先進的な地域に限られてい
る。

○ 地域公共交通を巡る環境が厳しさを増しているとともに、地域住民の広域的な移動ニーズ、災害の広域化、長大鉄道路線の廃止等
を踏まえ、これまで以上に広域的な地域公共交通ネットワークが重要となっている。

○ このため、都道府県と複数の市町村を構成員に含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計画策定やバス等の運行への
支援の特例措置により、インセンティブを付与して後押しすることで、交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの
実現を目指す。

概要

１．地域公共交通調査等事業の特例

○地域公共交通計画の策定への支援について補助上限額を緩和

補助対象事業者、補助率

都道府県及び複数の市町村を構成員に含む法定協議会
補助率1/2 （上限1,500万円） (※)

上記以外（単独市町村等）
補助率1/2 （上限500万円）

※以下の要件を満たす計画の策定を支援。

①公共交通の利用者数、収支率に加え、広域移動手段の確保、地域内交通と地域間交通との
円滑な接続の確保等の観点からの目標値その他の定量的な目標値を記載

②交通圏全体で、利用者の利便性を向上し、効果的・効率的な地域公共交通ネットワーク
の実現を図るため、地域公共交通ネットワークの再構築や、地方公共団体と交通事業者
との役割分担の見直しについて検討し、路線等ごとの役割や運営のあり方を明確に記載

③都道府県及び複数の市町村の協働に関わる、組織・体制、費用負担その他の具体的な
事項を記載

２．地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統、地域内
フィーダー系統）の特例

（１）地域内フィーダー系統
【原則】 ・市町村毎に設定する補助上限額の範囲内とする。

【特例】 ・３年間に限り、地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形成

計画）の対象区域内の複数の市町村について、市町村毎に設
定する補助上限額（原則と同様）の合計額の範囲内で、法定協
議会に対し補助金を交付し、柔軟に配分。

（２）地域間幹線系統
・３年間に限り、みなし運行回数によるカット措置を適用除外とする。

（過去に補助対象となっていない系統に限る。）

⇒複数市町村にまたがる交通圏全体を見据え、幹線交通と
フィーダー交通との最適な組合せを柔軟に検証

⇒交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現
に向けた計画を策定・推進

○１．の要件を満たす地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形
成計画）を策定した法定協議会に対し、インセンティブを付与

原則 特例

A市 B市 C町 交通圏 （A市・B市・C町）

上限額 100 50 50 200
補助申請額 120 50 10 180
交付額 100 50 10 180

＜イメージ＞

-17-



５.地域公共交通ネットワークの再編に対する重点的な支援（特例措置）

-18-

通常の支援内容
国の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画及び

地域旅客運送サービス継続計画に
位置付けられている場合の支援内容

地域公共交通計画・

地域公共交通利便増進実施計
画・地域旅客運送サービス継続
計画の策定等
【地域公共交通調査等事業】

地域公共交通計画策定

（補助率：１／２ 上限500万円。都道府県が、交通圏ごとに区域内
の市町村と協働して策定する場合は上限1,500万円）
利用促進・事業評価
（補助率：１／２） ※最大２年間

地域公共交通利便増進実施計画策定

（補助率：１／２ 上限1,000万円）
地域旅客運送サービス継続計画策定

（補助率：１／２ 上限1,000万円）
利用促進・事業評価

（補助率：１／２） ※最大５年間

路線バス・デマンド型タクシーの
運行
【地域公共交通確保維持事業（陸上交
通：地域間幹線系統補助・地域内フィー
ダー系統補助）】

対象系統
【地域間幹線系統】

① 複数市町村にまたがるもの
② １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
③ 輸送量が15人～150人／日と見込まれるもの

【地域内フィーダー系統】
① 政令市、中核市、特別区以外において補助対象地域間

幹線バス系統を補完するもの又は交通不便地域におけ
る移動手段の確保を目的としたもの

② 新たに運行を開始するなどの新規性があるもの
【共通】
車両減価償却費等補助又は公有民営補助
（補助率：１／２）

対象系統
【地域間幹線系統】

イ．路線再編により、従来の補助対象系統を基幹系統と支線系統
に分ける場合の再編後の系統
⇒ ・ ①及び③の要件の適用除外

⇒ ・支線系統における小型車両（乗車定員７～１０人）の補
助対象化

ロ．イ．の対象となる系統以外の系統
⇒ ・③の要件の緩和（最低輸送量：３人／日）

【地域内フィーダー系統】
①の要件：政令市等以外とする地域限定の解除
②の要件：従前から運行している系統のみなし適合

【共通】

車両減価償却費等補助、車両購入時一括補助又は公有民営補助
（補助率：１／２）
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５.地域公共交通ネットワークの再編に対する重点的な支援（バス交通）

Ｄ

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車

定員１１人以上）

現 状 再編後

需要規模が小さい地方部のバス路線について、ミニバンやセダンといった車両へのダウンサイジングと合わせて
増便や定時性の向上などのサービス改善やデマンド交通への転換を行う取組等に対して支援を拡充し、地域公
共交通ネットワークの効率化・再編を推進（利便増進計画及び運送継続計画に基づく特例）

再編（デマンド交通導入）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車

定員１１人以上）

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車

定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車

定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車

定員１１人以上）

【地域間幹線系統】
・ゾーンバス化等により、基幹系統と支線系統とに運行系統を分けることで地域間幹線補助系統の要件を満たさなくなる系統

についても補助対象化（複数市町村要件、輸送量要件の除外）
・上記の対象となる系統以外の系統について輸送量要件（15人／日）の緩和（３人／日）
・ゾーンバスの支線系統等の効率的な運行を実現するため、小型車両（乗車定員7～10人）を補助対象化

【地域内フィーダー系統】
・ゾーンバスの支線系統等の効率的な運行を実現するため、小型車両（乗車定員７～１０人）を補助対象化

※「ゾーンバス化」：運行地域のバス交通の拠点となる乗継ポイントを設定し、乗継ポイントを起点に中心部までの路線を「基幹系統」、乗継ポイントから周辺地域への路線を「支線系統」に役割分担すること。

＜特例＞
・小型車両（乗車定員７～１０

人）の補助対象化
・車両の購入時一括補助化

＜特例＞
・複数市町村要件、輸送量

要件の適用除外又は緩和
・小型車両（乗車定員７～１０

人）の補助対象化
・車両の購入時一括補助化

再編（ゾーンバス化）

【共通】
・バス会社の資金
繰りや金融費用
削減のため、
車両の購入時
一括補助化

-19-
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6.日本版MaaS推進・支援事業

MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適
に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

手段としてスマホアプリ等を用いることが多い。

新たな移動手段（シェアサイクル等）や移動目的に関連したサービス（観光チケットの購入等）も組み合わせることが可能

出
発
地

利用者

シェアサイクル

ＡＩオンデマンド交通

鉄道

カーシェア

超小型モビリティ

観光 物流 医療・福祉 小売り

バス タクシー

目
的
地

グリーンスローモビリティ

自動運転

一つのサービスとして提供（検索・予約・決済）

移動目的とも一体化

新しい生活様式
への対応

（３密の回避等）

地域や観光地におけ
る移動の利便性向上

既存公共交通の
有効活用

スーパーシティ・
スマートシティの

実現

地域が抱える課題の解決

旅客船 旅客機

外出機会の創出と
地域活性化
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■ 地域特性に応じたMaaSの実証実験への支援→38事業（令和２年度）
■ MaaSの基盤整備への支援

○AIオンデマンド交通の導入→ 6地域・6事業者
○キャッシュレス決済の導入→ ９地域・9事業者

■ 全国の牽引役となる先行モデル事業への支援→19事業（令和元年度）

日本版MaaS推進・支援事業の拡大
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新モビリティサービス推進事業関連予算の整理

取組項目 事業 概要

令和２年度
第３次補正予算

令和３年度
当初予算

ポストコロナ時代を
見据えた地域公共交
通活性化・継続事業

新モビリティサー
ビス推進事業

公共交通利用環境の
革新等事業

（観光地型MaaSの実
装に向けた支援）

MaaSの導入 日本版MaaS推進・支
援事業

混雑を回避するルート提示
等、公共性の高い取組を含
んだMaaSのシステム導入
等に要する経費

○ ○ ○

新たなニーズに対応し
た取組の推進

混雑情報提供システム
導入支援事業

車内の混雑具合に関する情
報をアプリ等で提供するこ
とを可能とするシステム導
入に要する経費

○ ○

地域交通キャッシュレ
ス決済導入支援事業

キャッシュレス決済の導入
（タッチ決済、QRコード、
顔認証等）の導入に要する
経費

○ ○

新型輸送サービス導入
支援事業

AIオンデマンド交通やパー
ソナルな移動手段の導入に
要する経費

○ ○

○
（ＭａａＳと連携し
たシェアサイクル・
電動キックボード等

の導入）

MaaSの円滑な普及に
向けた基盤づくり

地域交通データ化推進
事業

公共交通事業者における交
通情報のデータ化のための
システム整備に要する経費

○ ○ ○

新モビリティサービス
事業計画策定支援事業

計画の策定や事業評価に要
する経費

○ ○

合計 ３０５億円の内数 1億円 １２．４億円の内数



-23-

感染症の拡大を踏まえた混雑回避等の新たなニーズに対応したＭａａＳの推進

混雑を回避した移動や、パーソナルな移動など、with/afterコロナにおける新たなニーズにも対応したMaaSを
推進するため、公共性の高い取組への支援の他、MaaSの実現に必要となる基盤整備や、法改正で新設された
計画認定・協議会制度の活用等について支援等を行う。

令和３年度当初予算:１億円／令和２年度第３次補正予算:３０５億円の内数

MaaSの社会実装

混雑、接触回避などの公共性の高い取組などを含んだ
MaaS（システム構築など）への支援

新たなニーズに対応した取組の推進

実証実験の成果や、新たなニーズ・課題への対応

混雑を分散させる取組
⇒混雑情報提供システムの導入

接触を避ける取組
⇒キャッシュレス決済の導入（タッチ決済、

QRコード、顔認証等）

パーソナルな移動環境の充実のための取組
⇒AIオンデマンド交通やシェアサイクル、

電動キックボード等の導入

MaaSの円滑な普及に向けた基盤づくり

MaaSの円滑な普及への基盤となる施策への支援
交通事業者におけるデータ化のためのシステム整備支援（GTFS対応）
新モビリティサービス事業計画の策定支援
（計画策定のための調査や達成状況等の評価費用）



ＡＩオンデマンド交通

AIオンデマンド交通とは

〇利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行うシステム
・アプリあるいは電話による配車予約で、乗りたい時に希望のポイントまで移動が可能

【オンデマンド交通の利用イメージ】

〇タクシーと路線バスの中間的性質
・任意に乗降ポイントを設定できるため、地域内移動を面的にカバー可能
・個々の移動ニーズに対応しつつ、低コストで一定数の人が同時に移動可能

ＡＩの活用

〇ＡＩによる最適な運行ルートの決定
・配車予約と車両位置からAIがリアルタイムに最適な運行ルートを決定するため、乗合をしつつ、概ね希望
時間通り移動が可能

・リアルタイムな人数分布の統計データとAIにより、移動需要の予測を進め、運行の効率性を高めることが
可能

ＡＩによる
決定

＃西日本鉄道株式会社HPより

＃株式会社NTTドコモより -24-



○ 感染症の拡大を踏まえ、公共交通機関の混雑
緩和・利用分散を図るため、車内の混雑状況の情
報をwebやスマートフォンアプリ等で提供することを
可能とする機器・システムの導入を支援

○公共交通における混雑情報（予測を含む。）をリアルタイムに提供するシステムの導入に要する経費等
※バスにおける混雑情報の提供方法等については「公共交通機関のリアルタイム混雑情報提供システムの導入・普及に

向けたガイドライン（バス編）」に準拠すること。
※バスを対象とし、鉄軌道については検討中。

混雑情報提供システム導入支援事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体、協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／２

Transit社（カナダ）が米国等で提供するシステム

-25-



○AIオンデマンド交通における、利用者登録、利用者からの予約受付、
最適な運行ルートの検索・設定・運行等の一連の流れに必要なシス
テムの導入を支援

○AIオンデマンド交通の導入に伴う、システム整備費
○AIオンデマンド交通のシステム導入に伴う導入設定、マニュアル作成、操作の習熟に係る費用
○AIオンデマンド交通に利用する車両に搭載する運行管理用機器の導入費
○AIオンデマンド交通の旅客乗降位置の標示又は標識の設置費
●シェアサイクル、マイクロモビリティ等の貸出・返却に必要なシステム整備・改良費
●シェアサイクル、マイクロモビリティ等の貸出・返却を行う場所であって、舗装や柵、精算機等の設置を含めたシェアサイ

クル、マイクロモビリティ等を駐車するために必要な環境の整備・改良費
●利用者の利便に資する、各貸出拠点におけるシェアサイクル、マイクロモビリティ等の需要と供給を管理するシステムの

整備・改良費

新型輸送サービス導入支援事業

概要

補助対象事業者

○一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、
地方公共団体、協議会

●シェアサイクル、マイクロモビリティ等の貸出拠点を設置し、又は管理する者

補助対象経費

補助率

○●最大１／３

受付端末 車載器

●パーソナルな移動を可能とするシェアサイクル、マイクロモビリティ等
を運用するために必要な機器やシステムの導入を支援

電動キックボード
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○公共交通事業者においてキャッシュレス決済（QRコード、交通系ICカード、非接触
型クレジットカード決済、顔認証等）に対応するための、所要の設備やシステムの導
入を支援

○公共交通においてキャッシュレス決済の利用を可能とするシステム導入費及びシステム改修費
○公共交通においてキャッシュレス決済の利用を可能とする端末費（旅客施設又は車両内・船内に決済端末機器（読み

取り機等）を設置する費用）

地域交通キャッシュレス決済導入支援事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体、協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／３

非接触型クレジットカード
決済読み取り機

-27-



○交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする、「標準的なバス情報フォーマット」、「標準的
なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」等のGTFS(General Transit Feed Specification)形式でデータを作成し、出力
を可能とするシステムの整備を支援

○システム化・データ化による、MaaS基盤の構築

○交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする特定のデータ形式でのデータ出力を可能とす
るシステム構築に要する経費

※「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」に準拠すること。

地域交通データ化推進事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体又はこれらを構成員とする協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／２

システム導入
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○ 新モビリティサービス事業計画の策定に必要な調査や、当該計画の達成状況等の評価に係る事業への支援

○計画策定のための調査に要する経費
（協議会開催等の事務費、地域のデータ収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、

地域住民への啓発事業、短期間の実証調査のための費用等）
あ

○計画の達成状況等の評価に要する経費
（効果検証のための調査や満足度調査等のフォローアップ調査費、協議会開催、ワークショップ開催等に要する事務費）

新モビリティサービス事業計画策定支援事業

概要

補助対象事業者

○ 新モビリティサービス事業を実施しようとする者（新モビリティサービス事業者）

補助対象経費

補助率

○最大１／２
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全年齢

第１章 豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現

第２章 成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築

第３章 持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり

令和３年版交通政策白書について

第Ⅲ部 令和２年度交通に関して講じた施策

第Ⅱ部 【テーマ章】 コロナ禍を乗り越え、進化する交通

第Ⅰ部 交通の動向

【旅客輸送】
＜国内＞・18年度までは、鉄道や乗合バス、航空は増加傾向、旅客船は横ばい傾向にあったが、

19年度は、新型コロナの影響によりいずれも減少
（鉄道：６年ぶりの減（▲0.3％）、乗合バス：５年ぶりの減（▲2.1%）、航空：８年ぶりの減（▲2.0%）、旅客船（▲8.7%）

・タクシーは長期間減少傾向にあったが、新型コロナの影響により減少幅が拡大（▲8.9%）

＜国際＞・航空旅客は増加傾向にあったが、19年度は新型コロナの影響により減少（8年ぶりの減（▲7.5%））

【貨物輸送】
＜国内＞・鉄道貨物は、令和元年東日本台風等の影響により、18年度に引き続き低水準で推移（+0.8%）

・航空貨物は、新型コロナにより、旅客便に積載する貨物の輸送量が減少し急減（▲5.1%）

＜国際＞・外航海運(コンテナ)は、リーマンショックによる落ち込み後､増加傾向が継続
国際航空貨物は、大規模自然災害や米中貿易摩擦の影響により、18年度以後、減少（▲6%）

公共交通の維持と安全・安心の確保

○ 公共交通事業者が行う感染症対策、新技術の活用や収支の改善等を図る取組等を支援

○ 航空ネットワークの維持・確保に向けた「支援施策パッケージ」等による支援

＜公共交通における感染防止対策の徹底＞

新たな移動ニーズへの対応

繰り返すパンデミックの歴史

移動と密接に関連する経済

高まる非接触、防疫の意識

○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの周知徹底、先進的な感染予防事例の共有

○ 車両の車内換気効率など、公共交通の安全性に関する研究結果等の周知

交通政策の動向

※新型コロナによる交通への影響（2020年度）

発生時期 感染症名 罹患・死亡状況
中世 ペスト 死亡：欧州人口の3分の１
1879年 コレラ 死亡：10万人超（国内。明治最大規模）
1918年～ スペイン風邪 罹患：5億人以上

死亡：2～4000万人?
1981年～ エイズ 罹患：3,800万人
2002年～ SARS 罹患：8,098人 死亡：774人
2012年～ MERS 罹患：2,566人 死亡：881人以上
2019年～ 新型コロナ 罹患：1.7億人 死亡：350万人以上

〇 新型コロナ以前にも、度々、感染症の世界的な流行が発生
防疫を意識し、感染症に強い社会システムを構築する必要

地方移住やワーケーションの関心の高まり

〇３密を避ける動きが増加｡テレワーク・時差出勤の呼びか
け後（20年2月下旬～）、ピーク時間帯の混雑が減少。

〇都心在住者の地方移住への関心が高まっている。
特に20歳代においてその傾向が強い。

〇20歳代の約半数がワーケーションの実施を希望。

第１章 誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持・確保

第２章 我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・システムへの強化

第３章 災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保された、持続可能でグリーンな交通の実現

＜交通分野での混雑分散や非接触の促進＞

＜パーソナルな移動手段の充実＞

＜運送サービスの持続可能性の確保＞

○ 公共交通機関のリアルタイム混雑情報提供システムの導入、普及

○ 航空旅客手続における非接触・自動化の推進（FAST TRAVEL）

○ タッチ決裁、ＱＲコード、顔認証等のキャッシュレス決済の導入支援

○ 物流DXの推進（デジタル化・自動化、ドローン、自動配送ロボット）

○ リアルタイムに最適配車を行うシステム（AIオンデマンド交通）の導入支援

○ 超小型モビリティの活用検討に向けた実証実験の実施

○ 自転車・シェアサイクルの普及促進

○ 改正地域公共交通活性化再生法を活用した

過疎地等において地域の輸送資源を最大限活用する取組の促進

（運用に係る手引きの公表・周知、自治体向けの研修の開催などノウハウ面での支援）

○ 独占禁止法特例法等を活用した

利用者目線で利便性の高い運送サービスの実現を図る取組の推進

第Ⅳ部 令和３年度交通に関して講じようとする施策

旅客動向（20年4月～21年3月） （対19年同月比）

ピーク時間帯の駅利用状況推移（首都圏・関西圏）

スモーク等を用いて、空気流動を可視化し、
貸切バス車内の換気性能を確認

荷物を積載したドローン

地域公共交通計画等の作成
と運用の手引き

【旅客輸送】
・航空（国際）は、新型コロナのまん延以降、19年比１割を下回る水準で推移
・高速バス等、航空（国内線）は、20年秋に19年比4～5割の水準まで回復した後、再び減少

（航空（国内線）は、21年春に再び19年比4～5割の水準まで回復）

・貸切バス、タクシーは、20年秋に19年比6～7割の水準まで回復した後、再び減少
・一般路線バスは、20年夏以後、 19年比7～8割の水準で推移
・鉄道は、20年夏以後、概ね７～８割の事業者で、輸送人員が19年比２割以上減少

【貨物輸送】
・トラック貨物は19年と同程度、鉄道貨物は19年を1割程度下回る傾向で推移
・宅配便は、19年を1～2割上回る傾向で推移

過去の主な感染症

小売売上高の変化率 鉱工業生産の変化率

関西圏

（出典） 日本経済研究センター「183回四半期経済予測」(2020年８月)
（注）小売り売上高（44カ国・地域）および鉱工業生産（50カ国・地域）は各国・地域の2020年２月から６月までの各月次データを１月の値と比較して変化率
を算出。外出の変化率は米グーグルの移動指数から算出。小売り売上高は「小売り・娯楽施設」、鉱工業生産は「職場」への移動とそれぞれ比較。

（2020年1月対比、％）

外出の変化率（％） 外出の変化率（％）

（2020年1月対比、％）

地方移住への関心（東京都23区在住者）
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4/7 緊急事態
宣言発出

（７都府県）

5/25 緊急事態
宣言解除
（全国）

ナウイルス
感染症対
策の基本
方針」決定

貸切バス
実働率

高速バス等
輸送人員

一般路線バス
輸送人員

タクシー
輸送人員

航空（国内線）
輸送人員

航空（国際線）
輸送人員

4月 3月

4月 3月

4月 3月4月 3月

4月 3月4月 3月

関心がある※

27.9％

32.8％

33.8％

39.0％

43.0％

47.1％

19年
12月

20年
5月

20年
12月

駅・車両等の
新型コロナ対策への支援

新技術（高性能フィ
ルタを有する空気清
浄機等）を活用した

感染症対策

（出典）ペスト・スペイン風邪：厚生労働白書（平成16年版）、コレラ：厚生労働白書（平成26年版）、エイズ：厚生労働白書（平成16年版、令和２年版）、
SARS：厚生労働省HP「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）関連情報」、MERS：厚生労働省健康局結核感染症課「中東呼吸器症候群（MERS) の
発生状況（ 2012 年 9 月以降）」、新型コロナ：Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

（出典）第2回 新型コロナウイル
ス感染症の影響下における生活
意識・行動の変化に関する調査
(令和２年12月24日、内閣府政策
統括官（経済社会システム担当））

（出典）「新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について」（国土交通省）

〇新型コロナの影響により外出が減少するほど、消費量や
生産量が減少。安全・安心な移動環境づくりが重要に。

47％
（21年3月）

36％
（21年3月）

77％
（21年3月）

61％
（21年3月)

48％
（21年3月）

※ 「強い関心がある」
「関心がある」
「やや関心がある」
の合計

空港での旅客手続の自動化
（FAST TRAVEL）

自動チェックイン機 自動手荷物預入機

旅客手続各段階での最先端技術・システム導入（イメージ）

スマートレーン 自動搭乗ゲート

チェックインから
搭乗までの自動化機
器を顔認証システム
で一元化（Ｏｎｅ Ｉ Ｄ化）

一般区域
セキュリティ

チェックイン
手荷物預け等

航空保安
検査 Ｃ Ｉ Ｑ

搭乗ゲート入
国

出
国

バイオカード 顔認証ゲート 税関検査場電子申告ゲート

（出典）成田国際空港株式会社
法務省HP

※複数の旅客が同時に保安検査レーンを
使用できる最新の保安検査機

シェアサイクル

（8月中旬）

20年3月 6月 9月 12月 21年3月

4％
（21年3月）

首都圏

5月

2/25 
「新型コロ

（12月末）

1/8 緊急事態
宣言発出
（１都３県）

3/21 緊急事態
宣言解除
（１都３県）

（出典）国土交通省鉄道局


