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Ⅰ．主要な法律の概要
地域公共交通に関する法律としては、
「道路運送法」のほか、
「道路法」や「道路
交通法」といった公物管理や交通規制に関する法律があります。また、平成 25 年
には「交通政策基本法」が、平成 26 年には「地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律の一部を改正する法律」がそれぞれ施行されており、地域公共交通を考え
るにあたっては、これらの法律の概要や変遷を正しく理解することが重要です。

①道路運送法
道路運送事業の適正な運営および公正な競争を確保し、道路運送に関する秩序
を確立するための法律です（昭和 26 年施行）。バス・タクシーなど他人の需要
に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は「旅客自動車運送事業」
とされており、事業を営むには国土交通大臣の許可が必要です。
道路運送事業については、これまで累次の規制緩和が行われており、平成 14
年２月には乗合バス・タクシー事業の規制緩和（需給調整規制の撤廃）、平成 18
年 10 月には自家用有償旅客運送の登録制度の創設などの法改正が行われていま
す。
詳しくは p.別-7 以降を参照してください。

②道路法
道路網の整備のため、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道につ
いて、路線の指定および認定、管理・保全、費用の負担区分などに関する事項を
規定する法律です（昭和 27 年施行）。
例えば、公道上にバス停を設置するためには、この法律に基づき、道路管理者
から道路占用許可を得ることが必要になります。

③道路交通法
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑とを図ることを目的とし
て、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する罰則と、反
則行為に関する処理手続きを定める法律です（昭和 35 年施行）。
この法律の所管は警察庁であり、バスの運行に際しては、地元の公安委員会（所
轄の警察署）との調整が必要不可欠です。
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④地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
地域公共交通の活性化・再生に向けた地域の主体的な取り組みや創意工夫を総
合的・一体的・効率的に推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与
することを目的として平成 19 年に施行された法律です。
この法律では、「地域公共交通」が“地域住民の日常生活若しくは社会生活に
おける移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段
として利用される公共交通機関”として法律上初めて定義付けられました。
「交通政策基本法」の制定などを受けて実施された平成 26 年の改正では、こ
れまでの「地域公共交通総合連携計画」に代わって「地域公共交通網形成計画」
が作成できるようになったほか、「地域公共交通再編実施計画」を作成すること
で地域の面的な公共交通ネットワークの再構築を推進する「地域公共交通再編事
業」を活用することができるようになりました。

参 考 URL
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO059.html

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令（平成 19 年政令第 297 号）
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010926_2/01.pdf

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
（平成 19 年国土交通省令第 80 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F16001000080.html
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⑤交通政策基本法
平成 25 年 12 月に公布・施行された交通全体に関する政策の基本的な考え方、
その進め方を決める法律です。
交通政策に関する基本理念や基本事項などを定め、国及び地方公共団体の責務
を明らかにすることで、交通に関する施策を総合的・計画的に推進し、国民生活
の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。
また、平成 27 年には、交通政策基本法に基づいて交通施策に関する基本的方
針や目標、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策などについて定めた「交通政
策基本計画」が閣議決定されています。

参 考 URL
交通政策基本法（平成 25 年法律第 92 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO092.html

交通政策基本計画（平成 27 年 2 月 13 日 閣議決定）
http://www.mlit.go.jp/common/001069407.pdf
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平成 10 年以降の法律や支援制度の変遷

交通サービスの安定的な供給を確保する観点から事業を安定化させる機能を果
たしてきた需給調整規制については、その制度的意義が薄れる一方で、需給調整
によって実現されてきた内部補助による不採算路線の維持手法の限界や弊害が指
摘されるようになったことから、平成１０年６月の運輸政策審議会総合部会の答
申を踏まえ、人流・物流を含めた各事業分野において、順次、需給調整規制の廃
止等の規制緩和が行われました。
また、規制緩和とあわせて、地域公共交通の活性化のための新しい法律や総合
的な補助制度の創設など、各種の支援策が講じられてきたところです。

○平成 10 年６月
「交通運輸における需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等
について」
（運輸政策審議会総合部会答申）

〔各事業の規制緩和等〕
○平成 12 年２月
貸切バス事業（道路運送法） 国内航空運送事業（航空法）の規制緩和
○平成 12 年３月
旅客鉄道事業（鉄道事業法）の規制緩和
○平成 12 年 10 月
国内旅客船事業（海上運送法）の規制緩和
○平成 14 年２月
乗合バス事業・タクシー事業（道路運送法）の規制緩和
○平成 18 年 10 月
自家用有償旅客運送の登録制度の創設（道路運送法）

〔地域公共交通活性化のための支援策〕
○平成 19 年 10 月
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行
○平成 20 年
「地域公共交通活性化・再生総合事業」創設
○平成 23 年
「地域公共交通確保維持改善事業」創設
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⑥都市再生特別措置法
近年の急速な情報化、国際化、少子高齢化などといった社会経済情勢の変化に
対応するため、「都市機能の高度化」や「都市の居住環境の向上」に向けた都市
再生の推進に関する基本方針などを定める法律で、民間が主導する都市再生の支
援や、都市再生に向けた都市計画の特例や交付金（社会資本整備総合交付金）の
交付などの特別な措置を講じることで、国民経済の健全な発展や国民生活の向上
に寄与することを目的として平成 14 年に制定されました。
また、平成 26 年に行われた改正では、「立地適正化計画」の策定を通じてま
ちなかへの機能立地を誘導する仕組みが導入され、地域公共交通などの取り組み
と連携することで「多極ネットワーク型コンパクトシティ」（コンパクト・プラ
ス・ネットワーク）の実現を推進していくことが期待されています。

参 考 URL
都市再生特別措置法（平成 14 法律第 22 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO022.html
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Ⅱ．地域公共交通の事業に関する法律
（１）道路運送法
実際にバスを運行させるためには、運行形態に沿った道路運送法上の許認可等
を得る必要があります。
下図を参考に、利用対象者・市町村の関与・料金を踏まえ、道路運送法上どの
ような許認可等が必要になるのか把握しておきましょう。
具体的な手続きの内容については、運輸支局までお問い合わせください。
利用者が多い

輸送密度10人以上

コミュニティバス
バス、マイクロバス
輸送人員に
余裕

【ニーズ】
通勤・通学
輸送人員に余裕

福祉バス
混乗型

輸送密度４人以上

【ニーズ】
高齢者

乗合タクシー（ジャンボタクシー等）

スクールバス
混乗型

輸送密度４人未満
乗合タクシー（セダン型）
輸送人員僅少
デマンド型・不定期
乗合タクシー

運送事業者では
対応不能

運送事業者が不在等
ＮＰＯ等による
福祉有償運送

ＮＰＯ等による
公共交通空白地有償運送

利用者が少ない

▲利用形態による運行イメージ
▼運行形態と道路運送法の関係
運賃

区分
緑
ナ
ン
バ
ー

（
事
業
用

利用者

運送主体

車両

誰でも利用可能
（制限無し）

運送事業者

）

【乗合バス事業】
〃
〔路線不定期〕
【乗合バス事業】
事業用自動車
〃
（10人以下を基本とする）
〔区域運行〕
事業用自動車
（バス型、又は10人以下）

料
白
ナ
ン
バ
ー

（
自
家
用
）

料

路線を定めて定時に運行

予約制 路線を定めて、予約に応じて運行

予約制 一定の区域内を予約に応じて運行

市町村の関与
○運行委託又は運行費補助
○地域公共交通会議を主宰
・地域で合意した運賃
・路線に必要な車両数など
○運行委託又は運行費補助
○地域公共交通会議を主宰
・運送する路線や区域
・路線に必要な車両数など

標準処理
期間
〔新規許可〕
３ヶ月
〔路線延長〕
３ヶ月
〔区域拡張〕
３ヶ月
※地域公共交通会議
事案は２ヶ月に短縮

運送事業による対応を基本とし、対応できないときに自家用による有償運送が認められる

有

無

運行の形態

道路運送法上の区分

【乗合バス事業】
事業用自動車
一般乗合旅客自動車
（バス型、又は10人以下） 運送事業
〔路線定期運行〕

白
ナ
ン
バ
ー

（
自
家
用
）

【自家用・有償運送】
市町村運営有償運送

住民等

市町村

市町村の自家用自動車

登録した会員

ＮＰＯ等

【自家用・有償運送】
ＮＰＯ等の自家用自動車 公共交通空白地
有償運送

ＮＰＯ等

〃
（10人以下車両に限る）

登録した会員
（移動制約者）

【自家用】
道路運送法の
規制対象外

住民等

高齢者

市町村

市町村の自家用自動車

小中学生

市町村の住民等

【自家用・有償運送】
福祉有償運送

貸切バス又は
事業用自動車
タクシー

市町村の住民やその親族などを自治体の車両 ○地域公共交通会議を主宰
で運送（市町村長が認めた場合は来訪者・滞 ・必要性や輸送サービスの内容、運行管理 〔登録〕
在者も利用可能）
の体制などを協議
１ヶ月
乗合バス的な運送形態
○運行後は運行責任を負う
運営協議会で合意された地区内の会員を運送
（市町村長が認めた場合は来訪者･滞在者や
会員以外の住民等も利用可能）
○運営協議会を主宰
同時に複数の会員等の運送も可能
・必要性や輸送サービスの内容、運送の
運営協議会で合意された地区内の移動制約者 対価、運行管理の体制などを協議
会員を輸送（市町村長が認めた場合は会員以 ○運行後は、ＮＰＯ等に指導・助言を
行う
外も利用可能）
原則として、1両の車両で運べるのは会員等1
名（及び付き添い人）のみ

市町村の車両による無償住民輸送

○市町村が自ら運行（運行責任を負う）

〃

福祉バス

○市町村が自ら運行（運行責任を負う）

〃

スクールバス

○市町村が自ら運行（運行責任を負う）

貸切バス・タクシーによる借り上げによる無償
住民輸送

○バスやタクシーとチャーター契約

【運送事業者の利用】
貸切バス・タクシーに
対する規制
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〔登録〕
１ヶ月

①旅客自動車運送事業
道路上で自動車を使用して「有償」で旅客を運送することは、道路運送法第３
条の「旅客自動車運送事業」にあたり、国土交通省の事業許可が必要です。
旅客自動車運送事業者は車両や運転者の管理、損害賠償能力、運賃、利用者に
対する一定のサービス水準など輸送の安全・安心を確保することが義務づけられ
ています。
いわゆる「乗合バス」は、「一般乗合旅客自動車運
送事業」といいます。「乗合バス」はバスの乗客一人
ひとりから定めた運賃を収受することができますが、
「貸切バス」と「タクシー」は、一個の契約（一車貸
切）のため、乗客から個別に運賃を収受することはで
きません。
乗合バスは、運行の形態により①路線を定めて定期
に運行する『路線定期運行（路線バス）』、②路線は定
めるものの時刻が不定期な『路線不定期運行』、③路
線を定めず旅客の需要に応じた運行を行う
『区域運行』
の三種類に区分されます。

②自家用有償旅客運送
有償での旅客運送は事業許可を受けた運送事業者が行うことが原則ですが、過
疎地など地域によっては旅客自動車運送事業者が存在しなかったり、対応できな
かったりする場合もあります。そのようなときは、「地域公共交通会議」や「運
営協議会」で関係者が合意することにより、自家用車による有償での運送（自家
用有償旅客運送）を行うことが認められています。
事業用
（旅客）
緑（青）ナンバー

旅客自動車
運送事業

運送の対象：
一般（誰でも運送）

有償

一般乗合旅客自動車運送事業

路線定期運行

乗合旅客を運送、乗車定員の限定なし

路線バス

乗合バス

路線不定期運行
不定期バス
区域運行
一般貸切旅客自動車運送事業
一個の契約による貸切、11人以上の車両
貸切バス

自動車による輸送

一般乗用旅客自動車運送事業

デマンドバス

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

〔運送契約による運用〕
市町村借り上げによる
無料バス・タクシー

一個の契約による貸切、10人以下の車両
タクシー

運送の対象：
特定（特定の者に限る）

特定旅客自動車運送事業
特定の者の契約により一定の範囲を運送
スクールバス、従業員送迎バスなど

自家用

無償

〔車両の運用〕
市町村の車両による
無償住民輸送

規制対象外

白ナンバー

市町村自らが運送：
市町村運営有償運送
協議機関：地域公共交通会議

有償※

は、法令上の制度ではなく、
運用上の対応

交通空白輸送：
地域の住民等※を輸送
市町村福祉輸送：
移動制約者の会員※を輸送

登録対象

※有償での運送が認められるのは、運送事業者
が対応できない場合で、協議会により関係者
の合意があったときに限られる。

公共交通空白地有償運送：
過疎地等の会員※を輸送
NPO等が運送
協議機関：運営協議会

▲道路運送法の事業区分とコミュニティバス
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福祉有償運送：
移動制約者の会員※を輸送
※市町村長が認めた場合は来訪者･
滞在者や会員以外も利用可能

広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

なお、「自家用有償旅客運送」のうち、市町村自らが運送する「市町村運営有
償運送」は、下表に示す 2 つの輸送について導入できます。
▼市町村運営有償運送の概要
交通空白輸送

概 要

運行主体

市町村福祉輸送

○過疎地域などの交通空白地帯におい ○身体障害者、要介護認定者等であっ
て、一般乗合旅客自動車運送事業に
て、市町村に会員登録を行った者に
よっては地域住民の生活に必要な輸
対する外出の支援のために市町村自
送を確保することが困難な場合にお
らが行うドア・ツー・ドアの個別輸
いて、市町村自らが行う住民の輸送
送
サービス
○市町村
※運行を旅客自動車運送事業者へ委託することも可能
○当該市町村の住民・親族等
○会員制
・当該市町村の住民のうち、
①身体障害者手帳の交付を受けている
方
②要介護認定を受けている方
③要支援認定を受けている方
④その他障害を有する者で移動制約者
等であって、当該市町村に会員登録
を行った方

対象者

使用車両

運転手の
要件

○市町村長が認めた場合は地域への来訪者･滞在者や会員以外も旅客の対象とする。
※市町村長が認めた場合とは、当該市町村及び隣接市町村の区域内に営業所を有
するすべてのバス･タクシー事業者へ事業者による輸送サービスの提供が困難で
あることを確認したことについて運営協議会へ報告したものとする。
○使用車両に制限はありません
○定員 11 人未満の自家用自動車（白ナ
（リフト付等移動制約者の乗降を円滑
ンバー）で、寝台車、車いす車、兼
にする設備のある車両も含む）
用車、回転シート車、セダン等が使
用可能です
○普通２種免許を有することが要件に ○「交通空白輸送」に係る運転者の要
なります
件を満たし、かつ、以下の要件を満
○なお、困難な場合は、普通 1 種免許
たす方
保有者で効力が過去２年以内に停止 ・福祉自動車以外の自動車を使用する
されていない方で、かつ、次の要件
場合は、次の要件のいずれかを備え
のいずれかを備える方である必要が
る方
あります。
①社会福祉士及び介護福祉士法による介
・国土交通大臣が認定する講習を終了
護福祉士の登録を受けていること
していること
②国土交通大臣が認定する講習を終了し
・国土交通大臣が認める要件を備える
ていること
こと
③国土交通大臣が認める要件を備えるこ
と

運賃の
設定

○燃料費等を勘案して実費の範囲内であること
○合理的な方法により定められ、旅客にとって明確であること
○営利目的と認められない妥当な範囲内であること
○当該地域または隣接市町村等におけ ○当該地域または隣接市町村等におけ
る一般乗合運送事業の運賃、当該地
る一般乗用運送事業に係る運賃の 2
域における撤退前の一般乗合運送事
分の 1 を目安とする
業の運賃を目安とする
○運送の対価以外の対価については一
般乗用運送事業の料金を参考に定め
ることができる
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③一般旅客自動車運送事業
乗合旅客について、以前は定期定路線によるものが「乗合事業」で、それ以外
のものが「貸切事業」と区分されてきましたが、平成 18 年の道路運送法改正に
より、定期定路線か否かにかかわらず、乗合旅客の運送を行うものを全て乗合事
業と区分することになりました。
こうした乗合事業の対象範囲の拡大により、
コミュニティバスやデマンド交通、
乗合タクシー等もすべて「乗合事業」ということになりました。
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平成 18 年の道路運送法の一部改正について

地域のニーズに応じた多様な形態の運送サービスの普及を促進し、旅客の利便
を向上するため、乗合旅客の運送に係る適正化を図り、多様化する運送形態に柔
軟に対応できる制度に向け、平成 18 年に道路運送法を一部改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
なお、「Q&A

改正道路運送法の解説（道路運送法令研究会 編集、国土交通省

○道路運送法の一部改正
自動車交通局旅客課 監修）
」では、平成 18 年 10 月 1 日に施行された「改正道路
近年、過疎化が進行し少子高齢化が進展する中で、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」

運送法」に基づき、法改正全体の背景・趣旨・目的や条文ごとの改正の内容・考
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた交通政策の展開が求められている。
このため、現在各地で導入されつつあるコミュニティバス、乗合タクシー、市町村バス、ＮＰＯに
え方等を、関係省令等の内容も盛りこみつつＱ＆Ａ形式で分かりやすく解説して

よるボランティア有償運送などの新たな運送サービスが、地域の多様なニーズに的確に対応しつつ、

います。
安全・安心なものとして提供されるための措置を講じる。

1.コミュニティバス、乗合タクシー等の普及促進
改正内容

○多様な乗合旅客のニーズへの柔軟な対応を可能に
デマンドバスや乗合タクシーといった定期定路線以外の乗合旅客
の運送についても「乗合事業」の許可でサービス提供が可能に

○地域のニーズに応じた運賃・料金の設定・変更が可能に
地方公共団体、地域住民等地域の関係者の合意がある場合には、
上限認可が不要となり、ニーズに応じた柔軟な運賃設定が可能に

地域住民との協働により、地域のニーズに柔軟に対応した
コミュニティバスや乗合タクシー等の普及を促進

２.市町村バスやNPOによるボランティア有償運送の制度化
改正内容

○市町村バスやＮＰＯによるボランティア有償運送を可能とする制度を創設（登録制）
過疎地域における住民の生活交通や移動制約者の移動手段など、バス・タクシー事
業者によることが困難であり、地方公共団体、バス・タクシー事業者、地域住民等
地域の関係者が必要と同意した場合、市町村、ＮＰＯによる運送サービス提供を可
能に

過疎地の生活交通や要介護者・身体障害者等の移動制約者の移動を確保

地域の多様なニーズに的確に対応した安全・安心な
運送サービスを提供し、活力ある地域社会を実現
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④事業化に向けた手続き
有料で「乗合バス」を運行する場合には、運行主体による申請手続きが必要で
す。
まずは事業計画および運行計画を作成し、国に申請します。
事業の許可には約 3 ヶ月かかります。しかし、「地域公共交通会議」で協議が
調った事案については概ね 2 ヶ月での許可となります。

●運送事業者委託の場合
運送
事業者

市町村

国土交
通省

公安
委員会

各道路
管理者

地域公共交通会議
設置及び協議
・事業計画原案の作成
（運行経路・運賃・回数・時刻等）

申請

道路使用許可申請
道路占有許可申請
許可

・事業許可申請
（事業計画認可申請）
・上限運賃認可申請
（届出）

運行委託

申請

・事業許可（認可）
・上限運賃認可

約３ヶ月
約２ヶ月 （公共交通会議事案）
許認可

運賃及び運行計画の公示（７日間）
運行開始

▲運送事業者に委託する場合の手続き
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許可

●市町村運営有償運送の場合

国土交
通省

市町村

地域公共交通会議
設置及び協議
・事業計画の作成
・運行計画の作成

有償旅客運送登録申請
約１ヶ月
有償旅客運送の登録

運行開始

▲市町村が自主運営する場合の手続き

「地域公共交通会議」での協議が調った場合は、協議結果に基づき一般乗合旅
客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可の公示基準が以下のとおり緩和さ
れます。
公示基準（一般乗合旅客自動車運送事業）

公示基準（地域公共交通会議の協議合意）

○標準処理期間 ３ヶ月
○運賃（上限認可）
○運行計画（クリームスキミング要件の判断）
○道路管理者・公安委員会への意見照会
○使用車両 乗車定員１１人以上
○最低車両数
・６両（路線定期運行）
・３両（路線不定期・区域運行）

○標準処理期間 ２ヶ月を目処
○運賃（協議運賃届出）
○運行計画（弾力的な運行が可能）
○公安委員会への意見照会省略
※構成員で協議が調っている場合
○乗車定員 １１人未満のタクシーでも可
○最低車両数（必要な輸送力）
※他事業の車両との併用も可能
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⑤事業計画に記載する具体的な内容
「乗合バス」の運行形態としては以下の３つがありますが、運行形態ごとに事
業計画の記載事項が異なりますので注意してください。
ア）路線定期運行（路線を定めて定期に運行）
イ）路線不定期運行（路線を定めて不定期に運行）
ウ）区域運行（上記 2 つ以外の「乗合バス」）

▼事業許可申請書（路線定期運行）

▼運行計画（路線定期運行）
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⑥バスの運賃・料金設定に関する法的規定の内容
乗合事業の運賃・料金設定については、法令により以下のように規定されてい
ます。

事業者ごとの賃率により認可

事業者ごとの賃率により認可
事業者ごとの賃率により認可
上限認可制
上限認可制
（標準処理期間３ヶ月）
（標準処理期間３ヶ月）
（標準処理期間３ヶ月）

一般路線バス
一般路線バス

３０日前の事前届出
事前届出制
３０日前の事前届出
事前届出制

協議運賃

30 日前までの
協議運賃
事前届出

７日前までの

軽微運賃 軽微運賃
事前届出

コミュニティバス
コミュニティバス
（地域公共交通会議で合意）
（地域公共交通会議で合意）

・路線不定期、区域運行
・路線不定期、区域運行
・定期観光バス、高速バス
・定期観光バス、高速バス
・一時的な需要
・一時的な需要

参 考 URL
道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html

道路運送法施行令（昭和 26 年政令第 250 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE250.html

道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000075.html
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道路使用許可と道路占用許可

『道路運送法』以外で必要となる法律上の許可として、バス停の設置に係わる
許可があります。バス停の設置については、交通管理者（警察署）と道路管理者
の許可を得てはじめて道路運送許可の申請が行えるようになりますので、事前に
交通管理者・道路管理者の双方としっかり協議を行い、許可を得ておく必要があ
ります。
○道路上にバス停を設置する場合は、『道路交通法』に
基づく「道路使用許可」が必要となります。
○交通管理者が交通の安全及び円滑化の観点からバス運
道路使用許可
行路線について確認を行いますが、バス停を設置する
※交通管理者（警察署）
際には交通に支障がないことが条件となるため、バス
による許可
ベイが設置されていなかったり、バス停が自動車走行
や歩行者の邪魔になったりする場合には許可されない
場合があります。
○道路上にバス停を設置する場合は、『道路法』に基づ
く「道路占用許可」を得る必要があります。
道路占用許可
○標識やバスを待つ人等が歩行者や自動車の通行の妨げ
※道路管理者による
になる場合には許可されない場合があります。
許可
○なお、許可された場合には道路管理者に占用料を支払
う必要があります。

バス停を民有地に設置する場合の留意点

商業施設や病院などの民間の方に協力を頂き、バス停を民有地に置くケースが
あります。この場合には道路占用許可、道路使用許可は必要ありませんが、土地
所有者からの使用承諾が必要になります。
また、交差点の前後や見通しの悪い箇所等にはバス停を設置しないよう指導さ
れますので、ご注意ください。
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スクールバス、福祉バス、患者送迎バスを「無償」で運行する場合における
道路運送法上の許可の必要性について

許可、届出は不要

協力金や寄付金の
扱いには注意
「安全の確保が
最優先」

○以前は、スクールバス、福祉バス、患者送迎バスを無
償で運行する場合は、国土交通大臣への届出が必要で
したが、平成 14 年の規制緩和により、
『道路運送法』
の届出を含めた諸手続きは必要なくなりました。
○運賃と呼ばずに、協力金や寄付金名目で車内でお金を
受け取ることも有償とみなしますので、その場合は、
道路運送法第 4 条の許可が必要となります。
○使用する車両は、自家用自動車でも構いませんが、旅
客輸送に当たっては「安全の確保が最優先」であるこ
とから、自動車の提供も含めて、既存の旅客自動車運
送事業者に運行委託することを考えましょう。
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（２）鉄道事業法・軌道法
●鉄道事業
鉄道事業とは、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業
をいい、鉄道とは、線路、架線等の固定的な施設を設け、これに導かれて運行す
る運搬具を用いて、人又は物品を運搬する施設の総体のことと「鉄道事業法」で
規定されています。
◇法令による定義
「鉄道事業」は、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業に区
分されています。（鉄道事業法第２条）

第一種
鉄道事業

第二種
鉄道事業

第三種
鉄道事業

他人の需要に応じ、鉄道による旅客又
は貨物の運送を行う事業であって、第
二種鉄道事業以外のものをいう。（自
ら建設し、保有する線路・電気設備・
信号施設などの施設を使用して運
行）
。
他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄
道線路以外の鉄道線路を使用して鉄
道による旅客又は貨物の運送を行う
事業をいう。
鉄道線路を第一種鉄道事業を経営す
る者に譲渡する目的をもって敷設する
事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄
道線路を第二種鉄道事業を経営する
者に専ら使用させる事業をいう。

第二種鉄道事業
施設を借り受けて運行。

貸付料の
支払い

施設の
貸付け

第三種鉄道事業
線路・電気設備・信号施設などの施設を
建設し、保有。

▲第二種鉄道事業と
第三種鉄道事業の関係

◇鉄道の種類
鉄道の種類は、以下のとおりです。（鉄道事業法施行規則第４条）
①普通鉄道
⑤無軌条電車（トロリーバス）
鉄道の種類は、次のとおりとです。（鉄道事業法施行規則第４条）
②懸垂式鉄道（モノレール）
⑥鋼索鉄道（ケーブルカー）
⑤無軌条電車（トロリーバス）
①普通鉄道

⑥鋼索鉄道（ケーブルカー）
②懸垂式鉄道（モノレール）
③跨座式鉄道（モノレール）
⑦浮上式鉄道（リニアモーターカー）
⑦浮上式鉄道（リニアモーターカー）
③跨座式鉄道（モノレール）
④案内軌条式鉄道（新交通システム）
⑧磁気誘導式鉄道（IMTS）
⑧磁気誘導式鉄道（IMTS）
④案内軌条式鉄道（新交通システム）

Wikipedia

（株）ゆりかもめ

（株）湘南モノレール

①普通鉄道

（株）関西電力

⑤無軌条電車

②懸垂式鉄道

（財）青函トンネル記念館

③跨座式鉄道

④案内軌条式鉄道

東海旅客鉄道株式会社

⑥鋼索鉄道

⑦浮上式鉄道
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⑧磁気誘導式鉄道

鉄道事業法の一部を改正する法律による規制緩和
（平成 11 年 5 月公布、平成 12 年 3 月施行）

◆旅客鉄道事業

改正前

改正後

○免許制
○許可制
・需給調整規制
→・廃止
・事業の実現可能性・継続性・安定性、 →・同左
輸送の安全性等を審査
○許可制
○事前届出制
・当該線区の輸送量の動向、代替交通
・１年前に届出
機関の整備状況等を審査
（国土交通大臣は、退出後の公衆の利
便の確保に関し、関係地方公共団体
等から意見聴取することとする）
○認可制
○上限認可の下での事前届出制
（変更命令あり）

参 考 URL
鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO092.html

鉄道事業法施行規則（昭和 62 年運輸省令第 6 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000006.html

軌道法（大正 10 年法律第 76 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T10/T10HO076.html

軌道法施行令（昭和 28 年政令第 258 号）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE258.html

軌道法施行規則（大正 12 年内務省・鉄道省令）
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T12/T12F00202001000.html
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軌道とは

軌道とは、原則として道路に敷設する線路（軌道）
を使用して運送を行う事業、いわゆる路面電車です。
地下鉄及びモノレールについては、鉄道事業法に基
づくものと、軌道法に基づくものの両方があります。

富山ライトレール
（第一種＋軌道）
富山ライトレール

（第一種＋軌道）
（第一種鉄道事業）岩瀬浜～奥田中学校前
（軌道）奥田中学校前～富山北
（第一種鉄道事業）岩瀬浜～奥田中学校前
（軌道）奥田中学校前～富山北

○軌道法（大正 10 年法律第 76 号）
・本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス （第１条）
・軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ （第２条）
（軌道の例）

土佐電気鉄道

千葉都市モノレール

○参考：鉄道事業法第６１条
・鉄道線路は、道路法による道路に敷設してはならない。
・ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受
けたときは、この限りでない。
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（３）海上運送法
●海上運送事業
水上（例えば海・湖・沼・河川）で「旅客」等を輸送する事業は、『海上運送
法』で規定されています。
◇事業の種類
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Ⅲ．地域公共交通への取り組みを支える支援制度
（１）国（国土交通省）による支援制度
バスや鉄道、旅客船等の公共交通に対しては、様々な支援制度が用意されてい
ます。
詳しい内容や支援に関してのご相談等については、それぞれの項目に記載され
ている九州運輸局担当部局や、お近くの運輸支局などにお気軽にご相談ください。
▼国（国土交通省）による支援制度など
交通関係施策名
バス
バス・タクシー

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

地域公共交通バリア解消促進等整備事業
バス・タクシー・
（バリアフリー化設備等整備事業）
鉄道
（利用環境改善促進等事業）

鉄道
航路
航空

地域公共交通バリア解消促進等整備事業
（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）
都市鉄道等利便増進事業
空港アクセス鉄道等整備事業
地下高速鉄道整備事業
幹線鉄道等活性化事業（旅客線化）
幹線鉄道等活性化事業
（高速化事業/まちづくりと連携した
在来線の高速化事業）
幹線鉄道等活性化事業（乗継円滑化）
幹線鉄道等活性化事業
（総合連携計画事業～コミュニティ・レー
ル化～）
鉄道駅総合改善事業
地域公共交通確保維持事業（離島航路）
離島の航空輸送の確保

バス

環境対応車導入事業

バス・タクシー

地域交通グリーン化促進事業

その他

社会資本整備総合交付金、
防災・安全交付金

鉄道
鉄道
鉄道
鉄道
鉄道
鉄道
鉄道
鉄道

注）他省の支援制度については九州運輸局までお問い合わせください。
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運輸局等への
お問い合わせ先
自動車交通部旅客第一課
交通政策部交通企画課
自動車交通部
旅客第一課（バス）
旅客第二課（タクシー）
鉄道部計画課（鉄道）
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
鉄道部計画課
海事振興部旅客課
国土交通省航空局
自動車交通部
旅客第一課
国土交通省総合政策局
環境政策課
九州地方整備局建政部
都市・住宅整備課

●地域公共交通確保維持改善事業
国では、存続の危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域の
ニーズを踏まえた最適な交通手段であるバス交通、デマンド交通、離島航路・
航空路の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た地域の交通に
関する計画等に基づき実施される取り組みに対し、財政上の支援をしています。
創設までの経緯

参 考 URL
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
http://www.mlit.go.jp/common/001088145.pdf
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（２）九州管内の各県が実施している補助制度など
国による支援制度以外にも、九州各県が地域の実情を踏まえて路線バスやコミュ
ニティバスなどに対して実施している補助制度などがありますので、簡単にご紹
介します。
地域間幹線系統に対する県の欠損補助について、国との協調補助の要件がなくなっ
た現在でも九州各県ではこれまでの内容を踏襲しつつ、補助をしています。
しかし、それ以外の補助メニューについては、多岐にわたっており、各県の実情
を踏まえた支援内容になっています。

別 - 23

▼九州管内の各県が実施している補助制度など
主な取り組み

その他

○地域間幹線系統への欠損補助

・平成２８年度に
公共交通、道路、
○生活交通への財政支援
航空、海上を包
・平成 23 年度から、県単補助「生活交通確保対策補助金」による支援を実
括した「福岡県
施。国庫補助対象外かつ広域運行の用に供するコミュニティバス及び輸
送量１５人以上の路線バス路線・系統について補助等を行う市町村に対
交通ビジョン２
し、補助を行うもの。
０１７」（H２９
～３３の５カ年
【生活交通確保対策補助金の概要】
計画）を策定。
支援内容・要件等
補助率
特に、交通関係
収支率５０％以上
20%
者の連携強化を
①「
収支率が前年度に比べ２％以上改善」
した
謳っている。
コ
収支率
14%
運
行
経
費

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

路線バス

実証実験経費

市町村が運行するコ
路線（改善から３年間）
２５％以上
ミュニティバス(デマン
５０％未満
ド交通含む)の欠損額
②その他の路線
の一部を補助
①収支率２５％未満(補助より３年間)
②３年連続して 「収支率２５％未満」 の路線（ 原則補助対象
外）のうち、「収支率が前年度に比べ２％以上改善」 したもの
（改善から３年間）

8%

新規開設路線に対する補助率の優遇
⇒導入後３年間は、収支率に関わらず、補助率２０％を適用

20%

市町村が路線バスを維持するために事業者に対して補助する経費の一部を補助

10%

市町村が行う地域コミュニティ運送実証実験の一部を補助
⇒実証実験経費の２０％を補助(１年間）

20%

市町村が運行するコミュニティバス （地域コミュニティ運送を含む）の車両、車両管
理システム、停留所等の新規導入経費の一部を補助
車両購入費等

50%
市町村が運行するコミュニティバス(地域コミュニティ運送を含む)の車両の買い替え
経費の一部を補助

※市町村への年度あたり補助限度額は１，０００万円。
※補助対象期間は「前年度１０月から当年度９月」
※国庫補助対象路線は除く。

福
岡
県

【個性ある地域づくり推進事業・交通ネットワーク構築事業の概要】
支援内容・要件等

交通ネットワーク構
築事業

補助率等

地方創生総合戦略に位置付けた事業であり、移住定住を推進
○補助限度額
するため、路線バス、コミュニティバス及び地域コミュニティ運
500万円
送の停留所等を整備する事業
〇補助率
【事業例示】バス停標識、時刻案内板、待合所、ベンチ、トイ
50％以内
レ、バスロケーションシステム、WI-fi、パークアンドライド駐車場

※ 平成28年度から平成31年度までの期間限定

○公共交通の利用促進
・県との共催の意向がある市町村と連携し、公共交通利用促進のための啓
発活動を実施している。
※ 平成２８年度は、県と久留米市が主催し、「バス・鉄道フェスタ in
くるめ２０１６」を開催。また、県内全域において「ふくおかのりも
のスタンプラリー」を開催。

○市町村等と連携した課題解決のための取り組み
・１５の広域地域振興圏域ごとに会議を開催し、路線バスや鉄道等との接
続改善、市町村域を越えるコミュニティバスの広域運行等について、関
係市町村や交通事業者と協議を行う（平成２９年度から）
。
・実務担当者を対象としたスキルアップのための勉強会、初任者向け・実
務者向けなどレベルに合わせた研修、先進事例の現場見学会を実施。
・福岡県地域交通体系整備促進協議会（※１）の取り組み
（※１）県知事が会長。市町村や商工会、民間企業等が参加し、要望活
動、研修事業、調査事業、広報活動等を実施。
・交通連携施策検討協議会（※２）の取り組み
（※２）地域の需要に応じて交通関係者が連携する施策（パーク＆ライ
ドなど）の提案・検討を行う場
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主な取り組み
○地域間幹線系統への欠損補助
○佐賀県廃止路線代替バス運行費補助金
・補助要件
廃止路線の運行系統の輸送目的が同一であり廃止後 1 年以内
に運行が開始された路線、もしくは、市町の依頼により運行を
継続した路線であること、補助対象期間内において経常欠損が
生じていること。
・補助対象区間：路線バス事業者及び鉄道と競合しない区間
・補助対象経費：事業者に対して市町が補助する額と補助単価×実
車走行キロのいずれか少ない額
【補助単価】29 人を超えるバス車両：107.34 円、29 人以下のバ
ス車両：83.47 円、乗合タクシー車両：50.50 円
・補助対象者：市町
・補助率：補助対象経費の 1/2

○車両減価償却費等補助金
・補助要件
主として、生活交通路線を運行するバス車両(スロープ付きノ
ンステップもしくはワンステップバス又は小型車両)
・補助対象経費：車両購入費から備忘価額として 1 円を控除した額
とノンステップ 1,500 万円、ワンステップ 1,300
万円、小型車両 1,200 万円のいずれか少ない額
・補助対象者：バス事業者
・補助率：償却期間 5 年間の補助対象車両に係る減価償却費及び当
該車両購入に係る金融費用(年 2.5%を上限)の 1/2

佐
賀 ○地域交通見直し検討推進モデル事業
県

・補助対象経費：(1)地域交通の改善のために行う、地域交通に関す
る調査、分析、実証試験又はその評価に要する
費用(実証実験については初期費用に限る。)で
あって、知事が認めたもの。
(2)(1)の調査、分析を経て開始した実証実験(県内
で実施されていない新規性の高い取組に限る。）
に要する運行費用であって、
知事が認めたもの。
・補助対象者：市町及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律(平成 19 年法律第 59 号)第 6 条に規定する協議会
・補助率：(1)補助対象額が 50 万円以内なら 10/10、50 万円超 200
万円以内なら補助対象経費の 4/5 と 50 万円のいずれ
か多い額
(2)初年度 1/2、2 年目 1/3

○地域交通利用促進モデル事業
・補助対象経費：地域に現存する移動手段の利用促進のために行う
普及啓発、情報発信、その他の取組に係る費用で
あって、知事が認めたもの。ただし、補助事業者
が新たに取組を行うものに限る。
・補助対象者：市町、交通事業者及び複数の交通事業者で構成する
団体(鉄道事業者については県が出資している者に限
る)
・補助率：補助対象額が 50 万円以内なら 10/10、50 万円超 200
万円以内なら補助対象経費の 4/5 と 50 万円のいずれか
多い額
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その他

主な取り組み

その他

○佐賀県バス交通系 IC カードシステム導入事業費補助金

佐
賀
県

・補助対象経費：交通系 IC カード（全国相互利用可能なものに
限る。）の利用を可能とするシステムの導入に
要する費用
・補助対象者：バス事業者
・補助率：補助対象経費の 1/3 以内

○地域間幹線系統への欠損補助

・平成 23 年度に「長
崎県総合交通計
○長崎県生活バス路線運行対策費補助金
画」
（目標年次：
・準広域的・幹線的な路線（旧市町村内でも可）の維持確保のため、
平成 32 年度）を
赤字路線の運行費欠損額を市町との協調補助による支援
策定し、長崎の
・補助対象者：乗合バス事業者、市町
県土づくりに向
・路線要件（以下の全ての要件を満たす路線）
長
け「大量流動の
①路線の長さが 10ｋｍ以上
崎
発生を活かす」、
県
②輸送量が 1 日 9～150 人
「地域の交通
③１日の運行回数が３回以上
ネットワークを
④収支率が 11/20 以上
維持する」、「地
・補助対象額：経常費用と経常収益との差額
域振興を支える」
・補助率：1/2（ただし、市町の補助額を限度）
を基本理念とし
ている。

○地域間幹線系統への欠損補助
○熊本県生活交通維持・活性化総合交付金制度

熊
本
県

・１）路線バス等維持事業や、２）路線バス等活性化事業を実施す
る市町村に対し、前年度の取り組み実績に応じて（前年度の対象
経費を上限として）交付金を交付する。
１）路線バス等維持事業（市町村事業）の内容
①路線バス等事業者を対象とした欠損等補助事業
②路線バス等事業者への路線バス等運行委託事業
③交通空白輸送として実施される市町村営バス運行事業
④上記①～③の事業を実施する市町村及び協議会等に対する
負担金拠出事業
２）路線バス等活性化事業（市町村事業）の内容
①公共交通ネットワークの充実・強化等に資する事業
②公共交通利用者数の改善に結びつく事業
③生活交通体系再編検討に関する事業
④新規交通施策の導入に伴う路線バス等事業者を対象とした
車両購入補助事業
⑤車両及び停留所施設のイメージアップ事業
⑥公共交通利用促進に係る広報・啓発事業
⑦その他生活交通の活性化のために知事が必要と認める事業
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主な取り組み
○地域間幹線系統への欠損補助
○生活交通路線支援事業（運行費補助）

大
分
県

・補助対象経費は、市町村が自ら又は委託により運行するコミュニ
ティバスや乗合タクシーの運行欠損額や委託額、市町村が公共交
通空白地有償運送を行うＮＰＯ法人等に対して支出した補助額、
市町村が乗合バス事業者に対して支出した補助額（いずれも市町
村に対する補助）
・補助対象路線
１片道あたり輸送人員が１．０ 人以上（起点から終点までに
１人が１区間でも乗車すれば１．０人）の路線（運行キロ程、
運行回数、輸送量等は問わない）で、他の補助事業の対象とな
らない路線
・補助率：１/３（複数市町村をまたいで運行する路線や合併後の
旧町村部を運行ルートに含む路線は１/２）
・補助額の算定に当たっての条件
①キロ当たり運行費用は「前年度に国庫補助を受けた幹線系統
を運行する乗合バス事業者のキロ当たり運行費用の平均値」
を上限とする（標準的な費用への誘導）。
②収支率が５０％に満たない路線は５０％あるものとみなす
（安
易なワンコインバス運行等を抑制し、
適切な受益者負担やサー
ビス水準への誘導）。
③乗合バス事業者への補助については、平成２０年度の市町村
補助額の４/５を上回る額を補助対象とする。
④市町村の財政力指数に応じて設定した係数を乗じることによ
り、財政状況に応じた調整を実施

○広域の地域公共交通網形成計画・再編実施計画の策定
・平成２７年度から県内の各圏域を対象に、持続可能な公共交通ネッ
トワークの構築を図るため、地域公共交通活性化再生法に基づく
広域の地域公共交通網形成計画・再編実施計画を順次策定。
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その他
・平成２３～２４
年度に国の地域
公共交通確保維
持改善事業（地
域公共交通調査
事業）を活用し
た県内の地域間
幹線系統の実態
調査を実施

主な取り組み
○地域間幹線系統への欠損補助
○広域的バス路線の運行費補助
・主な補助要件：複数の旧市町村を経由、乗合バス事業者が廃止し
た路線が対象
・交付先：市町村
・補助率：県 1/2、市町村 1/2

○地域公共交通ネットワーク活性化事業

宮
崎
県

１）地域公共交通ネットワーク活性化支援事業
・公共交通の利用促進につながる取り組みを行う交通事業者、市
町村等に対して、一部補助を行う。
〈主な取り組み内容（H27）〉
・路線バスの利用促進イベントを開催
・小学生を対象に「バスの乗り方教室」を開催
・路線バス利用促進のバスマップ作成
２）地域公共交通ネットワーク再構築支援事業
・既存バス路線（地域間幹線系統若しくは広域的バス路線）の見
直しによるコミュニティバスへの転換など、地域の実情に合っ
たバス路線の再構築（ルート短縮など抜本的な運行効率化を行
うこと）を行う市町村に対し、調査事業費および３年間のみ運
行費を 1/2 助成する。
・事業実施主体：市町村
・補助率等：補助率 1/2 以内（補助上限額は財政力指数に応じて
係数を乗じる）
３）地域バスネットワーク研究会
・将来にわたって持続可能な地域公共交通ネットワークの確立の
ため、県と市町村が合同で調査研究を行う。
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その他

主な取り組み
○地域間幹線系統への欠損補助及び車両減価償却費等補助
○廃止路線代替バス等の運行
・補助対象系統：ア～ウの全てに該当し、エに該当しない系統
ア）複数市町村にまたがる系統（H13.3.31 時点における市町村
の状態）
イ）運行開始前直近の事業年度の平均乗車密度が 15 人以下
ウ）１日の運行回数が 10 回以下（ただし、補助対象は代替運行
しようとするバス路線の運行系統の運行回数が限度）
エ）運行開始１年目の運行系統にあっては１年間の、運行２年
目の運行系統にあっては２年続けて、収支率が 1/6 を、又は
平均乗車密度が 1.0 人を下回った系統
・補助対象経費：補助対象費用から収益を控除した額。
※ただし、補助対象費用の 1/2 相当額又は市町村が乗合バス事
業者、貸切バス事業者若しくは乗合タクシー事業者に補助し
た額のうちいずれか少ない方の額が限度
・補助率：1/2 以内

鹿
児
島
県 ○廃止路線代替バス等の運行の用に供する乗車定員 29 人以下の車
両及び当該車両の代替車両の取得
・補助対象経費：車両購入費及び備品購入費の合計額
※ただし、１両につき、実購入費（上限 500 万円）から備忘価
格として 1 円を控除した額又は市町村が乗合バス事業者、貸
切バス事業者若しくは乗合タクシー事業者に補助した額のう
ちいずれか少ない方の額が限度
・補助率：1/2 以内

○廃止路線代替バス等の運行開始に必要な車庫、停留所施設、旅客
待合室、その他必要な施設の取得
・補助対象経費：工事費
※ただし、１市町村につき、250 万円又は市町村が乗合バス事
業者、貸切バス事業者若しくは乗合タクシー事業者に補助し
た額のうちいずれか少ない方の額が限度
・補助率：1/2 以内
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その他

Ⅳ．その他、地域公共交通に関連する法律など
道路運送法や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律などのほか、地域公共
交通に関連する主な法律等として以下のようなものがあります。
関連する法律など

知っておいてほしいこと
○道路は一定の構造基準により作られています。そのため、
車両制限令（道路法）
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道
路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。
○自動車の安全性について「道路運送車両の保安基準」、「道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示」、「ワンマンバ
スの構造要件」等があります。
道路運送車両法
○「事業用」に用いられる車両は「自家用」より厳しい基準
が適用されています。なお、車両の保安基準等については
地域公共交通会議の議論を経て弾力的な対応も可能です。
○移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び
設備に関する基準を定める省令基準（第８条第１項）があ
高齢者、障害者等の移動等
ります。
の円滑化の促進に関する法
○また、一方で「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」
律（バリアフリー法）
（移動円滑化基準第 43 条及び附則第 3 条）などもありま
す。
○バス運転手・タクシー運転手の労働時間等の改善基準とし
て以下があります。
・拘束時間（労働時間＋休憩時間）
厚生労働大臣告示
→１日あたり 13 時間以内が基本
「自動車運転者の労働時間
・運転時間
等の改善のための基準」
→２日平均で９時間/日が限度
・連続運転時間
→４時間が限度（30 分以上の休憩等の確保が必要）
○対キロ制の運賃を検討するにあたって、基本的な算出方法
（一般バスの運賃計算賃率等の標準的な算出方法）があり
ます。
・運賃計算キロ程が２ｋｍを超え 10ｋｍ(又は２ｋｍを超え
５ｋｍ)までの部分にかかる賃率を基準賃率とし、２ｋｍ
国土交通省自動車交通局長
までの部分にかかる賃率は基準賃率の２倍とし、10ｋｍ
通達
を超え 20ｋｍ(又は５ｋｍを超え 10ｋｍ)までの部分にか
「一般乗合旅客自動車運送
かる賃率は基準賃率を１割以上減じた賃率とし、20ｋｍ
事業の運賃及び料金に関す
超え 30ｋｍ(又は 10ｋｍを超え 15ｋｍ)までの部分にかか
る制度の全部改正につい
る賃率は基準賃率を２割以上減じた賃率とし、30ｋｍ(又
て」
は 15ｋｍ)を超える部分にかかる賃率は基準賃率を３割以
（国自旅第 118 号 平成
上減じた賃率とし、累加法による。
13 年 12 月 5 日地方運輸局
・ただし、地域の実情に応じて設定することを妨げるもので
長・沖縄総合事務局長あて）
はない。
・また、特別初乗運賃については、原則として、対キロ区間
制及び対キロ制の場合は初乗運賃での設定キロ程に、概ね
1/2 を乗じたキロ程を基準とし、他の運賃制定形態の場合
もこれと同様の考え方を基準とするものとする。
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関連する法律など
知っておいてほしいこと
運輸省自動車局長通達
○一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事
「自動車運送事業に係る収
業、一般乗用旅客自動車運送事業及びその他の事業に関連
益及び費用並びに固定資産
する収益及び費用並びに固定資産（無形固定資産及び投資
の配分基準について」
等を除く。）は、その属する勘定科目ごとに、それぞれの基
（自総第３３８号自旅第１
準によって各事業に配分する必要があります。
５１号自貨第５５号 昭和 ○なお、バス事業に係る経費については、旅客自動車運送事
52 年 5 月 17 日地方運輸局
業等報告規則における科目に従って、運行費用（営業費用）
長・沖縄総合事務局長あて） の項目が予め整理されています。
○この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安
道路交通法
全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に
資することを目的として制定されました。
○この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保す
ること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナル
自動車ターミナル法
を利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の
健全な発達に寄与することを目的として制定されました。
○この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある
発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序
港湾法
ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及
び保全することを目的として制定されました。
○地域公共交通は中心市街地活性化において重要な役割を
担っています。
○この法律は、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府
による基本方針の策定、市町村による基本計画（※）の作
中心市街地の活性化に関す
成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基
る法律
本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性
化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序
ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発
展に寄与することを目的として制定されました。
※中心市街地活性化基本計画
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法律などや各種の手続き、支援制度などについて、分からないことが出てきた
場合には、気軽に運輸支局に相談してください。
九州における運輸支局の連絡先は下記の通りです。

〔運輸支局（総合相談窓口）の連絡先〕
福岡運輸支局

：（092）673-1190

佐賀運輸支局

：（0952）30-7271

長崎運輸支局

：（095）822-0010

熊本運輸支局

：（096）369-3188

大分運輸支局

：（097）558-2235

宮崎運輸支局

：（0985）51-3824

鹿児島運輸支局

：（099）222-5660
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