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 Ⅰ．ニーズ把握の必要性                  

１．背景 

（１）地域が抱える課題 

高齢社会の進行、運転免許の自主返納の増大により、公共交通が果たす役割が益々重要に 

 

高齢社会の進行、中山間地域などにおける若年層の流出により、日常の移動に支障がある者

が増加している。また、平成 27年の道路交通法改正により、75 歳以上の運転免許保有者に対す

る制度が変更され、認知症のおそれがあると判断された者は、違反の有無を問わずに医師の診

断を受けなければならないこととなり、これに伴って、運転免許の自主返納者が増大すること

が予想される。 

そのため、今後、これらの人々の移動の足として、公共交通が果たす役割が重要になると予

想される。 

 

 

図 運転免許の申請取消し件数及び運転経歴証明書の交付件数の推移（全国） 

出典）「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備に係る取組の推進について」（平成 28 年 9 月 1 日、警察庁交通局長） 
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図 １人暮らしの高齢者の推移と将来推計値（全国） 

出典）「平成 28 年版高齢社会白書」（内閣府） 
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（２）行政面の課題 

人口減少による地域経済の停滞が税収減をもたらし、公共交通の維持に要する予算確保が困

難に 

 

今後、生産年齢人口の減少がより一層進むと予想され、地域経済の停滞が危惧される。その

結果、自治体の税収が減少し、公共交通の維持に要する予算確保が困難となる可能性がある。 

特に、人口規模の小さい自治体では、現状、既に公共交通に関する予算額の割合が高い傾向

にあり、今後、更に人口減少が進めば、その負担はより大きくなることが予想される。 

 

 

図 住民 1人あたりの公共交通予算額（一般会計予算額） 

出典）「地域公共交通に対する自治体の取組状況及び地域公共交通の現況分析業務報告書」 

（平成 24 年 10 月、国土交通省総合政策局） 
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（３）既存の公共交通の課題 

既存のコミュニティバスの中には、ニーズに合っていない路線も多い。 

 

現在、各自治体で運行されているコミュニティバスなどの中には、利用者が少なく、運行補

助の必要性に疑問が持たれているものも多いとみられる。 

また、地域間の公平性を根拠に、自治体内を網羅するようにバス路線が設定されている自治

体も多い。その結果、大回りして使いづらいなど、必ずしも利用者のニーズに合っていないと

思われる路線も多い。 

 
（参考）コミュニティバスの問題 

第 1 章 コミュニティバスに関してよくある誤解 

（※中略） 

（５）循環にしなければならない、デマンドにすればいい 

コミュニティバスは循環で 100 円というステレオタイプな考えの担当者が多い。ムーバスの成功でコミュニ

ティバスは武蔵野市のムーバスそっくりにしなければならないと固く信じ込んでいるように思える。だから何が

何でも循環にしなければならないと、複雑な路線を描いてしまう。デマンドバスが他市町村で成功している

と、デマンドバスなら交通問題を解決してくれるものと期待してしまうことは多いであろう。 

だが循環バスにせよデマンドバスにせよ、どこにでも適用できるものではない。ムーバスが循環にしたの

は、運行している吉祥寺周辺は道が狭く一方通行が多かったので必然的に一方通行の循環にせざるをえ

なかったこともある。またムーバス第 1 号路線の吉祥寺東循環は 1 周 4.2km、25 分と短いために一方向循

環でも便利で 100 円も手ごろな値段なのである。これを理解せず形だけを真似ると極めて使いにくいバスに

なって結局誰も乗らなくなる。（※後略） 

 

第５章 新規路線の計画方法 

（※中略） 

（１） 路線計画 

路線は需要のある区間をなるべく短時間で結ぶように設定する。交通の主な発生は住宅地であり、目的

地は病院、スーパー等商業施設、学校、駅、公共施設などとなる。1 路線であまり欲張って多くのバス停をカ

バーしようとすると時間がかかり、利便性の低いものになる。その場合は路線を分けた方がよいが、路線増

の予算がない場合は隔日運行を検討する。循環にする場合一方向の循環では循環部分は 1 周 30 分程度

以内にしないと利便性が低下する。 

注）出典資料より抜粋。下線は加筆。 

出典）「自治体が行うバス（コミュニティバス）計画作成のポイント」 

（平成 22 年 3月、岩手県立大学総合政策学部 バス 110 番事務局） 
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（４）これまでの公共交通に関する計画の課題 

ニーズ把握や分析が不十分、計画内容の根拠づけが不十分な計画もみられる。 

 

これまで、各地で公共交通に関する計画が策定されている。 

しかしながら、その中には、計画策定の前提となる住民等のニーズ把握が不十分なものもみ

られる。これは、どのような人が、いつ、どこへ行く際に、どのような移動手段で移動したい

と思っているのかについての把握が不十分であるということである。 

また、住民を対象とした、公共交通に関する意識・意向調査は、多くの地域で実施されている

が、例えば、公共交通に関する漠然とした満足度の調査は、その結果をもって公共交通の改善

の必要性をいうには、根拠としてやや弱いと言える。 

その他、アンケート調査で例えば、「バスが導入された場合、乗りますか」との質問に対する

回答をそのまま鵜呑みにして需要推計を行うことは危険であり、合理的な根拠をもって歩留ま

りを考えるべきである。 

以上のような、これまでの計画の問題点や反省点を踏まえ、住民の真のニーズを把握できる

手法をもって計画策定にあたるべきである。 

 

２．住民等の移動実態の把握に基づくニーズ把握の必要性 
 

地域公共交通に関する施策を講じるにあたり、住民の移動の実態を把握し、移動において困っ

ていること等を明らかにし、移動のニーズを把握することが必要である。 

 

高齢社会の進行で公共交通が果たす役割がより一層重要性を増している一方で、既存のコミ

ュニティバスなどは、その使いづらさなどから、十分に利用されているとは言い難い路線も多

いと考えられる。 

その要因として、利用が減って廃止となった路線バスの代替であるため、そもそも利用が見

込まれない路線であったことや、バスの導入に際し、地域全体の公平性の観点から全ての集落

を巡回させた結果、移動時間が長くなり利用しづらい、など、住民の移動のニーズに見合って

いないことが考えられる。 

そのため、地域公共交通の施策を講じようとする際、まず、住民などが移動する場合におい

て、何に困っているのか、何を望んでいるのかを具体的に把握する必要があり、これを踏まえ

た交通施策の検討を行うべきである。 

また、既存の地域公共交通のサービス内容に対して、どう評価して利用し、あるいは、利用

していないのかを明らかにし、より利便性の高いサービスへと改善することが必要である。 

○どのような人がどのように移動しているのか（移動実態の把握） 

○既存の地域公共交通をどう利用し、どう評価しているのか（利用者の評価） 

○移動で困っていることは何か、どのように移動したいのか（住民等の意識・意向の把握） 

これらを把握・分析した上で、その地域に相応しい交通システムの改善・導入の検討を行う。 
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３．住民の要望を定量的かつ的確に捉えたニーズ把握の必要性 

 

公共交通の計画策定においては、定量化された的確なニーズ把握によりこれを計画へ反映させ

ることが必要である。 

 

住民の移動の実態から移動のニーズを把握するとともに、移動に関する要望を把握し、どの

ように移動したいのかを明らかにする。 

要望は人々の「思い」であり、人それぞれである。そのため、交通の計画にそれらを反映す

るためには、その「思い」を定量化するとともに、より精度高く的確に捉えて、計画へ反映す

ることが必要である。 

例えば、移動に要する費用は安いほうがより良いが、ただ単に安いだけでは補助金が増える

ばかりであり、無料が良いと答えてしまうようなニーズ把握の仕方をしてはならない。いくら

までならば支払う意思があるのかを答えてもらうような把握の仕方が重要である。 

 

 

４．内部及び対外的な説明のための根拠資料としてのニーズ把握の必要

性 

 

公共交通施策を行政内部や議会、住民等へ説明し、合意形成を図る過程において、客観的で定

量化されたデータに基づき、根拠を持って説明することが必要であり、そのためのニーズ把握を

行う。 

 

既存公共交通の利用者や住民等の移動に関するニーズ把握を行ったならば、次に、既存交通

システムをどう改善すればよいのか、あるいは、どのような交通システムの導入が良いのかに

ついて検討し、これを、関係者の合意を得ながら計画策定へとつなげていく段階となる。 

この段階では、住民をはじめ関係者の様々な意向や考えが出てくることとなるが、それらを

全て計画へ反映することはできない。 

例えば、需要規模が小さいにも関わらず、「隣の地区がコミュニティバスなのに、うちの地区

はデマンドタクシーというのは不公平である。うちの地区にもコミュニティバスを入れるべき

である。」などといった意見がある場合、これをそのまま計画へ反映すると費用が膨らんでしま

うことになりかねない。 

このような主張に対しては、客観的なデータに基づき、根拠を示して説明することが必要で

ある。そのため、移動実態という客観的な事実を定量的に把握すること、また、人々の意識や

意向を定量化して把握することは非常に重要なことである。 
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 Ⅱ．ニーズ把握の方針                   

 

１．ニーズ把握の方針 
 

（１）基本的な考え方 

持続可能な公共交通網を構築するには、利用が少ない既存の公共交通の運行の効率化や利用

促進を図ることと、公共交通サービスに対する潜在的なニーズに対応することが重要であり、

これら二つの目標に対する具体的な施策を明らかにすることを目的に、ニーズ把握調査を実施

するべきである。 

なお、本書は、バスを中心とした地域公共交通（一般の路線バス、コミュニティバス、デマ

ンド交通）を想定して作成している。 

 

（２）目的に応じた調査の実施 

（１）を踏まえ、地域の公共交通施策の検討を行うため、各目標の実現にかなうよう、各々

に応じた利用者や住民のニーズの把握を行う必要がある。そのため、次に示す２つの目的を設

定し、それぞれのニーズ把握の方法について述べる。 

 

目的１ 既存公共交通の効率化 

・既存公共交通の利用者を対象に、利用実態と意識・意向等の把握を行い、利用上の問題

点を抽出、その改善策を検討する。 

・これにより、既存公共交通の統廃合を含めた規模の適正化など利用実態に見合った効率

化を図るとともに、既存公共交通の利用促進、利用継続の検討が可能となる。 

 

目的２ 新たな公共交通サービスの提供 

・主に公共交通を利用しない住民を対象に、移動実態と公共交通に対する意識・意向等を

把握し、日常生活における移動と既存公共交通網とのギャップを抽出、その改善策を検

討する。 

・これにより、公共交通の潜在的需要の把握や適正な計画区域の検討が可能となる。 

 

（３）利用実態・移動実態の量と質の両面からのニーズを把握する 

公共交通利用者の利用実態、住民の移動実態を把握する際、既存公共交通の利用者数や住民

の移動量といった“量”の把握と、移動目的や移動時間帯などの“質”の把握を行い、量と質

の両面からニーズを明らかにし、改善策の検討を行っていくものとする。 
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２．公共交通に係る交通施策の検討の流れ 

多くの地域が抱えている公共交通の問題とその改善の道筋は、以下のような構造になると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査結果の集計・分析 

・公共交通の利用実態 

・公共交通に対する意識・意向 

・利用実態と意識・意向のクロス集計・分析 

調査結果の集計・分析 

・住民の移動実態 

・移動、公共交通に対する意識・意向 

・移動実態と意識・意向のクロス集計・分析 

調査内容の設定 

◆住民の移動実態の把握 

・通院・買物等における目的地、目的地に移動す

る時間帯、移動手段等の普段の移動実態を把握 

◆意識・意向の把握 

・公共交通の非利用の理由 

・運賃等のサービスへの許容水準の把握 

施
策
の
検
討
と
評
価 

調査対象：公共交通の非利用者を中心とし

た一般住民 

◆住民の移動実態調査 

・住民の移動実態（ＯＤ等）の把握 

◆意識・意向調査 

・公共交通に求められる具体的なサービ

ス水準の把握 

調査対象：既存公共交通の利用者 

◆既存公共交通の利用実態調査 

・既存公共交通の使われ方（事実）の把握 

◆意識・意向調査 

・既存公共交通に対する利用者の意識や

具体的な改善要望を把握 

公
共
交
通
の
課
題 

○既存公共交通の利用者が少ない。 

・外的要因として ⇒ 便利な車を利用している。人口が減少している。 

・内的要因として ⇒ 公共交通のルートやダイヤが住民の移動ニーズにあっていない。 

○公共交通の維持・確保に支出している費用が高く、財政の重荷となっている。 

⇒今後、人口減少や地域経済の縮小で税収が減り、公共交通の維持・確保が困難となる可

能性がある。一方で、さらなる高齢化で移動困難者が増え公共交通のニーズが高まる。 

検

討

の 

方

向

性 

利用実態に見合った既存公共交通の効率化

を図る。また、利便向上により利用促進を図

る。（既存公共交通の効率化） 

公共交通の潜在的なニーズを把握し、これ

に見合った移動の新たなサービスを提供す

る。（新たな公共交通サービスの提供） 

調
査
の
方
向
性 

調
査
内
容 

既存公共交通の課題 

・解決すべき課題の具体化 

 

対応策の検討（公共交通の利用促進策） 

 

施策の実施      施策の評価 

移動上の課題 

・解決すべき課題の具体化 

 

対応策の検討（改善策→公共交通の施策） 

 

施策の実施      施策の評価 

事実(fact) 
事実 
(fact) 

調査内容の設定 

◆既存公共交通の利用実態の把握 

・各路線の利用者の属性（年齢、性別、目的

地等）の把握 

・各路線の利用実態の把握（乗降バス停等） 

◆意識・意向の把握 

・公共交通の利用上の問題点、改善点 
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３．本書の構成 
２．に示した交通施策の検討の流れについて、本書では以下の手順により示していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．検討対象区域の設定 

・利用・移動実態を基に住民の生活圏を認識し、これをベースに検討対象区域を設定 

（行政圏を超えた広域の区域や行政圏を分割した区域など最適な検討対象区域の設定） 

２．対象者（ターゲット）の設定 

・利用・移動実態を基に、公共交通を利用又は利用可能性のある人々をターゲットとして設定 

Ⅳ．ⅰ．検討対象の設定 

目的１ 既存公共交通の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．既存公共交通の利用実態調査 

 

 

 

 

２．既存公共交通利用者の意識・意向調査 

 

 

 

 
※既存公共交通の統廃合等、効率化に有用 

※漠然とした“満足度”ではなく、具体に何を求めている

か（許容できるサービス水準の範囲）を把握 

※ターゲット、意向が明らかになるよう工夫 

1-1.把握事項 

1-2.把握内容 

1-3.調査対象・調査手法 

1-4.調査結果の集計・分析 ⇒ 課題 

Ⅲ．ⅰ．公共交通施策の目的の設定  ⅱ．ニーズ把握の方法 

目的２ 新たな公共交通サービスの提供  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．住民の移動実態調査 

 

 

 

 

２．移動に対する意識・意向調査 

 

 

 

 
※検討区域の適正確保に有用 

※漠然とした“満足度”ではなく、具体に何を求めている

か（許容できるサービス水準の範囲等）を把握 

※ターゲット、意向が明らかになるよう工夫 

Ⅳ．ⅱ．交通施策の検討 

 

 

１．課題に対する交通施策の方向性の検討 

（例） 

・見直し対象路線の抽出  ・新設路線 

・新たな交通モードの導入 ・運賃体系の見直し 

・ダイヤ設定          ・モビリティマネジメント 

・事業の評価のあり方    等 

２．交通施策実現に向けたプロセス確認 

・施策の実施時期の設定 

・関係者把握    ・スケジュール 

３．交通施策の具体化 

・運行経路、運行時間帯、運賃等 

・関係者との合意形成    等 

ⅳ．交通施策の実施 

と評価 
１.交通施策の実施 ２.交通施策の評価 ３.手順の記録 

 

公共交通に対する問題意識 ⇒ 公共交通施策の目的の設定 

 

1-1.調査目的と把握事項 

1-2.把握内容 

1-3.調査対象・調査手法 

1-4.調査結果の集計・分析 ⇒ 課題 

2-1.調査目的と調査対象者 

2-2.把握事項  2-3.把握内容 

2-4.調査手法 

2-5.調査結果の集計・分析 ⇒ 課題 

2-1.調査目的と調査対象者 

2-2.把握事項  2-3.把握内容 

2-4.調査手法 

2-5.調査結果の集計・分析 ⇒ 課題 
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 Ⅲ．ニーズ把握の方法                   

本章では「Ⅱ.２.公共交通に係る交通施策の検討の流れ」に示したニーズ把握の流れに即し、

具体的なニーズ把握の方法を示す。 

 

 ⅰ．公共交通施策の目的の設定               

持続可能な地域公共交通網を構築するためには、適切に需要を把握し、それに見合ったサービ

スを提供することが必要となる。 

現在、多くの地域において課題としてあげられている利用者の減少やそれに伴う行政側の財政

負担の増加などは、需要に対して身の丈にあった供給（サービス）となっていないことやそもそ

も需要がないところに供給（サービス）を行っている一方で、需要があるところに適切な供給（サ

ービス）ができていないことの結果であることが多い。 

地域公共交通が社会インフラの一部であることを踏まえれば、一定程度の行政側の財政負担は

避けられないが、人口減少等の今後の我が国の社会構造の変化を見据えれば、可能な限り効率的

な路線網を実現し、財政支出を最小限化した持続可能性のある地域公共交通網の構築が求められ

る。 

従って、公共交通に関するニーズ把握において求められるのは、既存公共交通に対する満足度

等を一般的・総論的に聴取するようなものではなく、需要を定量的かつ詳細に把握することであ

り、これに基づいて具体的な施策の方向性が必然性をもって明らかになるものでなければならな

い。 

この点、交通施策の検討の方向性は上記のとおり、①需要に見合った供給となるようサービス

の効率化（サービス規模の適正化）を図ること、②需要があるにも関わらず供給がないところに

新たなサービスを提供することに大別することができることから、ニーズ把握調査もこれらの施

策目的に応じて実施することが適当である。 

【ニーズ把握調査の目的】 

① 既存公共交通の効率化（サービス規模の適正化）を目的とするもの 

② 新たな公共交通サービスの提供を目的とするもの 

 

以下、本書におけるニーズ把握調査に関する分析は、上記の①と②に大別して構成することと

する。 
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ⅱ．ニーズ把握の方法                    

 

目的１ 既存公共交通の効率化（サービス規模の適正化） 

１．既存公共交通の利用実態調査              

１－１．利用実態調査において把握するべき事項                 

 

○公共交通の利用実態とは、各々の公共交通機関について 「誰が、何のために（どこへ行くため

に）、いつ、どこからどこまで」利用しているかという事実を指す。 

○従って、利用実態調査では、例えば路線バスの場合、系統別に以下の事項を把握することが必

要となる。 

・誰が（個人属性） 

・何のために・どこへ行くために（利用目的、行先） 

・いつ（曜日・利用頻度、利用時間帯（利用する便）） 

・どこからどこまで（乗車バス停、降車バス停（ＯＤ）） 

○また、公共交通の利用実態そのものではないが、当該公共交通の利用前後の移動手段（バス

停接続前の自転車利用等）を把握することも施策の検討を行う上では有効である。 

 

表 公共交通の利用実態と把握内容 

把握すべき事項 把握内容 

誰が ・性別、年齢、職業など、どのような属性の人が公共交通を利用しているのかを把握

する。 

何のために・どこ

へ行くために 

・通勤、買い物などの利用目的を把握するとともに、具体的な行先（施設名等）を把

握する。 

いつ ・利用曜日、利用頻度及び時間帯（便）を把握する。 

どこから 

どこへ 

・乗車・降車したバス停を把握する。 

前後の移動手段 ・バス停まで（から）の移動に利用した手段を把握する。さらに、その移動時間（距離）

や、自転車を利用した場合はバス停での駐輪の状況も把握する。 
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１－２．利用実態調査において把握するべき内容                 

本項では、１－１で記した利用実態調査において把握するべき事項の内容について、具体例を

示しつつ記載する。 

なお、先述の通り、ここに示す把握内容は、バスを中心とした地域公共交通（一般の路線バス、

コミュニティバス、デマンド交通）を対象交通機関として想定している。 

 

（１）個人属性 【誰が？】 

公共交通の利用特性を分析する上で必要となる個人属性を把握する。 

その際、公共交通の利用の有無や利用時間帯等に違いが生じると考えられる属性（性別、年

齢、同居者の構成、居住地、職業（就業形態を含む）、免許・自動車保有状況など）により分類

する。 

 

表 個人属性の設定 

把握項目 把握内容 

性別、年齢 男・女の別、年齢（年齢階層ではなく年齢そのものが望ましい） 

同居者の構成 単独、夫婦のみ、夫婦と子供、三世代等 

居住地 町丁字 

・個別バス停と居住地との関係が把握できる地域単位での把握が望ましい。 

・生活圏が同一の隣接市区町村も町丁字単位とする。 

職業（就業形態） 会社員、パート･アルバイト、学生、専業主婦夫、無職等 

※学生は、自動車運転の可否や通学距離の違いを考慮し、小・中学生、高校

生、大学生・専門学校生などに区分する。 

※会社員など就業者の場合は、自動車通勤に対する通勤手当の有無も把握す

るとなお良い。 

運転免許の保有状況 あり（四輪、バイク）、なし 

自由に使える自動車

の保有状況 

あり、なし 

送迎してもらえる同居者等の有無 

 

 

（２）利用目的 【何のために？ どこへ行くために？】 

①利用目的の把握 

公共交通の利用目的によって、公共交通に求められるサービス内容（定時性、速達性、運

賃水準等）が異なると考えられるため、利用目的を把握する。 

次には想定される代表的な利用目的を示すが、対象とする地域公共交通の実状に合わせて

設定することが望ましい。また、②に示す具体的な行先と併せて把握する。 
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【利用目的の設定】 

通勤、通学、習い事、通院、買い物、食事・社交・娯楽等、業務（会議・打合せ・集金等）、

手続き（住民票取得、定期券購入等）、観光・レジャー 

 

②行先（施設）の把握 

行先がどこなのかということは、特に定路線型バスではその経路を見直すうえで必須の情

報であることから、（１）で把握する居住地と合わせて公共交通を利用して向かう行先（施設）

を把握する。 

以下はその代表的なものを示すが、可能な限り具体的な名称を含めて把握する必要がある。 

 

表 行先（施設）の設定 

施設の種類 

業務施設 事業所 

教育施設 大学・専門学校 ※学校の種類により、通学者の運転免許の有

無や通学時間帯が異なるため、左記のよう

に区分することが望ましい。 

高校 

小中学校 

文化・公益施設 公民館、図書館、博物

館、体育館 等 

※学習塾は教育施設ではなく文化・公益施設

や別途施設種類を設定する。（塾通いは通学

ではなく私的な移動と捉えられるため。） 

医療・介護施設 病院・診療所、通所介護施設 

商業施設 ショッピングセンター、スーパー、コンビニエンスストア、商店街 

飲食施設 飲食店 

公共施設 市町村役場・支所、保健所、警察署 等 

交通施設 鉄道駅、バスターミナル 等 

娯楽・観光・レジャー施設 遊技場、運動場、観光・レジャー施設 

 

 

（３）利用の曜日・頻度・時間帯 【いつ？】 

公共交通の利用では、通勤・通学のようにほぼ毎日・定時に利用する利用形態もあれば、通

院など月に数回といった利用形態、また、観光目的などの限定的な利用形態など様々であり、

調査対象となる当該公共交通の性質に応じ、朝・夕や昼間の時間帯、土日・平日でダイヤ設定

を変えるといった工夫が必要となる。 

このため、公共交通利用者の利用曜日・頻度・時間帯を把握する必要がある。 

 

①利用曜日（平日・休日別又は曜日別） 

・利用する曜日（平日・休日別、又は具体的な曜日）を把握する。 
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②利用頻度 

・利用目的ごとに利用頻度を把握する。 

③利用時間帯 

・公共交通を利用した時間帯（乗車時刻と降車時刻、又は利用した便）を把握する。（（４）

ＯＤにおける乗車・降車バス停とともに把握する。） 

 

 

（４）ＯＤ 【どこからどこへ】 

ＯＤとは、Origin（出発地）と Destination（到着地）のことであり、公共交通利用者が乗

車したバス停と降車したバス停（バス停間ＯＤ）を把握する。 

これにより、利用者の多い区間・少ない区間等を把握でき、サービス供給の適正化（効率化）

を検討することが可能となる。 

 

表 バス停間ＯＤの把握 

把握内容 

○乗車したバス停と降車したバス停を把握する。 

・併せて乗車時刻と降車時刻を把握する。（→（３）③参照） 

・途中のバス停で他路線へ乗り継いだ場合は、乗継バス停、乗継時間、待ち時間なども併せ

て把握する。 

 

 

（５）前後の移動手段 

バス等に乗車する際の待ち時間の短縮など、公共交通の利便性向上を図るうえで、当該公共

交通の利用前後の移動手段を把握することが有用である。さらに、出発地・到着地とバス停と

の間の移動時間、バス停における乗車までの待ち時間、バス停周辺における駐輪・駐車状況な

ども併せて把握する。 

 

表 前後の移動手段の把握 

把握項目 把握内容 

前後の移動手段 ・徒歩、自転車、バイク、自家用車（自分で運転、送迎） 等 

前後の移動時間 ・出発地から乗車バス停まで、降車バス停から到着地までの移動時間（又は

移動距離） 

乗車の待ち時間 ・バス停における乗車までの待ち時間 

乗継施設 ・駐輪場等の利用の有無、駐輪等の場所 
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１－３．利用実態調査の調査対象と調査手法                   

 

１－３－１．利用実態調査の調査対象者 

○日常的な利用者 

既存公共交通の利用実態を明らかにするものであるため、調査対象は既存公共交通の利用

者となる。適切なニーズ把握を行うためには、一時的な利用ではなく日常的に利用している者

の実態を把握する必要があるため、この点に留意した調査が必要となる。 

 

○観光目的など日常的な利用者以外の地域外からの来訪者 

対象路線が観光地を周遊するものである場合などは、日常的な利用者以外にも観光目的と

した一時利用者も当該路線の主要な利用者と言えることから、公共交通路線の性質にも十分に

留意して調査対象者を決定する必要がある。 

調査対象者を如何に設定するかにより、調査を実施する時期、曜日、時間帯をはじめ調査手

法が異なることに加え、日常的な利用者と観光目的の利用者では求めるサービス水準が異なる

ことも想定されることから、調査内容も各々に準備する必要もあるなど、調査対象者の設定は

重要である。なお、これらの調査手法については後述する。 

 

１－３－２．利用実態調査の調査手法 

公共交通の利用実態を調査する手法は、人的・費用的な制限があるなかで、既存公共交通に係

る現状や課題認識を踏まえ、把握すべき項目（誰が、何のために（どこへ行くために）、いつ、

どこからどこへ、前後の移動手段）の軽重に応じ、最も効率的かつ効果的な手法を選択する必要

がある。 

以下には、既に実施された調査を参考に、具体的な調査手法の例を 3つ示し、18ページには各

調査手法の特徴を整理した。 

 

（利用実態の調査手法） 

①簡易な調査票の使用Ａ：乗車時に配布する調査票により乗降場所を把握するとともに、各

利用者の個人属性を調査員が目視により判別する手法（調査票は

降車時に回収） 

②簡易な調査票の使用Ｂ：乗車時に配布する調査票により乗降場所に加えて、各利用者自身

の回答により個人属性等を把握する手法（調査票は降車時に回収） 

③アンケート票の使用：乗降時に配布するアンケート票により把握するべき事項を網羅的に

把握する手法（アンケート票は後日回収） 

※ なお、効率的に利用実態調査を進めるためには、交通事業者が所有するデータを活用する

ことも有用である。想定される所有データとしては、便ごとの利用者数、バス停ごとの乗

降者数、利用券種などが想定される。  



Ⅲ．ニーズ把握の方法 ⅱ．ニーズ把握の方法 

目的１ 既存公共交通の効率化 １ 既存公共交通の利用実態調査 

- 16 - 

（参考）簡易な調査票の例 

①簡易な調査票Ａ             ②簡易な調査票Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）旭川市ホームページ 

 

 

 

出典）西東京市ホームページ 

  

※利用者属性の記号について 

１ ： 男性  ２ ： 女性 
ジ ：児童（未就学児を除く） ガ：学生（中・高・大・専） 
オ ：大人   コ ：高齢者（65 歳以上） 

IC ：ＩＣカード利用  ｹﾞﾝ：現金払い ｶｲ ：回数券利用 
※利用者の属性については、調査員が目視で判断して記入

し、その上で利用者に渡した。 

乗り 降り

０ 保谷駅北口 ０

１ あらやしき公園北 １

２ 下保谷４丁目 ２

３ 南宮ノ脇 ３

４ 北宮ノ脇 ４

５ 北町５丁目 ５

６ 北荒屋敷 ６

７ 変電所東 ７

８ 北町４丁目住宅 ８

９ 上後 ９

１０ 青嵐台 １０

１１ 上前 １１

１２ 下保谷２丁目住宅北 １２

１３ 下保谷２丁目住宅西 １３

１４ ポケットパーク １４

１５ 東松ノ木 １５

２ 下保谷４丁目 ２

１ あらやしき公園北 １

０ 保谷駅北口 ０

第１ルート・保谷駅北口/北町循環

1　 2  　　　ｼﾞ　   ｶﾞ　   ｵ　　 ｺ　  　IC　 ｹﾞﾝ　 ｶｲ

皆様のご記入は不要です。

降車時に調査員にお渡しください。

【調査手法】 

乗車の際に利用者へ調査票を渡し、社内で回

答し、降車時に調査票を回収する。 

・乗車バス停、降車バス停は調査員が記入 

・個人属性、利用目的などは、該当番号を折

って穴を開ける。 

【メリット】 

・ほぼ悉皆調査となる。 

【デメリット】 

・アンケートに比べて質問数は限定される。 

【調査手法】 

乗車の際に利用者へ調査票を渡し、降車時に

調査票を回収する。 

・乗車バス停、降車バス停は調査員が記入 

・調査員が個人属性を目視で判断し記入 

【メリット】 

・ほぼ悉皆調査となる。 

【デメリット】 

・利用者は回答しないため、把握できない項

目が生じる。 
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③アンケート票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【アンケート調査票の例】 

 

注）本調査票は一例であり、18 ページに記載した「把握可能な項目」の全てを網羅したものではない。 

出典）西東京市ホームページ 

【調査手法】 

乗車又は降車の際に利用者へ調査票を配布し、郵送や車内等に設置した回収箱で調査票を回収す

る。（人によっては、乗車中に回答し降車時に調査員へ渡すこともある。） 

・各質問項目に利用者が記入して回答 

【メリット】 

・簡易な調査票よりも多くの質問項目を設定できる。 

【デメリット】 

・郵送等での回収のため、簡易な調査票を使用する場合よりも回収率は低くなる。 
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表 利用実態調査の調査手法の特徴 

調査手法 調査手順 把握可能な項目 メリット デメリット､課題 調査対象期間 調査実施時期 

①簡易な調査

票の使用Ａ 

・便毎に乗車時に調査票

を配布、降車時に回収 

・調査員が目視により記

入し、利用者は調査票

の受領と返却 

・乗降バス停 

・券種（支払方法）（目視） 

・利用時間帯（便のﾀﾞｲﾔから把握） 

・個人属性；性別、概ねの年齢層（目

視） 等 

・全便全利用者の

乗降バス停、バス

停間の移動量の

把握が可能 

・便別に把握する

ことで時間帯別の

把握が可能 

・調査員の目視判断の

ため個人属性は正確

さが低下 

・把握可能な項目が限

定される。 

・利用頻度を把握

できないため、本

来、１週間毎日の

実施が望ましい。 

・恒常的利用者に対

する調査は、特異

な交通行動が生じ

にくい時期に実施 

→ PT 調 査 な ど で

は、1 年を通じて特

異な交通行動が少

ない秋の実施が多

い。 

 

・積雪期や観光地で

の一時利用者への

調査の場合は、そ

れぞれに適した時

期を選定 

②簡易な調査

票の使用Ｂ 

・便毎に乗車時に調査票

を配布、降車時に回収 

・利用者は車内で質問に

回答 

・乗降バス停 

・券種（支払方法）（利用者回答） 

・利用時間帯（便のﾀﾞｲﾔから把握） 

・利用目的（利用者回答） 

・利用頻度（利用者回答） 

・個人属性（利用者回答） 等 

・把握可能な項目が限

定される。 

・平日・休日各１日 

（但し、併せて利

用頻度を把握す

ることが必要） 

③アンケート

票の使用 

・アンケート票（数ページ

にわたる）を車内等で手

渡しにより配布、回答者

が記入後に郵送等で回

収 

・②と同じ項目 

・出発地・到着地とその施設種類・施

設名称、出発・到着時刻 

・乗降前後の移動手段・移動時間 

・バス停周辺での駐車・駐輪場所 

・乗継有無、乗継時間、待ち時間 等 

（すべて利用者が回答） 

・質問項目数が多

い場合に有効 

・任意回答のため、全

数の把握は困難 

・平日・休日各１日 

（但し、併せて利

用頻度を把握す

ることが必要） 

※（参考）交通

事業者の所有

データの活用 

 

・乗降者数や OD データ

を交通事業者が所有し

ている場合、これを活用 

⇒整理券データの活用 

⇒ＩＣカードデータ活用 

※使用制限の可能性も 

・バス停別乗降者数 

・バス停間利用者数 

・券種（支払方法） 

・利用時間帯（乗降時刻） 

（・運行状況（乗降時刻、バス停別通

過時刻から把握）） 

・全便、全利用者

の乗降バス停、バ

ス停間の移動量

の把握が可能（但

し、データの取得

状況による。） 

・基本的に個人属性や

目的などは把握不可

能 

（但し、個人属性は券

種である程度類推が

可能） 

・データの所有状況にもよるが、毎日、全

便のデータが存在する場合は、任意の

期間でデータを取得する。 

注）「把握可能な 項目」は例として示したものである。 
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１－４．調査結果の集計・分析                         

公共交通利用者の利用実態調査結果を集計・分析し、運行の効率化と利用者利便の向上を検討

するための基礎情報を把握する。 

 

１－４－１．利用者に関する集計・分析 
まず、公共交通の利用者の個人属性（利用者の年齢層、職業、居住地など）の特徴をつかむた

めの集計・分析を行う。 

 
表 利用者に関する集計・分析項目（例） 

（｢調査手法｣欄は、当該集計に使用するデータの取得が可能な調査手法を表す。①：簡易な調査票

の使用Ａ ②：簡易な調査票の使用Ｂ ③：アンケート票の使用 ※交通事業者の所有データ） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 
分析結果の展

開 

調査手法(P15) 

① ② ③ ※ 

年齢階層別 ・18歳以下、65歳以上等、主たる公

共交通の利用層に分類して集計 

・当該公共交通の主

たる利用者層を明

らかにできる。 

・ 公 共 交 通 の

施策を講じる

際の主要なタ

ーゲットとして

設定 

△ ○ ○  

年齢階層別 

×職業別 

・18 歳は高校生と大学生が重複す

るため、職業別でも集計し学生の

区分を明確化 

 ○ ○  

居住地別 ・居住地は町丁字単位以下 

・利用者数をランク分けし、地図上

の町丁字にプロットし可視化 

・利用の多い人の居

住地（町丁字）を明

らかにできる。 

・重点的にニー

ズ把握を行う

町丁字を設定 

・ 利 便 性 向 上

策を講じる町

丁字を設定 

・バス停アクセ

スの障壁解消

のための施策

を検討する。 

  ○  

居住地別 

×利用率 

（利用率＝ 

利用者数÷居住人口） 

・町丁字単位で利用率を算出 

・利用率をランク分けし、地図上の

町丁字にプロットし可視化 

・町丁字からバス停までの地形条件

やアクセス道路の配置状況・距離

等と利用率の関係を把握 

（例えば、横軸：バス停への距離

×縦軸：利用率の散布図） 

・町丁字ごとに公共

交通の利用に影響

する要因を分析で

きる。 

・バス停に近いなが

らも利用されない

要 因 を 分 析 で き

る。 

  ○  

居住地別 

×世帯類型別 

×免許有無別 

・単独世帯で免許を持たない利用

者の居住地（町丁字）を地図上に

プロットし可視化 

・公共交通以外に移

動手段がない利用

者の居住地分布を

把握できる。 

・重点的にニー

ズ把握を行う

町丁字を設定 

・ 利 便 性 向 上

策を講じる町

丁字を設定 

  ○  

居住地別 

×世帯類型別 

×自動車保有有無別 

・自動車で送迎してもらえる同居者

がいない利用者の居住地（町丁

字）を地図上にプロットし可視化 

  ○  
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注）本図は、65 歳以上の市民全体を対象とした、公共交通の潜在的な需要に関する調査の結果である。 

図 利用者の居住地分布のプロット図作成イメージ 

出典）えびの市地域公共交通網形成計画（平成 27 年 3 月、えびの市） 
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１－４－２．利用実態の集計・分析 
利用実態の調査結果について、その移動に関係の深い個人属性などと関連づけて集計し、その

特徴を把握し分析を行う。次には、公共交通の利用実態に関する集計・分析の例を示す。 

 
（１）利用目的・行先に関する集計・分析 

利用目的によって利用の時間帯や求められるサービス水準が異なるため、利用目的を把握す

ることで、どのような点に重視してサービス内容を改善していくべきかを捉えることができる。 

また、行先（施設）を把握することで、既存バスルートを利用の多い行先（施設）へ乗り入れ

ることや、施設の営業時間に合わせたダイヤを設定するなどの検討に用いることができる。 

 

表 利用目的・行先（施設）に関する集計（例） 

（｢調査手法｣欄は、当該集計に使用するデータの取得が可能な調査手法を表す。①：簡易な調査票

の使用Ａ ②：簡易な調査票の使用Ｂ ③：アンケート票の使用 ※交通事業者の所有データ） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 
調査手法(P15) 

① ② ③ ※ 

利用目的別 

×行先別 

・利用目的及び具体的な行先

毎に利用者数を把握し、利

用の多い目的・行先を把握 

・利用の多い行先と最寄りバス

停との間の距離や経路上の

歩道設置状況、バリアフリー

化の状況を把握 

・ 利 用 者 の 主

要な行先がわ

かる。 

・バス停から行

先までの行き

やすさの状況

がわかる。 

・利用の多い施設を経由する

ルートへの変更、利用の多い

施設の近くへのバス停の設置 

・利用の多い商業施設等の営

業時間に合わせたダイヤ変更 

・バス停から主要な行先への歩

きやすさの改善 

 ○ ○  

 

（参考）表 利用目的別の特徴 

目的区分 主な利用時間帯特性 求められるサービス内容 

通勤 朝、夕方～夜間 ・定時性、速達性の確保 

通学 朝、昼過ぎ～夕方 ・定時性の確保、低廉な移動費用 

習い事 日中、夕方～夜間 ・定時性の確保 

通院 日中 ・よりドアツードアに近いサービス 

買い物 日中、夕方 ・複数目的地への立ち寄りが可能なルート 

・買い物帰りでの荷物携行の負担軽減 

食事、社交、娯楽 等 日中、夕方～夜間 ・夜間帰宅時の運行便の設定など 

手続き 日中  

観光・レジャー 不定 ・適切な情報発信 

・幹線～二次交通の乗り継ぎのしやすさ 

・観光スポットを周遊できるルート 
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（２）利用曜日・利用頻度・利用時間帯に着目した集計・分析 

利用の多い（少ない）曜日や時間帯を把握することで、運行の増強や無駄な運行をやめるな

ど、適正化を図るための基礎情報とすることができる。 

また、利用する曜日・頻度・時間帯は、利用目的や個人属性と関係が深いため、これらとの

クロス集計により分析する。 

 

表 利用曜日・利用頻度・利用時間帯に関する集計・分析項目（例） 

（｢調査手法｣欄は、当該集計に使用するデータの取得が可能な調査手法を表す。①：簡易な調査票

の使用Ａ ②：簡易な調査票の使用Ｂ ③：アンケート票の使用 ※交通事業者の所有データ） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 
調査手法(P15) 

① ② ③ ※ 

曜日別 

× 利 用 時 間 帯 別

(便別) 

・曜日ごとに、利用時間帯又

は便別の利用者数を把握 

・利用者数に見合った供給

量(運行便数、定員)を検証 

・利用の多い(少な

い)時間帯や便が

曜 日 ご と に わ か

る。 

・利用の少ない曜日、

時間帯(便)の減便、

利用の多い曜日、時

間帯の増便 

○ ○ ○ ○ 

※上記集計 

×利用目的(行先) 

・曜日による利用者数の違

いを行先施設の定休日か

ら確認 

 ○ ○  

利用時間帯別(便

別) 

×個人属性別 

×利用目的別(行

先別) 

・ 個 人 属 性 は 、 年 齢 階 層

別、職業別から高校生、高

齢者などを把握 

・どの時間帯(便)に

どのような人がどこ

へ行く際に利用し

て い る か が わ か

る。 

→「高校生が朝に

△△高校へ通学

す る 際 に 利 用 す

る 」など 

・利用の多い行先を経

由するルートへの変

更 

・利用の多い施設の

近くへの新規バス停

の設置 

・利用の多い商業施

設等の営業時間に

合わせたダイヤ変更 

 ○ ○  
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【利用時間帯（便）別・個人属性（年齢）別利用者数データを用いた分析例】 

（※Ⅵ.分析・検討事例を参照） 

利用時間帯（次図では便ごと）に利用している人を年齢層で把握し、利用者数を図化する。 

これから利用状況の特徴を読み取り、利用状況に応じた運行形態の検討へとつなげる。 

 

・次図からは、朝夕は 17歳以下（高校生）の利用が多く、昼は 60～74 歳、75 歳～の利用が

多いことがわかる。 

・このことから、朝夕は学校への直行便の設定、昼は集落をこまめに経由する便を設定する

などといった運行改善の方向性が見えてくる。 

 

 

図 バス便別・年齢階層別利用者数図の作成例 

出典）『唐津市地域公共交通網形成計画』（平成 27 年 7 月、唐津市・玄海町） 
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（３）ＯＤ間の利用実態の集計・分析 

乗車バス停と降車バス停との間の利用者数を把握し、ＯＤデータ（乗車と降車のペアごとの

利用者数データ）としてまとめる。 

利用の多い（少ない）ＯＤを把握することで、運行の増強や無駄な運行をやめるなど、適正

化を図るための基礎情報とする。 

 

表 バス停間ＯＤデータ（ＯＤ表）の作成イメージ（※Ａ停留所←→Ｄ停留所の系統） 

着 
発 

Ａ停留所 Ｂ停留所 Ｃ停留所 Ｄ停留所 合計 

Ａ停留所 － 40 人 170 人 50 人 260 人 

Ｂ停留所 50 人 － 180 人 60 人 290 人 

Ｃ停留所 150 人 200 人 － 80 人 430 人 

Ｄ停留所 40 人 50 人 90 人 － 180 人 

合計 240 人 290 人 440 人 190 人 1,160 人 

 

【バス停間ＯＤから断面利用者数図を作成し分析した例】（※Ⅵ.分析・検討事例を参照） 

乗車バス停と降車バス停を把握し、バス停間の断面利用者数を図化し、これから利用状況の

特徴を読み取り、利用状況に応じた運行形態の検討へとつなげた例を示す。 

 

・次図は、バス停間利用者数から断面利用者数図を作成したものである。 

・この図から、急激に利用者が減少するバス停が存在することがわかる。 

・このことから、利用者が急減するバス停を境に、バスの運行形態を幹線と枝線に分割して

効率的な運行を目指すという方向性が見えてくる。 

 
図 バス停間断面交通量図の作成例 

出典）『唐津市地域公共交通網形成計画』（平成 27 年 7 月、唐津市・玄海町） 
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【バス停間の利用者数・移動時間・距離の把握に基づく分析例】 

・次図は、バス停間ＯＤデータから鉄道駅に発着するＯＤを取り出して図化したものである。 

・このバス路線は、片方向循環ルートで運行されている。 

・次図からは、Ａ停留所は②の場合よりも①のほうが、Ｄ停留所は①の場合よりも②のほう

が、利用者が少ないことがわかる。 

・その要因は、片方向循環で運行されているため、駅に比較的近いバス停では、駅からの距

離に比べて所要時間がかかりすぎるためである。特に、時間に制約のある通勤・通学利用

が多い時間帯などは、このような傾向が顕著にみられるものと予想される。 

⇒ 問題の大きさを把握するため、駅～Ａ・Ｄ停留所間の空間距離（直線距離）に対す

るバスの走行距離の比率（＝迂回率）で表すことも有効である。 

・このことから、循環ルートのまま両方向運行を行う、循環ルートをやめて直線的なルート

に変更するなどといった、改善検討の方向性が見えてくる。 

 
 

①Ａ～Ｄ停留所から→駅への利用の場合      ②駅→Ａ～Ｄ停留所への利用の場合 

<<朝の通勤通学時に居住地から駅へ向かう場合など>>  <<夕夜間の帰宅時に駅から居住地へ向かう場合など>> 

 

（数値は各停留所で乗車し駅で降車する利用者数）  （数値は駅で乗車し各停留所で降車する利用者数） 

図 バス停間ＯＤの図化例 

 

  

Ａ停留所：20人

Ｂ停留所：300人 Ｃ停留所：300人

Ｄ停留所：100人 Ａ停留所：100人

Ｂ停留所：300人 Ｃ停留所：300人

Ｄ停留所：20人
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（４）前後の移動手段に関する集計・分析 

出発地から乗車バス停まで、降車バス停から到着地までの移動状況（前後の移動手段とその

移動時間、乗車便の待ち時間）を把握する。 

この移動状況について、移動の経路となる道路整備状況などから移動のしやすさを検証する。 

 
表 前後の移動手段に関する集計・分析項目（例） 

（｢調査手法｣欄は、当該集計に使用するデータの取得が可能な調査手法を表す。①：簡易な調査票

の使用Ａ ②：簡易な調査票の使用Ｂ ③：アンケート票の使用 ※交通事業者の所有データ） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 
調査手法(P15) 

① ② ③ ※ 

バス停別 

×前後の移動手段別 

×利用者数・構成比 

・バス停別の乗車前・降車後

のそれぞれで移動手段構

成を把握し、利用の多さ(少

なさ)の要因を考察 

→バス停周辺での駐輪場等

の有無、地形条件、居住地

との距離等から考察 

・駐輪場が整備され

ているため自転車

利用が多いなど、

当該バス停の利用

を左右する条件が

明らかにできる。 

・利用促進のため

に必要な施設整

備の検討 

  ○  

町丁字地別 

×乗車バス停別 

×乗車前の移動手段別 

×平均移動時間 

（＝Σ(バス停までの移動

時間)÷当該バス停の

利用者総数） 

・居住地から乗車バス停まで

の移動手段と平均移動時

間を把握し、移動時間の長

いバス停や町丁字を抽出 

・最寄りのバス停ま

でが遠いながらも

駐輪場があるため

利用されているな

どの要因分析がで

きる。 

・バスルートやバ

ス 停 設 置 の 変

更・新設、駐輪

場 の 設 置 の 検

討など 

  ○  
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２．既存公共交通の利用者に対する意識・意向調査          

ここでは、公共交通利用者が利用した公共交通に対する意識・意向を把握する方法を示す。 

 
２－１．調査の目的と調査対象者                           

 

ニーズ把握調査のうち、既存公共交通の効率化（サービス規模の適正化）を目的とするものに

ついては、１．に記した利用実態を事実ベースで把握するものに加えて、利用者が当該既存公共

交通による“区間移動”についてどの様な意識を有しているかを把握することも重要となる。 

これを把握する目的は、単に既存公共交通の利便性の向上を図ることのみならず、既存公共交

通の効率化（サービス規模の適正化）を実施するうえで、既存利用者がどの程度の効率化であれ

ば耐えることができるか（許容可能なサービス水準）を明らかにすることにある。特に、前者の

利便性の向上を目指すことは、コミュニティバスのように行政が運行主体であるものを除き、本

来、交通事業者が自主的に行うべきものであるから、行政が実施する調査においては後者の目的

（既存公共交通の効率化（サービス規模の適正化））を主たるものとして位置づけることが適当で

ある。 

 

なお、既存公共交通の利用者に対する意識・意向調査の調査対象は、改めて記すまでもなく既

存公共交通の利用者であるが、これは住民一般といった広い意味での利用者ではなく、実際に利

用した者でなければならない。従って、後述する調査手法にも関わることであるが、１.利用実態

調査と合わせて実施することが想定される。 

 

【既存公共交通の利用者に対する意識・意向調査の目的】 

１）効率化の際に利用者が許容できるサービス水準の明確化 

⇒ 調査対象者が実際に公共交通を利用した“区間移動”について、許容可能な所要時間、運

賃、乗継回数等を把握 

 

２）利用者利便の向上 

⇒ 運行ルート、ダイヤ、運賃、情報発信のあり方等に関する具体的な改善点の把握 

 

なお、既存公共交通の利用者は、日常生活において恒常的に利用する者もいれば、観光客のよ

うに一時的に利用する者も存することから、対象となる公共交通の性質に留意しつつ、質問項目

等を工夫する必要がある。 
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２－２．意識・意向調査において把握するべき事項                

 

１）効率化の際に利用者が許容できるサービス水準を明確化する上で把握するべき事項 

・持続可能な地域公共交通の実現のため、利用した公共交通の効率化に対し、どこまでならば許

容できるかを把握し、効率化を図る際に最低限必要なサービス水準を明らかにする。 

◆把握するべき事項 

・許容可能な運行内容のサービス水準（運行時間帯・頻度、運賃、乗継回数等） 

 

２）利用者利便の向上を図る施策を検討する上で把握するべき事項 

・利用した公共交通のサービス内容等について、まず、満足状況を把握し、次に不満であればどの

ようなことに不満を感じているのかを把握する。更にどうあってほしいのかを把握し、具体的な改

善点を明らかにする。 

◆把握するべき事項 

・運行内容への意識・意向（運行ルート、運行時間帯・頻度、運賃、情報発信 等） 

・運行状況への意識・意向（定時性の状況） 

・乗り継ぎ、乗車待ちへの意識・意向（乗継移動、バリアフリー化、乗車待ち） 

・車両への意識・意向（乗り心地、車両のバリアフリー化） 
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２－３．意識・意向調査において把握するべき内容                

 

２－１．で記した考え方に則り、以下では利用者の許容範囲の明確化に係るものと、利用者利

便の向上に係るものそれぞれの調査内容を示す。 

意識・意向を把握し集計・分析する際、「誰の、どのような時の」意識・意向なのかを明らかに

することが重要であることから、個人属性や公共交通の利用状況についても併せて把握する。な

お、意識・意向調査は利用実態調査（アンケート調査）と同時に実施することが一般的と考えら

れることから、個人属性等の把握は利用実態調査で把握したものを使用する。 

 

 

（１）個人属性、公共交通の利用状況 

公共交通の利用特性を分析する上で必要となる個人属性、また、公共交通の利用状況に係る

項目（利用目的、利用の曜日・頻度・時間帯 等）を把握する。 

これらは利用実態調査と同時に把握することとし、調査内容については 12～14 ページを参照

されたい。 

 

（２）利用者の許容範囲の明確化を図るための調査 

既存公共交通におけるサービス（供給）の効率化を図るにあたり、利用者が許容できるサー

ビス水準を把握しておくための調査内容を次表に示す。なお、調査内容の設定にあたっては、

以下の点について十分に留意して設定する必要がある。 

 

・許容可能なサービス水準の把握にあたっては、サービス（供給）の効率化が既存利用者の属

性の違いにより利用動向に及ぼす影響が異なることを念頭に把握することが重要である。 

⇒例えば、運賃の値上げについて、会社から通勤費が全額支給される会社員と、一部で

あっても家計からの支出を伴う高校生とでは、値上げが利用動向に与える影響は大き

く異なる。そのため、このような利用動向を分析できるよう、個人属性や利用目的を

しっかり把握しておくことが必要である。 
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表 効率化の際に利用者が許容できるサービス水準を明確化するための調査内容 

調査項目 調査内容 

ルート 最寄りバス停への

移動時間・移動距

離の許容度 

許容可能な最寄りバス

停までの移動時間・移

動距離の最大値 

ルート短縮のため経由地を減らした場合、

バス停までの移動時間や移動距離が増大

しても最大何分又は何メートルならば許容

できるかを把握 

バス停位置 

運行時間帯 

（ 始 発 ・ 終 発

時刻） 

運行時間帯縮小へ

の許容度 

許容可能な始発の繰り

下げ時刻、終発の繰り

上げ時刻 

運行時間帯を縮小しても、少なくとも○時

～○時ならば許容できるかを把握 

運行頻度・運

行本数 

運行間隔拡大への

許容度 

許容可能な運行間隔

（待ち時間）の最大値 

減便で運行間隔が大きくなる場合、利用時

間帯においてどの程度の運行頻度を求め

るか（何分までならば待つことができるか）を

把握 

運賃 運賃値上げへの許

容度 

許容可能な運賃の最

大値（又は値上げ幅） 

運賃を値上げした場合、同区間の移動に

ついていくらまでならば支払うことが可能か

を把握 

乗継移動 乗継発生への許容

度 

乗継の条件 経路見直し（幹線・フィーダー化等）による

乗継の発生に係る条件（同区間の移動に

おける許容可能な乗継回数、乗継待ち時

間等）を把握 
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（３）利用者利便の向上を図るための調査 

既存公共交通ネットワークに係る利用者利便の向上施策を検討するための調査内容を次表に

示す。なお、調査内容は、以下の点について十分に留意して設定する必要がある。 

 

・利用者の「あればそれにこしたことはない」との意識から、意識・意向調査の結果とこれを

基に変更した施策の実施後の利用状況との間に乖離が生じることがある。このため、調査の

回答内容について、他の回答内容との整合性をチェックし、真に望むものであるか否かを精

査する必要がある。 

⇒例えば、普段、昼間に通院目的で公共交通を利用している高齢者が、始発繰り上げ、

終発繰り下げを望んでいる場合、その真意を判断しかねるため、このような回答は留

保又は参考として扱うことが適当である。 

 

・現在の公共交通利用に対する満足度を問い、満足度把握で終わるといったことがないように

（例えば、満足度の把握結果のみから○○が必要であるとの結論を導くことがないように）、

利用者（回答者）の不満事項を具体的に把握できるよう工夫する必要がある。 

⇒例えば、「ルート（又はバス停位置）が不満である」との回答があった場合に、具体的

な要望を把握できるよう、利用実態調査で到着バス停と行先施設を把握しておく。 

⇒例えば、「運賃が高くて不満」との回答に対し「いくらであれば妥当と思うのか」、「バ

ス待ちが不満」との回答に対し「何分の待ち時間までならば妥当と思うのか」など、

満足か不満かの更に一歩先（＝どう移動したいのか）を、具体的、かつ、定量化して把

握することが重要である。 

 

・観光客等の一時的な利用者に対しては、利用した地域公共交通の利用実態については利用実

態調査で把握できるが、それ以外の移動手段の利用状況（当該地域に来訪するまで、あるい

は、来訪してからの周遊）に対する意識・意向を把握する必要がある。そのため、意識・意向

調査において、改めて、来訪するまでの移動手段と来訪してから周遊した移動手段を把握し

ておくことが望ましい。 
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表 利用者利便の向上施策を検討するための調査内容（例） 

調査項目 調査内容 ねらい、留意事項 

ルート 経 由 地 の 満 足

状況 

不満⇒希望する経由地 希望者数や利用頻度も含めて把握し、

ルート変更の必要度を検証 

バス停位置 バス停までの移

動の満足状況 

不満⇒希望するバス停までの移

動時間 

現在のバス停までの時間と比較し、必

要度を検証 

不満⇒希望するバス停の具体的

な位置 

バス停の具体的な位置の把握 

運行時間帯 

（始発・終発

時刻） 

運 行 時 間 帯 の

満足状況 

不満⇒希望する始発時刻・終発

時刻 

最低限必要な繰り上げ時間、繰り下げ

時間を問うことで把握 

運 行 頻 度 ・

運行本数 

運行頻度、運行

間 隔 の 満 足 状

況 

不満⇒希望する待ち時間 増便は運行経費が増加することを考慮

し、最大限何分までならば待つことがで

きるかを把握 

不満⇒増便を希望する具体的な

時間帯 

行きは良いが帰りの便がないといった

不満を念頭に、行き・帰り別に具体的な

時間帯を把握 

運賃 運 賃 水 準 の 満

足状況 

不満⇒希望する運賃 際限なく低い金額の回答とならないよ

う、支払ってもよい額の上限を把握 

定時性 定時性に対する

満足状況 

不満⇒実際の発生している遅延

の程度、バス接近情報提

供システムの導入希望 

利用する時間帯の遅延状況を確認し

必要度を検証 

利用目的を確認し必要度を検証（通

勤・通学など定時性確保の必要性が高

い目的であることの確認） 

乗継移動 乗継距離、乗継

の 上 下 移 動 の

満足状況 

不満⇒具体的な不満箇所 当該箇所の問題点の確認 

不満⇒乗継移動を支援する施設

の整備希望 

希望している年齢層を確認し必要度を

検証（高齢者等が多いことの確認） 

駐 輪 場 等 の 満

足状況 

不満⇒バス停周辺への駐輪場

等の設置希望 

現在のバス停までの移動時間を確認し

必要度を検証 

待合施設 待 合 施 設 の 満

足状況 

不満⇒待合室・ベンチの設置希

望 

利用時間帯の運行頻度、乗継の際の

待ち時間を確認し、必要度を検証 

乗り心地 乗り心地の満足

状況 

不満⇒具体的な問題点 乗車時間を確認し、必要度を検証（短

時間乗車ならば必要度は低い） 

バリアフリー バリアフリー化

の満足状況 

不満⇒具体的な問題点 希望している年齢層を確認し必要度を

検証（高齢者等が多いことの確認） 
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表 利用者利便の向上施策を検討するための調査内容（例）【観光客等の一時的な利用者に着目】 

調査項目 調査内容 ねらい 

事前の情

報収集 

事前に収集した情

報内容 

・事前（出発前）に収集した移動に関する情

報内容 

（目的地への行き方、時刻、運賃等） 

提供すべき情報内容を把

握 

情報収集の方法・

媒体 

・事前の情報収集に使用した媒体 

（ＨＰ、ＳＮＳ、ガイドブック、知人等） 

情報提供先として有効な媒

体を把握 

事前情報収集の満

足状況 

⇒不満：事前に必要な情報内容、情報提

供してほしい媒体 

今後力を入れるべき情報内

容と提供する媒体の把握 

公共交通

への評価 

来訪時の移動手段

及び選択理由 

・来訪時に利用した移動手段、公共交通の

利用状況、利用移動手段の選択理由 

実態の把握 

公共交通利用を選択した条

件の把握 

来訪時の公共交通

利用の満足状況 

⇒不満：不満の内容と求めるサービス水準 

（運行頻度、乗車時間、運賃等） 

公共交通利用の選択に必

要な条件の把握 

観光地周遊時の移

動手段及び選択理

由 

・観光地での周遊に利用した移動手段、公

共交通の利用状況、利用移動手段の選

択理由 

実態の把握 

公共交通利用を選択した条

件の把握 

観光地周遊時の公

共交通利用の満足

状況 

⇒不満：不満の内容と求めるサービス水準 

（経由地、運行頻度、乗車時間、運

賃等） 

公共交通利用の選択に必

要な条件の把握 
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２－４．調査手法                               

 

（１）調査手法の選定 

意識・意向の把握調査は、アンケート調査による実施を基本とする。なお、アンケート調査に

基づいて作成した改善案に対する意見聴取を行う場合は、面接調査（インタビュー調査）やパブ

リックコメント等の実施が考えられる。 

 

1) アンケート調査 

・意識・意向の把握（サービス水準の許容範囲の把握、不満点・改善点の把握） 

2) 面接調査（インタビュー調査）、パブリックコメント等 

・改善案に対する意見聴取 

 

１）アンケート調査 

アンケート調査により、公共交通利用者が許容できるサービス水準を明確化するとともに、

不満に思う点や改善の希望内容等の把握を行う。アンケート調査は利用実態調査と同時に実

施するなど、効率的に実施することが望ましい。（※） 

※利用実態調査において簡易調査とアンケート調査のどちらを採用するかにより、実施手

順が異なる。 

○利用実態調査で簡易調査を採用した場合 

・簡易調査の実施の際に、意識・意向把握のアンケート調査票を車内やバス停で手渡し

により配布し、回答後、郵送等で回収する。 

○利用実態調査でアンケート調査を採用した場合 

・利用実態のアンケート調査票とともに、意識・意向把握のアンケート調査票を車内や

バス停で手渡しにより配布し、回答後、郵送等で回収する。 

 

＜観光客等の一時的な利用者を対象としたアンケート調査手法について＞ 

観光客等の一時的な利用者は、地域公共交通の利用状況や意識・意向が対象地域の住民と

異なるものと考えられ、これらを明確に分けておく必要がある。 

そのためには、以下に示すような方法で一時的利用者と恒常的利用者別の把握を行う。 

 

①一時的利用者と恒常的利用者の見分けが難しい場合 

・一時的利用者、恒常的利用者を区別せずに同一のアンケート票を配布し、質問内容で

両者の違いがわかるようにする。 

⇒居住地、移動目的、観光目的の回答者限定の質問項目の設定など 
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②一時的利用者が多い路線の場合 

・一時的利用者の割合にもよるが、利用者全員に配布する方法、又は配布の際に観光利

用又は地元住民であることを確認する方法が考えられる。 

・なお、利用者の大半が一時的利用と考えられる路線でも、両者の区別がつくよう、居

住地や移動目的の質問項目は設けることが望ましい。 

 

２）面接調査（インタビュー調査）、パブリックコメント等 

利用実態調査及びアンケート調査に基づいて改善案を検討・実施するに当たり、その妥当

性を、確実性を持って行えるよう、補完的に対面方式の面接調査（インタビュー調査）やパ

ブリックコメントなどを実施する。 

 

 

次表には、アンケート調査、面接調査（インタビュー調査）、パブリックコメントの特徴を示

す。 
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表 公共交通利用者の意識・意向を把握する調査手法（アンケート調査 ） 

調査手順 調査対象者 メリット デメリット、課題 調査時期・日時 

・調査票を車内、バス停

で手渡しにより配布し、

回答者が記入後に郵送

で回収する。 

・一時的利用者と恒常的

利用者を区分したい場

合は、P34,35 に記載し

た事項に留意して配布

する。 

・原則、利用者全

員を対象とする。 

・一時的利用者と

恒常的利用者で

区分する場合は、

P34,35 に記載し

た事項に留意す

る。 

・悉皆配布が可能 

・インタビューに比

べ実施が比較的容

易 

・利用者全体の傾向

の把握が可能 

・回答は任意のため、関心の度合い

によっては回収率が低くなり、回答

結果に偏りが生じる可能性がある。

特に一時的利用者（地域外居住者

など）は回収率が低い可能性があ

る。 

・無回答の項目が生じやすい。 

・面接ではないため、回答者の勘違

いが生じる可能性がある。 

・改善・導入効果を検証する場合は、運行開始後や改

善後の一定期間を経た後に実施、逆に、改善を検討

しようとする場合は、改善実施の目標時期から逆算し

て実施時期を検討する。 

※年度が変わると、学校の卒業や入学、就職、転勤な

どにより利用者自身や移動環境が変わる可能性が高

いため、留意する必要がある。 

・観光客等の一時的利用が多く、これらの利用者を主

なターゲットとする場合は、適切な時期を選定する。 

 

表 公共交通利用者の意識・意向を把握する調査手法（面接調査（インタビュー調査）、パブリックコメント） 

調査手法 調査手順 調査対象者 メリット デメリット、課題 調査時期・日時 

面接調査 

（インタビ

ュー調査） 

・実施日時を指定し、ＨＰ、

町内会、車両内の掲示など

を通じて参加者（利用者）

を募り、公民館などに集ま

ってもらって実施する。 

・利用者を対象とする。 

・改善策を講じる予定の地域・路

線があれば、その地域・路線の

利用者を主な対象とする。 

・丁寧に趣旨や現状、問題

点を説明、更に、ポイントと

なる事項を示すことで、勘

違いや的外れな意見表明

を回避することができる。 

・準備に時間がかかる。 

・意見表明が特定の人な

どに偏る恐れがある。 

・改善案作成後の適切

な日 

・利用者が集まりやすい

曜日や時間帯とする。 

パブリック

コメント 

・ＨＰ、広報誌などでパブリッ

クコメントの実施を告知す

る。告知内容は、改善案、

意見表明方法、意見募集

期間など。 

・主に利用者を想定するが、パブ

リックコメントの性格から、住民

全体が対象となる。 

・公共交通の利用状況や居住地

域を併せて把握する。 

・比較的簡単に実施で き

る。 

・一般的にパブリックコメン

トは実施していることが知

られないまま終了すること

があり、意見表明人数が

少ない傾向にある。 

・各自治体のパブリック

コメントの実施基準に

よるが、2～3 週間程度

が多い。 
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２－５．調査結果の集計・分析                         

公共交通利用者に対する意識・意向の把握調査結果について、効率化の際の許容水準、また、

利用者利便の向上を明らかにするための集計・分析項目を例示する。 

 
２－５－１．アンケート調査結果の集計・分析 

アンケート調査結果を集計・分析し、効率化の際の許容水準、利用者利便の向上に関する意識・

意向を捉える。なお、その際、移動の制約の大きい高齢者や学生（高校生など）、また、利用頻度

の高い人（ヘビーユーザー）の意識・意向に特に留意することが重要である。 

従って、分析にあたっては、原則、年齢別（又は職業別）、利用頻度別でクロス集計を行うもの

とする。なお、都市部にあって通勤利用が比較的多い路線では利用目的別でクロス集計を行うこ

とも考えられる。 

 
（１）効率化の際の許容水準を把握するための集計・分析項目 

次表には、既存公共交通の効率化を図るため、運行内容・運行サービス（乗車時間、バス停

への移動時間、運行時間帯、運行頻度・運行本数、運賃）の許容しうるサービス水準に関する

集計・分析項目の例を示す。 

 
表 運行内容・運行サービスの許容水準に関する集計・分析項目（例） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○乗車時間 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用時間帯別 

×許容可能な乗車時間 

・ルート変更を行った際、最大何

分まで乗車時間が拡大してもよ

いか（又は逆に何分短縮しなけ

ればならないか）を把握する。 

（乗車時間又は増加・短縮時間

別の回答者数、平均値、最頻値

等） 

・また、利用時間帯別でも把握し、

時間帯による許容水準の違いを

把握する。 

・ルートを迂回して経由地

を増やすこと、又は短縮

することの是非がわかる。 

・増加可能又は削減が必

要な経由地の数を求める

ことができる。 

・時間帯別で把握すること

で、例えば通勤通学時と

昼間時でルートを変更す

ることの可否がわかる。 

・ルート変更（経

由地拡大、又は

短縮）や急行便

導入の検討 

○バス停への移動時間 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×許容可能な移動時間 

・利用バス停までの移動時間の許

容範囲（最大でも何分以内で移

動したいか）を把握する。 

（移動時間別の回答者数、平均

値、最頻値等） 

・効率化のためバス停を削

減することの是非を把握

することができる。 

・ルート変更（短

縮）の検討 
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表 運行内容・運行サービスの許容水準に関する集計・分析項目（例）（続き） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○運行時間帯 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×許容可能な運行時間帯 

・許容できる始発・終発時刻の

最小値を把握する。 

（始発・終発時刻別の回答者

数又は時刻の平均、最頻値

等） 

・効率化のための運行時

間帯の縮小の是非がわ

かる。 

・縮小可能な時間帯の目

安がわかる。 

・ 運 行 時 間 帯 変

更 （ 縮 小 ） の 検

討 

○運行頻度・運行本数 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×許容可能な待ち時間 

・許容できる待ち時間の最大値

を把握する。 

（待ち時間別の回答数、又は

待ち時間の平均値、最頻値

等） 

・効率化のため運行本数

の 削 減 の 是 非 が わ か

る。 

・拡大可能な待ち時間

（削減可能な本数）の目

安がわかる。 

・ 運 行 頻 度 の 適

正化（ダイヤの

見直し）の検討 

○運賃 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用目的別 

×許容可能な運賃 

・許容できる運賃水準（金額又

は値上げ幅）を把握する。 

（金額別の回答数、又は金額

の平均値、最頻値等） 

・また、利用目的別でも把握し、

特に運賃水準に対する感度の

高い通学・買い物・通院目的

などの許容範囲を把握する。 

・収支改善のため運賃を

値上げすことの是非を

把握できる。 

・値上げ可能な運賃の目

安がわかる。 

・運賃感度の高い利用者

と低い利用者との違い

から、値上げによる影響

の大きさを予想できる。 

・運賃値上げの

判断 

・運賃改訂の検

討 

○乗継移動 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×乗継発生の是非 

・系統を分割することによる乗り

継ぎ発生への是非を把握す

る。 

・効率化のため幹線系と

フィーダー系に分割す

ることの是非を把握でき

る。 

・系統分割の是

非の判断 

○乗継移動 

年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×許容可能な乗継回数、

乗継時間、待ち時間 

・系統分割の際、許容可能な乗

継回数や乗継時間、乗り継ぎ

の際の待ち時間を把握する。 

（回数や時間別の回答数、又

は回数・時間の平均値、最頻

値） 

・効率化のため幹線系と

フィーダー系で分割す

る際の条件を把握する

ことができる。 

・系統分割の際

の乗継抵抗の

緩和策の検討 
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（２）利用者利便の向上を検討するための集計・分析項目 

次には、公共交通利用者の利便向上に資する施策を検討するための集計・分析項目を示す。 

 

【集計・分析あたっての基本スタンス】 

ここでは、利用者の利便向上に資する改善策を検討するための意識・意向の把握が目的のた

め、基本は現状の運行内容・サービス等が不満であるとの回答者を対象に集計・分析を行う。 

ただ、満足と感じている利用者の中でも、更なる利便向上のための改善策のヒントを持って

いる場合もあると考えられる。 

従って、不満との回答者を対象に集計・分析を行うことを基本としつつも、満足との回答者

についても集計・分析を行うことも有効である。不満に感じている利用者、満足している利用

者の双方から改善の指摘がなされた運行内容・サービス等であれば、より改善の必要性が高い

ということもできる。 

また、アンケート票に自由記述欄を設定し、不満・満足を問わず、改善のための施策の案を

自由に回答してもらうことも有効である。 
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１）運行内容・運行サービスに関する集計・分析項目 

利用者の利便向上のうち、運行内容・運行サービス（乗車時間、バス停への移動時間、運行

時間帯、運行頻度・運行本数、運賃）に関する集計・分析項目を示す。 

 
表 運行内容・サービスに関する意識・意向の集計・分析項目（例） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○ルート 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×希望する経由地 

・希望する経由地をルート

の入った地図上にプロット

し、希望数をプロットの大き

さで表現する。 

・希望の多い経由地が地

図上で把握でき、ルート

との位置関係からルート

変更の可能性を概略判

断できる。 

・ルート変更の検

討 

○バス停への移動時間 1 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×居住地別 

×利用バス停 

・居住地と利用するバス停

を地図上にプロットし、そ

の間の経路と地形条件（高

低差）を把握する。 

・移動時間に不満の多い

バス停の要因として、バ

ス停周辺の道路網の配

置状況や高低差が影響

していることがわかる。 

・バス停の増設、位

置変更、ルート変

更の検討 

○バス停への移動時間 2 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用バス停別 

×現在の移動時間 

・バス停までの現在の移動

時間を、バス停位置が入

った地図上にプロットし、

移動時間の長さと回答数

をプロットの大きさで表現

する。 

・移動時間の長さから、

改善の必要性が高いバ

ス停がわかる。 

・移動時間の大き

いバス停での改

善策の検討 

○バス停への移動時間 3 

不満の回答者数 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用バス停別 

×希望する移動時間 

・希望する移動時間を、バス

停位置が入った地図上に

プロットし、短縮時間（現在

と希望との差）と回答数を

プロットの大きさで表現す

る。 

・短縮時間は平均値や最頻

値などとする。 

・短縮時間の大きさと回

答数の多さから、改善の

必要性の高いバス停が

わかる。 

・短縮希望の大き

いバス停での改

善策の検討 
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表 運行内容・サービスに関する意識・意向の集計・分析項目（例）（続き） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○運行時間帯 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用目的別 

×希望する運行時間帯 

・希望の始終発時刻を把握

するとともに、現在の始終発

時刻との差から繰り上げ・繰

り下げ時間を把握する。 

・利用目的別に希望する始

発・終発時刻を把握する。 

・希望の多い始終発時刻がわかる。 

・現在との差の大きさから、必要性、

実現可能性を判断できる。（少し

だけの変更で対応可能か等） 

・利用目的で希望の妥当性を検証

できる。（買物で早朝は必要ない） 

・ 運 行 時 間 帯 変

更 （ 拡 大 ） の 必

要性の検討 

・具体的な運行時

間 帯 変 更 （ 拡

大）の検討 

○運行頻度・運行本数 1 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用時間帯別 

×利用バス停別 

×現在の待ち時間 

・不満の回答数を、時間帯

別、利用バス停別に把握

するとともに、現在の待ち

時間との関係を把握する。 

・現在の待ち時間は時刻表

から把握 

・不満の多いバス停、時間帯がわか

る。 

・現在の待ち時間との関係から、問

題の大きい時間帯やバス停、ま

た、待つことのできる時間の限界

を推測できる。 

・問題の大きいバ

ス停（路線）での

対策の検討 

○運行頻度・運行本数 2 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用時間帯別 

×利用バス停別 

×希望する待ち時間 

・希望する待ち時間を、時

間帯別、利用バス停に把

握する。 

・更に、現在の待ち時間と

の差から短縮時間を平均

値や最頻値などで把握す

る。 

・ 増 便 検 討 が 必 要 な バ ス 停 （ 路

線）、必要な増便数がわかる。 

・現在との差の大きさから、必要性

や実現可能性を判断できる。（少

しだけの増便で対応可能か等） 

・増便の必要性の

検討 

・ 増 便 の 実 現 可

能性の検討 

○運賃 1 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用目的別 

×乗降バス停（ＯＤ） 

×現在の運賃 

・乗降バス停（ＯＤ）を把握

し、現在の運賃表上に当

該ＯＤの運賃を色分けす

るなどして明示する。 

・利用目的別でも把握す

る。 

・現在の運賃に不満が多いバス停

間を把握できる。 

・利用目的から、自己負担の利用

者（通学、買い物、通院等）の不満

の多いバス停間がわかる。 

・ 不 満 の 要 因 考

察と改善の検討 

○運賃 2 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用目的別 

×乗降バス停間 

×希望する運賃 

・希望する運賃を、乗降バス

停間で把握する。 

・更に、現在の運賃との差

から値下げ希望額を平均

値や最頻値などで把握す

る。 

・値下げ検討が必要なバス停間が

わかる。 

・現在との差の大きさから、必要性、

実現可能性を判断できる。（特定

区間の値下げのみで対応可能か

等） 

・運賃値下げの

必要性の検討 

・運賃改定の検

討、割引制度導

入の検討 
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２）運行状況に関する集計・分析項目 

利用者の利便向上のうち、運行状況（定時性）に関する集計・分析項目を示す。 

 

表 運行状況に関する意識・意向の集計・分析項目（例） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○定時性 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用目的別 

×利用バス停別 

×実際の遅延時間の程度

とバス接近情報システ

ムの導入希望 

・バス接近情報システムの導

入を希望する回答数を、バス

停位置の入った地図上にプ

ロットし、回答数をプロットの

大きさで表現する。 

・利用目的別でも把握する。 

・実際の遅延時間の程度把握

する。 

・導入希望が多いバス

停がわかる。 

・目的地から遠いバス停

で希望が多い場合、あ

るいは、通勤・通学利

用者が多い場合は、導

入の必要性が高いこと

がわかる。 

・システム導入の

可否の検討 

 

 

３）乗り継ぎに関する集計・分析項目 

利用者の利便向上のうち、乗り継ぎ（上下移動、乗継施設、待合施設）に関する集計・分析項

目を示す。 

 
表 乗り継ぎに関する意識・意向の集計・分析項目（例）  

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○乗継移動（上下移動） 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×エレベーター・エスカレ

ーターの設置希望 

・エレベーター・エスカレータ

ーの設置希望を把握する。 

・年齢別で集計し、高齢者の

意向を把握する。 

・高齢者の意向から、設

置の必要性の高さがわ

かる。 

・乗継改善のため

の エ レ ベ ー タ ー

等設置の是非を

検討 

○乗継移動（上下移動） 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×具体的な不満箇所 

・乗継上の具体的な不満箇

所を把握する。 

・年齢別で集計し、高齢者の

意向を把握する。 

・高齢者の意向から、不

満と指摘された箇所の

問題の大きさがわかる。 

・乗継改善を行う対

象箇所と施策内

容の検討 
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表 乗り継ぎに関する意識・意向の集計・分析項目（例）（続き） 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○乗継移動（乗継施設） 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×利用バス停別 

×駐輪場等の設置希望と

バス停への移動時間 

・駐輪場等の設置希望を、

利用バス停別に把握する

とともに、バス停までの移

動時間も把握する。 

・バス停までの移動時間

が長い利用者の駐輪場

等の設置希望から、設

置の必要性の高さがわ

かる。 

・駐輪場等設置の是

非、具体的な設置

計画の検討 

○待合施設 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×バス停別 

×待合施設の設置希望と

待ち時間 

・待合施設の設置希望を、

利用バス停別に把握する

とともに、当該バス停の待

ち時間を把握する。 

・待ち時間が長い利用者

の待合施設の設置希望

から、設置の必要性の

高さがわかる。 

・待合施設の設置の

是非、具体的な設

置計画の検討 

 

 

４）車両に関する集計・分析項目 

利用者の利便向上のうち、車両（乗り心地、バリアフリー化）に関する集計・分析項目を示

す。 

 
表 車両に関する意識・意向の集計・分析項目（例）  

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○乗り心地 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×具体的な問題点と乗

車時間 

・車両の乗り心地に不満と

思う箇所を、乗車時間別に

把握する。 

・長時間乗車の利用者が

問題としている点を明ら

かにすることができるとと

もに、改善の必要性の高

さがわかる。 

・具体的な車両の改

善の検討 

○バリアフリー化 

不満の回答者 

×年齢別（又は職業別） 

×利用頻度別 

×具体的な問題点 

・車両のバリアフリー面で不

満に思う箇所を把握する。 

・特に高齢者など必要性の

高い人に着目して把握す

る。 

・車両のバリアフリー面で

特に高齢者が問題として

いる点を明らかにするとと

もに、改善の必要性の高

さがわかる。 

・高齢者利用の多い

路線、バス停での

バリアフリー化の検

討 
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５）観光等一時的な利用に関する集計・分析項目 

利用者の利便向上のうち、観光等の一時的な利用に関する集計・分析項目を示す。 

 
表 観光客等の一時的な利用者の意識・意向の集計・分析項目（例） 

【事前の情報収集に関する事項】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○事前の情報収集 1 

不満の回答者 

×年齢別 

×事前に必要な情報内容 

・利用者が事前に収集した

い情報内容を把握する。 

・これを、現在の情報発信

内容と照合する。 

・情報提供のミスマッチの

状況、必要な情報内容

がわかる。 

・情報発信内容の

改善 

○事前の情報収集 2 

不満の回答者 

×年齢別 

×情報提供を望む媒体 

・利用者が望む事前情報収

集 の 際 の 媒 体 を 把 握 す

る。 

・これを、現在の情報提供

の媒体と照合する。 

・情報提供手法のミスマッ

チの状況、より効果的な

情報提供の方法がわか

る。 

・情報発信方法の

改善 

 
表 観光客等の一時的な利用者の意識・意向の集計・分析項目（例） 

【来訪時・周遊時の移動手段の選択要因に関する事項】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○観光地来訪時の公共交通利用 

来訪時の公共交通利用の有無別 

×利用した移動手段の選択理由 

・公共交通利用者、非

利用者に移動手段選

択の理由を把握 

・観光地までの公共交

通利用において重視

すべき事項がわかる。 

・観光地へアクセス

する公共交通の

改善内容の検討 

○観光地周遊時の公共交通利用 

周遊時の公共交通利用の有無別 

×利用した移動手段の選択理由 

・公共交通利用者、非

利用者に移動手段選

択の理由を把握 

・観光地内を周遊する

公共交通又は二次交

通の利用において重

視すべき事項がわか

る。 

・観光地内を周遊

する公共交通又

は二次交通の改

善内容の検討 
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表 観光客等の一時的な利用者の意識・意向の集計・分析項目（例） 

【来訪時・周遊時の移動手段のサービス内容・水準に関する事項】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○観光地来訪時の公共交通のサービス水準 ・利用者が不満に

思うサービス内容

と希望するサービ

ス内容・水準を把

握する。 

・観光地までの

公共交通利用

において重視

す べ き サ ー ビ

ス内容とサービ

ス水準が わ か

る。 

・観光地へアクセス

する公共交通の

サービス内容・水

準の改善内容の

検討 

ルート・経由地に不満の回答者 

×経由を望む観光スポット・施設 

運行頻度に不満の回答者 

×望む運行頻度（又は運行時間帯） 

乗車時間に不満の回答者 

×望む乗車時間 

運賃に不満の回答者 

×望む運賃 

乗り継ぎに不満の回答者 

×乗り継ぎにおける具体的な不満箇所 

車両に不満の回答者 

×車両の具体的な不満箇所 

バリアフリーに不満の回答者 

×バリアフリーの具体的な不満箇所 

○観光地周遊時の公共交通のサービス水準 ・利用者が不満に

思うサービス内容

と希望するサービ

ス内容・水準を把

握する。 

・観光地内を周

遊する公共交

通又は二次交

通の利用にお

いて重視すべ

き サ ー ビ ス 内

容とサービス水

準がわかる。 

・観光地内を周遊

する公共交通又

は二次交通のサ

ービス内容・水準

の改善内容の検

討 

ルート・経由地に不満の回答者 

×経由を望む観光スポット・施設 

運行頻度に不満の回答者 

×望む運行頻度（又は運行時間帯） 

乗車時間に不満の回答者 

×望む乗車時間 

運賃に不満の回答者 

×望む運賃 

車両に不満の回答者 

×車両の具体的な不満箇所 

バリアフリーに不満の回答者 

×バリアフリーの具体的な不満箇所 
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２－５－２．面接調査（インタビュー調査）、パブリックコメント結果の集計・分析 

アンケート調査に基づいて作成した改善案に対する意見聴取として実施した面接調査（インタ

ビュー調査）やパブリックコメント等は、参加した人がそれぞれの言葉で意見表明を行っている

ため、次に示す手順により回答結果の集計・分析を行う。 

 
・意見聴取を求めるテーマと異なる意見内容を除外する。 
・言葉で述べられた意見等について、主張・要望内容をキーワード化する、あるいは、端的

に言い表す文章に言い換える。 
・キーワード、端的な文章表現をカテゴリー化して集計する。 
・カテゴリー化の例としては、次のようなものが考えられる。寄せられた意見数や重視すべ

き事項があればそれらに応じて分類を細分化することが考えられる。 
○改善案に対する賛否の分類 ･･･ 肯定的な意見、否定的な意見 

○意見等の内容による分類 

・改善案への修正意見 ･･･ 運行・サービス内容ごとに分類（ルート、運行頻度、

運賃等） 

・検討の進め方に関する意見 

・行政の関わり方（補助拠出等）に関する意見  等 
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目的２ 新たな公共交通サービスの提供（潜在需要の掘起し） 

１．住民の移動実態調査                   

１－１．住民の移動実態調査の目的及び把握するべき事項                 

 

○需要（ニーズ）に見合った新たな地域公共交通サービスを提供するに当たっては、まずは需

要の実態を適切に把握する必要がある。 

具体的には、『(1)当該地域においては、どこからどこへの移動』（ＯＤ）がどの程度あり、 

その移動は「(2)どのような人が、何のために、いつ、どのような手段で移動しているか」 

（ＯＤの内訳）を明らかにすることが重要となる。 

○一方、新たな地域公共交通サービスの提供においては、供給過剰とならないよう適切な規模

にとどめる必要があることから、移動頻度などサービス提供の規模を検討する上で必要な事

項を把握する。 

 

 

 

１－２．移動実態調査において把握するべき内容                 

本項では、１－１で記した住民の移動実態調査において把握するべき事項の内容について記載

する。なお、ここに示す調査内容は、移動において利用した手段の全てを対象とする。 

 

１－２－１．ＯＤの把握【どこからどこへ】 

（１）ＯＤ（出発地・到着地）の把握 

ここでのＯＤの把握は、“自宅から勤務先へ”など「どこからどこへ」（＝地域間）を把握す

ることである。 

 

表 ＯＤ（出発地・到着地）の把握 

把握内容 

○出発地と到着地を把握する。 

・出発地と到着地を回答する際は、「自宅」、「勤務先」などとなるが、併せて町丁字以下の単

位で把握する。 
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（２）到着地の施設の把握 

ＯＤの把握が町丁字単位となると具体的な行先まで把握できないため、ＯＤの把握に加え、

到着地の具体的な施設名称とその施設種類を把握する。 

 

表 到着地の施設種類の設定 

施設の種類 

業務施設 事業所 

教育施設 大学・専門学校 ※学校の種類により、通学者の運転免許の有無

や通学時間帯、通学距離が異なるため、左記の

ように区分することが望ましい。 

高校 

小中学校 

文化・公益施設 公民館、図書館、博

物館、体育館 等 

※学習塾は教育施設ではなく文化・公益施設や

別途施設種類を設定する。（塾通いは通学では

なく私的な移動と捉えられるため。） 

医療・介護施設 病院・診療所、通所介護施設 

商業施設 ショッピングセンター、スーパー、コンビニエンスストア、商店街 

飲食施設 飲食店 

公共施設 市町村役場・支所、保健所、警察署 等 

交通施設 鉄道駅、バスターミナル 等 

娯楽・観光・レジャー施設 遊技場、運動場、観光・レジャー施設 

 

 

１－２－２．ＯＤの内訳【どのような人が、何のために、いつ、どのような手段で】 

把握したＯＤについて、個人属性（どのような人が）、移動目的（何のために）、移動の曜日・

頻度・時間帯（いつ）、移動手段（どのような手段で）といった内訳を把握する。 

 

表 ＯＤの内訳の把握内容 

把握すべき事項 把握内容 

どのような人が ・地域公共交通サービスの提供対象となりうるターゲットの絞り込みができる項目を

把握する。（運転免許保有の有無、自由に使える自動車の保有の有無など） 

何のために ・買い物、通院、通勤、通学などの移動目的を把握する。 

いつ ・移動曜日、移動頻度及び移動時間帯等を把握する。 

どのような手段で ・自家用車（自分で運転、家族等の送迎）、バイク、自転車、公共交通等の移動手段

を把握する。複数の移動手段を利用している場合にはそれら全てについて把握す

ると乗り継ぎの利便性を検討する上で有効である。 

※移動実態調査においては、新たな地域公共交通サービスの提供を念頭に、現

在、地域公共交通を利用していない住民に特に着目する。 
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（１）個人属性 【どのような人が】 

住民の移動特性を分析する上で必要となる個人属性を把握する。 

住民の移動実態調査は、需要（ニーズ）に見合った新たな地域公共交通サービスの提供を念

頭に置いて実施することから、地域公共交通の利用の可能性が高いと考えられる属性の住民を

ターゲットとして絞り込むことができるよう、把握項目を設定する。 

地域公共交通の利用可能性が高い住民の例として、以下のような特徴を持った人々が考えら

れる。 

○自動車運転免許を保有していない人 

○自分で自由に使える自動車を保有してない人 

○近い将来、自動車運転免許の返納の可能性が高い人 

○今後、自動車の運転が困難となった場合に、家族等による送迎が見込めない人 

○地域外に居住し、自動車以外の移動手段で来訪した人 

以上を踏まえた個人属性の把握内容を次に示す。 

 

表 個人属性の設定 

把握項目 把握内容 ターゲットを絞り込むための属性例 

性別、年齢 男・女の別、年齢 女性、高齢者、18 歳以下 

同居者の構成 単独、夫婦のみ、その他 (高齢者の)単独世帯・夫婦のみの世帯 

居住地 地域内居住者：町丁字 

地域外居住者：都道府県、市区町村 

地域外居住者 

※地域内居住者は、絞り込みに直接用

いないが、基本的な情報として把握

する。 

職業（就業形態） 学生（小中学生、高校生、大学生・

専門学校生）、就業者（会社員等）、

専業主婦夫、無職等 

高校生以下（＝運転免許を持たない）、

専業主婦夫、無職（＝他の家族が通勤で

自動車を使用した場合、昼間時は使え

る自動車が無い） 

運転免許の保有状況 あり（四輪、バイク）、なし 運転免許の非保有者 

自由に使える自動車の

保有状況 

あり、なし 自由に使える自動車の非保有者 

送迎してもらえる同居者等の有無 送迎可能な同居者のいない人 

今後の運転免許返納、

自動車運転の意向 

運転免許返納意向と返納時期 返納意向あり・△年後 

自動車運転をやめる意向と時期 運転をやめる意向あり・△年後 

最寄り駅・最寄りバス停 最寄り駅・最寄りバス停の名称、居

住地からの所要時間・距離 

※ターゲットの絞り込みに直接用いな

いが、基本的な情報として把握する。 

※公共交通への近接性を確認するた

め、最寄りバス停のほか、最寄り鉄道

駅も把握対象とする。 
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（２）移動目的 【何のために】 

①移動目的の把握 

移動目的によって求められるサービス内容（定時性・速達性、運賃水準等）は異なるため、

移動目的を把握する。 

以下は想定される代表的な移動目的であるが、地域の実状に合わせて設定することが望ま

しい。 

 

【移動目的の設定】 

通勤、通学、習い事、通院、買い物、食事・社交・娯楽等、業務（会議・打合せ・集金等）、

手続き（住民票取得、定期券購入等）、観光・レジャー 

 

 

（３）移動の曜日・頻度・時間帯 【いつ】 

移動においては、通勤・通学のようにほぼ毎日・定時に利用することが想定される移動形態

もあれば、通院など月に数回といった移動形態、また、観光目的などの限定的な移動形態など

様々であり、公共交通の導入を図ろうとする場合、朝・夕や昼間の時間帯、土日・平日でダイ

ヤ設定を変えるといった工夫が必要となる。 

このため、移動曜日・頻度・時間帯を把握する。 

 

①移動曜日（平日・休日別又は曜日別） 

・移動の曜日（平日・休日別、又は具体的な曜日）を把握する。 

②移動頻度 

・移動目的ごとに移動頻度を把握する。 

※通勤・通学は平日に毎日移動することが一般的であるが、買い物や通院などは、週に 1回

などといった移動頻度であることも多い。 

※公共交通サービスを導入しようとする場合、外出頻度を把握することで収支計算、補助

額算定を行うことができる。 

③移動時間帯 

・移動の目的ごとに移動した時間帯を把握する。 

・公共交通を利用した場合は、乗車時刻と降車時刻、又は利用した便も把握する。 

・また、一度の外出で複数の用事（移動目的）を済ませることもあり、このような場合は

用事ごとではなく、用事の順を追ってトータルの移動の中で出発・到着時刻を把握する。 

（例）「自宅から病院へ行き、その後、買い物をして帰宅する。」 

自宅 9:00 出発 → 病院 10:00 到着 → 病院 11:00 出発 → スーパー11:30 到着 

→ スーパー12:00 出発 → 自宅 13:00 到着 
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（４）移動手段 【どのような手段で】 

出発地から到着地までを移動する場合、様々な移動手段を利用することがある。自家用車の

場合は自家用車だけを利用することが多いが、公共交通では複数の移動手段を利用する。 

そのため、移動実態を把握する際は、利用した移動手段の全てを把握する。 

なお、移動手段は「行き」と「帰り」それぞれで把握することがより望ましい。例えば、行き

はバスを利用しても、帰りはちょうど良い時間帯にバスの便がなく、タクシーで帰宅するなど

といったことがあるためである。 

 

【移動手段の分類】 

把握の対象とする移動手段の分類を次表に示す。 

対象地域の交通機関の整備状況により把握対象としない移動手段もあるため、地域の状況

に応じて設定する。 

なお、自家用車利用のうち、他者の運転に同乗している人や送迎で移動している人は、自

分自身での自由な移動に制約があり、公共交通の利用可能性もあるため、自分で運転する場

合と、同乗・送迎で移動する場合で分けてとらえる。 

 

表 移動手段の分類 

大分類 小分類（例） 

鉄道 新幹線、鉄道（在来線）、モノレール、新交通、路面電車・ＬＲＴ 

バス 高速バス、路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー、デマンド交通 

自動車 自家用車（自分で運転） 

自家用車（同乗又は送迎してもらう） 

タクシー・ハイヤー、自家用バス（企業、学校、集客施設の送迎車などを含む） 

バイク 自動二輪車、原動機付自転車 

自転車 自転車 

徒歩 徒歩、車いす 

その他 飛行機、船舶 

 

  

これらは必ず分けて把握することが必要 
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１－３．移動実態調査の調査対象と調査手法                   

 

１－３－１．移動実態調査の調査対象者 

（１）住民のうち公共交通の非利用者全体 

住民の移動実態調査は、公共交通の利用可能性がありながら他の移動手段を選択している人

（＝潜在的な利用者）が存在するとの前提に立ち、地域における公共交通の需要を真に把握す

るため、当該地域の住民がどこに・どのような手段により移動しているか、その全体像を捉え

ることを目的とするものである。 

このため、調査対象者は、本来、当該地域（一定の生活圏単位）の住民のうち公共交通の非

利用者の全てを対象とすることが望ましい。 

 

（２）住民のうち公共交通の非利用者で移動に制約のある人 

調査実施のための予算上の制約があって効率的に進める必要がある場合などは、公共交通の

利用可能性のある住民をターゲットとしてあらかじめ絞り込むことも考えられる。（例えば、高

校生や高齢者に限定した調査の実施など） 

一方、調査対象者をあらかじめ絞り込まない場合は、住民全体を対象としつつ、回答結果か

ら公共交通の非利用者や移動に制約のある人をターゲットとして絞り込んで分析を行うことと

なる。（※56 ページ 1-4-1.を参照） 

公共交通の非利用者で移動に制約のある住民の類型としては、次に示す２パターンが考えら

れる。 

 

①現在、移動に制約があるが、公共交通を利用していない人 

・現在、運転免許や自分で自由に使用できる自動車を持たないが、公共交通を利用しておら

ず家族等の送迎で移動している人、また、外出そのものを控えている人は移動に制約のあ

る人である。 

 

②今後、移動に制約が生じる可能性があるが、現在は公共交通を利用していない人 

・現在は自家用車を自分で運転して移動しているが、今後、加齢等により運転をやめた場合

や運転免許を返納した場合は、移動に制約のある人となり、自家用車に代わる移動手段と

して家族等の送迎か公共交通を利用することとなる。 

 

 

以上を踏まえると、現在及び今後において移動に制約があり、公共交通の利用可能性のある

ターゲットとなりうる人としては、次表に示す属性の住民があげられる。 
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表 公共交通利用のターゲットとなりうる住民とその特徴の例 

個人属性 
公共交通非利用者の移動に関する特徴（例） 

個人の特性・事情 移動環境 

高校生以下 ・自動車運転免許を持っていない。 

・規則でバイク通学が認められていない。 

・家族の送迎で通学している。 

・部活動の都合上、また、塾通いなどでは保護者の送迎で移動

している。 

・近くにルート・停

留所がないため、

公共交通を利用

できない。 

・近くにルート・停

留所はあるが、目

的地へ向かう便は

設 定 さ れ て い な

い。 

高齢者 ・自動車運転免許を持っていない割合が高い。 

・自動車運転免許を自主返納した。 

・自動車の運転に不安があるため家族の送迎で移動している。 

・現在は自分で自動車を運転しているが、将来的には運転免

許の返納を考えている、あるいは、運転をやめるつもりであ

る。 

その他の運転

免許又は自由

に使える自動

車の非保有者 

・自動車運転免許を持っていない。 

・規則で自動車通勤が認められていない。 

・自動車運転免許を持っているが、家族が通勤で自動車を使

ってしまうため、昼間時は自分が自由に使える自動車がない。 

 

 

（３）観光地などの地域特性に応じた地域外からの来訪者 

観光地を有する地域など、当該地域（一定の生活圏単位）外からの来訪者が多く、これらの

人々の公共交通への需要が大きいと見込まれる場合には、来訪者の移動傾向を把握することが

必要である。 

ここでの移動実態の把握は、公共交通の非利用者のうち、公共交通の利用可能性のある人を

対象とするため、調査対象者としては次に示す移動特性を有した来訪者を対象とする（又は対

象としない）ことが考えられる。 

・自動車での来訪者 ･･･ 観光地の駐車場などで調査を実施 

・来訪者が多い有名な観光地の場合は、WEB アンケートなどで調査を実施することも検討 

・貸切バスツアーでの来訪者は対象としない 
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（参考）必要となるサンプル数 

把握に必要な調査対象者のサンプルは多いほど精度が高くなるが、その分、調査費用もか

さむ。そのため、アンケート調査では、全住民の中からサンプル（調査対象者）を抽出する

ことになる。その場合、母集団の大きさ（全住民＝市町村の総人口など）に応じて必要とさ

れるサンプル数を算定し、更に、アンケートの回収率を想定して対象者数を設定する。 

次図には、母集団の大きさに応じた必要サンプル数（許容誤差 5%）を示す。 

 

 

図 必要サンプル数 

出典）自治体が行うバス（コミュニティバス）計画作成のポイント 

（H22.3、岩手県立大学総合政策学部 バス 110 番事務局）に一部加筆、修正 

 

必
要
サ
ン
プ
ル
数 

母集団の規模 
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１－３－２．移動実態調査の調査手法 

移動実態調査では、住民の一定程度の移動量の精度を確保することを勘案しながらアンケート調査を実施する。 

なお、アンケート調査以外に、面接調査（インタビュー調査）などで移動実態を把握することも考えられるが、移動量の精度を確保することは難しい。

そのため、面接調査（インタビュー調査）で移動実態を把握する場合は、住民の移動実態や問題点・課題をより詳細に掘り下げて把握するワークショップ

などにおいて、意見交換や議論を行うための参考情報として用いるなど、アンケート調査の補完として実施するものとして位置付ける。 

 

表 住民の移動実態調査の調査手法【アンケート調査】 

調査手順 メリット デメリット、課題 調査対象期間 調査実施時期 

・アンケート票を郵送で配布

し、回答者が記入後に郵

送で回収 

・郵送配布では、住民基本

台帳から一定割合で対象

者を抽出 

※地域によっては、町内会

などを通じて配布・回収 

・地域全体へまんべん

なく配布することが可

能である。 

・町内会などを通じて

配布・回収する場合、

高い回収率が期待で

きる。 

・回答は任意であるため、関心

の度合いによっては回収率

が低くなり、回答結果に偏り

が生じる可能性がある。 

・面接ではないため、回答者

の勘違いが生じる可能性が

ある。 

・対象者の回答の負担を考慮し、調

査票はなるべく簡素にすることが望

ましい。 

そのため、平日・休日各１日を基本

とし、曜日による変動が大きいと考

えられる場合にのみ１週間とする

か、あるいは、移動目的ごとに利用

頻度や利用する曜日を問うことで、

代替する。 

・特異な交通行動が生じにくい時期での実施

が望ましい。 

（パーソントリップ調査などは、1 年を通じて

特異な交通行動（帰省、長期の旅行等）が

少ない時期が比較的長く続くこと、比較的温

暖な時期であることなどから秋に実施するこ

とが多い。） 

・積雪期や観光地の場合は、それに適した時

期を選定する。 
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１－４．調査結果の集計・分析                         

 

１－４－１．ターゲットの絞り込みに関する集計・分析 
52,53 ページにて述べた通り、調査対象者をあらかじめ絞り込まず、住民全体を対象にアンケー

トを実施とした場合は、調査の回答結果から公共交通利用の可能性が高いターゲットを絞り込む。 

絞り込みに関する集計・分析項目の例を次表に示す。 

 
表 ターゲットの絞り込みに関する集計・分析項目（例） 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

公共交通非利用者 

×居住地別 

×年齢別（職業別） 

×世帯類型別 

×運転免許有無 

・移動に制約がある人の居住地を

地図上の町丁字にプロットし可視

化 

＜移動に制約のある人＞ 

・18 歳以下・65 歳以上等 

・高齢者の単独又は夫婦のみ世

帯（高齢者は 70 歳以上とするこ

とも（平成 29 年 3 月より、高齢

運転者(70 歳以上)の免許更新

手続きが改訂） 

・免許非保有者又は車非保有者 

・家族の送迎で移動している人 

・居住地は町丁字単位以下とする。 

・18 歳は高校生と大学生が重複す

るため、職業別でも集計し学生の

区分を明確化する。 

・移動に制約がある

人の規模と居住地

から、新たな公共

交通の導入を検討

すべき地域がわか

る。 

・絞り込まれたター

ゲットについての

移動特性の分析を

行う。 

・施策を講じる必要

性の高い地域にお

ける施策の導入検

討を行う。 

公共交通非利用者 

×居住地別 

×年齢別（職業別） 

×世帯類型別 

×自由に使える自動車

保有の有無 

公共交通非利用者 

×居住地別 

×年齢別（職業別） 

×移動手段（家族等の

送迎で移動） 

公共交通非利用者 

×居住地別 

×年齢別（職業別） 

×免許返納意向（又は

今後の運転の意向） 

・免許返納（又は今後運転をやめ

る）意向のある人の居住地を地図

上の町丁字にプロットし可視化 

・返納時期、運転とりやめ時期別に

プロットする。 

・居住地は町丁字単位以下とする。 

・今後、移動に制約

が生じる可能性の

ある人の規模と居

住地から、今後、

公共交通の導入を

検討すべき地域が

わかる。 

・絞り込まれたター

ゲットについての

現在の移動特性の

分析を行う。 

・施策を講じる必要

性の高い地域にお

ける施策の導入検

討を行う。 
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１－４－２．地域間ＯＤの集計・分析 

ターゲットとして絞り込んだ住民（移動に制約のある人）を対象に、出発地・到着地間の移

動者数を把握し、ＯＤデータ（出発地と到着地のペアごとの移動者数データ）としてまとめる。 

これにより、新たな公共交通サービスの提供が必要な地域間が明らかになる。 

 

（１）地域間ＯＤ表の作成 

・ＯＤ（出発地と到着地）と移動手段を基に、ＯＤ表としてまとめる。その際、個人ごとのＯＤ

データを町丁字や一定のまとまりのある地区単位に集約して集計する。 

・ＯＤ表の作成イメージは下表の通りであり、Ａ地区からＢ地区への移動が 40人、Ａ地区を出

発する人の合計は 280 人であることを示している。なお、Ａ地区からＡ地区への移動は 20人

だが、これはＡ地区内相互の移動である。 

・また、集計したＯＤ表を基に、地域間ＯＤ図を作成し可視化するとわかりやすい。 

 

表 地域間ＯＤ表の作成イメージ 

着 
発 

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 合計 

Ａ地区 20 人 40 人 170 人 50 人 280 人 

Ｂ地区 50 人 10 人 180 人 60 人 300 人 

Ｃ地区 150 人 200 人 60 人 80 人 490 人 

Ｄ地区 30 人 50 人 90 人 0 人 170 人 

合計 250 人 300 人 500 人 190 人 1,240 人 

 

・到着地が集客力の高い商業施設で、ここに到着する移動者が多い場合は、地区単位ではなく

出発地・特定施設間のＯＤ表として集計することも考えられる。 

 

表 集客力の大きい施設の例 

施設の種類 

業務施設 事業所 

教育施設 大学・専門学校、高校、小中学校 

文化・公益施設 公民館、図書館、博物館、体育館 等 

医療・介護施設 病院・診療所、通所介護施設 

商業施設、飲食施設 ショッピングセンター、スーパー、コンビニエンスストア、商店街、飲食店 

公共施設 市町村役場・支所、保健所、警察署 等 

交通施設 鉄道駅、バスターミナル 等 

娯楽・観光・レジャー

施設 

遊技場、運動場、観光・レジャー施設 
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（２）地域間ＯＤの内訳に関する集計・分析 

（１）で集計した地域間ＯＤについて、個人属性別（どのような人が）、移動目的別（何のた

めに）、時間帯別（いつ）、移動手段別（どのような手段で）にクロス集計してより詳細に把握

する。 

 

表 地域間ＯＤに関する集計・分析項目（例） 

集計・分析項目 集計・分析内容 わかること 分析結果の展開 

 地域間ＯＤ（＝(1)で集計）    

 ×個人属性別 ・高校生ＯＤ、高齢

者ＯＤなどを把握 

・移動に制約のある人のＯＤ

の内訳がわかり、施策を検

討する上でターゲットがより

明確になる。 

・特定属性に着目し

た施策の検討 

×移動目的別 ・移動目的ごとにＯ

Ｄを把握 

・ＯＤ量の多い移動目的、移

動に制約のある人の主な移

動目的と行先がわかる。 

・移動手段もクロス集計する

と、例えば、高校生の通学

で家族等の送迎が多いＯＤ

がわかる。 

・公共交通を強化す

べき、又は、新たに

導入を図る地域間・

方向の検討 

×移動時間帯別 ・行きと帰り別で移

動時間帯別のＯ

Ｄを把握（ＯＤとＤ

Ｏ） 

・移動ニーズの多い時間帯

がわかる。 

・公共交通の導入時

間帯（運行ダイヤ）

の検討 

×移動手段別 ・地域間の移動で

利用した移動手

段を把握 

・ＯＤごとに移動手

段の構成比を算

出 

・バス利用が可能なＯＤなが

らバス利用割合が低いＯＤ

などがわかり、バスへの利

用転換の可能性を確認でき

る。 

・既存公共交通への

利用転換を促進す

るための施策の検

討 

×運転免許返納意思あり 

又は 

×運転とりやめ意思あり 

・運転免許返納や

運転とりやめの意

思がある 人の現

在のＯＤを把握 

・移動制約者となる可能性の

ある人の現在のＯＤがわか

り、今後、公共交通へ利用

転換する可能性のある潜在

需要がわかる。 

・公共交通の導入形

態等の検討、導入

時期の検討 
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１－４－３．地域間ＯＤの内訳の集計・分析 

（１）移動目的の集計・分析 

移動目的によって利用の時間帯や求められるサービス水準が異なるため、移動目的を把握す

ることで、どのような点に重視してサービス内容を検討すべきかを捉えることができる。 

なお、移動目的のみでの集計・分析は、単に特徴を把握するにとどまるため、移動頻度、移

動時間帯、ＯＤなどとのクロス集計により分析を行う。 

 

（参考）表 移動目的別の特徴 

目的区分 主な移動時間帯特性 求められる移動サービスの内容 

通勤 朝、夕方～夜間 ・定時性、速達性の確保 

 

通学 朝、昼過ぎ～夕方 ・定時性の確保、低廉な移動費用 

習い事 日中、夕方～夜間 ・定時性の確保 

通院 日中 ・よりドアツードアに近いサービス 

買い物 日中、夕方 ・複数目的地への立ち寄りが可能な移動手段 

・買い物帰りでの荷物携行の負担軽減 

食事、社交、娯楽 等 日中、夕方～夜間 ・例えば、夜間帰宅時の交通サービス 

手続き 日中  

観光・レジャー 不定 ・適切な情報発信（事前に交通情報の入手が可能） 

・観光地までと観光地内の移動手段の乗り継ぎの

しやすさ 

・観光スポットを周遊できる移動手段確保 

 

 

（２）外出曜日・外出頻度・外出時間帯の集計・分析 

必要な交通施策の検討にあたり、どの程度の頻度でいつ移動しているのかを把握する。 

移動の多い（少ない）曜日や時間帯を把握することで、公共交通サービスを導入しようとす

る際、サービスを提供する曜日や時間帯を検討することができる。 

また、移動する曜日・頻度・時間帯は、移動目的や個人属性と関係が深いため、これらとの

クロス集計により分析する。 
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表 移動頻度・曜日・時間帯の集計・分析項目（例） 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

公共交通非利用者 

(年齢別(職業別)等) 

×移動目的別 

×外出頻度(又は外

出曜日) 

・移動目的ごとに外

出頻度（又は外出

曜日）を把握する。 

・移動目的別の外出頻度を考慮した移動

サービスの提供が必要であることがわか

る。（買い物と通院では外出頻度が異な

るなど。） 

・新たな公共交通

を導入する際、外

出頻度を考慮し

た将来需要推計

の実施 

（移動目的別×移動頻度別×回答者数 

の集計例） 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通非利用者 

(年齢別(職業別)等) 

×移動目的別 

×出発・帰宅時間帯

別 

・移動目的ごとに移

動時間帯を行き・

帰りで把握する。 

・移動目的ごとに公共交通サービスを提

供する時間帯がわかる。（買い物と通院

では出発時刻がやや異なるなど。） 

・帰宅は移動時間帯が分散し、これを考

慮した公共交通サービス提供の時間

帯を考える必要があることがわかる。 

・新たな公共交通

を導入する際、移

動時間帯を考慮

した運行ダイヤの

検討 

（買い物目的の移動時間帯） 

 

 

 

 

（通院目的の移動時間帯） 
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（３）移動手段に着目した集計・分析 

地域間ＯＤにおいて利用した移動手段を把握し、その地域間の公共交通サービスの状況と対

比させ、需要（地域間ＯＤ）と供給（公共交通サービス）のミスマッチの状況を考察する。 

 

表 移動手段に関する集計・分析項目（例） 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

公共交通非利用者 

(年齢別(職業別)等) 

×移動手段 

・地域間ＯＤを移動手段別に

把握する。中でも、家族の送

迎で移動しているなど移動に

制約のある人に着目する。 

・別途資料からバス系統などＯ

Ｄに関わる公共交通サービス

の現状を把握する。 

・移動に制約のある人のＯ

Ｄ（潜在的な需要）とその

ＯＤにバス路線が設定され

ているかなど、需給のミス

マッチが確認できる。 

・望ましいルート設

定の検討 

 

【分析例】 

・以下の地域間ＯＤ図は、コミュニティバスで移動した地域間ＯＤと（左図）、家族の送迎で移

動した高齢者の地域間ＯＤを図化し比較したものである。 

・この比較から、家族の送迎が必要な高齢者の移動の多さに比べて、コミュニティバスでの移

動者数は少ないことがわかる。そして、その要因は高齢者の移動ニーズ（地域間ＯＤ）に合

ったコミュニティバスルートが設定されていないことにある。その結果、現在のコミュニテ

ィバスルートをニーズに合ったものに見直すという方向性が見えてくる。 

 

【コミュニティバスを利用した地域間ＯＤ】 【家族の送迎で移動した高齢者の地域間ＯＤ】 

 

出典）『地域公共交通網形成計画』（2016 年 3 月、甲州市） 

図 地域間ＯＤの作図例 
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２．移動に対する意識・意向調査               

ここでは、住民全体の移動に対する意識・意向を把握する方法を示す。 

 
２－１．調査の目的と調査対象者                        

 
【意識・意向調査の意義・目的】 

ニーズ把握調査のうち、新たな公共交通サービスの提供を目的とするものについては、１.に

記した移動実態を事実ベースで把握するものに加えて、住民が日常の移動についてどの様な意

識・意向を有しているかを把握することが重要となる。 

これを把握する目的は、地域において既存の公共交通がサービスを提供しながらも、対応し

きれていない潜在的な需要を掘り起こし、新たな公共交通サービスを提供することで住民の移

動の便に供することにある。 

なお、ここで行う意識・意向の把握は住民全体を対象とするもので、１.住民の移動実態調査

と併せて実施することが必要である。 

 

【ターゲットの絞り込み】 

郊外部や中山間地域においては自家用車利用への依存度が大きく、公共交通の新たな導入や

改善をもってしてもその構造は容易には変わらない可能性もある。そのため、住民の中でも公

共交通の利用可能性の高い人、つまり移動に制約がありながら現在公共交通を利用していない

人などを主要なターゲットとして絞り込み、これらの人々の移動に対する意識・意向に特に着

目して把握・分析を行うことが望ましい。 

 

【一般住民とターゲットとの関係】 

一般の住民と移動に制約のある住民では、移動や公共交通に対する捉え方が大きく異なるも

のと認識する必要がある。そのため、一般住民と移動に制約のある人との意識・意向の違いを

比較分析し、移動に制約のある人が特に重視している意向を明らかにするなどして、公共交通

の利用に結びつくような解を見出すことが重要である。 

 

【住民に対する意識・意向調査の構成】 

2-3-1.既存公共交通の認知度の把握 ⇒ 施策検討の方向付け 

2-3-2.公共交通を利用しない住民に対する非利用の理由の把握 

2-3-3.移動に関する住民等の意識・意向の把握 

(1) 公共交通での移動に対する意識・意向の把握 

(2) 公共交通の利用可能性のある人の公共交通の利用意向、利用の条件の把握 

1) 移動に制約がある人の公共交通利用の意向、利用のための条件の把握 

①現在、家族等の送迎により移動している人の今後の意向 
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②今後の自動車の運転及び運転免許の自主返納の意向 

③自家用車利用者の利用転換に必要なサービス水準等の条件 

2) 地域外からの来訪者の公共交通利用のための方策・条件の把握 

 

 

２－２．意識・意向調査において把握するべき事項                

 

○公共交通の潜在的な需要の掘り起こしを行う上で把握するべき事項 

・まず、既存の公共交通に対する認知度について認知の程度ごとに把握し、その程度に応じて実

施すべき施策の方向性を位置づける。 

・次に、公共交通の利用可能性のある（移動に制約がありながら公共交通を利用していない人）に

対し、移動上の問題点と公共交通の利用意向・利用するための条件を把握する。 

◆把握するべき事項 

・既存公共交通に対する認知度とその程度（全く知らない、ある程度知っている等） 

・公共交通を利用しない住民の非利用の理由 

・公共交通の利用可能性のある人の公共交通利用の意向、条件 
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２－３．意識・意向調査において把握するべき内容                

 

意識・意向調査は、移動において具体的にどのようなことに問題を持ち、何を望んでいるのか

を明らかにし、潜在的な需要を掘り起こし、新たな公共交通サービスの提供を検討するための調

査内容を設定する。 

 

２－３－１．公共交通の認知度の把握 

まず、公共交通の存在が知られているのか、また、どの程度知られているのかを把握する。こ

の結果により、認知度に応じた利用喚起や利用促進のための検討材料とする。 

 

【公共交通の認知度の把握と検討の流れ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ｑ．バスの存在の認知度 

 

・バス路線・停留所等

の存在 

Ｑ．バスのサービス内容

等の認知度 

 

・乗り方 

・行先 

・運行頻度 

・運行ダイヤ 

・運賃体系 

他 

Ａ．存在を知っており、

利用もしている 

（既存公共交通利用者） 

Ａ．存在を知っているが、

利用していない 

Ａ．よく知っており、利

用している 

（既存公共交通利用者） 

Ａ．知らない。利用もし

ていない 

Ａ．存在を知らない 

Ａ．知っているが、利用

していない 

改善点がないか確認し、より利用し

てもらうための運行内容の向上策を

検討（⇒目的 1 にて把握） 

非利用の理由、利用の条件を把握し

対応策を検討（⇒2-3-2. 2-3-3.） 

知ってもらうための周知活動を展開 

改善点がないか確認し、より利用し

てもらうための運行内容の向上策を

検討（⇒目的 1 にて把握） 

非利用の理由、利用の条件を把握し、

対応策を検討（⇒2-3-2. 2-3-3.） 

運行内容等を知ってもらうための周

知活動を展開 

利用のための条件を整理 
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２－３－２．公共交通の非利用理由の把握 

公共交通を利用しない人に対して、利用しない理由を把握する。 

その際、運転免許や自分で自由に使える自動車を保有していない人をはじめ、移動に制約のあ

る人が利用しない理由に着目することが重要である。 

なお、公共交通を利用しない人は、2-3-1.を通じて整理されるように、公共交通の存在やサー

ビス内容を知らないため利用していない人と、公共交通の存在やサービス内容を知りつつも利用

していない人に分けられ、両者の間では公共交通の利用に対する意識が大きく異なっているもの

と想像される。 

そのため、例えば、近くにバス停がないため利用しないといった回答に対し、回答の通り近く

にバス停がないことが利用しない要因であるのか、あるいは、近くにバス停があることを知らな

いことに原因があるのか、これらの点を精査しながら分析を進めることが重要である。 

 

表 公共交通の非利用者の利用しない理由の例 

分類 公共交通を利用しない理由（例） 

ルート、バス停 ・目的地へ行く路線がないため 

・自宅や目的地近くにバス停がない、又は遠いため 

・バス停付近に駐輪場が無いため 

運行頻度 ・運行便数が少ないため 

運行時間帯 ・始発時刻が遅い、終発時刻が早いため 

・ちょうどよい時間帯に便がないため→△時にない 

移動時間 ・時間がかかるため 

定時性 ・時刻表通りに来ないため 

経済性 ・運賃が高いため 

乗り継ぎ ・（公共交通相互の）乗継移動が負担に感じるため 

快適性 ・混雑していて座れないため 

・買い物の荷物を持って帰ることがつらいため 

・待合室やベンチが無く待っている時間がつらいため 

バリアフリー ・バス停付近などに段差があるため 

情報提供 ・目的地へ行く公共交通の情報（系統、運行ダイヤ等）を知らないため 

・乗り方を知らないため 

他移動手段の優位性 ・目的地施設の送迎バスを利用できるため 

・家族等に送迎してもらえるため 
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２－３－３．移動に関する意識・意向の把握 

（１）公共交通での移動に対する意識・意向の把握 

2-3-2.で把握した公共交通の非利用理由は、公共交通で移動する際の不満と言い換えること

ができる。そのため、公共交通で移動する場合を想定してもらい、不満を解消するためのサー

ビス水準等の意向を把握する。 

 

表 移動に関する意識・意向の調査項目・内容（例） 

調査項目 把握内容 ねらい 

目的地への

移動 

よく出かける行先（施設）、又は行きたい施設 

（公共交通の利用の有無に関わらず把握） 

行先として多くの住民からあげられた

施設への公共交通サービスの導入 

待ち時間 許容可能な待ち時間の最大値（何分までならば待てるか） 運行本数検討の際の条件把握 

移動時間帯 許容可能な始発の繰り上げ時刻、終発の繰り下げ時刻 運行ダイヤの検討の際の条件把握 

移動時間 許容可能な所要時間の最大値、又は現在の移動時間との

差の最大値（最大何分までならば我慢できるか、又は現在

と比べて何分余計にかかっても我慢できるか） 

現在の移動時間についても把握 

急行便・直行便設定の検討の際の

条件把握 

最寄バス停

までの移動 

許容可能なバス停までの移動時間の最大値 

（何分以内の場所にバス停があれば利用するか） 

既存路線のルート変更、新規ルート・

バス停設置の際の条件の把握 

駐輪場等 バス停付近へ駐輪場等を設置した場合の利用意向、利用

の条件（駐輪等の費用） 

駐輪場等設置の検討の際の条件把

握 

遅延 許容可能な遅延時間の最大値 

（時刻表上の時間から何分までの遅延ならば我慢できるか） 

混雑を回避するルートの検討の際の

条件把握 

移動費用 許容可能な運賃の最大値（いくらまでならば支払ってもよい

か）（※差額を算出するため、現在の移動費用も把握） 

運賃検討の際の条件把握 

車内混雑 許容可能な混雑状況（着席が必須など） 供給するサービス水準（運行本数

等）の検討の際の条件把握 

荷物の携行 荷物携行の負担の大きさの把握 ドアツードアに近い交通サービスの

導入検討の際の条件把握 

待合施設 バス停の待合施設の必要度 待合施設設置検討の際の条件把握 

バリアフリー

への対応 

経路上のバリアフリー化の必要度 ドアツードアの交通サービスの検討

の際の条件把握 

情報発信 どのような情報提供があれば利用転換する可能性があるか

の把握 

特に必要な情報の把握 

送迎への意

識 

公共交通サービス導入による送迎からの利用転換の意向 

家族等による送迎を負担と感じる心情の有無の把握 

家族等による送迎から転換する人数

の把握 
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（２）公共交通の利用可能性のある人の公共交通の利用意向・利用条件の把握 

移動上の問題点・困りごとへの改善策として、新たな公共交通の導入や既存公共交通の改善

が必要と考えられる場合において、具体的な施策の内容を検討する際、公共交通の非利用者の

利用意向、利用のための条件を把握する。 

 

１）移動に制約がある人の公共交通利用の意向、利用のための条件の把握 

日頃、公共交通を利用していない人は主に自家用車を利用していると考えられ、これらの人々

が公共交通へ利用を転換する可能性は非常に低いと考えられる。 

ただ、非利用者にも様々な人がおり、人によっては公共交通への利用転換の可能性があると

考えられる。そのため、利用転換の可能性に係る背景などを念頭に置き、現在の非利用者を次

のように区分した。 

 

【公共交通の利用可能性がある非利用者】 

①現在、家族等の送迎で外出している人 

・現在、家族等が運転する自家用車で移動しているが、家族等の負担軽減のため、ある

いは、家族等の都合により、公共交通へ利用を転換する可能性がある。 

 

②今後、自動車の運転をやめることを考えている人 

・加齢等により自分自身の運転に不安を感じ、自動車運転免許の自主返納や自動車の運

転をやめることで、公共交通を利用する可能性が出てくる。 

 

③公共交通のサービス水準が低いため他の移動手段を利用している人 

・公共交通を利用しても良いと思っているが、地域公共交通のサービス水準などが低い

などにより利用しづらいことから、自家用車など他の移動手段を使わざるを得ない人

は、公共交通のサービス改善で利用を転換する可能性がある。 

※「（１）公共交通での移動に対する意識・意向の把握」を通じて意向を把握する。 

（調査項目は（１）と同様） 

 

 

以上を踏まえ、公共交通の非利用者が利用を転換する可能性や、利用転換に必要な条件等の

把握内容の例を次に示す。 
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①現在、家族等の送迎により移動している人の今後の意向 

現在、家族等の送迎により移動している人が、今後、地域公共交通へ利用転換する可能性

や条件を把握する。調査内容の例を次に示す。 

 

表 家族等の送迎により移動している人の今後の意向に関する調査項目・内容（例） 

区分 調査項目 把握内容 ねらい 

個人属性 

＊ 

年齢 

職業 

年齢 ・被送迎の主体（高校生、高齢者等）の

把握 

・高校生以下と大学・専門学校生の別を

把握 

会社員、パート･アルバイト、学

生、専業主婦夫、無職等 

居住地 町丁字単位以下 ・被送迎の主体の居住地の把握 

移動実態 

＊ 

移動目的 通学、通院、買物等 ・送迎で移動する際の移動目的の把握 

移動の頻度 

（送迎回数） 

移動目的別に移動頻度、又は送

迎回数を把握する。 

・公共交通への利用転換の需要規模の

推計の基礎情報 

移動時間帯 出発時刻と到着時刻を行きと帰り

で把握する。 

・運行時間帯の検討の基礎情報 

意 向 ・ 条

件把握 

公 共 交 通 へ の

利 用 転 換 の 意

向、利用の条件 

目的地を経由する公共交通が導

入された場合の利用の有無と、

利用するための条件 

（条件として、運行ダイヤ、運賃、

バス停等の位置 等） 

・利用転換の需要規模の把握 

・利用転換しない場合の理由の把握 

・利用転換を決める際の公共交通に求

められる条件の把握 

＊個人属性及び移動実態については、基本的に移動実態調査にて把握する。 

 

②今後の運転免許の自主返納及び自動車の運転の意向 

今後、加齢等に伴って自動車の運転をやめる、又は、運転免許を自主返納した場合を想定

し、公共交通への利用転換の可能性を検討するために必要な把握内容の例を示す。 
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表 自動車運転免許の自主返納の意向に関する調査項目・内容（例） 

区分 調査項目 把握内容、ねらい 

個人属性 

＊ 

年齢 ・自主返納の可能性の時期を想定するため、現在の年齢を把握 

同居者の構成 ・自主返納後、家族等による送迎の可能性を把握 

移動実態 

＊ 

日常の外出目的 ・公共交通を利用する際の外出目的を把握 

目的別の外出の頻度 ・公共交通への利用転換の需要規模の推計の基礎情報 

目的別の外出時間帯 ・運行時間帯の検討の基礎情報、行きと帰りで把握 

意 向 ・ 条

件把握 

今後の自動車運転の意向

と運転をやめる時期 

・現在の年齢別に、今後の自動車運転の意向、運転をやめる場

合はその時期（年齢）を把握 

自動車運転免許の自主返

納の意向と時期 

・現在の年齢別に、運転免許返納の可能性、返納を考えている

時期（年齢）を把握 

→公共交通へ利用転換の可能性のある時期と規模を想定する。 

運転をやめた後又は自主

返納後の移動手段 

・自主返納後の公共交通の利用の可否、又は、家族等による送

迎の可能性の把握 

運転をやめる又は自主返

納するための条件 

・自主返納を決める際の代替移動手段（地域公共交通）に求める

条件の把握 

＊個人属性及び移動実態については、基本的に移動実態調査にて把握する。 

 

③自家用車利用者の利用転換に必要なサービス水準等の条件 

現在、公共交通のサービス水準が低いなどの理由により自家用車を利用している人に対し、

公共交通へ利用転換する可能性や公共交通を利用してもらうための条件を把握する。 

調査項目・内容は、「（１）公共交通での移動に対する意識・意向の把握」（66 ページ）で示

した事項と同様である。 

一方、調査において公共交通への利用転換の意向があることを把握し、実際にその意向を

受けて公共交通サービスを導入したところ利用状況が芳しくないということはよく耳目に触

れるところである。そのため、単に利用するか否かではなく必要なサービス水準をしっかり

把握することが必要である。 

また、現在、自家用車を利用している人は、今後も生活パターンに変化がなければ、公共

交通へ利用転換する可能性は低いと想像されるが、自転車や徒歩で比較的長距離を移動して

いる人、あるいは、高い費用を払ってタクシーで移動している人であれば、自家用車利用者

よりは公共交通への利用転換の可能性があるとも考えられる。 

従って、対象者の現在の移動状況や必要なサービス水準のうち何を重視しているのかなど

を勘案しながら、利用の可能性を見極めることが必要である。 

 

２）地域外からの来訪者の公共交通利用のための方策・条件の把握 

観光客など、その地域の交通事情に詳しくない地域外からの来訪者に対し、移動の状況や
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公共交通を利用するとした場合に何が必要なのかを問う。 

表 観光客をはじめとした来訪者の意識・意向の調査項目・調査内容（例） 

調査項目 調査内容 留意事項 

事前の情報収集 事前に収集した情

報内容 

・事前（出発前）に収集した移動に関する情報内容を問う。（目

的地への行き方、時刻、運賃等） 

事前に収集したい

情報内容 

・事前（出発前）に必要な移動に関する情報内容を問う。 

（目的地への行き方、時刻、運賃等） 

情報収集をした方

法・媒体 

・事前に情報収集するのに使用した媒体名等を問う。 

（ＨＰ、ＳＮＳ、ガイドブック、知人等） 

情報収集をしたい

方法・媒体 

・事前に情報収集するのに使用したい媒体名等を問う。 

（ＨＰ、ＳＮＳ、ガイドブック、知人等） 

来訪時の公共交

通への評価と理

由 

移動手段の選択と

その理由 

・来訪した際の公共交通の利用状況と公共交通を利用した（し

なかった）理由を問う。 

・その際、出発地から当該地域までの移動と当該地域内の観光

周遊の際の移動の２つに分けて把握する。 

公共交通の満足状

況とその理由 

・利用した公共交通の満足状況と満足・不満足の理由を問う。 

公共交通の利用に

求められる条件 

・公共交通を利用するために必要な条件、施策の具体的内容を

問う。 

 
 
（３）留意事項 

１）満足状況等を把握する上での留意事項 

移動に対する満足状況や公共交通の非利用の理由を問う場合、満足度や非利用の理由を回答

してもらうだけでなく、どうであれば不満が解消されるのか、どういうサービス水準であれば

公共交通を利用するのかといったことまで掘り下げて把握することが重要である。 

例えば、公共交通の非利用者が、公共交通は運賃が高いため利用しないと回答した場合、い

くらであれば利用するのかなど、満足か不満かの更に一歩先（＝どう移動したいのか）を、具

体的に把握することが重要である。 

 
２）問題点（困りごと）の大きさの把握 

人によって移動上の問題点（困りごと）は様々あると考えられる。また、アンケートで回答

選択肢の中から選んでもらう方法ではどれが最も問題と感じているのかがわからない。 

従って、問題点の大きさも含めて把握することも有効である。 

⇒ 最も問題と思うことや、問題と思うことの順位付けなどにより大きさを把握する。 
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⇒ 回答結果と関連する利用実態と照合して問題の大きさを捉える。 

２－４．調査手法                               

 

（１）調査手法の選定 

意識・意向の把握調査は、全体の傾向の把握とこれを補強・補完するための詳細の把握を行

い、それぞれに合った手法を選定する。 

 

○ アンケートにより、移動や公共交通に対する意識・意向の全体傾向を把握 

○ 面接やワークショップ等により、アンケートを補強・補完するための意識・意向を把握 

 

具体的な調査手法の選定にあたっては、適用が考えられる調査手法の特徴を踏まえ、調査費

用などを勘案して選定することとなる。 

基本的な手順は、①アンケート調査（郵送等）を実施し住民全体の移動に関する意識・意向

等の把握を行い、その上で、アンケート結果では把握できなかった詳細の事項等を把握するた

め、あるいは、より詳細に把握すべき対象者の意識・意向を把握するため、②面接調査（イン

タビュー調査）や③ワークショップなどを実施し、①アンケート調査の結果の補強・補完を行

う。 

 

①アンケート調査 

・住民全体の移動に関する意識・意向等を把握するために実施する。 

②面接調査（インタビュー調査）、③ワークショップ 

・アンケート調査の補強・補完のため実施する。実施パターンとしては次の通り。 

⇒アンケートでは質問内容の分量が多くなりすぎるため盛り込めなかった場合に、詳細な

意識・意向を把握するため面接調査などを実施する。 

⇒アンケート結果からターゲットを絞り込み、公共交通の利用可能性のある人を対象に、

より詳細な意識・意向等を把握するために実施する。 

 

これらの調査手法について、次に示す通り整理した。 
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１）住民全体の傾向の把握 

アンケート調査により、住民全体の移動に対する意識・意向の傾向を把握する。 

 

表 住民の意識・意向把握の調査手法（住民全体の傾向の把握） 

 調査手順 調査対象者 把握内容 メリット デメリット、課題 調査実施時期・日時 

①
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

・住民基本台帳か

ら一定割合で対

象者を抽出（場

合 に よ り 悉 皆 ）

し、郵送で配布、

対象者が回答を

記入後、郵送で

回収 

・住民全体の移動実

態の把握と併せて

実施する。 

・対象者の抽出は、

移動実態の把握と

同様である。 

・移動上の問題点 

・公共交通の利用意

向、利用の条件 

・運転免許の返納、今

後の運転の意向 

・地域外居住者の事前

情報収集 

・地域全体へまんべん

なく配布することが可

能 

・インタビューに比べ

回収数が多い 

・住民全体の傾向の把

握が可能 

・回答は任意のため、関心の度

合いによっては回収率が低く

なり、回答結果に偏りが生じる

可能性がある。 

・特に地域外居住者は回収率

が低い可能性がある。 

・無回答の項目が生じやすい。 

・面接ではないため、回答者の

勘違いが生じる可能性があ

る。 

・公共交通の開業・廃止など、地域

の交通環境が変わった後などや、

改善実施の目標時期から逆算して

実施時期を検討する。 

※年度が変わると、学校の卒業や入

学、就職、転勤などにより利用者自

身や移動環境が変わる可能性が高

いため、留意する必要がある。 
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２）アンケートを補強・補完するための意識・意向等の把握 

住民全体を対象としたアンケート調査に続き、これを補強・補完するため、②面接調査（インタビュー）、③ワークショップなどを実施する。 

 

表 住民の意識・意向を把握する調査手法（面接調査、ワークショップ） 

 調査手順 調査対象者 把握内容 メリット デメリット、課題 調査実施時期・日時 

②
面
接
調
査
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
） 

・調査員が対象者

へのインタビュー

により回答を聞き

出 し 調 査 員 が 記

入する。 

・学校、職場、会合

の場、イベント開

催 時 な ど 住 民 が

集まりやすい場所

で実施 

・地域住民 

・観光地などにお

ける地域外からの

来訪者 

・①アンケート調査と

同様の内容の他、ア

ンケート調査で捉え

きれなかった事項 

・質問内容の丁寧な説明が可

能で、勘違いや無回答が回

避できる。 

・アンケートでは把握しきれな

い個別事情や意見内容を掘

り下げて把握することが可能 

・地域外居住者の場合、アン

ケートでは回収率が低い可

能性があるため、面接が効果

的 

・得られるサンプル数

が少ない。その割に

費用がかかる。 

・調査員への事前の教

育・訓練が必要で、

調査員の質が影響す

る可能性がある。 

※①アンケート調査と同様 

③
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

・住民が公民館な

どに一堂に会して

意見を出し合う。 

・地域住民 

・事前に町内会な

どを通じて移動に

制約のある高齢

者な ど を中 心に

集まってもらう。 

・①アンケート調査と

同様の内容の他、ア

ンケート調査で捉え

きれなかった事項、

また、移動上の困り

ごとに重点を置いて

把握 

・質問内容の説明を対象者全

員にできるため、対象者の理

解に差異が生じにくい。 

・複数参加者の意見交換で、

新たな改善策を見出す可能

性がある。 

・より踏み込んだ個別事情や

意見内容の把握が可能 

・関心の高い人のみが

参加する傾向がある

ため、回答に偏りが

生じる可能性がある。 

・進行役に一定のスキ

ルが必要 

・利用者が参加しやすい日、時間帯を設

定することが必要。 

→高齢者の場合は日中の時間帯 

→就業者の場合は休日や平日の夜間 

・既に開催予定のある会合（高齢者の親

睦会、子育て中の親の交流の会、学校

の保護者の会など）に合わせ、会合の

一部時間を割いてもらって実施する。 
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２－５．調査結果の集計・分析                         

 

ここでは、現在公共交通を利用していない住民が、今後公共交通を利用する可能性、地域外居

住者の来訪において公共交通を利用してもらうために講ずる施策を検討するための分析項目の例

を示す。 

 

【公共交通の利用転換の可能性に関する分析項目】 

 

２－５－１．ターゲットの絞り込みのための集計 

まず、公共交通を必要としている主要なターゲットは誰なのかを絞り込み、そのターゲット

が日常の移動で困っていることや、どうあってほしいのかを明らかにし、改善策へとつなげる。 

次には、ターゲットを絞り込むための集計項目を示す。 

 
表 ターゲットの絞り込みのための集計項目（例） 

集計項目（例） 把握内容、使途、留意事項 

居住地別 

×年齢階層別 

○自動車を使えない、又は、使えない可能性の高い住民を年齢から判断して把握

する。 

・主に、高齢者、高校生以下を自動車が使えない階層と見なし、これらの居住者がど

こにどの程度居住しているのかを把握する。 

居住地別 

×高齢者単独世帯 

○送迎してもらえる同居者がいない住民を把握する。 

・自分で自動車を使えない可能性の高い高齢者のうち、更に、同居者による送迎を

見込めない住民、つまり、単独世帯、夫婦のみの世帯の住民をターゲットとし、どこ

にどの程度居住しているのかを把握する。 

居住地別 

×高齢者夫婦のみ世帯 

運転免許有無別 ○自動車を使えない住民を把握する。 

・運転免許を保有していない、又は、自由に使える自動車を保有していない住民を

ターゲットとし、どこにどの程度居住しているのかを把握する。 

自由に使える自動車保

有の有無別 

運転免許返納意向別 ○今後、自動車を使えず移動に制約が生じる可能性のある住民を把握する。 

・今後、運転免許を返納する意向があり公共交通の利用可能性が高い住民をターゲ

ットとし、どこにどの程度居住しているのかを把握する。 

  

１．ターゲットの絞り込みのための分析 

２．潜在需要の把握（ニーズの掘り起こし）に関する分析 

（１） 運転免許の自主返納と公共交通利用の意向等に関する分析 

（２） 家族等の送迎により移動している人の今後の意向に関する分析 

（３） 公共交通非利用者の公共交通利用転換の可能性検討に関する分析 

３．地域外からの来訪者を対象とした分析 
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２－５－２．潜在需要の把握（ニーズの掘り起こし）に関する分析 

（１）運転免許の自主返納と公共交通利用の意向等に関する分析 

今後、運転免許の返納が増加すると見込まれる中で、返納後の移動手段として公共交通利用

の可能性などについて分析する。 

 

表 集計項目・分析内容（例） 【運転免許の自主返納と地域公共交通の利用】 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

現在の年齢別 

×自主返納意向あり 

×返納時期(年齢) 

・自主返納の意向を把握 

・現在の年齢と返納時期を把握

し、移動に制約の生じる時期を

推測 

・どの時期を念頭に公共

交通の導入や改善を実

施すればよいか見当が

つく。 

・ 公 共 交 通 の 導

入・改善の目標

時期の設定 

世帯の構成別 

×自主返納意向あり 

・自主返納後の家族等による送

迎の可能性を把握 

・家族等による送迎の有

無から公共交通を利用

す る 需 要 規 模 が わ か

る。 

・公共交通のサー

ビス内容の検討 

自主返納意向あり 

×日常の移動目的 

・自主返納後に公共交通を利用

する際の目的を把握 

・公共交通を利用すると

した場合の移動実態が

想定でき、サービス内容

の検討が可能となる。 

自主返納意向あり 

×移動目的別 

×移動頻度 

・自主返納後に公共交通を利用

した場合の需要規模を把握 

自主返納意向あり 

×移動目的別 

×移動時間帯 

・自主返納後に公共交通を利用

する際の移動時間帯を把握 

・行きと帰りで把握 
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（２）家族等の送迎により移動している住民の今後の意向に関する分析 

家族等の送迎で移動している住民を対象に、公共交通への利用転換の可能性について分析す

る。 

家族等の送迎で移動している住民は、高齢者、部活動等でスクールバスを利用できない小中

高校生、塾通いしている小中高校生などがあげられる。 

 

表 集計項目・分析内容（例） 【家族等の送迎から地域公共交通への利用転換】 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

年齢別(又は職業別) 

×公共交通利用転換の意向の

有無 

・高齢者を対象に、通院等で送迎から公

共交通へ利用転換が可能か把握する。 

・高校生を対象に、通学で送迎から公共

交通への利用転換が可能か把握する。 

公 共 交 通 に

見込まれる需

要 規 模 が わ

かる。 

公共交通導入の

是非の検討 

導入内容の検討 

年齢別(又は職業別) 

×移動目的別等 

×公共交通へ利用転換するた

めの条件 

・高齢者や高校生を対象に、公共交通

への利用転換のために必要となる条件

やサービス水準などを把握する。 

・移動の時間帯や求められるサービス水

準の違いを考慮し、移動目的ごとなど

で把握する。 

公 共 交 通 を

導 入 す る 場

合のサービス

内 容 が わ か

る。 

公共交通サービ

ス内容の検討 

公共交通利用転換意向あり 

×現在の送迎での移動目的別 

×移動頻度 

・利用転換後の代替手段となる公共交通

の需要規模を把握するための基礎情

報とする。 

公共交通利用転換意向あり 

×現在の送迎での移動目的別 

×移動時間帯 

・利用転換後の代替手段となる公共交通

の運行時間帯を検討するため、現在の

移動時間帯を行きと帰り別で把握す

る。 
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（３）公共交通非利用者の公共交通利用転換の可能性検討に関する分析 

公共交通を利用しない人が、公共交通を利用するための条件について分析する。 

 

表 集計項目・分析内容（例） 【非利用者の利用転換】 

集計・分析項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

普段の移動手段別 

×公共交通利用転換の意向 

・特に自家用車利用（自分

で運転）について、回答

の如何によらず、転換可

能性は低いとみなす。 

・公共交通への利

用転換意向のあ

る人のうち、より転

換可能性の高い

人を把握できる。 

・転換可能性の低

いとみられる人を

除いた意向分析 普段の移動手段別 

×公共交通利用転換の条件 

自由に使える自動車の保有有無別 

×公共交通利用転換の意向 

・特に、都市部以外の地

域で、自分が自由に使え

る自動車の保有者は回

答の如何によらず、転換

可能性は低いとみなす。 

自由に使える自動車の保有有無別 

×公共交通利用転換の条件 

 

（４）分析に基づくニーズ・課題の把握（例） 

移動実態と意識・意向の把握から、移動上の問題点とニーズの把握例を次に示す。 

 

○移動実態に基づくニーズ把握の例 

◆ターゲットの移動実態 

・「誰が」（個人属性）： 同居する家族がいる高齢者で、自動車運転免許は持っていない 

・「何のために」（移動目的）：病院へ通院するため。 

・「いつ」（外出頻度、移動時間帯）：月に数回、○時に出発、△時に到着、□時に帰宅 

・「どこからどこへ」（行先、ＯＤ）：自宅からまちなかにある○○病院へ 

・「どのような手段で」（移動手段）：家族が運転する自家用車で送ってもらっている。 

↓ 

◆ターゲットの困りごと（移動実態と既存公共交通とのミスマッチの状況の検証） 

・自宅近くにコミュニティバスが通っているが、合併前の旧町の中を巡回するルートで、諸

機能が集積しているまちなかへ行く公共交通はない。 

・そのため、まちなかの病院へ行くには家族に自家用車で送ってもらう必要があり、公共交

通を利用して出かけることができない。 

↓ 

◆明らかになったニーズ、課題 

・自動車運転免許を持っていない高齢者のまちなかへの移動手段の確保が求められている。 

・そのため、既存のコミュニティバスのルートの見直し、あるいは、新たな交通モードの導

入が必要である。 
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２－５－３．地域外からの来訪者を対象とした分析 

地域外からの来訪者の移動において、公共交通に求められるサービス内容等の条件について分

析する。 

 
 

表 地域外からの来訪者を対象とした分析の集計項目・分析内容（例） 

【事前の情報収集に関する事項】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○事前の情報収集 1 

公共交通非利用者 

×年齢別 

×事前に必要な公共交

通に関する情報内容 

・非利用者が公共交通を利

用するとした場合に、事前

に収集したい情報内容を

把握する。 

・現在の情報提供内容か

ら、情報提供内容のミスマ

ッチの状況、必要な情報

内容がわかる。 

・情報発信内容の

改善 

○事前の情報収集 2 

公共交通非利用者 

×年齢別 

×情報提供を望む媒体 

・非利用者が公共交通を利

用するとした場合に、望む

事前情報収集の際の媒体

を把握する。 

・現在の情報提供方法か

ら、提供方法のミスマッチ

の状況、より効果的な情報

提供の方法がわかる。 

・情報発信方法の

改善 

 
 

表 地域外からの来訪者を対象とした分析の集計項目・分析内容（例） 

【来訪時・周遊時の公共交通の非利用の要因に関する事項】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○観光地来訪時の公共交通利用 

来訪時の公共交通非利用者 

×公共交通の非利用の理由 

・公共交通非利用者の

非利用の理由を把握 

・観光地までの移動に

おいて公共交通に不

足している事項がわか

る。 

・観光地へアクセス

する公共交通の

改善内容の検討 

○観光地周遊時の公共交通利用 

周遊時の公共交通非利用者 

×公共交通の非利用の理由 

・公共交通非利用者の

非利用の理由を把握 

・観光地内の周遊にお

いて公共交通に不足

し て い る 事 項 が わ か

る。 

・観光地内を周遊

する公共交通又

は二次交通の改

善内容の検討 
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表 地域外からの来訪者を対象とした分析の集計項目・分析内容（例） 

【来訪・周遊で公共交通を利用する際の利用条件】 

集計項目 集計・分析方法 わかること 分析結果の展開 

○観光地来訪時の公共交通のサー

ビス水準 

・非利用者が希望する

サービス内容・水準を

把握する。 

・観光地までの移動

において、公共交通

に必要なサービス内

容とサービス水準が

わかる。 

・観光地へアクセス

する公共交通の

サービス内容・水

準の改善内容の

検討 

公共交通非利用者 

×望む運行頻度（又は運行時間帯） 

公共交通非利用者 

×望む移動時間 

公共交通非利用者 

×望む運賃水準 

○観光地周遊時の公共交通のサー

ビス水準 

・非利用者が希望する

サービス内容・水準を

把握する。 

・観光地内の周遊に

おいて、公共交通に

必要なサービス内

容とサービス水準が

わかる。 

・観光地内を周遊

する公共交通又

は二次交通のサ

ービス内容・水準

の改善内容の検

討 

公共交通非利用者 

×経由を望む観光スポット・施設 

公共交通非利用者 

×望む運行頻度（又は運行時間帯） 

公共交通非利用者 

×望む運賃水準 
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Ⅳ．交通施策の検討・実施・評価               

１．検討対象の設定                     

１－１．検討対象区域の設定                          

 

○ 既存公共交通の利用実態調査、住民の移動実態調査に基づき、利用者や住民の日常の生活圏

を把握し、その生活圏をベースに検討対象区域の設定を行う。 

※ 市区町村域そのままなど、あらかじめ区域を設定するのではなく、住民が日常的に外出行動を行

う生活圏を認識して、これに合った区域の設定を行うことが重要である。 

 

既存公共交通の利用実態調査、住民の移動実態調査に基づき、検討対象とすべき範囲（区

域）の設定を行う。これまでに策定されている地域公共交通網形成計画では、多くの市区

町村で行政区域を単位として対象区域を設定している場合が多い。 

一方、住民の日常生活における移動は、行政区域と合致することのほうがまれであり、

行政区域を越えた移動や、逆に、行政区域の一部地域で日常生活が完結している場合など、

様々である。 

従って、地域公共交通の施策を検討する対象範囲としては、日常の生活圏を基本とした

区域とし、行政区域にとらわれない設定とすることが望ましい。 

 

 

１）市区町村を統合した広域の区域設定  

・日常生活圏が行政区域を越えて形成されている場合、隣接する市区町村とともに一つの

まとまりとして検討していくことが望ましい。 

 

２）市区町村域を分割した区域の設定  

・平成の大合併により行政区域が広範囲に拡がったため、同じ市区町村内でありながら日

常生活圏が異なる地域が存在する場合がある。 

・このような場合は、日常生活圏に則し、市区町村域をいくつかに分割した区域や、行政

区域をまたがって区域を設定することが望ましい。 
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【１つの行政区域にとらわれずに計画区域を設定した例】 

「フラワー長井線沿線地域公共交通網形成計画」：長井市・南陽市・川西町・白鷹町を対象 

 

「芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画」：宇都宮市の一部地域と芳賀町を対象 

 

「会津若松市地域公共交通網形成計画」：会津若松市域を計画区域としつつ隣接市町村と連携 
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１－２．対象者（ターゲット）の設定                      

 
これまでに述べてきた既存公共交通の利用実態調査及び住民の移動実態調査の集計・分析を通

じて、移動に制約のある人々（高齢者や高校生など）の移動上の特性、問題点、意向が明らかに

される。 

具体的な交通施策の検討にあたっては、以上を基に移動に制約のある人々を中心としつつ、そ

の他考慮すべき対象者があればこれらも含め、交通施策を講じる対象者（ターゲット）を設定す

る。 

 

【 交通施策を講じる対象者（ターゲット）】 

① 既存公共交通の利用者 

② 現在、公共交通を利用していないが、条件が合えば利用の可能性がある人 

・現在、家族等の送迎で移動している人 

・今後、自動車の運転をやめることを考えている人 

・公共交通のサービス水準が低いために他の移動手段を利用している人 

③ 地域外に居住し、当該地域に来訪した人 
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２．交通施策の検討                     

住民の移動実態及び意識・意向に基づく移動上の課題に対し、講ずるべき交通施策の方向性を

検討し、続いて施策の実現に向けたプロセスを確認し、その上で施策内容の具体化を図る。 

 

２－１．交通施策の方向性の検討                        

 

公共交通の利用実態及び住民の移動実態の把握、公共交通に対する住民の意識・意向の把握を

通じ、公共交通の利用上の課題や住民の移動上の課題を明らかにし、改善策（交通施策）の方向

性を検討する。 

交通施策の方向性の検討とは、 

『誰が、いつ、どこへ行く際の移動の障害を除去し、どのように移動することを可能とする

のか。』 

に応えることである。 

次には、課題と交通施策の方向性の例を示す。なお、これらは一例であり、各地域が抱えてい

る課題の解決に最もふさわしい交通施策をそれぞれで検討すべきである。 

 

【例１（既存公共交通の利用実態と住民の意識・意向に基づく課題）】 

○既存公共交通の運行サービス内容が住民の生活行動に合っておらず、使い勝手が悪いなど

の問題に対応し、運行サービス内容を見直し、不便の解消、利用促進を図ることが課題で

ある。 

 

（１）経路や運行内容の見直しによる対応 

１）経路の見直し 

○よりドアツードアに近づけるための運行経路の変更（集落内への経由など） 

○乗車時間を短縮するための運行経路の変更（迂回している経路のショートカットなど） 

２）バス停位置の変更 

○自宅・目的地とバス停との距離を短縮するためのバス停位置の変更 

３）運賃体系の見直し 

○利用者の移動実態に合わせた利用しやすい運賃体系の導入（片道定期券など） 

４）運行ダイヤの見直し 

○利用者の生活時間に合わせた運行ダイヤの変更 

（２）ソフト的な利用促進策による対応 

○利用喚起・利用促進に資するソフト的な対策の実施（モビリティ・マネジメントの推進

など） 
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【例２（住民の移動実態と住民の意識・意向に基づく課題）】 

○住民が移動したい方向に公共交通路線がなく、公共交通を利用しようにもそもそも利用で

きる公共交通がないといった問題に対応し、公共交通路線の新設や新たな交通モードを導

入するなど、移動の足を確保するための施策が課題である。 

 

（３）公共交通路線の新設 

○公共交通の潜在的な需要を取り込む公共交通路線の新設（交通需要が見込まれるものの、

これまで路線がなかった方向への路線設定など） 

 

（４）新たな交通モードの導入 

○公共交通の潜在的な需要があるものの、需要規模が小さいなどの課題がある地域や方向

に対し、デマンド交通など新たな交通モードの導入 

 

 

２－２．交通施策の実現に向けたプロセスの確認                 

 

交通施策の方向づけに続き、交通施策の実現に向けて必要となる検討事項、協議・調整事項な

どを洗い出し、そのプロセスの確認を行うとともにスケジュールを設定する。 

 

（１）交通施策の実施時期の設定 

交通施策を講じる実施時期について、次の事項などに留意しながら設定する。 

・地域公共交通会議などにおける運行内容の検討期間や、関係者との合意形成に要する時間

を勘案し、施策の開始時期を設定する。 

・特に、通学目的での利用が考えられる場合は、年度の節目などに留意して施策の開始時期

を設定する。 

 

（２）関係者の把握 

交通施策を講じる際に協議・調整を図るべき関係者の洗い出しを行う。 

・交通事業者（鉄道、バス、タクシー） 

・道路管理者（国、都県） 

・公安委員会（警察） 

・国（運輸局） 

・市区町村関係部署（交通政策、道路管理、都市計画、観光、教育、医療・保健、福祉） 

・利用者、住民 
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（３）実施スケジュールの確認 

交通施策の実施に向け、次に示す事項を実施する時期、期間を想定し、スケジュールの確認

を行う。 

・地域公共交通会議での討議・決定事項 

・警察協議（所轄、本部）の実施 

・運輸局への申請 

・車両購入、バス停等の設置 

・路線沿道およびバス停等設置位置の周辺地権者への説明 

・関係する隣接自治体との協議 

・利用者や住民への効果的な周知方法、周知期間 

 

 

２－３．交通施策の具体化                           

２－３－１．交通施策の具体化の例 

次には、既存の公共交通の改善を図る場合と新たに公共交通を導入する場合での交通施策の具

体化の例を示す。 

 

（１）既存公共交通の改善を図る場合の例 

１）運行経路の変更（バス） 

①経路変更（バス）の例 

例１ 

問 題 点：バス停が集落から離れており、高齢者にとってバス停までの歩行がつらく、

家族の送迎で目的地へ向かっている。 

施 策 例：集落から離れた道路を走行しているバス路線を、できるだけ集落の近くを走

行するよう、経路を変更する。 

施策の課題：通勤・通学の利用者は短時間で目的地まで向かいたいため、集落近くを経由

すると所要時間が増してしまうため、対策が必要である。 

課題対応例：高齢者が買い物や通院などでよく利用する昼間時間帯のみ経路を変更する。 

 

例２ 

問 題 点：循環経路で運行されており、駅へ向かう際、大回りとなって時間がかかるた

め、駅まではやや遠いと感じるものの徒歩で向かっている。 

施 策 例：乗車するバス停によっては大回りとなる循環路線を、直線的な経路に変更す

る。あるいは、循環路線のまま両方向の経路とする。 

 

②運行系統の分割（バス）の例 

問 題 点：長大路線が運行されていて、路線末端部分の利用者が少なく、特に、○○バ
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ス停から先は利用者が急減する。 

施 策 例：利用者が急減するバス停を境に、幹線系とフィーダー系に運行系統を分割す

る。 

施策の課題：分割すると乗り換えが必要となる利用者が発生するため、対策を講じる。 

課題対応例：他系統への振り替え利用の誘導 

乗り換え地点での乗り換え抵抗の軽減策の実施（双方のバスを並列させる） 

ダイヤ調整による乗り換え時間の最短化 

従前の運賃の維持 

 

２）運行サービス内容の変更の例 

①運行時間帯変更の例 

問 題 点：公共交通を利用しようと思っているが、終発便の時刻が早すぎるため、結局、

行きも帰りも自家用車を使っている。 

施 策 例：終発便の繰り下げ。 

施策の課題：採算に見合うほどの利用が見込まれない。 

課題対応例：夜間料金を設定する。 

 

②運行頻度（ダイヤ）変更の例 

問 題 点：午前中の行きは良い時間に便があるが、午後の帰りは運行間隔が空いており、

数時間も待たなければならない。 

施 策 例：買い物、通院の帰宅時刻に合わせ、午後の便を増便する。 

施策の課題：増便により採算が悪化する。 

課題対応例：午後の便は予約制のデマンド運行とする。 

 

③運賃・料金体系改訂の例 

問 題 点：通学定期券が往復を前提としているため、結局、行きも帰りも家族の自家用

車による送迎で通学している。 

施 策 例：片道専用の通学定期券を発行する。 

 

（２）新たな公共交通の導入を図る場合の例 

問 題 点：住民の移動実態から、高齢者は、まちなかにある病院へ、家族の自家用車の

送迎で通院する移動が多いことがわかった。一方、住民の要望からは、家族

の送迎で移動していることに負担を感じている高齢者が多く、本来であれば、

バスなどで移動したいと思っていることがわかった。 

施 策 例：域内各集落から病院を経由するコミュニティバスを新たに導入する。 
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２－３－２．利用意向・利用条件の把握 

具体化した交通施策を素案として利用者や住民に提示し、素案に対する意見聴取を行い、これ

を基に素案の修正を行い、実施する交通施策内容を確定させる。 

なお、意見聴取の方法は、先述の通り、面接調査（インタビュー調査）、ワークショップ、パブ

リックコメントなどにより実施する。 

 

 

２－３－３．関係者との合意形成 

次には、交通施策の実施に向けた関係者との協議・調整事項を示す。 

 

（１）関係者の洗い出し 

まず、協議・調整が必要な関係者を洗い出す。対象となる関係者は 84 ページに示した団体等

となる。 

 

（２）関係者との協議事項 

次には、協議・調整の対象となる関係者と、協議・調整する事項を示す。 

 

○交通事業者      ： 運行事業者の選定、運行経費と補助額の算定 

○道路管理者（国・都県）： 運行経路の問題箇所の有無の確認、国道・県道へのバス停の設

置 

○公安委員会（警察）  ： 運行経路の問題箇所の有無の確認 

○国（運輸局）     ： 乗合許可の申請 

○市区町村関係部署   ： スクールバス・福祉バス等との役割分担又は統合、経路となる

学校周辺の安全対策、市区町村道へのバス停の設置 

○住民等（ルート沿道住民、バス停周辺地権者）：ルート設定・バス停設置の説明・同意 
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３．交通施策の実施と評価                  

３－１．交通施策の実施と評価                            

 

実施する交通施策の運行計画等を基に、本格実施に入る。 

なお、本格実施後は利用者数等を定期的に把握し、当初想定した需要規模に照らして交通施策

の妥当性を検証する。 

更に、本格実施から一定期間の後、利便性の状況などについて、アンケートなどを通じて利用

者や住民の反応を把握し、評価を行う。その際に評価する項目は、交通施策を講じるに至った問

題点や課題の解消効果を検証できる項目とする。 

 

３－２．交通施策検討等の手順の記録                      

 

利用者の利用実態、住民の移動実態、意識・意向の把握から問題点・課題を抽出し、具体的な

交通施策の検討と準備、本格実施、そして事後評価と改善という一連の流れについて記録に留め、

次回の見直しや新たな交通施策検討の際に参考となる資料として活用できるようにする。 

特に、行政においては担当者が数年で異動することが多いため、導入検討のノウハウが残らな

い、あるいは、調査報告書の細部がわからないことが往々にして生じるものと予想される。 

そのため、汎用的に活用されることを念頭において作成した本書のほか、各地域の実状を踏ま

えた検討や調整等を行った経緯やその内容を記録に留め、行政担当者が変わっても、後任の担当

者がこれを参考に見直しや新たな検討を円滑に進めることができるようにしておくことが望まし

い。 
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 参考 分析・検討例                     

 
これまで、移動実態と意識・意向等に基づくニーズ把握の方法について述べてきたが、把握し

た結果を用いて、どのような分析・検討ができるのかについて示すとともに、実際にそのような

分析・検討を行った市町村の事例を紹介する。 
ここで紹介する市町村の事例としては、主に、地域公共交通網形成計画の策定にあたって実施

された移動実態調査や、意識・意向等の把握調査に基づくニーズ把握や分析である。 
 
 
 
例１ 移動実態を基に潜在需要を把握し運行形態を見直し 

【分析例】山梨県甲州市『地域公共交通網形成計画』（平成 28年 3 月、甲州市） 

 
例２ 移動実態を基に潜在需要を把握し路線新設、運行ルート見直しを検討 

【分析例】※仮想の地域を想定 

 
例３ 既存公共交通の利用実態から運行形態、サービス水準を見直し 

【分析例】佐賀県唐津市『唐津市地域公共交通網形成計画』（平成 27年 7月、唐津市・玄海町） 
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【分析のポイント・ねらい】 

既存のバスルートと住民のＯＤを比較してルートの妥当性を検証し、改善策を検討 

 

【使用データ】 

１）移動実態調査結果 

○ 65 歳以上の住民のＯＤデータ（家族の送迎による移動） 

２）バス運行サービス内容（時刻表） 

 

【分析方法】 

○ 既存バス路線のルートや行先と、バス利用の可能性のある高齢者のＯＤ（家族の送迎）

を照合し、既存バス路線のルート・行先の妥当性を検証する。 

⇒ ＯＤに合ったバス路線のルート・行先を設定し直し、高齢者の移動を、家族の送迎か

らバス利用への転換に誘導する。 

 

（要因考察の例） 

・高齢者のＯＤは駅周辺市街地エリアへの移動が多いが、駅へ行くバスルートや便数が

少ないことが、バス利用者の少ない要因と考えられる。 

 

【分析結果、計画内容】 

■勝沼地域のバスルート 

・バス路線は旧勝沼町内を循環しており、ＪＲ中央線塩山駅へアクセスする路線が少ない。 

■勝沼地域の移動実態（ＯＤ）の把握に基づく需要の方向 

・高齢者(65 歳以上)の家族の送迎によるＯＤは、塩山駅周辺の市街地エリアへの移動が多い。 

↓ 

■問題点と改善のための方向性 

・設定されているバス路線と実際の移動実態（ＯＤ）が合っておらず、バス利用者数が少ない。 

・市街地エリアまでのバスの利便性向上により、家族送迎が負担となっている高齢者の公共交

通への転換が期待される。 

↓ 

■地域公共交通網形成計画での策定内容 

【基本的な方針】 

○地域特性に応じた市街地エリアへの公共交通の利便性向上 

・地域特性に応じて、商業施設や病院等の都市機能が集約する市街地エリアまでの移動の利便

性について向上させ、まちづくりと連携した公共交通を構築 

例１ 移動実態を基に潜在需要を把握し運行形態を見直し 

【分析例】山梨県甲州市『地域公共交通網形成計画』（平成 28年 3 月、甲州市） 
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【基本の目標】 

○市街地エリアまでの公共交通の利便性向上 

・各地域からまちづくりが進める商業施設や病院等の都市機能が集約する市街地エリアまで

の公共交通の利便性を向上させ、買物や通院など市民の日常生活を支える公共交通を充実 

【目標達成に向けた事業】 

○ぶどうコース・ワインコースの見直し 

・ぶどう・ワインコースおよび縦断線の重複区間を解消し、塩山駅までのルートを確保したコ

ース見直しを行う。 

 

＜勝沼地域のバス路線＞ 

 
 

＜勝沼地域のＯＤ＞ 

（バス利用ＯＤ）        （65 歳以上の家族による送迎のＯＤ）   
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【分析のポイント・ねらい】 

バスへの近接性と利用実績との関係を分析・評価し、利用促進策を検討 

○ バス停が自宅や勤務先等の近傍に存在しているにも関わらず、利用されていない地域

を把握するとともに、要因を考察する。 

⇒ 移動実態を基にバス利用の潜在的な需要規模を把握するとともに、要因を踏まえて利

用の見込みのある需要を推計し、路線整備や利用促進策を検討する。 

 

【分析方法（例）】 

把握項目 分析内容と使用するデータ 分析結果のコメント例 

①移動実態

把握 

○バス停別乗降者数と、バス停別の徒歩圏人

口から利用率を把握 

○バス停間ＯＤ量と、地域間の総ＯＤ量を比較 

・沿線住民の地域間総ＯＤ量（全交通手段） 

・バス停間ＯＤ量、バス停乗降者数 

・沿線人口（バス停の徒歩圏内人口） 

・沿線地域から中心商業地へ向かうＯＤが

多い。 

・全ＯＤ量に比べてバスＯＤ量は非常に少

ない。 

・沿線住民のバス利用率は低い。 

②要因把握 ○徒歩圏人口に比してバスの利用率が低いバ

ス停の要因を考察する。 

・バス停周辺の住宅・施設等の立地状況 

・バス停付帯施設の設置状況 

・バス停から集落までの距離がやや長い

ため。 

・バス停に駐輪場がないため、徒歩圏外

の需要を取り込めていない。 

○地域間の総ＯＤ量に対するバス利用の割合

が低い場合、その要因を考察する。 

・バスの運行サービス水準 

・業務集積地や中心商業地へダイレクトに

アクセスする路線がないため。 

・バスの運行本数が少ないため。 

・バスは所要時間がかかるため。 ③ 意 識 ・ 意

向把握 

○バスを利用しない理由を把握 

○バスの新設やルート変更した場合の利用意

向を把握 

・現在の公共交通利用者・非利用者別に把握 

・利用転換に必要な条件の把握（支払意思額、

最大待ち時間、始終発時刻等） 

○非利用者の利用転換に必要な条件 

・ピーク時運行本数は、○本以上 

・運賃は、△円以下 

・終発時刻が 22 時台まであること  等 

④ 結 論 、 方

向性 

○要因、利用意向の把握結果を基に、改善時

の需要規模を推計する。 

・必要な条件下では、▽人/日が見込ま

れ、Ｂ/Ｃは XX.X と試算された。 

  

例２ 移動実態を基に潜在需要を把握し路線新設、運行ルート見直しを検討 
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表 駅 500ｍ圏の駅利用率 

 

出典）「フラワー長井線沿線地域公共交通網形成計画」（平成 28 年 2 月、長井市・南陽市・川西町・白鷹町） 

 

 

図 中心商業地へダイレクトにアクセスする路線が設定されていない例 

  

中心商業地

鉄道
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コミュニティ
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【分析のポイント】 

既存バス路線を、幹線系統とフィーダー系統へ分割することを検討 

○ 非効率な運行となっている長大な既存バス路線を、幹線系統とフィーダー系統で分割

する際、どこで分ければ良いかについて、移動実態を基に検討する。 

○ 便ごとの利用者数から、時間帯別の運行便数の妥当性を検証する。 

○ 便ごとの利用状況から、新たな運行内容の可能性を検討する。 

 
【使用するデータ】 

１）移動実態調査結果 

① 属性別・時間帯別のバス停間ＯＤデータ（乗車バス停と降車バス停のペア） 

② ①を基にバス停間断面通過人数データ（隣り合うバス停間）として集計 

③ 利用者の属性と移動内容（移動目的、移動時間帯）の調査結果データ 

 
【分析方法】 

○ 始発バス停から終着バス停まで、隣り合うバス停間の断面通過人数を把握し、利用者

数が大きく減少するバス停を見出す。 

（考察の例） 

・利用者の少ない区間を走行することは非効率であることから、利用者が大きく減少

するバス停を境に、長大路線の分割が望ましい。 

○ バス利用者のバス停間ＯＤを基に、分割の是非を検討する。 

（考察の例） 

・是：当該バス停を境に利用者が入れ替わるため、幹線系統とフィーダー系統に路線

を分割しても影響は少ない。 

・非：始発バス停から終点バス停までを通しで利用する人が存在するため、分割する

と乗り換えを要することとなり、不便が生じる。 

そのため、通しで利用する利用者に対しては、他路線を利用してもらうよう、

誘導する。 

○ 時間帯別の利用者数を基に、朝・夕、及び閑散時の運行便数の妥当性（増減便の必要

性）を検証する。 

○ 時間帯別の利用者数を属性別に把握し、各属性の移動特性にあった運行サービス内容

（快速便やドアツードアサービスに近い迂回経路の設定など）の設置の可能性を検討

する。 

  

例３ 既存公共交通の利用実態から運行形態、サービス水準を見直し 

【分析例】 佐賀県唐津市・玄海町『唐津市地域公共交通網形成計画』 

（平成 27年 7月、唐津市・玄海町） 
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【分析結果、計画内容】 
【バス運行形態（幹線系とフィーダー系の分割）の検討】 

■バス利用状況（バス停間断面通過人数、バス停間ＯＤ） 

・有浦線は、金の手バス停を境に利用者が大きく減少する。 

・始発の大手口から終点の入野までを通しで乗車している利用者は 9名存在した。 

・有浦線 9 ～14 時は、利用者の半数が大手口バスセンター～金の手バス停間利用である。 

↓ 

■地域公共交通網形成計画での策定内容 

・有浦線の 9 ～14 時は、金の手バス停で幹線系統とフィーダー系統の分割が考えられる。 

・一方、通しの利用者は、他路線（入野線）へ振り替えて乗車してもらう。 

【運行便数の妥当性の検証】【新たな運行内容の可能性の検討】 

■バス利用状況（バス停間ＯＤ） 

・有浦線は、朝・夕の時間帯に、唐津市中心部と唐津青翔高校間で通学利用が多い。 

・朝の大手口方向、夕方以降の呼子方向は、0～17 歳（学生）の利用が多い。 

・昼間時は 60歳以上の利用が多い。 

↓ 

■地域公共交通網形成計画での策定内容（運行便数） 

・朝・夕の時間帯は現在の運行水準を維持する。 

■その他、考えられる計画策定内容の例（新たな運行内容）･･･ ※唐津地域では未検討 

・学生利用が多いため、学校発着の快速運行を実施し、スピードアップ・時間短縮を図る。 

・閑散（昼間）時は、高齢者の利便性を高めるため、沿線集落へ迂回するルートなど、ドア

ツードアに近いサービスを提供する。 

 

＜便別・年齢階層別の利用者数＞ 
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＜有浦線・大手口→入野間のバス停間断面通過人数（9時～14 時）＞ 

 

 

 

＜バス路線再編後のイメージ＞ 

 

有浦線 

入野線 

入野線へ
振り替え 

金の手バス停で幹
線系統とフィーダ

ー系統に分割 


