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3 地域公共交通確保・維持・改善に向けた検討の進め方 

(1) 地域公共交通確保・維持・改善に向けた検討の必要性 

 

ここがポイント！ 

 本節では、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた検討を進めるため、「地域公共交通

の必要性」、「良質な地域公共交通を実現するための過度にクルマに依存した社会からの脱

却の必要性」、「地域公共交通の位置づけ」を、特に、自治体の視点に立って解説していま

す。 

 「地域公共交通の必要性」では、厳しい財政状況に置かれている自治体がなぜ今、地域公

共交通を支えていかなければならないかを、シビルミニマム、超高齢化社会の到来、ノーマ

ライゼーション、まちづくりの視点から示しています。 

 「良質な地域公共交通を実現するための過度にクルマに依存した社会からの脱却の必要性」

では、過度なクルマ利用からの脱却を図るための手法について概説しています。 

「地域公共交通の位置づけ」では、地域や様々な分野にとっての地域公共交通の目的を明

確にし、地域公共交通の導入に際しての心構えとして、財政負担、地域の関係者の協働、本

格運行後のマネジメント、自治体内の専門組織の必要性、クロスセクターベネフィットにつ

いて示しています。 

 

ア 地域公共交通の必要性 

厳しい財政状況におかれている自治体が、多額の財政負担を覚悟してまで、なぜ地域公共交

通を支えなければならないのでしょうか。議会や住民から、こうした質問が提出される可能性

があるかもしれません。自治体が地域公共交通を支えなければならない理由は、下記のとおり

です。 

 

■自治体が地域公共交通を支えるべき理由 

これまでは、民間の交通事業者が中心となり地域公共交通を支えてきました。しかし、ク

ルマ社会の浸透などに伴い、地域公共交通の利用者は全国的に減少し、赤字に苦しむ交通事

業者が増えてきました。その結果、赤字の鉄道や路線バスは撤退が相次いでおり、大都市以

外の地域では、地域公共交通網の弱体化が進行しています。特に人口密度の低い地域では、

採算が悪化した路線バスが撤退して交通不便地域が増加し、地域の衰退に拍車がかかること

が危惧されています。 

地域公共交通は、地域によっては営利事業として成立しにくくなっていますが、存在意義

が薄れたわけではありません。これまでと同様に、地域公共交通は、日常生活に不可欠なイ

ンフラであり、まちのにぎわいを促す動脈としての役割を果たしています。 

そこで、民間の交通事業者では支えきれなくなった地域公共交通については、自治体や地
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域住民などが工夫して地域に相応しい地域公共交通の仕組みをつくり、地域公共交通網を補

うことが求められています。地域によっては、民間の交通事業者任せで済んだ時代は過ぎて、

自治体や地域住民が地域公共交通の維持・拡充に積極的に乗り出すべき時代を迎えています。 

自治体が地域公共交通を支えるべき理由は、こうした民間の交通事業者と自治体との役割

分担の視点とともに、下記の理由をあげることができます。 

 

○地域のまちづくりと地域活性化の基本的な装置として 

地域公共交通は、これを利用することで、歩いたり、自転車を利用したりすることが合わ

さり、結果として、多くの人が目的地とする地域の中心地や商業地で賑わいが戻り、地域活

性化が促進されます。このためにも移動を支える基本的な装置としての地域公共交通を充実

させるとともに、地域としてのまちづくりが必要となります。 

 

○シビルミニマムとして 

自動車を運転できない住民（学生、高齢者等）に対して、通学、通院、買物などに必要な

移動手段を提供することは、自治体が住民の日常生活維持に向けて用意することが望まれる

最低限の条件＝シビルミニマムです。 

 

○超高齢化社会の到来に備えて 

高齢化が進行し、自動車を運転できない高齢者はさらに増加することが予想されています。

高齢者に対して利用しやすい移動手段を提供し、高齢者の日常生活を守ることが求められて

います。 

地域公共交通の充実は、高齢者の外出を促し、生きがいづくりや健康づくりにも貢献しま

す。超高齢化社会の到来に備えるため、自治体が中心となって地域公共交通を支える必要が

あります。 

 

○ノーマライゼーションの推進に向けて 

誰もが住み慣れた地域社会で生活できる環境を整えることが求められています。ノーマラ

イゼーションの考え方をまちづくりに実践していくためには、障害の有無や年齢に関わりな

く、誰もが円滑に移動できる仕組み＝地域公共交通を、自治体が中心となって充実していく

必要があります。 

 

○機能集約型のまちづくりに向けて 

自動車の普及とともに、日常生活圏が広がり、低密度の市街地拡大が図られてきました。

しかし、市街地の拡大により、まちの維持管理経費は増大し、自治体の財政圧迫の要因にも

なっています。 

人口減少時代を迎えたわが国では、まちの効率的な維持管理に向けて、人と都市機能が中

心市街地に集積したまちに転換していく必要があります。人や都市機能が中心市街地に集積

した機能集約型のまちづくりに向けて、自治体が中心となって中心市街地の地域公共交通を

充実させる必要があります。 
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イ 良質な地域公共交通を実現するための過度にクルマに依存した社会からの脱却の必

要性 

 

都市部においては、個別の公共交通のサービス水準の向上と共に、公共交通間の連携に

よる利用者の利便性向上を進める必要があります。公共交通間の連携では、時刻表や乗り

場の一体的な情報提供や時刻表の調整、共通利用券の発行など、ソフトな対応で利便性向

上が図れる場合も多くあります。 

都市の郊外部においては、公共交通間の連携不足が散見され、共通の情報提供や利用に

関するきめ細かな情報提供が望まれます。また、鉄道駅での P&R システムなどクルマと

の共存も視野に入れた方策が必要になります。 

地方部においては、高齢者や中高生を中心としてクルマ利用が困難な人々の移動を支援

するための公共交通を、定時定路線型や需要変動型（デマンド交通）など、地域それぞれ

の実状にあったきめ細かなサービスの創出が必要になります。 

また、高齢者の公共交通の利用においては、最新のスマートフォンによる予約型のデマ

ンド交通システムの先進事例に見られるように IT を活用した新しい取り組みも利用者の

利便性向上を実現します。 

 

以上のような、様々な取り組みは、利用者だけでなく地域住民全体に周知され、自発的

な利用意欲を促進するためには、大規模かつ個別的なモビリティ・マネジメント手法によ

る展開が必須であり、それによって、過度のマイカー利用からの脱却を促進します。 

その結果として、地域のまちづくり活性化、地域コミュニティの再生、地域住民の健康

増進、商店街の振興、観光の振興、地球環境問題の解決など様々な効果が期待されます。 

 

ウ 地域公共交通の位置づけ 

 

(ｱ) 地域公共交通の目的 

各視点で地域公共交通の目的を整理すると以下のようになります。 

表     地域公共交通の目的 

視 点 目 的 

住民 
・通勤、通学、通院、買い物などを行うときの生活交通として、安全・安心

で質の高い運送サービスの提供 

まちづくり 
・まちのシンボルとして、また、周辺企業や商店街などとの連携によるまち

の活性化 

交流・観光 
・地域間の交流拡大・観光振興の基盤として地域活性化の推進 

 

公共公益サービス 
・高齢者等の地域住民の移動手段の確保 

・福祉・文教施策との連携 

環境・エネルギー 
・地球温暖化等の環境問題への対応 
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(ｲ) 地域公共交通の導入に際しての心構え 

自治体や地域住民が地域公共交通を支える必要性が高まり、地域公共交通の中でもバスを

中心とした新たな地域公共交通づくりが各地で進められています。しかし、地域公共交通の

導入は自治体の財政負担を伴うため、自治体にとって重荷になる可能性もあります。また、

地域公共交通に対するマネジメントなどの責任も生まれます。地域公共交通を導入する自治

体は、下記の心構えを持って臨むことが必要です。 

 

○地域のすべての関係者の協働が必要 

地域公共交通は、まちづくりの目的や地域特性に合わせて計画するものであり、計画策定

段階から住民や交通事業者など多様な関係者とともに創りあげることが必要になります。 

地域の住民が利用しやすく、安全快適な地域公共交通とするためには、地域の住民や関係

者との対話に努め、地域との協働によって、住民に愛される仕組みを創ることが重要になり

ます。また、自治体の中でも、交通担当課をはじめとして、道路、福祉、教育担当課などの

関係各課が計画づくりに積極的に参加・連携することが必要です。 

 

○運行後のマネジメントが重要 

地域公共交通は、運行後、その役割を十分に発揮しているかが最も重要になります。地域

公共交通の運行開始直後から、計画通りに運行され当初の目的の達成に貢献していくかどう

かを見定める必要があります。さらに、安全管理、利用促進、快適性維持、問題点把握など

に努める必要があり、地域公共交通のマネジメントには、計画段階以上の力を注ぐことが求

められます。 

利用者が少なければその要因を探し、対策を講じたり、運行計画の改善を試みることが望

まれます。運行後のマネジメントは、住民ニーズの把握や問題点の発見に直結する活動であ

り、常時行う必要があります。 

 

○地域公共交通の専門係の創設が必要 

住民に頼りにされ、まちづくりに貢献する地域公共交通を計画・運行するためには、地域

公共交通をまちづくりの重要政策として位置づけ、取り組むことが必要になります。地域公

共交通はまちづくりを左右する大きな影響力を持つとともに、交通事業者・道路管理者など

の関係者と協議する機会も多く、担当職員は専門的な知識が求められます。企画部門の担当

者が片手間ですることは難しく、自治体の組織の中に、地域公共交通を専門的に取り扱うポ

ジションを創設することが必要です。コンサルタントや学識経験者に協力を求めることは結

構ですが、協議会や住民説明などの場面では、職員が自らの言葉で計画内容を説明できるこ

とが望まれます。 

 

○公共交通活性化の効果は他行政分野にもまたがる（クロスセクターベネフィット） 

地域公共交通は、特に高齢者や移動困難者の移動支援には重要な役割を果たしますが、高

齢者などの外出機会が増え健康が増進されることで、自治体内部では別の担当部署である福

祉・医療部門で使われていた多くの費用の一部が縮減され、地域行政組織全体としてみた時
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の費用が低下することも期待されます。また、自動車から公共交通への転換が促進されるこ

とで、二酸化炭素削減効果による環境改善便益の向上が期待されるほか、公共交通が便利に

なることで、中心市街地の活性化に寄与することも考えられます。これらのように、公共交

通の活性化は交通分野のみの事象として捉えられるものではなく、福祉、医療、環境まちづ

くりなどにも波及するものです。そのため、公共交通の活性化による地域全体としての費用

と便益を考え、その向上を目指すことが必要です。このように、ある部門（この場合公共交

通分野）の活性化による便益が他の部門に波及するという考え方を「クロスセクターベネフ

ィット」といいます。 
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(2) 検討を行う上での視点・考え方・進め方の整理 

ここがポイント！ 

 本節では、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた検討を行ううえでの「検討の視点の

整理」、「検討体制と役割分担」、「具体的な進め方」、「失敗事例の紹介」をしています。 

 「検討の視点の整理」では、地域公共交通に関する検討とは、最終目標として地域のまち

づくりや地域活性化を支援するための持続可能な公共交通の実現であることを述べていま

す。 

「検討体制と役割分担」では、国、都道府県、市町村、交通事業者、地域住民、学識経験

者及びコンサルタントそれぞれの役割を明確にしています。 

 「具体的な進め方」では、まず、最初にすべきである地域を知ることから説明を行い、ど

のような関係者とどのような検討体制を構築するかについて整理しています。 

 「失敗事例の紹介」では、過去の多くの事例をもとに、失敗しないための情報を整理して

示しています。特に、先進事例を表面的に真似ただけで、取り組む地域の実状を把握せずに

取り組むことが多くの失敗を生んでいることを示しています。 

 

ア 検討の視点の整理 

 公共交通は、主として交通事業者が利用者の動向を踏まえて運行ルートやダイヤを決定

する等して、公共交通サービスが提供されてきました。しかし、ドア・ツー・ドアの利用

が可能で、快適で自由度の高い自家用車への依存傾向が高まり、公共交通の利用者が減っ

ている現状では、多様な住民ニーズをすべて網羅する公共交通の確保は経営上難しくなっ

ています。このような中で、交通事業者だけでなく、行政や利用者の意見もしっかり反映

させながら、自分たちの地域に合った公共交通を考えなければなりません。 

 この「地域に合った公共交通を考える」とは、「地域にとって持続可能な公共交通を考

える」ということです。「持続可能な公共交通」とは、「多様な住民ニーズ全てに応えよ

うと無理をしたり、あるいは全く逆にニーズを考慮せず交通事業者の都合によって運行し

たりする」のではなく、地域の特性や公共交通サービスの実現性と住民ニーズのバランス

が取れた状態にある公共交通です。 

 さらにもう一歩進めて、この実現性と住民ニーズのバランスが取れた公共交通を軸に、

病院の診療や地域活動の曜日や時間など様々な地域の営みが連携するようになれば、持続

性はより高まるものと思われます。 

 また一方で、持続可能な公共交通の実現は、「地域活性化・地域再生」や「コンパクト

なまちづくり」、「他地域との交流促進・観光振興」などといった地域が抱える様々な課

題の解決やまちづくりの目標の実現に向けた糸口になることも期待されます。したがって、

公共交通を都市の装置としてとらえ、まちづくり・商工・観光・教育・福祉など、多方面

からの検討が求められています。 
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イ 検討体制と役割分担 

(ｱ) 地域全体のネットワークの最適化に向けた「連携の深化」と「役割分担の明確化」 

 現在の地域公共交通が抱える問題として、多様な主体に関する問題であるにもかかわら

ず、主体間の協議が十分に行われないまま、ネットワークが構築され運用されていること

が挙げられます。このような問題を解決する手段として、地域公共交通会議などの場を活

用し、事業の基本構想の段階から各主体間での協議を十分に行うとともに、情報の共有化

を図るなどして「連携を深化」し、お互いの「役割分担を明確化」していくことが重要で

す。 

 

表   地域別の各主体の役割分担 

 都市部 地方部 

国 ・地域公共交通の確保・維持・改善のための制度・支援措置の充実 

・人材育成や情報提供の充実・強化 

・交通事業者等の紹介、調整等 

・複数の地域が関連する取組の調整等 

・技術開発の推進 

都道府県 ・市町村への取組支援等 

・国と市町村との調整等 

・複数の市町村が関連する取組における調整等 

市町村 ・都市部と地方部を含む地域全体の地域公共交通計画を策定し、交通事業者や地域住

民に意見を求め、意見の調整を行う 

・地域公共交通会議等の運営と、参加者間の意見の調整 

・広報周知やモビリティ・マネジメントの取り組みの実施 

・都市部と地方部を結ぶ結節点などの環境整備 

・運行経費の一部負担（運行委託、運行補助など） 

地域公共交通が目指すイメージ 

住民のニー

ズの合意形

成が図れて

いない現状 

 

 

地域全体の

まちづくり 

（活性化、持

続可能な社

会） 

持続可能な公共交通の

実現と住民ニーズの合

意形成が図られた状態 

地域運営も公共交通に

合った状態 



 58 

・積極的な情報の開示と関係者間での共有 

・交通事業者との連携による地域公共交通

マネジメント 

・ニーズ調査など 

・サービス水準の設定に関する交通事業者

との協議、意見調整 

・主体的な地域公共交通マネジメントの

取り組み 

・住民協議会（仮称）の運営補助 

・地域間の公平性や費用制約の観点か

らのシステム構築 

交通 

事業者 

・市町村が策定した地域公共交通計画に対する提案と助言 

・市町村との協議を経て策定された地域公共交通計画に沿った事業運営 

・積極的な情報の開示と関係者間での共有 

・ニーズの把握、サービス改善や経費削減努力 

・安全・快適なサービスの提供 

・主体的な地域公共交通マネジメントの取り

組み 

・サービス水準の設定に関する市町村への

提案、意見調整 

・路線バスとの結節や全体ネットワークを

考慮したアドバイス 

・運行システム（ルート、ダイヤ）や法令に

関する助言 

地域住民 ・継続した利用促進の取り組み 

・地域公共交通マネジメントへの積極的な参加 

・クルマ利用に過度に依存したライフスタイ

ルを自発的に見直し、継続的な公共交通

利用促進の取り組み 

・市町村や交通事業者が行うニーズ調査な

どに対する協力 

 

・クルマ利用に過度に依存したライフスタ

イルを自発的に見直し、できるだけ公共

交通を利用する取り組み 

・住民の移動ニーズの把握、意見集約 

・市町村担当者との運行システム案の共

同作成や提案 

・住民協議会（仮称）の運営 

・運行経費の一部負担（協力金など） 

 

学識経験

者 

・多様なステークホルダーの意見を総合的にまとめ、地域にとってより良い方向に進める

ための提案を行い、計画全体をまとめる 

・技術的に必要な事項についての提案、助言など 

コンサル

タント 

・取組全体において、地域公共交通計画策定段階から関わり、地域住民のニーズ把握、

必要なデータ収集・分析、合意形成に関わる支援、計画づくりの支援、社会実験の支

援、本格実施の支援などを行う 

 

(ｲ) 関係者全員が「地域公共交通の共同経営者である」という自覚を持つ 

 地域公共交通の政策とは、税金などのコストを投入することにより、輸送サービスとい

う商品を開発し、地域住民に対して提供することで、便益などを生み出す一連の活動です。

これはいわゆる「マーケティング活動」にあたります。 

 地域公共交通の運営の中核を担う市町村担当者、交通事業者、地域住民などの関係者は

いわば「共同経営者」であり、積極的な情報の開示・共有などにより、共通の戦略目標を

掲げ、如何に「使える」、「存在感のある」地域公共交通（いわば売れる商品）を開発す

るか、という気概が必要になります。 

 今後は、地域公共交通に携わる全ての人々が「地域公共交通の共同経営者である」との

自覚を持ち、「よりよい地域公共交通」を生み出すために、一体となって取り組んでいく

ことが必要となります。 
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(ｳ) 市町村、交通事業者、地域住民の役割分担と達成目標の明確化 

 役割分担を行った共同経営者同士には、お互いが果たさなければならない責任が生まれ

ます。このような各主体が担うべき責任が果たされるためには、具体的な達成目標が数値

などで示されることが理想です。しかしながら、地域公共交通の場合、特に地方部におい

ては、必ずしも収益や利用者数だけが目標とはならないため、定量的に目標値を示すこと

が難しい場合が多々あります。そのような場合は、住民の満足度やサービス改善、ニーズ

把握のための取り組みなど、地域の状況に応じた定性的な達成目標について、十分に協議

し、共有する必要があります。 

 

(ｴ) 地域における価値観の変革と人材育成のための取り組みの強化 

 クルマを好んで運転できる人は、少しくらい便利な公共交通が目の前にあっても見向き

もしないと言われています。このような意識を変革させることは容易ではありません。 

「人」や「価値観」の変革には、非常に長い時間と大きな労力が必要となります。代表的

な取り組みとしては、地域公共交通の概要や魅力の積極的な広報や、地域住民に対する説

明会の開催などをモビリティ・マネジメント手法と合わせて実施することが挙げられます。

市町村や交通事業者が力を合わせ、このような取り組みを地道に継続していくことが、重

要になります。 

 また、このような変革において大きな力となるのが、積極的に計画・立案を行う人材が

地域住民の中から出てくることです。今後、市町村の役割の 1 つとして、地域からこのよ

うな人材を積極的に発掘し、その地域の公共交通マネジメントの一端を担うことができる

「経営者として育成」することにより、地域公共交通マネジメントのための組織強化を図

ることが重要となります。 

 

(ｵ) 関係者に対する積極的な情報の開示と共有 

路線の状況に関するデータ、利用者評価（満足度など）、地域公共交通会議での協議内

容、今後の方針等の情報が関係者及び住民に広く共有されることは、事業評価や改善策の

提案の過程において必要であり、地域で一体となって地域公共交通を構築していく重要な

条件の一つといえます。 

 

(ｶ) 定期的な事業評価と改善のためのマネジメント体制の構築 

「情報の開示と共有」や、時々刻々と変化する地域のニーズにきめ細かく対応するため

には、構築された地域公共交通の定期的な評価や、改善を行うための評価体制の確立が必

要となります。また、「役割分担と達成目標の明確化」についても、各主体が分担された

役割を確実に実行に移したか、成果を上げたかを確認するためにも、定期的な評価は重要

となります。 

PDCA サイクルを構築し、関係者が一堂に会し、自らが開発した地域公共交通を評価す

るとともに、地域のニーズに合わせて絶えず改善を図ることは、非常に重要な手続きとな

ります。 
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ウ 具体的な進め方 

ここまでで、検討の視点、検討体制と役割分担を示しましたが、それらを具体的に進め

るに当たってのポイントをわかりやすく整理すると次のようになります。 

(ｱ)  地域を知る・人を知る・公共交通を知ることからスタート 

検討対象の地域に合った持続可能な公共交通をイメージするには、まずは地域の実情を

十分に知る必要があります。地域がどんなところなのか、どんな交通特性をもっているの

か、自家用車を運転しない人はどうやって買い物や病院に行っているのかなどといった、

地域の実情を知らなければ“地域に合った対策”になりません。また、鉄道や船などでは、

駅や港に着いた後に別の交通機関への乗継ぎが必要になるケースも多いと考えられるため、

乗継ぎ場所の状況や待ち時間なども含めた実情を詳細に把握しておくことが重要になりま

す。 

まずは、実際に地域を訪れ、どのような地域なのかを目で見ることで交通問題を感覚的

にイメージすることが大切です。そして、客観的なデータで現状を整理したり、自治会長

さんなど地元の方に話を聞いたり、さらには地域の公共交通を実際に何度も繰り返し利用

してみたりしながら、理解を深めていくことが必要です。 

地域を知らずに、“地域に合った対策”はあり得ません。 

こうして把握した地域の実情は、地域の公共交通を考える上で最も基礎的かつ重要な資料

になります。 

(ｲ) 検討体制を整える 

住民ニーズ等を踏まえつつ、地域に合った持続可能な公共交通の実現を図るためには、

関係者が一丸となり、明確な役割分担のもとで取り組みを進めていくことが不可欠です。 

【ポイント】 

□対象地域を自身の目で見ましょう。 

・特に運行ルートとなりそうな道路と沿道の状況を見ましょう。 

・病院やスーパーマーケットなど人の集まる施設の周辺を見ましょう。 

□地元の人の話を聞きましょう。 

・自治会長さんや区長さんの話を聞きましょう。 

・バスの運転者さんの話を聞きましょう。 

・バスの利用者の話を聞きましょう。 

・バスを利用していない沿線住民などの話を聞きましょう。 

□運行されているバスの利用状況を見ましょう。 

・全体的な利用状況、利用が多いまたは少ない時間帯、利用が多いまたは少ない区間等を見ましょ

う。 

・運行されているバスのルートやバス停の位置を確かめましょう。 

□運行されているバスに実際に乗ってみましょう。 

・平日だけでなく、土日祝や時間帯を変えながら繰り返し乗ってみましょう。 
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計画の検討は、いわば各主体の役割分担の明確化や関係者間の合意形成のプロセスでも

あり、実際の取り組みを関係者それぞれが主体性を持って進めていくという意識の醸成に

もつながると考えられることから、計画の検討段階から関係者が参画し、一緒になって検

討する場を設けることが非常に重要になります。 

 

【ポイント】 

□市町村や交通事業者がすべて考えるのではなく、行政・交通事業者・地域住民が交通の問題を共有

して、その対応策を工夫しながら検討しましょう。 

□市町村が「旗振り役」となりましょう。 

□学識経験者など、経験とアイデアが豊富な人材をコーディネータ役に活用しましょう。 

□すでに地域でバス等を運行している交通事業者や、今後新たに運行主体となる可能性が高い交通

事業者には早めに相談しましょう。 

□「住民とのパイプ役」の自治会長さんや区長さんに相談しましょう。 

□「法制度や技術支援に係わる総合相談窓口役」の運輸支局に相談しましょう。 

□「交通安全等円滑な交通の管理者役」の警察にも相談しましょう。 

□「バス停の道路占有許可等道路の管理者役」の道路管理者にも相談しましょう。 
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エ 失敗事例の紹介～こうならないように～ 

 

 

失敗事例の分類 事例の計画・実行 失敗の内容 

事例のマネ とりあえず他地域の成功事例を

そのままマネしてしまった… 

地理条件、施設の配置、交通基盤、人口分布など地域の

特性が異なっており、地域の実態に合っていなかったた

め、利用されなかった。 

計 画 づく り が 目

的に 

最初から全ての交通空白地域

や不便地域に対する計画を立

てた…（全ての地域に同等のサ

ービスをすることが公平・平等

だと思った） 

住民の考えを考慮しない結果、無駄な計画であったり、現

実性のない絵空事になったりして、本来の目的に至らなか

った。計画を作ること自体が目的となってしまった。 

利用者からみた感覚がなく、実態感のない机上論の検討

結果になって、利用されなかった。 

イメージ の一人

歩き 

とにかく「コミュニティバス」、「乗

合タクシー」、「デマンド」といっ

た言葉が先行して、それを導入

することが目的となってしまった

… 

「何のために」や「どのような役割を果たすのか」といった、

そもそものねらいがぼやけていて、地域に見合った交通に

至らなかった。 

走らせること自体が目的となってしまったので、ニーズの反

映や採算性への配慮が足りず、逆に自治体の財政を圧迫

する結果になった。 

住民ニーズの取

り違え 

住民ニーズを踏まえるために行

ったアンケートの結果による「利

用します」の意見を、そのまま

「需要」と思いこんでしまった… 

アンケートでは、「バスが必要である」という意見、あるいは

「利用する」という意見が多かったのに、実際には利用の増

加につながらなかった。 

地元住民との調

整不足① 

民間路線バス補助を打ち切っ

てコミュニティバスの財源に充

てた… 

民間路線バスは周辺市町村の通勤・通学者も利用してい

たことから、周辺市町村との間で問題となった。 

地元住民との調

整不足② 

大幅な赤字となったためコミュ

ニティバスの運行を廃止したい

が、事前に利用が伸びなかっ

た場合には廃止することについ

てコンセンサスを得ていなかっ

た… 

沿線住民などの関係者の理解がなかなか得られず廃止で

きずにいる。地方で、コミュニティバスが運行していない地

区の住民などからは新たな路線の運行要望や既存のコミュ

ニティバスの赤字を問題視する意見が出ており、対応に苦

慮している。 

地元住民との調

整不足③ 

ある地区で赤字幅の少ないコミ

ュニティバスに成功したが、そ

の他の地区住民から続々と新

たな路線の運行要望が出てし

まった… 

個々の路線の赤字は小額だが、全ての要望を受け入れた

場合の赤字額は巨額となり、また、要望の反映の優先順位

付けも難しく、事前に新たな路線の運行に関する考え方に

ついてコンセンサスを得ていなかったため、対応に苦慮し

ている。 

交通事業者との 

調整不足① 

バス事業者やタクシー事業者

などに、早めに相談していなか

った… 

交通事業者から「民業圧迫」という先入観を持たれてしま

い、なかなか協議がうまく進まず、多大な時間を要してしま

った。あるいは協議が平行線のまま実現に至らなかった。 

交通事業者との 

調整不足② 

民間路線バスと路線が重複す

るコミュニティバスを導入してし

まった… 

民間路線バスの利用者が、運賃の安いコミュニティバスに

移って、民間路線バスの収支が悪化し、廃止・滅便につな

がって、運行主体や運賃額の違いが利用者の混乱を招い

た。 

交通事業者との 

調整不足③ 

無料送迎バスを運行している医

療施設や宿泊施設等との調整

をせず、あるいは知らずに、コミ

ュニティバスを導入してしまった

… 

コミュニティバスの利用が伸びなかった。 

九 
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以上のような失敗事例にならないように、地域公共交通の計画を立案する上で、特に注意すべ

き次の点があります。 

 

■成功事例（ベストプラクティス･流行等）の見よう見まね 

・ 言うまでもなく、地形も違えば、住んでいる人や立地状況などほとんどが異なりますし、

また、その取組みのプロセスや関わった人々の考え･姿勢なども違うため。 

■「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等を走らせたらすべてが解決するとい

う思いこみ 

・ 「何のために走らせるのか」、「どのような役割を果たすのか」などをしっかりと位置づけ

る必要があります。 

失敗事例の分類 事例の計画・実行 失敗の内容 

周知の不足① 利用者へのＰＲが不足していた

ため… 

コミュニティバスへの認知度が低く利用が伸びなかった。 

バスが運行されたことのない地区の高齢者にはコミュニティ

バスの乗り方がわからず、利用が敬遠された。 

周知の不足② コミュニティバスの周知は行っ

たが民間路線バスなど他の交

通手段の周知を行っていなか

ったため… 

乗継ぎ利用が伸びなかった。 

周知の不足③ 観光客による利用を期待した

が、市販の観光ガイドブックに

掲載されていないため… 

観光客は事前にレンタカーや観光タクシーの手配を済ませ

ており、また、宿泊施設や観光施設が無料送迎バスの運行

を継続したため、利用が伸びなかった。乗継ぎ利用が伸び

なかった。 

ダイヤ設定の ミ

ス① 

需要と見込む利用者層の交通

特性を十分踏まえず、想定ル

ートと車両数の兼ね合いからだ

けで、時間設定してしまった… 

利用を見込んでいた中学生や高校生は、登校時間帯や下

校時間帯とずれていたため利用されなかった。 

朝夕の補習や部活動、塾通いなどを考慮しなかったため、

親による送迎や自転車通学から需要が移らなかった。 

ダイヤ設定の ミ

ス② 

鉄道や民間路線バスなどのダ

イヤに合わせた運行としていな

かった… 

他の交通機関や他の系統からの乗継ぎがほとんど行われ

なかった。 

運賃設定のミス ワンコインバス（１００円や５０円）

に、こだわってしまった… 

収入が少なく赤字幅が大きくなった。 

予算の不足 市町村による運行費補助が十

分に確保できなかった… 

運行を継続できなかった。 

デマンド運行は 

効率的？ 

運行の効率化を狙ってデマンド

バス（デマンド型乗合タクシー）

を導入したが… 

運行規模や運賃収入が少ないにもかかわらず、高価なシス

テムや無線機器等を購入し、オペレータを雇用したため、

デマンド化による費用の削減以上に経費がかさみ、収支が

悪化した 

利用方法がわかりにくく、利用が敬遠された。特に、主要な

施設に設置した予約端末機はほとんど利用されなかった。 

通勤・通学者にとって毎日デマンド予約するのは面倒であ

り、固定客がつかめなかった。 

出発時間や到着時間が定まりにくく、出発時間に充分な余

裕を持たなければいけないため、利用が敬遠された。 

広いエリアをサービス地域としたため、迂回回数が多くなっ

たり迂回距離が長くなった結果、所要時間がかなり長くな

り、利用が伸びなかった。 
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■「地域からの要望･声イコール利用してもらえるもの(需要)だ」という思い込み 

・ 地域住民からの意見･要望が必ずしも実際の需要と一致しておらず、大きな赤字となるケ

ースもみられます。現場を知り、事前の調査をしっかりすることが必要。 

■一度走らせてしまったら、もうやめられないという思い込み 

・ 試験運行と称しても、運行継続の基準等が曖昧な（もしくは、そもそもない）ため、その

まま本格的運行へと繋がってしまっています。 

■すべての地域に同等のサービスをすることが公平･平等だという思い込み 

・ 「公共性」と「公平性」･「平等性」を混同しているので、今後は、地域に応じた適切な

サービス内容を決めることが重要。 

■「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等は赤字運営が当たり前だという思い

込み 

・ 運行の目的･位置づけや役割分担、運行継続の基準等が明確になっていないと持続的な運

行は望めません。 

■自治体がすべてを考えるべきという考え方 

・ 計画が絵に描いた餅とならないよう、民間交通事業者や地域住民等の関係者とともに、協

働して取組むことが必要。 

■「バス」や「乗合タクシー」等に乗ったこともないのに、これらの取組み等について考えて

いる 

・ 調査により得られた結果と実際の需要等が乖離したままの計画となりがち。机上だけで考

えず、まず担当者が「バス」や「乗合タクシー」の現場を知ることが必要。 

■住民説明会や委員会等の各種会議は、とりあえずやらないといけないものという思い込み 

・ 庁内の内部的、あるいは許可申請などのために、とりあえず開催されているだけでは、認

識等は共有されません。 

■運行を開始したら、それで終了したという思い込み 

・ 運行を開始した後ではじめて明らかになる課題･改善点も少なくなく、運行後のフォロー

アップが必要です。PDCA サイクルでの取組みを行っていく必要があります。 

■とにかく早期に「コミュニティバス」や「デマンド型乗合タクシー」等を走らせなければな

らないという義務感 

・ 十分なニーズの把握や採算性などの検討もせずに、走らせること自体が目的となってしま

っているような取組みはうまくいかないことが多く、逆に自治体の財政を圧迫する等の弊

害をもたらします。 
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