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一般乗合バス タクシー 鉄道 旅客船

交通ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取組みとして、「MaaS（Mobility as a Service）」
や AI オンデマンド交通などの新たなモビリティサービスの導入が挙げられます。
「MaaS」とは、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決

済等を一括して行うサービスのことを指します。

九州で広がる事業者間共創
JR 九州×第一交通産業JR 九州×第一交通産業

JR 九州×西日本鉄道JR 九州×西日本鉄道

　九州では、令和 4 年 8 月に九州で一体的な広域ＭａａＳ（九州
ＭａａＳ）の実現のため、「九州ＭａａＳプロジェクト研究会」が発
足しました。同研究会は行政と経済団体及び交通事業者で組織
されており、官民一体となってＭａａＳに取り組む機運が醸成され
ています。
　九州運輸局も同研究会にオブザーバーとして参画し、助言等
を行っています。

九州 MaaS への取り組み

　令和元年 11 月より、利用状況
が大きく減少している線区におい
て、JR 九州・沿線自治体・運輸
局で組織する「線区活用に関する
検討会」が設置されました。
　昨年度は 4 線区において官民
が連携して利用促進策を検討して
イベント列車の企画を行うなど、
様々な取組を行っています。

官民の共創 ～ JR 九州・沿線自治体による取組～

　令和 2 年 11 月、独占禁止法特例法が創設され、地域のバス事業者による共同経
営が可能となりました。九州では、熊本県が全国初の取組であり、令和 4 年度に国
土交通大臣表彰を受賞しました。長崎県でも令和 4 年 4 月 1 日から共同経営が行わ
れています。

事業者間の共創 ～バス事業者による共同経営～

　雲仙市では、AI オンデマン
ド車両「チョイソコうんぜん」
の運行中に道路の異常等を探
知するシステムを構築し、市
職員による現場確認等の省力
化などの取組を行っています。
　また、スポンサー収入で運
賃収入以外の収益を確保する
など、持続可能性を高める取
組も行っています。

他分野共創　

　 「ＡＩオンデマンド交通」とは、ＡＩ分析
等を活用して効率的な車両の配置や運
行ルートの設定等をリアルタイムに行
うサービスで、導入する地域が広がっ
ています。
　九州運輸局では、このような新たな
モビリティサービスの導入推進を行っ
ています。

新たなモビリティサービスの導入

交通ＤＸ

交通ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）への取組には、グリーンスロー
モビリティやＥＶバス・タクシー等の環境にやさしいモビリティの導入があり、
九州でも実証運行や導入が広がっています。

宮崎市で導入されているグリーンスローモビリティ「ぐるっぴー」は、令
和 4 年度に国土交通大臣表彰を受賞しました。

交通 GＸ

九州各地で、多様な関係者の連携のもと、様々な共創の取組が展開されています。
３つの共創

【 九州地方のモード別輸送人員の推移
（昭和 40 年を 100 とした場合） 】

【コロナ前（Ｒ１）と比較した場合の九州の
各交通モードの運送収入（単位：百万円）】

地域公共交通は、高齢者・通学者など地域住民や地域を訪れた観光客の交
通手段として必要不可欠なものです。しかし、人口減少による利用者減、新型
コロナウイルス感染症の影響等により、地域公共交通は危機的な状況におか
れています。
危機的な状況に瀕する地方部の公共交通
地方部では人口減少等を背景に利用者が継続的に減少していたところ、新型コロナウイルス感染症の

影響が重なったことで、九州の公共交通の利用者はピーク時の 2 ～ 6 割程度まで減少しています。
また、運送収入は、コロナ禍前の令和元年度から 2 ～ 6 割減少しています。

公共交通利用促進キャラクター
「のりたろう」

持続可能な地域公共交通の実現

資料：九州運輸局作成

※データの関係上、旅客船はS41年度を100、タクシーはS42年度を100としている。
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地域公共交通の現状

人口減少等による輸送需要の減少の継続は全国的な問題となっており、「交通崩壊」が懸念されます。
国土交通省が設置したポストコロナにおける公共交通のあり方を検討する有識者会議からは、自動運

転や MaaS などの「交通 DX」、車両の電動化や再エネ地産地消などの「交通 GX」、官と民・交通事業者間・
他分野の「3 つの共創」により、利便性・持続可能性・生産性が向上する形に地域交通を「リ・デザイン」
することが必要などの提言が出されています。

九州では様々な地域公共交通の「リ・デザイン」に資する取組がなされており、これらの取組に対し
て積極的に支援を行っています。

有識者会議提言（抜粋）
● 地域交通を単純に延命するだけでは、全国各地で明るい未来を展望

することは困難。本検討会における議論に加え、我が国として推進し
ている技術や投資も取り込んで地域交通をより良くしていくという視
点が重要。具体的には、自動運転や MaaS などの「交通 DX」、車
両の電動化や再エネ地産地消などの「交通 GX」、そして「３つの共創」
により、利便性・持続可能性・生産性が向上する形に地域交通を「リ・
デザイン」し、地域のモビリティを確保するというコンセプトの下で
さらに議論を深化させていくことが必要。

● 地域交通のリ・デザインにあたっては、まちづくり政策との融合及び
予算事業等による一体的支援が必要であり、これらを通じ、コンパク
ト・プラス・ネットワークの取組をさらに進化させていくことが重要。

ポストコロナに向けた地域公共交通の「リ・デザイン」

導入例：ネクストモビリティ社
「のるーと」

導入例：宮崎市「ぐるっぴー」

大臣表彰授賞式
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一般乗合バス タクシー 鉄道 旅客船

交通ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取組みとして、「MaaS（Mobility as a Service）」
や AI オンデマンド交通などの新たなモビリティサービスの導入が挙げられます。
「MaaS」とは、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決

済等を一括して行うサービスのことを指します。
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JR 九州×第一交通産業JR 九州×第一交通産業

JR 九州×西日本鉄道JR 九州×西日本鉄道

　九州では、令和 4 年 8 月に九州で一体的な広域ＭａａＳ（九州
ＭａａＳ）の実現のため、「九州ＭａａＳプロジェクト研究会」が発
足しました。同研究会は行政と経済団体及び交通事業者で組織
されており、官民一体となってＭａａＳに取り組む機運が醸成され
ています。
　九州運輸局も同研究会にオブザーバーとして参画し、助言等
を行っています。

九州 MaaS への取り組み

　令和元年 11 月より、利用状況
が大きく減少している線区におい
て、JR 九州・沿線自治体・運輸
局で組織する「線区活用に関する
検討会」が設置されました。
　昨年度は 4 線区において官民
が連携して利用促進策を検討して
イベント列車の企画を行うなど、
様々な取組を行っています。

官民の共創 ～ JR 九州・沿線自治体による取組～

　令和 2 年 11 月、独占禁止法特例法が創設され、地域のバス事業者による共同経
営が可能となりました。九州では、熊本県が全国初の取組であり、令和 4 年度に国
土交通大臣表彰を受賞しました。長崎県でも令和 4 年 4 月 1 日から共同経営が行わ
れています。

事業者間の共創 ～バス事業者による共同経営～

　雲仙市では、AI オンデマン
ド車両「チョイソコうんぜん」
の運行中に道路の異常等を探
知するシステムを構築し、市
職員による現場確認等の省力
化などの取組を行っています。
　また、スポンサー収入で運
賃収入以外の収益を確保する
など、持続可能性を高める取
組も行っています。

他分野共創　

　 「ＡＩオンデマンド交通」とは、ＡＩ分析
等を活用して効率的な車両の配置や運
行ルートの設定等をリアルタイムに行
うサービスで、導入する地域が広がっ
ています。
　九州運輸局では、このような新たな
モビリティサービスの導入推進を行っ
ています。

新たなモビリティサービスの導入

交通ＤＸ

交通ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）への取組には、グリーンスロー
モビリティやＥＶバス・タクシー等の環境にやさしいモビリティの導入があり、
九州でも実証運行や導入が広がっています。

宮崎市で導入されているグリーンスローモビリティ「ぐるっぴー」は、令
和 4 年度に国土交通大臣表彰を受賞しました。
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九州各地で、多様な関係者の連携のもと、様々な共創の取組が展開されています。
３つの共創

【 九州地方のモード別輸送人員の推移
（昭和 40 年を 100 とした場合） 】

【コロナ前（Ｒ１）と比較した場合の九州の
各交通モードの運送収入（単位：百万円）】

地域公共交通は、高齢者・通学者など地域住民や地域を訪れた観光客の交
通手段として必要不可欠なものです。しかし、人口減少による利用者減、新型
コロナウイルス感染症の影響等により、地域公共交通は危機的な状況におか
れています。
危機的な状況に瀕する地方部の公共交通
地方部では人口減少等を背景に利用者が継続的に減少していたところ、新型コロナウイルス感染症の

影響が重なったことで、九州の公共交通の利用者はピーク時の 2 ～ 6 割程度まで減少しています。
また、運送収入は、コロナ禍前の令和元年度から 2 ～ 6 割減少しています。

公共交通利用促進キャラクター
「のりたろう」

持続可能な地域公共交通の実現

資料：九州運輸局作成

※データの関係上、旅客船はS41年度を100、タクシーはS42年度を100としている。

0

2,000

4,000

6,000

R1 R2 R３ R４
0

20,000

40,000

60,000

R1 R2 R３ R４
0

5,000

10,000

15,000

R1 R2 R３ R４

地域鉄道（10 社） 一般乗合バス（29 社） 高速バス（４社）

資料：九州運輸局公表資料より抜粋

0

10,000

20,000

30,000

R1 R2 R３ R４
0

10,000

20,000

30,000

40,000

R1 R2 R３ R４
0

2,000

4,000

6,000

R1 R2 R３ R４

タクシー（44 社） 長距離フェリー（4 社）主要離島航路（4 社）

地域公共交通の現状

人口減少等による輸送需要の減少の継続は全国的な問題となっており、「交通崩壊」が懸念されます。
国土交通省が設置したポストコロナにおける公共交通のあり方を検討する有識者会議からは、自動運

転や MaaS などの「交通 DX」、車両の電動化や再エネ地産地消などの「交通 GX」、官と民・交通事業者間・
他分野の「3 つの共創」により、利便性・持続可能性・生産性が向上する形に地域交通を「リ・デザイン」
することが必要などの提言が出されています。

九州では様々な地域公共交通の「リ・デザイン」に資する取組がなされており、これらの取組に対し
て積極的に支援を行っています。

有識者会議提言（抜粋）
● 地域交通を単純に延命するだけでは、全国各地で明るい未来を展望

することは困難。本検討会における議論に加え、我が国として推進し
ている技術や投資も取り込んで地域交通をより良くしていくという視
点が重要。具体的には、自動運転や MaaS などの「交通 DX」、車
両の電動化や再エネ地産地消などの「交通 GX」、そして「３つの共創」
により、利便性・持続可能性・生産性が向上する形に地域交通を「リ・
デザイン」し、地域のモビリティを確保するというコンセプトの下で
さらに議論を深化させていくことが必要。

● 地域交通のリ・デザインにあたっては、まちづくり政策との融合及び
予算事業等による一体的支援が必要であり、これらを通じ、コンパク
ト・プラス・ネットワークの取組をさらに進化させていくことが重要。

ポストコロナに向けた地域公共交通の「リ・デザイン」

導入例：ネクストモビリティ社
「のるーと」

導入例：宮崎市「ぐるっぴー」

大臣表彰授賞式
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【九州地方における地域公共交通計画策定数の推移】 交通の担い手である運転手や整備士、船員や造船等の技術者の高齢化や技能者不足の状況に鑑み、
運輸業・観光業等における人材確保・育成に向けて、若年労働者や女性活躍の場に関する関係業界の
取組を支援・推進しています。

　セミナーの開催やガイドライン策定などを通
じ女性が働きやすい職場環境づくりの普及促進
の取組を支援しています。
　2022 年度には海事産業の現場で働く女性
の座談会・現地取材を行い、その様子を動画
で広く発信しています。

運輸・観光における女性の活躍促進

　高等学校等を訪問し、運転手・整備士の魅
力についてＰＲしています。
　将来の自動車整備士を目指してもらうため、
イベント等で子ども達に自動車へ興味を持って
もらう取組を実施しています。

自動車運転手・自動車整備士

　小・中学校の生徒や先生、工業高校生等を
対象とした海事産業見学会、水産系高校生の
フェリーでのインターンシップ、船員就職希望
者への船員就業フェアなどを開催しています。

海事産業の次世代人材育成

　将来の「物流業界」を担う人材発掘に繋げ
るため、物流講座や特別課外授業など、関係
各所と連携した取組を行っています。
　2022 年度には人材不足のトラック業界につ
いて、福岡労働局と共同し、求職者を対象とし
たトラックへの試乗及び運送事業者との対話の
機会である「トラックのお仕事セミナー（拡大
版） 」を開催しました。

物流業界の担い手の確保

　「働きやすい職場認証制度」により、運送事
業者の働きやすい労働条件・労働環境の実現
を図っています。
　また、トラック運送業における取引の適正化
を通じた運転者の労働条件の改善を図るため、

「標準的な運賃」制度の普及・促進に取り組ん
でいます。 

運送事業者の労働環境整備

認証マーク

海事産業見学会 船員就業フェア

将来の整備士へ
ＰＲ

トラック事業者と
求職者の
マッチング

人材確保と生産性の向上

　誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方（ユニバーサルデザイン）を踏まえた総合的な
バリアフリー施策を推進しています。

盲導犬についての学習

フェリーのバリアフリールーム

●バリアフリー法の基本方針における目標達成に向け、自治体、交通
事業者をはじめとする施設設置管理者等と連携し、バリアフリー化
を推進

施設・車両等のバリアフリー化

●高齢者・障がい者の疑似体験・介助体験を行う「バリアフリー教室」
を通じ、誰もがごく自然にサポートできる共生社会の実現

心のバリアフリー

●市町村が策定するバリアフリーマスタープランや基本構想の推進の
ため、関係法令や補助制度について情報提供を実施

地域における重点的・一体的なバリアフリー化

●国の機関や自治体と連携して「移動等円滑化評価会議九州分科会」
を設置し、現状・課題の評価を実施

●九州各県のバリアフリーツアーセンターによる「九州ユニバーサル
ツーリズム広域ネットワーク連絡会」を設置し、ツアーセンター相互
の情報共有、ネットワーク化を推進

各機関との連携した取組

　様々な主体が連携して実施されている地域公共交通
のリデザインの取組は、地域公共交通のマスタープラ
ンである「地域公共交通計画」に盛り込み、各地域で
戦略的に取り組んでいくことが望まれます。
　国土交通省では、この地域公共交通計画の策定を推
進しており、九州では 100 を超える地方公共団体にお
いて策定済です。
　九州運輸局では、全ての地方公共団体において地域
公共交通計画が策定されるよう、地域の事情に寄り添っ
た取組を今後も実施していきます。

 

　持続可能性の観点からは、交通分野においても環境への配慮が重要です。2050 年カーボンニュート
ラルを実現するため、九州運輸局においても、「国土交通グリーンチャレンジ（令和３年７月）」に記載さ
れた施策・プロジェクトを実行し、交通・物流ＧＸの推進に取り組んでいきます。

　事業用の電動車（HV、EV、FCV）の普及段階と車両価格に応じて購入補助を実施し、導入を集中
的に支援する。

次世代自動車の普及促進
 

持続可能な地域公共交通の実現

市場導入の初期段階で、価格が高く
積極的な支援が必要な車種

補助率：HVは、通常車両との差額の 1/3
　　　　EVは、車両価格の 1/3（バス）、1/4（トラック・タクシー）、急速充電器は1/2（充電装置のみの場合 1/4）
　　　　FCVは、車両価格の 2/3
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軽トラック
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EV
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HV
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車種ラインナップが充実し通常車両
との価格差が低減している車種

通常車両との価格差がさらに低減し、
本格的普及の初期段階にある車種

対象
車種

地域交通のマスタープラン『地域公共交通計画』作成の推進

バリアフリー施策の推進

新たな課題への挑戦　―運輸分野におけるカーボンニュートラルの実現―

地域を支える産業の担い手の確保・育成等
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