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熊本市 ： 既存路線バス事業者の経営破たん

公営事業者の民営化、市町村合併公営事業者の民営化、市町村合併

→ 複数社競合区間の調整

市全体の交通ネットワークの再構築市全体の交通ネットワ クの再構築

岐阜市 ： 路面電車の廃止、公営事業者の民営化

既存事業者（独占）＋市民協働バスで→ 既存事業者（独占）＋市民協働バスで

バスネットワークの再構築

松山市 既存事業者（独占）によるサ ビス提供松山市 ： 既存事業者（独占）によるサービス提供

→ 他モード間調整、ネットワーク再構築

節主体間連携（結節点整備、MM、など）
既存リソース活用

＋ 主体間連携のマーケティング の重要性
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リソースの破たん

人 需要の減少

何をしてきたか

本源的需要の確保（土•人口・需要の減少
•コスト削減の限界

•本源的需要の確保（土
地開発、兼業など）

•競争の導入
財源縮小（公共 民間）

•地域分権の導入（活性
化再生法）

•財源縮小（公共、民間）
•行政職員の減少

•他モードミックス、多様
なモードの出現と活用

•目的地施設の減少
な 出現 活用

•コスト削減の仕組み(分
社 嘱託化など)社、嘱託化など)

利用者との連携、マーケティングなどの思想がない
交通事業者 自治体に任せっぱなしの構図が変わらず
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交通事業者ｏｒ自治体に任せっぱなしの構図が変わらず
各主体が今までのままで行動：改善が見られない



•需要減少、人口減少、ライフスタイル変化

課題１ 市場環境の変化への対応

•事業者に対する金融支援の仕組み
供給側の対応が遅れた：ビジネスモデルが従来型

補助 支援制度の変化 能動的取組みへの支援

課題２ 地方分権化への対応

•補助・支援制度の変化： 能動的取組みへの支援
•「依存」が抜けない当事者間、「コスト」基準への過度の依存

•マーケティングよりコストカットになってしまう

課題３ 近視眼的・従来型の事業判断

ケティングより トカットにな てしまう

•地域・事業者の疲弊： 人的・財政的資源の減少で「守り」に入るしかない
•「１００か５０か」の取り合いに終始する縄張り争い
•「利用しない『利用者』」： 今は使わないからいい、の判断
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公共交通（とくにバス）自体のサービス低下は確か公共交通（とくにバス）自体のサービス低下は確か

＋ 結局は乗る生活をしなくなったから（習慣？）

①「公共交通に乗る」行動パターンでなくなっている

次のスライド参照＝乗れないｏｒ乗らない方が便利次のスライド参照 乗れないｏｒ乗らない方が便利

② 「ネット化」「カーナビ＋オートマ」の進展

な な 交 機 「 倒 なだ⇔ 調べないといけない交通機関は「面倒」なだけ

③ 『利用しない「利用者」』 ＞ 真の「利用者」

「利用者」と言っている人の大多数が利用しない現実

利用する気はさらさらない ⇔ 本当に使う人が減少利用する気はさらさらない ⇔ 本当に使う人が減少
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・ 「学生と高齢者」「通勤通学」という固定観念

→ これらには既に対応できていない路線とダイヤ

（課外授業、部活動、施設の移転、勤め先の郊外化など）

・ 「病院と買い物」ダイヤで観光へ対応？病院と買い物」ダイヤで観光 対応

→ 病院・商業施設の郊外移転 vs 「中心部ー郊外」路線
送迎サービスの普及で通院客流れる現状送迎サ ビスの普及で通院客流れる現状

通院時間 ≠ 観光時間帯 という常識

・ 観光客・外来者への対応・ 観光客・外来者への対応

ネット世代に「地元人が分かれば」は通用せず

「アシがなくて生活できない学生」の問題「アシがなくて生活できない学生」の問題

・ 定期も回数券も自由に買えない

高速バスは ンビ で買えることとの差← 高速バスはコンビニで買えることとの差
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某先進地の事例です 空港行きはまとめていてわかりやすいが某先進地の事例です
記号の意味が不明。。。
どこを通るかわからない
いくらかかるかもわからない

空港行きはまとめていてわかりやすいが
⇔

一部時刻表は破損、最終目的地が不明
（地元人しか乗らないならいいですが）
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いくらかかるかもわからない （地元人しか乗らないならいいですが）



① 法制度が変わったことの意味① 法制度が変わったことの意味
道路運送法の改正（規制緩和）、活性化再生法、基本法の含意

→ 「使う人も考えなさい」 「すべての主体に責務」→ 「使う人も考えなさい」 「すべての主体に責務」
※ 努力しない事業者は潰される、行政が守る必要はない

② 活性化再生法、地域公共交通会議、コミバスや有償
輸送協議会のメンバー構成の意味

住民を入れたのは「住民も義務・維持の責任がある」から
（公的にクレームを出す地位を渡したのではない＝交通権の誤解）（ ク を す 位を渡 な 交通権 誤解）

⇒ 『全ての主体』が『能動的に』動く責任あり！
（もちろん 事業者も行政もです）（もちろん、事業者も行政もです）
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協議会等の参加住民：「地域代表」「住民代表」だが協議会等 参 住民 域代表」 住民代表」

（実態）バスの会議にクルマで来て何とも思わない

平気で「バスなんか使ったことない」

パブ 聴会 参加住民 関心は高 がパブコメ・公聴会の参加住民：関心は高いが

（実態）自分に関係するところに対する「クレーマー」

クレームは挙げるが 責任は取らないクレームは挙げるが、責任は取らない

住民代表としての議員・首長：関心高い、意見は聞くが

（実態）自分に関係するところに対する「クレーマー」

バスの利用者数は関心ない、関心あるのは「票」

⇒（第三者としてかかわる私の悩みですが＝ある町の例）⇒（第三者としてかかわる私の悩みですが＝ある町の例）
求められて公共交通を使って行き、悪平等をただす発言をしました。

公共交通も使わないこの人たちになぜ怒られないといけないのでしょう
か？
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•複数社競合（熊本）＝集権化し調整する仕組みの導入

①既存リソースの活用

•複数社競合（熊本）＝集権化し調整する仕組みの導入
•独占事業者との上手な連携（松山・岐阜）

都市政策 なか 交通を位置づけ（社会政策 都市基盤整備）

②地域のグランドデザインを見た計画づくり

•都市政策のなかに交通を位置づけ（社会政策、都市基盤整備）
• 「市民生活」を考えた拠点整備と路線再編（行動パターン把握）
周辺部市町村も含めた計画が今後は必要かも•周辺部市町村も含めた計画が今後は必要かも

③地域の参画を求める仕組みと行政の調整機能

•複数事業者の調整（熊本）

③地域の参画を求める仕組みと行政の調整機能

•交通条例、ワークショップによる各主体参画（熊本、松山）
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事業者の負担する「固定費用」の意味は重要
たしかに見た目は高いですが・・・「固定費用」でやっていることたしかに見た目は高 ですが 固定費用」でや て る と
地域全体（≠単一市町村）の路線ネットワーク維持
→ 単一路線だけ運営できれば良いのではない

地域の雇用維持 バス会社は地域の重要な雇用地域の雇用維持： バス会社は地域の重要な雇用

タクシーより高くバスより不便な「コミュニティ交通」？
システムを入れたために一人1,400円かかる現実
路線網は分断、ネットで探しても見つからない情報
不安定な事業者 いつまで続くかわからない不安定な事業者、いつまで続くかわからない

⇒ 地域全体の維持費用と考えると高くはない！
特に失業 トはバ 維持費以上に高・・・特に失業へのコストはバスの維持費以上に高い
境を越えた移動をカバーできるのは実は既存のバス
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①交通事業者側のマ ケティング

•既存リソースを使う動き＝ただし当然と思って甘えていてはダメ
徹底した現場主義 イ タイ に合わ 「ビジネ デ 変化

①交通事業者側のマーケティング

•徹底した現場主義： ライフスタイルに合わせ「ビジネスモデル」の変化
•データの活用（ICカード、定期、乗降調査、定点観測、財務データなど）と
サービス水準・利用目標などの設定サ 水準 利用目標などの設定

②情報の見える化と地域での共有化

•供給側の論理で情報が見えないのが最大の問題
•協議する場を設定 → 利用、目標設定、価格設定等には情報が必要

③「自分の利益最大化」から「社会的満足最大化」へ

•自分の権益しか言わない事業者は見放される（利用者には関係ない）
•単一自治体の枠で考えない（利用者は枠を超えて動く）＝行政の課題
努力すれば報われる仕組みは必要：それを協働でつくる（コスト面含め）•努力すれば報われる仕組みは必要：それを協働でつくる（コスト面含め）
•第三者の役割＝「共通しない言語」の「翻訳者」は必要
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（ポイント１）（ポイント１）

今までの考え方からの転換を
（ポイント２）

「見える化 した議論と情報の活用「見える化」した議論と情報の活用

⇒ これらの２つを各主体がどう取り組むべきか？

各 が＝ そこに「各主体の役割」が見えてきます
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行政行政

公共交通 ＝ 補助金あればいい → 多く積めばＯＫ

↓↓
財政難・パイ縮小 ⇒ 幅を広げた考え方が必要な時代へ
事業者

制度・ニーズ・時代の変化 ： 規制緩和、自動車化、・・・制度 ズ 時代の変化 ： 規制緩和、自動車化、

↓
「乗せてやる」「乗って当たり前」「守られて当然」から「乗せてやる」「乗って当たり前」「守られて当然」から

「乗ってもらう」ための「さまざまな努力が必要」な時代
へ
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住民（住民代表としての議員も含む）住民（住民代表としての議員も含む）

交通は「与えられるもの」「あって当たり前」

↓
「（維持に）自分が関与し」「つかみとる」必要があるものへ

* 代表としての議員の考え方の転換は急務
＝ まちのことを知らない 公共交通を使わない＝ まちのことを知らない、公共交通を使わない

その他

一部の人ががんばってもダメ

― マニア的な人が増えても息切れするだけマ ア的な人が増えても息切れするだけ
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「現実を知らない」現実からの脱皮を「現実を知らない」現実からの脱皮を

実態を理解する情報（赤字額、利用者数、頻度など）

⇒ 「選ぶ」行為をするには最低限必要

知恵が偏在 ⇒ 情報の共有化と活用を

取り組み・ノウハウなどの「知恵」を共有化

「与党的」に情報を活用（⇔「野党的」＝批判目的）「与党的」に情報を活用（⇔「野党的」＝批判目的）
・・・ 立ち位置を与えた後で情報を活用すべき
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◎ 行政の役目は「行司役」「つらい選択の説得」◎ 行政の役目は「行司役」「つらい選択の説得」

「常識」が通用しない
社会環境の変化： 制度 バス会社の経営環境 財政社会環境の変化： 制度、バス会社の経営環境、財政

人の動きの変化： 県・市町村の「境」は人の動きではない

「利用者」の変化： 「利用者」の多くは「『利用しない』利用者」が現実

誰かに「依存」できる環境ではない
「補助」→「自立促進」へ支援環境変化しています
自発的に動いた方が支援も多くなる現実です

どういう地域づくりをするかの企画力・調整力が必要
他の政策との連携を考えるべき：他にマイナスでは意味なし

福祉・教育・医療・商業・居住を一体で考えるべき
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① 一方通行の「陳情」から、「自ら動く」への転換① 方通行の 陳情」から、 自ら動く」 の転換
「必要」という声が高いところで使っていない

＝ それは、本当に「必要」「大変」と考えていない証

住民代表・議員が「大変」「何かせねば」と思わなければ放置される

② 全ての人が自ら提案と情報提供を行い主体的に関与② 全ての人が自ら提案と情報提供を行い主体的に関与
必要な情報を出し合うことで、「ダメ」かどうかを「選べる」

何をしないといけないか自ら考える何 自 考

目標設定による利用開拓などの提案も（見える化しないと動かない）

③ 基準は真に「必要とし」「使 ている」人が必要な水準③ 基準は真に「必要とし」「使っている」人が必要な水準
使っていない人の要求水準は参考にならない

「減らす」ことも「サ ビス水準向上」になることがある「減らす」ことも「サービス水準向上」になることがある
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① お客様の側を向いた事業展開のプロ

運行管理者の役目を再認識し、質の高いサービスの安定供給を

（スピード、ダイヤの遵守、名札掲示、点呼内容の充実など）

規制緩和 競争 守られるべき の発想からは何も生まれない規制緩和⇒競争⇒守られるべき、の発想からは何も生まれない
～ 自ら存在意義を高める努力をしてきたか？

「減らす」「削る」先行⇒「サ ビス改善」のための「適正化」へ「減らす」「削る」先行⇒「サービス改善」のための「適正化」へ
～ それはプロの提案＋住民の「選択」の結果であるべき

② ノウハウを提供し地域へ積極的に関与・提案するプロ② ノウハウを提供し地域へ積極的に関与・提案するプロ

「誰かがしてくれる」のではなく「自ら創る」必要性があります

最適なバス網を構築して利用してもらう（選ばれる）努力を最適なバス網を構築して利用してもらう（選ばれる）努力を

バス廃止：提案プロセスに問題がある例が多い（地元と摩擦）

制度の多くは、事業者の積極的参画によってより有効に制度 多くは、事業者 積極的参画 よ より有効
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