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●はじめに
地域公共交通は、地域の皆さんが、「⽣活の⾜」として利⽤する最も基本的な移動⼿段です。⾼
齢者や障害者、学⽣など⽇常⽣活において移動⼿段が限られる⽅々にとっては、唯⼀の「⾜」であ
ると⾔っても過⾔ではなく、公共交通は地域にとって不可⽋な移動⼿段と⾔えるでしょう。
また、「⼈の移動」を担う公共交通は、地域に⼈の流れや交流をつくりだします。それにより、
沿線のまちなかには、賑わいが創出され、まちの活気となるのです。活気は地域の魅⼒となり、地
域の発展を⽀えていくこととなります。
しかし、東北地域では、全国的に⾒ても深刻な⼈⼝減少、⾼齢化などの進展から、利⽤者が減少
し、サービス⽔準が低下していくという悪循環に陥っており、どのようにして⽣活の⾜である地域
公共交通を維持していくかが課題となっています。
少⼦⾼齢化の進展や地域公共交通維持の困難などに対応して、2007 年「地域公共交通の活性化
及び再⽣に関する法律」が施⾏され、地域住⺠の⾃⽴した⽇常⽣活・社会⽣活の確保、活⼒ある都
市活動の実現、地域間交流の促進、交通に係る環境負荷低減のために、地域における主体的取組・
創意⼯夫を推進して地域公共交通の活性化・再⽣を図っていくことが位置付けられました。
この「地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律」は、2013 年の法改正により、⾃治体の主
体性がさらに重要視され、①地⽅公共団体が中⼼となり、②まちづくりと連携し、③⾯的な公共交
通ネットワークを再構築すること、すなわち、公共交通は「⼈とまちをつなぐネットワーク」とし
て、その確保を⾃治体が中⼼となって取り組んでいくことが位置付けられています。
地域公共交通の活性化・再⽣に取り組んでいくためには、交通事業者、利⽤者である地域住⺠、
その他の地域公共交通に関わる関係者が⼀丸となって課題を解決していかなければならず、⾃治体
には、そのリーダーシップが求められています。
本書は、地域公共交通の活性化・再⽣を進めていくための、検討のポイントや進め⽅、体制づく
りのあり⽅、調査の⽅法、事業活⽤の⽅法など、取組のノウハウをまとめた「⼿引き」となってい
ます。⾃治体などの担当者の皆さまにご活⽤いただき、地域公共交通の活性化・再⽣にお役にたて
れば幸いです。
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●本⼿引きの使い⽅
本⼿引きは、まずは「何が課題で、何から⼿をつけるべきか？」を認識してから始めるため
に、従来の PDCA のサイクルをアレンジし、CHECK から始める CAPDO&CA で検討を進める
ことを基本に構成しています。
東北版公共交通マネジメントサイクル CAPDO&CA

CHECK
あなたのまちの
公共交通の課題を
整理してみましょう

タイプＡ

喫緊の課題は
何ですか？

地域の実情に応じ
た⼿法で運⾏をし
ていきましょう

DO
計画に基づき
実際に
運⾏しましょう

タイプＢ

ACTION
課題解決のため、
改善・⾒直し
の⽅針を
⽴てましょう

まずは、課題解消
について検討して
みましょう

計画の実⾏結果を評
価し、これを基に改
善をしましょう

CHECK、ACTION
持続可能な公共交通
とするため
マネジメントサイクル
をつくりましょう
このサイクルを
繰り返し、より良い
公共交通を
つくりましょう

持続可能な交通を
つくるには、総合
的な計画づくりが
必要です

PLAN
地域公共交通の
計画を
つくりましょう

タイプＣ
⽣活交通確保維持
改善計画（地域公
共交通確保維持改
善事業）の策定

☆あなたのまちの実情は？タイプに応じて、上図の該当項⽬から読み進めてみましょう！
タイプＡ
既存の公共交通の計画がない、
初めて公共交通の検討に取り
組むなどの場合には
⇒CHECK（現状認識）から始
めましょう
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タイプＢ
公共交通の課題があり、まずは
改善・⾒直しから取り組みたい
場合には
⇒ACTION（改善・⾒直しの検
討）から始めましょう

タイプＣ
総合的な公共交通の計画づく
りに取り組みたい場合には
⇒PLAN（総合的な計画づくり）
から始めましょう

公共交通の活性化・再⽣に向けて、
・どのようなステップで

本⼿引きの
アウトライン

CHECK
あなたのまちの
公共交通の課題を
整理してみましょう

・具体的に何を検討すべきなのか
など、まず全体のアウトラインを
⾒てみましょう。
あなたのまちの実情に合わせて 3
タイプの進め⽅を整理しています

公共交通の検討に取り組むにあたり、認識と実態把握を深めるために重要な
項⽬です。この項⽬にまずはじっくりと取り組んでみると、あなたのまちの
公共交通の実情が浮き彫りとなり、課題が明確となります。
●以下の視点で読み進めてみましょう

喫緊の課題は何ですか？

・どんな「データ」を整理すれば、検討に有効となるでしょうか
・データを取得する「方法」はどのような方法が妥当でしょうか
・どんな「アウトプット」を整理すれば分析しやすいでしょうか
１.地域特性を把握しましょう（p.8）
あなたのまちの地域の特性を認識するために、地域特性の分類、その特
徴を紹介しています。
２.公共交通の実態を把握しましょう（p.9）
地域公共交通の実態を把握するための視点や調査方法を紹介していま
す。地域の公共交通の実態から問題点を見出しましょう。
３.公共交通の利⽤ニーズを把握しましょう（p.19）
公共交通の主役は利用者です。利用者のニーズに沿ったサービスを提供
することが持続可能な交通をつくります。ここでは、利用者のニーズ把握
の視点や調査方法を紹介しています。
４.事業者の声を聞き、公共交通の経営実態を整理しましょう（p.26）
運行を担う事業者の声からは、地域公共交通の問題点が見えてきます。
ここでは、事業者の意見収集の方法、経営実態の整理方法などを紹介して
います。
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整理した課題について、
「まずは何から⼿を付けるべきなのか」、改善・⾒直

ACTION
課題解決のため、
改善・⾒直し
の⽅針を
⽴てましょう

しの⽅針を検討する項⽬です。⼩さな⼯夫から始めてみることで、改善検討
の進め⽅がわかります。
また、検討を進めるための体制を整えていくことも必要です。関係各者の役
割も含めて、検討・構築していきましょう。
●以下の視点で読み進めてみましょう

まずは、課題解消について検
討してみましょう！

・戦略を立てるには、「課題」⇒「課題解決のための目標」⇒「目
標を達成するための戦略」と順序立てて整理することが重要です
・戦略を練った上で、まず取り組むべき改善点を見出します
・どのような「手法」や「形態」で改善に取り組むべきでしょうか
１.データ分析により課題を整理しましょう（p.29）
CHECK で整理した公共交通の実態や住民ニーズ等を踏まえた、課題の
分析の視点を紹介しています。事業者、利用者、地域などそれぞれの立場
で考え、網羅的に整理しましょう。
２.課題に取り組む体制を整えましょう（p.31）
公共交通の検討を進める体制としては、法定協議会など幾つかの組織が
挙げられます。その目的や対象モード、また、各構成員の役割について解
説しています。あなたのまちの実情に応じた体制作りを進めましょう。
３.改善・⾒直し戦略を検討しましょう（p.40）

「⽣活交通確保維
持改善計画」の作成

課題を解消するには、どんな目標を立て、これを実現するためにどんな
戦略を立てるべきなのか、ポイントを紹介しています。
今後の検討の「根幹」となる戦略づくりに取り組んでみましょう。
４.改善・⾒直しの具体策を検討しましょう(改善・⾒直しのポイント)（p.42）
まずは、喫緊の課題を解決するために、改善策に取り組んでみましょう。
ここでは、課題の改善・見直しのポイントをバス・鉄道・旅客船などの交
通モード別に、整理・解説しています。
あなたのまちの公共交通を改善するためには、どんな取組みが必要で、
何を改善すればよいのかを検討しましょう。

検討した改善・見直
し方策を、「地域公

改善・⾒直しから始めたことで、公共交通を維持していく

共交通確保維持改
善事業」の導入によ
り実現することも
可能です。事業導入
のためには「生活交

PLAN
地域公共交通の
計画を
つくりましょう

す。
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性が⾒えてきましたか？
ここでは、持続可能な交通ネットワークの形成を検討し
ていくための総合的な公共交通の計画の⽴て⽅を解説し
ています。将来を⾒据えた計画を策定してみましょう。

通確保維持改善計
画」の作成が必要で

には、
「総合的な視点による計画」を策定することの必要

持続可能な交通をつく
るには、総合的な計画づ
くりが必要です

●以下の視点で読み進めてみましょう
・総合的な計画にはどんなものがあり、あなたのまちではどんな計画を
策定することが妥当でしょうか
・国が策定した基本方針に基づく「地域公共交通網形成計画」の策定に
取り組んでみましょう
・策定した計画を検証するための「実証運行」はどのように実施すべき
でしょうか

１.地域公共交通の計画はどんなものがあるでしょう（p.69）
地域公共交通の主なものを紹介するとともに、
「地域公共交通網形成
計画」及び「地域公共交通再編実施計画」についてその概要を紹介し
ています。
２.策定にあたっての６つのポイントを押さえましょう（p.78）
地域公共交通の計画を実際に策定していくにあたって、ポイントを
６つ紹介しています。
３.地域公共交通の計画を策定しましょう（p.84）
「地域公共交通網形成計画」及び「地域公共交通再編実施計画」の
策定にあたり、その手順、重点ポイントを紹介するとともに、計画策
定のステップを解説しています。
４.実証運⾏を実施してみましょう（p.88）
実証運行の実施の流れとその内容について解説しています。

DO
計画に基づき
実際に
運⾏しましょう

計画を実現していくためには、まちの実情に合わせた⼿法で運⾏を実施して
いくこととなります。多様なモードの組合せなど、さまざまな地域公共交通
の運⾏⽅法について解説している項⽬です。実情に⾒合ったモードとなって
いるか、導⼊が必要か等を検討してみましょう。
●以下の視点で読み進めてみましょう
・あなたのまちの現在の交通モードは、利用実態に合ったモードと

地域の実情に応じた⼿法
で運⾏していきましょう

なっているでしょうか
・利用ニーズに合わせて、モードに組合せも考えてみましょう
・持続可能とするための利用促進はどんな「方法」が有効でしょうか
１.地域の実情に応じて多様なモードの組み合わせで運⾏をしていきましょう（p.90）
あなたのまちの公共交通は、利用実態やニーズに見合ったモードとな
っているでしょうか。まちの実情に応じた最適な交通モードを多様に組
合せ、効率的かつ効果的なネットワークとしていくことが重要です。多
様なモードを組み合わせるためのポイントを解説しています。
２.地域公共交通の運⾏と合わせた利⽤促進策を実施しましょう（p.93）
持続可能な公共交通としていくためには、安定的かつ主体的に利用を図
る利用促進策の導入が必要です。ここでは、段階に応じた促進策の導入の
視点、導入事例などを紹介しています。
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計画に基づき、運⾏を持続していくには、⽇々の運⾏を「診断(評価)」して、
CHECK、ACTION
持続可能な公共交通
とするため
マネジメントサイクルを
つくりましょう

「フィードバック(改善)」していくサイクルをつくる必要があるなど、持続
可能な交通としていくための評価・改善サイクルの⽅法について解説してい
る項⽬です。
●以下の視点で読み進めてみましょう
・検討体制（法定協議会等）が主体となって、評価・改善のサイク

プランの実⾏を評価
し、これを基に改善
をしましょう

ルを進めていきましょう
・目標の達成度を妥当に検証する指標により、評価しましょう
・評価に応じて、次に改善すべき点を見出しましょう
１. ⽬標に基づく施策評価チェック、改善・⾒直しを⾏いましょう（p.102）
○施策の実⾏状況のチェックと課題の洗い出し（CHECK）
運行における目標値の達成状況、利用者の評価、運行事業者の評価など
をモニタリングして、地域実態や利用ニーズなどと整合しているのかを確
認しましょう。
○施策の改善・⾒直し（ACTION）
洗い出した課題から、利用サービスの改善・見直し、運営体制の改善・
見直しを行います。
2. 継続的なマネジメントサイクルを構築しましょう（p.108）
今後も、最適な公共交通を維持していくための、マネジメントサイクル
の構築について解説しています。
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CHECK
あなたのまちの
公共交通の実態を
整理してみましょう

まず、
あなたのまちの公共交通
の現状を整理し、実態を認識し
ましょう。

本章のポイント
１.地域特性を把握しましょう
地域構造を踏まえた上で、地域の現状特性を整理するとともに、上位計画などでの位
置付けを把握しましょう。
２.公共交通の実態を把握しましょう
地域には、どのような交通が、どこに走っていて、どのようなサービスを提供してい
るのかを再認識するために、整理すべき項目や、各種の調査の方法について紹介してい
ます。
３.住⺠の利⽤ニーズを把握しましょう
地域の公共交通が地域住民にどのように認識されているか、また地域住民はどんなニ
ーズを持っているかを把握するための調査方法について紹介しています。
４.事業者の声を聞き、公共交通の経営実態を整理しましょう
公共交通の実態を知るには、運行を担う交通事業者の声を聞くことが大切です。事業
者の実態や課題などを把握するとともに、経営の実態を把握しておきましょう。ここで
は把握のポイントについて紹介しています。

地域特性に応じた
⼿法による現状分析

③ 住⺠の利⽤ニーズを把握する
・公共交通に対する意識
・具体的なニーズ

課題を整理する

① 地域特性を把握する
・地域構造
・地域の現状
・上位計画等

② 公共交通の実態を把握する
・どこを⾛っているか
・どのように利⽤されているか

④ 事業者の声や経営実態を整理する
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１.地域特性を把握しましょう
① どんな地域構造ですか？
中心部と郊外部では、地域の実態が異なります。把握すべき実態の内容や、その調査手法も
地域特性に応じた方法で進めていくことが肝心です。どのような特性を持った地域構造である
かを確認した上で、現状分析の方法を検討しましょう。

中⼼部

郊外部

地域構造

広域的に⾒た位置付け

（集落分布）

（⽣活圏の実態）

地 域 の中 心とし て 市
街地が形成され、都市
機 能 や人 口が集 積 し
ている。
中心部の縁辺や、中心
部 と は離 れた限 界 集
落 ※ として集落地を形
成している。

隣接地域から、交通流入
や買い物流入があるな
ど、広域的な生活圏を形
成している。
隣接地域と一体となって
生活圏を形成している

※限界集落：65 歳以上の高齢者が半数以上を占める集落地。

周辺集落部を「郊外
部」として

地域全体での検討と合わせ、「中⼼部」
「郊外部」
「都市部」
「地⽅部」
の混在地域として、地区に応じた検討を実施

市街地を「中⼼部」
として

② 地域の現状を把握しましょう
地域の基本的指標を整理してみましょう。２.で整理する公共交通の実態（① 公共交通につ
いて整理してみましょう）と重ね合わせると、必要な所に公共交通が導入されているのかなど
の分析が可能となります。
項⽬
地勢・⼟地利⽤
⼈⼝等

基本整理項⽬
・地形や地勢など交通へのアクセスに関わる指標
・市街地の広がり、用途地域、現況土地利用など
・字別人口（推移、年齢別等）
・従業者人口（推移、昼夜率等）

③ 上位計画・関連計画などにおける地域の位置付けを整理しましょう
地域戦略との一体性を確保していくためにも、地域におけるまちづくり計画やその他の計画
でどのような位置付けがなされているのかを整理しておくことが重要です。
項⽬
まちづくり計画
他分野計画
関連交通計画

8|

上位・関連計画等
・総合計画（将来都市像、将来人口、基本方針、分野別施策、事業目標など）
・都市計画マスタープラン（将来都市構造、公共交通施策・事業など）
・中心市街地活性化基本計画（基本方針、活性化の目標、施策、事業など）
・観光圏整備計画、観光振興計画など（基本方針、二次交通等の方針など）
・バリアフリー基本構想（交通拠点の考え方など）
・都市地域・総合交通戦略
・交通基本計画など

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK：あなたのまちの公共交通を整理してみましょう】

２.公共交通の実態を把握しましょう
地域特性を踏まえた上で、あなたのまちの公共交通は、どこを走っていて、どんな交通で、
どのように利用されているかを再確認しましょう。

① 公共交通について整理してみましょう
現状の公共交通を図化して整理しましょう
整理する指標を、ひとつの地図に落としてみると、各指標の関連性が把握でき、課題が浮かび
上がってきます。

作図イメージ

□ネットワークと運行実態が効率的と
なっているか
□交通不便地域の存在は何が要因か
□効率的な路線配置、車両配置ができ
ているのか
□利用者が減少している路線の沿線は
どのような地域か
□具体的にどことどこの区間が利用さ
れている/利用が減少しているのか
□潜在利用者はどの地域にあるのか
□隣接市町村とは、有機的に連携でき
ているか

ポイント①：ネットワークと運⾏本数を地図化してみる
あなたの地域のバス、鉄道、旅客船などのネ

作図イメージ

ットワークと、施設や集落などの分布状況を地
図上に表記すると、地域全体の公共交通ネット
ワークの形成状況が一目でわかります。また、
大まかな運行本数を太さで表してみると、サー
ビスの実態が目で見てわかります。
バス
鉄道、旅客船
住宅地、
施設など

表記すべき事項
バス路線、停留所位置、フリー乗車区間、運行
本数、デマンド運行区域
鉄道路線、駅、フェリーターミナル
住宅地、商業施設（大型小売店、ショッピング
センター、商店街など）、健康・医療・福祉施
設（総合病院、救急病院、介護施設）
、学校（小・
中・高）、役所・役場、観光施設、その他人の
集まる施設
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ポイント②：交通不便地域を地図上に⽰してみる
ネットワークの形成状況がわか

作図イメージ

ると、「交通不便地域」が浮かび上
がります。例えば、地域構造に応じ
てバス停留所からある一定の距離

※

以上離れている地域は、バス不便地
域であると言えます。地域内のどこ
に交通不便地域があるのかを確認
してみましょう。例えば、図のよう
な地域構造では、都市部は密にネッ
トワークが形成されていますが、郊
外部では、アクセス交通のない集落
が存在し、交通不便地域があること
がわかります。
※土木学会「バスサービスハンドブック」では、90％の方が抵抗感なく、無理
なく歩ける距離を 300ｍとしており、これを基準に不便地域の距離の水準を
300ｍとしている自治体が多く見られます。ただし、地方部では 500m、都
心部では 200m を使うところもあります。

ポイント：勾配・分断・積雪・サービス⽔準を考慮した交通不便地域の抽出
⇒交通不便地域は、停留所からの距離だけでなく、さらに不便となる要因として、勾配・分断・積
雪・サービス水準などを加味して整理すると、現実性の高い交通不便地域が抽出できます。

ポイント③：公共交通のサービス実態を整理しましょう
地図上に整理した公共交通ネットワークの運行形態を把握するために、運行サービス（本
数・起終点・運賃）の詳細、運行事業者、車両規模、運行方法、運行経費などの実態を整理
しましょう。
モード

路線バス

タクシー
福祉有償運送
鉄道
航路

基本整理項⽬
・運行事業者
・起終点、経由地
・運行本数（時間別）
・運賃体系
・運行車両規模
など

その他の項⽬
・切符の種類（回数券、割引切符など）
・運行目的、運行委託先
・運行方法(定時運行/デマンド運行)
・運行経費
など

・運行事業者
・運行事業者
・起終点
・運行(運航)本数
・運賃体系

保有車両数、車両タイプ
運行形態、保有車両数
他の公共交通機関との接続性

など
など
など

など
出典：「地域公共交通活性化まるごとブック」
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ポイント④：⾃治体内の他の部署で運⾏している交通はありませんか
中山間地域などでは、路線バスのほかにも、スクールバス、福祉バスなど、自治体内の他
部署で運行している交通があります。
しかし、この交通が路線バスの運行と重複していれば、競合路線となってしまい、利用者
の拡大にはつながりません。このような他の部署で運行している交通についても整理してお
きましょう。この交通についても、地図上にルートを記入すると、競合路線がわかります。
ポイント⑤：隣接している地域の交通も把握しておきましょう
地域公共交通を検討するときには、単独の市町村で検討体制をつくり、進めるケースもあ
りますが、最適な交通ネットワークの形成のためには、隣接地域と連携した広域のネットワ
ークを形成することが効率化や利用者拡大につながる場合もあります。
そこで、隣接地域の交通ネットワークについても把握しておくと、広域連携の検討に役立
ちます。

② 公共交通はどのように利⽤されていますか？
ポイント①：⾃らが公共交通に乗って、利⽤実態を観察しましょう
公共交通について考えるには、まずは、地域公共交通の活性
化・再生に取り組む担当者が、自分の地域の公共交通に乗車し、
乗降動向を観察して実感することが重要です。乗車せずには、公
共交通を語ることはできません。また、車内観察だけでなく、沿
線地域の特性などについても把握し、乗降実態と合わせて分析す
ることにより、潜在的利用者層を見出すことも可能です。

観察のポイント
利⽤者の⾏動を観察する
＝利用者の交通行動の
把握

・乗降区間の実態…利用集中区間、客層、乗降区間など利用者の乗降
行動を観察しましょう。
・乗継実態…他交通への乗継行動についても観察してみましょう。

サービスの実態を観察する ・情報提供の実態…駅や停留所、車内、ターミナル等における情報提
＝公共交通のサービス
供(案内表示、アナウンスなど)がわかりやすく提供されていますか。
実態の把握
・設備の実態…バリアフリーの実態や車内設備などは利用者にとって
使いやすいでしょうか。
・ツールなどの実態…バスマップ、時刻表などの情報ツールが効果的
に利用されていますか。
沿線の地域特性を把握する ・停留所周辺の地域特性…停留所や駅周辺の地域特性を把握すること
＝路線を取巻く地域的
で、どのような利用者が存在するのかの判断が可能です。
背景の把握
・施設などへのアクセス状況…停留所や駅から、周辺主要施設へのア
クセスがしやすいですか。
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ポイント②：調査を通じて公共交通の利⽤実態を把握しましょう
公共交通の利用の実態は、利用者数を時
間帯別、区間別などで把握することにより、

調査①：乗降調査(カウント調査)

明らかとなります。
そこで、右のような利用実態調査を実施
することで、需要のある区間、利用ニーズ
の高い路線、時間帯別の利用動向など、実
態の詳細が明らかになります。

調査②：ОＤ調査(アンケート調査)
調査③：ヒアリングによる⾏動調査

利
⽤
実
態
の
把
握

調査①：乗降調査(カウント調査)
利用者数を把握するための基本的な調査です。対象路線の各停留所で乗車数/降車数をカ
ウントすることで、路線別、時間帯別、停留所別の乗降実態が把握できます。
○交通事業者の協力を得て、IC カードのデータなどを提供してもらうと、出発地や目的地
が記録されているため、有効なデータとなります。
○乗客が多くない路線の場合、調査員の乗車による調査やビデオによる車内撮影などの簡
易な方法で利用者の乗降区間を調査することが可能です。

調査・分析のポイント
◆基本的な乗降調査
・対象路線の利用が、時間帯別・区間別に把握できるよう、起点から終点までの各停留所での
乗降数を把握する調査です。
・交通事業者に協力を得て、車内でカウントすることが効率的に調査を進めるポイントです。
・車内で調査する際には、利用者の属性や特筆すべき事項(例えば、学生がまとまって乗車して
きた、ベビーカーの多い時間帯など)などの観察調査を併せて実施することで、利用者の顔が
見えてきます。
・平日・休日の調査を実施することにより、時間や曜日による変動が把握できます。また、で
きれば比較的季節変動のない春か秋に調査を実施することが理想です。
◆乗降者数カウント調査 調査票例
各バス停で乗降者数をカウントする場合には、利用者の性別・大まかな年齢などの属性デ
ータとともに、時間帯などが調査しましょう。
バス停留所名
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性別
男

⼥

乗⾞数
学⽣

⼀般

⾼齢者

降⾞数
合計

学⽣

⼀般

⾼齢者

合計

通過時刻

特筆すべき事項
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◆分析例
乗降客の全体数の経年変化・区間別時間帯/曜日別の変化などの分析により、対象路線の利
用動向が把握しましょう。
時間帯別利⽤状況の分析例

降車人数
経年変化の分析例
乗車人数
乗車人数の増減率（前年度比）
降車人数の増減率（前年度比）
30,000

10.00%

9.07%
25,000
20,000

8.00%
7,654

8,1115.97%

15,000
10,000

8,047

8,777

4.00%

3.78%
17,012

16,794

5,000

‐1.28%

0
2009年度

2010年度

17,428

‐0.79%

6.00%

17,482

2.00%

0.31% 0.00%
‐2.00%

2011年度

2012年度

分析例として架空の数図から作成

調査②：ОＤ調査(アンケート調査)
乗降調査では、各停留所での乗降数は把握できますが、利用者ひとり
ひとりが「どこからどこまで乗車したのか」までは把握できません。し
かし、このひとりひとりの交通行動が把握できれば、どのような目的で
公共交通を利用しているのかを詳細に把握することができます。乗客に
対するアンケート調査を実施する方法が主流ですが、乗降調査と組み合
わせた簡易で確実にデータを得られる方法も開発されています。
※ОＤ調査：起終点調査のことであり、起点(Origin)と終点(Destination)の組み合わせを１トリッ
プとしてカウントする。人を対象としたものはパーソントリップ調査とも言われている。

調査・分析のポイント
◆基本的なОＤ調査
・アンケート形式により、対象者の１日の交通行動を把握する調査であり、どこからどこま
で、どんな交通手段を使ったのか、どのくらい時間がかかったのかを把握する調査です。
・全住民を対象として調査を実施することが望ましいのですが、規模の大きい都市部では膨
大すぎるため、サンプル調査(調査対象者を選び出して調査し、全住民の実態を推計する方
法)を実施するのが望ましいでしょう。また、過疎地域などの高齢者が多い地域では、交通
行動は毎日異なるため、この手法はあまりなじまないでしょう。
◆ОＤ表の作成
・ОＤ表は、アンケート調査で得られた利用者の動きをまとめるものです。例えば、Ａバス
停から乗車し、Ｂバス停で降りた人の数を次頁表に該当する欄に数字を入れて作成したも
のがОＤ表となります。往復利用がなされれば、行列が対称となりますが、例えば病院に
行くのに行きはバスを利用しても、帰りは家族に迎えに来てもらうということであれば、
１方向のみで非対称となります。
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ОＤ表
目的地
出発地

Ａバス停

Ａバス停
Ｂバス停

Ｂバス停

Ｃバス停

Ｄバス停

Ｅバス停

往復であれば同じ数
字、一方向利用であれ
ば異なる数字となる。

Ｃバス停
Ｄバス停
Ｅバス停

【事例：乗降データの取得】
◆埼⽟県川越市のイーグルバス
イーグルバスでは、１分・１キロ単位でのデータを取得するため、車両にＧＰＳ（全地球測
位システム）と乗降口の上部に赤外線乗降センサーを設置し、停留所ごとの乗客数や停留所間
の人数、路線上での位置、運行にかかる時間などのデータを把握しています。このビッグデー
タから、運行状況を徹底的に可視化分析することで、路線バス事業が抱えていた課題を見出し、
その改善策を講じることにより、減少していた乗客数をわずか４年で増加に転じさせることに
成功しています。
◆福島県の福島交通
福島交通㈱では、ＩＣカードの
導入により詳細な利用実態が把握
可能となり、この利用実績から課
題を明確にし、サービスに反映さ
※
せることで、実車走行キロ が微減

する中、運賃収入が増加し、生産
性の向上が図られています。
平成 22 年に回数券、平成 23 年に
定期券をＩＣカードで運用を開始
しています。

出典：国土交通省資料

※走行キロ：自動車が走った距離をキロメートルで表したもので、物や
人を輸送したかどうかは問わない。

◆簡易ОＤ調査⽅法
・１日の交通行動を把握することは、地域全体の交通を検討するために必要なことですが、
大規模な調査が困難な場合、
・どこからどこまで使われているか
・よく使う区間の発・着地
・利用の頻度
・よく利用する交通手段
などの項目のみをアンケート調査するといった簡易な方法で調査するのもよいでしょう。
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【事例：データ取得ツール】
◆東京都⽂京区のコミュニティバス(Ｂ―ぐる)の調査事例
各バスに調査員２名が乗車し、１名が調査票を乗車時に
乗車停留所番号を記入して利用者に手渡し、降車時には他
の１名がこれを受け取り、降車停留所番号と性別・年代を
記載して回収する方法です。乗降客が多い路線では導入が

出典：コミュニティバス利用実態
調査報告書/文京区

難しい方法ですが、簡易的な方法で、利用者への負担がな
く、また回収率は 100％となります。
◆北海道旭川市のバス乗降調査事例
各バスに調査員２名が乗車し、調査票に乗車時間をチェ
ックして乗車する利用者に手渡し、利用者は該当する番号
を簡単に指で折り曲げることで回答します。降車時にはも
う一人の調査員がこれを受け取り、降車時間をチェックし
て回収する方法です。上記の文京区の事例と同様、乗降客
が多い路線では導入が難しい方法ですが、ビンゴカードの
よう回答用紙は利用者への負担がなく、また回収率は 100
％となります。
出典：旭川市資料
※コミュニティバス：地域住民の利便性向上等のため一定地域内を運行するバスで、車両使用、運賃、ダ
イヤ、バス停位置等を工夫したバスサービスのこと

調査③：ヒアリングによる⾏動調査
高齢者が多い地域などでは、交通行動が毎日異なるため、前述した１日の交通行動を把握
するアンケート調査などはあまりなじみません。地域の人口規模が小さければ、きめ細かく
ヒアリングするなどにより、交通行動を把握することも可能です。よく行く目的地や移動の
目的、移動手段、時間帯、頻度などの交通行動についてヒアリング調査をしてみましょう。
なお、効率的な調査を実施するために、行動についてのヒアリング調査と p.23 で紹介し
ているニーズについてのヒアリング調査を同時に実施・整理するとよいでしょう。

ポイント③：経年の利⽤動向を把握しましょう
調査データは、毎年把握していくことにより経年のデータが得られます。このデータから、
「どの路線の利用者数が変動しているのか」
「この路線のこの区間の利用者が減少している」
などの分析ができます。
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【コラム：既存データの活⽤】
自前で調査を実施する前に、活用できる既存データを検索してみましょう。しかし、既存データは概して都市
部においては整備されていますが、地方部については、必ずしも整備されていない場合もあります。
活⽤できるデータ内容
地域(町・字別)の人口(性別、年齢別、利用交通手段(利用交通手段のみ 10 年毎))
地域間(市区町村間)通勤通学目的流動量(手段別)(人ベース)
地域別(町・字別)事業所数、従業者数
地域間(市区町村より細かいゾーンが可能)の目的別(通勤通学など)、手
段別流動量(バス利用流動量など)(走行台数ベース)
鉄道・バスの運行ダイヤ、輸送人員、乗車人員、運賃収入など
地域間(市区町村より細かいゾーンが可能)の目的別(通勤通学など)、手
段別流動量(バス利用流動量など)(トリップベース)
鉄道駅の端末交通としての流動量(手段別、目的別、時間帯別など)
鉄道駅間流動量・バス停間流動量、系統別バス流動
将来人口

既存調査
国勢調査
国勢調査
経済センサス
全国道路交通情勢調査

調査対象地域
全国
全国
全国
全国

各交通事業者
パーソントリップ調査

都市圏

パーソントリップ調査
パーソントリップ調査
日本の市区町村別将来推計人口(国
立社会保障・人口問題研究所)

都市圏
都市圏
全国

※国勢調査：総務省統計局 HP(http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/)
経済センサス：総務省統計局 HP(http://www.stat.go.jp/data/e-census/)
パーソントリップ調査：仙台都市圏パーソントリップ調査(http://www.pref.miyagi.jp/site/pt/)
将来人口(市町村別)：国立社会保障・人口問題研究所(http://www.ipss.go.jp/)
(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson08/t-page.asp)
また、各種ＧＩＳ（地図情報システム）のデータを活用することができます。ＧＩＳとは、位置に関する様々
なデータを電子地図上で扱う情報システムのことを言います。基本的な指標や交通流動データ等の複数のデータ
を重ね合わせ、視覚的にも判読しやすい表示ができることから、さまざまな分析に活用できます。国土交通省ホ
ームページで無償で配信されているデータもあります。
・国土交通省国土政策局 GIS ホームページ

http://nlftp.mlit.go.jp/

・総務省統計局 数字で見る統計(統計 GIS)ホームページ
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/toukeiChiri.do?method=init

ポイント④：潜在的な利⽤者はいないのでしょうか
公共交通の利用の方法がわからない、公共交通の利便性を認識していない、乗ったことが
ないので使えるのか不安といった、利用に転じる可能性がある方々、すなわち、潜在的な需
要はないでしょうか。
このような潜在的な利用者を掘り起こし、利用に転じる促進策などを導入していくことが、
利用者の拡大を図っていくためには重要です。
潜在的な需要を踏まえた上で、利用実態と合わせて、全体としてどのくらいの利用が見込
めるのか、どんな層の利用が見込めるのかなど、需要を予測し、プランに反映していくこと
も可能となります。
公共交通利⽤者の需要予測
新たな交通や新たなルートを検討するにあたっては、どのくらいの利用が見込まれるのか、
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即ち、需要を予測することが重要です。需要予測にはさまざまな方法がありますが、バスの
需要予測では、簡略化した手法で推計することができます。バスの需要予測の方法として、
幾つかの方法を紹介します。
⽅法①：利⽤者の交通⾏動からの推定
既存の路線がある場合には、現在の利用者の交通行動をもとに推計することが可能で
す。交通行動は、パーソントリップ調査（p.18 コラム参照）のデータがあればこれを
活用できますが、ない場合、簡易のОＤ調査（p. 14 参照）を実施することでデータを
得ることができます。
⽅法②：利⽤者意向からの推定
新たなルートの設定においては、「利用するか否か」をアンケート調査により把握し
て需要を推計することが可能です。しかしこの利用意向調査（ＳＰ調査(p. 18 コラム参
照)）は、
「利用する」とした回答者が「実際には乗っていない」といったギャップも多
くあることから、単に利用意向を調査するだけでなく、料金や乗車時間（遅延となった
場合の待ち時間も含めて）などの具体的な仮想条件を示した上で、利用意向を調査し、
また、自家用車保有などの属性情報も取得することで、過大予測を避けることができま
す。
⽅法③：沿線⼈⼝からの予測
駅・バス停勢圏（バス停の場合、200〜500ｍの範囲、p. 10 参照）の人口から利用対
象者を抽出し、抽出した対象者の利用頻度を現状の利用率から算出して需要予測を行う
方法です。利用対象者は、通常、運転免許を保有していない高齢者、学生などが挙げら
れます。例えば、バス停勢圏内に 100 人の住民がいて、そのうち、50 人が運転免許を
持たない高齢者だとして、通院や買い物などで１人が２週間に１往復の利用があると仮
定すると、１日の延べ利用者数は 50 １ 14 ２＝7.1 人となります。
⽅法④：集計モデルによる予測
対象地域のゾーン（地区）ごとの需要を予測する推計方法です。各ゾーンの人口など
の指標及びОＤ表を用いて四段階推計で需要を予測していく方法が一般的です。しかし、
データの集計や推計にコストと技術を要することから、バスなどの需要予測には不向き
と考えられます。
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【コラム：需要を予測に活⽤するデータの取得】
◆簡易パーソントリップ調査（簡易 PT 調査）
パーソントリップ調査は、回答者の１日の行動について移動時間、交通手段をトリップごとに把握する調査で
す。既存のパーソントリップ調査のデータがある場合には、これを用いることができますが、データがない場合
には、簡易な調査で把握することが可能です。また、地方部の高齢者の行動は１日単位ではなく、１週間、１ヶ
月で繰り返されることが多いため、実態に応じた調査が必要となります。
簡易な方法としては、回答者によく行く目的地（ゾーン）を１〜３カ所選んでもらって、移動の目的、手段、
時間帯、頻度をアンケート調査により把握することが有効で簡単な調査となります。調査対象は基本的に 15 歳以
上の全住民とすることが望ましく、得られた結果をもとに、ゾーン間のОＤ表を作成しましょう。
◆ＳＰ調査(Stated Preferences)
アンケート調査により、地域住民の日
常の交通行動と仮想的な条件のもとでの
行動について利用意識を把握する方法で
あり、交通手段選択行動を分析すること
が可能です。地域住民がどのような交通
ならば利用するのか、即ち、どんな手段
であれば、交通需要に結びつくのかを把
握することができます。調査票では、具
体的に乗車時間や待ち時間、料金などを
表示して、どのような条件下であれば利
用するのかを調査します。
また、どのくらいの頻度で利用するのか
（利用率）も把握できれば、需要を予測
するデータとなります。

出典：H12 宇都宮都市圏交通機関利用意識調査

ただし、過大な需要の算定を招くこともあります。自家用車利用者を除くなど、データの精査が必要です。
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３.住⺠の利⽤ニーズを把握しましょう
あなたの地域の公共交通は、地域住民にどのように認識されているでしょうか。本当にバス
を利用している人の声から、ニーズを掘り起こしましょう。

●公共交通⾃体、どう認識されているでしょうか？
地域にはどんな公共交通があり、どのような利便性があり、どこに行くことができるかを地
域住民がどのように認識しているかを把握しましょう。交通モードによっては、全く乗ったこ
とが無いという方もいるかもしれません。

●公共交通の維持・活性化に対してどんな意識を持っているでしょうか？
公共交通は、行政・事業者だけでは、維持できない限界を迎えつつあります。一方で、高齢
化や少子化から、地域の「足」としての重要性が高まるなか、行政・事業者だけではなく、地
域で協力をして公共交通を支援していくことも視野に入れていくことが必要となってきてい
ます。こうした実情を利用者がどう認識し
ているのか、例えば「このバスを維持して

調査①：アンケート調査

いくためには、住民の皆さんに年間○○円
負担していただくことが必要です。負担し

調査②：ヒアリング調査

利⽤者ニーズ
の把握

ますか？」などの意識調査を実施して把握
しましょう。

調査①：アンケート調査
アンケート調査は、対象を広げることにより、多数の意見を定量的に把握することができ
ます。しかし、アンケートに応じるかは対象者にゆだねられるため、回答しやすいよう設問
数が限られる、回収率が低くなるなどの課題があります。
利用状況、認知度、満足度など定量的な分析をしたい項目については、アンケート調査に
よる多数の意見収集が効果的です。
◆アンケート調査の進め⽅
調査の目的を明確にした上で、対象者像などを設定し、アンケート調査を進めていきま
しょう。
①調査の⽬的
を明確にす
る

②対象者・回
収数を設定
する

③配布⽅法・
配布数を設
定する

④アンケート
調査票を設
計・作成する

⑤調査票を配
布、回収す
る

⑥調査結果の
集計・分析
をする
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調査のポイント
①調査の⽬的を明
確にする

○利⽤者の具体的なニーズを捉え、検討へとつなげる
公共交通のあり方を検討していくためには、具体的なニーズを把握するこ
とが必要です。どのような層の、どのようなニーズが知りたいのか（例えば、
普段公共交通は使わないが、便利ならば使用したいというような潜在的なニ
ーズを知りたいなど）など、目的を明確にして調査を実施しましょう。
○公共交通を認識してもらう「機会」とする
地域住民が、アンケート調査で公共交通について答えることは、「公共交
通について考える機会」となります。アンケート調査の内容に意図的に地域
の公共交通についての認識を高めていくための情報を入れ込んでいくこと
も周知を広げるチャンスです。

②対象者・回収数
を設定する

○的確なサンプリング
対象者は全ての住民を対象とす
ることが望ましいですが、コストの
問題からサンプルを抽出して調査
する場合もあるでしょう。その場
合、必要なサンプル数は、母数とな
る人口に比例するというものでは

必要サンプル数
1,800
1,600

1,513

1,534

100,000人

1,000,000人

1,332

1,400
1,200
1,000
800
606

600
400
200
0

94
100人

1,000人

10,000人

ありません。1 万人の母数で 1300
人程度が妥当であるのに対して、
100 万人の母数でも 1500 人程度が妥当です。

出典：
「自治体が行うバス（ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ）計画
作成のポイント」バス 110 番事務局

○対象層を絞り込む
全住民の平均的な意見を把握したい場合には、サンプルの中に各属性(例
えば男女、各年齢層など)を平均的に抽出して入れると偏りなく意見を収集
できます。また、ターゲット（例：学生、高齢者、主婦層など）を絞り込ん
で、ひとつの属性を対象として意見を収集するのもよいでしょう。
③配布⽅法・配布
数を設定する

○地域の実態に応じた配布⽅法
住民基本台帳からの無作為抽出が基本的であり、無作為であるため最も有
効なデータを取得できます。配布方法によって、回収率は大きく異なります。
対象や地域の実態に応じた配布方法の設定が必要です。
住⺠基本台帳に
よる無作為抽出
代表者を介し
た配布
屋外での配布
⾞内(船内)で
の配布
ポスティング

配布⽅法
個人情報保護法に留意し、住民基本台帳から無作
為に抽出した対象に対して郵送する方法。
町内会、婦人会などの自治会代表を介して所属す
る会員に配布する方法。
道路使用許可、施設利用許可などを得た上で、駅
前や商業施設などでの配布を行う方法。
交通事業者のご協力を得て、車内に直接乗り込ん
で、乗客に配布を行う方法。
各戸のポストに直接配布する方法。団地などで禁
止されているところもある。

回収率の⽬安
5〜15％
30％以上
10〜30％
10〜30％
3〜10％

出典：「地域公共交通活性化まるごとブック」
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○⽬的に応じた調査項⽬の設定
調査項目は、調査の目的に応じて、設定していくことが必要です。
調査項⽬及び内容の例
調査項⽬

属性
日常の行動
仮定の行動
公共交通利用
の実態
公共交通への
評価
公共交通に対
する認識
その他

設問の内容
年齢、性別、住所、世帯構成、運転免許の有無、最寄のバス停ま
での距離
目的別（通勤・通学、日常の買い物、通院など）の頻度、移動手
段、時間帯など
仮定路線の利用意思、利用意思のある路線（経路）など
利用している公共交通⇒その利用目的、頻度、時間帯、目的地、
改善ニーズなど
利用していない場合の理由、利用意向
利便性（運行頻度、運行時間帯など）、サービス（経路の設定、
運賃、情報提供など）、快適性（車内設備、バリアフリーなど）
地域内の交通に対する認知度、地域公共交通に対する税金投入の
実態に対する認識、公共交通の経営実態に対する認識など
公共交通に対するニーズの自由記述 など

○設問内容の留意点
・属性とニーズの関係性を分析するためには、属性の項目も重要です。運転
免許の有無、最寄りバス停までの距離などの情報は分析に役立ちます。
・現状の利用から見直したい場合は、「日常の行動」を把握するとよいでし
ょう。利用の実態に加えて、どのような改善を望んでいるのかも把握しま
しょう。
・利用が見込まれる地域、新規導入を図る地域などにおいては、
「仮定行動」
によって分析します。「もしこのような交通があれば利用するか？」など
の仮定の行動に加え、望む交通機能なども把握しましょう。
○興味を持ち、回答しやすい調査票の設計
アンケートは、まず調査内容に興味を持っていただくために、わかりやす
く回答しやすい調査票を作成することが、回収率にも関わる重要なポイント
です。
⑤調査票を配布・
回収する

○効率的な配布・回収
料金受取人払郵便、自治会による回収など、効率的かつ低コストで配布・
回収方法を導入することが必要です。

⑥調査結果の集
計・分析をする

○効率的な集計作業
集計においては、EXCEL などの集計ソフトを活用し、効率的な集計作業
を行っていきます。
○クロス集計による、対象別ニーズの把握
属性やニーズのタイプ別の分析は、検討にあたって有効なデータとなりま
す。こうしたクロス集計※により、有効なデータを整理しましょう。EXCEL
を使用する場合、フィルター機能やピポットテーブルなどを使用すると便利
です。
※与えられたデータのうち、2 つないし 3 つ程度の項目に着目してデータの分析や集計を行うこと
をクロス集計といい、例えば、属性 ニーズ、属性 利用者行動 ニーズなどの項目で分析する
ことにより、詳細なデータを得ることができます。
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【CHECK：あなたのまちの公共交通を整理してみましょう】
【コラム：アンケート調査設計の⼯夫】
◆利⽤者の本⾳を引き出す設問の⼯夫が必要です
利用意向を引き出すには、「運
行されたら、あなたは乗ります

調査票例

分類
属性

か？」といった設問では、「まあ、 主な外出⾏動
乗るかもしれないなあ・・」と
利⽤交通経路

主な質問項⽬
性別、年齢、職業、免許保有有無
⽬的（通勤、通学、私事、買物、通院）別外出回数
各⾏動別に、⾃宅から⽬的地までの利⽤停留所、駅名や利⽤交通
機関、系統名

乗るという回答をしてしまうこ
とも考えられます。真のニーズ
を引き出すには、「あなたが通院
に使うのに、このバスに乗ります
か？」「昼間の時間帯に運行され
れば乗りますか？」など、具体的
な行動を仮定して考えられるよう

１.徒歩 ２.⾃転⾞ ３.バイク ４.バス ５.⾃動⾞送迎
６.⾃動⾞を⾃分で運転 ７.ＪＲ ８.私鉄 ９.タクシー
11.その他（
）

にすることが必要です。
また、利用する理由、利用しな
い理由など、交通行動とその理由
をセットで聞くことも必要です。
◆読みやすい、答えやすい
アンケート票を作成しましょう
アンケート調査票は単純かつ、
わかりやすいものとすることが、

現在の公共交通

１.本数が少ない

に対する不満点

けない

２.運賃が⾼い

３.⼀回の乗⾞で⽬的地に着

新たな公共交通

１.停留所が近い路線

に望むこと

３.買物や通院に使えるよう昼間に地域を循環する路線

４.乗りたい時間に本数が少ない

５.停留所が遠いなど

２.通勤に使えるよう朝⼣本数が多い路線

４.ショッピングセンターの利⽤が便利な路線
利⽤意向

回答者にとって読みやすく、答え
やすいものとなり、ひいては、
回収率のアップにつながります。
あまり設問数が多いと、回答者
にとって負担になってしまうこ
ともあります。また、図や記号

など

⾒直し案の⼀例を⽰して
１.この路線を利⽤する
２.わからない
３.利⽤しない
４.以下のような条件があれば利⽤する
ⅰ朝⼣時間帯の本数が多い
ⅱ昼間の時間帯の本数が多い
ⅲ地域の各施設を循環する路線
ⅳ乗換えずに鉄道駅に⾏ける路線
など

などを使用して、わかりやすい調査票を作成しましょう。
◆アンケート調査・設計で陥りやすい注意点
アンケート調査では、ターゲットや目的を明確に設定した上で、調査票の設計、実施へと進めていくことが必
要ですが、実施方法によっては、設定した目的に沿わない結果を得ることになることもあります。陥りやすい点
を挙げますが、これだけではありませんので、十分な検討の上、実施をしていくことが重要です。
〈陥りやすい例〉
○郵送配布とした場合、回答者が調査のテーマに関心が高い、時間に余裕があるなどの属性に偏ってしまう可
能性があります。実際、高齢者や女性の回答者が多い傾向があります。
○郵送配布とした場合、調査対象者宛に送付したにも関わらず、調査票の記入を対象者ではなく、他の家族が
記入してしまうこともあり、対象者のニーズを捉えているかの確実性は低くなります。「必ず本人がご記入
ください」といった注意事項を添えることも必要です。
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ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK：あなたのまちの公共交通を整理してみましょう】
【事例：潜在需要の顕在化による利⽤者増】
◆⿂津市公共交通活性化会議の取組み（富⼭県⿂津市）
路線バスの休廃止を受け、「真のニーズ把握は、住民との対面で行うことが効果的」「紙面アンケートはＰＲ効
果を狙うもの」との見解に基づき、地域住民のニーズ調査を実施するとともに、様々な広報活動の実施や「バス・
サポーター制度」の創設など、潜在需要を顕在化する施策を中心に取り組み、利用者を増加させています。

地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰事例（平成 25 年度）

調査②：ヒアリング調査
具体的な意向・意見を把握するために、ヒアリング調査は有効です。
しかし、対象が限られるために、意見に偏りが出る可能性もあります。
ヒアリングには、一人ずつ対面で尋ねる方法があります。小さな集落
での調査には向きますが、効率的なヒアリングを実施するには、「グル
ープインタビュー」が有効です。また、参加者とともに改善案などのプ
ランをつくる「ワークショップ」方式も、住民との協働による公共交通
の活性化・再生を進める上で有効です。これらの方法では、状況に応じ
て様々な意見を引き出すことができ、住民の生の声を聞きだすことが可能です。

●グループインタビュー
数名の参加者を対象に、インタビューや議論を行う会議形式のヒアリング調査のひとつ
の方法です。

調査のポイント
参加者
の選定

○対象者層
・公共交通利用者のみではなく、非利用者も対象とすべきです。
・利用者層を考慮し、学生から高齢者までの幅広い世代を対象とすることが理想的です。
・地区のことをよく理解している自治会長などのキーマンに参加していただくのもよいでしょう。
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【CHECK：あなたのまちの公共交通を整理してみましょう】
○参加⼈数
・参加者が意見を言ったり、議論したりするには、６〜８人が適当であると言われていま
す。全ての参加者が発言できるよう、10 人程度を上限としましょう。
⽇時/
場所の
設定

○対象者層に合わせた時間設定
・主婦層などは平日の午後、通勤者は休日の昼や平日の夜などが妥当です。参加者のバラ
ンスを考慮して日時を設定するとよいでしょう。
○開催場所
・公共交通について考える場とするためには、公共交通でアクセスできる場所を設定し、
参加者には公共交通を利用して参加していただきましょう。

会議の
運営

○ファシリテーターの配置
・インタビューや会議の運営を行うファシリテーター（司会進行役）が必要となります。
ファシリテーターには、参加者の意見や有効な議論を引き出す能力が問われます。
○テーマに沿った運営
・会議の場に慣れていない方の意見を引き出すために、まずはファシリテーターから会議
の主旨などをお話しし、各自の自己紹介をしていただくところから始めましょう。
・インタビューを効率良く拡散せずに進めていくために、テーマをいくつか設定し、これ
に沿って運営していくことが望ましいでしょう。
・陳情の場としないためにも、
「自分たちが支えていくためにはどんなことが必要なのか」
という視点を参加者に持っていただくことが重要です。

●ワークショップ
ワークショップは、ニーズ調査の枠を超え、参加者同士の議論の中から、参加者自らが
方向性を検討していく会議の形態です。参加者を広げることにより、住民との協働の地域
公共交通活性化・再生の推進体制をつくることも可能です。

調査のポイント

24 |

参加者
の選定

○⽬的に応じた参加者設定
対象者層は、グループインタビューと同様ですが、参加規模は広げることも可能であり、
このワークショップをベースとして、住民との協働体制も構築できるでしょう。

⽇時/
場所の
設定

○数回の開催によって検討を進める
ワークショップでは、参加者が現状を把握し、課題を見出し、方向性をつくっていくス
テップを踏むことが望ましいため、開催も複数回とすることが必要です。

会議の
運営

○ステップを踏んで、⽅向性を検討する
参加者、それぞれが公共交通の課題を共有した上で、最適な方向性や方策は何なのかを
議論していくために、以下のようなステップで進めていくことが望ましいでしょう。
公共交通の現状を

課題を⾒出し、参

⽅向性（⽬的）を設

具体的な⽅策を検

認識する

加者で共有する

定する

討する

実際に参加者が公
共交通に乗ってみ
るなどにより現状
を肌で感じる

現状から課題を整

課題解決のために、

目的を達成するた

理し、参加者全員

どのような目的を

めの具体的な方策

で共有する

立てればよいのか

を検討する

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK：あなたのまちの公共交通を整理してみましょう】
○ワーキング（作業）・議論から⽅向性・⽅策を導き出す
議論しやすいグループ（６〜８人程度）をつくり、参加者同士で議論をしながら作業を
行って、方向性を導き出していきます。その際には、方向性や方策を考えるための地図（公
共交通マップなど）などに参加者の意見を書き込みながら方向性を見出していきます。
○参加者同⼠で検討した⽅向性・⽅策を発表する
議論や作業から整理された方向性や方策は、参加者が発表することにより、参加者間の
情報の共有が図られ、全体の総意をまとめやすくなります。
【事例：ワークショップによる検討の事例】
◆湘南ライフタウン周辺地区における公共交通に関するワークショップの事例（神奈川県藤沢市）
神奈川県藤沢市では、湘南ライフタウン地区におけるバスなどの公共交通についてのワークショップを開催
し、地域住民が参加して、問題点などを具体的に洗い出し、これをもとに、どのような公共交通にしていくこ
とがよいのかを議論して、改善案としてとりまとめています。
利用者自身が具体的に問題点
を考えていく過程で、地域の実
情や利用の実態に応じた公共交
通として何を目指すべきなのか、
また、利用者として担うべき役
割などについても、認識してい
ただく機会となっています。
ワークショップの内容は、ニ
ューズレターとしてとりまとめ
られ、参加者との情報共有をす
るだけでなく、藤沢市のホーム
ページから、広く市民の皆さま
に情報を発信しながら進められ
ました。

出典：公共交通バス（湘南ライフタウン周辺）に関するワークショップニュ
ーズレターvol.4
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４.事業者の声を聞き、公共交通の経営実態を整理しましょう
●交通事業者の声を聞きましょう
日々利用者と接している交通事業者や移動を担っているＮＰО法人などは、利用者の声（運
行に対する評価、ニーズ、問題と感じている点など）や、維持・活性化のための課題を認識し
ています。
各事業者に対するヒアリング調査やアンケート調査などにより、声を聞いてみましょう。

調査のポイント
利⽤状況や利⽤者
の声からの実態

運転者などのヒアリングにより、路線の利用実態や利用者のニーズ・評価を
把握します。
・路線利用の実態（時間帯、区間、属性別の利用特性）
・利用者の路線運行に対する評価、問題として挙げられている点
・利用者の路線運行に対するニーズ
など

維持・活性化のた
めの課題

事業者の抱える事業維持の問題点や、活性化を図っていくための課題などを
把握します。
・運転者の不足や車両の老朽化など、事業維持における問題点についてその
実態と要因を把握しましょう。
・経営の持続、活性化を図っていくためには、収支の改善などの課題が挙げ
られます。その具体的な問題や要因について把握するとともに、経営を持
続していく上での事業者ニーズも把握しましょう。

●公共交通の経営実態を整理しましょう
地域公共交通の経営は、利用者の減少などにより年々厳しさを増していると言われています。
東北地方においても、直近では利用者は増加していますが、経営としては、例えば、東北地方
の路線バス事業者 15 社中、
14 社が赤字経営という厳しい状況にあります。不採算路線の廃止、
分社化、管理委託などの合理化がすすめられ、経常収支の改善に取り組んでいるものの、人件
費の削減を余儀なくされ、効率化は限界に達しています。地方鉄道や旅客船会社も同様の実態
にあります。
そこで、維持・活性化を検討していくには、事業者の協力を得て、あなたのまちの公共交通
の経営実態や課題を認識しておくことが重要です。
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ACTION
課題解決のため、
改善・⾒直し
の⽅針を
⽴てましょう

課題を明確にし、解決するため、
地域の実情に合った、公共交通
の改善・⾒直しの⽅針を⽴てま
しょう。

本章のポイント
１.データ分析により課題を整理しましょう
ここでは、CHECK で整理された公共交通の実態や住民ニーズなどの分析の視点を解説
し、課題整理のポイントを紹介しています。
○地域構造・ネットワーク・運行実態・ニーズが整合していない箇所はありますか？
○非効率な運行となっている区間はありますか？
○公共交通についての情報不足や認知度の低さなどにより潜在需要を取りこぼしてい
ませんか？
２.課題に取り組む体制を整えましょう
これから、公共交通の活性化・再生に取り組むにあたり、整えるべき体制について、そ
の準備、また目的に応じた体制、参画する関係各者の役割などを整理しています。
３.改善・⾒直し戦略を検討しましょう
地域の実情に応じた改善・見直しの方向性としての『戦略』を立てるためのポイントを
紹介しています。
４.改善・⾒直しの具体策を検討しましょう（改善・⾒直しのポイント）
ここでは、改善・見直しの目標を達成するために、バス・鉄道・旅客船などの交通モー
ドの別に、具体策を検討していく上で押さえておくべきポイントを解説しています。
①路線を地域の実情に応じて運営していくための⾒直しを検討する
地域にとって貴重な「足」であるバス路線の見直しや新規導入を図っていくにあたっ
ての、目的設定から改善運行の検討までのステップを具体的に紹介しています。
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②地域にある他の移動⼿段の活⽤を検討する
地域には路線バスやコミュニティバスのほか、他の移動手段としてスクールバス、福
祉バスなども運行されていませんか。これらの活用方法のポイントを紹介します。
③鉄道サービスの⾒直しを検討する
鉄道については、経路変更などはできませんが、ここでは、安全性・利便性の向上、路
線の維持・活性化などを図っていくためのポイントを紹介します。
④旅客船を維持していくための⾒直しを検討する
旅客船は、島で暮らす人々にとってのライフラインとして不可欠な生活航路です。航路
を維持していくための見直しのポイントを紹介します。
⑤交通結節点の整備・改善を検討する
交通モードが交わる交通結節点について、利便性の向上、まちづくりとの連携などを推
進していくためのポイントを紹介します。
⑥ツールや表⽰などの⾒直しを検討する
運行見直しやサービス導入と合わせ、利用者に如何に認知してもらい、便利に使ってい
ただくのかが重要なポイントとなります。そのためのツールや表示の工夫について紹介し
ます。
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１.データ分析により課題を整理しましょう
CHECK で整理された、現状の基本的な公共交通の実態や住民ニーズのデータを用い、様々な
視点から分析して、地域公共交通の課題を整理しましょう。

視点例① 地域構造・ネットワーク・運⾏実態・ニーズが整合していない箇所はありますか？
地域構造（市街地や集落の形成の実態）、ネットワーク（公共交通網の形成状況）、運行実
態（運行サービスの実態）、地域住民の利用ニーズを総合的に見てみると、サービスとニー
ズが整合していない箇所はありませんか？実態とニーズが整合していないということは、利
用者目線での運行がなされていないことも考えられます。
例）
・公共交通ネットワークが構築されていない交通空白地域において、具体的な利用ニーズ（例えば、
まちなかへの買い物のため週に何度か平日の午後に利用したい）が多く挙げられている。
・ニーズは比較的少ないものの、生活の足の確保が必要である交通空白地域がある。
・利用が減少しており、ニーズも低いなどの地域に実態に合わない運行サービスが提供されている。
【事例：利⽤実態とニーズの検証例】
◆３年間の利⽤実態データを実証運⾏により得た結果、ニーズ≠利⽤者であることが明らかに（佐賀県神埼市）
市町村合併後において旧町域間の交通が不
足している中、バス路線の廃止があり、市民
の移動手段の確保が急務となり、フィーダー
系統を２系統から４系統に分割して運行しま
した。実証運行により得られた乗降客数デー
タとアンケート調査による利用者のニーズが
合致していることが検証されました。
この結果を参考に運行ルートなどを見直し、
本格運行へと移行し、その後は、利用者の主
体であった高齢者にターゲットを絞り、早朝、
夕方便の廃止などを実施して利用者は増加し
ています。

出典：国土交通省九州運輸局資料（地域内フィーダー系統に関する市町村の取組み事例集）

視点例② ⾮効率な運⾏となっている区間はありますか？
運行実態をネットワーク上で見てみると、重複して運行している区間や、利用者数と運行
本数が整合していない区間、乗継ダイヤがうまく合っていない区間などがありませんか？効
率的な運行を目指すために、運行を見直す必要があるのではないでしょうか。
例）
・スクールバスなどの他の交通を含め運行が重複している
・ダイヤが利用実態と合っていない（例.昼間の利用ニーズが高いが、運行は朝夕に集中しているなど）
・導入モードが利用実態と合っていない（例.全体の利用者数が少ないが大型バスを運行しているなど）
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

視点例③ 公共交通についての情報不⾜や認知度の低さなどにより
潜在需要を取りこぼしていませんか？
利用者の潜在的ニーズが高いにも関わらず、地域住民が公共交通の情報を知らない、認知
していないなどが要因で利用に結び付いていないといった「潜在需要」の取りこぼしをして
いませんか？「利用したいけれど、なぜ利用していないのか」の要因を深く分析することが
必要です。
例）
・自分の交通行動に合ったバスが運行されているにもかかわらず、「バスは使いにくい」との思い込
みから利用していない。
・スムーズな乗換ができる交通拠点があるが、
「乗換が面倒である」と利用していない
など

これらの視点を参考に、「公共交通の実態」「住民のニーズ」「公共交通の経営実態」につ
いて分析し、各項目における問題点や項目相互を見た場合の問題点から、課題を整理してみ
ましょう。
どの地域でどんな利⽤減少
が⽣じているのか、利⽤と
運⾏は整合しているのか
利⽤や運⾏と住⺠ニーズ
の実態が乖離している⇒
サービスの⾒直しが必要

公共交通
の実態

住⺠の
ニーズ

公共交通の運⾏実態を知ら
ない、情報不⾜などによる
「潜在需要」はないか
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公共交通
の
経営実態
経営の悪化、補助⾦の増
⼤などは、利⽤者減少以
外の要因はないのか

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

２.課題に取り組む体制を整えましょう
課題に取り組んでいくためには、自治体の皆さんのリーダーシップのもと、公共交通に関わる
事業者、利用者などの関係者が集まって、協議をする場、すなわ
ちプラットフォームとなる体制を整えていくことが必要です。
○「有効な協議の場」としていくことが重要です。組織を形骸化
させず、実質的な議論や協議を行える体制をつくりましょう。
○利用者である住民を含めて、地域公共交通に関わる様々な人の
意見が届く場としていくことが重要です。意見を吸い上げやす
い仕組みなどをつくっていきましょう。

① 体制づくりの準備
まずは、体制を構築ための準備として、公共交通に関わる自治体、事業者などのコアメンバ
ーによる準備委員会などを立ち上げ、有効な検討体制のあり方の議論、課題認識などを行った
上で、検討体制をつくっていくとよいでしょう。
【コラム：効果的・効率的な運営のために】
地域公共交通会議などの公共交通への取組み体制を効率的・効果的に運営していくには、十分な議論のできる、
様々な人々の意見が届く場としていくことが必要です。
○⼗分な開催頻度や発⾔機会を持たせる
参加人数や開催回数に限度があり、また肩書のある委員が多く、住民の発言機会も限られるものとなりが
ちですが、地元組織の活用など住民意見を収集する仕組みを構築するとともに、地区別の説明会やワークシ
ョップの開催など、住民の意見を積極的に吸い上げる機会を設けることが望まれます。日頃事業者に寄せら
れる意見や苦情なども検討の場に取り上げていくことも必要です。
○住⺠委員の参加意識を⾼める
利用者の代表として住民を体制に参画させていくことは重要ですが、委員となった住民が実際公共交通を
使ったことがない、自分の居住地へのサービスの拡大要望などの意見に偏ってしまう、地域全体のネットワ
ークを考えるにはハードルが高すぎるなどといった問題が生じる場合がありますが、検討体制への参画に先
立ち、公共交通に関する情報の提供、勉強会の開催、公共交通の試乗会の実施などを行い、公共交通に関す
る基礎知識のレベルをアップさせていくことも必要です。
○地域における公共交通への関⼼を⾼める
公共交通に対する地域住民の関心が低く、取組み体制への積極的な参加が得られない場合もありますが、
様々な機会（住民説明会、広報、講演会の開催、アンケート調査など）を通じて、住民が関与することの重
要性について説明するなど、公共交通を身近に感じられるよう公共交通に関する情報提供を行っていくこと
が重要です。
○⾃治体がリーダーシップをとって体制を牽引していく
運行事業者が事業改善に積極的になれない、路線競合などから取組みが前進しないなどの問題が生じるこ
とがありますが、自治体がリーダーシップをとり、公共交通を構築していくために重要なパートナーである
事業者との関係性を構築するよう、情報交換や協力体制を築いていくことが必要です。
典拠：「地域公共交通会議等運営マニュアル」中部運輸局

愛知運輸支局
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② ⽬的に応じた検討体制の確⽴
「協議を進めていく場」としては、協議会を設けることが一般的です。協議会についても、
下表のように幾つかありますので、目的に応じた協議会をつくっていきましょう。既存の協議
の場があれば、その組織を活用することが効率的です。既存の協議会がある場合、必要な構成
員を追加することにより、法定協議会としての機能を付加することができます。
法定協議会

地域公共交通会議

運営協議会

補助⾦交付要綱に定
める協議会

⽬的

・地域公共交通網形成計
画・再編実施計画の策定
・計画実施の主体となる

・公共交通空白地有償運送
及び福祉有償運送の必要
性、旅客から収受する対
価その他の自家用有償運
送を実施するにあたり必
要となる事項の協議を実
施。

対象交通

多様なモード

・地域の実情に応じた適切
な乗合旅客運送の態様及
び運賃・料金などに関す
る事項、市町村運営有償
運送の必要性及び旅客か
ら収受する対価に関する
事項、その他これらに関
し必要となる事項の協議
を実施。
・地域の交通計画を策定(任意)
バス・タクシー(乗合)、自家
用有償旅客運送(市町村運
営有償運送)

・地域の特性・実情に応じ
た最適な移動手段の提
供、バリアフリー化、制
約の少ないシステムの導
入など、移動にあたって
の様々な障害の解消など
を図るための取組みにつ
いての計画を作成するた
めの議論・調整・合意を
実施。
バス・タクシー(乗合)、自家
用有償旅客運送((市町村運
営有償運送(交通空白輸送に
限る)、公共交通空白地有償
運送)、海事、航空、鉄軌道
財政的支援あり
・国庫補助金の交付

モード

自家用有償旅客運送(ＮＰ
Оなどによる公共交通空白
地有償運送及び福祉有償運
送)

財政的支援あり
・地域公共交通網形成計
画・再編実施計画の策定
費の定額支援を受けるこ
とができる
・上記計画に定める事業に
関して実証運行を含め一
括の支援を受けることが
できる

財政的支援なし

財政的支援なし

主宰

市町村(複数可)又は都道府県

市町村(複数可)又は都道府県

市町村(複数可)又は都道府県

市町村(複数可)又は都道府県

構成員の

・地域公共交通網形成計
画・再編実施計画を作成
しようとする地方公共団
体
・関係する公共交通事業者
など、道路管理者、港湾
管理者その他地域公共交
通網形成計画に定めよう
とする事業を実施すると
見込まれる者
・関係する公安委員会及び
地域公共交通の利用者、
学識経験者その他の当該
地方公共団体が必要と認
める者

・地域公共交通会議を主宰する
市町村長又は都道府県知事
その他地方公共団体の長
・一般乗合旅客自動車運送
事業者その他の一般旅客
自動車運送事業者及びそ
の組織する団体
・住民又は旅客
・地方運輸局長
・一般旅客自動車運送事業
者の事業用自動車の運転
者が組織する団体

・運営協議会を主宰する市町
村長又は都道府県知事そ
の他の地方公共団体の長
・一般乗合旅客自動車運送事業
者及びその組織する団体
・住民又は旅客
・地方運輸局長
・一般旅客自動車運送事業者
の運転者が組織する団体
・運営協議会を主宰する市
町村長又は都道府県知事
の管轄する区域内におい
て現に公共交通空白地有
償運送又は福祉有償運送
を行っている特定非営利
活動法人など

・都道府県又は市町村
・交通事業者又は交通施設
管理者など
・地方運輸局など又は地方
航空局
・その他地域の生活交通の
実情、その確保・維持・
改善の取組みに精通する
者など協議会が必要と認
める者

⽀援内容
など

要件

根拠法令
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※必要に応じて以下の構成
員を含めることができる
・路線を定めて行う一般乗
合旅客自動車運送事業者
又は市町村運営有償運送
について協議を行う場合
には道路管理者及び都道
府県警察
・学識経験を有する者その他
の地域公共交通会議の運
営上必要と認められる者
地域公共交通の活性化及び 道路運送法施行規則
再生に関する法律（第６条） (第９条の３)

※必要に応じて以下の構成
員を含めることができる
・学識経験を有する者その
他の運営協議会の運営上
必要と認められる者

道路運送法施行規則
(第 51 条の８)

地域公共交通確保維持改善
事業国費補助金交付要綱
（第３条）

典拠：「なるほど！公共交通の勘どころ」九州運輸局

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

③ 会議の構成員の役割
協議を進めていく場では、構成員が一丸となって、地域公共交通の活性化・再生に取り組ん
でいかなければなりません。その中で地域の総合行政を担う自治体は、リーダーシップをとる
ことが求められており、強いリーダーシップのもと、各者がそれぞれの役割を果たしていく体
制づくりが必要です。
地域公共交通の活性化・再⽣
⾃治体
・地域公共交通の活性化・再生を主体的に実施
・検討体制の構築
・地域の現状と課題の分析

利⽤者(地域住⺠)

交通事業者

事業者団体

警察・道路管理者

運輸局・運輸⽀局

有識者

・利用者視点に立ったニ
ーズや提案
・地域公共交通を支えて
いく主体としての役割

・交通サービス、
運行、経営のノ
ウハウを活か
した提案

・交通事業者間
の調整など
の役割

・交通安全、道路
管理の視点で
の指導・助言

・地域公共交通の活性
化・再生の進め方に関
する指導・助言
・事例などの情報提供

・専門家とし
ての提言・
助言

利⽤者などの例
商店街連合会、老人会連
合会、子育て支援組織、
学校、病院、観光協会、
商工会など

典拠：「地域公共交通をよりよいものとするためのガイドライン」中部運輸局

中⼼部と郊外部による各者の役割分担の違い
市町村

交通
事業者

地域
住⺠

共通

中⼼部

郊外部

・地域全体の公共交通ネットワー
クの構築方針作成のイニシアチ
ブをとる
・広報周知やモビリティマネジメ
ントの取組みの実施
・交通結節点の環境整備や調整
・運行経費の一部負担
・積極的な情報開示と関係者間に
おける共有
・市町村や住民とともに公共交通ネ
ットワークの構築方針作成を行う
・協働で作り上げたプランに基づ
く事業運営
・積極的な情報開示と関係者間に
おける共有
・利用者ニーズの把握
・サービスの改善
・経費削減の努力
・地域の実情への理解・認識
・市町村や交通事業者とともに公
共交通ネットワークの構築方針
作成に参画する

・交通事業者との連携による地域
公共交通マネジメントの取組み
・多層的なニーズ調査（アンケー
ト、ヒアリングなど）
・サービス水準設定に関する交通
事業者との協議、意見整理

・主体的な地域公共交通マネジメ
ントの取組み
・地域住民による取組みの支援
・必要地域におけるニーズ調査
（ヒアリングを中心に）

・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
ントの取組み
・サービス水準の設定に関する市
町村への提案、調整

・安全できめ細かいサービスの提
供
・全体ネットワークや交通結節点
に関する提案
・運行システム（ルート、ダイヤ）
や法令に関する助言

・ニーズ調査への協力

・積極的な取組みへの参画
・マイレール・マイバス意識の醸
成

典拠：「地域公共交通をよりよいものとするためのガイドライン」中部運輸局
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④ 協議会などを「有効な協議の場」としていくためのポイント
協議会は、継続的に地域公共交通について考える場として、単なる合意形成のセレモニーの
場としてはなりません。有識者などにアドバイスをもらうなどの工夫をして、有効な議論をす
る場としていくことが必要です。
また、民間バスの廃止路線をコミュニティバスで代替するといった単体・局所的な点のみの
検討を行うのではなく、「地域全体の公共交通をどのようにしていきたいか」という視点から
検討を行っていくことが重要です。

議論のポイント
課題を共有する

地域公共交通を考える各者が、地域の実情、公共交通の利用実態、利用者のニーズ
と実態の乖離の状況など、公共交通を取巻く課題を共有することが必要です。

多⾓的な視点による検
討を進める

有識者のアドバイス、地域住民の利用者としての視点、交通事業者の経営上の視点、
地域の総合行政である自治体の考え方など、多角的な視点を洗い出せるよう、メン
バーにはそれぞれの立場で活発な議論をしていただくことが重要です。

CAPDO＆CA サイクルに
よる検証体制の確⽴

協議会の運営にあたっても、検討を進めるサイクルと同様、CAPDO&CA サイクルで、
検証や実施などを繰り返すことにより、よりよい公共交通のあり方を見出していくこ
とが必要です。一朝一夕では望ましい公共交通の確立を図っていくのは難しいです
が、協議の場を「検証の体制」とし、よりよい方向へと進めていくことが重要です。

議論しやすい⼯夫

実質的な議論を進めていくためには、協議会本体だけでなく、関係者によるワーキ
ングや市民参加のワークショップ、イベントなどの開催など関係者が議論しやすい
環境をつくっていくことが重要です。

【コラム：法定協議会の設置】
○法定協議会は、既存の会議などの体制を活用することができます。既に地域公共交通会議が設置されていれば、
必要な構成員を追加することでそのまま法定協議会として機能できます。
○法定協議会は、地域公共交通の関係者、地域住民などが構成員であるため、各者が共通認識を得られる貴重な
機会です。立場の違いから意見の相違などが生じる可能性はありますが、地域の交通をよりよくしていくため
の組織です。活発な議論を行い、それぞれが役割を果たし、地域公共交通の活性化・再生を図って行くことが
必要です。
○法定協議会の運営には、財政的支援を受けることができます。また、協議会の構成員は協議への参加の要請応諾
義務がかかるとともに、協議会における協議が整った事項については、その結果を尊重しなければなりません。
○設置規約を定めることで、地域公共交通会議の機能を持たせることもできます。
【事例：地域公共交通会議】
◆地域住⺠の意識醸成を踏まえた公共交通検討体制の確⽴（宮城県⼤崎市）
宮城県大崎市では、公共交通会議の開催
と合わせて、各地域の実情に応じた交通の
あり方を住民とともに考える地域説明懇談
会を開催するとともに、これに先立ち、公
共交通に関する学習会を開催して、公共交
通について学ぶ場を設けるなど、住民とと
もに公共交通を考えていく体制がつくられ
ています。
典拠：大崎市資料より作成
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◆複数市町で地域公共交通会議を組成（三重県熊野市・御浜街・紀宝町）
市町をまたぐコミュニティバスの運行を
実施していた三重県熊野市・御浜町・紀宝
町の３市町は「紀南地区地域公共交通会議
」を共同設立し、コミュニティバスを含む
広域の交通計画の策定や統一されていなか
った料金体系を整理することなどを検討・
実施しています。この交通会議は３市町の
最上位会議として位置付けられ、その下に
１市２町個別の分科会、幹事会、地域公共
交通検討会という階層的な組織構造を構築
しています。当地域では病院や老人ホーム、
ごみ処理施設、消防なども複数市町村で運
営してきたという背景があったことから、

出典：国土交通省資料

共同で議論を行うことに抵抗がなかったことが成功要因として挙げられます。
【コラム：地域の⽀援を得て公共交通を活性化させる】
これまでは、地域公共交通の担い手は、民間・公営の交通事業者が中心となる場合などがありましたが、路
線の維持が困難となってきている実情を踏まえると、今後は、自治体と住民が一体となって、公共交通を維持・
活性化していくことが求められます。これにより、
「地域の交通」としての愛着や利用意識の向上も期待するこ
とができます。支援を得ていくには、「住民が主役である」という気運づくりや協働体制の構築が必要です。
◆マイバス/レール/シップ意識の醸成
公共交通の維持・活性化においては、利用者である地域住民が「利用しつづけていく」「運行を支えていく」
などの意識、即ち、
「マイバス/レール/シップ」の意識を持つことが重要です。意識醸成には、公共交通運営へ
の関わりが重要となります。地域の実情に見合った地域住民の参画方法により、意識醸成を図って行くことが
重要です。
例）

・駅舎やバス停周辺の花壇などの手入れや清掃への参画
・季節行事の飾り付けなどへの参画
・活性化イベントへの参画

など

◆地域住⺠の発意による住⺠が主体となった取り組み
交通事業者だけでは路線の維持が困難となって
いるなか、地域の住民団体などが自らの発意で、
公共交通の活性化・再生の方向性を打ち出し、運
用体制への参画、費用の負担など、住民が関わっ
ていく時代に入りました。地域の多様な力で、公
共交通を支える仕組みをつくり、取り組みを進め
ていくためには、自治体の支援も必要です。
市民発意による取組みは、最初から市民が関わ
って計画を進めることにより、運営段階において
も市民が主体となって進めていくことが可能とな
ります。

出典：
「公共交通ネットワーク再構築の技術」
福島大学 吉田 樹准教授
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◆住⺠による運⾏経費の負担
収支の改善に寄与する支援の方法として、住民による運行経費の負担も支援のひとつとして挙げられます。
運行経費、車両購入などへの支援としては、地域企業などによる協賛金などの寄付の例もあり、また、個人と
しては、回数券を購入するなどにより支援をしていくといった方法もあります。
【事例：住⺠による運⾏経費の負担例】
◆住⺠が回数券を購⼊して路線導⼊（⻘森県弘前市）
弘前市の旧相馬村地域は、人口減少が続き、またバス路線がもともとなかったため、住民は長期にわた
り要請を行っていましたが、採算面から実現ができずにいました。そこで、平成８年、住民が１世帯当た
り 1,000 円/月の回数券を購入、村も補助金を出すことで、既存のバス路線の延伸が実現しました。住民自
らが負担して路線を維持したことにより、マイバスとしての意識向上の効果がありました。
◆地域世帯や地域企業の協賛による運営「呉⽻いきいきバス」（富⼭県富⼭市）
富山市では、地域住民がバスの運行を要望している一方で、事業者や行政によるバス路線の拡大が困難
であった地域について、地域住民自らが市の出前講座や市のサポートによる協議の場を開き、バスの運行
を企画することで、バスの導入が実現しました。地域住民のみならず、地域企業の協賛も得て、呉羽いき
いきバス㈱まちづくり公社呉羽を設立し、富山市の支援を得て交通事業者が委託運行を行っています。平
成 23 年まで５年連続５万人/年を超える利用実績があり、地域の足として定着しています。

出典：富山市都市整備部交通政策課資料

⑤ 「地域公共交通東北仕事⼈制度」の活⽤のすすめ
多くの自治体において公共交通担当職員の絶対数の不足に加
えて、地域公共交通に関するノウハウの蓄積、継続性の不足が
課題となっており、地域公共交通の確保・維持・改善の取組み
を実行・継続するためには、各地域において、自治体、国、交
通事業者、ＮＰＯ、住民に、学識経験者を加えた関係者が連携・
協働の下、知見を高め、互いに知恵を出し合うことが不可欠と
なっています。
このため、東北運輸局では、平成 26 年３月に地域公共交通
に対する熱意とノウハウを有した学識者、ＮＰＯ、自治体職員などの人材を「地域公共交通東北
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仕事人」として組織化しており、各仕事人と自治体などとのマッチングを行っておりますので、
ぜひ、ご相談ください。
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ks/new%20page/ks-sub06.html
（平成 27 年３⽉末現在）
区分
学識者

お名前

所属

専⾨分野

元⽥

良孝

岩手県立大学

北原

啓司

弘前大学

大学院

奥村

誠

東北大学

災害科学国際研究所

総合政策学部

教授

地域社会研究科

バス交通計画、調査
研究科長

教授

都市計画、地域計画
都市間交通、航空、都市間ネット
ワーク計画

徳永

幸之

宮城大学

事業構想学部

堀井

雅史

日本大学

工学部（郡山市）教授

芥川

⼀則

福島工業高等専門学校

吉⽥

樹

福島大学

教授

交通計画、地域計画
冬季道路管理計画

教授

経済経営学類

都市経済、地域経済学

准教授

地域公共交通の戦略的マネジメン
ト、交通まちづくり

⽇野

智

秋田大学大学院

工学資源学研究科

准教授

土木計画（公共交通計画、都市・
地域計画、意識調査分析）

宇佐美
財団

熊井

誠史
⼤

岩手県立大学

総合政策学部

若菜

バス交通計画全般、社会調査

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
交通環境対策部

ＮＰО

助教

千穂

課長代理

特定非営利活動法人いわて地域づくり支援

農村山地域の公共交通づくり、み

センター

んなでつくる公共交通、時刻表作
成など利用促進

伊地知

恭右

特定非営利活動法人まちもびデザイン

公共交通計画、観光地域づくり、
公共交通利用促進（モビリティ・
マネジメント）

個⼈

鈴⽊

⽂彦

交通ジャーナリスト

地域交通（バス・鉄道・タクシー
など）全般、交通地理学

⾃治体

事業者

⼋⼾市

都市整備部

都市政策課

交通政策グループ

⼯藤

光幸

岩手県

田野畑村

⻄村

泰弘

岩手県

宮古市

福地

順

弘南バス

株式会社

奥⼭

武信

宮城交通

株式会社

政策推進課
総務企画部

企画課

地域公共交通と補助金関係、路線、
ダイヤ関係

学⽣団体

⼤野

悠貴

弘前大学学生団体 Ｈ・Ｏ・ＴＭａｎａｇｅｒｓ

交通まち育て
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⑥ コンサルタントの活⽤⽅法

◆検討の助っ⼈としてコンサルタントの活⽤も考えられます
地域公共交通の活性化・再生の検討を進めていくには、地域の実態を把握した上で、実情
に応じた方策を見出していくことが必要です。しかし、前述したように、地域の実態を把握
するには、さまざまな調査の実施、課題の分析などを実施していくこととなります。このと
き、調査や検討について実績のあるコンサルタントを助っ人として活用することが効率的に
検討を進める一助となり得ます。
すべてを委託する方法もありますが、ともに活性化・再生の方向性を見出していくことが
重要であり、パートナーとして一部を補助してもらうといった形の活用方法も考えられます。

◆コンサルタントの選定
コンサルタントの選定には競争入札方式とプロポーザル方式があります。コンサルタント
がどのような検討方針を持っており、具体的な調査方法などを評価するには、企画提案書で
評価が可能なプロポーザル方式が有効です。一方、競争入札方式では、価格が安いことがメ
リットですが、専門性が欠けているコンサルタントを選定してしまうといったこともありま
す。
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⽅法
競争⼊札⽅式

概

要

業務仕様を提示した上で、複数の者に業務にかかる価格の札入れをしてもらい、最
も安い金額を提示した者を選定する方式です。（基準価格を大きく下回った場合に
は、低入札価格調査として積算内容を調査できる）

プロポーザル⽅式

業務仕様を提示した上で、公募又は指名による複数の者に企画提案書を作成・提出
してもらい、この内容を評価し選定する方式です。業務の推進内容を審査するため
の専門的知識は必要ですが、期待した成果が得られる可能性は高くなります。
●企画提案の募集
企画提案として、業務の実施内容（実施方針、フロー、実施方法、実施内容な
ど）、工程、実施体制、配置予定技術者の経歴、同種の業務実績（過去○年）、参
考見積などを作成・提出してもらいます。
●審査基準
審査の基準としては、提案した業務内容の妥当性、独自の提案の有無、業務遂
行能力、実績の有無、見積もりの妥当性などを視点として評価を行います。また、
必要に応じて、提案内容についてのプレゼンテーションやヒアリングを実施する
ことも考えられます。

39 |

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

３.改善・⾒直し戦略を検討しましょう
課題を明確化したことろで、地域の実情に応じた改善・見直しの方向性とし
ての『戦略』を立ててみましょう。この戦略を基本とすることで、明確な目標
に向かった様々な工夫を展開することができ、関係者が同じ目標に向かって役
割を果たすことが期待できます。
○⽬指すべき将来像
○将来像において公共交通が果たす役割
○活性化・再⽣に向けた基本的⽅向性
などの目標を立てた上で、これを実現していくための『戦略』としての基本的な方向性を検討し
てみましょう。

ポイント①：ターゲットの明確化
実態分析により、改善・見直しのターゲットとなる利用者・地域は明確になりましたか？また、
潜在的な利用者が把握できていれば、利用拡大のためのターゲットが絞り込むことができるので
はないでしょうか。例えば、「買物や通院などの利用をターゲットに、隔日の午後に１便中心部
へのアクセス交通が必要」など、地区の実情からターゲット層が明確になるのではないでしょう
か。
ポイント②：地域の実情に合った運⾏形態を⾒出す
ターゲットの明確化と合わせて、ターゲット層、地域特性、地域構造など、それぞれに違う地
域の実情に合った運行形態はどのような運行なのかを検討してみましょう。例えば、「隔日の午
後に１便の中心部へのアクセス交通」ということであれば、コミュニティバスのような周回運行
の形態ではなく、乗合バスやデマンド交通が適しているなどの方向性が見出せるのではないでし
ょうか。
ポイント③：まちづくりとの連携、ネットワークで考える
地域で進めているまちづくりとの連携、交通ネットワークとしての整合性も必要です。持続可
能で効率的な公共交通の将来像を目標として掲げましょう。
ポイント④：利⽤拡⼤を進めるマネジメントの⽅向性を考える
運行を維持・活性化し、利用拡大を進めていくためには、安全性や快適性の確保などのマネジ
メントが必要です。目標とするターゲットや運行形態に応じたマネジメントの方向性を掲げ、維
持・拡大を図っていきましょう。
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ポイント⑤：設定する⽬標を管理する体制をつくる

●⽬標達成のスケジュールを作成する
目指すべき将来像には、短期的に取組みを集中させて達成していくもの、長期的なスパンで
達成をしていくものなどがあることから、戦略に合わせたスケジュールを作成することで、具
体的な事業戦略が立てられるようになります。

短期（２〜３年程度）

中期（５年程度）

⻑期（10 年程度）

まちづくり全般に係る⽬標・戦略
・公共交通沿線・中心市街地への人口誘導（コンパクトシティ形成）
・自動車に依存しない社会形成
・環境改善（道路混雑緩和、ＣО2 排出量の削減） など
地域公共交通の改善に係る⽬標・戦略
・公共交通の再編
・公共交通のサービス向上
・公共交通の効率性向上・・・・・・・ など

●⽬標設定の整合性をチェックする
設定した目標が、国の基本方針、上位・関連計画等における位置付けを踏まえているか、ま
た課題を踏まえた目標となっているかなど、整合性をチェックしましょう。
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４. 改善・⾒直しの具体策を検討しましょう（改善・⾒直しのポイント）
次に、具体的な改善・見直しを検討していきましょう。戦略を具体的
に実現していくための改善・見直しのポイントをまとめています。必要
検討項目をご覧いただき、検討のポイントを確認してください。

① 路線を地域の実情に応じて運営していくための⾒直しを検討する
地域公共交通の課題分析から、あなたの地域では「既存の交通を有効に活用できる方法を考え
る」べきなのか、「新たな公共交通サービスが導入できるかを検討する」べきなのかが明確にな
りましたか？
ここでは、路線の改善・見直しのポイントを以下の項目で整理して
います。各項目には、右のマークがついています。既存路線の見直し

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

を行うのか、新規サービスを導入するのかによって検討すべきポイン
ト項目を選んで読み進めてください。
ポイント①：改善・⾒直しの⽬的

ポイント②：利⽤者数などの想定

ポイント③：ルートの⾒直し/設定

ポイント④：運⾏形態とサービスの⾒直し

ポイント⑤：⾞両の選定

ポイント⑥：便数・ダイヤの⾒直し/設定

ポイント⑦：バス停位置

ポイント⑧：デマンド交通の⾒直し/導⼊

ポイント⑨：運賃の⾒直し/設定

ポイント⑩：採算性の検討

ポイント⑪：利⽤促進策の検討

ポイント①：改善・⾒直しの⽬的

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

●運⾏⽬的の設定
改善・見直しを検討する前提として、「誰のために（利用者属性・地域など）」「どんな目
的の運行が（ルート・時間帯など）」
「どの程度必要なのか（運行頻度・頻度に応じたモード
など）」といった運行目的を明確にすることが必要です。
既存路線見直しの場合、これまでの運行の目的などは前任者が把握していたということも
あるでしょう。当初どのような目的で運行が実施されていたのかを遡って把握することも必
要です。
○路線の⾒直しの場合
運行サービスの何を見直すのかを明確にした上で、地域の実情に応じた運行サービス
を検討しましょう。
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
○新たなサービスを導⼊する場合
利用需要を把握した上で、基本的な運行ルートや、詳細な運行形態（便数、ダイヤ、
バス停、運賃などの設定）を検討しましょう。

ポイント②：利⽤者数などの想定

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

対象地域における利用需要やニーズなどから、利用者層（利用時間帯）、利用規模などを想
定しましょう。
利用規模や想定する利用者層は、どのようなモードがふさわしいかの目安となります。

検討のポイント
利⽤規模

・一般的に一度に運送する人数が概ね 10 名以上となる場合は、バスによる対応を基
本とします。バスにも様々な大きさがありますが、一度に運送する人数が５〜９
人の場合、もしくはそれ以下の場合は、ジャンボタクシーまたはセダン型のタク
シーによる対応となることが多くなっています。
・想定人数については、需要予測（p.16 参照）により、適正な想定をしていくこと
が必要です。

利⽤者層

・利用者層に応じたサービスを検討することも重要です。例えば、通勤通学が目的
であれば、スクールバスや企業バスへの混乗なども考えられ、また、高齢者に対
しては、福祉バスへの混乗や福祉有償運送の活用も考えられます。

出典：なるほど！公共交通の勘どころ/九州運輸局
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
ポイント③：ルートの⾒直し・設定

●ルートの⾒直し

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

ある区間に路線が重複している、地域の高齢化により利用層や利用形態が変化してしまっ
た、明らかに潜在需要のある地域にバス路線がない（交通空白地域が存在する）など、課題
を踏まえた上で、効率化やサービスの向上などにより、ルートの見直しをしましょう。

検討のポイント
ルートの効率化

・重複区間が集中している路線については、乗継拠点を設けて重複区間の
効率化を図るなどの工夫が必要です。
・他の公共交通の運行ルートが重複している路線については、他の公共交
通の活用も検討してみましょう。

交通空⽩地域の解消

・既存路線のルート見直しにより、交通空白地域の解消が可能かどうかを
検討してみましょう。その場合、利用需要を検証することが必要です。

ニーズの変化への対
応

・高齢化の進展や地域の人口構造の変化などにより、利用者属性や利用者
数が変化している地域においては、変化に応じたサービスの見直しが必
要です。

乗降場所の⾒直し

・地域の人口分布などから、多くの人が利用しやすい乗降場所を検討して
いくことが必要です。

【事例：ルートの再編に取り組んだ例】
◆広域的な都市機能の⽴地に伴う公共交通の再編（岩⼿県花巻市）
花巻市・北上市の両市の県立病院は、老朽化や医療機能の不足などが問題となっていましたが、統合整備
により、新しい県立病院が北上市に開設されることとなり、この病院への交通手段の確保が必要となりまし
た。そこで、北上市との協議・調整を行い、
「花巻市公共交通基本計画」を策定し、市外に移転した県立病院
への交通手段の確保に向けた公共交通の再編を実施しました。既存バス路線の延伸、遠隔地や乗換不便地域
における乗合タクシーの導入などを行うとともに、運行に向けて市民への周知を図り、試験運行から本格運
行へと移行しました。

出典：花巻市公共交通実施計画
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

●ルートの設定

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

新たなサービスの導入にあたっては、運行目的に見合った効率的な運行パターンを検討し
ます。主なパターンとして以下が挙げられます。

ルートの設定パターン
放射型

循環型

８の字型

・中心地と郊外を結ぶルートのパターンであり、交通空白地域を解消するパターンで
す。
・途中、迂回して施設に立ち寄るパターンではないため、幹線道路から外れて立地し
ている施設には直接アクセスはできません。
・郊外部を形成している都市でこのようなパターンが多く見られます。
・市街地内を循環するパターンであり、機能や生活圏が集約している地域で導入され
ています。
・迂回して施設に立ち寄るルートとすることで、アクセス性の高い路線がつくられま
す。
・起点を中心に施設が分散している地域などで、８の字で施設間をアクセスするパタ
ーンです。

【コラム：ルート設定の切り替えや合理化】
複数の系統を検討するにあたり、地域の実情に合わせると、放射型から循環型への切り替えや、ルー
トの統合・合理化により効率的なルートにしていくことも可能です。
●放射路線の統合による循環型
放射路線の一部を、循環型や８の字型へと切り替えていくことなどにより、地域に循環する路線と
していくことも可能です。ただし、目的地までの時間がかかるなどのデメリットもあります。

●郊外ターミナル型
郊外に大きな集落がある場合には、郊外部で循環型のルートを導入する方法もありますが、それで
は中心部との連携が図れないため、郊外にバスターミナルを整備し、そこから支線を伸ばすというル
ートも考えられます。
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
ポイント④：運⾏形態とサービスの⾒直し

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

運行形態とサービスの見直し・設定では、各路線の実情に応じた運行パターンを選択して
いくとともに、全体ネットワークで見て、運行形態を適切に組み合わせていくことが必要で
す。

運⾏パターン
定時定路線型

定路線型
デ
マ
ン
ド
応
答
型

決まった時刻に、決まったルートを運行する形態です。迂回の少ない効率的
な運行が可能ですが、地方部ではカバーできる区域が小さく非効率となる可
能性があります。
路線バスやコミュニティバスのように、所定のバス停などで乗降を行います
が、予約があった場合のみ運行し、予約がなければ運行しない方式です。“空
気バス”の解消を図ることができます。

迂回ルート・
エリアデマン
ド型

定路線型をベースに、予約に応じて所定のバス停などまで迂回させる運行方
式です。バス停などまで遠い地域に迂回ルートを設定することにより、公共
交通空白地域の解消を図ることができます。

セミデマンド
型

運行ルートは定めず、予約に応じ所定のバス停間を最短経路で結ぶ方式で
す。最短経路の選択により所要時間を短縮するとともに、バス停を多数設置
することにより、バス停などまでの歩行距離を短縮することができます。一
般タクシーとの差別化を図るため、目的施設または発施設を限定する場合が
多いです。

フルデマンド
型

運行ルートやバス停などは設けず、指定エリア内で予約のあったところを巡
回するドアツードアのサービスを提供する運行方式です。一般タクシーとの
差別化を図るため、目的施設または発施設を限定する場合もみられます。

ポイント⑤：⾞両の選定

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

見直し・新たなサービスの導入とともに、利用規模に合わせた車両の選定を行います。

【国の補助制度】
◆「地域公共交通確保維持改善事業」⾞両減価償却、公有⺠営⽅式における⾞両購⼊
新車の導入は、財政状況が厳しい昨今では難しい状況にありますが、本事業では、地域間幹線系
統・地域内フィーダー系統の運行に供する新規導入車両の減価償却費に対する補助５年間、また、
地方公共団体が新規導入車両を保有し、運行事業者に貸付ける場合の購入費を２カ年分に分割して
補助しています。（ただし、ワゴンタイプは除く）
※地域内フィーダー系統：バスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港において、複数の市町村をまたがる基幹的な公共交
通である地域間交通ネットワークと接続する支線となる系統。
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
ポイント⑥：便数・ダイヤの⾒直し、設定

●便数・ダイヤの⾒直し

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

利用者が極端に少ない時間帯がある、車両が活用されていない時間帯がある、地域の高齢
化により利用層が変化し利用の時間帯が変化してしまった、鉄道などの連携する交通のダイ
ヤが見直され整合がとれなくなったなど、現在のダイヤにおける課題を踏まえた上で、利用
実態やニーズに合わせたダイヤへと見直しましょう。

検討のポイント
時間帯による運⾏
便数の⾒直し

条件の変化への対
応

時間帯による利用者数の変化、時間帯に対する利用者のニーズなどから、
きめ細かい時間帯で運行便数・ダイヤを見直すことが必要です。
例：高齢者は通院利用（午前中に病院に行き、昼までには帰りたい）のニ
ーズが高い。
利用者層の変化、関連交通のダイヤの見直しなど、運行条件の変化に対応
して、運行便数・ダイヤを見直すことが必要です。
例：新しく住宅団地がつくられた、また住宅団地の高齢化が進んでいるな
どによる利用属性の変化。

【事例：ダイヤの改善に取り組んだ例】
◆鉄道とバスのダイヤ調整（京都市）
京都市洛西地域では、バス交通が発達していたにもかかわらず、マイカー分担率が高いことが課題であったた
め、公共交通の利便性を高め、利用促進を図るべく、地域のバス、鉄道の事業者との連携により、ダイヤ調整を
行い、利便性を高めました。鉄道の時刻に合わせたパターンダイヤ化などのダイヤ調整を実施した取組みです。

京都市都市計画局資料（洛西地域におけるバス利便性向上について）
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
既存路線
⾒直し

●便数・ダイヤの設定

新規サー
ビス導⼊

新たなサービス導入における運行便数・ダイヤの設定は、ルートと同様、利用者層やニー
ズを踏まえ、利用に即した設定を行うことが必要です。
以下のように利用ニーズに合わせたダイヤを設定するとともに、需要に応じた便数を設定
していくこととなります。

ダイヤの設定パターン
運⾏時刻の設定
デマンド型の
運⾏時刻の設定

朝夕型
昼型
固定ダイヤ
基本ダイヤ
非固定ダイヤ

通勤・通学利用を主体としたダイヤ設定
買物・通院などを主体としたダイヤ設定
予め定められたダイヤに基づき、予約があった場合のみ運行
運行の頻度と主要施設やバス停などにおける概ねの発時刻、着
時刻のみが設定されており、予約に応じて運行
運行時間内であれば、需要に応じて随時運行

【事例：便数・ダイヤの⾒直しに取り組んだ例】
◆市内幹線軸のなど間隔運⾏・共同運⾏化プロジェクト（⻘森県⼋⼾市）
八戸市の顔となっている「市内循環軸」の利便性を向上させるプロジェクトのひとつとして、八戸駅線（八
戸駅〜中心市街地間）などで等間隔運行や共同運行を拡大し、運行会社に関わらず利用できるサービスを確立
しています。

◆運⾏コストの縮減と実質的利⽤便数の拡⼤（北海道美唄市）

八戸市資料（八戸市におけるバス交通戦略）

美唄市では、市街地を中心に市営バスが 18 系統運行され、運行費用の 55％が赤字（車両費を除く）となってい
たが、利用者からは利便性を高めるための増便が強く要望されていました。そこで、地域公共交通連携計画を作
成し、循環バスによる運行コストの縮減を実行するとともに、実質的な利用可能便数を倍増させて、運行を実施
しています。運行コストの縮減は、運行車両台数を３台から２台に削減して委託料を縮小し、また、利用可能便
数は、バス路線端末部において、多少遠回りにはなるものの、利用できる便数が倍増するよう調整を図りました。
出典：北海道奈井江町資料（地域公共交通会議資料）
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
ポイント⑦：バス停位置

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

バス停位置については、地域における利用者の分布状況、施設の配置状況などを鑑みた検
討が必要です。全体ルートにおける効率性、また利用者の安全性の確保なども考慮する必要
があります。
・交通量の極めて少ない区間などにおいては、自由に乗降できる「フリー乗降区間」を設け
ると、利用者の要望に応じてバスを停めて乗降することが可能となります。設定規定につ
いては、公安委員会に相談するとよいでしょう。
・バス停位置の検討に合わせ、待合環境（屋根施設、ベンチなど）やアクセスに便利な自転
車駐輪場を整備するなど、利用者の快適性を向上していくことも重要です。
ポイント⑧：デマンド交通の⾒直し・導⼊

●デマンド交通の⾒直し

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

現状で運行しているデマンド交通の利用者が減少しコスト削減を達成していない、予約の
手間により利用者が減少している、ドアツードアの運行が定時性を低下させているなどの課
題を踏まえた上で、利用実態やニーズに合わせたサービスへと見直しをしましょう。

⾒直しのポイント
運⾏サービス

地域の利用者の利用実態（交通行動）を把握した上で、果たしてデマンド型の交

の⾒直し

通サービスが最適であるかを検証し、ルートやダイヤなどを見直していくことが
必要です。

予約形態の⾒

デマンド型の交通を利用しない理由として多く挙げられるのが予約形態です。１

直し

日以上前に予約が必要であるなどの制約が利用を阻んでいるのではないでしょう
か。予約形態を見直してみましょう。

【コラム：ＩＴシステムの導⼊】
◆ＩＴシステムの導⼊にはコストの⼯夫必要
ＩＴ活用型システムの場合、システムの内容によりますが、導入段階で 1,000 万円を超える費用と、年
間 100 万円程度のランニングコストを要します。ＩＴ活用型は、使い勝手がよく、サービスも充実してい
るため、利用者にとっても事業者にとっても効果は期待できますが、導入コスト・ランニングコストを考
慮すると、利用人数などを予測検討するなど、十分な検討が必要です。GPS 機能を導入せずに簡易なシス
テムとするなど、コスト縮減の工夫が必要です。

●デマンド交通の導⼊

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

過疎地域などで新たなサービスを導入する場合、予約があった場合のみ運行するデマンド
型の交通は効率的な運行が可能です。ただし、車両台数・運行回数・予約形態によっては必
ずしもコスト削減につながるとは限りません。また、地域のタクシー事業者の経営にも影響
を及ぼします。導入にあたっては、慎重な検討が必要です。
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【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】
【事例：デマンド交通の導⼊例】
◆運営の⼯夫により財政負担のかからないデマンド型交通の導⼊（⼭形県川⻄町）
川西町は過疎地域であり、財政負担の軽減、高齢者の生活の足の確保が重要な
課題であり、このまちで暮らし続けるための生活の足の確保が必要であったこと
から、デマンド交通型乗合タクシーを導入しました。ただし、運行を受託するタ
クシー会社の過度な負担を避けるため、デマンドの運行時間に制限をつけ、予約
外の時間帯は自社営業を可能とする運営の工夫を行いました。また、既存のパソ
コンを活用した予約システムの確立など、
徹底したコストの軽減を実現しています。

出典：国土交通省資料（地域公共交通の活性化・再
生への事例集 HP）

◆デマンド型交通の導⼊による交通⼿段の確保（⼭形県飯豊町）
飯豊町では、町営バスの利用者減少、高齢者にとって使いにくいダイヤや便数であったことから、住民のニ
ーズに対応した交通手段の確保が望まれていました。町営バスの利用者の減少は町にバスの維持に対する危機
感を抱かせていたことから、検討委員会を設置し、町営バスの代わりにデマンド交通を導入することとし、市
町村界を越えたエリア運行する「ほほえみカー」を実現しました。また、併せて 30 分間隔で循環する「まち
循環線」の運行を開始し、利便性の高い公共交通サービスが確立されました。

出典：飯豊町資料
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既存路線
⾒直し

ポイント⑨：運賃の⾒直し・設定

新規サー
ビス導⼊

運賃は、わかりやすく、シンプルな運賃設定を心掛けることが必要です。運賃設定には、
以下のようなパターンがあります。
主要な運賃設定
均⼀制

乗車距離に関係なく、均一の運賃を収受する方法で、整理券は不要で、最も運賃収受が容易な方法
です。ワンコインバスなどはこの方法であり、比較的、循環型の短距離路線などで導入されていま
す。

対キロ制

運賃が上がる停留所を設定し、乗車距離に応じて運賃が高くなる方式です。一般的に整理券を用い
た運賃収受を行っています。バス車内に料金表示板などの設置が必要となります。比較的、放射型
の長距離の路線に利用されています。

ゾーン制

均一制と対キロ制を合わせた設定方法であり、運行エリアを複数エリアに分割して、ゾーンごとの
移動について料金を設定します。これも整理券が必要であり、集落が分散している地域などで有効
です。

【コラム：公的負担の確認と住⺠との協議による運賃の設定】
コミュニティバスはワンコイン 100 円バスというイメージが広く伝わり、住民からは 100 円バスにすべき
との意見が出される可能性があります。100 円は支払いやすい料金ですが、運賃を低く設定したために行政側
の経費負担額が増加し、予算を超える可能性もあります。そこで、公的負担の金額と、地域住民にとっての必
要性を比較しながら検討する必要があります。需要予測した年間利用者数と運賃から収入が求まり、運行経費
との比較から行政側の経費負担額を把握することができます。公的負担の大きさを明示した上で、沿線住民を
交えた地域公共交通会議などの場で協議し、最終的な運賃を決定することになります。
出典：
「地域公共交通づくりハンドブック」
（国土交通省）

ポイント⑩：採算性の検討

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

公共交通の維持・導入を図っていくには、運賃の見直し・設定に基づく収支率の算定を行
い、採算性を検討していくことが必要です。
採算性検討のポイント
収⽀率の検証

採算性の検討

○収支率は、運賃収入 運行経費で算定されます。
・運賃収入：実証実験を実施する場合においては、改善・見直し案の利用者数及び
運賃収入が算定できますが、実験を行わない場合には、利用者数の需要予測を行
って運賃収入を算定することができます。
・運行経費：収支率の算定にあたっては、初期投資を含まない経常経費を用います。
運行形態、車両などの設定から経常経費を算定することができます。
○収支率は、見直しである場合には、前年度収支率から改善しているか、改善が見込
めるかを検証することができますが、採算性から目標となる基準値をつくり（例え
ば、さいたま市ではコミュニティバスの収支率の目標値として 40％としている）、
これを達成したかを検証するなどの方法もあります。
○採算性を確保していくためには、運賃収入をどう増やしていくのか（単価を高くす
る、利用促進策を導入する、公的負担を導入するなど）、また経常経費を如何に抑
えるか（運行ルートの統合、運行頻度の調整など）を検討していくことが必要です。
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○利用者が許容できる運賃水準と事業採算性の双方から、適正な運賃の設定をすると
ともに、維持・活性化していくための利用促進策などの施策の導入を図っていくこ
とが重要です。
【コラム：簡易な収⽀分析の⼿法】
○将来収⽀予測
地域の将来人口や開発動向等の見通しを踏まえた需要推計により得た、施策導入後の利用者数から、利用者
一人当たりの収入を乗じて収入の予測を行います。サービス水準の維持などの仮定をした上で支出を整理する
と、収支が予測できます。
○収⽀分析
収支の悪化に対しては、収入および支出の問題点を明らかにし、どのような対策をとれば収支改善に結びつ
くかの改善効果算定を行います。しかし、分析結果が赤字だからといって問題とは限りません。例えば、収支
は改善されないものの、高齢者の外出機会が増えて、就労機会も増えたといった効果で、さらには医療費の削
減などの可能性も考えられます。公共交通だけに限らない、広い視点での分析が必要です。

ポイント⑪：利⽤促進策の検討

既存路線
⾒直し

新規サー
ビス導⼊

公共交通を維持・活性化していくためには、利用者を増やしていくことが必要です。利用
者を増やしていくためには、運用上の利用者増加策、施設整備などの利用環境策、情報提供
の拡充策、利用転換マネジメント策などが挙げられます。
利用促進については、DO の「２.地域公共交通の運行と合わせた利用促進策の実施」
（p.93
〜）の項で詳しく紹介しています。
【事例：ゾーンバスシステムの導⼊例】
◆市町村合併によるゾーンバスシステムの導⼊（⻑野県⽊曽町）
長野県木曽町では、市町村合併に際して新たな交通システムのあり方について検討し、中山間地域の木曽町
に適したシステムとして、「幹線バス」と「補助システム」からなるゾーンバスシステムを導入しました。
・幹線バス（基幹バス）：地域の交通網の主軸となるバスで、中心部から旧３町村の中心部を連絡する。
・補助システム：地域内の移動や、幹線バスとの乗継のために運行する交通手段で、地域の人口密度などに
合わせて、マイクロバス、乗合タクシーなどを適宜導入する。
このシステムの導入により、高齢者や高校生の利用が大幅に向上し、利用者数が増加しました。合併後にお
ける施策で１位に選ばれるほど好評な施策となりました。
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② 地域にある他の移動⼿段の活⽤を検討する
地域には、路線バスやコミュニティバスなどのほかにも、スクール
バスや福祉バスなどの「他の移動手段」が運行されている地域もある
でしょう。これらの移動手段も、地域公共交通として活用を検討して
いくことが望まれます。
スクールバス

福祉バス

児童・生徒を学校や幼稚園などまで送迎するバスであり、一般市民との混乗を検
討するには、道路運送法の手続きに加えて、文部科学省による「へき地児童生徒
援助費など補助金に係るスクールバス・ボートの住民の利用に関する承認要領
(H.8.4.14 文教財第 20 号教育助成局長裁定)」(H.23.3.4 一部改正)に沿った手続
きが必要です。
高齢者や患者が利用するバスであり、一般住民との混乗を検討するには、道路運
送法の手続きに加えて、厚生労働省による「医療施設など設備整備費補助金によ
り取得したへき地患者輸送車(艇)の住民利用に関する取扱いについて
(H.12.3.31 健政発第 415 号)」に沿った手続きが必要です。

他の移動⼿段の活⽤⽅法とポイント
⼀般客を混乗させる

児童生徒や高齢者が利用しているバスに、一般客も乗車できる仕組みをつくる
というものです。
メリット

・車両の効率的な利用、運行経費の抑制などの効率化が図られる。
・児童生徒や高齢者との交流が期待でき、地域コミュニティの活性化
への寄与が図られる。

デメリット

・既往利用者を無料、一般客を有料とすると、道路運送法の手続きが
必要となるとともに、道路運送法の「一部利用者の優遇の禁止」が
問題となる。
・既存利用者の合意が必要であるとともに、安全性の確保が懸念され
る。

利⽤していない時間
を活⽤する

て
スクールバスのように、登下校時以外の利用していない時間がある車両を活用
するというものであり、車両の効率的な利用が図られます。

競合区間のある路線
と統合する

競合区間のある路線との統合を図り、スクールバスや福祉バスをコミュニティ
バスなどとして活用するというものです。
メリット

・車両の効率的な利用、運行経費の抑制などの効率化が図られる。
・児童生徒や高齢者との交流が期待でき、地域コミュニティの活性化
への寄与が図られる。

デメリット

・既往利用者を無料、一般客を有料とすると、道路運送法の手続きが
必要となるとともに、道路運送法の「一部利用者の優遇の禁止」が
問題となる。
・福祉バスなどは、ルートやダイヤに制約がある。
・他の交通が現在受けている補助に対する手続きや補助額の減額など
が生じる。
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【事例：他の移動⼿段の活⽤例】
◆病院や教習所などの送迎バスの活⽤（千葉県我孫⼦市）
我孫子市では、病院や自動車教習所、大学、市の福祉施設などの送迎バスを、施設利用者以外の高齢者・障
害者などの買物や通院、生活の「足」として、無料で利用できるようにする運行サービスが実施されています。
ただし、送迎バスを利用する際には、市が発行する「利用パスカード」が必要です。この送迎バスの利用は、
高齢者などの貴重な外出の足となって好評価を得ています。

出典：国土交通省資料（地域公共交通の活性化・再生への事例集 HP）

◆スクールバス・患者バス・⼀般の統合（岩⼿県⼀関市）
一関市大東町では、廃止路線代替バスが運行されていましたが、検討の結果、町営バスとして運行するもの
とし、系統数の増加、接続ダイヤ、一般旅客と患者、スクールバスの一元化を進めました。
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③ 鉄道サービスの⾒直しを検討する
鉄道の経路変更などはできませんが、利用者の実態やニーズに合わせた改善を図って行くこと
が必要です。安全性・利便性の向上を図っていくとともに、路線の維持・活性化を図っていくた
めには、路線運行を維持できる事業構造の構築や、地域による支援体制をつくっていくことも重
要です。
ポイント①：安全性・利便性の向上を図る

●利便性を考慮したダイヤの検討
鉄道の利用拡大を図っていくためには、利用者にとっての利便性を向上させていくことが必
要です。アンケート調査の実施などにより、利用者層や利用時間帯別の利用ニーズを把握し、
最適なダイヤを検討していくことが必要です。

●⾞両・施設の安全対策
利用者にとって最も重要である「安全性」を確保するためには、車両や施設の安全対策を推
進していくことが必要です。鉄道事業者は、日々車両やこれを支える線路・架線・信号・通信
などの施設の保守・改良に努めていますが、安全管理についての指導・支援を行っていくこと
が望まれます。また、安全性の確保においては、車両・施設の更新も必要です。

●新駅設置の検討
鉄道の利便性を図っていく上でのひとつの手段として、新駅設置も考えられます。ただし、
地域の要望により新駅設置を図っていく「請願駅」は、自治体の負担が大きくなります。地域・
事業者・自治体により、検討会や協議会などの体制を整備し、利用需要は見込めるのか、鉄道
の利便性向上に対する波及効果はどの程度見込めるのかを検討するなど、新駅設置のための準
備検討が必要です。

●バリアフリー化
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」では、旅客施
設・車両について、一定のバリアフリー化基準（移動など円滑化基準）に適合させなければな
らないことを定め、この内容は「公共交通機関の旅客施設の移動等円滑化整備ガイドライン」
に示されています。このガイドラインでは、基本的な考え方として、『旅客施設、車両等、そ
の他、旅客施設の周辺のビルや旅客施設前広場等との連続的移動の確保、表示や音等の情報提
供等、施設・設備面の整備とともに、業務要員による接遇も含めて、高齢者、障害者等が生活
に必要な移動等を達成できるようにすることである』としています。
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鉄軌道駅に関するバリアフリー化基準
①駅の出入口からプラットホームへ通ずる経路について、原則としてエレベーター又はスロープにより、高低差
を解消すること（移動など円滑化された経路）。
②車いすが通ずるための幅を確保すること。
③プラットホームと鉄軌道車両の床面は、できる限り平らにすること。また、プラットホームと鉄軌道車両の床
面との隙間は、できる限り小さくすること。隙間や段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある際は、
車いす使用者の乗降を円滑にする設備を１以上備えること。
④プラットホームにホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロックその他視覚障害者の転落を防止するための設備
を設けること。車両の乗降口が一定しているなどの一定の要件に該当するプラットホームでは、ホームドア又
は可動式ホーム柵を設置すること。
⑤通路、プラットホームなどに照明設備を設けること。
⑥エレベーター、エスカレーター、トイレ、券売機などについて、高齢者、障害者などの円滑な利用に適した構
造とすること。
⑦視覚障害者誘導用ブロック、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること。
⑧エレベーター、トイレなど主要な設備の付近には、JIS 規格に適合する図記号による標識を設置すること。
⑨乗車券など販売所、案内所に筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。

ガイドラインの詳しい内容については、下記、国土交通省のホームページに詳しい内容が掲
載されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html

ポイント②：路線の維持・活性化を図る

●路線を維持できる事業構造を構築する
地方鉄道は、モータリゼーションの進展や少子高齢化による利用者数の減少、保守・改良
などの経費負担などによって、厳しい状況に立たされています。しかし、地域にとって鉄道
は、公共交通の根幹であり、地域の活力を向上させていくためにも維持・活性化が必要です。
路線維持に向けては、以下のようなプロセスで取り組んでいくことが望まれます。
鉄道輸送の維持の検討プロセス
① 鉄道輸送の維持の

地域において鉄道輸送を維持していくことのメリットについて評価し、維持

メリットについて

の要否を地域関係者(地域住民、事業者、地元企業、自治体など)により検討

評価・検討を⾏う

をしていくことが重要です。
評価項⽬
・移動時間、費用などが他の交通と比較して節減できるか
・観光振興、商店街活性化などへの寄与
・地域の知名度向上や地域住民としての誇らしさの向上
・いつでも鉄道を利用できることへの安心感と期待感
・移動制約者などの足の確保
・並走する道路の自動車交通の減少、ＣО2 排出削減効果

と
② 地域の合意形成

利用者をはじめとする地域の関係者(地域住民、交通事業者、自治体、道路管
理者など)が自らの意見を直接反映させ、実現させることのできる場として、
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協議会などを設置し、最適な公共交通のあり方について合意形成を図ってい
くことが必要です。
③ 鉄道輸送の維持・
活性化に向けた取
り組み

鉄道の維持に向けた主な取り組みとしては、以下が挙げられます。
○鉄道事業再構築事業
例)三陸鉄道 など
○鉄道事業再構築事業以外の上下分離型※1(第三種事業者※2 が鉄道線路を保有管
理)
例)青い森鉄道、養老鉄道など
○自治体が鉄道線路を除く資産の一部を保有し、鉄道事業者の負担を軽減
例)和歌山電鐵貴志川線、三岐鉄道など
○自治体が各種補助を実施し鉄道事業者の負担を軽減
例)えちぜん鉄道、富山ライトレール、上毛電気鉄道、上信電鉄など
※1 鉄道インフラの整備主体と運行主体を分離し、鉄道インフラの整備に公的主体が関与する方
式。鉄道インフラ整備に要する資本費（全部又は一部）を運行主体からの線路使用料により償
還する償還型と、鉄道整備に要する資本費の全部を公費により調達する公設型がある。
※2 鉄道事業法では、鉄道事業を３つに区分しています。第一種鉄道事業は、自社が保有する鉄
道で旅客又は貨物を運ぶ事業。第二種鉄道事業は、他人が有する線路を使って旅客又は貨物を
運ぶ事業。第三種鉄道事業は、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもっ
て敷設する事業及び鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業と規定さ
れています。

【国の⽀援制度】
◆「鉄道事業再構築事業」
最近の鉄道事業の経営状況を鑑み、その継続が困難又は困難となる恐れがあると認められた鉄道
事業を対象として、経営の改善を図るとともに、市町村などの支援を受けつつ、
「公有民営化」
「土
地などの重要な資産の譲渡」などの事業構造の変更を行うことにより、その路線における輸送の維
持を図ることを目的としています。
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【事例：上下分離による地⽅鉄道の存続】
◆三陸鉄道㈱

北リアス線、南リアス線（鉄道事業再構築事業による）

三陸鉄道は、旧国鉄の特定地方交通線と建設中の新線を引き継いで昭和 59 年に全国初の国鉄からの転換、第三
セクター鉄道として開業以来、地域の重要な交通としての役割を担っていましたが、モータリゼーションの進展、
少子高齢化による利用者の減少で経営状況は悪化し、路線の存続が危ぶまれる状況でした。経営改善計画を策定
して様々な改善策を講じてきましたが、平成 21 年鉄道事業再構築事業を導入。法定協議会における検討の結果、
沿線の８市町村が三陸鉄道㈱から鉄道用地を取得し、同社に無償で使用させる事業構造への変更、関係 12 市町村
及び岩手県がインフラに係る設備投資・維持管理費用を負担する「コスト上の上下分離」を実現しました。
◆⻘い森鉄道
整備新幹線の建設に伴い、並行在来線は新
幹線開業時にＪＲの経営から分離することが、
整備新幹線着工の条件とされていました。し
かし、経営の実態は厳しく、輸送人員も減少
していたことから、路線の存続を図るべく、
上下分離による再編に取り組みました。青森
県が第三種事業者として線路など施設を保有
し、青い森鉄道が第二種鉄道事業者として運
行。日本の第三セクター鉄道で初めて「上下
分離方式」を採用した事例です。

出典：国土交通省資料（地方鉄道の活性化に向けて）

●地域による⽀援体制をつくる
路線の維持・活性化を図るためには、地域住民や地域企業などと一体となった取り組みが
必要です。地域による支援体制を確立し、地域のもつ魅力や気運に合わせた視点で、活性化
に取り組んでいくことが重要です。
【事例：地域と⼀体で鉄道の利⽤促進に取り組んでいる例】
◆秋⽥内陸縦貫鉄道
北秋田市の鷹巣駅から仙北市の角館駅を結ぶ秋田内陸縦貫鉄道は、
輸送人員の減少に歯止めがかからず、存続の危機に直面していたこと
から、秋田県では、これは秋田全域の課題として捉え、県の 23 の商
工会・商工会連合会を中心に利活用促進プロジェクトを立ち上げ、Ｐ
Ｒ活動やイベント開催など秋田内陸縦貫鉄道の利活用促進に取り組ん
でいます。
出典：秋田内陸縦貫鉄道利活用促進プロジェクト HP
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◆和歌⼭電鐵
平成 15 年、南海電鉄が貴志川線の廃止検討を表明しましたが、地域住民からの存続の要望を受けて、沿線自治
体による鉄道用地の買収、運行主体の公募を実施し、沿線住民による支援と観光を中心とした取り組みにより活
性化が図られています。

◆⼭形鉄道

出典：鉄道・運輸機構資料（地域鉄道における再生・活性化に向けた事例調査）

昭和 63 年に特定地方交通線の長井線の路線を継承して第三セクター鉄道事業者が設立され、現在は通学目的の
利用者が中心の路線です。断続的な利用者の減少に対して運賃値上げなどを実施してきましたが、他の鉄道会社
との差別化を図るべく、ご当地ならではの利用促進の取り組みを実施し、これによって沿線住民の「マイレール
意識」が醸成されています。
紅葉いも煮会列⾞

出典：国交省鉄道局・観光庁資料
（観光とみんなで支える地域鉄道）
出典：鉄道・運輸機構資料（地域鉄道における再生・活性化に向けた事例調査）

◆三陸鉄道
岩手県では、三陸鉄道の沿線などの 12 市町村で「岩手県三陸鉄道強化促
進協議会」を立ち上げ、三陸鉄道の交通利便性の強化、地域振興と活性化
に取り組んでいます。三陸鉄道では、鉄道そのものを観光資源と捉え、イ
ベント列車の運行など様々な取り組みを実施していますが、小石浜駅を「
恋し浜駅」へと駅名改称し、ホタテ絵馬の奉納が好評を得るなど、恋し浜
駅への来訪者が増えています。「恋し浜」は綾里漁港のホタテで商標登録も
されている「恋し浜ホタテ」から来ているもので、イベント時には、地域
の協力によりホタテが振舞われるなど、地域と一体となった活性化に努めています。
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④ 旅客船を維持していくための⾒直しを検討する
旅客船は、島で暮らす人々にとって、ライフラインとなる不可欠な生活航路です。しかし、離
島の人口減少は著しく、また長大橋梁の整備などによって、旅客船の利用は減少しており、航路
の維持が困難となってきています。しかし、ライフラインとしての航路を維持していくため、運
航の工夫や航路の再編、利用促進策の導入などが必要となっています。

ポイント①：経費削減・運航の効率化を図る

●需要に応じた航路再編
重複している航路の集約、寄港地の見直しなどの運航の再編により、所要時間の短縮とともに
燃料費の削減などが期待されます。
検討にあたっては、利用者がどんな目的で利用しているか（通勤通学、買物、通院など）など
の実態を十分に把握した上で、利用者・事業者・自治体などが協議できる場を設け、十分な検討
をしていくことが必要です。
【国の補助制度】
◆「地域公共交通確保維持改善事業」離島航路運営費等補助、離島航路構造改⾰補助
離島航路は島住民の生活航路としての重要な役割を果たしていますが、過疎化や高齢化により存
続が厳しい状況にあります。本事業では、離島航路の運営に関する支援や離島航路の構造改善の促
進に関する支援を行っています。
【事例：航路再編に取り組んでいる例】
◆津吉商船㈱（⻑崎県平⼾市）
長崎県平戸市の津吉港から佐世保市の相浦港を
経由して佐世保港を結ぶ航路について、平成 22
年度に寄港地の見直しを実施しています。取組み
のポイントとしては、陸上交通との接続が良好な
相浦港と、佐世保市の中心部に近く買物・通院な
どに便利な佐世保港の特性を考慮し、また利用者
実績や利用者アンケートなども踏まえ、利便性の
低下を最小限に抑えつつ運航距離の短縮化により
燃料費削減を実現しています。

出典：国交省九州運輸局資料（九州離島航路経営改善ガイド）

60 |

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【ACTION：課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう】

●利⽤ニーズに対応したダイヤ編成
年間を通した需要の変動、利用者のニーズなどを分析することにより、利用実態に即したダイ
ヤの見直しやデマンド運航の導入などの検討を行っていくことが必要です。効率的な運航が期待
できるだけでなく、利用者にとっての利便性の向上も期待できます。
【検討の視点】
■ダイヤ⾒直しの視点
・鉄道・バスなどの連絡交通のダイヤとの連携
・観光シーズンの臨時ダイヤの設定
・買物・通院などの需要に応じた昼間便の設定
・他航路との接続を考慮したダイヤ設定
・夏時間、冬時間ダイヤの設定
など

■デマンド運航導⼊の視点
・利用ニーズに応じたダイヤ設定
・地域住民だけでなく観光客の利用も可
能な予約体制
など

【事例：ダイヤの改善に取り組んだ例】
◆㈲やま丸

寄港地の廃⽌、ダイヤの改正と減便の取組み（⼤分県津久⾒市）

津久見〜保戸島航路は、保戸島の生活航路
として利用され、補助航路の譲渡を受けて運
航していましたが、途中寄港する四浦半島の
道路整備に伴い利用客が減少したため、寄港
地の一部を残して廃止し、寄港地の廃止によ
って生じる不便地域にはバス交通の乗入れを
実現しました。あわせてダイヤの見直し（減
便）を実施し、効率的な運航に変更しました。

出典：国交省資料（航路再編・寄港地統合などによる合理化）
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ポイント②：利⽤促進策の導⼊により利⽤者の拡⼤を図る

●利⽤者サービスを向上させる
利便性・快適性・安全性を確保することにより、利用者にマイシップ意識が醸成され、航路
利用の定着が期待できます。利用者が求める利便性・快適性・安全性を分析し、サービス向上
のために何を改善すべきかを検討していくことが重要です。
【検討の視点】
■運賃サービスを⾒直す
「地域公共交通確保維持改善事業」における運賃割引制度※を活用し、往復割引を拡充するなど、
島民の割引を実施します。
※離島住民運賃割引補助：島民を対象とした運賃の割引を行う場合には、割引対象航路が存する地域で運航されてい
るバスなどの運賃水準との差を目安として、一定額を補助する。

■船内サービス・設備の更新
船内や待合所などは、利用者にとって快適な船内環境をつくることで、幅広い利用者の拡大
が期待できます。また、合わせて接遇面を向上することで、利用者からの評価の向上が期待で
きます。

●バリアフリー化
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」では、旅客船
について、一定のバリアフリー化基準（移動など円滑化基準）に適合させなければならないこ
とを定め、移動円滑化のためのガイドラインが示されています。
旅客船に関するバリアフリー化基準
■旅客船ターミナルは、鉄軌道駅に準じた基準とする。
■船舶
①バリアフリー化された客席を設置すること。
②①の客船などからトイレ、食堂などの船内旅客用設備へ通ずる１以上の経路について、エレベーターの設置
などにより、高齢者、障害者などが単独で移動可能な構造とすること。
③食堂、売店には、筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。

ガイドラインの詳しい内容については、下記、国土交通省のホームページに「旅客船バリア
フリーガイドライン」が示されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/guidelinehune.pdf

●利⽤促進策を導⼊する
利用者にとっての魅力の創出、地域づくりとの連携、新たな収入源の確保などを視点とした
利用促進策の導入を検討していくことが必要です。検討にあたっては、見込まれる効果などの
分析を行い、利用者ニーズと整合しているかを検証していくことが重要です。
例）
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・旅客船と観光地を連携させた旅行商品の造成による観光利用の拡大
・空き時間を活用したサービス提供
など
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⑤ 交通結節点の整備・改善を検討する
地域公共交通の各モードを見直していくことも重要ですが、これらの交通が交わる交通結節点
を改善することにより、さらに利便性が高まります。
鉄道駅などにおいては、駅前広場がその役割を果たしていますが、このような交通拠点がない
場合には、ハブとなる結節点を設けることにより、乗換利便性の向上、段階的ネットワークの形
成などが図られます。

●複数路線の再編に伴う乗換拠点（ハブ拠点）の整備
多様な交通モードを効率よく利用するために、乗換の拠点となるハブ拠点の整備が重要です。
公共交通のモード間を結節させていくことは勿論、この拠点へのアクセス手段となる徒歩、自
転車、マイカーなどのアクセス性も考慮しておくことが必要です。
【検討の視点】
■公共交通の各モード間の乗換機能
・乗換がシームレスにできる（例.モード間におけるホームの共同利用、バリアフリー動線の確保
など）
・利便性向上のためのダイヤ調整、情報提供
など
■アクセス性の確保
・パーク＆ライド機能、滞留空間の確保などマイカーアクセス
・自転車駐輪場の確保、レンタサイクルシステムの導入
など
【事例：交通結節点の整備例】
◆北上まちなかバスターミナル（岩⼿県北上市）
北上市は中心市街地のバス利用促進を図り、北上ま
ちなかバスターミナル整備事業を進め、中心市街地の
さくら野百貨店を新ターミナルと位置付け、平成 23
年から店内に待合スペースやバス接近を知らせる情報
板を設置しました。これと合わせ、分散していた周辺
バス停の集約なども行われ、利便性が向上しました。
同事業は、平成 23〜25 年度を期間とする市公共交
通総合連携計画の一環で実施されたものです。
同百貨店では、待合スペースの設置に伴い、１階正
面入り口近くでバスカードを販売しています。
※1
その後、バスロケーションシステム を導入。同百貨

出典：北上市資料

店前の停留所にバスが近づくと、待合スペースにその情報が表示されるようになっています。
◆パーク＆ライドの実施（仙台都市圏）
※2

仙台市、名取市、利府町で構成する仙台都市圏では、渋滞などが問題となっており、パーク＆ライド

を積

極的に実施しました。仙台市北西部の住宅団地では、市中心部と結ぶバスが道路渋滞に影響されずに走行でき
るよう、路線バスなど優先通行帯（バス優先レーン）の交通規制を導入し、パーク＆ライドの効果を高めてい
ます。
※1 バスロケーションシステム：利用者のバス待ちに対するいらいら感を軽減することを目指し、バス停の案内板
やインターネット等に車両の走行位置情報等をリアルタイムで提供するシステム。バスの定時
性の確保、利用のしやすさの向上、輸送効率の改善などの効果がある。
※2 パーク＆ライド：自家用車で目的地に直接向かう代わりに、自家用車で近隣の駅等まで行き、そこから鉄道等
の大量公共交通機関に乗り換えて目的地に向かう仕組み。
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●まちづくりと連携した拠点形成
交通結節点は、多くの利用者が集まる地域の拠点であり、この拠点整備をまちづくりと連携
して進めていくことで、交通拠点は、「中心拠点機能」「交流機能」「サービス機能」などを備
えることが可能となります。また、空間そのものが「防災機能」を果たすことも期待できます。
地域のまちづくり計画などとの整合を図り、求心性の高い多機能な交通拠点を形成していく
ことにより、まちの活性化・再生に資する重要な役割を持つこととなります。
【事例：まちづくりと連携した交通結節点の整備例】
◆駅周辺のバリアフリー化、駅前再開発、バスターミナル設置（秋⽥県横⼿市）
ＪＲ横手駅のリニューアル、駅前開発を機に、駅などのバリアフリー化の推進、横手バスターミナルの駅近く
への設置、新設された駅西口へのバスの乗り入れ、乗継の円滑化やバスダイヤの見直し、電子掲示板の導入な
ど、総合的に駅周辺の利便性を向上させ、拠点としての求心力を高めました。
駅舎改築

ＪＲ横手駅の東西自由通路を設置するため
駅舎を改築。行政など公益施設がある西口
方面の出入口を新たに設け、東西の行き来
がスムーズとなりました。また駅舎を橋上
にしたことに伴ってバリアフリー化を実現
しました。さらに、東口には交流のための
スペースを設置しました。

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

東口の再開発事業に伴い、歩行者の安全を

設置

考慮し、できるだけバスが駅に近い位置に

バス案内表⽰板

停車できるよう、バスターミナルを再配置
しました。既存のバス系統を活かしながら、
高速バスも停車するバスターミナルを駅よ
りに配置しました。新設した西口にはバス
を乗入れることとし、鉄道との乗換を円滑
化させました。

◆交通結節点改善からまちづくりへの広がり（広島電鉄横川駅）
ＪＲ山陽本線と可部線の乗り換え駅であった横川駅は、路面電車、路線バスが集
中する交通結節点でしたが、路面電車の電停がＪＲの駅から国道を隔てた場所に
あったため、乗換が不便となっていました。そこで、電停の移設・バス停の集約
により、シームレスな乗換環境を実現しました。ま
た、合わせて駅前広場の整備、バリアフリー整備、
多言語整備など交通拠点にふさわしい機能や景観が
形成され、これにより利用者数は大きく増加しまし
た。計画当初、電停の移設によって地元商店街の客
足が遠のくのではないかと反対の意見もありました
が、自治体担当者が地域全体の活性化を実現できる
ことを強く訴えることによって実現しました。電停
のレトロでハイカラな大屋根は、地域のランドマー
クとなっています。一方、電停の移設により再整備
された駅前交差点は、交通渋滞が緩和されました。
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⑥ ツールや表⽰などの⾒直しを検討する
運行の見直しや、新たな公共交通サービスの導入
などを推進しても、地域公共交通自体の認知度が低
ければ、利用拡大にはつながりません。
例えば、バスを利用していない人は、バスの便数
やダイヤ、経路、運賃などに対する認知度が低いと
いう実態が見られ、これでは公共交通がその方にと
って便利で使いやすいのかどうかという判断もでき
ません。
わかりやすい時刻表、利用を促す案内表示など表
示についての改善を図っていくとともに、使いやす
い公共交通マップなどツールについても改善が必要
です。

出典：土木学会論文
（ﾊﾞｽ非利用者のバス路線に対する認知度と今後のバス利用意向との関連分析）

ポイント①：公共交通利⽤をアシストするツール
鉄道は、駅などで路線網や停車駅、時刻表などの情報が比較的得られやすいと言えますが、バ
ス停ではバス情報が得にくい環境にあります。そこで、利用をアシストするバスマップやバス利
用ガイド、案内サイトなどのツールの作成・提供により、バス利用に対する「どこを通るのかよ
くわからない」などといった問題を解消することが可能となります。
●携帯のしやすさ：ツールは、いつでもバスなどが利
用できるよう、携帯しやすいもの
であることが重要です。反面、掲
載すべき情報が多いことから、小
さく折りたためる形態のマップ
や、スマートフォンなどからアク
セスできる案内サイトなどが使
いやすいツールとなるでしょう。
●使いやすいｻｲｽﾞ：持って歩く際にも、家で使う際に

携帯に便利なバスマップの例（⼋⼾市、⽯巻市）

も、使いやすいサイズであること
が重要です。例えば、家の中では冷蔵庫に貼って日常見ることができるサ
イズといった用途に合わせた配慮も必要です。
●必要情報の掲載：利用に必要な情報として、路線図、交通拠点の乗り場案内、時刻表などに
加えて、料金支払いの方法、割引乗車券などの情報なども掲載するとよい
でしょう。マップへの掲載が難しい時刻表は、案内サイトとリンクさせて
利用する仕組みをつくるとよいでしょう。
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ポイント②：誰もがわかりやすく、使いやすい表⽰
ツールやバス停などにおける表示は、必要な情報を、誰もがわかりやすく、使いやすい表示と
していくことが必要です。特に、複雑な路線表示などについては表示の工夫が必要です。
●路線などの表⽰の⼯夫：複雑な路線表示は、わかりやすく図示する、簡単な色分けをする（色
覚障がい者への配慮が必要）、記号で表示するなどの工夫により、マ
ップを一目見て理解できるものとしていくことが重要です。
●時刻表の表⽰の⼯夫：時刻表は、文字の読みやすさ、乗換えや路線表示のわかりやすさなど
が必要です。携帯タイプ、掲載（バス停や駅前広場など）タイプなど
タイプに応じて、必要な情報（時刻表示、運賃、運行日、車両、路線
図など）を表示することが必要です。
【コラム：わかりやすいツール作成を⽬指して】
例えば、バスを利用するに際して必要な情報（路線名、サービス情報(時刻表、停留所、運賃、運行日、車両)、
地域全体の路線図）は、利用者にとって「見やすい」と感じるデザインで展開され、その情報が「必要な場所
で」表示されていることが重要です。デザインが全ての表示や案内で統一されていると、利用者にとって視覚
的に理解しやすくなります。
表⽰

項⽬
路線名表示

時刻表
路線図

設置
作成

案内表示設置
マップなどツール

わかりやすさを実現するための取組み例
・路線のアルファベット表示などによる単純化
・路線の色分け表示によるカラーイメージの定着、方向幕や時刻表と
のカラー表示のリンクによるイメージのしやすさ
など
・路線・行先・経由地とダイヤの情報がリンクしている
・運行日、車両情報などの付属情報は記号化により単純化する など
・路線表示の単純化（方面別に束ねた表示などによる単純化）
・デフォルメしすぎず地形がイメージできる図面づくり
・主要地点の表示による位置関係のイメージのしやすさ
・ピクトグラムの活用
など
・地図や路線図などの情報は、実際の地形と表示方向をあわせる
・利用者の行動経路を鑑みた配置
など
・一目で見やすいサイズや形態
・路線図情報と各路線のサービス情報がリンクする構成
など

※参考情報：京都市では、市バスのデザインのわかりやすさのために、
『市バスの「わかりやすさ向上」のた
めのデザインマニュアル』を作成しています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000006/6512/4263000406(1).pdf
【事例：表⽰の⼯夫例】
◆「バスマップはちのへ」（⻘森県⼋⼾市）
八戸市では、３事業者共同のバスマップを
作成しています。路線図はわかりやすい模式
図で示し、また、主要な方向別に色・記号で
示しています。
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◆「マイ時刻表」（⻑野県松本市）
松本市では、バスマップに時刻表を示すとともに、自分が利用するバスの乗降バス停、時間帯を記入する
欄をつくり、自分が利用するバス停、発/着時刻がわかるように工夫されています。

67 |

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【PLAN：地域公共交通の計画をつくりましょう】

PLAN
地域公共交通の
計画を
つくりましょう

現状認識と課題解決のための改善・
⾒直しの検討をしてきましたが、そ
れらを踏まえ、関係者との協⼒のも
と、まちづくりなどの地域戦略と⼀
体で、持続可能な地域公共交通ネッ
トワークを実現するための計画を作
りましょう。

本章のポイント
１.地域公共交通の計画はどんなものがあるでしょう
地域公共交通の計画の主なものを紹介するとともに、「地域公共交通網形成計画」及び
「地域公共交通再編実施計画」の概要を紹介しています。
２.策定にあたっての６つのポイントを押さえましょう
地域公共交通活性化再生法の改正により定められている基本的な留意点として６つの
ポイントを紹介しています。
３.地域公共交通の計画を策定しましょう
「地域公共交通網形成計画」及び「地域公共交通再編実施計画」の策定にあたり、その
手順、重点ポイントを紹介するとともに、計画策定のステップを解説しています。
４.実証運⾏を実施してみましょう
計画の検証としての実証運行の実施の流れとその内容について解説しています。
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１.地域公共交通の計画はどんなものがあるでしょう
地域公共交通の計画としては、主に以下のような計画が挙げられます。
計画名
地域公共交通網形成計画
(地域公共交通活性化再⽣法に基づく)

地域公共交通再編実施計画
(地域公共交通活性化再⽣法に基づく)

鉄道事業再構築実施計画
(地域公共交通活性化再⽣法に基づく)

⽣活交通確保維持改善計画

都市・地域総合交通戦略

各市町村が策定する独⾃の計画

概 要
「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにす
る「マスタープラン」としての役割を果たすものです。地域
の取組みが計画的に進められることで、限られた資源が有効
に活用され、持続可能な地域公共交通網の形成が図られるこ
とが期待されます。
地域公共交通網形成計画において、地域公共交通再編事業の
概要を定めた上で、特定旅客運送事業者などの同意を得て、
当該事業の実施計画である「地域公共交通再編実施計画」と
して作成するものです。
地域公共交通網形成計画において、鉄道事業再構築事業の概
要を定めた上で、県市町村、鉄道事業者が共同で当該事業の
実施計画である「鉄道事業再構築実施計画」として作成する
ものです。
「地域公共交通確保維持改善事業」などの補助事業を受ける
にあたり、公共交通に係る計画として策定するのが「生活交
通ネットワーク計画」です。事業実施に係る目的や必要性の
ほか、定量的な目標・効果などを掲げるものです。策定は、
協議会又は都道府県、市町村などが主体となります。
都市や地域における総合的な交通のあり方や必要な施策に関
して目標を定め、歩行者、自転車、公共交通等のモード間の
連携や、公共交通の利用促進を図るための交通結節点の改善
等、地域の知恵を活かした交通行動の転換に結びつけるハー
ド・ソフト両面からの取り組みについて総合的かつ重点的に
実施するための計画です。
各市町村が独自で策定している地域公共交通に係る計画で
す。例えば、仙台市では「せんだい都市交通プラン」として、
基本方針、施策の方向性と実施施策、実施プログラムと推進
体制などを検討・策定しています。

上記に挙げた計画のうち、
「地域公共交通網形成計画（以下、網形成計画とする）」及び「地域
公共交通再編実施計画（以下、再編実施計画とする）
」は、
「地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律」の基本方針に基づき策定するものです。
これまで多くが民間事業者を中心に検討されてきた公共交通計画の枠組みを見直し、地域の総
合行政を担う自治体が中心となって、まちづくりと連携し、面的な公共交通ネットワークを再構
築する総合的な計画として策定するものです。
以下に、この２つの計画の策定をしていくために、これらの計画の背景、計画策定の基本的な
検討事項、作成のメリットなどを整理しています。
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① 網形成計画・再編実施計画とは？
網形成計画・再編実施計画は、「交通政策基本法」の基本原則に則り、地域公共団体が中心と
なり、まちづくりと連携して面的な公共交通ネットワークを再構築していく計画です。
まずは、基本となる交通政策基本計画の制定、地域公共交通活性化再生法の改正から、紹介し
ましょう。

●交通政策基本計画（我が国の交通に関する基本的な⽅針）の制定
交通政策に関する基本理念やその実現に向けた施策、国や自治体などの果たすべき役割などを
定めた「交通政策基本法」に基づき、国は『交通政策基本計画』を策定し、平成 27 年２月 13
日に閣議決定されました。
この基本計画は、計画期間を 2014 年度〜2020 年度とし、我が国の交通に関する基本的な方
針、目標、講ずべき施策などとして、以下を掲げています。
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●地域公共交通活性化再⽣法の改正
交通政策基本法の制定に続き、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正
する法律」が平成 26 年５月 21 日に公布、同年 11 月 20 日に施行され、
○市町村などによる「地域公共交通網形成計画」の作成
○同計画に定められた地域公共交通再編事業を実施するための「地域公共交通再編実施計画」の作成
○同計画が国⼟交通⼤⾂の認定を受けた場合における、同事業の実施に関する道路運送法などの特例など
について定められています。
法律の改正により、国が策定したまちづくりとの連携を明確化した基本方針に基づき、地方
公共団体は、事業者と協議の上、協議会を開催して「網形成計画」が策定できます。また、策
定した計画を実施し、面的な公共交通ネットワークを再構築するため、事業者などが地方公共
団体の支援を受けつつ「再編事業」を実施し、
「地域公共交通再編実施計画」を策定できます。

地域公共交通網形成計画
網形成計画は、
「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「マスタープ
ラン」としての役割を果たすものです。地域の取組みが計画的に進められることで、限られた
資源が有効に活用され、持続可能な地域公共交通網の形成が図られることが期待されます。
広域的な交通圏にも対応できるよう、市町村が単独又は共同して作成するほか、都道府県も
市町村と共同する形で作成することが可能となりました。
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「地域公共交通網形成計画」作成に関する基本的な事項
【記載する事項】（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第５②）
①持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的
な方針
②計画の区域
③計画の目標
④③の目標を達成するために行う事業・実施主体
※本事項において、地域公共交通特定事業に関する事項も記載可能（地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律第５④）
⑤計画の達成状況の評価に関する事項
⑥計画期間
⑦その他計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項
【記載に努める事項】（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第５③）
都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共
交通網の形成に際し配慮すべき事項

【コラム：「地域公共交通網形成計画」と「地域公共交通総合連携計画」の違いについて】
○網形成計画においては、記載事項として、
「地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項」を新たに
追加するとともに、コンパクトシティ化など「都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との
連携その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項」を定めるよう努めることとされていま
す。
○また、網形成計画は、改正法の施行に併せて変更された基本方針に合致している必要があり、基本方針では網
形成計画の記載事項として、
(1) ①まちづくり、観光振興などの地域戦略との一体性の確保
②地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成
③地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ
④住民の協力を含む関係者の連携
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(2) 広域性の確保
(3) 具体的で可能な限り数値化した目標設定
などについて定めています。（基本方針二１）
したがって、既存の地域公共交通総合連携計画が、上記基本方針の内容に合致するものであれば、そのまま地
域公共交通網形成計画として定めることができます。一方で、個別コミュニティバス路線に係る取組みに限定
されているものなど、上記基本方針に照らして内容が十分でないものは、新たに網形成計画として定めること
が必要となります。
○なお、このような要件を満たせば、都市・地域総合交通戦略と一体として網形成計画を作成することも可能で
す。

網形成計画は、以下の計画などと調和がとれたものである必要があります。
（地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律第５⑤、基本方針二２）
○都市計画
○都市計画法に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市再生特別措置法に基づ
く立地適正化計画を含む。
）
○中心市街地活性化法に基づく基本計画
○バリアフリー法に基づく基本構想
○港湾法に基づく港湾計画
※参考：都市再生特別措置法などの一部を改正する法律（平成26年法律第39号）
：都市再生特別措置法の一部改
正により、市町村は、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施
設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与する
もの）の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができることとなります。

【コラム：網形成計画などの作成について】
「地域公共交通網形成計画」の記載事項は、以下に示すような視点での整理が必要です。
●区域
■広域性の確保
○当該地域の住民の通勤、通学、買物、通院といった日常生活に関して形成される交通圏を基本とすることとし、
個別・局所的にならないよう留意しましょう。
○区域の検討に当たり、交通圏の範囲が複数の市町村にまたがる場合は、関係町村や都道府県が連携して取り組み
ましょう。
■複数の形成計画の策定
○合併により広大な面積を有する市町村、離島を含む市町村など、市町村の行政区域中に複数の交通圏が存在する
場合もあります。このような場合には、単独で又は他の地方公共団体と共同して、複数の形成計画の作成が可能
です。
○広域的な形成計画が作成された場合において、当該形成計画の区域と一部区域が重複する交通圏が存在する場合
は、当該交通圏について別の形成計画の作成が可能です。ただし、両形成計画の整合性の確保が必要不可欠です。
●⽬標
○基本的な方針に即して、目標を設定しましょう。
○地域の関係者が共通認識を持って取り組みを推進することができるよう、可能な限り具体的かつ明確な目標を設
定しましょう。
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○公共交通サービスが現状においてどのレベルにあるかをできる限り客観的に認識した上で、地域が自らの目指す
方向性を具体的な数値目標として明示しましょう。
○公共交通の利用状況に関する目標は、その達成自体が地域の将来像の実現に直結するものではない点に留意しま
しょう。
○地域が目指す将来像の実現に貢献するような目標についても設定することが望ましいでしょう。
●事業主体
○計画区域における地域公共交通を一体的に形成計画の対象とした上で、目標達成のために提供されるべき公共交
通サービスの全体像を明らかにしましょう。
○目標を達成する上で必要となる路線などを明確化するとともに、各路線などにおけるサービス水準の目安を設定
することが考えられるでしょう。
○その上で、これらのサービスの実現のために必要な事業・実施主体を整理し、計画に記載しましょう。
○既存路線の維持といった継続的な取り組みや、民間事業者による自主事業も含め、目標達成のために必要となる
事業を網羅的に記載しましょう。
○地域の関係者の間で十分な調整を行い、事業間の整合性を確保しましょう。
●事業着⼿時期・実施期間
○着手予定時期、実施予定期間について可能な限り具体的かつ明確に記載しましょう。
○当面事業の実施の見込みがない場合は、事業の具体化に向けた検討の方向性を記載し、具体化した段階で、形成
計画を適宜変更して事業の内容について記載を追加・修正しましょう。
●達成状況の評価
○形成計画に定めた数値目標と実績値を比較しましょう。
○ただし、評価に当たっては、地域公共交通が、定量的に把握することが困難な価値や外部効果を有することにも
留意しましょう。
○評価時期は、原則として計画期間の終了時又は形成計画の見直し時（必要に応じて、中間評価を実施することも
可能）となります。
○評価の結果に基づいて施策の充実などの検討を行うとともに、同計画の見直しに反映しましょう。
○目標を着実に達成する観点から、計画に位置付けられた各種事業の実施状況を適切に管理しましょう。
●計画期間
○計画期間は、原則５年程度（ただし、計画目標や地域の実情などを踏まえ、柔軟な設定も可能。）となります。
○まちづくりに関する事業の中には、事業期間が長期間にわたるものもあるため、形成計画は、中長期的に地域が
目指すべき将来像も念頭におきつつ、作成しましょう。
○計画期間中又は計画期間終了時における計画見直しの手順などについても明示しましょう。

地域公共交通再編実施計画
再編実施計画は、網形成計画に基づき、面的な公共交通ネットワークの再構築の具体的な計
画であり、網形成計画と同様地方公共団体（市町村・都道府県）が主体となって策定できます。
ただし、網形成計画は、必ずしも再編実施計画へと移行する必要はありません。その他の特
定事業を活用して網形成計画を実現していくことも可能です。
地方公共団体は、網形成計画において地域公共交通再編事業の概要を定めた上で特定旅客運
※1

送事業者など の同意を得て、当該事業の実施計画である「地域公共交通再編実施計画」を作
成し、国土交通大臣の認定を申請することが可能となります。（地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律第 27 条の 2①、 27 の 3①）
再編実施計画の認定に当たっては、特定旅客運送事業者などの同意のほか、
①基本⽅針に照らして適切なものであること※2
②事業を確実に遂⾏するため適切なものであること
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③個別事業法の許可基準に適合すること
が必要です。（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第 27 条の 3②）
③に含まれる事項のうち、
「事業の遂行に適切な計画を有するものであること」については、
国は審査を行わないこととしており、地域の実情に応じた柔軟なサービス水準の設定が行われ
ることが期待されます。
※1：特定旅客運送事業者などとは、①その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施す
る区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全ての者、②①の全部又は
一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線若しくは航路又は営業区域において旅客運送事業を営
もうとする者、③①の全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線又は営業区域において
自家用有償旅客運送を行おうとする者
※2：国の策定した基本方針に照らして適切なものである必要があり、次項で紹介する６つのポイントを踏まえ
ることが必要です。「地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みとその活用に関する基本的な考え方」
がまとめられています。以下を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo12_sg_000081.html

「地域公共交通再編実施計画」作成に関する基本的な事項
【記載事項】
（地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律第 27 の 2②、施⾏規則第 33 条）
○実施区域
○事業の内容・実施主体
○実施予定期間
○事業実施に必要な資金の額・調達方法
○事業の効果
○地域公共交通網形成計画に地域公共交通再編事業に関連して実施される事業が定められている場
合には、当該事業に関する事項
○地域公共交通網形成計画に都市機能の増進に必要な施策の立地の適正化に関する施策その他の関
係する施策との連携に関する事項が定められている場合には当該連携に関する事項
○その他地域公共交通再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
この計画に特定旅客運送事業者などが同意し、国土交通大臣認定を受け、関係法令の特例・重点的な支
援を受けることができます。

●地域公共交通再編事業とは？
地域公共交通ネットワークの効果的実現に向けて総合的に取り組んでいくために、
「地域公
共交通再編事業」が創設されています。これは、地域公共交通を再編するための事業であって、
地方公共団体の支援を受けて行う以下の事業と定義されています。
（法第２条、施行規則第９
条の２）
①特定旅客運送事業※１に係る路線、運⾏系統若しくは航路⼜は営業区域の編成の変更
②他の種類の旅客運送事業※２への転換
③⾃家⽤有償旅客運送による代替
④①、②⼜は③に掲げるものと併せて⾏うものであって、次に掲げるいずれかのもの
・異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に⾏うための運⾏計画の改善
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・共通乗⾞船券の発⾏
・乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客乗継ぎに関する分か
りやすい情報提供、ＩＣカードの導⼊、その他の地域公共交通の利⽤を円滑化するた
めの措置
※１旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業
※２旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、道路運送法による一般乗用旅客自動車
運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等

⾃家⽤有償旅客運送の
導⼊

デマンドタクシー等の
導⼊
コミュニティバスによる路線
バス空⽩地解消

複数路線を再編し乗
換え拠点を設定

乗継ぎ利便性向上に
資するダイヤ調整

拠点エリアにおける循環型
の公共交通ネットワークの
形成

海上交通と陸上交通と
の乗り継ぎ円滑化

航路の再編

デマンド運航等への
転換

地域公共交通再編事業の活⽤イメージ

② 網形成計画・再編実施計画の作成のメリット
網形成計画・再編実施計画の作成は、地域の公共交通のあり方の指針となるだけでなく、以
下のようなメリットが挙げられます。
○地域において、公共交通政策の「憲法」となります
これらの計画を作成することは、いわば、「私たちの地域はこのような方針で公共交通
網を整備します」という宣言となります。地域の方々から寄せられる公共交通に関する疑
問やニーズなどに明確に回答することができるだけでなく、計画における事業の位置付け
は、予算化や補助申請、庁内での協議がスムーズになるなどのメリットもあります。
○まちづくりとの連携の強化
これらの計画の策定にあたっては、まちづくりとの連携による面的な公共交通ネットワ
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ークの再構築を図っていくことが法に明記されたことから、目指すべき都市の構造に合わ
せた公共交通の検討が可能となります。立地適正化計画及び都市・地域総合交通戦略と整
合を図ることにり、補助面でもメリットがあります。
○関係者による協議の場の形成
法定協議会を設置し、協議・意見交換・合意のもとに計画の作成を進めていくこととな
るため、関係者が歩調を合わせて計画を立てていくこととなり、関係者間の連携が強化さ
れます。
○公共交通担当者の『遺⾔』となる
自治体担当者の皆さんは、数年間で異動してしまうことが多く、優れた公共交通施策を
実施したにもかかわらず、引き継ぎがうまく機能しなかった場合には、方針がぶれてしま
ったり、事業が頓挫してしまう危険性があります。作成する計画が「遺言」として引き継
がれることにより、政策の継続性が確保されます。
○関係法令の特例措置、国による財政⽀援などを受けることができる
計画の認定を受けることにより、以下のような特例制度を活用することができます。こ
れによって自治体主導の交通政策の推進が可能となります。
・バス路線、輸送力の設定などに関する許認可の審査基準の緩和
・バスの運賃・料金の規制緩和（上限認可⇒届出）
・再編実施計画の維持を困難とするような行為の防止
・事業が実施されない場合の国土交通大臣からの勧告・命令
・手続きのワンストップ化
・少量貨物の特例（自家用有償旅客運送のみ）
【コラム：計画内容の合意形成】
広く地域住民の皆さんに合意形成を図りながら、策定を行う手法として、策定中の計画の内容を公表し、
計画案に対する意見を募集することを「パブリックコメント」と言います。パブリックコメントは、インタ
ーネットを活用すれば、比較的容易に実施することが可能です。しかし、インターネットだけでは「広く地
域住民の意見」を吸い上げることは難しく、資料の閲覧があることを広報で知らせる、広報に審議いただき
たい内容を掲載して意見を募るなど、多様な方法を組み合わせることで、広く意見を収集できます。
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２.策定にあたっての６つのポイントを押さえましょう
地域にとって望ましい公共交通網のすがたを描いていくには、地域が目指す
将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確にして、取組みの
方向性を定めていくことが重要です。
ここでは、地域公共交通活性化再生法の改正により定められている基本的な
留意点を紹介します。計画策定にあたっては、この６つのポイントを踏まえて
検討していきましょう。
ポイント①：まちづくり、観光振興などの地域戦略との⼀体性を確保する
地域公共交通は地域活性化のために不可欠な地域の装置・社会インフラであるとの認識の下
で、総合的な観点からその維持や充実を図るべきです。すなわち、公共財的側面を有する地域
公共交通に対する補助は、民間事業に対する支援にとどまらず、地域社会に対する支援という
側面があることに留意して、支援を充実させる必要があります。また、地域公共交通を維持・
充実させることは、まちづくり、観光振興などの地域振興施策、さらには健康、福祉、教育、
環境などの様々な分野でも大きな効果をもたらすことを踏まえ、多様な主体が連携した支援の
あり方について検討を行うべきです。
■現在の公共交通に関連する主な予算などの⽀援
【地域公共交通確保維持改善事業】
地域の活性化などの成長戦略も踏まえ、関係者の連携により、地域公共交通の確保・維持を図ると
ともに、地域公共交通の改善に向けた取組みについて支援を行っています。
【社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業など）】
コンパクトなまちづくりに取り組む都市における交通結節点などの公共交通に関する施設の整備
について支援を行っています。
【交付税】
地方バス路線の運行維持に要する経費や、地域鉄道の投資に対する補助、スクールバスの維持運営
費などに対しての措置がなされています。
【過疎対策事業債】
過疎地域の市町村が行うコミュニティバス及びデマンドタクシーの運行や地域鉄道の赤字補填な
どについて、過疎対策事業債の充当をすることができます。
【上下分離の活⽤】
鉄道事業再構築事業や軌道運送高度化事業などによる上下分離の仕組みを活用し、下のインフラ部
を地方公共団体が整備し、上の運行を民間事業者が実施することが可能です。

まちづくりや観光振興などの地域戦略と一体で地域公共交通を考えることにより、人々が集
う拠点や観光スポットにおける公共交通の利便性を高め、公共交通のサービスの充実と利用者
の増加とを一体で実現することが必要です。特に、都市の再生のためには、医療、福祉などの
都市機能の集積と公共交通沿線への居住の誘導によるコンパクトなまちづくりを進める必要
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があり、これを実現するためには、
・都市機能へのアクセスを確保するための幹線交通の形成とサービスの充実（運⾏の多頻度
化や定時性向上など）
・中⼼部における循環型の公共交通ネットワークの形成
・幹線交通と連絡したフィーダー（⽀線）交通の形成と、乗換拠点など交通結節点の整備に
よる乗継円滑化
・コミュニティバス、デマンド型乗合タクシーなど多様な交通サービスの導⼊と有機的な組
み合わせ（③参照）
などの公共交通の再編を一体的に展開していくことが不可欠です。
また、歩行者、自転車及び公共交通優先のまちづくりを図る上でも、歩行空間や自転車利用
環境の整備、バスの乗換拠点などの交通結節点の整備、トランジットモールなどの導入、パー
クアンドライドの推進、駐車場の配置などもあわせて検討することが選択肢として考えられま
す。
従って、まちづくりや地域戦略と地域公共交通を一体的に考えた、総合的な計画の下、各種
施策の具体化に当たっても、駅を中心とした交通結節点の整備など比較的短期的に実施できる
ものから、さらには、中長期的に実現していくまちづくりまで、各段階でまちづくりと交通が
連携してその実現に努めていきましょう。

■まちづくり、観光振興などの地域戦略との⼀体性の確保の事例
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ポイント②：地域全体を⾒渡し、総合的な公共交通ネットワークを形成する
地域全体の公共交通ネットワークを総合的に考え、交通機関相互の連携を十分に図ることが必
要です。特に、公的支援のあるサービスは公的支援のないサービスを補完するものとして位置付
け、両者の重複をできる限り避けるとともに、民間活力を最大限活用することに留意する必要が
あります。
■地域全体を⾒渡した総合的な公共交通ネットワークの形成の問題事例
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ポイント③：地域特性に応じて、多様な交通サービスを組み合わせる
地域の住民の移動手段には、徒歩、自転車、自家用車で自ら動く「自助」の手段と、バス、鉄
軌道、タクシーといった「公助」としての公共交通機関、これに加え、家族や友人に乗せてもら
う、無償で運んでもらう、又は自家用有償旅客運送のような「共助」の手段があり、それぞれ重
要な役割を果たしています。
こうした実態を踏まえ、地域の特性（人口密度や自然条件など）に応じて、鉄軌道、路線バス、
コミュニティバス、デマンド交通、タクシー、自家用有償旅客運送、スクールバス、福祉バス（こ
こでは、高齢者・障害者のために運行するバスをいう。
）など多様な交通手段を有機的に組み合
わせて、身の丈に合った新たな地域公共交通ネットワークの形成を図ることが必要です。その際、
自家用車、自転車や徒歩との接続を考慮するとともに、必要に応じ、ＬＲＴ・ＢＲＴなどの新た
な交通システムの整備、超小型モビリティの活用なども視野に入れましょう。

■地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせの具体事例（豊岡市）

ポイント④：広域性の確保を図る
既存の行政区域にとらわれない広域的な公共交通ネットワークの形成を図ることが必要です。
人口減少が進む中で、可能な限り財政支出を抑えつつ住民の利便性を維持していくためには、各
市町村が単独で全ての都市機能を担うことには限界があり、生活圏を形成する複数の市町村が連
携して都市機能の確保に取り組んでいくことが重要になります。このため、交通ネットワークを
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形成すべき生活圏の単位が複数の市町村にまたがる場合は、関係市町村や都道府県が連携して、
当該地域にとって最適な公共交通ネットワークの形成を図るよう絶えず取り組むことが重要で
す。
■広域性の確保の事例（五條市・野迫川村・⼗津川村）

ポイント⑤：地域住⺠の協⼒を含む、関係者との連携を図る
地域公共交通は、地域住民の買い物や通院など日常生活の移動手段であるだけでなく、コミュ
ニティの形成に不可欠な地域の共有財産としての役割も有しています。このため、地域公共交通
に利用者たる住民のニーズを的確に反映させるだけでなく、住民が主体となって公共交通を考え、
さらには運営にも関わるといった積極的・継続的関与を行うことが、地域公共交通の持続可能性
の確保の観点からも必要です。
具体的には、公共交通機関の利用促進、自家用車の使い方の見直しなどの住民による各種取組
みや一定の負担も織り込んだ形で、地域公共交通ネットワークの形成を図ることが重要です。
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■住⺠の協⼒を含む関係者との連携の事例

ポイント⑥：地域公共交通の活性化・再⽣の⽬標を設定する
これまでに見てきたポイントを押さえた公共交通ネットワークを実現するためには、まず、そ
れぞれの地域の交通サービスが現状においてどのレベルにあるかをできる限り客観的に認識し
た上で、地域が自らの目指す方向性を可能な限り具体的な数値目標に落とし込み(見える化）
、達
成状況をモニタリングすることが必要です。
■公共交通のアクセシビリティ（⾏きやすさ、乗りやすさ）に係る国⼟交通省の試算・分析に関する検討
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３.地域公共交通の計画を策定しましょう
① 網形成計画及び再編実施計画の策定⼿順
前項の６つのポイントを踏まえて、持続可能な、「地域にとって望ましい公共交通ネットワー
クのすがた」をつくるため、地域公共交通の「計画」を策定し、地域公共交通の活性化・再生を
推進していきましょう。

●策定の⼿順
網形成計画の策定は、以下のような手順で行うこととなります。対象区域の設定や協議会の
構成員などについては、地域の実情を踏まえ、隣接市町村との連携で行っていくことが必要と
なる地域もあるでしょう。地域公共交通の現状や課題分析を踏まえて、十分に検討しましょう。
国土交通省では、網形成計画及び再編実施計画作成のための手引きを、以下に掲載していま
す。http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
本⼿引きの該当項⽬

CHECK

網形成計画の基本的な策定⼿順
【全体の流れ】

ACTION

対象区域の設定

法定協議会の構成員の選定

法定協議会の設置

現状や課題の共有化

PLAN

地域公共交通網形成計画の検討

【計画の検討⼿順】
地域の概況や公共

上位計画や、他部局

交通の概況につい
て実態調査

の施策・予算等につ
いて整理

地域公共交通の現状・問題点、課題の整理

網形成計画の基本方針・目標の検討

目標実現のための施策の検討
（地域公共交通特定事業の活

地域公共交通網形成計画の
策定・主務大臣への送付
地域公共交通特定事
業を活用する場合

地域公共交通特定事

用についても検討）

計画案の作成

業を活用しない場合

地域公共交通特定事業の

住民利用者等の意見の反映
（パブリックコメント等）

実施計画の策定・国土交通
大臣への認定申請

DO
CHECK & ACTION

事業の実施

計画の達成状況の評価

必要に応じて計画を見直し
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●策定の重点ポイント
網形成計画及び再編実施計画の策定にあたっての重点ポイントとして、以下の４つが挙げら
れます。
○⾃治体が中⼼となり、事業者・地域と連携する
これらの計画の策定では、自治体（主に市町村）がリーダーシップをとって進めていく
ことが求められています。そのためには、自治体の担当者が中心となって、関係者の協力
を得ながら、協議会運営や事業者とのパートナーシップづくりを進めていくことが必要で
す。
○持続可能な地域公共交通を再構築する
計画の策定にあたっては、地域公共交通の再編が必要とされる地域を対象にネットワー
クのあり方などを検討していくこととなりますが、基本的には、住民の生活圏に合致した
区域を対象として、個別・局所ではなく、「広域性」を確保することに留意する必要があ
ります。また、複数の交通モードの連携・分担などを考えることで、総合的かつ効率的な
公共交通ネットワークを構築することができます。
○まちづくりとの連携を図る
まちづくりをはじめとして、観光振興、福祉、教育、環境などの他分野との連携を図っ
ていくことが重要です。コンパクトシティの形成などに関連して、都市計画分野との関係
性を十分に踏まえる（都市計画マスタープランなどにおける将来都市構造などを踏まえた
検討を行うなど）ことが必要です。
○具体的で可能な限り数値化した⽬標を設定し、達成状況を評価する
基本的な方針を設定するとともに、これに即した目標を設定することが必要です。地域
の関係者が一丸となって取り組みを推進していくためには、可能な限り、具体的かつ明確
な数値目標が必要です。
また、数値目標と実績値を比較することにより、達成状況の評価を行うなどの検証が必
要です。評価の結果に基づいて、施策の充実の検討を行うなど計画の見直しを図っていき
ましょう。目標を着実に達成していくためには、事業の実施状況をモニタリング・評価す
る体制づくりと管理が必要です。

85 |

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【PLAN：地域公共交通の計画をつくりましょう】
【コラム：⽬標の設定】
目標は、整理された課題を解消し、基本的な戦略を達成するために設定するものです。「便利になったので、公共
交通を利用する頻度が倍になった」「買物や通院などの足が確保され、不安が解消された」などの事業の達成度や事
業に対する評価などの『成果』が指標となります。
目標の設定にあたっては、地域の政策との整合を図っていくためにも、上位計画等の位置付けに基づくものとする
とともに、検討課題、方針などとの整合を図っていくことが必要です。
◆⽬標の設定⼿法
目標を定めるには、目標設定を重視する（バックキャスト）、推計を重視する（フォアキャスト）の２つの考え方
があります。
⽬標設定重視

上位計画や政策判断に基づいて、将来あるべき目標値を先に決めて、それに向けた道筋を

バックキャスト

検討する方法です。
例：既存計画・上位計画により設定する目標値
自治体が掲げる既存計画や上位計画で設定されている公共交通に関する設定指標
を目標値として踏襲します。

推計重視
フォアキャスト

現状をベースに、施策の結果がどのようになるかを推計して目標を設定する方法です。
例：すう勢による目標値
過去の数値と最新数値の延長により将来目標値を設定します。
「このままの状態が
続けば、この水準で行くはずである」という目安としての目標値です。社会的経済
情勢などの変化が影響しにくい場合に適用できます。
例：外的要因の予測を踏まえた目標値
経済情勢などの外的要因の大きな変化が予測され、施策への影響が大きい場合、
この変化を踏まえて算出する目標値です。

⽬標設定（例）
データ分析からの課題

・重複して運行している区間が
ある
・スクールバスの運行と重複し
ている区間がある
・郊外部との隣接部には潜在需
要がある
など

・交通空白地帯がある
・利用者が望む時間帯とダイヤ
が整合していない
・高齢者の買物・通院が主な利
用目的である など

公共交通の具体的な計画⽬標
郊外部の⽬標
誰のために
どんな目的の
運行が
どの程度必要
なのか
持続して運営
できるか
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集落地における高齢者の生活の足と
して利用されているか？
買物や通院などの利用満足度が上が
ったか？
利用者されているか？
例.ニーズの高い時間帯に利用されて
いるか？ など
運行経費が抑えられた、収入が増加
した など

中⼼部の⽬標
誰のために
どんな目的の
運行が
どの程度必要
なのか
持続して運営
できるか

市街地居住者・郊外部居住者の双方
に利用されているか？
通勤通学時の利用の満足度が上がっ
たか？
利用者数が増加しているか？
例.ピーク時間に１便あたり○人の利
用がある など
運行経費が抑えられた、収入が増加
した など
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【事例：公共交通計画の策定事例】
◆総合連携計画：「⼩⽥原市地域公共交通総合連携計画」（神奈川県⼩⽥原市）
小田原市では、路線バスの大幅な減便や廃止により路線バスのほとんど運行しない地域が生じ、また南北に流
れる河川が分断要因となり、東西方向の交通の強化も望まれていました。こうした実態を踏まえ、平成 24 年に
「小田原市生活交通ネットワーク協議会」が設立され、公共交通、特に路線バスのあり方について見直しを図る
こととなりました。本計画により、買物や通院など日常生活に欠かせない「おでかけ」に使える公共交通ネット
ワークをどのように守っていくかの羅針盤としての計画が策定されました。
本計画では、①「おでかけ」したくなる・
「おでかけ」できる公共交通サービスの実現、②「おでかけ」手段
として選ばれる公共交通サービスの品質の向上を基本理念に掲げ、以下のような体系を見取り図に進めていくこ
とのできるものとなっています。
基本理念
①「おでかけ」したくなる・
「おでかけ」できる公共交通サ
ービスの実現
②「おでかけ」⼿段として選ばれる公共交通サービスの品
質の向上

実施事業

基本⽅針
①「住みやすい」
「交流できる」まちを繋ぐ公共交通ネット
ワークの構築
②「使いやすい」
「分かりやすい」公共交通サービスの実施
③「安⼼できる」おでかけ品質の確保・向上
⽬標
①路線バスの乗降客数の増加
②すべての年代における路線バス利⽤の増加
③買物・通院等のおでかけについての不安の解消
④路線バスの分かりやすさの向上

◆その他計画：地域協働推進事業：「⿅⾓市地域協働推進事業計画」（秋⽥県⿅⾓市）
バス利用者が減少・横ばいを繰り返していることから、長期的に見て減少傾向が続くことが予測されている鹿
角市において、地域の生活の足としてのバス路線を維持するため、３年間で利用者の約３％の増加を目標として
掲げ、以下の取組みを実施するものとしています。
年度
１年⽬(H26)
①情報提供の充実
（市、秋北バス、十和田タクシー）
②乗継利便性と快適性向上に向けた
取組み
（市、秋北バス、十和田タクシー）
③観光および商⼯業との連携による
活性化に向けた取組み
（市、秋北バス、十和田タクシー、商
工会、十和田八幡平観光物産協会）
④学習機会による公共交通利⽤増進
に係る普及啓蒙活動
（市、秋北バス、十和田タクシー、市
民）

２年⽬(H27)

３年⽬(H28)

・総合時刻表、公共交通マップ
の作成、配付、実施
・乗継情報や運行情報の表示や
案内の改善、検討、調整

変更対応など

変更対応など

実施

実施

・観光施設や商店などの利用者
に対する公共交通との相互
利用促進に向けたポイント
付与や特典など、検討、調整
・地域での説明会、学習会や学
校での体験乗車や教室など
の開催、実施
・地域ミニＦＭやイベントを活
用したＰＲ、実施

検討・実施

実施、検証

実施

実施

実施

実施
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４.実証運⾏を実施してみましょう
作り上げた公共交通の計画については、計画のルート、ダイヤ、運賃などが妥当であるのか、
またこれにより安定した利用者を得られるのかどうかなど、実証運行を実施して検証すると、具
体的な効果がわかります。

●実証運⾏には、国⼟交通省による事業許可が必要です
実証運行を実施する前提として、実証運行を行う事業者は一般旅客自動運送事業許可（道路
運送法第４条）を取得しているまたは、地域・期間を限定して行う実証運行の場合においては、
道路運送法第 21 条の許可に基づき、貸切バス又はタクシー事業者が乗合旅客の運送を行うこ
とが可能となります。

●実証運⾏の実施の流れ
実施内容
準備

運⾏実施、効果
測定

実施のポイント
○計画書の作成：公共交通計画に基づき、実際の運行に関わる「運行計画」を作成
します。
○事業許可申請：道路運送法第 21 条第２項によるバス運行については、貸切バス
又はタクシー事業者が運輸局に申請します。自治体は、運送の区
間、時刻など路線の運営の方針などについて、貸切バス事業者、
タクシー事業者と十分に協議をしておく必要があります。
○実証運行の周知：実証運行について、沿線住民への周知を実施し、利用促進を図
ります。周知の方法は、住民に効果的に周知できるよう、チラシ、
広報への掲載などを実施します。
○車両の調達/バス停設置：実施に向けた車両の調達、また新規バス停が必要な箇所
については、バス停設置を行います。
○準備に基づき、運行の実施に入りますが、実施にあたっては、その効果を検証す
るため、利用者数調査を実施するとともに、利用者の満足度などを計測すべく、
アンケート調査/ヒアリング調査を実施します。
○実証運行の効果測定結果をもとに、運行計画の効果を検証し、改善すべき事項の
洗い出し、これに基づく、改善案の検討を行います。
○改善案に基づき、定期路線としての事業許可申請を受け、本格運行を実施します。

協議会 による効果
検証、改善運⾏計画
の検討、本格運⾏

路線定期（不定期）運⾏の申請の流れ【地域公共交通会議】
実施⽇の１ヶ⽉以上前

・公共交通会議での協議が調っていること
・管轄運輸支局へ申請書を提出
・停留所の新設がある場合は、道路占有許可の取得
※道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業許
可を受けた事業者が運行する場合

本局・・・事案審査
標準処理期間

「⽀障なし」の回答

概ね１ヶ⽉

許可
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実施⽇

バス運⾏開始

⽀局・・・申請路線につ
いて道路管理者へ照会

「⽀障あり」の回答…事業者
が調整を図る必要あり

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【DO：計画に基づき、実際に運⾏しましょう】

DO
計画に基づき
実際に
運⾏しましょう

さて、いよいよ本格運⾏です。
多様なモードを組み合わせて、
地域の実情に応じたかたちで
公共交通ネットワークをつく
りましょう。

本章のポイント
１.地域の実情に応じて、多様なモードの組み合わせで運⾏をしていきましょう
公共交通の導入にあたっては、地域の実情に応じた最適な交通モードを選択していく必
要があります。同じ自治体においても、中心部と郊外部では地域実態が異なることから、
実情に応じて多様なモードを組み合わせるための実施のポイントを解説しています。
ポイント①：エリアごとの実情に応じた交通モードを選択する
ポイント②：交通モード間の有機的な連携を図る
２.地域公共交通の運⾏と合わせた利⽤促進策を実施しましょう
持続可能な地域公共交通をつくるため、安定的かつ主体的に利用を図る利用促進策の導
入が必要です。ここでは、段階に応じた促進策の導入の視点、導入事例などを紹介してい
ます。
①公共交通を「知る」きっかけをつくる
②公共交通を「使う」きっかけをつくる
③公共交通を「使い続けて」もらう
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１.地域の実情に応じた多様なモードの組合せで運⾏をしていきましょう
地域の住民の移動手段には、徒歩、自転車、自家用車で自ら動く「自助」の手段と、バス、鉄
軌道、タクシーといった「公助」としての公共交通機関、これに加え、家族や友人に乗せてもら
う、無償で運んでもらう、又は自家用有償旅客運送のような「共助」の手段があり、それぞれ重
要な役割を果たしています。地域の特性（人口密度や自然条件など）に応じて、鉄軌道、路線バ
ス、コミュニティバス、デマンド交通、タクシー、自家用有償旅客運送、スクールバス、福祉バ
ス（ここでは、高齢者・障害者のために運行するバスをいう。）など多様な交通手段を有機的に
組み合わせて、身の丈に合った新たな地域公共交通ネットワークの形成を図ることが必要です。
その際、自家用車、自転車や徒歩との接続を考慮するとともに、必要に応じ、ＬＲＴ・ＢＲＴな
どの新たな交通システムの整備、超小型モビリティの活用なども視野に入れましょう。

⾃家⽤有償旅客運送
の導⼊

デマンドタクシー等
の導⼊
コミュニティバスによる路線
バス空⽩地解消

複数路線を再編し乗
換え拠点を設定

乗継ぎ利便性向上に
資するダイヤ調整

拠点エリアにおける循環
型の公共交通ネットワーク
の形成

海上交通と陸上交通
との乗り継ぎ円滑化

航路の再編

デマンド運航等への
転換

●検討のポイント
ポイント①：エリアごとの実情に応じた交通モードを選択する
地域構造などからエリアを区分し、エリアごとの利用者層、利用実態、住民ニーズなどを
踏まえ、「どのような交通モードがニーズと適合しているのか」を見出し、地域の実情に応
じた交通モードを選択していくことが必要です。
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ポイント②：交通モード間の有機的な連携を図る
地域全体での最適なネットワークの形成を目指し、各交通モード間の連携（乗換拠点の設
置、乗継のためのダイヤ調整、乗継環境の円滑化など）を図り、有機的なネットワークの形
成を図って行くことが重要です。
【事例：多様なモードの組み合わせの事例】
◆需要規模に応じた多様な交通⼿段による最適な⽣活交通ネットワークの構築（兵庫県豊岡市）
兵庫県豊岡市では、持続可能な公共交通体系を構築するた
め、地域の需要や特性に応じた交通手段（民間路線バス、コ
ミュニティバス、自家用有償運送など）を適切に役割分担さ
せたネットワークを構築しています。これにより、交通空白
地域の発生を防止、運行経費の抑制、市内バス交通の効率化
などの効果を生みだしました。実際、25,000 人の利用者増と
なり、また中学生の通学費補助の削減による歳出抑制にもつ
ながりました。

出典：豊岡市資料

出典：国土交通省資料

◆⼭村の複数町村の連携による⽣活交通ネットワークの構築（愛知県北設楽郡）
愛知県北設楽郡の設楽町、東栄町、豊
根村の３町では、それぞれの町村で完結
していた町営（村営）のバス運行を一本
化し、運賃体系やバス停デザインも統一
して「生活交通ネットワーク」を構築し
ました。路線は、基幹バス、支線バス、
デマンドバスに分類し、乗継拠点での待
合設備の整備を実施、群内唯一の高校の
下宿が解消され、また高齢者の外出機会
も増加しました。

出典：国土交通省資料
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ポイント③：適正な事業者の選定
地域公共交通の運行を交通事業者に委託する場合、「競争性のある手法」により選定する
ことが一般的な手法です。その代表的な例として、「競争入札方式」がありますが、単に価
格競争となってしまい、事業者の質までを問うことができず、問題が生じることも考えられ
ます。
そこで、運行に対する安全性、利便性などをどのように確保するのかなど、事業者の規定
や運行計画などを提出させ、点数化して決定する「プロポーザル方式」や価格競争と合わせ
た「総合評価方式」による選定をおすすめします。
【事例：事業者選定の例】
◆湖⻄市コミュニティバス運⾏の総合評価⽅式による事業者の選定
静岡県湖⻄市では、コミュニティバス運⾏
の事業者選定にあたり、総合評価⽅式により
選定を⾏いました。運⾏経費の⾒積もりに加
え、右表のような項⽬で「提案書」を提出さ
せ、総合的な点数により事業者の選定を⾏っ
たものです。

出典：湖西市資料（湖西市が実施するコミュ
ニティバス運行事業者選定要領）
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２.地域公共交通の運⾏と合わせた利⽤促進策を実施しましょう
持続可能な地域公共交通をつくっていくには、地域住民による利用を増やし、
「安定的、かつ、
主体的に利用される交通」としていくことが必要です。
全国では、創意工夫をこらして、地域公共交通の利用促進策に取り組んでいます。しかし、継
続的な利用を図っていくには、これまでマイカー利用が中心であった移動の形態から、利用者の
意識を変え、公共交通の利用を生活の軸としていくことが必要であり、これを実現していくには、
段階的、戦略的な取組みが必要です。
ポイント①：公共交通を「知る」きっかけをつくる

●情報を幅広く伝える
普段、公共交通に乗っていない方々は、公共交通がどこを、いつ、どんな車両で走ってい
るのか知らない方々も見られます。こうした方々に情報を幅広く伝えていくことが、公共交
通を「知る」きっかけとなり、興味を抱いていただくことが期待できます。
○知りたい情報は何なのかを⾒極め、興味を抱かせる情報を発信する
○誰もが得やすい⼿段で、わかりやすく情報を発信する
○親しみを抱ける情報で、知るきっかけをつくる
【事例：情報発信の事例】
◆SNS で公共交通の情報を発信（⻘森県⼋⼾市）
八戸市都市政策課では、八
戸市の公共交通の情報、公共
交通を活用したイベントなど
の情報を Facebook により、
市内外のフォロワーに発信し
ています。

出典：八戸市都市政策課 Facebook
ページ
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●啓発活動を展開する
積極的に地域の方々に公共交通を知っていただくために、乗車の呼びかけ運動や乗り方教
室の実施など、啓発活動を展開していくことが必要です。
○公共交通利⽤の利便性などから、利⽤のメリットを理解していただく
○公共交通利⽤の地域に対する波及効果などから、利⽤のメリットを理解していただく
【事例：啓発活動の事例】
◆バスの乗り⽅教室（東北運輸局）
将来を担う小学生の子どもたちを対象に、環境と交通の関係を考
えてもらうとともに、実際の路線バス車両を使用して、乗り方や利
用マナーを覚えてもらう体験乗車、バス営業所施設や車両見学を通
して地球や人にやさしい公共交通であるバス利用の大切さを伝える
機会としています。

出典：宮城交通 HP より

●地域のイベントと合わせた周知の機会をつくる
地域のお祭りなど、人が集まるイベントと合わせて、乗車の呼びかけ運動や公共交通に対
する意識調査などを実施することで、多くの方々に対する周知の機会をつくることができま
す。
○「楽しいイベント」の⼀環として、楽しみながら知ることのできる⼯夫が必要
○興味を抱いていただく⽅々とコミュニケーションがとれる機会とすることで、理解や
認知を深めていただく
【事例：イベントと合わせた周知の機会の事例】
◆お祭り期間のフリー乗⾞キャンペーン（栃⽊県佐野市）
佐野市営バスは、自家用有償バスとして運行し、運行は民間事
業者に委託しています。平成 20 年に路線を再編。様々な利用促
進策の導入により、利用者が増加に転じています。利用促進策の
ひとつとして、「さの秀郷まつり」などの市内のお祭りと連携して、
祭り開催期間は無料乗車（実行委員会が発行しているチラシの提
示が必要）を実施し、まちの活気を支援するとともに、市民にバ
スを身近に感じてもらう機会としています。

出典：関東運輸局地域公共交通セミナー2014 資料
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ポイント②：公共交通を「使う」きっかけをつくる

●わかりやすい情報提供で利⽤をアシストする
公共交通を「知った」次には、「使う」きっかけをつくりましょう。実際公共交通を利用し
て目的地に行くには、どの交通機関を使い、運賃はいくら支払えばよいのか、帰りの便はある
のかなどの不安を持たせないよう、「使える公共交通」のイメージを持ってもらうことが重要
です。
○マップや時刻表など、わかりやすいツールを作成し、使う時に携帯していただく
○公共交通の総合案内所などの設置により、直接利⽤者に利⽤の⽅法などの情報を提供
し、ご理解いただく
○検索しやすく、わかりやすいホームページや携帯サイトなどを作成し、利⽤していた
だく
【事例：わかりやすい情報提供の事例】
◆バス利⽤の情報提供の取組み（⻘森県⼋⼾市）
○携帯バスマップ
「バスマップはちのへ」は、八戸市で運行する
３つの事業者共同のバスマップであり、色や記号
を用いたわかりやすい路線図のほか、交通拠点の
のりば案内、主要施設・名所案内、バスの乗り方、
割引乗車券情報などを掲載しています。
また、折り畳み式のマップとすることで、出か
けるときにも携帯しやすい形状となっており、地
域住民だけでなく、観光客にも便利なツールとな
っています。
出典：バスマップはちのへ

○鉄道・バス乗継案内ステーション・⼋⼾公共交通アテンダント“はちこ”
八戸駅では、鉄道・バスの乗継におけるバリア解消と公共交通の利
用促進を図ることを目的として、八戸駅に乗継案内ステーションを設
置するとともに、駅やバス車内などで観光客や市民の旅を案内するア
テンダント“はちこ”が活躍
しています。
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●「使いやすい」と感じる⼯夫
「では、公共交通を使ってみよう。」と思っても、方向幕を見てどこに行くバスなのかわか
らないとなれば、とたんに不安になってしまうでしょう。「使いやすい」と感じる工夫が必要
です。
○系統をわかりやすく番号やネーミングで統⼀し、使いやすくする
○複数の事業者の情報を共通で発信し、利⽤者の混乱を避ける
【事例：系統表⽰⼯夫の事例】
◆系統のカラー・記号化（⻘森県⼋⼾市）
八戸市では、３事業者共同で方面別の記号をつけ、テ
ーマカラーを決めてバスの方向幕にもカラーと記号を表
示しています。バスマップとセットで簡単に理解できる
しくみとなっています。

出典：バスマップはちのへ

ポイント③：公共交通を「使い続けて」もらう
使うきっかけができても、「使い続けて」いただくことが重要です。しかし、利便性や魅力が
続かなければ、使うきっかけはできても、使い続けていただくことはできないでしょう。
また、利用者にとっても、本来、公共交通は地域の足として貴重な財産です。利用者にも「使
い続けて支えていく」という意識を根付かせることが必要です。
●利便性を⾼め、魅⼒をつくる
快適な環境づくりのための施設整備、便利な利用システムの導入による利便性の向上、乗継
環境の向上などを導入することにより、利用者が「使ってみたい」という環境がつくられ、利
用促進につながる魅力となります。
■快適な環境づくりのための施設整備
○屋根付き待合所の整備などの待合環境の整備
利用者が停留所で待つ際に風雪から守られる屋根施設などを整備することで、利
用環境は大きく向上します。
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○バスロケーションシステム
バス停留所において、バスの現在位置情報を提供するシステムです。バスが今ど
こを走っているか、どのくらいで到着するのかの情報が発信されます。
【バスロケーションシステム】
バスロケーションシステムとは、ＧＰＳなどを用
いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板
や携帯電話、パソコンに情報を提供するシステム
です。これにより、渋滞や雨などの理由でバスが
遅れているときのバス待ちのイライラを解消でき
ます。
接近表⽰器

盛岡市バスロケーションシステム

出典：国土交通省資料

◆簡易なバスロケーションシステムの導⼊事例（⻘森県三沢市）
青森県三沢市では、「バスが通過したかどうか」を知らせる簡
易なバスロケーションシステムとして、バス接近・通過表示シ
ステムを導入しています。既存のバス停に設置できる形態であ
ることから、設置費用も押さえることが可能なシステムです。
出典：ITS アライアンス㈱HP より

■便利な利⽤システムの導⼊
○パーク＆ライド、サイクル＆バスライド
最寄の鉄道駅やバス停まで自転車や自動車を利用し、併設している駐車場に止め
て公共交通に乗り換えるシステムです。公共交通の利用促進となるとともに、中心
市街地での交通渋滞の緩和が期待できます。
○バス専⽤レーン、優先レーンの設置
バス専用レーン及び優先レーンを設けることで、バスの速達性・定時性が向上し
ます。
○PTPS（公共⾞両優先システム）の導⼊
交差点にバスなどの公共車両が接近す
ると、公共車両を優先した信号制御にな
る仕組みです。バスの速達性・定時性が
向上します。
出典：西武バス HP より
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■乗継環境の向上
○乗継ダイヤの調整
鉄道とバスなど複数の公共交通の乗換拠点では、ダイヤの調整を行って、乗換待
ち時間の解消などを図ることで、利用者の乗換に対しての印象が向上するでしょう。
○乗継情報の提供
乗り継ぐ公共交通の路線情報、時刻表、車両情報などを提供することで、利便性
の向上が図られます。
■魅⼒ある施設へのアクセス
交通弱者である高齢者などに対しては、魅力ある施設へのアクセスが、バスの魅力
を高めることに寄与します。温泉や劇場などの施設へのアクセス路線などを利用し
やすい時間帯などに運行するなどにより、利用者の増加が期待できます。
【事例：温泉へのアクセスバスの導⼊例】

◆町内各地域と温泉を結ぶバス路線（宮崎県⾼鍋町）
宮崎県高鍋町では、高鍋温泉めいりんの湯と町内各地域を結ぶコミュニティバスを平日に全４路線を運行
し、交通弱者である高齢者に好評となり、利用者が増加しています。

●地域全体でのサービス連携
地域の商店街、企業などと連携してサービスの展開や公共交通に対する支援を受けることな
どにより、地域全体での相乗効果が期待できます。
○地域の買い物に利⽤してもらえるよう、時刻表やルートを⼯夫するとともに、サービス
の連携を図ることで、地域の活性化につながる
○広告費や協賛⾦などにより、公共交通運⾏費⽤を⽀援してもらう
【事例：商店街とバスのサービス連携の例】

◆お買物バスの運⾏（神奈川県横浜市）
横浜市では、地域に密着した市営バス
を目指して、沿線の商店街と連携し、利
用促進ならびに地域活性化を進めていく
ため、おおぐち通商店街との連携を図り
ました。バス乗車時に商店街へ買物に行
くことを申し出ると、「得とくチケット」
と「リーフレット」が渡され、商店街の
特典が受けられるとともに、帰りのバス
の運賃が無料となるものです。商店街で
は20店舗が参画し、右のようなサービス
を提供しました。
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出典：横浜市資料

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【DO：計画に基づき、実際に運⾏しましょう】

●「お得」と感じるサービスを
「運賃を支払う」ことで、割高感を感じさせてしまうこともあります。「お得」と感じるサ
ービスを導入して、継続利用につなげるきっかけとなるよう工夫をしていくことが必要です。
○利⽤ターゲットを絞り込んだ特典（例えば⻑距離利⽤者に対する割引など）の付与
○利⽤頻度に応じた特典（例えば、定期利⽤者の優遇など）の付与
○特定⽇に実施する特典（例えば、利⽤者が少ない⼟⽇のサービスなど）の付与
【コラム：モビリティマネジメントのすすめ】
・モビリティマネジメント（以下、М・Мという）は、「モビリティ」即ち、「個人の移動や組織・地域
の交通状況」について、個人的にも社会的にも望ましい方向へ自発的変容を促すためのコミュニケーシ
ョンを中心とした各種交通施策による「持続的取組み」即ち、
「マネジメント」を行うことを意味します。
・М・М施策の種類としては、以下が挙げられます。
コミュニケ
ーション施
策
交通整備・運
⽤改善施策

“⼀時的”な
交通運⽤改
善施策

「自発的な行動変容」を導く最も基本的な方法で、人々の意識や認知にコミュニケ
ーションを通じて直接働きかけ、それを通じて行動の変容を目指す施策です。
「自発的な行動変容」をサポートすることを目的とした、公共交通の利便性の向上、
料金施策（pull 施策）や、自動車の利用規制や課金施策など（push 施策）を意味
します。コミュニケーション施策と適切に組み合わせることで、
「自発的な行動変容」
がより大きく期待できるМ・Мの展開が可能となります。
財源や合意形成の問題などのために、しばしば、上記の様な「交通運用改善施策」
の実施が難しい場合があります。その場合には、それらの施策を「一時的」に実施
するだけでも、「自発的な行動変容」をサポートすることができます。

・М・Мは、コミュニケーションを主体とする交通施策であるため、不可欠な条件として「丁
寧さ」
「分かりやすさ」
「適切な担当者」が挙げられ、また重要な条件として「個別性」
「二
面性」
「具体性」が挙げられます。
・国土交通省では、交通をとりまく様々な問題の解決に向けた「モビリティ・マネジメント
の手引き」を以下に掲載しています。http://www.mlit.go.jp/common/000234997.pdf
【事例：モビリティマネジメントの例】
◆IC カードの導⼊に伴うМ・Мの取組み（福島県郡⼭市）
福島県郡山市では、平成23年に「郡山市総合都市交通戦略」を策定し、戦略目標のひとつとして、公共
交通や自転車・徒歩への転換を促すМ・Мの推進を掲げ、福島交通㈱のICカード「NORUCA」導入と合わ
せて、エコ通勤の推進などを図るサービスを導入し、利用の転換を進めています。

出典：郡山市資料（新 IC カード「NORUCA」の便利な利用方法）
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◆多様なМ・Мの取組み（京都府）
京都府では「京都府交通需要マネジメント施策基本計
画（平成17年3月策定）
」の中で、М・Мを施策の柱とし
て位置づけ、国土交通省環境行動計画モデル事業の地域
指定を受け、М・Мをはじめとする社会実験に着手して
います。またМ・Мの実施にあたっては、専任の担当者
が中心となりプロジェクトチームを組織し、関係機関と
連携し推進しています。宇治地域や久世工業団地周辺地
区での職場М・Мの他に、学校М・Мとして総合学習の
時間を活用した子供たちによるバスの利用促進策の提案や、

出典：京都府資料（モビリティマネジメント会議資料）

住民М・Мとして府内６地域を対象にクルマ以外でのお出かけ情報を地図化した「お出かけマップ」
（右図
参照）をワークショップ形式で作成・配布するなど、多様な取り組みを行っています。

●愛着を持って使ってもらう
自分の地域の公共交通として、愛着を持ってもらうことで、「利用し続けたい」という意識
を持っていただくことが重要です。
○愛称を公募する（公共交通に地域ならではの愛称をつけることで、愛着がわくものと
なります。地域住民などを対象に公募してみましょう。
）
○車体デザインを公募する（地域の小学校児童が描いた絵などをデザインに取り入れた
りすることで、愛着がわくものとなります。
）
⼦供たちから「ワクワクバス」をテーマにバスのデザインを公募

出典：公益社団法人日本バス協会資料
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【CHECK＆ACTION：持続可能な公共交通とするため、マネジメントサイクルをつくりましょう】

CHECK、ACTION
持続可能な公共交通
とするため
マネジメントサイクルを
つくりましょう

持続可能な公共交通をつくって
いくには、計画⇒実施⇒評価⇒改
善のサイクルをつくり、必ず、実
施している運⾏に問題はないか、
また問題を解決する策は何かを
検討し、運⾏に活かしていくこと
が必要です。

本章のポイント
１.⽬標に基づく施策評価チェック、改善・⾒直しを⾏いましょう
◆施策の実⾏状況のチェックと課題の洗い出し（CHECK）
運行における目標値の達成状況、利用者の評価、運行事業者の評価などをモニタリング
して、地域実態や利用ニーズなどと整合しているのかを確認しましょう。
○目標値の達成状況による評価：地域の上位計画、実態、ニーズなどと整合させて設定
した目標の達成状況を測定し、評価を行いましょう。評価の視点を紹介します。
○利用者の満足度や事業者の評価：実際に利用していただいたお客様や運行をする事業
者の評価が、最も参考となる評価です。評価の視点を紹介します。
○評価に基づく問題点・課題の洗い出し：施策の効果があがらない場合には、再度
CHECK に立ち戻り、問題点や課題を洗い出します。
◆施策の改善・⾒直し（ACTION）
洗い出した課題から、施策の改善・見直しを行います。
○利用サービスの改善・見直し：課題に基づき、ネットワーク、運行形態、運賃などに
ついての改善・見直し方策を検討し、また利用拡大を図る上で認知度の向上について
も検討しましょう。
○運営体制の改善・見直し：収支の見直しや改善工夫について検討していくほか、地域
が支える体制についても再度見直しを図りましょう。
２.継続的なマネジメントサイクルを構築しましょう
今後も、最適な公共交通を維持していくための、マネジメントサイクルの構築について
解説しています。
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１.⽬標に基づく施策評価チェック、改善・⾒直しを⾏いましょう
ここまで、ひととおり、公共交通の維持・活性化のための現状認識から実際の運行までのサイ
クルを見てきましたが、本手引きの冒頭にも示しているように、継続的なマネジメントサイクル
を実施していくことが重要です。
この項目（CHECK＆ACTION）は、２巡目以降の CHECK、ACTION となりますので、目標
値に基づき、推進体制による定期的なチェックや改善を実施して、地域で公共交通を育てていく
サイクルが確立されることが望まれます。

① 施策の実⾏状況のチェックと課題の洗い出し（CHECK）
設定した目標値を運行の実施によりどれだけ達成できているかをチェックし、さらなる改善に
つなげるための問題や課題を抽出することが必要です。
運行における目標値の達成状況、利用者の評価、運行事業者の評価などをモニタリングして、
地域実態や利用ニーズなどと整合しているのかを確認しましょう。

ポイント①：⽬標の達成状況による評価
地域の上位計画、実態、ニーズなどと整合させて設定した目標の達成状況を測定し、評価
を行いましょう。
まず、それぞれの地域の交通サービスが現状においてどのレベルにあるかをできる限り客
観的に認識した上で、地域が自らが目指す方向性を可能な限り具体的な数値目標に落とし込
み(見える化）
、達成状況をモニタリングすることが必要です。
連携計画等の策定経緯がある場合、連携計画において設定した評価指標を参考とするのも
よいでしょう。
視点
サービス

移動における必要基準
移動における快適性

移動ニーズへの対応
適正な運⾏

事業の継続性の担保
輸送効率の担保
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評価項⽬
・交通空白地域率
・公共交通延長
・バス停カバー率
・人口 1 人当たり輸送容量
・主要施設周辺のバス停設置
・1 日当たりの運行回数 ・外出機会数
・自宅から通院できる高齢者の割合
・自宅から通学できる高校生の割合
・幹線と支線の間の接続便数
・運行内容の満足度
・利用者満足度
・要望・苦情件数/内容 ・主要施設への運賃水準
・収支率
・運賃収入
・経費
・年間財政負担額
・1 便あたり利用者数
・走行キロあたり利用者数
・便別(区間別)平均乗車密度
・実車率
・バス停別乗降者数

ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK＆ACTION：持続可能な公共交通とするため、マネジメントサイクルをつくりましょう】
運行計画の妥当性

利⽤促進

利用環境の向上

バリアフリー環境
事業理解度
利用転換の促進
成果

地域目標への寄与

・需要充足率
・計画運行本数に占める運行本数の割合
・遅延数、遅延率
・幹線・支線接続欠損数
・IC カード導入系統数、車両数
・ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入系統数、停留所数
・PTPS の導入系統数、車両数、キロ数
・幹線バスの導入系統数、車両数
・幹線・支線間の乗継時間
・バリアフリー整備車両などの整備率、運行率
・事業認知度
・公的資金投入への理解度
・MM による意識変容度
・公共交通利用者数、率 ・MM による行動変容度
・公共交通サービス情報へのアクセス数
・満足度
・通勤通学時の乗合バス利用率
・週 1〜2 回以上の公共交通利用者数
・商店街の来街者数最寄バス停乗降客数
・人口、高齢化率、若年層率
・観光客数

ポイント②：利⽤者の満⾜度や事業者の評価

●利⽤者の評価
実際に利用していただいたお客様の評価が、最も参考となる評価です。利用者に対するア
ンケート調査や、グループインタビューなどのヒアリング調査を実施し、「どこが評価でき
る点なのか」「どこが課題なのか」を明らかにしましょう。
アンケート調査などの⽅法について詳しくは、p.19 へ

視点
利⽤者像
運⾏

利⽤環境
意識変容

CHECK
あなたのまちの公共交通の課題を整理してみましょう

評価項⽬
・利用属性ごとの利用率
・交通空白地域のカバー率（利用者の居住地分布）

など

・利用目的に対応した運行（ルート、ダイヤなど）
・他の交通への乗継利便性
・利用交通の満足度

など

・車内環境、停留所環境などの利用環境に対する満足度
・情報ツールなど、情報提供に対する満足度
・マイレール・マイバス意識の醸成
・MM による意識変容率、行動変容率

など
など

●運⾏事業者による評価
実際に、日々運行をしている事業者は、対面しているお客様の評価や、運行上の問題など
を把握しています。運行事業者、特に運行に関わる運転者に対するヒアリング調査を実施し、
課題を明らかにしましょう。
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視点

評価項⽬

事業者からの評価

運⾏上の問題

・運行（ルート、ダイヤなど）の妥当性
・他の交通への乗継ダイヤなどの妥当性
・利用環境に対する利用者からの評価
・情報ツールなどの認知度、利用者からの評価
・マイレール・マイバス意識の醸成度
・利用者の利用意思の変化

など

・運行（ルート、ダイヤ）計画運用上の問題点
・運行体制上の問題点
・経営上の視点からの評価

など

【コラム：『事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実施に向けて ガイダンス』について】
国土交通省では、地域公共交通確保維持改善事業を効果的に実施するための評価手法についてのガイダンス
を作成しており、以下のような流れで事業評価を実施し、効果的に活かしていくものとしています。
また、目標設定の手順、事業別の事業評価の進め方について詳しく紹介しています。ガイダンスは、以下に
掲載されています。
◆事業評価とは

◆事業評価の流れ
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http://www.mlit.go.jp/common/001020610.pdf
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ポイント③：評価に基づく問題点・課題の洗い出し
指標などに基づく評価では、実行した施策の効果が上がらない場合もあるでしょう。その
場合には、
「何が要因であるのか」を明確にするため、最初の CHECK（実態把握）に立ち戻
り、各種調査などを実施して要因追求し、問題点や課題を洗い出しましょう。
実態把握は、p.8 へ

CHECK
あなたのまちの公共交通の課題を整理してみましょう

② 施策の改善・⾒直し（ACTION）
CHECK で整理された問題点や課題から、施策の改善・見直しを行い、施策のブラッシュアッ
プや次の公共交通の計画に活かすべく、改善が必要とされる項目を精査した上で、事業を見直
し・検討していくことが必要です。
ポイント①：利⽤サービスの改善・⾒直し

●地域の公共交通ネットワークの⾒直し
地域全体において、公共交通ネットワークが効率的・効果的に機能していない場合には、再
度、総合的な視点によるネットワークの見直しが必要です。
地域公共交通の計画の方針、目標設定などを見直し、地域の実情やニーズに合ったネットワ
ークをどのように構築すべきかを検討しましょう。
PLAN

計画の⽅針設定、⽬標設定について詳しくは、p. 78、86 へ

地域公共交通の計画をつくりましょう

●運⾏形態（ルート/ダイヤなど）の⾒直し
路線に着目してみてみると、運行形態は利用ニーズや地域の実態に整合しているでしょうか。
利用者増加という効果が継続的に出ているでしょうか。効果が表れていない場合、ルートやダ
イヤなどをそれぞれ検証し、改善案を作成しましょう。
サービスの⾒直しについて詳しくは、p. 42 へ

ACTION
課題解決のため、改善・⾒直しの⽅針を⽴てましょう

●地域における認知度の向上
路線に着目してみてみると、利用者増加という効果が継続的に出ているでしょうか。効果が
現れていない場合、地域における認知度が要因である可能性もあります。アンケート調査など
で検証し、認知度向上策を検討しましょう。
認知度の向上について詳しくは、p. 93 へ

DO
地域の実情に応じた⼿法で運⾏しましょう
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ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK＆ACTION：持続可能な公共交通とするため、マネジメントサイクルをつくりましょう】

●運賃への要望に対する対応
運賃については、利用者にとって安いに越したことはないものですが、「持続可能な公共交
通」をつくっていくためには、採算性の確保、地域で協力して維持していく体制の構築などが
必要であることを理解していただくことが重要です。ワークショップなど、住民が主体となっ
て考えられる場において、理解を得ていくことが効果的です。
ワークショップ運営の⽅法について詳しくは、p. 24 へ

CHECK
あなたのまちの公共交通の課題を整理してみましょう

ポイント②：運営体制の改善・⾒直し
次に「運営上において課題となったこと」は何だったでしょうか？運営側の課題を解決しなけ
れば、持続的に運行していくことは難しくなります。

●収⽀の⾒直しの⼯夫
地域公共交通の運営にあたっては、さまざまなコストがかかりますが、主な収入は運賃と
なります。収入を維持・増加させていく工夫が必要であり、かかるコストの見直しと運賃の
見直し、つまり収支の見直しを図って、効果的な改善策を実施していくことが必要です。
改善の視点
コストの⾒直し
の⼯夫

運賃の⾒直し
の⼯夫

コスト縮減
の工夫

運賃以外の
収入の増収
の工夫
値上げ

値下げ

改善策
コスト縮減というと、経営改善、即ち人件費などの見直しと取られ
がちですが、こうした努力は、路線の見直し前から、取組まれてき
ていることでしょう。ここで見直すべきは、車両や停留所施設など
の施設整備のコスト縮減（簡易的な整備、既存ストックの活用など
による）、地域の人材の活用（シルバー人材などの活用）などを検
討してみましょう。ただし、安全確保が最優先です。
広告費、輸送手段としての活用など、公共交通の運行を活用した増
収の工夫は色々あります。広告などについても、地域の協力を仰い
でいく営業活動も必要です。
値上げによって懸念されるのは、利用者の減少です。利用者が減少
しては、値上げの効果はありません。沿線住民に対する理解を得た
上で実行していくことが重要です。
値下げというと減収となるイメージがありますが、需要のバランス
を検討すれば、利用者増加による収支の改善も見込まれます。

●地域が⽀える体制づくり
○「公共交通は地域で⽀える」意識の醸成（マイバス/レール/シップ意識）
駅施設の清掃、季節行事の飾り付けなど、住民として参画できるところから、公共交通
を支えることで、「自分の地域の宝である」という認識が生まれ、「守っていかなければ」
などの愛着と意識が醸成されます。こうした気運を盛り上げていくイベントなどを開催し、
参画できる機会をつくりましょう。
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ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK＆ACTION：持続可能な公共交通とするため、マネジメントサイクルをつくりましょう】
○地域主体の取組み
近年、公共サービスを地域住民やＮＰОが主体となって支えていく社会へとシフトしよ
うという取組みが進められています。地域公共交通も、地域で協力しなければ維持できな
い時代に入ってきました。地域の主体的な取組みを自治体が支えていくとともに、このよ
うな体制をつくりやすい環境を創出していくことが必要です。
【事例：マイバスの意識醸成の事例】
◆住⺠が主体となってつくり、守られるマイバス（兵庫県神⼾市）

兵庫県神戸市の六甲山中腹の高台の住宅地は生活便利施設が少なく、通院や公共施設利用などに
ついてはタクシーに頼らざるを得なかったたため、住民からはバス路線開設の要望が挙がっていま
した。これを受けて、小型のノンステップバスが導入され、毎日朝夕は 15 分間隔で 56 便を運行し
ています。この運行を維持していくために、住民が主体となって「住吉台くるくるバスを守る会」
が組織され、地域住民に利用促進を呼びかけるなどの活動を行っています。この結果、住民の利用
は増加傾向にあるだけでなく、六甲山ハイカーなど来訪者にも利用されています。また、
「くるくる
バス通信」を発行し、地域住民の情報共有を図るとともに、バス停の清掃の分担、違法駐車一掃キ
ャンペーンなどの活動が続いています。
下図のように、守る会と事業者、自治体が連携するほか、地域の世話人、学識経験者などのリー
ダーシップをもつキーマンがこの活動を牽引しています。

出典：国土交通省資料
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ＣＡＰＤＯ＆ＣＡ
【CHECK＆ACTION：持続可能な公共交通とするため、マネジメントサイクルをつくりましょう】

２.継続的なマネジメントサイクルを構築しましょう
ここまで、CAPDO＆CA、即ち、課題認識から始める「東北版公共交通マネジメントサイクル」
を紹介してきました。
しかし、公共交通の活性化・再生を進めていくには、詳細な現状分析、綿密な計画の検討を行
っても、はじめからうまく行くとは限りません。この「見直し」のサイクルを取り返すことによ
り、課題を少しずつ修正しながら、目標に近づいていくことができ、継続的な実態の把握、課題
検証を実施することができます。
このサイクルは、計画の改訂時期や運行補助期間などと合わせていくことで、効率的な運用を
図ることができますが、課題が生じた場合には、どのような段階/時期においても、課題検証を
実施して、改善案を検討していく、また毎年度評価が必要な指標については、随時モニタリング
していくなどの実態に合わせた工夫が必要です。

CHECK
あなたのまちの
公共交通の課題を
整理してみましょう

ACTION
課題解決のため、
改善・⾒直し
の⽅針を
⽴てましょう

喫緊の課題は
何ですか？
計画の実⾏結果を評
価し、これを基に改
善をしましょう

地域の実情に応じ
た⼿法で運⾏をし
ていきましょう

DO
計画に基づき
実際に
運⾏しましょう

CHECK、ACTION
持続可能な公共交通
とするため
マネジメントサイクル
をつくりましょう
このサイクルを
繰り返し、より良い
公共交通を
つくりましょう

PLAN
地域公共交通の
計画を
つくりましょう
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持続可能な交通を
つくるには、総合
的な計画づくりが
必要です

⽣活交通確保維持
改善計画（地域公
共交通確保維持改
善事業）の策定

まずは、課題解消
について検討して
みましょう

参考資料
① 東北地⽅の公共交通の実態
●深刻化する⼈⼝減少、⾼齢化の進展
東北及び全国の⼈⼝推移

東北地方の人口は、平成７年を
ピークに減少が継続しています。
全国と比較すると減少は加速度
的に進んでいくことが予測され、
さらに東日本大震災の影響で減
少が進んでいます。また、高齢
化を見ても、平成 24 年時点で
全国と比較して高齢化率は 2.5
ポイントも高く、この傾向は今
後も続くものと予測されていま

東北及び全国の⾼齢化率推移

す。このように、人口減少、高
齢化の進展は深刻な問題となっ
ており、公共交通の利用者を減
少させるだけでなく、地域の活
力の低減を招くこととなります。

●バス・タクシーが中⼼の公共交通
東北地方では、全国と比較して、バス・タクシーの分担率が高く、バス・タクシーで約５割を
占めています。また、輸送人員は、公共交通全体としては減少してきましたが、平成 24 年にお
いて、増加に転じています。
東北地方の輸送人員の推移

旅客輸送機関分担(H24)
800,000
700,000

全国

30.0%

49.0%

15.0% 5.5%

0.5%

600,000
500,000
400,000
300,000

東北

37.0%

13.2%

34.0%

15.0%

1.2%

200,000
100,000
0

JR

民鉄

バス

タクシー

旅客船・航空

H14

H15

H16

H17

JR

民鉄

H18
バス

H19
タクシー

H20

H21

H22

H23

H24

旅客船・航空
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東北地⽅の公共交通ネットワーク

【データ出典】
新幹線・在来線：国土数値情報（平成 25 年度）
バス路線：国土数値情報（平成 23 年度）
区域運行：地域公共交通確保維持改善事業申請
資料より作成（平成 25 年度）
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●バス事業の⾚字経営、⾏政の財政負担の増⼤
東北地方の路線バス事業者の収支の実態を見ると、15 社のうち、黒字経営の事業者はわずか 1
社（民営）となっています。その赤字補てんは、補助金等で賄われていますが、平成 25 年度の
補助金等は、東北全体で 73 億円（福祉政策割引等に対する繰入を除く）もの額が行政の財政負
担となっています。
H25年度 補助金等内訳（全国）

H25年度バス事業者収支実態
黒字 公営
0.0%

黒字 民営
6.7% (1社) 赤字 公営
20.0% (3社)

赤字 民営
73.3% (11社)

その他
34.0%

車両購入
3.8%

乗合バス
事業赤字
補てん
5.7%

H25年度 補助金等内訳（東北）

地方バス路
線維持
56.4%

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ
運行
0.1%

その他
45.5%

地方バス路
線維持
45.2%

乗合バス
事業赤字
補てん
8.9%

車両購入
0.5%

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ
運行
0.0%

② さまざまな公共交通
地域の規模、集落の分布状況、利用者層など、地域の実態を踏まえた上で、地域に見合った交
通モードで公共交通ネットワークを構築していくことが必要です。地域内においても各地区の特
性に合わせて、多様なモードを組み合わせることで、効率的な運行が可能となります。
また、一方で既存の公共交通を上手に活用する方法も考えられます。身の丈に合った交通モー
ドを選択していくことが重要です。
●多様化する地域公共交通
地域公共交通は、多様化しています。特に、従来
のバスとタクシーの間のモードが次々と生まれてお
り、利用形態などにより、最適なモードを選択して
いくことが望まれます。
●バスの運⾏区分
典拠：福島大学吉田樹准教授作成
バスについては、「道路運送法」の許可により、運行形態が異なります。
道路運送法上
の許可・登録
４条、21 条※

79 条

ナンバープレートの⾊

運⾏の形態

緑ナンバー
（旅客や貨物の運送に
よって対価をもらう
ことを目的とした車
両=事業用自動車）

路線定期運行

白ナンバー
（事業用自動車以外の
一般的な車両。79 条
登録に基づき、有償の
運送が可能となる）

市町村運営有償運送
（交通空白輸送）
市町村運営有償運送
（市町村福祉輸送）
公共交通空白地有償運送
福祉有償運送

路線不定期運行
区域運行
デマンド運行

概要
民間又は自治体が運営する路線バ
ス、コミュニティバス
デマンドバス

・市町村や NPОなどが運行
・普通第一種免許保有者であって
も講習を受けることにより運転
が可能

※道路運送法第４条の許可は、一般旅客自動車運送事業者（一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、
一般乗用旅客自動車運送事業者）が対象であるのに対して、法第 21 条の許可は、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用
旅客自動車運送事業者が、①災害の場合その他緊急を要するとき、②一般乗合自動車運送事業者によることが困難な場合にお
いて一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して乗り合せの旅客運送を行うことができます。
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●運⾏形態
運行の形態については、大きく以下の２つの方式があります。
運⾏形態
路線定期運⾏

運⾏⽅式
利用者の有無に関わらず、予め定められたルートを定められた時刻に運行する方式です。
一般的な路線バスの運行形態です。

デマンド運⾏

予約があった時のみ運行する方式です。運行方式、ダイヤ、発着地を自由に組み合わせる
ことにより、多様な運行形態が可能です。

●さまざまな公共交通
① 幹線バス
人口減少、モータリゼーションの進展などの進展により、バス路線の利用者減少に歯止めが
効かなくなっているという厳しい現状から、高齢化する地域にとって必要不可欠なバス路線を、
複数市町村にまたがって運行し、地域における中心市町村の交通拠点にアクセスして幹線的な
機能を担うのが、「幹線バス」です。
ひとつの市町村ではバスの存続が難しい地域にとって、複数市町村で取組むことにより、幹
線交通がつくられ、公共交通ネットワークの根幹機能を担うことができます。

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
黒字バス系統(補助対象外)

【国の補助制度】
◆「地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統）
」
地域間幹線バス系統のうち、一定の要件を満たし、赤字が見込まれる系統にあって生活交通確保維持改
善計画に位置付けられたものについて、バス事業者に対し国が事前算定による予測欠損額の 1/2 を補助

② 地域内フィーダー系統
地域内フィーダー系統は、地域間バス系統を補完するもの、または過疎地域などの交通不便
地域の移動確保を目的とするものです。
地域間幹線バス系統のフィーダー系統
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交通不便地域における地域間交通ネットワークのフィーダー系統

【国の補助制度】
◆「地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）
」
「補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統」または「交通不便地域における地域間交通ネットワ
ークのフィーダー系統」
：補助対象地域間バス系統を補完するものであること、または、過疎地域など交通
不便地域の移動確保を目的とするものであること。幹線バス系統と同様、バス事業者などに対し国が事前
算定による予測収支の 1/2 を補助

③ コミュニティバス
交通空白地域・不便地域の解消などを図るため、市町村などが主体的に計画し、以下の方法
に運行するものをいいます。
○一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バス（乗車定員 11 人未満の車
両を用いる乗合タクシーも含む）
○市町村自らが自家用有償運送者の登録を受けて行う市町村運営有償運送
全国各地でコミュニティバスの導入が進んできましたが、路線バスとの競合が生じて路線バ
スの減便や撤退を招くなどの問題も生じており、地域公共交通ネットワークにおける役割の明
確な位置付けが必要となっています。

出典：さいたま市コミュニティバス等導入ガイドライン

○導⼊のポイント
公的資金によって支えられるコミュニティバスは、自立運営を原則とする路線バスを補完し、
これと一体となって地域の公共交通ネットワークを形成する必要があることから、ルート、区
域、ダイヤなどは路線バスとの整合性を図るよう、十分に注意する必要があります。
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○導⼊の流れ
ステップ
①事前準備

②運⾏計画
の作成

③運⾏実施

検討・導⼊の流れ
○地域における公共交通の実態の把握、地域住民のニーズの把握
導入の方向性、目的を明確にするため、地域における実態やニーズを調査・分析します。
○検討体制の確立
地域住民、交通事業者、自治体などの関係者による検討体制を確立し、各者の役割分担を
明確にして、検討を進めます。
○運行計画案の作成・協議
運行目的を明確にした上で、運行ルート、ダイヤなどの運行計画案を作成します。内容に
ついては、検討体制による協議で進めていきます。
○事業採算性の検討
運行計画案の需要を検証した上で、事業採算性について検討し、課題があれば計画案の改
善を行います。
○地域公共交通会議による協議
地域公共交通会議を設置し（既にある場合は既存の会議を活用）、運行計画案についての協
議を行い、必要であれば、実証運行を実施します。
○実証運行
計画路線の利用についての検証が必要であれば、実証運行を実施します。実証運行の許可
申請を行った上で、準備、周知などを実施して実証運行に入ります。
○本格運行
実証運行による課題を精査し、運行計画の改善を図った上て、本格運行へと移行するため、
許可申請を行います。

④ デマンド交通
デマンド交通は、通常の定時
定路線の運行ではなく、利用者
がある場合にのみ運行する、即
ち、需要に応じてルートや運行
時間を変えて運行するしくみ
です。
これまで、採算的に合わない
地方部において導入が進んで
きましたが、
「需要が少ない地
域にはデマンド交通」といった
固定概念が広がり、必ずしもコ
スト削減にはつながらない、既
存のタクシー事業など民業を
圧迫するといった課題が生じているのも事実です。
デマンド交通の導入にあたっては、需要が分散して存在しているなどの条件がふさわしい実
態にあるか、定時定路線と比較してコストが抑えられているかなどをよく検討することが重要
です。
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運⾏⽅式
定路線型

概要
路線バスやコミュニティバスのように、所定のバス停などで乗降を行うが、予約があった場合
のみ運行し、予約がなければ運行しない方式。“空気バス”の解消を図ることができる。

迂回ルート・エ
リアデマンド
型

定路線型をベースに、予約に応じて所定のバス停などまで迂回させる運行方式。バス停などま

セミデマンド
型

運行ルートは定めず、予約に応じ所定のバス停間を最短経路で結ぶ方式。最短経路の選択によ

で遠い地域に迂回ルートを設定することにより、公共交通空白地域の解消を図ることができる。

り所要時間を短縮するとともに、バス停を多数設置することにより、バス停などまでの歩行距
離を短縮することができる。一般タクシーとの差別化を図るため、目的施設または発施設を限
定する場合が多い。

フルデマンド
型

運行ルートやバス停などは設けず、指定エリア内で予約のあったところを巡回するドアツード
アのサービスを提供する運行方式。一般タクシーとの差別化を図るため、目的施設または発施
設を限定する場合もみられる。

出典：「デマンド型交通の手引き」中部運輸局

○導⼊の流れ
デマンド交通は、予約式の交通であるため、輸送
効率が高くなり、運行費用も軽減されるだろうとい
う期待は持てるものの、路線バスが抱えている問題
を一挙に解決する魔法の杖ではありません。デマン
ド交通は利用者１人当たりの運行経費が高く、利用
状況によってはコストは割高となることもありま
す。また、利用者が増えれば費用負担は増大します。
一方で「予約」というシステムに利用者がなじめな
いという問題や、利用者がいなくても予約以外に運
行しないため、問題が顕在化しにくいということも
言えます。

出典：国土交通省資料（デマンド交通導入ハンドブック）

デマンド交通の導入にあたっては、地域に適するのかを見極める検討から始めてみましょう。
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○予約システム
IT 活⽤型
⾮ IT 型

パソコンでデータを管理し、配車情報通信、運行計画の作成などを実施します。需要が多い
場合に適しています。
パソコンを活用せず、タクシー無線での配車を実施します。需要が少ない場合に適しています。

○運⾏形態の検討ポイント
検討項⽬
運営主体

考えられる選択肢
①市町村が自ら運営主体
②市町村以外が運営主体

運⾏⽅式

①ドア to ドア
②基本路線方式(バス停有)
①中型 or 小型バス
②ジャンボタクシー
③セダン型タクシー
①隣接市町村を含む
②当該市町村のみ
③市町村内の一部エリア(or 旧町内)
①毎日運行
②平日・土曜運行
③平日のみ運行
①昼間時間帯のみ
②朝夕の通勤・通学時間帯も含む
①制限なし(外部からの来訪者も
可)／②自治体住民限定／③高
齢者限定
①あり／②なし

⾞両サイズ

運⾏エリア

運⾏曜⽇

運⾏時間帯
利⽤対象者

利⽤者登録

予約制限

オペレータの
雇⽤形態
運⾏事業者及
び参⼊事業者

契約⽅式

検討のポイント
市町村が運営主体となるのが一般的な方法ですが、
市町村以外の商工会や社会福祉協議会、NPОなど民
間に任せることでサービス向上が期待できます。
地理的条件や地域の実情、利用者のニーズなどを踏
まえた上で、選択していくことが必要です。
基本的にピーク時の輸送人員やコストなどを勘案し
て決めることとなり、必要台数や車種の組み合わせ
についても同時に検討が必要です。
地域外の運行の有無、地域内での運行範囲、ゾーン
分割の有無などの検討が必要です。
高齢者が多い場合は経費節減のため、平日のみかつ
昼間の時間帯のみの運行とすることが望ましいな
ど、ニーズや実態を踏まえた検討が必要です。

導入の目的や運行形態などを踏まえた上で、利用対
象者を検討することが必要です。制限を行う場合に
は、システムの検討が必要となります。
登録により、利用者データを活用して配車を効率的に
行えることから、IT システムになじみやすいですが、
非 IT の場合は登録不要の場合が多いです。
前日までの予約は、緊急利用ができないため、タク
①当日
シーとの住み分けが可能となります。当日の場合は
(ﾘｱﾙﾀｲﾑ、30 分前までなど)
IT システムの性能を高める必要があります。
②前日まで
①タクシー業務兼務／②自治体職員などの兼務／③専属
安全性の確保を第一に考慮した上で、信頼性なども
考慮して選定をしていくことが必要です。
事業者の選定は、ともに地域公共交通を運営してい
くパートナー探しであり、評価基準が金額のみの入
札よりも、企画提案の内容を評価するプロポーザル
方式が望ましといえます。
①運行経費定額補助／②赤字欠損補助 など
①バス事業者／②タクシー事
業者／③NPО法人／④ボラン
ティア

出典：「デマンド交通導⼊ハンドブック」国⼟交通省

⑤ ⾃家⽤有償旅客運送
自家用有償旅客運送は、公共の福祉を確保するために、やむを得ない場合において、地域や期
間を限定して行う旅客運送のことをいいます。市町村運営有償運送と福祉有償運送、公共交通空
白地有償運送の大きく３つに区分できます。
○導⼊にあたってのポイント
・基本的に、普通２種免許が必要ですが、普通１種免許保有者が運転者になるには、安全
確保の観点から、講習の受講が必要です。
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・道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所においては、そ
の使用の本拠ごとに、安全運転管理者などを選任しなければなりません。また、道路運
送車両法に基づき、一定台数以上のバスなどを事業用自動車として使用する事業所は、
その使用の本拠ごとの整備管理者を選任することが必要です。
市町村運営有償運送

交通空⽩輸送

市町村福祉輸送

概要

過疎地域などの交通空
白地帯において、路線バ
スなどの輸送が困難と
なった場合において、市
町村自らが行う住民の
輸送サービス

身体障害者、要介護認定者な
どであって、市町村に会員登
録をした方の外出支援のた
めの、市町村自らが行うドア
to ドアの個別輸送サービス

運⾏

市町村(旅客運送事業者への委託も可)

主体
対象者

当該市町村の住民・親戚
など

使⽤

使用車両に制限はない

⾞両
運転者
の要件

運賃の
設定

会員制
①身体障害者手帳の交付を
受けいている方
②要介護認定を受けている
方
③要支援認定を受けている
方
④その他障害を有する移動
制約者などであって会員
登録を行った方
定員 10 名以下の自家用自動
車で、寝台車、車いす車、兼
用車、回転シート車、セダン
などが使用可能

普通２種免許が必要。た 左の要件を満たし、かつ福祉
だし、困難な場合は、普 自動車以外を使用する場合
通１種免許保有者で効 においては、社会福祉士及び
力が過去２年以内停止 介護福祉士の登録を受けて
されておらず、国交省認 おり、国交省が認定する講習
定の講習を修了又は国 を修了又は要件を備えてい
交省認定要件を備えて る方
いる方
・燃料費などを勘案して、実費の範囲内であること
・合理的な方法により定められ、旅客にとって明確である
こと
・営利目的として認められない妥当な範囲内であること
当該地域又は隣接市町 当該地域又は隣接市町村に
村における路線バスな おける路線バスなどの運賃
どの運賃、撤退前の路線 の 1/2 を目安とする
バスなどの運賃を目安 運送以外の対価については、
一般乗用運送事業の料金を
とする
参考に定められる

福祉有償運送

公共交通空⽩地有償運送

NPО法人などが、実費の 過疎地域などのバスやタク
範囲内で営利とは認めら シーなど公共交通では十分
れない範囲の対価によっ な輸送サービスが確保でき
て、自家用自動車を利用 ない場合、NPО法人などが
した、公共交通の利用が 実費の範囲内で営利とは認
困 難 な 高 齢 者 な ど の 通 められない範囲の対価で行
院・レジャーなどの送迎 う輸送サービス
サービス
NPО、市町村、公益法人、認可地縁団体、農業協同組合、
医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会
会員制
身体障害者、要介護者、
要支援者など公共交通機
関を使用して移動するこ
とが困難な方

会員制
過疎地域の住民及びその親
族など

乗車定員 10 名以下の自 使用車両の制限はない
家用自動車で、リフトな
どの特殊な設備などを備
えた車両又はセダン型の
一般車両が使用可能
普通２種免許が必要。ただし、困難な場合は、普通１種
免許保有者で一定期間運転免許停止処分がなく、安全運
転や乗降解除などに関する講習を受けているなど、十分
な能力・経験を有している方

運賃は、営利を目的としない範囲とする必要がある。当
該地域におけるタクシーの上限運賃の概ね 1/2 以下を目
安とし、地域特性などを勘案して定めるものとする。
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【事

例】

◆幹線バス：被災地における幹線系統の⼀体的・継続的運⾏（福島県⽣活交通対策協議会）
福島県では、東日本大震災による浜通りを中心とした壊滅的な被
害、また、モータリゼーションの進展もあり、交通手段の確保が存
続の危機にありました。県民の生活の足、東日本大震災により避難
を余儀なくされた被災地住民の足を確保するため、地域間幹線系統
57 系統のうち 4 系統について、ダイヤの見直し、運行系統の見直し
を図り、利便性向上に取り組みました。その結果、沿線自治体の利
用促進策（高齢者無料化、ワンコイン、避難者へのＰＲ）の効果も
あり、利用人員の改善が見られました。
◆フィーダーバス：

出典：福島県資料

広い地域に中⼭間地域路線、⼤学路線など多様な⽬的のフィーダー路線によりネットワークを構築（福岡県⽷島市）
糸島市と福岡市をつなぐ幹線であるＪＲ筑肥線沿線には、
総合病院や大規模な商店街などがあり、駅から拠点、集落
地を結ぶフィーダー機能が必要となっていました。そこで、
筑前前原駅を中心に他の駅とも連結する 10 路線のフィーダ
ー系統をネットワークさせ、大学や中山間地域など、地域
の特性に合わせたバス路線を配置しました。
コミュニティバスの運行コストの削減、収支率の向上、
満足度の向上のほか、IC カードによる支払い率の向上、
駅の利用者数の増加などの効果がみられました。

◆コミュニティバス：
路線バスを⼀体的に再編したコミュニティバス（⻘森県三沢市）

出典：糸島市資料（糸島市地域交通計画）

三沢市では、市立三沢病院の郊外移転を機に、平成 22 年に「三沢市地域公共交通総合連携計画」を策定し、同年
11 月から一般路線バスと市内循環の 100 円バスを一体的に再編し、「みーばす」として実証運行を開始しました。
実証運行開始後、利用者の要望や効率的なルート・ダイヤの対応のために、３回の路線再編を経て、平成 24 年から
本格運行へと移行しています。運行と合わせて、さまざまな利用促進策（公共交通ガイドの作成、わかりやすい車両
方向幕の導入、あしあとランプ（バス接近・通過表示システム）の導入など）を講じて、利用者は実証運行当
初から５％増加しています。

出典：三沢市資料
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地域⾃主運⾏によるコミュニティバスの運⾏（福島県会津若松市）
福島県会津若松市金川町・田園町では、道路が狭隘であるため
に路線バスが運行されていない交通空白地帯であったため、住民
は生活の足としてのバス運行を望んできました。そこで、地区の
特性や実情を熟知する地域住民が運営協議会を組織し、この協議
会が主体となって路線バスを運行することとなりました。運営協
議会では、自治体や交通事業者と連携し、運行内容の検討や利用
促進活動等の取組みを推進しています。

出典：会津若松市資料

◆デマンド交通：⼀般のタクシーを活⽤したデマンド交通あねっこバス（岩⼿県雫⽯町）
平成 16 年、雫石町内のみで完結する６路線８系
統のバスが廃止され、地域住民の生活の足の確保が
求められていました。そこで、町が運営委託契約を
ＮＰОしずくいし・いきいき暮らしネットワークと
結び、このＮＰОが運営主体となって地元タクシー
会社の雫石タクシーに運行を委託することで実現し
たデマンド交通です。車両は９人乗りのジャンボタ
クシーや小型のタクシー車両を使用しています。発
車１時間前まで（4/1〜11/30 の期間は 30 分前まで）
の予約で受け付け、料金は一律 200 円です。
出典：雫石町資料

◆公共交通空⽩地有償運送：住⺠ボランティアが⽀える過疎地の公共交通（⻘森県佐井村）
佐井村は、下北半島の端部に位置する過疎地域です。この地域では、
公共交通空白地有償運送制度の許可に基き、地域住民のボランティアによる運転
協力者がマイカーを利用して住民を有償で運送しています。通院や買い物、
バス停までの送迎などに利用されています。

出典：地域公共交通支援センター資料
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③ 地域公共交通に関する⽀援メニュー（平成 27 年度）
地域公共交通に係る取組みを国がサポートするため、地域公共交通確保維持改善事業として、次
のようなメニューがあります。
事業メニュー
地域間幹線系統の運⾏
費
地域内フィーダー系統
の運⾏費
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業

陸上交通

離島航路運
営費等補助
⾦
離島航路

離島航路構
造改⾰補助
⾦

離島航空路

⾞両減価償却

補助対象事業者
乗合バス事業者⼜は法定協
議会(※1)
乗合バス事業者・⾃家⽤有
償運送者⼜は法定協議会
(※1)
上記補助対象事業者

公有⺠営⽅式における
⾞両購⼊

地⽅公共団体⼜は法定協議
会(※1)

予約型運⾏転換経費

乗合バス事業者・⾃家⽤有
償運送者⼜は法定協議会
(※1)

離島航路の運営費
離島住⺠運賃割引補助

離島航路事業者(※3)
上記補助対象者

調査検討

上記補助対象者

効率化船舶の代替建造
公設⺠営化

上記補助対象者
地⽅公共団体

離島航空路の運航費

離島航空路線に係る航空運
送事業者
上記補助対象航空運送事業
者
鉄軌道事業者

島⺠運賃割引
鉄道駅の移動円滑化
鉄道

バリア
フリー
⾃動⾞

地
域
公
共
交
通
バ
リ
ア
解
消
促
進
等
事
業

バリア
フリー

利⽤環境
改善促進

海事
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上記系統の運⾏に供する新規導⼊⾞両の減価償却費
に対して補助
上記系統の運⾏に供する新規導⼊⾞両を地⽅公共団
体が保有し、運⾏事業者に貸付ける場合に購⼊費を 2
カ年に分割して補助
認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく事
業として実施する路線バスからデマンド型運⾏への
転換のための⼩型⾞両の購⼊費及び予約システム導
⼊に係る初期費⽤に対して補助
補助対象航路の運営費に対して補助
協議会で決定された割引運賃額に対して補助
離島航路構造改⾰事業に係る検討会の開催経費及び
航路再編等のための調査事業費に対して補助
効率化船舶への代替建造費⽤に対して補助
地⽅公共団体が離島航路事業者に代わり代替建造を
⾏う場合⼜は就航船舶の買取を⾏う場合の費⽤に対
して補助
補助対象航空路の運⾏経費に対する補助
離島住⺠に対する運賃割引に伴う費⽤に対して補助
鉄軌道駅におけるエレベーター、ホームドア、誘導⽤
ブロック、障害者対応型トイレ等の整備に対して補助

乗合バス事業者、タクシー
事業者、リース事業者

ノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシー（リ
フト付、スロープ付）の導⼊・改造に対して補助

福祉タクシーの共同配
⾞センター整備

タクシー事業者を含む団体
等

福祉タクシーの共同配⾞センターの整備（通信設備整
備、⾞載機器整備、コーディネーターの育成）に対し
て補助

バスターミナル等の移
動円滑化

乗合バス事業者、ターミナ
ル事業者、タクシー事業者

バリアフリー船舶の建
造
旅客船ターミナルの移
動円滑化

バスターミナル、タクシー乗り場におけるエレベータ
ー、誘導⽤ブロック、障害者対応型トイレ等の整備に
対して補助
⾼度バリアフリー化船の建造、船舶の改良に対して補
助
旅客船ターミナルにおけるエレベーター、誘導⽤ブロ
ック、障害者対応型トイレ等の整備に対して補助

航空

航空旅客ターミナルの
移動円滑化

共通

待合・乗継環境の向上

鉄道

鉄軌道駅における⽣活
⽀援機能施設の整備
LRT システムの整備

鉄軌道事業者（その⼦会社
を含む）
鉄軌道事業者

IC カードシステム導
⼊等
BRT システムの整備

鉄軌道事業者

IC カードシステム導
⼊等

乗合バス事業者、タクシー
事業者等

船舶建造

離島航路事業者（離島航路
補助の対象事業者を除く）
であって、離島住⺠に対し
運賃の割引を⾏う者

海事

補助対象系統の運⾏費に対して補助(※2)

バス・タクシー⾞両の
移動円滑化

国内⼀般旅客定期航路事業
者等
国内⼀般旅客定期航路事業
者等で旅客船ターミナルを
設置し、⼜は管理する者
本邦航空運送事業者及び航
空旅客ターミナルを設置し
⼜は管理する者
上記各事業者

⾃動⾞

補助内容
補助対象系統の運⾏費に対して補助(※2)

乗合バス事業者等

補助率
1/2
1/2
1/2
1/2

1/2
1/2
1/2
定額
1/10
3/10
1/2
1/2
1/3

1/3
(※4)

1/3

1/3
1/3
1/3

航空旅客ターミナル施設のエレベーター、誘導⽤ブロ
ック、障害者対応型トイレ等の整備に対して補助

1/3

バリア解消に資する待合施設、情報提供案内板、ホー
ムページ制作等に対して補助
鉄軌道駅における⼦育て⽀援に係る施設（保育園）、
医療施設の整備に対して補助
低床式⾞両の導⼊、停留施設、制振軌道、変電所、⾞
庫、相互直通運転化施設の整備等に対して補助
IC カードシステムの導⼊その他 IT システム等の⾼度
化に対して補助
連節⾞両の導⼊及びそれと⼀体的に⾏う停留施設、公
共⾞両優先システム(PTPS)⾞載器の整備等に対して
補助
バス IC カードシステム、バスロケーションシステム、
デマンドシステムの導⼊その他 IT システム等の⾼度
化に対して補助
離島航路に就航する船舶の建造費に対して補助

1/3
1/3
1/3
(※5)
1/3
(※5)
1/3
(※5)
1/3
(※5)
1/10

鉄道安全

事業メニュー
鉄道の安全性の向上設
備の整備等
計画策定事業

調査事業

調
査
等
事
業

再編推進事業

計画推進事業

補助対象事業者
鉄道事業者（JR 本州 3 社、
⼤⼿⺠鉄、公営地下鉄等を
除く）
多様な地域関係者により構
成される協議会、法定協議
会(※1)

法定協議会(※1)

再編計画策定事業

法定協議会(※1)

再編計画推進事業

法定協議会(※1)

補助内容
安全性向上に資する設備整備等（レール、枕⽊、落⽯
等防⽌設備、ATS、列⾞無線設備、防⾵設備、橋りょ
う、トンネル、⾞両等）に対して補助
地域公共交通網形成計画等の地域の公共交通の確保
維持改善に係る計画（地域公共交通再編実施計画を除
く。
）策定に必要な経費（地域データの収集･分析の費
⽤、住⺠･利⽤者アンケートの実施費⽤、協議会開催
等の事務費、短期間の実証調査のための費⽤等）に対
して補助
地域公共交通網形成計画に基づく事業として実施す
る利⽤促進（公共交通サービスの情報提供、モビリテ
ィマネジメントの実施等）及び事業評価（事業実施に
係る⽬標達成状況の把握・検証、検証結果を踏まえた
事業改善⽅法の検討等）に要する経費に対して補助
(計画策定から最⼤ 2 年間)
地域公共交通再編実施計画の策定に必要な経費（地域
公共交通の再編に係る検討、事業実施の効果の算出に
要する経費、協議会開催等の事務費等に対して補助
認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく事
業として実施する利⽤促進（公共交通サービスの情報
提供、モビリティマネジメントの実施等）及び事業評
価（事業実施に係る⽬標達成状況の把握・検証、検証
結果を踏まえた事業改善⽅法の検討等）に要する経費
に対して補助(計画認定から最⼤ 5 年間)

補助率
1/3 ⼜
は 1/2
(※6)

定額

1/2

定額

1/2

※1：地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律に基づく協議会を指す。
※2：認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく事業として実施する場合、地域間幹線系統については複数市町村要件及び輸送量要件の除
外・緩和、地域内フィーダー系統については新規性要件の⾒なし適⽤及び政令市等要件の除外。
※3：補助⾦対象航路について、⼀般旅客定期航路事業に加え、認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づく事業として実施する⼈の運送を
する不定期航路事業及び⼈の運送をする貨物定期航路事業についても補助対象。（補助率：1/2）
※4：ノンステップバス及びリフト付バスについては、1/4 ⼜は補助対象経費と通常⾞両価格の差額の 1/2 のいずれか低い⽅。
※5：次の表に掲げる計画等に基づいて実施される事業について、右欄に掲げる補助率を適⽤する。
補助率
事
業
地域公共交通網形成計画及び認定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づいて実施される事業
2/5
地域公共交通網形成計画及び認定を受けた地域公共交通再編実施計画並びに⽴地適正化計画及び都市交通戦略の双⽅に基づいて実
1/2
施される事業
地域公共交通網形成計画及び認定を受けた地域公共交通再編実施計画並びに軌道運送⾼度化実施計画⼜は道路運送⾼度化実施計画
1/2
に基づいて実施される事業
※6：鉄道事業再構築事業を実施する鉄道の安全輸送設備整備等について、財政⼒指数が 0.46 未満の地⽅公共団体が費⽤を負担する場合及び認
定を受けた地域公共交通再編実施計画に基づいて実施する場合で地⽅公共団体が負担する費⽤負担相当分に限る。
※被災地特例として、被災地のバス交通等に対する柔軟な⽀援（被災地の幹線バスの運⾏、仮設住宅等を巡る地域内バス等の運⾏）を実施。
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●地域公共交通確保維持事業

■事業内容の⾒直しの概要
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■地域公共交通ネットワークの再編に対する⽀援内容の充実

■陸上交通：地域間幹線系統補助
地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネ
ットワークを形成する地域間幹線系統の運行について支援しています。
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■陸上交通：地域内フィーダー系補助
地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の
地域間交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援してい
ます。

■地域公共交通ネットワークの再編に係る特例措置の概要
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■地域公共交通ネットワークの再編に係る特例措置のポイント

■地域間幹線系統補助：特例措置の概要
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■陸上交通：⾞両購⼊に係る補助
厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担を軽減や老朽更新の減少による安全確保及び
利用者利便を図る観点から、バス車両の更新等について支援しています。

■予約型運⾏転換経費補助の概要
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■離島航路運営等補助
離島航路は、離島に暮らす住民にとって、日常生活における移動や生活必需品等の輸送のた
めに不可欠の交通手段であり、その確保・維持に係る地域の取組みを支援しています。

■離島航路構造改⾰補助
離島航路の維持・改善のため、協議会において当該航路の経営診断等で問題点や課題を把握
した上で、将来の欠損増大・経営破たんを回避するための改革の取組みを支援しています。
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■離島航空路補助
離島航空路が、離島住民の日常生活に重要な役割を果たしていることから、安定的な輸送の
確保のために運航費補助を実施するとともに、人の往来に要する費用の低廉化のために離島住
民割引補助を実施しています。

●地域公共交通バリア解消促進等事業
■バリアフリー化設備等整備事業
高齢者、障害者をはじめ、誰にとっても暮らしやすいまちづくり、社会づくりを進めるため、
公共交通のバリアフリー化を一体的に支援しています。
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■利⽤環境改善促進等事業
バリアフリー化されたまちづくりの一環として、LRT、BRT、IC カードの導入等、公共交通
の利用環境改善を支援しています。

■鉄道軌道安全輸送設備等整備事業
安全な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備整備等
を支援しています。

自治体が鉄道施設を保有し、設備更新経費を負担する等により支援
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●地域公共交通調査等事業
■地域公共交通調査等事業の体系

■地域公共交通調査事業と地域公共交通再編推進事業の活⽤イメージ
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■計画策定⽀援

■計画実施⽀援
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【地域公共交通に関する⽀援メニューのスケジュール】

◆地域公共交通確保維持事業
（地域間幹線系統確保維持費国庫補助⾦、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助⾦、⾞両減価償却費国庫補助⾦、離島航
路運営費等補助⾦）
⽉

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

４

５

６

７

８

９

補助対象期間（１年⽬）
（10/1〜9/30）

補助対象
期間

補助額内定・⽣
活交通 NW 計画
認定(9/30)

国（⼤⾂）
協議会
⾃治体

11

12

１

２

３

４

（２年⽬）
補助⾦⽀払い(3/30)

交付の決定及び
額の確定通知書
の通知

⽣活交通 NW 計画を
策定の上、⼤⾂に認定
を申請(6/30 まで)

補助対象
事業者

10

補助⾦交付申請
(11/30 まで)

補助⾦
請求

◆地域公共交通確保維持事業
（公有⺠営⽅式⾞両購⼊費国庫補助⾦）
⽉

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

４

５

６

７

８

９

⾃治体

４

（２年⽬）

補助⾦請求

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

４

５

６

７

８

９

補助対象期間

10

11

12

１

２

３

４

補助⾦
⽀払い

（4/1〜3/31）
⽣活交通 NW 計画を策定
の上、⼤⾂に認定を申請

協議会
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３

補助⾦交付申請(2/10 まで)

◆地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改⾰補助⾦）

補助対象
事業者

２

交付の決定及び額の確定
通知書の通知

⽣活交通 NW 計画を策定の上、
⼤⾂に認定を申請(6/30 まで)

補助対象
事業者

⾃治体

１

補助額内定・⽣活交通
NW 計画認定(9/30)

協議会

国（⼤⾂）

12

補助⾦⽀払い(3/30)

国（⼤⾂）

補助対象
期間

11

補助対象期間（4/1〜1/31）

補助対象
期間

⽉

10

補助⾦交付申請
実施報告(3/31 ないしは離島航路事業者
から買取⼿続きの終了した⽇から起算し
て 30 ⽇経過した⽇のいずれか早い⽇)

交付の決定及び額の確定
通知書の通知

補助⾦
請求

◆地域公共交通確保維持事業
（離島航空路）
⽉

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

３

協議会

補助⾦額の確定

⾃治体

実績報告(4/10 までないしは、事
業完了⽇から１ヶ⽉以内)

補助対象
事業者

補助⾦請求
補助⾦⽀払い
(3/30)

◆地域公共交通バリア解消促進等事業
（バリアフリー化設備等整備事業、利⽤環境改善促進等事業、鉄軌道安全輸送設備等整備事業）
◆地域公共交通調査事業、地域協働推進事業
４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

補助対象期間

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

（２年⽬）

12

１

２

３

⾃治体
補助対象
事業者

交付の決定及び額の確定
通知書の通知
補助⾦交付申請
※協議会等における⽣活交通確

４

（３年⽬）

国（⼤⾂）
協議会

４

補助⾦交付申請
(2/末⽇まで)

国（⼤⾂）

補助対象
期間

２

補助対象期間

補助対象
期間

⽉

１

補助⾦⽀払い

保維持改善計画の策定が必要

実績報告(4/10 までないしは、事
業完了⽇から１ヶ⽉以内)
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●産業投資を原資とした新たな⽀援
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索

引

い

け

委託運⾏ · 36

経済センサス · 16

⼀部利⽤者の優遇の禁⽌ · 53

経常収⽀ · 26

⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業者 · 32, 111, 113

啓発活動 · 94

医療施設など設備整備費補助⾦により取得したへき地
患者輸送⾞(艇)の住⺠利⽤に関する取扱いについて
· 53

こ
広域連携 · 11

う

郊外ターミナル型 · 45

迂回ルート・エリアデマンド型 · 46, 115

公共交通機関の旅客施設の移動等円滑化整備ガイドライン · 55

運営主体 · 116, 119

公共交通空⽩地有償運送 · 32, 116, 119

運⾏計画 · 48, 75, 88, 92, 103, 114, 116

構成員 · 4, 32, 33, 34, 84

運⾏形態 · 10, 40, 42, 43, 46, 51, 101, 105, 111,

交通拠点 · 8, 30, 63, 64, 65, 95, 112

112, 116
運⾏経費 · 10, 33, 36, 51, 53, 86, 91, 92, 115, 116,
120

郊外部 · 8, 10, 33, 45, 86, 89

交通圏 · 71, 73
交通政策基本計画 · 69, 70
交通不便地域 · 9, 10, 112, 113

運⾏実態 · 9, 27, 29, 30

公的負担 · 51

運⾏パターン · 45, 46

⾏動変容 · 99, 103

運賃収⼊ · 51, 102

交付税 · 78

運賃割引制度 · 62

公有⺠営化/公有⺠営⽅式 · 46, 57, 120
⾼齢化率 · 103, 109

か

⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

過疎対策事業債 · 78

港湾法 · 73

患者バス · 54

国勢調査 · 16

幹線バス · 112, 113, 121

固定ダイヤ · 48

· 55, 62

コミュニティバス · 15, 28, 34, 46, 53, 81, 90, 111,

き

113, 115, 118
コンサルタント · 38

既存路線 · 42, 44, 74

混乗 · 43, 53

基本ダイヤ · 48

コンパクトシティ · 41, 72, 85

競合 · 11, 31, 53, 113
競争⼊札⽅式 · 38, 39, 92
協働 · 23, 24, 33, 35, 36, 87
均⼀制 · 51

さ
サービス⽔準 · 1, 10, 52
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