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は じ め に 
 

   

 

  

     知県では、中山間地域に暮らす誰もが、一定の収入を得ながら安心して 

生活を営んでいける仕組みを作るため、「高知県中山間総合対策本部」を強化し、 

地域の抱える様々な課題の解決に向けて、より効果的な支援策を実施するべく、 

日々検討を進めています。 

 

      

      動手段の確保対策につきましても、中山間地域の抱える重要な課題の 

一つに位置づけ、地域に暮らす高齢者等移動手段を持たない人々が「最低でも 

週１回は移動サービスを受けることができる」ことを目標に、移動手段の確保に 

向けた推進チームを設置し、従来の補助事業から一歩踏み込んだ、より地域に 

密着した取り組みを進めています。 

 

      

     うした取り組みの中、実際の事務作業に当たられる、市町村の担当職員 

の方々をはじめとした地域の関係者の中には、「何からはじめれば良いのか、 

どうすればよいのか分からない」という声が以前から多く聞かれていることを踏ま 

えまして、県内の先進地の事例紹介を中心とした「中山間地域における移動手段 

確保対策の手引き」を作成しました。 

 

 

     回お示ししている事例や作業の流れは、あくまで一例です。 

  地域によって地形や人口分布、既存の交通手段など条件は様々ですので、 

地域の実情と照らし合わせたうえ、今後の取り組みのヒントとして活用していただ 

ければと思います。 

 

 

     た、現在も新たな取り組みを計画している地域はまだまだありますので、 

事例や取り組み方法につきましては、今後も内容を追加・更新していくことで、よ 

り充実した手引きにしていきたいと考えております。 

 

 

     速な過疎化や高齢化により、地域の交通を取り巻く状況は、日々厳しい 

ものとなっており、その対策には正解がなく、またゴールもないように思われます。 

そのような中、地域の将来のために、より使いやすく有効な移動手段を作り・育て 

るべく、日々奮闘されている関係者の方々に心から敬意を表しますとともに、この 

手引きが、今後新たな取り組みを始められる皆さまの、少しでもお力になれれば 

幸いに思います。                     

                      平成２４年１０月  高知県中山間地域対策課       
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１ 中山間地域における移動手段の形態について 

 過疎化の進行やマイカーの普及を背景に、路線バスの撤退が進み、生活交通の確保が大きな課題と
なってきた中、平成18年10月1日、①乗合事業の対象範囲の拡大と②自家用自動車による有償旅客運送

制度の創設を２つの柱として、道路運送法が改正され、より柔軟で地域の実情に沿った交通手段の導入
が可能になりました。 

  高知県内においても、いくつかの市町村で積極的な取り組みがなされ、住民の生活に必要不可欠な生
活の足として活用されています。 

 

○車両の種別による分類 

（１）道路運送法改正（平成１８年１０月１日）以後の輸送形態 

白ナンバー（道路運送法第79条登録）：市町村、NPO等が所有する車両を使った運送 
 
             
 
 
       
 
            
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

無償運送は規制の対象外 

スクールバス 

福祉バス（通院、高齢者等） 

ボランティア運送 

量販店送迎バス 

病院送迎バス 

無償の住民バス 

その他 

無償 市町村 

NPO等 

福祉有償運送（登録会員を輸送）（H18.10.1以後） 

過疎地有償運送（登録会員を輸送）（H18.10.1以後） 

スクールバス・福祉バスへの一般混乗 

市町村福祉輸送（登録会員を輸送） 

交通空白地輸送 

NPO等 

有償 市町村 市町村 
有償運送 

緑ナンバー（道路運送法４条許可）：乗合運送事業者が運行 

 
 
 
 

運送の対象：特定 （特定旅客自動車運送事業） 
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する 

スクールバス、企業送迎バス 等 

運送の対象：一般 

貸切バス 

タクシー 

（一般乗合旅客自動車運送事業）  
乗合旅客を運送する 

（一般貸切旅客自動車運送事業） 
一個の契約により乗車定員１１人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する 

（一般乗用旅客自動車運送事業） 
一個の契約により乗車定員１１人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する 

乗合バス 乗合タクシー（H18.10.1以後） 
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○（法4条「一般乗合旅客自動車運送事業」のうち）運行形態による分類 

              路線を定めて運行し、起点終点及び停留所の時刻設定が定時である。 

                （例）路線バス、コミュニティバス、定時定路線型乗合タクシー 

                路線を定めて運行するが、起点終点の時刻設定が不定である。 

                  （例）コミュニティバス、デマンド型バス、デマンド型乗合タクシー 

      （適用地域のイメージ） 

       道路に沿って集落が線的に立地する山間の過疎地など、運行ルートの設定が容易である 

       ものの、定期運行するほどの需要は見込まれない地域。 

                決まった路線を定めず、旅客の需要に応じて乗合運送を行う。 

                （例）デマンド型バス、デマンド型乗合タクシー 

      （適用地域のイメージ） 

      人家が分散して立地する地域や小規模な集落が面的に点在する過疎地など、運行ルートの 

      設定が困難な地域。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線定期運行 

路線不定期運行 

区域運行 

利
用
者
特
性 

【不
特
定
】 

【特
定
】 

輸送形態 【個別輸送】 
（密度・低） 

【乗合輸送】 
（密度・高） 

マイカー 

タクシー 

福祉有償運送 

過疎地有償運送 

スクールバス・送迎バス 

乗合タクシー 

路線バス 

鉄道・軌道 

コミュニティバス 

○輸送密度と利用者特性による分類 

 
※「コミュニティバス」には、法令上の定義付けはありませんが、本手引きでは 
  「市町村等が通常の路線バスではカバーしにくいきめ細かい需要に対応するため、主体的に計画する中で運賃や路線等工夫 
  を凝らし、運行を確保しているバス」という意味で使わせていただいております。 
  一般的な特徴としましては 
 ①ワンコインなど分かりやすい運賃体系  ②幹線道路以外の狭い道路も小型の車両できめ細かく運行   
 ③駅や公共施設等に乗り入れている    といった点があります。 
  運行形態としましては 
   ・市町村の補助や委託を受けて、交通事業者が自社の車両（緑ナンバー）を使って運行するもの 
   ・市町村の委託を受けて、交通事業者やシルバー人材センター・社会福祉協議会等が市町村の車両（白ナンバー）を使って     
    運行するもの（市町村有償運送） 
  等があります。 

 

補 足 説 明 ①  

コミュニティバス 

乗合タクシー 

路
線
運
行 

区
域
運
行 
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※道路運送法における分類を、本手引きで紹介している事例の運行形態に合わせて再分類すると、
下表のとおりになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このように、実際の導入にあたっては、地域の実情に応じたより効率的な運行形態とするため、様々な
工夫が凝らされています。 

補 足 説 明 ② 

道路運送法上の
分類 

路線 
○：設定あり 
×：設定なし 

ダイヤ 
○：設定あり 
×：設定なし 

予約 
○：必要 
×：不要 

本手引きで紹介している事例 
掲載 
ページ 

法
４
条 

路線定期 
運行 

○ ○ × 
コミュニティバス 
（四万十町十和地区）  

１９ 
ページ 

○ ○ ○ 
デマンド型乗合タクシー 

（いの町小野地区ほか２地
区） 

７ページ 

路線不定期
運行 

○ × ○ 

区域運行 

× × ○ 
デマンド型乗合タクシー 
（大豊町全域） 

９ページ 

× 

○  
発地ｏｒ着地
のみ 

時刻設定 

○ 
デマンド型乗合タクシー、バス 
（いの町吾北地区ほか３地区、 
 四万十市西土佐地区ほか） 

 
・いの町 

７ページ 
・四万十市
１１ページ 
 

法
７
９
条 

市町村有償
運送 
（交通空白） 

○ 
○ 

※デマンド 
運行あり 

× 
※デマンド 
運行あり 

仁淀川町コミュニティバス 
（仁淀川町全域） 

１７ 
ページ 

過疎地有償
運送 

× 
※発地or着地

が運営協議会
の定めた運行
区域内にあるこ
とが必要 

× ○ 

・いの町本川地区 
（社会福祉協議会が運行） 
 
・梼原町松原区、初瀬区 
（NPO法人が運行） 
 

・いの町 

１３ページ 
 
・梼原町 

１５ページ 
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（２）新しい移動手段の導入事例 
   ①デマンド型乗合タクシー・バス 
  

   
  
    
  平成１８年１０月１日の道路運送法改正以後、路線バスを運行するには非効率な過疎地域においても、運
行形態を工夫することで、地域における多様なニーズに応えられる、デマンド型（利用者の予約に応じる形）
の乗合タクシーやバスといった、新たな交通手段を導入できるようになりました。 
 県内においても、３つの市町で早くから導入されており、導入地域は近年増加の傾向にあります。 
 
【運行主体】 交通事業者 
        ※市町村からの委託や助成を受ける形で運行 
 
【運行車両】 事業用車両（緑ナンバー）         
 
【運行範囲】 地域公共交通会議での合意を得た後、運輸局の許可が下りた範囲 
        （例） 
         ・発地点１４か所・着地点４か所のみを設定した区域運行（大豊町） 
         ・廃止された路線バスのバス停～町中心部まで路線を設定した定路線運行（いの町小野 等） 
         ・朝一便目のみ定時定路線運行、残りは区域運行（四万十市西土佐の一部） 
 
【運行頻度】 地域公共交通会議での合意を得たのち、運輸局の許可が下りた頻度 
        （例） 
         ・毎日（地域により曜日指定）３便の定時運行（いの町小野 等） 
         ・週３日運行、時間指定なし（大豊町） 
 
【運行料金】 地域公共交通会議での合意を得た後、運輸局の許可が下りた料金 
         （不当に高額な運賃・料金設定がなされ、旅客の利益を阻害する心配がない） 
 
【対象者】 特に規定はなし 
       （予約時の煩雑さを避けるため、予め会員登録をしておき、利用者の自宅を把握（四万十市）） 
 
【メリット】 通常のタクシー料金より安価な値段で利用できる 
       事業者（プロ）による運行なので、安全面において優位 
       既存の事業用車両、事業者の受付体制を利用することで、初期投資費用を抑えられる 
 
【デメリット】 区域運行の場合、より遠い地域から利用する旅客の乗車時間が長くなってしまう 
        予約する手間が面倒（電話連絡により、乗車地や時間を指定する必要） 
        事業者がいない（少ない）地域では、導入が困難 
 
【県内での導入箇所】 いの町（小野、毛田、成山地区、吾北地区、中追地区、蔭・横藪地区） 
                               大豊町（全域） 
              四万十市（乗合バス：西土佐地区、後川地区、西富山・西蕨岡地区 
                     乗合タクシー：東富山・東蕨岡地区） 
              ※高知市、南国市で運行開始（平成２４年１０月～） 
               （高知市は実証運行） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

地域公共交
通会議による 
協議・合意 

 
※運行開始の 

半年～３カ月前
まで  

運行主体が
運輸支局に 
許可申請 

登 録 

乗合タクシーが導入されるまでの流れ 

運
行
計
画
の
策
定 

 

運行開始 

乗合事業を初めて行う場合 
：運行開始の２か月前まで 

乗合事業許可を既にお持ちの場合 
：運行開始の１か月前まで 
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   ②過疎地有償運送   

   
  
  道路運送法では、自家用車を使用した有償運送は原則認められていません（法７８条）。 
 ただ、事業者によるバスやタクシーなどの移動サービスが十分でない交通空白地において、生活に不可欠
な交通手段を確保する観点から、NPO法人等による自家用車を使用した有償運送（過疎地有償運送）が認め
られています。この場合、法７９条の規定により運輸局の登録を受ける必要があります。（有効期間 ２年） 
 
【運行主体】 NPO法人、公益法人、地方自治法第２６０条の２第７項に規定する認可地縁団体、 
         農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会 
 
【運行車両】 自家用車（白ナンバー）でやむをえない場合を除き乗用車（バス可） 
         ※運転者の所有車である場合が多いです。 
         ※市町村が購入した車両を無償貸与している例（梼原町）もあります。 
         ※対人：８，０００万円以上、対物：２００万円以上の損害賠償保険への加入が条件。 
 
【車両備品】 ・名称・「有償運送車両」・登録番号の車両表示 
         ・対価の掲示、登録証の写し、運転者証、乗務記録 等         
 
【運行区域】 運営協議会の協議が整った市町村が一単位。運行の発地又は着地が区域内にある事が必要 
 
【運行料金】 料金設定の際の基準として 
         ①燃料費その他の費用と勘案した実費の範囲内 
         ②合理的な方法で定められ、旅客にとって明確 
         ③当該地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘案して、営利を目的としない妥当な範囲内 
           であり、かつ、運営協議会で協議が整っていること（タクシーの上限運賃の１／２程度） 
         の３点が必要とされています。 
 
【対象者】 登録会員（当該地域の住民及びその親族、また当該地域に日常的に用務のある人） 
 
【運転者】 ・第二種運転免許を持っている人 
       ・第一種運転免許を持っており、かつ、過去２年以内に免許停止を受けていない人で、国土交通 
        大臣が認定する市町村運営有償運送等運転者講習を修了している人 
        ※高知県内では、高知中央自動車学校で受講可能 
 
【その他登録に必要な協議事項】 
       ・運行管理責任者（安全運転管理者等の資格が必要※） 
        ※使用する車両の保有台数や大きさにより、必要ない場合もあります。 
       ・運行管理体制 ・整備管理体制 ・事故処理体制  ・苦情処理体制 
 
【メリット】 比較的安価な料金で交通サービスが提供でき、市町村有償運送に比べて市町村の負担も軽い 
 
【デメリット】 運転手の確保に課題  運転者・運行管理者の負担が大きい 
         安全面に不安  交通事業者との調整が困難  登録要件が厳格    
 
【県内での導入箇所】 梼原町（初瀬区、松原区）、いの町（本川地区） 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運営協議会
による 

協議・合意 
 

※運行開始の 

半年～３カ月前
まで  

 

運行主体が
運輸支局に 
登録申請 

登 録 

過疎地有償運送が導入されるまでの流れ 

運
行
計
画
の
策
定 

 

運行開始 

乗合事業を初めて行う場合 
：運行開始の２か月前まで 

乗合事業許可を既にお持ちの場合 
：運行開始の１か月前まで 
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（３）既存の移動手段の改善・活用事例   

   
  
  平成１８年１０月１日の道路運送法の改正により、新たな移動手段導入の選択肢が増えました。 
 しかしその導入には、多大な時間と労力とそして新たな経費負担が必要となることが懸念されます。 
 まずは、現状で提供されている既存の公共交通サービスをよく整理し、地域の特性やニーズに沿った形に
見直すことで有効活用するのも、重要な方策と考えられます。 
 

【取り組み事例 その１】コミュニティバスの活用 
 （１）仁淀川町コミュニティバス：町営バス９路線に加え、社会福祉協議会に委託して、町内全域３０路線を 
                     週１日１便定期運行。（一部デマンド運行） 
 （２）四万十町コミュニティバス：既存の路線バスのダイヤを見直し、合併前の旧町単位で完結する６路線を 
                     週１日４～６往復定期運行。 
 （３）北川村営バス：田野町の総合病院や土佐くろしお鉄道奈半利駅といった、村外の主要施設まで 
             行政区域を越えて運行。 
             ５路線中２路線でデマンド運行。 
 （４）その他デマンド（予約）方式の導入例 
    香美市営バス、香南市営バス（一部路線でデマンド運行） 
   

【取り組み事例 その２】その他の移動手段の活用 
 

 （１）スクールバス 
    ・間合い利用：登下校時間帯以外の間合いの時間に、一般住民が利用できるよう活用 
    ・混乗化：児童・生徒が利用している登下校の時間帯の、空いた席を一般住民が利用 
           ※宿毛市ほか１１市町村で実施 
    ・統合：利用目的をスクールバスに限定せず、誰でも乗れるよう乗合化する 
    
                   
    ・車両の有効活用  ・新たな移動手段の確保 
    ・一般住民の利用を有償とした場合、運賃収入の確保 
    ・児童生徒と大人の混乗による交流拡大  等 
 
 
    ・既存の交通事業者との競合問題 
    ・スクールバス機能維持のためのダイヤの制約（台風等緊急時や、行事等による登下校時間の変更） 
    ・一般住民の利用を有償とした場合 
     ①道路運送法上の手続きが必要 
     ②地域の理解を得る必要（一般住民からは運賃徴収。生徒には定期券を配布することで、実質無料 
                      とした事例あり。） 
    ・補助金を活用して車両を購入した場合、目的外使用として一定の手続きが必要 
     ※「へき地児童生徒援助費等補助金制度により取得したスクールバス・スクールボードの住民利用 
       に関する承認要領」 
    ・交付税措置との調整 
 

 （２）福祉バス・患者送迎バス 
    ・混乗化：高齢者や患者が利用する福祉バス・患者送迎バスの、空いた席を一般住民が利用 
    ・統合：利用目的を福祉バス・患者バスに限定せず、誰でも乗れるよう乗合化する 
 
 
    ・スクールバスを活用する場合とほぼ同様。 
    ・補助金を活用して車両を購入していた場合の取り扱い 
     ※「医療施設等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 
       取り扱いについて」 
 
 
  
 
 
 
               
 
 
 

  ☆ その他病院バスの取り組み事例 
   ・民間病院による有料送迎バスの共同運行  
   【運行主体】高知西南交通株式会社（宿毛市医師会に属する５病院が共同で委託） 
   【運行区域】各病院を巡回（ルート上に駅や市役所など）   
   【運行日】毎週火曜日 【利用者】通院患者  【利用目的】特に問わない   

☆ メリット 

☆ 注意点 

☆ 注意点 
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いの町 

導入形態 デマンド型乗合タクシー 

導入地区 

①小野（H19.9月～） 

毛田、成山（H20.10月～※小野線の延伸） 

②吾北、中追、横藪・蔭（H24.6月～） 

運行 

委託先 

 ① ㈲ 明神ハイヤー 

 ② ㈲ 吾北ハイヤー（吾北地区） 

   大はらハイヤー（中追地区） 

   ㈲ 明神ハイヤー（横藪・蔭地区） 

 

（選定方法）高知県ハイヤー協会いの支部と協議、手順を踏んで選定 

運行台数 

※ 道路運送法第４条許可申請における処理方針で最低車両数が決められている。 

① ５台（予備車１台必要）  

② ３台（最低車両数：２台） 

運行範囲 

・便数 

① 以前運行していたバス停～いの町中心部 

１日３便 

（路線定期運行＋予約運行） 

② 自宅付近～最寄りのバス停 

路線バスの通過時刻に合わせて運行 

（区域運行＋バス停への着時間設定→路線バスへ接続）     

運行日 
① 小野地区：毎日運行 毛田地区：毎週火・金曜 成山地区：毎週水・金曜 

② 毎日運行（吾北地区では、集落ごとに予約優先曜日あり） 

運賃 
① １乗車１人 ３００円（成山地区は５００円） 

② １乗車１人 ３００円 

予約受付 
① 朝いちの便は前日まで、昼・夜便は利用する３時間前までに予約 

② ９時～１９時（利用日の前日までに運行業者に予約） 

協議会 
いの町地域公共交通活性化協議会、いの町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県、警察、道路管理者、学識経験者 等 ） 

事業収支（小野、毛田、成山線） 

 

                H20年度    H21年度    H22年度    H23年度 

①支出（委託料等）    1,596,990円   1,745,240円  1,949,940円   1,928,530円 

②収入（運賃）       424,900円    473,850円   461,100円    418,500円 

③補助金等         780,000円 

①－（②＋③）        392,090円   1,271,390円  1,488,840円   1,510,030円 

輸送人員           1,353人     1,426人    1,371人     1,200人 

年間便数            770便      803便     837便      787便 

 

※実際のタクシーメーターの金額で委託契約し、運賃は町収入としている。 

運行に至った経緯の概要 

 

（S45年）１１月～ 県交通の路線廃止に伴う代替路線（町営：市町村有償運送）として、１日３便運行開始。 

（H19年）９月～  定時制デマンド式乗合タクシーに移行（小野線） 

（H20年）１０月～ 毛田（毎週火曜日）、成山（毎週水曜日）地区に延伸 

（H23年）９月～ 毛田・成山地区 毎週金曜日運行開始（週２日運行） 

 

今後に向けての課題 

・バス運行便数の少ない地区に対する運行系統の是正 

・過疎地域・山村振興地域以外の交通空白地域の解消 
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大豊町 
導入形態 デマンド型乗合タクシー 

導入地区 町内全域 

運行 

委託先 

・(有)大杉ハイヤー 

・(有)大豊ハイヤー 

・豊永観光(有)    

※３社での共同運行。運行は２週間ごとのローテーション 

運行台数 ４人乗り車両（各社１台ずつ）＋９人乗り車両２台 

運行範囲 

・頻度 

町内１４か所を起点として  

①大豊町役場周辺 ②大豊町総合ふれあいセンター周辺 ③本山町役場周辺 

④高知日赤病院周辺    行き先を４箇所設定 

（区域運行） 

不定期ではあるが、ほぼ１日１便 

運行日 週３日（月・水・金）運行 

運賃 片道料金：町内５００円、本山町１，０００円、高知市２，０００円 

予約受付 利用日の前日１７時までに受付に予約 

協議会 
大豊町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県 等） 

事業実績 

 

                H20年度    H21年度    H22年度    H23年度 

支出（町・助成金）     326,500円  1,514,500円  1,631,000円   1,385,800円 

輸送人員（延べ）      ３５８人    ５４２人    ７０３人    ６６９人 

運行台数          １６５台    ２０１台    ２２０台    １９８台 

 

 ※設定した運賃と、ハイヤー会社が運輸局に届け出ている料金との差額を、助成金として町が負担。 

 ※一人乗りの運行につき、一人分の料金を助成。 

 ※平成21年度から、運賃を町で設定。 

運行に至った経緯の概要 

(H17年) ４月 地域交通の意見交換会（高齢者を中心とした交通弱者の足の確保について） 

        高知県ハイヤー協会来庁（乗合タクシー特区申請について協力依頼） 

     ６月 高知県ハイヤー協会「大豊町乗合タクシー特区構想」提案書を国に提出 

     ７月 「特区構想」について、国土交通省から現行の制度で運行できるとの回答 

     10月 乗合タクシー制度について説明会 

     11月 乗合タクシーについて協議 

(H18年） １月 高知県の移動サービスを考える会主催、移動サービス学習会 

     ２月 四国運輸局へ乗合タクシー制度申請 

     ３月 高知運輸支局からハイヤー業者３社に許可証交付 

        大豊町交通問題を考える会を設立 

     ５月１日 乗合タクシー 運行開始 

(H23年) １月 地域公共交通会議を開催  

        乗合タクシー継続運行申請に伴う会議 

     ３月 四国運輸局へ乗合タクシー継続運行申請 

     ４月 高知運輸支局からハイヤー業者３社に許可証交付 

今後に向けての課題 

 

 数名で乗り合わせた際、最初に乗った乗客の目的地と、２番目３番目に乗ってくる乗客の乗車地が、必ずしも沿線

上でつながるわけではないので、最初の乗客の乗車時間が長くなり、負担となっている。 

 往復の場合、帰りも同様。 
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四万十市 

導入形態 
デマンド型乗合タクシー、デマンド型バス 

（名称「ふれ愛タクシー、ふれ愛号」） 

導入地区 
①西土佐地域、中村地域（後川エリア）(H23.3.～) 

②中村地域（富山・蕨岡（東西）エリア）(H24.3～) 

運行 

委託先 

（西土佐）(有)西土佐交通 

（後川・西富山・西蕨岡）高知西南交通(株) 

（東富山・東蕨岡）四万十市ハイヤータクシー組合 

運行台数 

（西土佐）ワゴン車 ３台  （後川）ワゴン車 １台 

（西富山・西蕨岡）ワゴン車 １台 

（東富山・東蕨岡）タクシー車両２台＋予備車２台 

運行範囲 

・便数 

全路線：自宅～目的地（区域運行） 

     エリアにより、１日６～１０便。 

※西土佐地域は、朝一便目のみ路線定期運行 

 そのうち中部エリアは H24.4～デマンド運行 

運行日 月～土曜日（日祝日、年始１／１～３は運休） 

運賃 

（西土佐）エリア内：２００円、２エリア：３００円 

（後川）エリア内：２００円、２エリア：３００円 

（富山・蕨岡）エリア内：２００円、２エリア：３００円、２エリアを超えるもの：５００円 

※小学生以下及び障害者は半額。 

※西土佐エリアは通学・通院利用に限り無料。 

予約受付 

予約受付センターを設置（月～土 ７：００～１８：００受付（運休日除く） ＪＲ予土線 江川崎駅内） 

フリーダイヤルで予約（朝いちの便は前日まで。ほかは、利用したい便の出発１時間～２時間前まで） 

※事前に会員登録（無料）が必要。 

協議会 
四万十市地域公共交通活性化協議会 

（市、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県、警察、道路管理者、社協 等） 

利用実績（H23年度  ※東富山・西富山は H24年3月17日～12日間のみ） 

 

 西土佐 後川 東富山 西富山 

利用人数 3,522人  1,258人  65人  40人  

利用料金 472,700円  362,400円  28,500円  19,000円  

委託料 14,873,250円  5,864,250円  486,675円  241,907円  

※西土佐以外は燃料費を含む。 

 

運行に至った経緯の概要 

(H21年)3月 四万十市地域公共交通活性化協議会 設立総会 

    9～10月 アンケート調査、利用者ヒアリング調査 

(H22年)3月 四万十市地域公共交通総合連携計画書 策定 

(H23年)3月 西土佐・後川地域で実証運行開始 

    12～H24.1月 運行エリア拡大について、住民説明会 

(H24年)3月 富山・蕨岡地域に運行区間拡大 

    4月 西土佐で一部運行形態・運行時間見直し 

 

今後に向けての課題 

・利便性を向上させるため市街地での路線運行を区域運行に変更できないか検討する。  

・利用実績をもとに、運行形態、便数等の見直しを行い、利便性を損なわないように運行経費の削減を図る。 

・高齢者が利用しやすくするため、免許返納サポート制度の拡充検討等。 
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いの町 
導入形態 過疎地有償運送 

導入地区 本川地区 

運行主体 社会福祉法人 いの町社会福祉協議会 

運行台数 １８台 ※すべて運転者の自家用車 

車両設備 

有償運送車両の表示「運送者・有償運送車両・登録番号」（マグネットシート） 

過疎地有償運送 登録証の写し 

運転者証 

損害賠償保険に全車加入 

対人：無制限、対物：３００万円以上、搭乗者：５００万円以上 

運転者 

１６名  ※区長、民生委員、社協職員、森林組合職員、町職員（兼務） 等（稼働運転者数 ６名） 

報酬 売り上げの８５％（残りは社協） 

自己負担 車両保険代、車両維持費、燃料費 

要件 免許取得後５年以上経過した人で、78歳以下の人 

運行時間 特に制限なし（利用日の３日前までに予約） 

運賃 
初乗り１００円＋１キロあたり１００円増額（メーターで管理） 

待ち時間：３０分あたり１００円  迎車（行政区を超えるもの）：２００円 

運行範囲 いの町本川を発地もしくは着地とする範囲 

利用者 本川地区住民で会員登録した人 ６２名（年会費 １，０００円）  

連絡体制 

⑥運送（料金支払いもこの時）                ⑦帰り（空車） 

 

                 ⑤迎え        

                         

            ④配車連絡             ③引受 

 

① 予約申込                 ②連絡 

協議会 

いの町有償運送運営協議会 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県、警察、道路管理者、学識経験者 等  

 ※いの町地域公共交通活性化協議会と同一委員      ） 

その他 

必要経費 
初期費用：ステッカー代、連絡用携帯電話代、安全運転講習受講料（町からの補助金） 

H23実績 利用件数：１１７件  売上高：５１３，８００円 

運行に至った経緯の概要 

（H17年）地元タクシー業者 廃業 

交通網が貧弱な本川地区では、日常生活に車が不可欠であるが、車を運転しない（できない）高齢者などの地域

住民にとって、不便な状態が続いていた。 

 （H22年）11月 いの町有償運送運営協議会 設置 

      12月 本川地区過疎地有償運送について地区住民への説明会（町主催） 

 （H23年）１月 社会福祉法人 いの町社会福祉協議会を運営主体者として、取り組み開始 

        （研修、講習会、運転者への説明会、交通安全講習会 等） 

３月 2回目 住民説明会 

   具体的な運営方法について、運営協議会で承認 

４月 運行開始（実質運行開始は ６月） 

今後に向けての課題 

・利用者と運転者相互の利益を守るための、料金体系や運転手の増員などの再検討 

・運転手増員のための資金不足 

・事業運営のための資金確保 

目的地 

運転者 利用者 

いの町社協 
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梼原町 
導入形態 過疎地有償運送 

導入地区 初瀬区、松原区 

運行主体 ＮＰＯ法人 絆 

運行台数 ６台（うち梼原町からの無償貸与車両 ２台（エスティマ）、運転者の自家用車 ４台） 

車両設備 

有償運送車両の表示「運送者・有償運送車両・登録番号」（マグネットシート） 

過疎地有償運送 登録証の写し 

運転者証 

損害賠償保険に全車加入 

対人：無制限、対物：３００万円以上、搭乗者：５００万円以上 

運転者 

１９名 ※退職者、農業者、主婦 等 （稼働運転者数 ５～６名） 

報酬 町の車両を使用した場合、料金の６割、自家用車なら料金の８割 

自己負担 車両維持費、燃料代、安全運転講習受講料 

要件 特にないが、目安として７０歳まで 

運行時間 ７：００～１９：００（前日までに予約） 

運賃・ 

運行範囲 

地区内 片道 ３００円 

地区～梼原町・東区 

地区～津野町・新田 
片道 １，０００円（初瀬）、片道 １，５００円（松原） 

利用者 初瀬・松原区内住民および親族等（約５００人） 

連絡体制 

利用者 → 連絡責任者に申し込み → 登録運転者 → 業務の開始、終了を連絡責任者に連絡 

連絡責任者：初瀬区 → ＮＰＯ法人 絆 矢野理事長 

      松原区 → ＮＰＯ法人 絆 久岡副理事長 

運転者は、乗務の都度、運行記録を作成 

月に一度、運行記録をもとに、収受した料金から運転者の報酬を精算 

協議会 
ゆすはら ふっとわーく推進協議会 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、商工会、シルバー人材センター等） 

その他 

必要経費 

初期費用として、車庫の建設費用。 

安全運転管理者講習受講料、過疎地有償運送登録更新料 等 

H23実績 (H23.5月～H24.3月)利用件数（のべ）：９２８件   売上高：９６４，９００円 

運行に至った経緯の概要 

（H17年）高齢者保健福祉計画を作成する際、町内のニーズ調査を行った中で、移動手段確保への要望が上がる。 

（H18年）県内の先進地視察（さわやか高知、大豊町の乗合いタクシー） 

（H19年）町の関係部署協働で取り組むことを確認。 

県・地域支援企画員や保健福祉課、須崎福祉保健所の協力（調査票作成、聞き取り調査人員） 

を得て、再度実態調査。結果を分析していく中で、初瀬区・松原区での移動手段確保の必要性が 

浮かび上がる。地区関係者と上勝町有償運送視察。 

（H20年）移動手段の確保を考える意見交換会（２回開催）、ハイヤー業者との話し合い（２回開催） 

     タクシー、バス業者に梼原町の実態を説明。 

（H21年）移動手段確保について区長会 

     情報収集活動（島根県飯南町、高知運輸支局問い合わせ） 

（H22年）移動手段確保検討会 再開（高知運輸支局職員を迎えて） 

     ２回目の検討会で初瀬・松原という地区限定について賛意を得る 

町の事業を一部委託することで、業者との合意 

（委託事業：月１回のいきいきふれあい広場への送迎、 

   病院等への送迎用タクシーチケット発行（雲の上いきいきチケット） 

   スクールバス事業（小学校が３校→１校に統合したことに伴う） 

平成２３年３月 ゆすはらふっとわーく推進協議会 設置 

４月 ＮＰＯ法人「絆」設立（初瀬区長 矢野氏が理事長） 

５月 過疎地有償運送業務開始 

→利用者からはおおむね好評。  タクシー事業者からの不満もなし（平成２４年３月時点） 
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今後に向けての課題 

・運転者のモチベーションを保つための取り組み 

 （独自の取り組みとして、車いすの使い方の講習や安全運転講習（警察）を実施） 

・運行範囲の拡大 

管内図 
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仁淀川町 

導入形態 仁淀川町コミュニティバス 

導入地区 
町内全域（３０路線） 

※町民バス（９路線）と民間バスを補完 

運行 

委託先 

仁淀川町社会福祉協議会 

※町からの指定管理者の指定を受ける。 

運行台数 １５人乗り車両 ３台（町から社協へ貸付） 

運行日・

運行範囲 

月曜日：４路線   

火曜日：６路線   

水曜日：６路線 

木曜日：６路線 、第１，３木曜日：１路線 

金曜日：５路線 、第１，３金曜日：１路線    全て１日１往復運行。 

※一部デマンド区間あり。 

※国道３３号及び国道４３９号では既存のバス停を利用。それ以外は、乗降自由区間。 

運賃 片道 大人２００円、小人（小学生以上）１００円 

協議会 
仁淀川町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局、県 等） 

利用実績 

 

                   Ｈ20年度    Ｈ21年度    Ｈ22年度   Ｈ23年度 

池川（利用者数・往復合計）    4,055人    4,218人    4,393人      4,198人 

吾川（利用者数・往復合計）     5,308人    5,330人     5,025人      5,089人 

  仁淀（利用者数・往復合計）     2,237人    2,226人    2,282人      2,071人 

   利用者 計         11,600人   11,774人    11,700人   11,358人 

 

※参考  利用料金合計     2,112,000円  2,209,100円  2,179,680円   2,096,100円 

 

運行に至った経緯の概要 

 

仁淀川町行政改革大綱に住民の利便性向上のための見直しが記載される。 

（吾川村実施の患者輸送バスの取り扱いが課題として残る。） 

平成17年8月の合併後、12月の住民アンケートから交通弱者の課題が浮かび上がる。 

平成18年 4月  町長、副町長が地域に伺い懇談会を開催。 

5月 仁淀川町営バス運行管理検討会を行い以後、協議を重ねる。 

7月 町職員による地域訪問を実施。 

8月 既存バス乗客への聞き取り調査を実施。 

12月 町議会定例会でコミュニティバスの設置、管理条例が可決。 

平成19年 8月 運行開始 

 

今後に向けての課題 

・車両の更新    

・運転手の確保 
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路線図 

 

※全て大崎駅を発着 

※安居線・瓜生野桧谷線・坂本線・中村線・別枝線の一部でデマンド運行。 
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四万十町 

導入形態 
既存路線バスの見直し、 

コミュニティバスの導入 

導入地区 
十和地区：H23.9月～４路線 

     H24.8月～６路線 

運行 

委託先 
(有)北幡観光自動車 

運行台数 １２人乗り車両 1台 

運行日・

運行範囲 

①戸口～戸川線（月曜運行・４往復）②地吉線（火曜運行・５往復） 

③野々川線（木曜運行・４往復）④古城線（金曜運行・５往復） 

⑤大道線（金曜運行・４往復）⑥広井線（木曜運行・５往復） 

※①～④ H23.9月本格運行開始、⑤～⑥ H24.8月本格運行開始 

※いずれの路線もJR予土線十川駅・土佐昭和駅、十和診療所を、経由地もしくは終着地としており、 

JRへの接続に合わせたダイヤで運行。 

運賃 一回の乗降で １００円 

協議会 
四万十町地域公共交通会議 

（町、住民代表、交通事業者、運行主体、高知運輸支局 等） 

利用実績（H23年9月～H24年3月） 

 

 ①戸口・戸川線 ②地吉線 ③野々川線 ④古城線 

輸送人員(人) ３９５ ３５５ ２４８ ５４８ 

運賃収入(円) ４０，２５２ ３６，８２８ ２６，５３５ ５５，４１８ 

路線費用(円)

（H23.10-H24.3） 
６４３，０００ ６９５，０００ ６８０，０００ ７７７，０００ 

  

運行に至った経緯の概要 

（H20年）9月   第1回地域公共交通会議開催 

（H21年）1～3月 利用実態アンケート調査 

         地域座談会（３か所）、事業者ヒアリング 実施 

         四万十町生活交通再編基本方針及び行動計画 策定 

（H23年）2～8月 十和地域での実証運行 

       9月 ４路線の本格運行開始 

（H24年）  8月 ２路線の本格運行開始 

 

今後に向けての課題 

・財源の確保（現在 特別交付税措置）なくなれば維持は不可能。 

・男性の外出機会が少ない （引きこもり） 

・福祉施策（宅老所など）、生涯学習（サークル活動、各種教室）など、外出機会の創出、目的づくりの推進。 
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管内図 
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地域公共交通会議 
（道路運送法施行規則第９条の２） 

運営協議会 
（道路運送法施行規則第５１条の７） 

運行種別 ・事業用車両を使った有償運送（法４条） 
・自家用車両を使った市町村有償運送（法７９条） 

自家用車両を使った 
過疎地有償運送、福祉有償運送（法７９条） 

構成員 必須委員：地方公共団体の長、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、事業用自動車の運転者が組
織する団体 

任意委員：道路管理者、県警、学識経験者、その
他必要と認める者 

必須委員：地方公共団体の長、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、事業用自動車の運転
者が組織する団体、現に有償運送を行っている
特定非営利活動法人 
任意委員：学識経験者、その他必要と認める者 

設置単位 単一又は複数市町村共同又は県 原則として一つの市町村 
（複数市町村共同、県単位も可） 

協議事項 ・地域のニーズに対応した乗合運送のあり方 
（運行形態、サービス水準、運賃等） 
・市町村運営有償運送の必要性 

（運行の態様、運賃及び料金、事業計画（路線、営
業区域、使用車両等）、運行計画、路線又は営業
区域の休廃止、運行主体の選定方針の策定、そ
の他必要と認められる措置） 

・過疎地及び福祉有償運送の必要性 
・運送の区域 
・旅客から収受する対価 
・運送しようとする旅客の範囲 

・その他必要事項（自動車の種類ごとの数、運
転者の要件、損害賠償措置、運行管理・整備管
理体制、事故時の連絡体制、苦情処理体制、そ
の他） 

協議が 

整った場合
の効果 

（法４条）・運賃認可の届出化・警察等への意見照
会の簡便化・標準処理期間の短縮 
（法７９条）有償運送登録要件（有効期限２年） 

有償運送登録要件（有効期限２年） 

国土交通省
関係通達等 

「地域公共交通会議に関する国土交通省としての
考え方について」 
（平成18年国自旅第１６１号） 

「運営協議会に関する国土交通省としての考え
方について」 
（平成１８年国自旅１４５号） 

「自家用車有償運送制度の着実な取組に向け
ての対応について」 
（平成２３年国自旅第８９号） 

 乗合タクシーや過疎地有償運送といった新たな移動サービスの導入にあたり、道路運送法上では、
地方公共団体の長が主宰する協議機関を設置し、地域の実情に合った適切な移動サービスが提供
されるよう、運行形態や運賃といった必要事項について、関係者間で十分に協議されることが求めら
れています。 
  詳細につきましては、下表のとおりです。 

補 足 説 明 ③  
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（５）各市町村の取組状況

市町村有償
運送制度

高知市 高知市地域公共交通会議 H24.10～デマンド型乗合タクシーの実証運行開始。（土佐山、鏡地域） ▲(H24.10月～土佐山、鏡） ◎ 2団体(※) ○
土電、土佐電DS、県交通、北部
交通

鏡・1社、春野・２社、高
知・３９社

室戸市 ●
タクシーの助成制度について、正式に協議会を設置し検討予定。
定期検診時のバスによる運送を検討中。

東部交通 ７社

安芸市 安芸市地域公共交通会議 ○ 東部交通、土佐電DS ５社

南国市 南国市地域公共交通会議 H24.10～デマンド型乗合タクシーの運行開始。（市北部～領石間）
▲(H24.10月～上倉、黒滝

等７地域）
通院タクシー ○ 土電、県交通、土佐電DS ７社

土佐市 土佐市地域公共交通会議 H24.10.1～ドラゴンバス（路線バス）の延伸開始。 ○ 県交通、高陵交通 ６社

須崎市 須崎市地域公共交通会議 H23年度の調査をもとに、市北部中山間地域での路線バス実証運行を検討中。 ○ 70才以上 ○ 県交通、高陵交通 ３社

宿毛市 宿毛市地域公共交通会議 ○ 西南交通、宇和島自動車 ６社

土佐清水市 土佐清水市地域公共交通協議会
NPO法人と協働で、新しい地域密着型の移動システムを構築するべく検討会を設立
し、市内全域での移動手段の見直しを行う。

交通空白地域、免許
返納者

○ 西南交通 ４社

四万十市 四万十市地域活性化協議会
H23.3から西土佐地域、後川地区（一部）でデマンドバス運行中。
H24.3から富山、蕨岡地区で乗合タクシー運行中。

△（富山、蕨岡） ○ ○ 西南交通、西土佐交通 ８社

香南市 香南市地域公共交通会議
H22年度にデマンド交通についてタクシーを使った実証実験を行った後、
H23.7月から市営バスを一部デマンド化して運行。

○ ○ 土佐電DS ３社

香美市 香美市地域公共交通会議 ニーズ把握のためのアンケート調査実施し、今後見直し予定。 ○ 70才以上 ○ ＪＲ、土電、県交通 １０社

東洋町 ● H20.4月から福祉バス運行（野根地区山間地域） ● 東部交通、徳島南部バス １社

奈半利町 ● 65才以上 ○ 東部交通 ２社

田野町 ● 65才以上 ○ 東部交通 １社

安田町 ● 80才以上 ○ 東部交通 ２社

北川村 北川村地域公共交通会議 ○
村営バスの路線縮小
地域住民

○ 東部交通 タクシー事業者なし

馬路村 ● 見直し策検討中。 東部交通 １社

芸西村 芸西村地域公共交通会議 ○ ○ 土佐電DS １社

本山町 ● 75才以上 ○ 県交通、嶺北観光 1社

大豊町 大豊町地域公共交通会議 △（全域） ● 通院タクシー ○ 県交通、嶺北観光 ３社

土佐町 ● 見直し策検討予定。
通院タクシー
（75歳以上）

○ 県交通、嶺北観光 1社

大川村 ● 既存の福祉バスの路線拡大の住民要請あり、検討中。 ● 嶺北観光 タクシー事業者なし

いの町
いの町地域公共交通会議、いの町地域公共交通活
性化協議会、いの町有償運送運営協議会

H24.6月から吾北全域、中追、横藪・陰地区の乗合タクシー運行開始。
△（小野、毛田、成山、吾

北、中追、横藪・陰）
◎(本川）

いの町社会福
祉協議会

○ ○
土電、土佐電DS、県交通、北部

交通、嶺北観光 ４社

仁淀川町 仁淀川町地域公共交通会議 ○ ○ 黒岩観光 ４社

中土佐町 中土佐町地域公共交通会議 生活交通ネットワーク計画を検討中。 80才以上 ○ 高陵交通、高南観光 1社

佐川町 ● ○ 黒岩観光 ３社

越知町 ● 庁内検討会を設置し、既存バスの見直しも含めて検討中。 ● ○ 黒岩観光 ２社

檮原町 ゆすはら　ふっとわーく推進協議会 H23.5から初瀬、松原地区で過疎地有償運送実施中。
◎（初瀬、松

原）
NPO法人 絆 75才以上 ○ 高陵交通 ３社

日高村 ● 無償運行中のデマンドバスの有償化を検討中。 ● ○ 土電 1社

津野町 津野町地域公共交通会議 ○ 80才以上 ○ 高陵交通、高南観光 ２社

四万十町 四万十町地域公共交通会議 十和、大正地域で路線バス（フィーダー路線）実証運行中。 80才以上 ○ 北幡観光、高南観光 ４社

大月町 ● 西南交通 ３社

三原村 三原村地域公共交通会議 ○ ○ 1社

黒潮町 黒潮町地域公共交通活性化協議会
H24.4月から旧佐賀町で路線バス（フィーダー路線）運行開始。
このことにより町内の交通空白地域の解消につなげる。

西南交通、高南観光 1社

実施中 ３ 実施中　２ 実施中 ２ 有償　１２ 実施中　１５ 実施中２６

協議中 ２ 無償　５

※　NPO法人高知県肢体障害者協会、NPO法人地域サポートの会さわやか高知

会議あり

13 21計

タクシー助成制度

各種制度等の実施状況　　　　項目

市町村

過疎地有償運送制度
市町村の取組状況

△実施中
▲協議中

◎実施中

乗合タクシ―制度

地域公共交通会議等の有無

会議なし

既存の公共交通
機関

（タクシー会社・所
在地）

実施主体
○有償
●無償

高齢者等 障害者

既存の公共交通機関
（バス会社・路線）

福祉有償運送制度

◎実施中 実施主体

その他
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２ 地域の移動手段の確保・改善について 
（１）全体的な流れ 

  
 

  中山間地域における移動手段の確保対策は喫緊の課題ではありますが、十分な現状把握といった準
備を怠ると、せっかく始めた施策もあまり住民に使ってもらえず、失敗に終わってしまう可能性があります。 

  より持続可能な、住民目線に立った移動手段を確保するためには、以下の手順を経たうえで、明確な
目標を持って臨むことが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                              

                                        

                         

  地域の移動手段の検討にあたっては、市町村・交通事業者・地域住民等の各主体が、常に課題を共
有し、検討の各段階で合意を重ねていくことが理想的ですが、そのたびに大人数で集まって会を開くのは、
多大な労力がかかりますし、十分な議論を行うには現実的ではありません。 

  細かい検討内容については、個々の役割分担を明確にしたうえで、内容に応じたメンバー構成による
部会的なものの中で、議論していくことが効率的と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   地域に必要な移動手段を検討する際、まずは既存の運行形態を見直すことで、住民ニーズに対応 

できる可能性は大いにあります。交通事業者の意向を聞きながら、課題解決に向けて取れる方策を、 

共に検討することも必要と思われます。 

 

①現状把握と課題整理 

 
 ・課題共有  ・交通のプロとしての助言（法律、手続き関係等も） 
 ・検討を円滑に進めるための関係づくり 
 

②検討体制と役割分担 

役割分担 

市町村 
・庁内関係者間の協議・調整  ・検討体制づくり  ・地域公共交通会議等の運営 
・各種調査の実施 ・計画書の作成 ・交通事業者との協議・調整 
・地域住民への説明・ＰＲ 

交通事業者 
・既存の交通機関の現状に関する情報提供 
・運行システム（ルート・ダイヤ）や法令に関するアドバイス 
・路線バスとの結節や既存の交通機関との連携を考慮した助言 

地域住民 
・住民ニーズの把握、意見集約    
・市町村担当者との運行システム案の共同作成や提案 
・継続した利用促進の取り組み 

課
題
を
抽
出
・ 

明
確
化 

明確な目標設定 

（例）○○集落に居住する高
齢者の●●％以上の 

外出機会を 
週１回以上に増やす。 

③既存の交通機関の見直し 

現状把握 
（地域の特性・交通手段・ 
住民の交通特性・ニーズ） 

交通事業者ヒアリング 

・ニーズに合わせた運行範囲、ルート（バス停）、ダイヤの見直し 
・利便性向上や利用促進につなげるための、乗り継ぎ設備の改善や運賃・ダイヤの見直し、車両の更新 
・路線バスと病院バス等、複数の交通手段で運行区域が重複している箇所の整理 
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 運行形態の見直しを行っても、路線バス等の公共交通機関だけでは、地域住民の生活に必要な移動手段が 

十分に確保できないと判断される場合、それらを補完するための新たな移動手段の導入を検討する必要があり 

ます。その計画策定から運行に至るまでの大まかな作業（例）は、以下のとおりになります。 

 

 

 

                                   

                                

                   

                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                         

                 

                  

                  

                 

                  

 

 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                   

                   

                   

                          

 

                          

                           

                          

                          

                          

                           

                          

                           

④新たな移動手段の導入 

 （１）運行計画策定 

①運行形態 ②運行区域 ③運行頻度 ④運賃 等の設定 
※運行は、一定のノウハウ・経験のある交通事業者への委託が望ましい 
地域に引き受けられる交通事業者がない場合のみ、NPO等が運行主体 

①内容検討 

②収支計画立案 

③運営体制検討 

 （２）計画→運行までの事務作業（主なもの） 

①運行事業者の選定           

②合意機関での協議               ※地域公共交通会議（乗合タクシー、市町村有償運送） 
                             ※運営協議会（過疎地有償運送、福祉有償運送） 

③道路運送法に基づく運輸支局への事業許可（登録）申請  ※②での合意が許可（登録）の要件 

④地域住民への広報・通知 

 （３）実証運行～本格運行 

①実証段階での検証項目・目標値設定 

②実証運行計画立案                ※運行期間、周知手法、評価方法 等を設定 

③実証運行実施                   ※利用実態調査を同時に実施 

⑥本格運行への移行 

④実証運行結果の評価・判定           ※計画の妥当性・必要性・継続性 等を判定                

⑤運行内容の見直し ②へ戻る 

（支出）初期投資費用・運行経費について、交通事業者等に調査して推計 
（収入）住民ニーズ調査から推計される利用者数×運賃 
     国や県の補助制度を活用した財源対策 
     利用者からの会費等の徴収  等 

①運行管理体制（予約受付体制）  ②整備管理体制 
③苦情処理体制  ④事故処理体制  等 

待合所の設置等必要あれば 
道路管理者、公安委員会との調整 

OK NG 
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 新たな移動手段を導入した場合、せっかく苦労して作った仕組みですから、できるだけ長く使っていただけるよう 

継続的に見直すことも必要です。 

 ・人口・土地利用・施設立地など周辺環境の把握 

 ・アンケートや住民説明会等による利用者意識の把握 

 等により、定期的な現状把握をして、必要があればサービスの見直しや改善を行っていくことが大切です。 

 また、そうして得た情報や運営状況などを、積極的に地域住民に情報発信し、利用の呼びかけを行っていくこと 

も、サービスを続けていくためには必要であると思われます。 

  

⑤運行開始後の管理・運営 
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（２）個別の課題と失敗事例 

 移動手段の確保策を検討していく中で、様々な課題が上がってきますが、主なものとしては以下の４点
があげられます。 

   先進的に取り組んでおられる地域でも、それぞれの事情のもとに、協議を重ね工夫を凝らし、未だ根強
い課題として抱えたままのところも含め、さまざまな対応策を講じてこられています。 

  そういった事例は、巻末に掲載させていただいております事例集をお調べいただくとして、よく他のマ
ニュアル等で紹介されている失敗事例をご紹介しますので、取組の参考にしてください。 

 

                                                         

                            

 

 

 

                           

                           

 

 

 

 

                           

取組み失敗事例 ※九州運輸局作成「なるほど！！公共交通の勘どころ」より抜粋 

落とし穴 具体的な行動例 その結果 

１ 先進事例のマネ 他地域の成功事例を、そのままマネ
した。 

地域の実態に合わないため、利用されなかっ
た。 

２ 固有名詞の先行 よくわからないまま、とにかく「コミュニ
ティバス」「乗合タクシー」「デマンド」と
いった言葉が先行して、それを導入
することが目的となった。 

走らせること自体が目的となってしまったので、
ニーズの反映や採算性への配慮が足りず、
逆に自治体の財政を圧迫する結果になった。 

３ 住民ニーズの取違え 住民ニーズを踏まえるために行った
アンケートの結果による「利用しま
す」の意見を、イコール需要と思い込
んだ。 

アンケートでは「バスが必要」という意見、あ
るいは「利用する」という意見が多かったのに、
実際には利用の増加につながらなかった。 

４ 交通事業者等との
調整不足 

バス事業者やタクシー事業者などに、
早めに相談していなかった。 

交通事業者から「民業圧迫」という先入観を
持たれてしまい、なかなか協議がうまく進まず、
多大な時間を要してしまった。あるいは協議
が平行線のまま実現に至らなかった。 

民間路線バスと路線が重複するコ
ミュニティバスを導入した。 

利用者がより運賃の安いコミュニティバスに
移って民間路線バスの収支が悪化し、廃止・
減便につながったり、運行主体や運賃額の違
いが利用者の混乱を招いたりした。 

無料送迎バスを運行している医療施
設や宿泊施設等との調整をせず、あ
るいは知らずに、コミュニティバスを
導入した。 

コミュニティバスの利用が伸びなかった。 

事業者との
意見調整 

サービス 

水準の設定 

財源の確保 
事務処理 

負担 
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落とし穴 具体的な行動例 その結果 

５ 地元との調整不足 大幅な赤字となったためコミュニティ
バスの運行を廃止したいが、事前に
利用が伸びなかった場合には廃止す
ることについてコンセンサスを得てい
なかった。 

沿線住民などの関係者の理解がなかなか得
られず廃止できずにいる。他方で、未運行の
地区の住民などからは新たな路線の運行要
望や既存のコミュニティバスの赤字を問題視
する意見が出ており、対応に苦慮している。 

ある地区で赤字幅の少ないコミュニ
ティバスに成功したが、その他の地
区住民から続々と新たな路線の運行
要望が出てきた。 

個々の路線の赤字は少額だが、全ての要望
を受け入れた場合の赤字額は巨額となり、ま
た、要望の反映の優先順位付けも難しく、事
前に新たな路線の運行に関する考え方につ
いてコンセンサスを得ていなかったため、対
応に苦慮している。 

６ 周知の失敗 利用者へのPRが不足していた。 バスが運行されたことのない地区の高齢者に
はコミュニティバスの乗り方が分からず、利用
が敬遠された。 

コミュニティバスの周知は行ったが民
間路線バスなど他の交通手段の周
知を行っていなかった。 

乗り継ぎ利用が伸びなかった。 

７ 予算不足による失
敗 

市町村による運行費補助が十分に
確保できなかった。 

運行を継続できなかった。 

８ ルート設計の失敗 点在する公共施設や商業施設、集落
を網羅するルートを設定した。 

公共施設を巡回するルートが、住民の移動
ニーズに合っておらず、利用が少なかった。 

買い物の際の移動支援をねらって郊
外の大型商業施設と団地や集落を
巡回するルートとした。 

そもそも来店する人の多くは自動車利用が大
前提となっていたため、公共交通の利用を浸
透させるまでに至らなかった。 

９ ダイヤ設定の失敗 鉄道や民間路線バスなどのダイヤに
合わせた運行としていなかった。 

他の交通機関や他の系統からの乗り継ぎが
ほとんど行われなかった。 

１０ 運賃設定の失敗 ワンコインバス（１００円や５０円）に、
こだわった。 

収入が少なく赤字幅が大きくなった。 

１１ デマンド運行の失
敗 

運行の効率化を狙ってデマンドバス
（デマンド乗合タクシー）を導入した。 

運行規模や運賃収入が少ないにもかかわら
ず、高価なシステムや無線機器等を購入し、
オペレーターを雇用したため、デマンド化によ
る費用の削減以上に経費がかさみ、収支が
悪化した。 

利用方法が分かりにくく、利用が敬遠された。
特に、主要な施設に設置した予約端末機は
ほとんど利用されなかった。 

通勤・通学者にとって毎日デマンド予約する
のは面倒であり、固定客がつかめなかった。 

出発時間や到着時間が定まりにくく、出発時
間に十分な余裕を持たなければいけないた
め、利用が敬遠された。 

広いエリアをサービス地域としたため、迂回
回数が多くなったり迂回距離が長くなった結
果、所要時間がかなり長くなり、利用が敬遠
された。 
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○　道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定
要領について（平成１８年国自旅第１８６号）

○　介護輸送に係る法的取扱いについて（平成１８年９月）

○　自家用有償旅客運送自動車等の運転者に対する道路運送法施行規則第５１条の１６第４項
の基準に適合すると認められる者が行う講習の確実な実施に向けた取り組みについて（平成２１
年５月２１日事務連絡）

　○　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

（参考）自家用有償旅客運送制度の創設時における省令改正及び告示制定について

　○　道路運送法施行規則等の一部を改正する省令について
    （平成１８年９月７日公布・平成１８年１０月１日施行）

■　制度全般に関する通達等

○　道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
   （平成１８年９月２９日事務連絡）

　　・申請書　　　　　　　　申請書様式　　申請書記載例
　　・講習実績報告書　　講習実績報告書様式
　　・変更届　　　　　　　　変更届様式
　　・代替講習実施届　　代替講習実施届様式
　　・廃止届　　　　　　　　廃止届様式

　○　道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）

　○　道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示について
    （平成１８年９月２９日公布・施行）

○　自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて
   （平成１８年国自旅第１４４ 号）

○　自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取扱いについて
   （平成１９年国自旅第１５４号）

自家用車有償旅客運送　関係法令・通達（国土交通省）　一覧
http://www.mlit.go.jp/

ホーム≫政策・仕事≫自動車≫自動車交通関係事業≫自家用有償旅客運送について

　○　旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号）

■　主な関係法令

３ 参考資料 
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○　運営協議会に関する国土交通省としての考え方について（平成１８年国自旅第１４５号）

　　・　申請書等様式
　　・　参考様式

○　地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について（平成１８年国自旅第１６１号）

○　過疎地有償運送の登録に関する処理方針について（平成１８年国自旅第１４２号）

　　・　申請書等様式
　　・　参考様式

○　市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について（平成１８年国自旅第１４１号）

■　市町村有償運送に関する通達等

■　過疎地有償運送に関する通達等

■　福祉有償運送に関する通達等

○　「福祉有償運送における運送の区域の特例的な取り扱いについて」に係る特例的な運送を
行った運送者に対する措置について（平成２１年７月２２日事務連絡）

○　自家用有償旅客運送制度の着実な取組みに向けての対応について（平成２３年国自旅第８９号）

○　福祉有償運送の登録に関する処理方針について（平成１８年国自旅第１４３号）

○　自家用有償旅客運送制度の着実な取組みに向けての対応について（平成２３年国自旅第８９号）

　　・　別添１（運営協議会における合意形成のあり方検討会報告書）
　　・　別添２（運営協議会運営マニュアル）
　　・　通達報告等　　通達報告等様式

○　福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等について（平成２１年国
自旅第３５号）

　　・　別添１（運営協議会における合意形成のあり方検討会報告書）
　　・　別添２（運営協議会運営マニュアル）
　　・　通達報告等　　通達報告等様式

　　・　申請書等様式
　　・　参考様式

○　福祉有償運送における運送の区域の特例的な取り扱いについて（平成２１年国自旅第８３号）
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　・　平成２４年度中山間地域移動手段確保支援事業費補助金交付要綱
　・　平成２４年度中山間地域移動手段確保支援事業費補助金交付要綱（様式）
　・　補助金の概要説明資料

　・　平成２４年度高知県地域の交通維持支援事業費補助金交付要綱
　・　制度の概要

http://www.pref.kochi.lg.jp/
■県補助事業（中山間地域対策課）

トップページ＞組織でさがす＞産業振興推進部＞中山間地域対策課＞平成２４年度中山間地域移動手段
確保支援事業費補助金交付要綱の制定について

　○　中山間地域移動手段確保支援事業

補助事業

■県補助事業（交通運輸政策課）
http://www.pref.kochi.lg.jp/
トップページ＞組織でさがす＞産業振興推進部＞交通運輸政策課＞平成２４年度高知県地域の交通維持
支援事業費補助金交付要綱の制定について

　○　高知県地域の交通維持支援事業

　○　地域公共交通確保維持改善事業

　・　地域公共交通確保維持改善事業の概要
　・　地域公共交通確保維持改善事業について（説明資料）
　・　地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
　・　地域公共交通確保維持改善事業実施要領
　・　生活交通ネットワーク計画認定申請書の提出締切の取扱いについて

■公共交通政策（国土交通省）　
http://www.mlit.go.jp/
ホーム≫政策・仕事≫総合政策≫公共交通政策

■　自家用車有償運送に関する検討会等及び資料等について

○検討会等

　・　運営協議会における合意形成のあり方検討会（平成２３年１月～４月）

○過去の報告書等

　・　地方運輸局・運輸支局等相談窓口一覧表
　・　自家用有償旅客運送についてよくあるご質問

　・　「ＮＰＯ等が行うボランティア輸送における人材育成のための教育体制の整備報告書」
　　（平成１７年３月）
　・　「福祉有償運送ガイドブック」（平成２０年３月）
　・　「セダン型車両を使用した福祉輸送サービスにおける乗降介助等に関する教育内容の整備
のための調査報告書」（平成２０年３月）
　・　「地域における福祉タクシー等を活用した福祉輸送のあり方調査報告書」（平成２１年３月）

（参考：福祉タクシー関係法令等）

　・　大臣認定講習実施機関一覧表（平成２４年６月２６日現在）

　・　一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて
　　（平成１８年国自旅第１６９号）
　・　福祉サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について
　　（平成１８年国自旅第１７０号）
　・　有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理について
　　（平成１８年国自旅第１７１号）
　・　訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可における運転者要
件の取扱いについて（平成１９年９月２６日事務連絡）

○認定講習

○相談窓口
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北海道

当別町

当別町においては、町営路線バス・福祉バス、病院送
迎バス及び地域限定の住民送迎バスを一元化し、路
線・経費を一つにまとめてみんなが利用できるコミュニ
ティバスを平成18年度から運行している。自動車から
公共交通への転換を図るほか、住民に根付いたコミュ
ニティバスを維持し、子供・高齢者の移動手段を確保す
ることで、住民の住環境の向上、高齢者の行動範囲拡
大を図っている。

コミュニティバス
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/c
homin/douro/koukyo_koutsu/

青森県

八戸市

市内バスの幹線において、公営・民営交通の共同運行
による高頻度・等間隔運行等を戦略的に実施するほ
か、分かりやすい行き先表示（路線ナンバリング）等を
実施。住民、交通事業者、市が三位一体で既存路線の
再編に取り組む「育てる公共交通（協働交通）」を推進。

路線バス
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/bu
s/index.html

秋田県

大館市

公共交通の重要性に関する市民の理解を深めるた
め、平成２３年度より、公共交通の推進とウォーキング
をコラボレーションした取組み「バス＆ウォーク」を産官
学連携して、市民の健康増進と地球環境の保全を目指
して実施するとともに、バス利用及びウォーキングを推
進するための環境整備等を図っている。

路線バス
http://www.oodate.or.jp/shuhoku/bus/
html/bus/bw/24/H24bw.html

岩手県

北上市

都市構造をつくる幹線交通と生活を支える支線交通が
有機的に結ばれた交通ネットワークの実現を目指し、
公共交通の利用促進を図るため、市民、事業者及び行
政が協働して、各種事業を実施している。

路線バス
コミュニティバス

http://www.city.kitakami.iwate.jp/sub03
/shukuhaku/shukuhaku02/index.html

山形県

庄内地域

羽越本線及び陸羽西線について、鉄道沿線及び周辺
地域の活性化を図るため、駅・中心部～郊外地を結ぶ
デマンドタクシーの運行、地域交通案内装置の設置、
地域活性化のための鉄道利用促進事業等を行う。

デマンドタクシー
http://www.town.shonai.lg.jp/hp/page0
00001100/hpg000001057.htm

宮城県

女川町

被災を免れた車両３台を使用し、平成２３年４月より通
学用バスの運行を開始。その後、同年７月より町役場
仮設庁舎のある総合体育館（女川運動公園）を中心に
して無料町民バス（３路線）に切り替えて運し、仮設住
宅と病院（町立病院）・商店・学校を結ぶ生活交通を確
保。

無料町民バス
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/11_
04_01.html#koutuu02

福島県

相馬市

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域における
生活交通を確保・維持するため、福島交通による路線
バスの運行のほか、平成２３年６月から仮設住宅地区・
交通孤立地域と病院、市役所及び買物施設がある中
心市街地を結ぶ「お出かけバス」を無料にて運行（２系
統）。

路線バス
無料町営バス

http://www.city.soma.fukushima.jp/ben
ri/kurasi/bus.html
http://www.city.soma.fukushima.jp/ben
ri/kurasi/odekake_bus.html

茨城県

古川市

平成１７年９月の１市２町による合併以前から、古河地
区においては市内循環バスが運行しているが、総和、
三和地区には市の公共交通サービスがなく、総和、三
和地区の対応が課題となっていた。このような背景か
ら、平成２０年３月に「古河市地域公共交通総合連携計
画」を策定し、総和、三和地区において、デマンド交通
「愛・あい号」の実証運行を開始した。「愛・あい号」は、
平成２３年４月から本格運行として引き続き運行してお
り、地域公共交通確保維持事業（地域内 フィーダー系
統）を活用している。

デマンド交通
http://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/06renewal/kurasi/demandkou
tu/demand_unkoukaishi.htm

全国の取組み事例
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栃木県

佐野市

運行実績や地域住民ニーズを踏まえた市営バスの運
行を行い、公共交通空白地帯の解消および鉄道駅や
高速バスターミナルとの乗継ぎの利便性向上を図っ
た。また、地域住民で育てるバスづくりのため、サポー
ターズクラブの創設等を実施したほか、沿線住民が参
加するワークショップを開催し、市民と協働して公共交
通空白地帯の解消に取り組んでいる。

市営バス
http://www.city.sano.lg.jp/komoku/kout
uu/index.html

群馬県

中之条町

中之条町六合地区では、鉄道やタクシーの事業所がな
く、六合地区から最寄りのバス停まで １キロ以上と距
離があることと、 急峻な地形で、車を運転できない多く
の高齢者が苦労していた状況から、平成12年度から自
家用有償運送許可を取得した六合村（現 中之条町）
が、社会福祉協議会に委託 して運送を開始。なお､現
在は､平成１８年１０月施行の道路運送法の改正に伴
い、運営協議会を設置し、過疎地有償運送の登録を受
け、運行中。

自家用有償運送
過疎地有償運送

http://www.town.nakanojo.gunma.jp/gy
osei/2kikakuseisaku.shtml

埼玉県

ときがわ町

平成１８年２月の２村合併前から運行されていた町営
バス２路線と民間路線バスが存在し、路線の接続、運
賃の整合が図られていなかった。そこで、ハブバス停
「せせらぎバスセンター」を建設し、平成２２年１０月から
町営バスと民間路線バスを統合し、ゾーン制運賃、フ
リーパスの導入も行い、利用者が利用しやすい路線網
に再編した。あわせて、車両を小型化し、交通空白地
域にある高齢者の自宅とバスセンターを結ぶ「ときがわ
式デマンド交通」を導入し、高齢者の移動負担を軽減し
ている。

路線バス
デマンド交通

http://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/
menutop/menutop.aspx?menu_id=1495

千葉県

山武市

　いつまでも誰もが便利に利用できる公共交通体系を
確立するため、平成２１年度より、地域公共交通活性
化・再生総合事業を活用し、コミュニティバスとデマンド
交通の実証運行、モビリティマネジメント施策の展開等
を実施。

コミュニティバス
デマンド交通

http://www.city.sammu.lg.jp/life/3/23/
143/

東京都

檜原村

地域全体が山間部であるため、急峻な地形が多く、公
共交通としては主要道路（都道）を運行する路線バス
のみとなっている。 路線バスは、高齢者の日常生活を
支える外出の足や小・中学校のスクールバスの機能を
担っているものの、過疎化に拍車がかかり、路線バス
需要の低下を招いている。さらに、村内には多くの交通
空白（不便）地区があることから、地域公共交通確保維
持改善事業（地域内フィーダー系統）を活用し、 そこに
住む住民のニーズに沿った路線バスのフィーダー交通
システムの構築を図ることにより、交通空白（不便）地
域を解消するとともに、路線バスの需要（利用）を喚起
し路線バスの維持・活性化を図っている。

デマンドバス
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/kurasi
noguide/09_bus.html

神奈川県

秦野市

小田急小田原線渋沢駅から上（かみ）地区へは路線バ
スが運行していたが、不採算を理由に、平成２３年９月
３０日をもって廃止されることになった。地域住民の判
断により、地域公共交通確保維持改善事業（地域内
フィーダー系統）を活用し、生活に必要な交通確保策と
して、湯の沢線 、 みくるべ線 、 柳川・八沢線の乗合タ
クシー実証運行を開始した。上地区の住民は、通院、
買い物等のため、渋沢駅周辺に出る必要があることか
ら、路線バスに代わり、生活に必要な移動を維持する
ために不可欠な移動手段となっている。

乗合タクシー
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/ko
tsu/machi/kokyokotsu/topix.html
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山梨県

身延町

身延町は、平成１６年の三町合併（下部町、中富町、身
延町）により誕生し、全域が過疎地域の指定を受け、高
齢化率が４０％弱と極めて高い地域である。縮小傾向
である民間バス路線や旧町単位で実施のコミュニティ
バスについて再編が検討され、地域公共交通確保維
持改善事業（フィーダー系統）を活用して乗合タクシー
運行事業を実施し、高齢者等の移動手段確保を図って
いる。

乗合タクシー http://minobubus.blog119.fc2.com/

長野県

南信州

平成１９年１２月の地元バス会社による路線バスの撤
退表明を受けて、平成２０年３月に「南信州地域交通問
題協議会」を設立し、平成２１年３月に「南信州地域公
共交通総合連携計画」を策定。公共交通の利用者数
の減少等の課題を踏まえ、効率的で利便性の高い公
共交通の再構築を行うこととし、平成２１年度から、阿
島循環線、駒場線及び乗合タクシー上市田線の実証
運行を開始。

路線バス
コミュニティバス
乗合タクシー

http://kk.mi7mi.org/100outline/plan.ht
ml

新潟県

佐渡市等

佐渡を訪れる観光客は、約１２０万人（平成３年）をピー
クに近年では約６０万人まで減少している。観光客の増
加には、航路も大きな役割を果たすことから、平成２０
年に「佐渡航路活性化協議会」を設立し、「佐渡航路地
域公共交通総合連携計画」に基づき、『船旅』の魅力
アップや、多様なニーズや利用者に対応したサービス
の充実等、佐渡航路の活性化に資する事業を実施して
いる。

乗船
http://www.city.sado.niigata.jp/admin/c
ouncil/s_route09/index.shtml

富山県

富山市

富山市が目指す「公共交通を軸とした拠点集中型のコ
ンパクトなまちづくり」を推進するため、都心部を中心に
ＬＲＴ化等による公共交通の利便性と魅力の向上、さら
には、まちづくりと一体となった公共交通の活性化策に
取り組む。

LRT
コミュニティバス

http://visit-
toyama.com/jp/entry.php？Nid=10008

http://visit-
toyama.com/jp/entry.php?nid=10010

http://www.city.toyama.toyama.jp/toshi
seibibu/kotsuseisakuka/komyunitibasug
oannai.html

石川県

珠洲市

公共交通をできる限り維持・確保するため、地域の実
情にあわせた公共交通サービスの効率化を図り、市民
ニーズにあわせた公共交通を改編していくこととしてい
る。具体的には、スクールバスやコミュニティバスの活
用や乗合タクシー運行区域の拡大や公共交通の利用
を促す啓発活動を展開している。

スクールバス
コミュニティバス
乗合タクシー

http://www.city.suzu.ishikawa.jp/home/
kakuka/kizai/bus/html/index.html

静岡県

富士市

富士市では交通空白域の解消を目的としたコミュニティ
交通導入事業により地域の足の確保に取り組んでいる
ところ。一般的な巡回型コミュニティバスの導入形態に
とらわれず、路線バスに接続するよう運行するデマンド
タクシーの導入や、高速道路を走行するコミュニティバ
スの導入、既存民間バスの増便施策実施により利用
者利便を図るなど、型にはまらない交通手段の導入に
積極的に取り組んでいる。

コミュニティバス
デマンドタクシー

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/men
u000030900/hpg000030888.htm

愛知県

設楽町
東栄町
豊根村

郡内３町村（設楽町、東栄町、豊根村）が一つの生活圏
として機能するよう行政界の壁を越えた連携により、町
村間を結ぶ基幹バスの共同運行を実施。高齢化・過疎
化が進む中山間地にありながら、広域的な公共交通を
実現。　また、隣接する新城市との連携による広域路
線協議や利用促進を実施。

町村営バス
http://www.town.shitara.aichi.jp/odekak
e/
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岐阜県

高山市

合併により誕生した日本一広い市域を有する市の特性
を踏まえ、旧市町村において異なる体系で運行されて
いた市町村営福祉バスを、幹線バス・地域バス・中心
市街地バスの３種類に整理して再構築し運賃体系を共
通化するとともに、市内上限１０００円運賃を導入し利
用者利便を向上させているところ。

市営福祉バス
http://www.city.takayama.lg.jp/chiikisei
saku/koutsu.html

三重県

鳥羽市

市では、近鉄・ＪＲ、路線バス、市営定期航路等の多様
な交通手段を有しており、需要面でも市民の生活交通
に加え、市の主要産業のひとつである観光産業に起因
する観光交通を有している。利用者数が減少する中で
鉄道、路線バス・市営定期航路が一体となった「鳥羽市
コミュニティ交通システム」の確立を目指し、様々な取り
組みを進めているところ。

コミュニティバス
http://www.city.toba.mie.jp/teikisen-
kanri/koutsuukaigi/html/index.html

福井県

福井市
越前町

福井県福井市と越前町、京福バス（株）では、民間バス
路線において昼間時間帯の運行本数が減少する区間
の運行を見直し、デマンド型乗合タクシー「ほやほや
号」を新設しました。また、清水プラント３（大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ）と福井駅前間の運行を３０分間隔に再編し、ほ
やほや号から路線バスに乗り継ぐことで中心市街地へ
のアクセスを向上させました。合わせて、既存バス路線
と運賃体系を共通化し、休日には双方に乗り放題の共
通乗車券を設定するなどの政策を同時に行い、利用促
進策に努めています。

デマンド乗合タクシー

http://www.city.fukui.lg.jp/d360/koutu-
s/index.html

http://www.town.echizen.fukui.jp/webw
orks/web/life/result.jsp?relation=177

滋賀県

彦根市
多賀町他

湖東圏域１市４町（彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町、
愛荘町）が連携し、地域住民の生活に密着した路線バ
ス・コミュニティバスの運行維持・改善・再編及び交通空
白地域に予約型乗合タクシーを導入することにより、住
民の利便性の向上のほか、高齢者等の交通弱者が日
常生活に困難をきたすような「公共交通空白地域の解
消」を図り、「経費削減の実現」「圏域内の公共交通の
活性化・ネットワーク化」を図る。

路線バス
コミュニティバス

デマンド乗合タクシー

http://www.city.hikone.shiga.jp/toshike
nsetsubu/kotsutaisaku/koutsukasseika_
kyougikai.html

http://www.tagatown.jp/content/categ
ory/1/1/2/

京都府

丹後地域

北近畿タンゴ鉄道やバス等の「ダイヤ」「運賃」「駅・停
留所」「情報提供」を利用者の視点で改善することによ
り、「分かりやすく」「使いやすい」面的な公共交通ネット
ワークを実現するため、地元利用者と一体になった駅
活性化、北近畿タンゴ鉄道のイベント列車運行、パーク
＆レール、総合交通マップの作成等による情報提供等
を展開。

コミュニティバス
http://www.pref.kyoto.jp/kotsu/tango.h
tml

奈良県

五条市

五條市の中南部では公共交通手段が路線バスのみで
ある。幹線を走る路線バスとの乗り継ぎ調整をしながら
コミュニティバス及びデマンド型乗合タクシーを運行す
るとともに、十津川村から五條病院への通院を支援す
る広域通院ラインを設定。

コミュニティバス
デマンド型乗合タク

シー

http://www.city.gojo.lg.jp/www/genre/0
000000000000/1308027348835/index.h
tml

大阪府

箕面市

市内移動が不便で市民満足度が低いことから、路線バ
スとの役割分担を行いコミュニティバスを開設し、評価
見直し基準を設け市民協働で持続可能な運行内容に
見直している。さらに、将来ビジョンとして、「箕面市総
合都市交通戦略」を策定し、鉄道延伸を基軸とした交
通体系の確立をめざしている。

コミュニティバス
http://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/kou
tuu/index.html
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和歌山県

和歌山市
紀の川市

廃線の危機を乗り越え、再生に向かっている和歌山電
鐵 貴志川線では、地元自治体、商工会、学校、そして
沿線住民団体と鉄道事業者との相互協力により様々な
取り組みを進めている。

鉄道

http://www.city.wakayama.wakayama.jp
/menu_1/gyousei/koutsuseisaku/index.
html

http://www.city.kinokawa.lg.jp/subindex
兵庫県

豊岡市

全但バス㈱から平成20年 9月末で11路線41系統（市内
の約1/3の系統）の休止の申し出を受け、協議会を設
置。定時定路線のコミュニティバス「イナカー」、デマンド
型の乗合タクシー「チクタク」を運行して、交通空白地域
の発生を防ぎ、生活交通を確保している。運行計画見
直し、e通勤プロジェクト等により、約1,100万円の市歳
出削減効果（対全但バス）、利用者数が改善した。

コミュニティバス
スクールバス
乗合タクシー

http://www.city.toyooka.lg.jp/www/gen
re/0000000000000/1000000000669/in
dex.html

岡山県

倉敷市

公共交通の利便性・快適性の向上及び意識啓発を行
うことで、利用者数減少に歯止めをかけるため、乗合タ
クシーの導入促進やコミュニティバスの再編運行、エコ
通勤の推進、モビリティマネジメント、わかりやすい公共
交通案内の充実、鉄道のパークアンドライド・サイクル
アンドライド等を行う。

乗合タクシー
コミュニティバス

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/d
d.aspx?menuid=1247

広島県

江田島市

市の公共交通は、住民の生活圏が広島市や呉市に及
ぶことから、必然的に航路が基軸を担い、市内の主要
拠点間の移動は路線バスが担っている。西能美航路を
再編し、航路の合理化・効率化を行い、満足度の向上
も図られた。また、島内の交通不便地域には、乗合タク
シーの実証運行を開始した。

路線バス
乗合タクシー

乗船

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/c
ms/modules/smartsection/category.ph
p?categoryid=8

鳥取県

中部地域

鳥取県中部地域は倉吉市に都市機能が集中し、各町
への路線は倉吉市から放射状に運行されている。個別
路線の状況や地域住民のニーズの調査を行い、圏域
住民にとって真に必要な路線設定等、よりよい公共交
通ネットワークの形成を図る必要があるところ。平成23
年10月より、公共交通によるアクセスが不便であった
倉吉駅北部の商業施設に循環路線バスの実証運行を
開始。

循環路線バス
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyous
ei/div/kikaku/sogoseisaku/4/10/

島根県

江津市
川本町
美郷町

邑南町他

JR三江線は清流江の川に沿って走り、季節を通じて風
光明媚で沿線には観光資源が点在していることから、
日常利用の拡大の可能性調査だけでなく観光資源調
査などを行い、三江線の維持・活性化及び沿線地域の
活性化を図る必要がある。このため、総合時刻表（日
常利用板、観光利用版）の作成により、二次交通や沿
線情報の発信を図るほか、イベントの実施や、旅行ツ
アーを実施し、三江線の魅力のPRを実施中。

鉄道 http://sankousen.com/

山口県

山口市

【構成団体】山口市、学識経験者、自治会連合会、公募
市民、社会福祉協議会、商工会議所、交通事業者、関
係行政機関等
【目　　　標】市民生活と都市活動を支える公共交通の
確立
【基本方針】①基本理念　創ろう！守ろう！みんなの公
共交通～子や孫の代まで続く公共交通にしよう！
　　　　　　　 ②取組姿勢　市民、事業者、行政みんなが
主役となって、それぞれの役割を果たし、協働して創り
育てる
【整備方針】基幹交通とコミュニティ交通に機能分担し
たメリハリある交通体系の構築

コミュニティタクシー http://www.kotsu-yamaguchicity.com/
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香川県

まんのう町

まんのう町には鉄道（JR土讃線、琴電琴平線）、路線バ
ス（地域間幹線：琴参バス）等の公共交通機関があり、
デマンドタクシーの導入及び共通パス券の発行等によ
り相互の連携強化を図りながら、住民のニーズに対応
した効率的で利便性の高い公共交通サービスの確保
を目指している。

デマンドタクシー
http://www.town.manno.lg.jp/life/list.ph
p?hdnSKBN=TOP&hdnCat=&txtKeywor
d=&hdnKeyword=%B8%F2%C4%CC

愛媛県

四国中央市

四国中央市は、平野部が狭小で谷筋が多い地域であ
る。路線型交通ではバス停までの位置が遠い地域など
をカバーする事ができないことから、一定の区域ごとに
「デマンド型（予約型）の乗合タクシー」を運行すること
により、高齢者等の交通弱者の安価な移動手段を確保
し、生活利便性の向上を図るとともに、活動範囲の拡
大や社会参加の機会増大など住民福祉の向上につな
げている。

デマンド乗合タクシー http://sct.shikokuchuo.jp/~som/

徳島県

美馬市

美馬市の「木屋平（こやだいら）地区は、１，５００メート
ル級の山々に囲まれた地域。かつて、旧木屋平村では
タクシーを貸し切り高齢者を診療所に送迎していたが、
市町村合併をきっかけに廃止され、高齢者の移動手段
の確保が急務となっていた。そこで、行政のタクシー送
迎制度に代わり、道路運送法のNPO過疎地有償運送
の制度を用いて、住民同士が助け合う形の持続可能性
の高い交通システムを作り上げている。

過疎地有償運送
http://www.city.mima.lg.jp/5/217/0009
53.html

福岡県

朝倉市

旧合併市町間の公共交通サービスレベルが異なり、公
共交通が不便な地域が存在しており、市内の公共交
通、スクールバス等の維持に大きな行政負担があっ
た。平成２１年３月に「朝倉市地域公共交通総合連携
計画」を策定。バス路線の見直しを行い、持続可能な
公共交通づくりの実現を目指し、スクールバスの混乗
化、間合い運行を実施するほか、デマンド型乗合タク
シーの運行を行っている。

スクールバス
デマンド乗合タクシー

http://www.city.asakura.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1000000000053/ind
ex.html

佐賀県

神埼市

平成２０年６月民間バス路線の廃止があり、交通空白
地域の拡大と交通弱者の増加が問題となった。高齢化
する住民の移動確保、合併後の一体的なまちづくりの
推進を図るため、「神埼市地域公共交通総合連携計
画」を策定し、「地域住民が安心して便利に利用できる
持続可能な公共交通の実現」を目指している。

巡回バス
http://www.city.kanzaki.saga.jp/atweb/
evdata-294.html

長崎県

長崎市

長崎市・琴海町(ｷﾝｶｲﾁｮｳ)市町村建設計画に基づき、
琴海地区でコミュニティバスの運行を開始(H20年4月)。
地区内を１台のジャンボタクシーにより定時定路線で運
行していたが、定時定路線という形態が故に、利用者
の要求する時間に運行することができなかった。これら
のコミュニティバスを運行形態を見直し、デマンド交通と
することで、「利用者利便の向上」と「補助割合（額）の
軽減」が図られている。

デマンド交通
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/k
outsu/

大分県

国東市

国東市（ｸﾆｻｷｼ）は、路線バスのほとんどが赤字路線と
なっており、「バス路線運行費補助金」の交付額は
毎年増加し、大きな行政負担となっていた。路線バスの
運行系統や便数を削減し、コミュニティバスに転換する
ことで、バス路線の交通体系改善を実施。

コミュニティバス
http://web.city.kunisaki.oita.jp/kikakuka
/trafficplan_index.jsp
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熊本県

八代市
水俣市

肥薩おれんじ鉄道は、開業以来、通勤、通学、通院、買
い物等の地域住民の身近な生活路線として、また、沿
線地域における観光客に利用されている。利用者の７
割は通学者で、沿線人口の減少も進む中、利用環境の
向上や利用促進に向け、企画イベント列車の運行、ス
タンプラリー等の取組みを行っている。

鉄道
http://portal.kumamoto-
net.ne.jp/town_tsunagi/base/pub/detail
.asp?c_id=10&id=51&m_id=1&mst=0

宮崎県

小林市

平成１９年度に路線バス運行業者である宮崎交通と協
議を行い、路線バスに代えてコミュニティバスを導入。
行政の財政負担が大きく、利用者ニーズを踏まえた効
果的で持続可能な運営を目指している。利用者ニーズ
を踏まえて、指定管理者である宮崎交通と協議を重
ね、運行ルート等の見直しに民間のノウハウを生かす
他、利用者意識の醸成を図るため、情報提供や乗車運
動を展開することにより、利用者数が約10%増加してい
る。

コミュニティバス
http://www.city.kobayashi.lg.jp/nozirizy
uuminn/ouraibus/ourai.jsp

鹿児島県

鹿屋市

観光客等の誘引による交流人口の増加、産業振興に
よる定住促進など、九州新幹線の開業効果を鹿屋市・
大隅半島に波及させることが必要であるが、鹿児島中
央駅～鹿屋市までの最短ルートは、フェリーとバスを2
～3回（バス⇒フェリー⇒バス）乗り継ぐことを要するな
ど、不便・複雑で鹿屋市外の人には利用しづらい状況
であった。平成２１年１２月から、垂水フェリーにバスを
搭載して鹿児島市と鹿屋市を直結させる直行バスの運
行を開始。乗換不要化により九州新幹線の２次アクセ
ス需要を取り込んでいる。

路線バス
乗船

http://www.e-
kanoya.net/htmbox/kikaku/

沖縄県

座間味村

座間味島内は、那覇と航路で接続する港ターミナルな
どの主要施設がある座間味地区を中心に、東側の阿
佐地区、西側の阿真地区の３つの地区に分かれている
が、これまで、バス等が存在していなかった。阿佐地区
及び阿真地区から座間味地区への地域住民の移動手
段を確保するとともに、古座間味ビーチ等への観光客
の移動の利便性向上が課題であったことから、平成２３
年 ４月末より、村営バスの運行を開始した。

村営バス
http://www.vill.zamami.okinawa.jp/villag
e.aspx?RL=R&LK=141

その他事例集

○「地域公共交通の活性化・再生への事例集」（国土交通省　総合政策局　交通計画課）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
transport/jireiindex.html

○｢公共交通活性化事例」（一般社団法人　運輸政策研究機構）
http://ipt.jterc.or.jp/koukyou_shien/
case/index.html
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地域公共交通づくりハンドブック

http://www.mlit.go.jp

ホーム >> 政策・仕事  >> 自動車  >>
公共交通の利便性向上

地域のモビリティ確保の知恵袋2011

http://www.mlit.go.jp

ホーム >> 政策・仕事  >> 総合政策  >>
「地域のモビリティ確保の知恵袋2011～地域の
様々な人々が参加・協力し、地域の交通を確保
していくための工夫・ノウハウ～

みんなで創る地域公共交通
‐住民説明会の手引き編‐

北陸信越運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/index.shtml

TOP > 地域公共交通

 地域公共交通の手引き

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/index.ht
ml

トップ > 公共交通を考えるためのツール集

公共交通会議ガイドライン

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/index.ht
ml

トップ > 公共交通を考えるためのツール集 > 公
共交通会議ガイドライン

コミュニティバスの導入ガイド

よりよい地域交通を
実現させるためのマニュアル

なるほど！！公共交通の勘どころ

コミュニティバス導入のポイント

くらしの足を支える　移動サービス入門
ＮＰＯ法人　全国移動
サービスネットワーク

http://fields.canpan.info/report/detail/7654

※運輸局作成マニュアルを中心に、インターネット上でダウンロード等して取得できるものを掲載。
※他にも、都道府県・市町村で独自のマニュアルを作成しているところも多数ありますので、調べてみてください。

参考マニュアル等一覧

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/index.html

TOP > 陸上・海上の交通
近畿運輸局

九州運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/

九州運輸局トップページ > 公共交通活性化

国土交通省

中部運輸局
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