あなたと語る『まちのミライのつくり方』in 宇都宮
〜公共交通政策を熱く語ろう〜 （16/07/30）

私が考える『公共交通のミライ』
−魅力的で持続可能な地域を
支え続けるために−
地域公共交通プロデューサー
名古屋大学大学院環境学研究科准教授



公共交通はなぜ必要なのでしょうか？



地元の公共交通に最近乗ったのはいつですか？



ないと困ることがありますか？



使う気になりますか？



維持のため何をしていただけますか？

加藤 博和
名古屋大学 加藤博和 16/07/30

日本の地方部の地域公共交通は
崩壊寸前

•

•



運転手不足
•



車両費増加



燃料費乱高下
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•

1

バス運転者の給料は2002年から10年間で2割減、労働時間は2
割増。タクシー運転者の給料は更に安い
運転者の平均年齢はバスが50代前半、タクシーは60歳近い。若
年の新規入社は非常に少ない
高齢化による自然減、低待遇による離職の増加で、残る方々の
仕事がきつくなり、安全性にも懸念（重大事故リスク）
復興・アベノミクス・オリパラで、条件のいい仕事がたくさんある

→ 利用が少なくいつなくなるか分からないバスの運転手をやりたい
人は皆無
→ 「この仕事をしたい！」「この地域に住みたい！」と思わせるのに
は何が必要か？
2
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1. 地域公共交通づくりは地域づくりとつなが
りが深い！

「乗らないけど、何となくあった方が・・」
 「隣のまちでも走っているからウチにも・・」
→ 乗合自動車。乗り合ってこそバス。ステータスシンボルでない
 「地球環境に優しい乗り物？」
→ ガラガラなら逆効果
 「交通弱者のためには必要？」
→ むしろ不公平な手段（「ザルの福祉」）。数ある交通手段の


2. 自治体に加え、地域住民と利用者が主体的
に頑張らないと公共交通はよくならない！
3. それをただ唱えているだけでは無意味。具
体的な体制をつくり進める必要がある！

「一種」に過ぎない

地域公共交通は目的でなく手段
利用されありがたがられるものでなければ
存在意義（税金投入意義）はない
どうすれば払ってもらえるか（意義が見いだせるか）？
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4. そうやってみんなで公共交通を魅力的にで
きれば、地域も魅力的になる！
5. 自動運転時代になっても地域公共交通は残
る！ 残していかないといけない！
5
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- ライフラインとしての公共交通 -





地域公共交通（２条１）
地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は
観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交
通手段として利用される公共交通機関をいう。








公共交通事業者（２条２）

→ だれでも利用できる「おでかけ」手段は
QOL（生活の質）を保障

イ 鉄道事業法による鉄道事業者
ロ 軌道法による軌道経営者
ハ 道路運送法による一般乗合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
ニ （略）
ホ 海上運送法による一般旅客定期航路事業等を営む者
ヘ （略）
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仕事、コミュニケーション、物資調達・・・
「おでかけ」できなければ、生活は、できないか大幅に制限される
「つながっている」「いざというとき使える」という安心感
クルマが使えない人は生きていけない、という世の中で本当にい
いのか？
ITや物流で「おでかけ」しなくてよいとしても、できなくてよいか？

そのために地域公共交通が必要？
→ でも、使えるなら、クルマの方が便利
→ 不便で儲かっていない公共交通を
わざわざ維持する必要があるのか？
6
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赤字路線を維持するためには
当然、だれかが尻ぬぐいしなければならない
昔は、国の需給調整規制に基づく
事業者の内部補助で帳尻が合ったが・・

公共交通よりクルマの方が便利で使いやすいか
ら使っているのが現状
そんな方が、クルマが運転できなくなった時に、
バスを利用できるのか？
◦

一般に、コミュニティバス・路線バス運行に、年間数千万
円規模の欠損補助＜時には協賛金・負担金＞が必要（住
民1人あたり数千円） → 保険料
 コミュニティバスを安い運賃で利用する
（ワンコイン<100円>運賃など）
→ 自己負担
保険料と自己負担の割合をどの程度にすべきか（だれがど
れだけ出して支えるか？）
これだけの負担をしてバスを運行する意味があるのか
→ 基本は「保険料・自己負担を払ってもらえるサービス」を
つくり、それをうまく「案内」「PR」し、意識共有を進めること
→ 負担してこそ、責任も参画意識も生まれ、いいものになる


バス停まで歩けるか？ ダイヤを調べられるか？

結論：クルマが運転できなくなった時に公共交通が利
用できるはずがない。つまりその時が自由に外出できな
くなる時
クルマに乗れるうちにバスも乗るようにしておくことが必要

→「当事者意識」が大事
8
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1. モビリティ・ディバイド（移動制約者）の発生
•

•

•

•

国：情報の収集・整理・分析・提供、研究開発の推進、人
材の養成・資質向上
都道府県：市町村の区域を超えた広域的な見地から、
必要な助言その他の援助を行う。必要があると認めると
きは、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域公
共交通の活性化及び再生に取り組む
市町村：関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的
に地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活
性化及び再生に取り組む
公共交通事業者等：旅客運送サービスの質の向上、地
域公共交通の利用を容易にするための情報提供・充実
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・・・クルマが使えるかどうかで、暮らしぶりが全く違う
送迎してもらえばよいとはいえ、自力で通学・通院できないような
地域では安心して暮らせない。こういうまちが生き残っていけるのか？

2. クルマに頼った社会構造の行き詰まり感
・・・クルマ社会による地域コミュニティ分断・衰退
「乗合」によって「コミュニティ」を守り、つくりだす
歩かないと不健康。生活習慣病増加。PPK（ピンピンコロリ）にならず

3. 地域づくりへのマイナス
・・・クルマ依存による中心市街地空洞化と郊外スプロール
まちのかたちは発散、土地を浪費、維持・防災コストもかさむ
個性（地域らしさ、景観、風土）を失い、賑わいも軸も核も生まれない

4. 地球環境・エネルギー面からも必要に
・・・「乗合」による環境負荷削減・省エネ

だから「だれでも乗れる」公共交通は必要（社会的意義がある仕事）
しかし、上記1〜4は「外部経済効果」（代金を払ってもらえない）
市場原理ではうまく供給できないので、地域で支える仕組みが必要
その第一歩：腹を割って相談する「場」を用意すること
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乗合交通機関は、同一方向にまとまった交通需要
がないと存在し得ない。

かしこくないし楽しくない
維持費もかかる
体がなまって健康にも悪い
（PPKにならず、健康寿命は
延びない。医療・介護費も多
額に）
こんな地域では、人口減少・
高齢社会を生き残れない

（交通需要）＝（目的地の魅力）×（交通手段の便利さ）
※定時定路線は「線」がにぎわう
フルデマンドは「点」のみにぎわう


乗合交通機関のないまちとは？
魅力ある（つまり、「にぎわい」のある）場所がない（ある
とすればクルマでは運びきれない）
 歩いて鑑賞するに堪えない景観に陥る（運転手は景
色を見ないので）


「公共交通が維持できない」＝「にぎわいがない」
＝「個性がない」＝「まちが衰退する」
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魅力に乏しく無個性
クルマはいても
人がいない「まち」

（車窓からは看板を
見る余裕もない）
12
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R
魅力向上・環境・福祉・健康・コスト
の観点から、交通体系再編、過度
のモータリゼーションからの脱却を
「政策」として強力に推進
市民の支持も得られる
（首長・議会選挙で勝てる公約）
日本では富山が先行
きっかけ：既存の「どうしようもな
かった」鉄道線をLRT(Light Rail
Transit)化（富山ライトレール）
→ 冴えなかった路線が、
まちの軸として誇れる存在に
→ コンパクトシティへ展開
「乗る公共交通」がトリガー
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Rapid
-名古屋の基幹バスは2015年4月30日で運行開始30周年！
安くて効果が高い「お値打ち」公共交通発祥の地 ナゴヤ-

BRT(Bus Rapid Transit)：鉄道とバスの中間的公共交通システム
→ 基幹公共交通充実に伴う環境改善効果が期待
乗合交通優先（自家用車に対する優越感の付与）
→魅力的で地球にもやさしいライフスタイル提案
14

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

15

•「企画・運営」と「運行」の分離
自治体
：企画・運営（委託）
交通事業者：運行（受託）
→ 交通事業者の言いなりでない
→ 公営交通のように事業収支に
煩わされることがない
•それによって可能となった
新しい基本コンテンツ設定
Photo M.Fukumoto
小回り循環、停留所間隔200m、
東京都武蔵野市「ムーバス」
小型バス、100円運賃
（1995.11運行開始、成人に） → 旧弊な路線バスの概念を覆す
2016.5に累計4,000万人達成 → 地域に合った公共交通を実現
自治体による公共交通確保策の標準に
→ 現在では全国の半数近くの市町村が運行
→ ところが、表面的「サルマネ」によって、似て非なる非効率な
「巡回バス」が広がる原因に（最近はデマンドでも・・・）
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公共交通空白地域をなくしたい。歩くのがおっくうな高
齢者に対応したい？
空バスやムダな迂回がなくなり、経費効率化？
需要に応じて走るので、サービスレベルが向上？
 そもそもそういう効果が出るところは、定時定路線のバスには
不向きなところ（もともとつまづいていた）
 デマンド交通を導入すると、利用が少なくても経費が減るので
、改善する気がなくなる。つまり、政策検討が停止する
 本当にその地域には、定時定路線にまとまるほどのニーズが
ないと確認したか？ そういうニーズをつくり出す努力をしたか
？
 逆に一般タクシーでできることがないか検討したか？（実は多
くの場合、タクシー事業の枠組で同じサービスが可能）
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1.
2.
3.
4.
5.

「ベストプラクティス」のデッドコピーとなりがち
「公共性」と「公平性」の混同
ネットワークの「中途半端な」破壊
住民の生活圏（＝ニーズ）と運行が一致しない場合が多い
運行・運営分離が住民・自治体・事業者の新たなモラルハザ
ードを生む（チェックされない公的補助の増加）
6. フォローアップ体制がない（運行開始で一丁上がり）
7. 「採算性」と「生産性（効率性）」に関する議論が未成熟（相場
観がない、目的が不明確）
8. 車両・運行方式の開発が遅れている（特に車両）
9. 制度が対応できていない
10. そもそも「コミュニティバス」ってナニ？ （玉石混交）
→ これらは、交通システム一般に成り立つ話
17

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

人
口
千
人
あ
た
り
乗
用
車
保
有
台
数

500

宇都宮

450

豊田

400

金沢

350

名古屋
札幌

神戸

300
250
200

長崎

京都
大阪

150

東京区部

100
50
3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

DID人口密度[人/k㎡]

地方部：拡散的立地構造。公共交通利用増加は困難
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モータリゼーション依存型で進展する都市域のスプロー
ル的拡大とそれに伴うライフスタイル変化に公共交通が
全く対抗（対応）できていない構図
 LRT、DMV、コミュニティバス、DRT（オンデマンド交通
）といった新モードがもてはやされる一方、既存モード（
鉄道、路線バス、タクシー）はあまり省みられていない
 意識啓発や住民参画だけで利用転換が図られることを
期待するきらい
 公共交通衰退を人のせいにすることが多い
→自らの根本的な体質改善に手を付けず、新しいものに
手を出せばよいという発想ではダメ（特効薬なんかない
！）
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• 「都市」と「非都市」とを明確に分ける（「線引き」）
– 空間的に明確な区別（メリハリ）。土地の「チカラ」を引き出す
（土地生産性を極大化）
– 都市と非都市、それぞれに合った投資
※１箇所に集中するという意味ではない（後述）

• 「都市」をなるべく狭くする（密度を高くする）
– 空間・インフラの有効活用
– 長持ちし風格あるインフラ・建築物群（「ストック化」）

• 「都市」の中はなるべくクルマを使わせない
– クルマは空間の有効活用を阻害し、環境・安全面でも劣る
– バリアフリー・ユニバーサルデザイン
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2014年5月14日成立、5月21日公布、8月1日施行

•

だれでも安心して暮らせる地域：「生活」支援
クルマを使えない人にも、生活に最低限必要なおでかけ（通
学・通院・買物等）移動を保障する公共交通サービスや徒歩
環境
→ 「空白を埋める」から「暮らしていける」へ


•

だれでも楽しくお越しいただける地域：「交流」支援
来訪する方も、域外に出かける方も分かりやすく使いやすい
公共交通サービス
→ 「運んでいる」から「行きたくなる。住みたくなる」へ


この２つをごちゃごちゃに考えてはダメ
それぞれをどう満たし、両立できるかが大事
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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2014年4月18日成立、4月25日公布、7月3日施行

＜交通戦略：「網形成計画」＞
コンパクト化を誘導しうる交通ネットワーク

公共交通・非動力交通の充実
ライフスタイ
ルも変化

＜都市計画マスタープラン：「立地適正化計画」＞
公共交通を有効に機能させうるコンパクト化

公共交通指向型ゾーニング・施設再配置
これをやりとげるためには大変なエネルギーが必要だが・・・

40年計画で頑張ればよい（その間に建物は半分以上建て替わる）
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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お客様・地域のニーズに応えるコンテンツの提供






本当に不便な場合も多い
 しかし、それほど不便でないのに、単に知られていないだけ、
ということもある
 いつでも、どこへでも行ける自家用車と違い、公共交通は特
定の時間・行先にしか利用できない
 クルマはカーナビ・オートマで半自動、公共交通は調べない
と乗りこなせない
 しかし、知っていれば、場合によっては自家用車より便利なこ
ともあるのに、それが認識されていない
 あるいは、たまに使いたい、環境のために使いたいと思っても
、使い方が分からないという人もいる
→ 「使い方が分かるようにする」ことがまず必要
（某バス会社社長：路線バスは「不便」でなく「不安」）


見かけでなく本当のニーズとは？
安全を大前提に、移動サービスを通じて地域に豊かさをも
たらす

お客様・地域に選んでいただけるサービスの提供









少し高くても、待っても、こちらの方がよい、と納得させる
そのために「分かりやすく」「使いやすく」を徹底
利用者が運賃を、自治体・地域が補助金や負担金を払う
気になるには何が必要かを考える
それが収益を、給料を高くすることにつながる

→ これができる事業者は残っていけるし、
そんな事業者やそれをサポートできる自治体が
ある地域も残っていける（パートナーシップ）
→ どうすれば「くるり」できるのか？
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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一見さんお断り
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（例１）総合病院乗り入れは「路線バス勝利の方程式」
しかし、本当にいいことなのか？

ターゲットを明確化する

→ 高齢者は病院しか行くところがない？（でかける口実
がつくれない？）

その人たちにどんな生活をしてほしいか？
 そのためにどんな「おでかけ」を担保すべきか？
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（例2）商店街から要望を受けて路線を引いた
これは、本当にいいことなのか？

基本コンテンツを磨き上げる

→ 商店街が何も努力しなければ共倒れになる

系統、ダイヤ、乗降施設、車両で決まるサービスレ
ベル
 それを「お値打ち」と思わせる運賃設定




公共交通づくりは、集まれる場所づくりとセットであるべ
き（商店街・産直・ショッピングセンター、図書館・生涯
学習施設、温泉、コミュニティカフェなど）。
→ それによって「おでかけ」が楽しくなる


分かりやすく、おしゃれで、心に響く訴えかけを
する


※施設最寄停留所：名称、施設との位置関係
※自宅最寄停留所：位置も大事だが待ち環境も大事

利用者の立場に立ったインタフェイス

名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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「普通の路線バス」だってみんなで頑張ればよくできる

京成バスシステム 柏井線




（千葉県市川市）

需要：顕在化しているもの（行っているor行いたい）
→ アンケートが有効
ニーズ：潜在的なもの（気づいていない）
→ 膝詰め（グループインタビューやワークショップ）
が有効＜利用が少ないところは特に＞

•

•

•

調査手順
1.
2.
3.
4.

まず現状の移動状況や気持ちをはき出してもらう
情報を提供し、考え、気づいてもらう
関係者で、どうすべきか、何ができるか話し合う
考えをまとめなおしてもらう
→ ニーズとその充足方法が見いだされる
いずれにせよトップダウンやコンサル丸投げではダメ

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

•

•

•

32

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

伝統ある路線だったが、
利用者減のため減便
地域でバス対策の団体が
立ち上がり、NPO主体運
行を視野にサービス改善
を申し入れ（後に分裂）
団体・事業者に市も加わ
って繰り返し協議（市川東
部バス検討会）
住民の様々な協力（乗降
調査、乗車運動、新聞折
込でのPRなど）を条件に
試験的に増便
協議組織を法定協議会
に位置づけ、連携計画策
定。総合事業実施
大きな増客効果が現れ、
補助不要にまで回復
33

一所懸命
交通事業者
-お上に言われたからでなく、必要だから自ら頑張る





公共交通が必要な理由、それを公的に維持する必
要性を「地域自ら」明らかにする

沿線企業等

それをどのように具体化するかを「地域自ら」考える
（たくさんのやり方を検討できる時代に）

市町村

それを誰がどう支えるのかを「地域自ら」決める

名古屋大学

○「おでかけ」の保証水準は、地域・自治体が
自ら決め、実情に合わせコントロール
○「おでかけ」を考えることは、まちづくりを考える
際の大事な要素（地域全体の方向性を考える必要）
→「おでかけ」確保策は自治体の重要な仕事
そこに参画・協力するのは、
住民・利用者の権利であり義務でもある
加藤博和 16/07/30

金
人
地域公共交通
システム
心
口

負担・支援
方法は様々
地域住民

利用者

34

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

•みんな対等
•言いっぱなしにしない
•できることをやる

→ 信頼関係

35

連携等

国民等

交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実
現その他の観点を踏まえ、当該施策相互間の連携及
びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方
公共団体、運輸事業その他交通に関する事業を行う者
（以下「交通関連事業者」という。）、交通施設の管理を
行う者（以下「交通施設管理者」という。）、住民その他
の関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければ
ならない。

国民等は、基本理念についての理解を深め、その実現
に向けて自ら取り組むことができる活動に主体的に取り
組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施す
る交通に関する施策に協力するよう努めることによって、
基本理念の実現に積極的な役割を果たすものとする。

自ら動かないとできない！
しかし、自分だけではできない！

バラバラではできない！
名古屋大学 加藤博和 16/07/30

•

経路自由度

•

目的が共有化されているからこそ、利害を調整するために
真剣に議論ができる

決まれば迷わず実行





小

役割分担
連携協働
PDCA
適材適所

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

運賃：
１〜１０

運賃：１０
南相馬市
小高ｅまち
タクシー

大

公共交通を自ら「つくり」「守り」「育てる」ことの必要性をきち
んと考える

本音の議論
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名古屋大学 加藤博和 16/07/30

ドアトゥドア

意識の共有


•

36

ミーティング
ポイント

郡上市白鳥町
デマンドバス

飯田市乗合タ
クシー千代線

ルート・エリア
デマンド
フリー乗降

タクシー、個別
STS、安曇野市
あづみん

愛知県みよし市
さんさんバス
乗継タクシー

路線バス／
コミュニティ
バス
運賃：１

豊田市小原
さくらバス

松阪市機殿・
朝見コミバス

定路線
定時

ダイヤ固定
小

38

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

ダイヤ自由度

ダイヤ非固定
大
39

地域公共交通会議

「市町村の公共交通を
市町村が自ら決める」
ための場

【主宰者】
市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】
市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、
旅客自動車運送事業者（又はその団体）、一般乗合旅客自動車運送事業に
係る労働組合の代表者、道路管理者、都道府県警察、 学識経験者 等
（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バス
の必要性を含む）、サービス水準、運賃等について協議。必要に応じ
て、例えば地域の交通計画を策定
・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

新4条に基づく乗合事業者による運送
（旧21条コミバス等含む）
＜事業認可又は事業計画変更認可＞
○運賃認可の届出化

更新・
変更

事業者へ委託する
こととなった場合

事業者によること
が困難な場合
79条（旧80条）に基づく
自家用自動車による
有償運送（市町村運営バス）
＜登録（更新制）＞
○輸送の安全・利便の確保

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化
○標準処理機関の短縮
・路線変更認可の迅速化

・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック

等

・事業改善命令、行政処分

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

等

• 特区：地域として必要な路線を
協議し認定することで、各種許
可が簡略化・弾力化（運賃・路
線設定・使用車両など）
※事業者路線にも使える（総コミ
バス化が可能）
※デマンド運行・タクシー車両利
用も位置付け
• 地域公共交通網全体のあり方
を考える場として活用可能
• 住民・利用者・運転手委員の参
画や情報公開原則を活用し、現
場の意見を政策に反映

40
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名古屋大学 加藤博和 16/07/30

地域にある資源・・公共交通とSTSを組み合わせて交通システムを構築

長野県中川村 生活交通確保事業
（村直営＋NPO過疎地・福祉有償、2004.4.1改編）


豊橋市川北地区
「スマイル号」
（16/01/13運行開始）

村内の既存資源（鉄道・民営バス・タクシー、自治体バス、社協等
の福祉輸送、ボラ輸送）を適材適所に組み合わせて再編





市町村有償（巡回バス）・・・学生・一般の集中需要
過疎地有償・・・高齢者等
福祉有償・・・障がい者・要介護者等
一般タクシー・・・その他のフレキシブルな需要（ただし撤退してしまった）
















Photo 中川村役場
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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名古屋大学 加藤博和 16/07/30



名張市：地域バス「国津」04年9月、「錦生」08年4月、
「薦原」7月、「緑ヶ丘」09年4月、「美旗」12年4月
伊賀市：「比自岐」03年11月（09年4月有償化）
松阪市：コミュニティバス「黒部・東」06年7月、「機殿・
朝見」08年7月、「飯高波瀬森」10年4月、「嬉野」11年8
月、「三雲」12年10月
豊田市：地域バス「高岡」00年9月、「水源東」「保見」
07年9月、「旭」10月、「藤岡」08年4月、「小原」09年4
月
岐阜市：ぎふっこバス06年10月4路線、08年6月4路線、
09年6月2路線、10年9月1路線、12年9月1路線、12年
10月1路線、１３年9月1路線、14年9月2路線、15年9月
2路線
一宮市：生活交通バス「萩原・大和」「千秋」07年11月
関市：地域バス5地区で09年4月
岡崎市：「下山」09年3月、「形埜」09年11月、「宮崎」09
年12月、「豊富」10年3月
豊橋市：地域生活バス・タクシー「東部」08年7月、「北
部」10年10月、「前芝」「南部」13年10月、「川北」16年1
月
津市：「高松山」13年1月
43



乗継抵抗とは？








どう緩和するか？


23年度から、公共交通への国庫補助制度が大変革（旧制度は全廃）
→ 地域公共交通確保維持改善事業（生活交通サバイバル戦略）
「地域に最低限必要な移動手段の確保を時限なしで支援」
「コンパクト＋ネットワークを推進」
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名古屋大学 加藤博和 16/07/30

情報（目的地に行くためにどこで何に乗り換えるか不明）
動作（歩く必要、階段を伴う可能性、着席保証されない）
ダイヤ（乗り継ぎ対応していない、段落ち＜支線の方が本
数少ない＞、乗継客を待っていてくれない）
運賃（初乗りが二重となるなど割高になる）

案内システム（配布物、掲出物、車両＜幕＞、車内＜表
示、アナウンス＞、路線名・番号）
IT活用（乗換検索、運行状況＜バスロケ＞）
施設整備（利用者、事業者）
乗継保証

名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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幹線・支線のメリハリをつけることで、利便性を高めながら費用・資源効率を高める

清水グリーンライン
（福井市、京福バス運行）2011.10.1運行開始

• 従来：福井駅前〜清水地域（旧清水町）に３系統のバス路線（地
域間幹線）。経路が異なる上、いずれも本数が少なく、欠損額も
大きかった
• そこで県が市と協力して路線を大再編
→ 幹線：大規模小売店舗「清水プラント３」を終点とし、福井駅
前と結ぶ。30分ヘッド（地域間幹線）
→ 地域内：乗合タクシー「ほやほや号」を運行（昼間デマンド）
清水プラント３で接続
更に、もとから運行していた地域主体型乗合タクシー
「殿下かじかポッポー」も接続
→ 乗継拠点：プラント３が、乗降スペースとともに待合所を整備
※バス同士を乗継させるのは難しい（分かりにくい＋遅れる）
結節点はそれ自体目的地になるようなところが望ましい
そうすることで、そこが地域拠点として育っていくことに
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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おでかけ

調整

組織化
自治体の新たな役割

地域公共交通会議

•｢おでかけ｣確保戦略の確立

市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】

‒公共交通戦略：「地域の一体感」「住民のQOL向上」「訪問者の利便性確保」
のためのネットワークづくり
‒福祉交通戦略：「移動制約者対応」の必要水準と方法の基準づくり
‒移動手段確保の「担い手」は問わない（いい担い手が出てくるしくみこそ「戦
略」）

市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、
旅客自動車運送事業者（又はその団体）、一般乗合旅客自動車運送事業に
係る労働組合の代表者、道路管理者、都道府県警察、 学識経験者 等
（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バス
の必要性を含む）、サービス水準、運賃等について協議。必要に応じ
て、例えば地域の交通計画を策定
・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

事業者へ委託する
こととなった場合

‒結節点整備（停留所、ターミナル、駅広、P&R・K&R）
‒共通運賃・共通案内等のソフト的シームレス化
‒事業者間の調整・連携の模索（調整・意識共有の「場」づくり）

新4条に基づく乗合事業者による運送
（旧21条コミバス等含む）
＜事業認可又は事業計画変更認可＞

•各交通システムのサポート

○運賃認可の届出化

‒「適材適所」となる運行手段のコンサルティング
‒「戦略」に適合する交通機関の公認・広報・案内
‒「担い手」となる事業者・NPO・住民組織の側面支援

事業者によること
が困難な場合
79条（旧80条）に基づく
自家用自動車による
有償運送（市町村運営バス）
＜登録（更新制）＞
○輸送の安全・利便の確保

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化
○標準処理機関の短縮
・路線変更認可の迅速化

等

・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック
・事業改善命令、行政処分
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地域公共交通会議
（および活性化再生法定協議会）は
法的に必要なセレモニーという
側面もありますが、
一番大事なのは
「ステークホルダー（利害関係者）会議」
だということです

更新・
変更

•交通ネットワークの維持発展

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

「市町村の公共交通を
市町村が自ら決める」
ための場（特区）

【主宰者】

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

等

•地域として必要な路線（乗
合バス）を自ら協議し認定
することで、各種許可が簡
略化・弾力化（運賃・路線
設定・使用車両など）
•通常はできないデマンド運
行（区域運行・路線不定期
運行）、タクシー車両利用
も可能となる
•しかし一番大切なのは・・・
「一般乗合路線ならなんで
も認定できる」こと
49

•バスしか協議対象にならない（道路運送法上の会議なので）
→これでも大半のことはできる
→ただし、鉄道・航路再生や、それらとバスとの連携には
（法的には）無力

•公共交通計画・戦略の策定が任意
→場当たり的な開催になる懸念

市町村、運輸局、都道府県、住民代表、利用者代表、
運転者代表、道路管理者、交通管理者、その他
関係者が一堂に会する
目的を共有する
どう実現するかを遠慮せず議論する
決まったらみんなで協力して走る


名古屋大学 加藤博和 16/07/30

•メンバー参加への拒否権がある（特に交通事業者）
→出てきてもらわないと協議にならない
50

名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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•バス・タクシーしか協議対象にならない（道路運送法の限界）
→これでも大半のことはできる
→ただし、鉄道・航路再生や、それらとバスとの連携には
（法的には）無力
→「地域公共交通特定事業」として多モードに展開
→「新地域旅客運送事業」による新モード導入の円滑化



地域公共交通政策の「憲法」








•公共交通計画・戦略の策定が任意
→場当たり的な開催になる懸念
→「地域公共交通総合連携計画（改正法：網形成計画）」






どう「連携」するかが書かれるべき


•メンバー参加への拒否権がある（特に交通事業者）
→出てきてもらわないと協議にならない
→公共交通事業者等の参加応諾義務・協議結果遵守義務
※非常に強い権限が付与（ただし当然、議会が優越）
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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3. 多様なモードの組み合わせ
4. 広域性

より優れた加速・減速性能を有する船舶を利用

5. 住民等関係者の連携

事業廃止届出がされた鉄道事業の維持を、地域の支援によって図る
→ 計画策定の間、廃止予定日が延期できる

6. 数値化した目標設定と評価

鉄道事業再構築事業（後で追加）


名古屋大学 加藤博和 16/07/30

2. 総合的なネットワーク形成

より大型のバス（連節バス等）を利用
→ 交通規制等道路交通円滑化措置と併用、自治体の起債対象化

鉄道再生事業


取締役会。全参画者が事業に実質的に取り組む必要
現場委員（住民・利用者・運転者）をできるかぎり活性化する
バス・タクシー事業者や住民からでも網計画の提案ができる（7条2）

1. 地域戦略との一体性

より優れた加減速性能を有する車両を利用
→ 上下分離制度の導入、自治体の起債対象化

海上運送高度化事業






道路運送高度化事業（BRT、オムニバスタウン）
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関係者間、モード・路線間、生活圏内の「連携」

→ 要するに「バラバラではダメ」
「協議会」は網計画をつくり実行していく組織（予算が組める）


軌道運送高度化事業（LRT）






これをつくらないで、場当たり的でない地域公共交通政策ができるのか？
コミバス・デマンドだけでなく、一般路線バス・鉄道・一般タクシーを含めた
包括計画として策定するべき
「戦略」「役割分担」「PDCA」→目的と評価指標を明確に
生活交通ネットワーク計画（国庫補助対象系統リスト）は、網計画の詳細計
画として位置づけられる
都市・地域総合交通戦略（整備局マター）との連動も
簡潔・明瞭に。調査結果などを本文に長々と書くべきでない
担当者の「遺言」（政策の継続性）

市町村等の支援による旅客鉄道事業の経営改善
→ 自治体が下を保有する上下分離、自治体の起債対象化

現在のところこれらがほとんど活用されておらず残念
名古屋大学 加藤博和 16/07/30

54

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

55





成長時代：各地域がバラバラであっても、競争によって高
めあい、それによって需要を増やすことが可能だった
安定時代：全国、全世界との取り合い。競争すべきところ
は競争する一方で、連携すべきところは連携することで
残っていける（財政制約の中、いいものを厳選してつくる
ことしか許されない）
→ 市町村合併：一体化。各小地域の自立は限定的
→ 定住自立圏：各小地域が自立・共生しつつ、
組むべきところは組む
役割分担と連携・協働



「医療」「教育」、そのアクセスとしての「交通」・・・組んだ
方が省コストでサービスレベルを高められ、地域全体を
魅力的にすることができる

名古屋大学 加藤博和 16/07/30

•
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1. 目的の明確化


地域の課題に即した「おでかけの足」を考える
身の丈に合ったオーダーメイドなものを

3. 一所懸命


みんなが方向性を共有し役割分担して実働

＜IT＞
 旅客移動ニーズは減少（交通の多くは物流？）
 しかし、現実の街が対抗し、わざわざ行きたくなるように
魅力を高めることができれば、やはり交通手段は必要（
そして交通手段も魅力的になる必要）

4. 組織化


地域の様々な活動と同期

5. カイゼン


•

＜自動運転＞
 大量輸送がないと渋滞・環境負荷増大は避けられない
 自動運転で車の共有が進み、自家用車所有が少なく
なる（自動タクシー）

2. 適材適所


名古屋大学 加藤博和 16/07/30

９市町村（米子市、境港市、日吉津
村、大山町、南部町、伯耆町、日南
町、日野町、江府町）＋鳥取県
2016年3月策定
57

まずやってみる。そして常に気にかけ、磨き上げる

そして、「現場・利用者起点！」
答えは現場にあり、現場にしかない
名古屋大学 加藤博和 16/07/30
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まちなか：徒歩・自転車（コミュニティサイクル）と、エレベータ的
公共交通もしくはカーシェアリング（自家用車は入れない）

コミュニケーション（人間は人の間にいる）
ソーシャルキャピタル（地域力）
 共助（お互い様）
→ 経済効率優先社会の中、モータリゼーションとIT化によっ
て個人主義・合理主義が進むとともに失っていった「豊かさ」
「人間らしさ」そして「ふるさと」を取り戻すために・・・
→ だれでもたのしく「おでかけ」できることを当たり前とする公
共交通を「つくり」「守り」「育てる」ことこそ本流ではありませ
んか！
→ それが、コンパクトで個性的な自立した各小地域を結び、
全体としてＱＯＬの高い、持続可能な地域を支える



まちへの出入り：公共交通が主（自転車も可能とする）。クルマは
なるべく、郊外の駅（パークアンドライド）かまちの入口（フリンジ
パーキング）でせき止める（ロードプライシング、セルシステム）
いなか：クルマが基本。バス・パーソナルモビリティ等がサポート
物流：クルマが基本だが、鉄軌道でできるところは担当。
新しい手段の開発が必要か？
※IT代替で旅客交通は減らせても、物流は減らせない

むしろ増えるだろう
→将来的には物流がより深刻な課題に
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加藤博和

その実現はまず「現場であなたが動く」ことから始まります！
体がうずうずするでしょう！ 今日から早速動きませんか！
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検索

E-Mail: kato@genv.nagoya-u.ac.jp
facebook: buskato
公共交通戦略立案やコミバス・DRT導入、路線バス改
編などに各地の現場でボランティア参加しています。
意識を共有できる方々とならどこへでも出かけて協力し
ます！ ぜひ一緒に仕事しましょう！
東海３県の路線バス情報のページ
http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/bus/index.htm
東海３県（愛知・岐阜・三重）の路線バス情報、特に、山間地
域のバス・過疎バス・自治体運営バスなど、メジャーなメディア
では分からない情報を重点に提供
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