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① 事前準備 

１．運行状況の把握・評価【改善】 

３．地域組織の設立【改善・新規】 

 検討前に、公表されているコミュニティバス関係

の情報を把握することと、地域の交通ニーズを把握

することが重要です。 

 地域組織を中心に検討をおこな

います。そのため、市民（地域）が

地域交通への問題意識を持つこと、

地域が主体的に検討していく意志

が必要です。地域組織を設立する前

に、よく地域で話し合った上で、検

討の進め方などについて、市に相談

しながら進めます。 

 「地域組織」の設立は、市への「登録書」の提出

をもって、正式な設立とします。 

 なお、行政提案型の場合は、協議への参画を了承

した自治会が「地域組織」と同じ役割を担います。 

●地域ニーズ等の把握方法は？ 

（近隣の自治会での聞き取り、 

市へ寄せられた要望・意見の集約） 

＜運行改善の判断＞ 

●運行改善の検討に必要な情報は？ 

●改善・導入の判断基準は？ 

＜軽微な変更の場合の措置＞ 

●ガイドラインに沿って進めるべき？ 

（現状の運行経路上でのバス停の移設、 

運行本数の変更がないダイヤ調整など） 

＜検討地域の要件＞ 

○交通不便地域である 

○一般路線バス網の補完となる（競合しな

い路線） 

○市民生活に密着した施設（駅・病院・商

業施設・金融機関・公共施設等）へのア

クセスが容易になる 

○【改善】近隣に既存のコミュニティバス

路線が運行している 

●ほかの要件は？ 

＜市の支援内容＞ 

○地域組織へのコミュニティバスに関する説明会 

○地域組織の検討会への参加や、技術的助言 

○検討に必要な関連情報の提供 

○交通事業者等の関係者との調整 

○各種調査の実施・回収・集計・分析など 

市民（地域） 
 公表された利用・収支状況の確認 

交通事業者 

 市へ利用者数等の報告 

市（行政） 
 利用状況、収支状況の確認と公表 

市（行政） 
 地域ニーズ等を 

事業者へ情報提供 

市（行政） 
 市民への適宜 

アドバイス 
交通事業者 

 市から報告された 

地域ニーズ等の確認 

市民（地域） 
 

 
 地域組織の体制を市へ提出 

市（行政） 
 地域組織の体制の 

受理、審査 

 地域組織の設立 

市民（地域） 
 地域組織、自治会等で 

市からの相談を検討 

 地域ニーズ等の把握 

 検討の発議 

 検討地域の設定、条件整理 

（【改善】運行経路見直し） 

市民（地域） 
 市への相談 

市（行政） 
 地域への相談・ 

説明会など 

★ 市民発意型 ★ ☆ 行政提案型 ☆ 

 【改善】協議への参画 

 【新規】地域組織の設立 

 【新規】地域組織の設立支援 

＜地域組織の要件＞ 

●構成員の最低人数は？（代表者１名） 

●構成員は？ …地域の住民（自治会への加入の有無）、 

地域内で営業する企業や商店等の関係者等 

●代表者（活動の連絡窓口）は、自治会長などの 

組織の長が担当するべき？ 

●検討内容がぶれないために、目標は必要？ 

●構成地域は、自治会単位、町丁単位に限らない？ 

○コミュニティバスの運行を協働して進めていく 

意志がある 

○周辺の自治会等との連携が取れ、地域の代表として 

活動できる組織である 

○地域組織の連絡体制を構築 

 検討の進め方について、沿線地域

の地域組織や自治会を通して、市民

（地域）に相談しながら進めます。 

２．地域組織設立の準備【改善・新規】 

※地域組織は、コミュニティバスを協働で運行していくための地域の窓口ですので、＜地域組織の要件＞は、地域の実情に 

 応じて取り組める大枠を示すことが大切です。 

（例）構成員は、定期的に活動できるメンバー５～７人、代表者などの役割分担、自治会等に関係なく近隣地域での組織など。 
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１．運行改善案・運行経路案の検討【改善・新規】 

２．改善計画素案・運行計画素案の作成【改善・新規】 

３．需要調査の実施、分析、事業採算性の検討【改善・新規】 

４．改善計画書・運行計画書の作成【改善・新規】 

 運行経路の区間すべての自治会等からの同意を

得ながら、運行案を作成します。運行案は、同意

が得られるまで修正します。 

＜運行経路の考え方＞ 

●運行地域・経路の条件は？…最寄り駅・ 

病院・商業施設・公共施設等 

○運行内容（定時運行を確保するため 

１便３０分前後） 

●既存バス路線との競合を回避…競合 

ケースは？ 

○転回場所（起終点で車両が転回できる、

運転手が使用できるトイレ） 

 運行案の審査終了後、＜運行基準＞を検討して、

詳細な計画素案を作成します。 

☆ 行政提案型 ☆ 

＜運行基準＞ 

○運行間隔（▲▲時間▲▲便） 

○時間帯（午前▲▲時台～午後▲▲時台） 

○運賃（１００円、一般路線バスと同じ運賃体

系、割引制度） 

○バス停間隔（原則２００ｍ、道路状況・土地

利用状況・近隣住民の意向等を考慮） 

○運行形態（定時定路線） 

○車両（現行車両、小型バス、バリアフリー化

されたバス） 

 運賃収入を試算するため、需要調査を実施

します。需要調査は、計画素案の沿線地域の

住民へのアンケート調査と地域組織への聞

き取り調査です。需要調査は、市の予算の範

囲内で、より必要性が高いと考えられる地域

から順次、実施します。調査結果の分析は市

がおこない、結果を地域組織に公表します。 

 計画素案を基に運行経費を試算し、＜実証

運行の実施要件＞を満たしているかを確認

します。 

 計画素案を基に、市が計画書を作成します。関係機関と協議をおこない、警視庁立会

いの下、交通事業者が実車を用いて最終確認し、運行経路を決定します。確認の結果、

安全性の確保が必要な箇所については、交通安全対策を実施します。 

＜関係機関との調整＞ 

○道路幅員・道路形状・交通規制（運行に関する了解、改良に対する見通し） 

○バス停の新設・廃止（沿線住民の理解が得られている） 

○既存の公共交通事業者との調整等（既存の公共交通と重複する場合） 

 市が作成した計画書を地域公共交通会議に諮ります。地域公共交通会議では、関係者間の協議により計画を精査し、１年間の実証運行

の実施の可否を判断します。ただし、交通事業者による自主運行となった場合は、報告事項となります。 

 

 

 計画素案の作成 

市民（地域組織） 市（行政）  【改善】 

 運行案の作成 

 道路状況等の確認 

（【改善】運行経路見直し） 

 道路幅員・規制の確認 

 運行経路上の自治会等の同意 

市民（地域組織） 
 運行案を市へ提出 

市（行政）  【改善】 

市（行政） 
 計画素案の作成に 

対する技術的支援 

★ 市民発意型 ★ 

② 改善計画・運行計画の作成（提案） 

市民（地域組織） 

市（行政） 
 運行案の受理、審査 

市民（地域） 【改善】 
 協議への参画 

市民（地域） 【新規】 

交通事業者 

 計画書の作成支援 

 計画内容の確認、 

自主運行の可否判断 

市（行政） 
 需要調査の実施、 

分析、収支の試算 

市民（地域組織） 
 需要調査への協力 

市（行政） 
 計画書の作成 

 交通事業者への情報提供 

市民（地域） 【新規】 

市（行政） 
 道路状況の確認に 

対する技術的支援 

（【改善】運行 

  経路見直し） 

５．地域公共交通会議での協議（実証運行実施の可否） 

市民（地域） 【改善】 
 協議への参画 

＜実証運行の実施要件＞ 

●アンケートの最低回収率・回答数は？ 

（地域の関心の高さ、調査結果の精度） 

●１路線あたりの最大収支差額はいくら 

まで？ 

●試算収支率が（前年度の）実績収支率 

以上？ 

収支率＝運賃収入÷運行経費（初期 

導入費を含まない経常経費） 
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 地域公共交通会議において改善運行・

本格運行へ移行する判断となったら、 

改善運行・本格運行への準備を進めて 

いきます。 

 実証運行を経て、地域組織でバス停 

などのインターフェースに改善が必要 

な場合は、実証運行時の準備と同様に、

協働で準備します。 

４．地域公共交通会議での協議（改善運行・本格運行実施の可否） 

③ 実証運行（改善運行への移行・終了）（本格運行への移行・継続・終了） 

市（行政） 
 実証運行を交通事業者に依頼 

 関係者との調整 

市民（地域組織） 
 実証運行の周知 

交通事業者 

 実証運行の事業計画の認可申請 

２．実証運行の実施【改善・新規】 

１．実証運行の準備【改善・新規】 

３．実証運行中の調査・分析【改善・新規】 

５．改善運行・本格運行の準備【改善・新規】 

市（行政） 
 改善・本格運行を交通事業者に依頼・選定 

 関係者との調整 

交通事業者 

 改善・本格運行の事業計画の認可申請 

市（行政） 
 実証運行中の調査、分析の実施 

 実証運行の収支実績の確認 

市民（地域組織） 
 実証運行中の調査への協力 

交通事業者 

 市へ利用者数 

等の報告 

 市は、実証運行開始から半年間の利用状況と収支状況、調査結果を公表し、運行実績を確認し、地域公共交通会議に報告します。

地域公共交通会議では、実証運行結果を精査して、改善運行・本格運行への実施、実証運行の終了などを判断します。 

 ＜移行条件＞を満たさない場合は、実証運行終了時点で【改善】は実証運行前の運行への切り替え、【新規】は終了となります。

ただし、運行実績が＜移行条件＞を満たしていないものの、期間延長等の特例措置をおこなう場合や、利用実態調査の結果などに 

対応する必要が生じた場合は、市民（地域組織）、市（行政）、交通事業者、所轄警察などの関係者と協議し、運行内容（運行経路、

運行時間帯等）の見直し案を作成します。地域公共交通会議で見直し案による改善運行・本格運行の実施の可否を判断します。 

 地域公共交通会議において実証運行

を実施する判断となったら、「計画書」

に沿って実証運行の準備を進めていき

ます。 

 交通事業者による国土交通省への事

業許可申請と並行して、バス停の製

作・設置などの準備を協働でおこない

ます。そのため、利用者にわかりやす

いインターフェースを心がけた案を出

し合い、検討します。 

 運行に必要な車両を新規調達する 

場合は、最低３～４ヶ月程度かか 

ります。 

 １年間の実証運行が開始されたら、

地域組織が主体となって、様々な利用

促進を検討し、交通事業者や市と協働

で実施します。また、地域組織を通じ

て、バスの運行を円滑におこなうため

に必要な活動をします。 

 実証運行開始後に、地域組織や運行

経路沿線の自治会等の協力を得て、利

用実態調査を実施し、「コミュニティ

バスの利用者層や利用目的が運行目

的に合致しているか」、「コミュニティ

バスの運行により沿線住民の交通不

便な状況が解消されたか」などを検証

します。 

●地域に周知を図る方法は？ 

（チラシ・パンフレット等の配布、 

 ポスターの掲示など） 

○申請から許可までの標準

処理期間は、約２ヶ月程度 

○バス停の地先居住者や、 

駅前広場への進入等の調整 

○実証運行に必要な予算を確保 

○運行する交通事業者の条件は、 

【改善】運行している交通事業者、 

【新規】一般乗合旅客自動車運送 

事業許可（道路運送法第４条）を 

取得できる交通事業者 

○実証運行中の収支差額（運行経費から運賃収入

を差し引いた額）を補助金として事業者へ支出 

●運行を円滑にするための活動は？ 

（バス停周辺の清掃、運行経路上の 

 違法駐車への注意活動など） 

＜改善運行・本格運行への移行要件＞ 

●１便あたりの最低輸送人員？ 

●収支率の前年度比較？ 

●１路線あたりの最大収支差額？ 

交通事業者 

 実証運行の実施 

市（行政） 
 実証運行の実施 

市民（地域組織） 
 バスの利用 
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３．地域公共交通会議での協議（運行継続の判断） 

④ 改善運行（継続・取消）・本格運行（継続・改善・廃止） 

１．改善運行・本格運行の実施【改善・新規】 

市民（地域組織） 
 改善・本格運行の周知（バスの利用） 

交通事業者 

 改善・本格運行の実施 

２．運行継続に向けたサポート（調査・分析）【改善・新規】 

市民（地域組織） 
 利用状況の確認、協議 

市（行政） 
 改善・本格運行中の利用状況、収支実績の確認 

交通事業者 

 市へ利用者数等の報告 

４．改善運行・本格運行後の利用促進【改善・新規】 

 地域公共交通会議において改善運行・ 

本格運行を実施する判断となったら、 

改善運行・本格運行を実施します。 

 実証運行に引き続き、バスの運行を 

円滑におこなうために必要な活動や、 

利用促進を実施します。 

 コミュニティバスの運行を継続するため

には、定期的に利用促進に取り組むことが

必要です。 

 改善運行・本格運行後も、コミュニティバスが市民にとって

「自分たちのバス」として継続的に運行できるよう、地域で取

り組める内容を検討し、計画・実行・評価・改善ができる仕組

み（ＰＤＣＡサイクル）を構築し、利用促進に取り組みます。 

●利用促進例は？ 

（沿線地域へのチラシ等の配布、 

 沿線主要施設へのポスター掲載、 

 町内・家族への利用の呼び掛け、 

 地元企業への協力の呼び掛け） 

 １年ごとに、利用状況や収支状況、アン

ケートなどの調査結果を地域公共交通会議

に報告します。会議で運行実績の検証をお

こない、運行継続の可否を判断します。 

 ２年間続けて＜運行継続条件＞を満たさ

ない場合は、廃止の検討もおこないます。

また、計画の事業性を評価し、交通事業者

による自主運行の可能性を検討します。 

●利用促進例は？ 

（市民・企業などを対象とした 

 啓発活動、バス走行環境の改善） 

●利用促進例は？ 

（バス走行環境の 

 改善箇所を市への要望） 

運行状況の 

把握・評価を継続 

運行改善の検討 運行廃止の検討 

地域組織に 

運行改善の意思が 

ある 

＜運行継続要件＞ 

を満たす 

Yes Yes 

No No 

 

 利用促進の取り組みの継続 

市民（地域組織） 

市（行政） 交通事業者 

○利用状況や収支状況が悪化している 

場合は、アンケートなどの調査をする 

 

＜継続的取り組み＞ 

○地域組織の主体性が維持されている 

○地域組織の継続 

○利用促進の活動などをしている 

○バスを取り巻く社会情勢が 

変わった場合には、 

＜運行継続要件＞を見直す 

＜運行継続要件＞ 

●１便あたりの最低輸送人員？ 

●収支率の前年度比較？ 

●１路線あたりの最大収支差額？ 

●地域組織による実績・効果のＰＲ 


