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(1)将来の車運転への
不安

●急増する高齢ドライバーの事
故～今後は免許返納へ加速

●実は運転をやめたい、控えた

い高齢者～「長距離」「高速
道路」「街中」「夜間」「雨
天」は運転したくない

●車のない不便さより自分が加
害者になることへの恐怖

マイカー依存社会は無理の上
に成り立っている～5年後・10
年後に向けた公共交通への期
待は大きい

しかし「今」はクルマの運転
に困っていないところに課題
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(2)見えてきたマイカー社会の限界

無理がある送迎に頼った移動
• 送迎で一見成立する移動～しかし送迎はする方も、してもら
う方も負担が大きい

• 地方では高齢者が高齢者を送迎している実態～10年後の面倒
を誰が見る

マイカー社会に合わせた地域の構造変化
• 集客施設・公共施設の配置／空洞化する市街地
• 点と点だけを結ぶマイカー～街に人が滞留せずまちの活気が
失われていく

もうひとつの危機的要素～スタンドが消える！
• 人口減少による需要減＋車の燃費向上＋地下タンクの改修＝
小規模ガソリンスタンドの経営が成り立たない

• これを機に店を閉める高齢経営者～大規模セルフスタンドに
集約される傾向～ガソリンを入れに遠くまで走る時代
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(3)地域公共交通を取り巻く社会の変化

少子高齢社会の進行と移動
• 都市部でも進む高齢化～1980年代までに開発された住
宅団地・ニュータウンの高齢化

• 高齢化が進む前にはわからなかった移動環境の脆弱さ～
坂道や階段・狭隘な道路

• 自転車にも怖くて乗れない環境
• 少子化にともなう児童生徒数の減少～学校統廃合にとも
なう遠距離通学
人口減少と交通空白
• 全国的に進む人口減少～一部の都市圏以外過疎化の進行
• 減少した需要に見合った交通サービスの提供
• 交通空白地域・交通不便地域の存在
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(4)バス・タクシー事業に
おけるドライバー不足と
高齢化

●ドライバーの高齢化・後継者不
在で撤退するタクシー事業所～
最寄タクシー営業所まで30～
40kmもザラ
●需要があっても、計画に新たな
路線新設や延長が示されても、
どこかを減らさなければできな
い
●行政からの委託（コミュニティ
バスなど）も受けられない
●大都市圏でも始まった“ドライ
バーが回らない”ための減便

このままでは本当にみんなが公
共交通を必要とする5～10年後ま
でもたない～地域の事業者育成
は社会全体の問題
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(5)コミュニティ交通の考え方

コミュニティ交通の背景
• 高齢化社会に対応したきめ細かな交通手段の不足
• 大量集約輸送をしなければならない既存乗合バスの限界
• 狭隘道路などの技術的課題～小型バスでよりキメ細かく
• 単位需要小～採算性は望みにくい
• 乗合バスの撤退などによる「交通空白地域」の拡大
コミュニティ交通の利用実態と効果
• 主たる利用者はほかに交通手段をもたない高齢者～高齢
者の外出支援に功績
• 住民のモビリティ確保に行政が直接関わったことの効果
• 短距離かつ坂道などの需要発生環境があるところが高利
用率

2019/07/22

6



コミュニティバス・コミュ
ニティタクシーとは…

「コミュニティバス（タク
シー）」に正式な定義はなし～
実態からおおよその概念をつか
むと…

市町村が何らかの形で関わり

一般的に財政支援を背景とし

既存の交通機関で対応できない
小規模需要をカバー

少子高齢社会のモビリティを高
める社会的サービスと位置づけ
られた乗合バス

「地域で支え育てる」のが本当
の『コミュニティ』バス（タク
シー）かも

⇖住民主体でつくりあげた兵庫県西宮市生
瀬地区「ぐるっと生瀬」
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黎明期のコミュニティバス

実は1980年代から自治体主導で
走っている武蔵村山市市内循環バ
ス～コミュニティバスの嚆矢

武蔵野市「ムーバス」の成功がコ
ミュニティバスブームに火をつけ
た～ただし功罪も
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(6)みんなでつくり育てる
コミュニティ交通

●小規模交通になればなるほど事
業性は見込めない～財政投入に
も全市民的な支持を得にくい～
だからこそ地域住民自身が関わ
り本気で取り組む必要
●少子高齢化、過疎化、社会基盤
の脆弱化などを背景に交通問題
への危機意識は常に高い
●きっかけさえつかめれば主体的
な動きができる住民は多い
●スタートすれば行政の支援（お
金だけではない）と的確なアド
バイザーさえいれば必ずうまく
いく

⇖住民が自発的に計画や利用促進に取り組
み、事業者と協力して試行から本格運行に
こぎつけ、3周年を祝った（さいたま市岩
槻区和土地区）
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さいたま市和土の住民主体のコミュニティ交通

和土住宅を中心としたメンバーがしばし
ば集まってコミュニティタクシーのあり
方を和気藹々に議論。市担当者も同席

地域住民の“マイコミタク”意識が強く、
タクシー事業者や地域の病院などの協力
体制が整った和土地区コミタク
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(7)山口市で考えてきたこと

• 行政が一方的に考え、つくったコミュニティ交通を与え
ても現実のニーズに合わないケースが多い

• 漫然と赤字の部分を100%行政が補助する仕組みでは誰
も何も考えず工夫もしない

• 地域のことは地域の人たちが主体的に考え、自ら作り上
げれば本当のニーズも満たし、自分たちの交通として利
用促進にもつながる

• 行政がやるべきことと地域がやるべきことの役割分担と
責任範囲を明確に～基幹交通は行政・事業者が整備

• 一生懸命取り組んだ地域に対し行政が一定の支援をする
～頑張った地域が報われる仕組み

• 継続と支援には基準を設定～収支率と乗車率に一定のラ
インを設け一定の期間の中で達成に向け努力
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地域住民が主体的
に関わる生活交通
●基幹交通の行き届かない地区

では地域住民との協働による
コミュニティタクシー

●運営組織・運行方式・ルー

ト・ダイヤ・運賃・増収策等
はすべて地域組織主体で議論
する

●コミタクを運営するラインに

達しない過疎地域においては
グループタクシー制度を併用

●すべての地域に公平に機会が

あり何度も繰り返し勉強会を
開催

⇖基幹路線のバスと地域のコミタクが結
節点で目の前で接続
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山口市のコミュニティタクシー

市民と市による勉強会を何度も繰り返し
徹底して地域交通のあり方や持続性など
を議論（阿知須・佐山地区勉強会）

その結果として事業者と協力し新たな生
活交通を確保 市は70%を上限に補助し
残りは地域で工夫（小郡地区）
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(8)みんなで十分に
議論する
ルート決定のポイント
●住民の本音のニーズはどこにあ
るのか～日常的に行くところと
たまにしか行かないけれど不便
という場所の違いは利用に確実
に出る
●期待値の入るアンケート結果は
割り引く～通っていれば便利だ
が本当に利用する?～15%の壁
●要望をすべて聞くと長大でわか
りにくい路線に～乗りたいバス
にならない
●政治の道具にしない

●今は困っていないが将来は必要
～現在この意識が最も高い時期

⇖現在はここまで狭隘な道路への路線
設定は厳しい（杉並区）
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みんなで十分に議論
する
技術的制約は避けて通れない
●道路条件による制約は無視で
きない（通行可能と許可如何
は別）
●危険・騒音などの苦情～以前
よりも厳しくなった警察の実
査
●車両は小さくなっても制約は
残る～警察とはしっかりと相
談する
●停留所の設定は最も苦労（み
んな近くに停留所は欲しいが
真ん前は困る）

⇖八王子市旭ヶ丘の傾斜のきつい住宅地
で狭隘路のためセダンタクシーで実証
運行したコミュニティタクシー
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みんなで十分に議論
する
運行形態の選択
●利便性を追求すれば切りがない
～ここにも行きたい・本数を増
やしたい・土日も欲しい～どこ
まで実現可能か十分に議論
●どんなニーズを最も重要視する
か
●持続性に影響するのは収支（コ
スト構造）～限られた資源
（人・車両・資金等）をいかに
活用するか
●地域の「身の丈」を考える

●コミュニティ交通は万能ではな
い～欲張ると誰にも使いにくい
ものに

⇖医療機関は比較的協力的～病院の玄関前
まで（福岡県小郡市）
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車両を小さくする～
それゆえの課題も
●通行可能な地区は増える（小

型バスでも入れない狭隘区間
など）～ただしそれでも制約
はあり

●入れる地域が増える～大きく
なる要望にどう対処するか

●輸送力が小さい～集中すると
乗り切れない

●定員が少ない＝収入には限界
～事業性は低い

●乗客同士が非常に近い～どこ

までその居心地に耐えられる
か

⇖常に発生する乗り残しに悩む小金井市
野川・七軒家循環
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(9)コミュニティ交通の現状と課題
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見直しの時期を迎えたコミュニティ交通

コミュニティ交通の課題(1)
• 高齢者の外出支援に効果～一方で伸びない利用、かさむ財政
負担に課題

• コンセプトをしっかり構築しニーズ調査を丹念に～政治色を
排除～誰のために走らせるのか

• 地域としての位置づけと行政の責任範囲を明確に～運賃や
コースに「ありき」を排す

• ブームに乗ってつくってしまったコミュニティバス／きちん
と考えずに拡大してしまった2路線目以降～フォローアップ
なき継続・拡大

• コミュニティ交通は万能ではない～欲張ると誰にも使いにく
いものに

• 特に「福祉」との境界は議論が必要～福祉機能と乗合交通と
しての利便性は必ずしも一致しない
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見直しの時期を迎えたコミュニティ交通

コミュニティ交通の課題(2)
• 既存路線バスとの重複・競合～路線バスの利用を蚕食～
本来路線バスとはコンセプトも機能も異なるはず

• どこまで手厚いサービスをすべきか～タクシー事業への
影響

• 市町村の行政区界に左右されるコミュニティバス～広域
ニーズとの関係・近隣同士の無駄

• コミュニティバス独自の手法の採用による地域アンバラ
ンス～ワンコイン運賃は利用しやすいが、安い運賃に対
して財政負担～運行されていない地域との不公平

• ではコミュニティバスを要望に応じて際限なく拡充でき
るか

• 外来者には情報がなく使えない
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(10)注目される
デマンド交通だが…

●個々のデマンドに対応した運行～より
ドアtoドアに近づけられる

●予約がなければ運行しない～“空気を
運ぶ”無駄を省くことができる

というメリットが広まっているが…

●複数のデマンドを同時に満たす～定時
性・速達性には一定の許容幅が必要

●1人でも予約があれば運行～回送など

空車運行はゼロにはならず効率化にも
限度

●乗合率が低く利用者にとっては「安い
タクシー」

需要がそれなりにあり輻輳する大都市圏に
は向かないシステム

⇖街中から約7km入った山間の集落まで
1人の利用者を送り届け、同じ距離を回
送で戻るデマンド交通
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(4)一方で最近見え
てきた課題
●取り組む地域住民の高齢化

→後継者をどう育てるか

●キーマンは必要だが…

→頼りすぎると続かない恐れ

●地区内人口の減少～利用者増
（＝収入増）の限界

→つねに運営や運行方法、負
担のしかたの見直しが必要

●地域事業者の人手不足や撤退
の恐れ

→地域事業者を育てることも

⇖住民主体で運営する大崎市（宮城）田
尻地区デマンドタクシーだが、利用者1
人の動向が乗車率に大きく影響
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おわりに
キーワードは「持続できるコ
ミバス・コミタク」
そのためには「地域交通は自
分自身の問題」
そして「行政・事業者・住民
が協働・責任分担し相互の信
頼関係をつくる」
さらに「乗ってみたい（高齢
者に優しさを、子供たちに楽
しさを、女性におしゃれ感・
清潔感を）、わかりやすい地
域交通へ」
「乗って育てる」公共交通

以上。
ありがとうございました。
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