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積極的な意見表明
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～答えは現場にある！現場にしかない！～～答えは現場にある！現場にしかない！～

1.1. 目的の明確化目的の明確化

答えは現場にある！現場にしかない！答えは現場にある！現場にしかない！

2.2. 適材適所適材適所2.2. 適材適所適材適所

これらを浸透させるために、これらを浸透させるために、

地域 事業者 自治体は地域 事業者 自治体は
3.3. 一所懸命一所懸命

地域・事業者・自治体は地域・事業者・自治体は

どうしなければならないのか？どうしなければならないのか？

4.4. 組織化組織化

55 カイゼンカイゼン5.5. カイゼンカイゼン
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 市町村が、市町村運営バス（コミュニティバス）路線の
役割で重視する項目＜中部運輸局調査 2009＞役割で重視する項目＜中部運輸局調査、2009＞

 １位：公共交通空白地対応１位：公共交通空白地対応

２位：廃止代替対応２位：廃止代替対応 ２位：廃止代替対応２位：廃止代替対応

 ３位：移動制約者対応３位：移動制約者対応、目的・機会確保対応

「公共交通空白地」「廃止代替」 お客様を見ない まさに→ 「公共交通空白地」「廃止代替」・・・お客様を見ない、まさに
供給者側の自己満足発想

→ 「移動制約者」・・・発想はよいが コミバス運行で対応できる→ 「移動制約者」・・・発想はよいが、コミバス運行で対応できる
か？

→ 福祉とは 生活交通とは 住民が保証されるべき機会・QOL→ 福祉とは、生活交通とは、住民が保証されるべき機会・QOL
とはどのようなものかがきちんと考えられていない

→ ましてや、利用者数や収支率（営業係数）、住民参加状況をましてや、利用者数や収支率（営業係数）、住民参加状況を
「供給の条件」にするのは誤り（供給方法検討ならいいが）
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南紀広域バス「熊野古道瀞流荘線」
（三重県熊野市・御浜町、三交南紀交通委託）2003.7.19運行開始

※※熊野市紀和町（熊野市紀和町（0505年年1111月月11日合併）日合併）
人口人口1,7001,700人、老年人口比率人、老年人口比率54%54%
熊野市中心部までクル で熊野市中心部までクル で4040分分熊野市中心部までクルマで熊野市中心部までクルマで4040分分

番のテ マ 高校生が自宅通学できるか？番のテ マ 高校生が自宅通学できるか？一番のテーマ：高校生が自宅通学できるか？一番のテーマ：高校生が自宅通学できるか？

公共交通整備で地域消滅を食い止める！公共交通整備で地域消滅を食い止める！公共交通整備で地域消滅を食い止める！公共交通整備で地域消滅を食い止める！
（県がリードした路線でもある）（県がリードした路線でもある）

Photo  Etok
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ライフラインとしての公共交通ライフラインとしての公共交通-- ライフラインとしての公共交通ライフラインとしての公共交通 --

 仕事、コミュニケーション、物資調達・・・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「おでかけ」できなければ 生活は できないか大幅に「おでかけ」できなければ、生活は、できないか大幅に「おでかけ」できなければ、生活は、できないか大幅に
制限される制限される
「 なが ている」「いざというとき使える」という安心感「 なが ている」「いざというとき使える」という安心感 「つながっている」「いざというとき使える」という安心感「つながっている」「いざというとき使える」という安心感

 クルマが使えないと生きていけない世の中でいいか？クルマが使えないと生きていけない世の中でいいか？
だれでも乗れる「おでかけ」手段はだれでも乗れる「おでかけ」手段は→→ だれでも乗れる「おでかけ」手段はだれでも乗れる「おでかけ」手段は
QOLQOL（生活の質）を保障し、（生活の質）を保障し、
PPKPPK（ピンピン リ）も確保（歩かないと不健康）（ピンピン リ）も確保（歩かないと不健康）PPKPPK（ピンピンコロリ）も確保（歩かないと不健康）（ピンピンコロリ）も確保（歩かないと不健康）

→→ そのために「だれでも乗れる」公共交通が必要？そのために「だれでも乗れる」公共交通が必要？そ ために だれでも乗れる」公共交通が必要？そ ために だれでも乗れる」公共交通が必要？
→→ でも、使えるなら、クルマの方が便利では？でも、使えるなら、クルマの方が便利では？
→→ 不便で儲かっていない公共交通を不便で儲かっていない公共交通を
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不便で儲か て な 公共交通を不便で儲か て な 公共交通を
わざわざ維持する必要があるのか？わざわざ維持する必要があるのか？

まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」
考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる
まさに「供給者目線」まさに「供給者目線」

考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる考え直さないと見捨てられる
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 クルマは既に半自動時代クルマは既に半自動時代
 オートマで運転は楽
 カーナビに従って運転すれば目的地に行ける
 ITS推進で 事故防止も渋滞回避もエコドライブも進む ITS推進で、事故防止も渋滞回避もエコドライブも進む

 それに比べ、それに比べ、いちいち調べないといけない公共交通はいちいち調べないといけない公共交通は
面倒極まりな面倒極まりな面倒極まりない面倒極まりない
 鉄道でさえわかりにくいのに、バスではお手上げ

 そもそも、案内が貧弱（分かりやすくする気がない？）そもそも、案内が貧弱（分かりやすくする気がない？）
 一見さんお断り？（今の乗客だけ見ていれば減るのは当然）
 「輸送」＝”乗せてやる“。クルマがなかった時代の発想
 せっかく改善しても、利用者に伝わらなければ意味がない

→ では「分かりやすい」とはどういうことか？
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 何に使えるか思い浮かぶようにする何に使えるか思い浮かぶようにする

愛称でなくキャッチフレーズが大事（愛称は車両につける） 愛称でなくキャッチフレーズが大事（愛称は車両につける）

 基本コンテンツ（系統・ダイヤ・乗降施設・車両）をわかりやす
さの観点からをつくりこむ（ヘッドダイヤ 目的が分かるダイヤ）さの観点からをつくりこむ（ヘッドダイヤ、目的が分かるダイヤ）

 路線名・行先名で訴求させる（ような路線にする）

 車両やシステムを先に決めてからコンテンツをつくるのは最悪

 メニューが大切（ゴチャゴチャ書かない、売りを明確に示す、 メ が大切（ チャ チャ書かない、売りを明確に示す、
大書すべきは停留所名や愛称ではない）

 ITSITS（インテリジェント交通システム）が広げる可能性（インテリジェント交通システム）が広げる可能性 ITSITS（インテリジェント交通システム）が広げる可能性（インテリジェント交通システム）が広げる可能性

 「お客様が知りたいこと」を提供できる情報案内システム

 「お客様が求めることをつかむ」運行・利用情報収集システム
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 他社でなく「お客様の声」を見る 他社でなく「お客様の声」を見る

 できないことについての言い訳を言わない

「公共 にあぐらをかかな 「公共」にあぐらをかかない

 人にしかできないことを人にやってもらう

 「やらされる」から「おもてなし」へ

 プレゼンス（存在感）→選択肢として認識させる プレゼンス（存在感） 選択肢として認識させる

 お値打ち感（値段のわりに満足）

対前年比プラスという数字を見たことがない、利用が減る対前年比プラスという数字を見たことがない、利用が減る
ほど税金が還付される、という負け犬根性から抜け出せ！ほど税金が還付される、という負け犬根性から抜け出せ！
（それを促す国 自治体の態度や制度づくりも重要）（それを促す国 自治体の態度や制度づくりも重要）
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（それを促す国・自治体の態度や制度づくりも重要）（それを促す国・自治体の態度や制度づくりも重要）

和歌山電鐵株式会社常務執行役員
兼貴志駅スーパー駅長
「たま」女史

「かわいい」と言っている場合ではない！「かわいい」と言っている場合ではない！かわいい」と言っている場合ではない！かわいい」と言っている場合ではない！
何と、駅長・役員は猫でも務まる時代に・・・何と、駅長・役員は猫でも務まる時代に・・・

•「たま」や「アテンダント」だけで守れたわけではない

••基本コンテンツ基本コンテンツ（ダイヤ（ダイヤ・駅駅・車両車両および他モードとの連携）他モードとの連携）
の抜本的改善による利便性向上を基盤に、地域での地域での存在存在
感醸成感醸成（これが猫に企画できるか？）（これが猫に企画できるか？）

（廃止か否かではなく）再生するか否かは紙 重の差（廃止か否かではなく）再生するか否かは紙 重の差（廃止か否かではなく）再生するか否かは紙一重の差（廃止か否かではなく）再生するか否かは紙一重の差
→→ 地域がその路線に存在意義を見いだし、地域がその路線に存在意義を見いだし、

自分たちで守ろうとしたか？自分たちで守ろうとしたか？
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自分たちで守ろうとしたか？自分たちで守ろうとしたか？
事業者もやる気満々で取り組もうとしたか？事業者もやる気満々で取り組もうとしたか？

 モノが来てくれればいい？（通販、移動販売車など）

 ITを使えばいい？（SOHO、テレビ会議、チャットなど）

「おでかけ」は、地域を魅力的にするための方法の１つ

やるなら「乗って楽しい」「降りても楽しい」「乗って楽しい」「降りても楽しい」を目指す必要やるなら「乗って楽しい」「降りても楽しい」「乗って楽しい」「降りても楽しい」を目指す必要

乗 て楽し乗 て楽し 交通手段自体に魅力がある 乗って楽しい乗って楽しい：交通手段自体に魅力がある

 降りても楽しい降りても楽しい：必要なところや行きたいところに行ける

名古屋大学 加藤博和 12/11/06 11



限られた地域に便益をもたらす「地域公共交通」を限られた地域に便益をもたらす「地域公共交通」を
よりよいものとするためにはよりよいものとするためには 地域の主体的な参画地域の主体的な参画が必須が必須よりよいものとするためには、よりよいものとするためには、地域の主体的な参画地域の主体的な参画が必須が必須
（与えられるものと考えてはいけない）（与えられるものと考えてはいけない）

→ 地域ニーズの把握地域ニーズの把握をきっかけに たくさんの人に利用され 喜んたくさんの人に利用され 喜ん→ 地域ニ ズの把握地域ニ ズの把握をきっかけに、たくさんの人に利用され、喜んたくさんの人に利用され、喜ん
でいただけるものをどうつくり出すかでいただけるものをどうつくり出すかが問われる
（「それを走らせること」自身を目的としてはいけない）

→ そのためには、地域を知り、地域に入り込み、地域を巻き込んで地域を知り、地域に入り込み、地域を巻き込んで
取り組まないといけない。取り組まないといけない。そのプロセスを経験することで、まちづくり
・むらおこしの手がかりをつかむことができる・むらおこしの手がかりをつかむことができる

→ いい地域公共交通づくりは、地域住民のライフスタイルを変え、地域住民のライフスタイルを変え、
魅力を高め、魅力を高め、ひいては持続可能な地域をつくり出す持続可能な地域をつくり出す魅魅

→→ これこそが地域公共交通の「存在意義」であり「付加価値」これこそが地域公共交通の「存在意義」であり「付加価値」

地域自らが地域自らが公共交通をよくする取り組みが、公共交通をよくする取り組みが、
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地域をよくすることにつながる地域をよくすることにつながる
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赤字路線を維持するためには赤字路線を維持するためには

 一般に、コミュニティバスを運行するためには、年間数千

赤字路線を維持するためには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当然、だれかが尻ぬぐいしなければならない

 般に、コミュニティバスを運行するためには、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

バ を安 運賃 利用する 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保険料と自己負担の割合をどの程度にすべきか保険料と自己負担の割合をどの程度にすべきか保険料と自己負担の割合をどの程度にすべきか
（多くは自己負担が1～3割程度）
これだけの負担をしてバスを運行する意味があるの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
についての議論が必要

→ 基本は、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る
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••「企画・運営」と「運行」の分離「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：運行（受託）

→ 公営交通のように事業収支に
直接煩わされることがない直接煩わされることがない

••それによって可能となったそれによって可能となった
新しい基本コンテンツ設定新しい基本コンテンツ設定

東京都武蔵野市「ムーバス」

Photo M.Fukumoto
小回り循環、停留所間隔200m、
小型バス、100円運賃
旧弊な路線バスの概念を覆す（1995.11運行開始）

自治体による公共交通確保策の標準に

→ 旧弊な路線バスの概念を覆す
→ 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
→ しかし、表面的「サルマネ」によって、似て非なる非効率な
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しかし、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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「適材適所」「適材適所」
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バス
松阪市機殿・
朝見コミバス

フリー乗降フリー乗降

定時定時

定路線定路線

ダイヤ非固定ダイヤ非固定ダイヤ固定ダイヤ固定

名古屋大学 加藤博和 12/11/06

大大小小
ダイヤ自由度ダイヤ自由度

15



市之倉トライアングルバス
（岐阜県多治見市市之倉地区、(株)コミュニティタクシー運行、2008.4.2運行開始）（岐阜県多治見市市之倉地区、(株)コミュ ティタクシ 運行、2008.4.2運行開始）

中心部

＋＋

ＳＣＳＣ

役場役場 人口が低密人口が低密
な郊外地域な郊外地域

施設の集中施設の集中
郊外部

施設 集中施設 集中
する中心地する中心地

•中心地と周辺部を結ぶ会員制デマンドバス（区域運行許可）
•事前予約制。ダイヤあり
立ち上げ時は市の時限補助 現在は事業者自主運行（赤字）•立ち上げ時は市の時限補助。現在は事業者自主運行（赤字）
•自治会の協力を得て運行内容を見直し
•近くのスーパーへの便を新設し利用多い

名古屋大学 加藤博和 12/11/06

近くのス パ の便を新設し利用多い
•企業協賛も得て採算確保をめざす（だから真っ白）
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地域住民と自治体の協働で成立した、9人乗りの「半」デマンド乗合サービス

松阪市機殿・朝見地区コミュニティバス
（事業主体：松阪市、運行主体：三交タクシー） 2008.7.14運行開始

Photo   松阪市役所

•地区の運行協議会
：ルート・ダイヤ等

•田園の中に数十戸単位の集落が十数カ所バラバラ
に点在。しかも、集落内の道路は狭く通り抜け不可ル ダイヤ等

検討、
利用促進活動

市 費用負担

に点在。しかも、集落内の道路は狭く通り抜け不可

•地区と市との話し合いの結果、定時定路線とデマン
ドを組み合わせた運行とする•市：費用負担 ドを組み合わせた運行とする

（定時定路線部分はなるべくまっすぐ走り、デマンド
部分はそこから飛び出した部分を運行）名古屋大学 加藤博和 12/11/06 17

「さんさんバス」フィーダー乗合タクシー
（愛知県みよし市、愛知つばめ交通委託）

2003.10.1～04.3.31実験運行、04.10.1本格運行開始

結節点にス結節点にス
＋＋

ＳＣＳＣ

結節点にスー結節点にスー
パーなどの施設パーなどの施設

ＳＣＳＣ

フィーダーフィーダー

幹線系バス幹線系バス
Photo M.Fukumoto

• コミバス「さんさんバス」は好調。
• それで埋まらない空白地域を 冗長で使いづらい路線を生むきっかけとなるコそれで埋まらない空白地域を、冗長で使いづらい路線を生むきっかけとなるコ
ミバス経路変更をせずに解消すべく生み出された、フィーダー型エリアデマンド
• さんさんバスと接続。乗り継ぎ無料。単独利用も可
• バス運行と同じタクシ 会社が受託しており その配車システムを流用 バス

名古屋大学 加藤博和 12/11/06

• バス運行と同じタクシー会社が受託しており、その配車システムを流用。バス
車内でも予約可

18

--道路運送法で「過疎地」とは、バス・タクシー事業者が道路運送法で「過疎地」とは、バス・タクシー事業者が

 富山県氷見市「ますがた」富山県氷見市「ますがた」（NPO法人八代地域活性化協議会）：マイクロバス

道路運送法で「過疎地」とは、バス タクシ 事業者が道路運送法で「過疎地」とは、バス タクシ 事業者が
（補助を出しても）相手にしてくれない地域のこと（補助を出しても）相手にしてくれない地域のこと--

富山県氷見富山県氷見 法 代 域活性 協議会
による会員制乗合運行。市中心部へ直行。収支が読める利点

 飛騨市河合町・宮川町「ポニーカー」飛騨市河合町・宮川町「ポニーカー」（北飛騨商工会）：クルマを持つ住民が
ボランティア運転手となりタクシー的輸送。運転手の高齢化が懸念ボランティア運転手となりタクシ 的輸送。運転手の高齢化が懸念

 神戸市北区「淡河（おうご）ゾーンバス」神戸市北区「淡河（おうご）ゾーンバス」（NPO法人上野丘さつき家族会）：福
祉施設の空き車両で地区内運行。昼の通院・買物便と夜の路線バス接続帰
宅便宅便

 静岡市葵区清沢地域「やまびこ号」静岡市葵区清沢地域「やまびこ号」（NPO法人フロンティア清沢）：乗用車で
路線バスフィーダーデマンド輸送

 浜松市天竜区佐久間町「ＮＰＯタクシ 」浜松市天竜区佐久間町「ＮＰＯタクシ 」（NPO法人がんばらまいか佐久間）： 浜松市天竜区佐久間町「ＮＰＯタクシー」浜松市天竜区佐久間町「ＮＰＯタクシー」（NPO法人がんばらまいか佐久間）：
全町NPOによるタクシー的輸送

松市や鳥取市 過 地有償運送 ち げ 運行 補助制度を※ 浜松市や鳥取市など、過疎地有償運送の立ち上げ・運行への補助制度を
つくる自治体も増加。連携計画やネットワーク計画に位置付ける自治体もある

※ ただし、バス形態で、市町村が支援してくれるのであれば、市町村有償運
送の方が有利な場合がある（会員制にする必要がなく、外来者も使える）

19名古屋大学 加藤博和 12/11/06



「一所懸命「一所懸命」」

-- お上に言われたからでなく、必要だから自ら行動する！お上に言われたからでなく、必要だから自ら行動する！ --

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

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

 それをそれを誰がどう支えるのか誰がどう支えるのかをを「地域自ら」決める「地域自ら」決める

○○「おでかけ」の保証水準と負担割合「おでかけ」の保証水準と負担割合は 自治体 地域がは 自治体 地域が○○「おでかけ」の保証水準と負担割合「おでかけ」の保証水準と負担割合は、自治体・地域がは、自治体・地域が

実情に合わせコントロール可能実情に合わせコントロール可能 （地域自ら決めるべき）（地域自ら決めるべき）

○○「お かけ を考える「お かけ を考える とは まちづくりを考えるとは まちづくりを考える○○「おでかけ」を考える「おでかけ」を考えることは、まちづくりを考えることは、まちづくりを考える

ことの大事な要素ことの大事な要素（地域全体の方向性を考える必要）（地域全体の方向性を考える必要）

→→自分たちが頑張ることで、さらに便利にすることができる自分たちが頑張ることで、さらに便利にすることができる

20名古屋大学 加藤博和 12/11/06

四国初の「住民主導型地域公共交通」

「応神ふれあいバス」（徳島市）
（事業主体：応神ふれあいバス運行協議会、運行主体：東丸タクシー）

•市北部
中心部と吉野 （幅 超 橋少

Photo 徳島市役所

•中心部と吉野川（幅1km超、橋少
ない）で隔てられ、公共交通不便
•町内にスーパーなし クルマがな•町内にスーパーなし。クルマがな
いと買物・通院困難

21名古屋大学 加藤博和 12/11/06

当初は市営バス乗り入れの運動

2008年頃から、行政に頼らない運行を計画（市営バスは経営問 年頃から、行政に頼らな 運行を計画（市営 は経営問
題でそれどころでなかった）

「走らせる会」会員は200人超に。世話人数名が運動を牽引

企業協賛を募り、試験運行（無償）を2010年5～6月に自力で実施。
利用多く好評

粘り強い取り組みを経て、市が地域公共交通総合連携計画に位
置付けし、補助を予算化

地域公共交通会議で認定。国の補助路線（フィーダー路線）にも
指定され、2011年12月6日有償運行開始

人乗りジ ボタク 週3回運行 往復9人乗りジャンボタクシー。週3回運行。4往復

1乗車300円、往復400円

年定期券 円（「サポ タ 券 乗らな も持 ）

22

1年定期券9,980円（「サポーター券」乗らない人も持っている）

名古屋大学 加藤博和 12/11/06 23名古屋大学 加藤博和 12/11/06



••目的意識目的意識

••段取り段取り

••明るいコミュニケーション明るいコミュニケーション

••大胆にして慎重な行動大胆にして慎重な行動（ここまでは個性）（ここまでは個性）••大胆にして慎重な行動大胆にして慎重な行動（ここまでは個性）（ここまでは個性）

••その人が動きやすくなるような地域の素地その人が動きやすくなるような地域の素地

→→キーパーソンは立場を問わないキーパーソンは立場を問わない

→→だれでもなれる可能性があるが、だれでもなれる可能性があるが、だれでもなれる可能性があるが、だれでもなれる可能性があるが、
どれだけ頑張ってもなれないどれだけ頑張ってもなれない

→→キーパーソン（＋その卵）を孤立させないことが重要キーパーソン（＋その卵）を孤立させないことが重要キ （ そ 卵）を孤 さ な と 重要キ （ そ 卵）を孤 さ な と 重要
→→みんなで取り組めて、その中で自然とキーパーソンもみんなで取り組めて、その中で自然とキーパーソンも
出てくるような「場」づくり（ルール、協議組織、ノウハウ）出てくるような「場」づくり（ルール、協議組織、ノウハウ）

名古屋大学 加藤博和 12/11/06

出 く うな 場」 くり（ 協議組織 ウ ウ）出 く うな 場」 くり（ 協議組織 ウ ウ）
ここに自治体の役割があるここに自治体の役割がある
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「一所懸命」「一所懸命」

交通事業者交通事業者交通事業者交通事業者

沿線企業等沿線企業等沿線企業等沿線企業等

人人人人
金金金金市町村市町村市町村市町村

沿線企業等沿線企業等沿線企業等沿線企業等

負担・支援負担・支援
方法は様々方法は様々

人人人人
地域公共交通地域公共交通
システムシステム

地域公共交通地域公共交通
システムシステム

心心心心 方法は様々方法は様々心心心心

口口口口

地域住民地域住民地域住民地域住民地域住民地域住民地域住民地域住民

利用者利用者利用者利用者
みんな対等である

名古屋大学 加藤博和 12/11/06 25

みんな対等である
ことがポイント

運営：運行内容の企画・立案運営：運行内容の企画・立案運営 運行内容の企画 立案運営 運行内容の企画 立案
運行：運転・運賃収受運行：運転・運賃収受
支援：ノウハウ提供支援：ノウハウ提供
応援：運行への協力・広報・営業応援：運行への協力・広報・営業

人：人材拠出人：人材拠出
応援：運行への協力 広報 営業応援：運行への協力 広報 営業

運賃（委託費）の支払運賃（委託費）の支払
運賃以外の提供（協賛金 寄付など）運賃以外の提供（協賛金 寄付など）金：資金拠出金：資金拠出 運賃以外の提供（協賛金、寄付など）運賃以外の提供（協賛金、寄付など）

建設的な意見建設的な意見
ゴ的な意見ゴ的な意見

金 資金拠出金 資金拠出

口：意見を言う口：意見を言う エゴ的な意見エゴ的な意見
苦情苦情

口：意見を言う口：意見を言う

存在を意識し、現状を認識存在を意識し、現状を認識
存在は意識存在は意識心：意識を持つ心：意識を持つ

名古屋大学 加藤博和 12/11/06 26

やれることをそれぞれやる。それらをうまく組み合わせる。

①公共交通を必要とする①公共交通を必要とする
地域住民の願いや活動

②理解し下支えする自治体②理解し下支えする自治体

③協力的であり あわよくば③協力的であり、あわよくば
新しいビジネスにしようと
する交通事業者す 交通事業者

④主体間の利害関係を調整する
デ ネ タ

「心」「心」を共有できる人たちが集まり行動できるを共有できる人たちが集まり行動できる「心」「心」を共有できる人たちが集まり行動できるを共有できる人たちが集まり行動できる

コーディネーター
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「場」「場」の必要性の必要性 →→ 自治体・自治体・NPONPOの役割の役割「場」「場」の必要性の必要性 →→ 自治体・自治体・NPONPOの役割の役割



 名張市名張市：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

松阪市三雲地区松阪市三雲地区
「た ち バ「た ち バ

月、「薦原」7月、「緑ヶ丘」09年4月、「美旗」12年4
月運行開始

 伊賀市伊賀市：「比自岐」コスモス号03年11月運行開始
（09年4月有償化）

「たけちゃんハートバス」「たけちゃんハートバス」
（（12/10/0112/10/01運行開始）運行開始）

 松阪市松阪市：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月運行開始
豊田市豊田市：地域バス「高岡」00年9月 「水源東」「保 豊田市豊田市：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月運行開始

 岐阜市岐阜市：ぎふっこバス06年10月4路線 08年6月4 岐阜市岐阜市：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路線運行開始

 一宮市一宮市：生活交通バス「萩原・大和」「千秋」07年 宮市宮市 生活交通 萩原 大和」 千秋」 年
11月運行開始

 関市関市：地域バス5地区で09年4月運行開始
 岡崎市岡崎市：「下山」09年3月、「形埜」09年11月、「宮
崎 年 「豊富 年 運行開始崎」09年12月、「豊富」10年3月運行開始

 豊橋市豊橋市：地域生活バス「東部東山線」08年7月、
「北部線」10年10月運行開始名古屋大学 加藤博和 12/11/06 28

おでかけおでかけ
coordinatecoordinate organizeorganizecoordinatecoordinate organizeorganize

役割役割--
公共交通公共交通戦略戦略の確立の確立公共交通公共交通戦略戦略の確立の確立••公共交通公共交通戦略戦略の確立の確立
‒「地域の一体感」「住民のQOL向上」「交流の拡大」を可能とするネットワーク
づくりの方向性と進め方を、担当者の個人プレーに頼らない形で確立
お かけ手段確保 「担 手 は問わな （ 担 手が出 くるしくみ そ

••公共交通公共交通戦略戦略の確立の確立
‒「地域の一体感」「住民のQOL向上」「交流の拡大」を可能とするネットワーク
づくりの方向性と進め方を、担当者の個人プレーに頼らない形で確立
お かけ手段確保 「担 手 は問わな （ 担 手が出 くるしくみ そ‒おでかけ手段確保の「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」）
‒おでかけ手段確保の「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」）

••ネットワークネットワークの維持発展の維持発展
‒各路線・サービスがバラバラにならないよう調整・連携
結節点整備（停留所 タ ミナル 駅広 P&R K&R）

••ネットワークネットワークの維持発展の維持発展
‒各路線・サービスがバラバラにならないよう調整・連携
結節点整備（停留所 タ ミナル 駅広 P&R K&R）‒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
‒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

••各交通システムの各交通システムの支援支援
‒「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

••各交通システムの各交通システムの支援支援
‒「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

名古屋大学 加藤博和 12/11/06 29

「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
「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

地域にある資源・・公共交通と地域にある資源・・公共交通とSTSSTSを組み合わせて交通システムを構築を組み合わせて交通システムを構築

長野県中川村長野県中川村 生活交通確保事業生活交通確保事業

 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

（村直営＋（村直営＋NPONPO過疎地・福祉有償、過疎地・福祉有償、2004.4.12004.4.1改編）改編）

の福祉輸送、ボラ輸送）を適材適所に組み合わせて再編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 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
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だれでも安心して暮らせる地域（生活交通）だれでも安心して暮らせる地域（生活交通）
 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
→ 「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（来訪交通）だれでも楽しくお越しいただける地域（来訪交通）
乗って楽しい、降りても楽しい、クルマに対抗できる（た乗って楽しい、降りても楽しい、クルマに対抗できる（た
まには乗る気になる公共交通
→ 「走っている」から「行きたくなる。住みたくなる」へ「走っている」から「行きたくなる。住みたくなる」へ

現状サービスで十分？現状サービスで十分？ 不足？不足？現 十現 十 足足
→→ まずは見直し。その上で予算再検討まずは見直し。その上で予算再検討

31名古屋大学 加藤博和 12/11/06



合併せずとも、公共交通は郡内一体で考える合併せずとも、公共交通は郡内一体で考える

北設楽郡公共交通活性化協議会北設楽郡公共交通活性化協議会

連携計画：北設楽郡地域公共交通
システム「おでかけ北設」の確立

（愛知県北設楽（愛知県北設楽<<きたしたらきたしたら>>郡設楽町・東栄町・豊根村郡設楽町・東栄町・豊根村））

システム「おでかけ北設」の確立
 ネットワークネットワーク

 「総力戦」：JR飯田線、豊鉄バス、各町村営バス、
タクシー、自家用有償運送をすべて扱う

 「コーディネート」：幹線・支線（端末）の定義とダイ
ヤ・路線のルール設定。幹線では町村営バスの相ヤ 路線のル ル設定。幹線では町村営 スの相
互乗入実施

 「適材適所」：各路線・地域への運行方法割り付け
 「シームレス」：結節点の案内表示・待ち環境整備 「シームレス」：結節点の案内表示・待ち環境整備

 品質保証品質保証
 通学・通院・買物移動を地域全域で確保

ブラ デ グブラ デ グ ブランディングブランディング
 バス停看板統一。総合時刻表。ゆるキャラ
 公共交通が地域を支えているという 公共交通が地域を支えて ると う
安心感醸成
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～答えは現場にある！現場にしかない！～～答えは現場にある！現場にしかない！～

1.1. 目的の明確化目的の明確化
 公共交通は持続可能なまち・人づくり、地球環境対応の手段

答えは現場にある！現場にしかない！答えは現場にある！現場にしかない！

 公共交通は持続可能なまち 人 くり、地球環境対応 手段
 現場・利用者起点。公共交通担当者は「ライフスタイル・クリエーター」
2.2. 適材適所適材適所
 固定観念に縛られず 地域の顕在・潜在ニーズを「澄んだ目」で見る 固定観念に縛られず、地域の顕在・潜在ニーズを「澄んだ目」で見る
 前例・迷信・外見・他地域の優良事例や自慢話に惑わされない
3.3. 一所懸命一所懸命

地域の 地域による 地域のための「地産地消 型交通 地域の、地域による、地域のための「地産地消」型交通
 お願い型・評論型から参画型・自律型への脱皮
4.4. 組織化組織化組織化組織化
 場づくり：連携・協働、必要十分な構成、行動が生まれる仕掛け
 方向性：調整（コーディネート）・企画・・・「戦略」確立が必要
 バラバラではダメ。ネットワークでないと機能しない バラバラではダメ。ネットワ クでないと機能しない
5.5. カイゼンカイゼン
 目的が明確であれば、評価基準も明確なはず
 徹底して現場 利用者起点に立つことこそよりどころとなる 徹底して現場・利用者起点に立つことこそよりどころとなる
 失敗を恐れるのでなく、対応を間違えないこと
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1. 情報提供

 今後はネット対応でないと 存在しないも同然 今後はネット対応でないと、存在しないも同然

 地域の人しか乗らないという一見さんお断り発想では地域
の人も乗らないの人も乗らない

2. 運行管理

 安全・安定運行は基本中の基本 安全・安定運行は基本中の基本

 運転手だけに責任を負わせない体制づくり

 「適材適所」の可能性を広げる

 PDCA（CAPD）を回すのに役立つ PDCA（CAPD）を回すのに役立つ

 繰り返しになるが、何が使えるかを考えるのは大事だが、これ
しかダメと決めつけるのは最も良くない（seeds-orientedでなくしかダメと決めつけるのは最も良くない（seeds orientedでなく
needs-drivenで）
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地域力（ソ シャルキャピタル）地域力（ソ シャルキャピタル） 地域力（ソーシャルキャピタル）地域力（ソーシャルキャピタル）

 人間は人の間にいる（コミュニティ）人間は人の間にいる（コミュニティ）

 共助（お互い様）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経済効率優先社会の中、モータリゼーションとITIT経済効率優先社会の中、 タリゼ ションと経済効率優先社会の中、 タリゼ ションと
化によって個人主義・合理主義が進むとともに失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」っていった「豊かさ」「人間らしさ」そして「ふるさと」って った 豊かさ」 人間らしさ」そして ふるさと」って 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・・・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だれでもたのしく「おでかけ」できることを当たり前→→ だれでもたのしく「おでかけ」できることを当たり前だれでもたのしく「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」ことこそとする公共交通を「つくり」「守り」「育てる」ことこそ
大本命ではありませんか！大本命ではありませんか！大本命ではありませんか！大本命ではありませんか！
要するに、皆さんの取組はまさに最先端！要するに、皆さんの取組はまさに最先端！
おでかけ確保という尊い仕事を通じておでかけ確保という尊い仕事を通じておでかけ確保という尊い仕事を通じて、おでかけ確保という尊い仕事を通じて、
一緒に世の中を明るくしましょう！一緒に世の中を明るくしましょう！
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加藤博和 検索検索

EE--Mail: kato@genv.nagoyaMail: kato@genv.nagoya--u.ac.jpu.ac.jp
加藤博和 検索検索

EE Mail: kato@genv.nagoyaMail: kato@genv.nagoya u.ac.jpu.ac.jp
公共交通戦略立案やコミバス・デマンド交通導入、
地域住民によるバス等検討 路線バス改編などに地域住民によるバス等検討、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。

「心」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！て協力します！ ぜひ 緒に仕事しましょう！

東海３県の路線バス情報のページ東海３県の路線バス情報のページ東海３県の路線バス情報の ジ東海３県の路線バス情報の ジ

http://orient.genv.nagoyahttp://orient.genv.nagoya--u.ac.jp/kato/bus/index.htmu.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

（本資料使用における注意）（本資料使用における注意）（本資料使用における注意）（本資料使用における注意）
※本資料の著作権はすべて制作者に帰属します。ただし、一部、他の
機関 個人が作成した図や 撮影した写真があります機関・個人が作成した図や、撮影した写真があります。

※自治体担当者・地方運輸局・交通事業者・コンサルタント・学識経験※自治体担当者 地方運輸局 交通事業者 ンサルタント 学識経験
者等、地域公共交通会議・法定協議会運営に関わる方々におかれまし
ては広くご活用いただけます。ただし、公の講義・講演・研修・書籍・論
文等への転載 および他への再配布は 必ず制作者の許可を得て行っ文等への転載、および他への再配布は、必ず制作者の許可を得て行っ
てください。

※本資料は 国土交通省の担当部局による監修を受けたものではあり※本資料は、国土交通省の担当部局による監修を受けたものではあり
ません。また、地方運輸局によっては見解や運用方針が異なることもあ
りますので、ご注意ください。

名古屋大学大学院環境学研究科 加藤 博和
kato@genv nagoya-u ac jpkato@genv.nagoya u.ac.jp
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