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第2章　地域の I TSの取組み

1. 地域ITSの潮流

　地域ITSの取組みで重要なことは、それぞれの地域の重要な価値の創出につながる
交通・移動サービスなどを実現することである。地域のさまざまな課題解決に向けて、
ITSによる解決が効果的であるものを定めて、具体的なシステム、社会基盤、適切な
技術・手段や運用ルール、あるいは法規・制度などに階層的に取組んでゆくことが必
要である。
　2016年度は、これまでのITS地域交流会等の地域交流活動に加え、それぞれの地域
に赴き課題を把握する活動を行った。そうした活動から得られた地域の状況を、地域
の動向として紹介する。さらに各地のITS推進団体から寄稿いただいた活動事例を紹
介する。

（1）2016年度の地域 ITS活動の視点
　ITS Japanの第3期中期計画では、社会的な課題（少子
高齢化エネルギー・環境問題、経済成長の鈍化、安全・
安心）の克服に向けて、次世代のITSのあり方を検討し、
具体的な地域での実証などを通じて具現化してゆくプロ
セスを提示した。ここで、地域の現場を知ること、多様
な取組みから、社会実装まで進めてゆくことの重要性を
訴求した。
　そこで2016年度は中期計画の初年度として「現場の社会
的課題」への取組みに目を向けて、その考え方、担い手、
それぞれの役割、地域特有の事情も踏まえたアプローチを
知ることに視点を置いた。

（2）地域の課題
　日本では、ほとんどの地方都市において、バスに代表さ
れる公共交通機関の輸送人員の減少が続く中、中心市街地
活性化、魅力的なまちづくり、地元産業の再構築など、地
方創生に向けた取組みが進められている。
　その中の1つである交通・物流の持続的な取組みは、重
要な要素であり、人口減少、少子高齢化が進む中、公共交
通ネットワークの縮小やサービス水準の低下などが同時に
進行しており、まさに抜本的な取組みが必要である。
　交通の取組みでは特に、将来の地域活動を担ってほしい
若い世代と、高齢者等の移動制約者にとっては、移動の足
の確保が喫緊の課題である。しかし、学生は進学・就職で
大都市に流出する傾向が強く、地域の産業活動の維持、公
共交通を担う人材確保にも大きく影響しており、また、高
齢者については、免許証返納後の足の確保、要介護者増加
による介護サービスとの組み合わせ方、など個々人の様々
な状況に応じたサービスが求められるため、単純に移動支
援サービスを切り出した議論では成立しない。

　このような人口減少が進んでいる市町村では、公共交
通の維持が困難であるが、それは市町村全体というより、
個々の小さな地区、集落単位から取組むべきであり、そ
の現場において、生活のつながりが維持できるか、生活
の安心感につながり、地区や集落の維持につながるか、
という観点で進めることが重要であり、実際に取組まれ
ている。
　これまでに、2006年の道路運送法の一部改正、交通政
策基本法の成立（2013年）、さらに地域公共交通の活性化
再生法の一部改正（2015年）もあり、地方自治体、公共交
通事業者、地域住民が主体となって、専門家も加わった地
域交通に関する活動が活性化して、具体的な課題や取組み
事例も多く報告されるようになった。しかし、今後さらに
公共交通の事業継続の限界を迎えることも想定される。

（3）欧米の課題
　欧米では、都市への人口集中、機能集中が続いており、
ITSの取組みは都市設計の革新（Smart City構想など）の
中で論じられることが多い。しかし、その課題感は、地方
での仕事の減少などから若年労働者が大都市へ流失する傾
向が強くなっており、地域産業の機能維持が困難になると
言われており、日本の現状と類似している面がある。

（4）新たな取組みへの期待
　地域公共交通のサービス水準低下および交通ネット
ワークの縮小が進む中、高齢者の事故や、免許証返納に
よる移動困難者が増加している。これには、新たな考
え方に基づいた総合的な取組みが求められる。例えば、
個々人の状況に応じたサービスの充実が考えられるが、
大都市の大きな市場だけでなく、地方の小さな事業でも
成立するような移動支援サービスが期待される。さらに、
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2. 2016年度の地域動向

地域性を踏まえた有効な組み合わせを見出すことが必要
であり、我々の目指す ITS による社会課題解決への取組
みの方向性とも合致している。
　このように、多様な社会課題に対して、交通手段、運用
形態、人々の活動ニーズ、インフラ状況を総合的、効率的
に組み合わせて、集落の暮らしを支えながら、自治体が持

　日本では、人口減少・少子高齢化が進む中で特に地方部
での生活の維持が喫緊の社会的課題である。交通等のサー
ビスは、こうした地域の課題の解決に向けて地域の住民に
どのような価値を提供できるかが問われる。地域の規模や
特性に対してどのような価値が重要となるかを、本誌の特
集に示したが、そうした価値の提供に向けてITSの活用を
模索していくこととなる。そこで2016年度は、主に地方
部におけるサービスの取組み事例と、そこから課題解決の
ために生み出されている価値を把握することとし、いくつ
かの地域への訪問を行った。具体的には、いわゆる中山間
地域を多く有している島根県、鳥取県、あるいは高知県な

どである。
　訪問活動を通じて、さまざまな事例が生まれている暮ら
しを支える移動手段（コミュニティバス、乗合バス、デマ
ンド交通、など）についての組み合わせ方、運用方法など
を把握すると共に、生活支援としての交通・移動サービス
と福祉としての見守りサービスの組み合わせ方、公共交通
空白地域での「自家用有償旅客運送」、などについても状
況を把握した。こうした個々の地域での取組みが、その地
域にとってどのような価値を生んでいるのかの視点で、本
誌の特集の「図表5　重要な価値の整理」を参照し下表の
ように分類し、その特徴を拾いながら順に紹介する。

生まれる価値 具体的な取組み例 地域名

1）暮らしを支える移動の提供
（1）地域実情に合わせた移動手段の組み合わせ
（2）小さな町におけるコンパクト＋ネットワーク
（3）バス乗換拠点への機能的集約事例

島根県雲南市、鳥取県日南市
高知県田野町
埼玉県東秩父村

2）地域経済活性化・自活力向上
（1）地域自主組織による生活サービス拠点の一体的運用
（2）町の新たな魅力作りと移住者の働ける場所の提供
（3）住民提案に基づく地域課題解決への取組み事例

島根県雲南市掛合町波多地区
島根県邑南町
鳥取県智頭町

3）高齢者の生活の基本確保 （1）移動販売車による複合サービス 鳥取県江府町

1） 暮らしを支える移動の提供

（1）地域実情に合わせた移動手段の組み合わせ
① 島根県雲南市の事例

雲南市は、図表2−1に示すように島根県東部に位置し、
平成16年（2004）に6町村（大原郡大東町、加茂町、木次
町、飯石郡三刀屋町、掛合町、吉田村）が合併してでき
た市である。広さは東京都23区の約9割となる553㎢であ
り、約4万人が住んでいる。
　雲南市では、6町村の広域にまたがる地域公共交通の維
持に取り組んできた。しかし、特に中山間部における人口
減少と高齢化が進む中で、公的なしくみだけでは、公共交
通の維持が困難な事態に至っている。
　このため、これまでの定時運行バスとデマンド交通の組
み合わせに加えて、新たに住民の自主組織などが運営する

図表2-1　島根県雲南市

続的なしくみを創造してゆくには、ITSの利活用が有効で
ある。我々の知見を活用してもらえるよう、今後も地域の
活動に参画してゆきたい。
　以降の項目で、具体的な現地の特徴を踏まえた、価値、
サービスの目線から今年度の地域動向を報告する。

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）雲南市講演資料より
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図表2-3　島根県雲南市の平成28年度の交通空白地域

図表2-2　島根県雲南市の平成20年度の交通空白地域

自家用有償旅客運送を組み合わせて、公助・共助の連携し
たしくみの導入を検討されている。
　今日に至るまでの概略取組みと現状の課題、今後の進め
方などについて雲南市の公共交通担当者からのヒアリング
結果や、現地を見て感じたところを報告する。
　6町村のひとつである掛合町では、合併以前の平成14年
から、地域路線バスの利便性が悪いこと、バス停まで遠い
こと、などの不満解消に向けて、デマンド型乗合タクシー

（だんだんタクシーと呼ぶ）を導入した。これは、高齢者
のニーズに対応するため、自宅と目的地間をドアtoドア
で送迎する予約型送迎が基本の乗合タクシーであり、概ね
30分～60分程度で移動できる範囲での運行となっている。
この効果から、図表2−2に示すように掛合町では交通空
白地域＊1 がほぼ解消していたが、その他の地区は、交通
空白地域が多く存在する状態であった。

　雲南市は、「掛合町だんだんタクシー」のしくみを市内の
他の地区へ展開するため、平成23年に雲南市民バス再編
計画として方針決定を行い、既存の地域バス、タクシー事
業者との共存を図りつつ、それぞれの役割分担を明確にし
て、徐々に導入を進めた。その基本的な考え方は、地域バ
スは、高校生の朝夕の通学、デマンド型乗合タクシーは、
高齢者の通院や買い物の利便性の確保、という基本に添っ
た運用であるが、導入にあたっては、地域自主組織＊2 と
の協議、自治会長への説明、交通関係者を交えた地域公共
交通協議会を開催するなど、多くの協議の結果を反映した
ものとなっている。これによって、掛合町以外の地区の交
通空白地域の解消が大きく進んだ。
　だんだんタクシーの導入の基本方針、導入方針は、以下
である。

【基本方針】
・通学、通院、買物の利便性向上
・持続可能で効率的な運行
・交通空白地域の解消
・利用促進策の展開
・運行管理の充実

【導入方針】
・ドアtoドアの運行
・バス路線沿線を一体的にカバーする運行
・タクシー事業者との共存
・既存バス路線との役割分担

しかし、だんだんタクシーの導入後、特に中山間地を多く
抱える地区での地域内の移動の課題として以下が顕在化し
た。

・乗り継ぎ手段が限られ、しかも所要時間が長い
・乗合タクシーの運行能力（増便、エリア拡大）
・地域内の様々な移動ニーズに対応困難

中山間地では山あいを走る放射状の道が多く、地域内の移
動をカバーする路線設定が困難という事情がある。
　そこで、地域内の自由な移動を支えるためには、公的な
移動手段だけでは維持できないことから、新たに自家用有
償旅客運送方式を既存の交通体系に組み込むことを検討し
始めている。

図表 2-4　島根県雲南市の目指す移動手段

＊1 交通空白地域（雲南市の定義）：自宅からバス停までの距離が400m
以内
自宅とバス停などの距離が300m～500m以上離れると日常のバス
利用が少なくなる。

＊2 地域自主組織：雲南市では、小学校校区程度や数集落を単位とし
て、地域住民自治組織を編成している。現在、市内に30ある。

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）雲南市講演資料より

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）雲南市講演資料より

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）雲南市講演資料より
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②鳥取県日南町の事例
日南町は、鳥取県西南部の広島県・岡山県・島根県の3

県に隣接する町である。面積は県全体の約10分の1にあた
る341㎢で、東西25km、南北23kmと広い。面積の約90%
が森林であり、農林業及びそれに付随する加工業・サービ
ス業を主産業とする人口約5千人の町である。

図表2-5　日南町営バス路線図

　町では地域活性化を狙い、地方創生の拠点施設として国
交省の“重点「道の駅」”にも指定された「道の駅にちなん
日野川の郷」を2016年4月にオープンし、今後、地場産業
や観光などの情報発信拠点として活用していく意向であ
る。
　また、道の駅を中心とした半径1km圏内に商業、医療、
福祉、行政機関などを集約するコンパクトビレッジ構想を
進める一方、道の駅をハブとした地域住民の移動手段の確
保に力を入れている。
　特に平成18年以降に実施した小学校の統合（9校→1校）
により、通学の足をいかに確保するかが重要な課題となっ
ており、これを含めた地域住民の町内移動の需要を満たす
べく町営バス5路線の編成を行った。うち1路線について
はNPO法人が自家用有償旅客運送による運行を受け持っ
ており、いわゆる公助によるだけでなく、住民自らによる
地域交通維持の取組みになっている。
　また、需要の比較的少ない日中については、フレキシブ
ルな運行体制とできるよう、ワンボックスタイプの車両に
よるデマンドバスを活用している。道の駅周辺ではEV車
を活用して駅や病院、行政機関など主要施設に立ち寄る巡
回バスが運行され、周辺部からの来訪者の利便向上を図っ
ている。

図表2-6　多里線デマンドバス

　町では今後、道の駅を地域活性化拠点として利活用を図
るべく、観光誘致に力を注ぐ一方、イベント開催や高齢者
の集いの場の提供などによって、中心部と周辺部との交流
を活発にして、地域交通の利用者増加により維持を図って
いきたいと考えている。

（2）小さな町におけるコンパクト＋ネットワーク
　田野町は高知市から東へ 55km の距離に位置する人口
3,000人弱、面積約7㎢の“四国一面積が小さくて四国一魅
力的な町（田野町HPより）”である。
　日本では高齢化が進み自家用車を運転できなくなる人が
増える中、中山間地域や地方都市だけでなく都心のいわゆ
るオールドニュータウンでも、徒歩圏内に必要な施設が
揃い歩いて暮らせる集約的なまちづくり（小さな拠点づく
り）を目指す自治体は少なくないが、ここ田野町では、土
佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の田野駅を中心として、
半径500mの徒歩圏内に役場、町営ホール、介護施設、総
合病院、銀行、スーパーマーケット、ドラッグストア、小
学校、中学校、道の駅等、生活に必要な機能が集中してお
り、コンパクトな街の姿を見る事ができる（図表2−7）。

図表2-7　田野町の中心部の施設
（ガイドマップに半径500m内の施設を追記）

日南町ホームページ掲載の路線図に一部追記
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　このようなコンパクトな町であっても、高齢化により自
分で車を運転できなくなる人が増えており、町の辺縁部か
ら中心部への公共交通の必要性が高まってきている。
　田野町では、町の中心部と周辺集落とを交通ネットワー
クで結び、移動手段に困っている住民、通院や通学する
人、観光客、など多目的に利用できる公共交通網の整備に
向けて、ジャンボタクシー車両によるコミュニティバスの
運行を開始した（平成29年1月から実証運行、10月から本
格運用を予定）（図表2−8）。

図表2-8　コミュニティバス路線図
（田野町の資料に駅から半径500mの円を追記）

（3）バス乗り換え拠点への機能集約の事例
　東秩父村は埼玉県西部に位置し、外秩父山地などの山々
に囲まれた東西約8km南北約11km、面積約37㎢の約75%
を山林が占める、人口約3,000人の村である。隣接する小
川町とともに「細川紙」の産地であり「和紙の里」として知
られている。村内に鉄道の駅はなく、最寄りの駅は小川
町駅（JR東日本、東武鉄道）、寄居駅（JR東日本、東武鉄
道、秩父鉄道）となる。村営バスの廃止に伴い、これらの
駅とを結ぶバス路線の再編を2016年10月に実施した。
　このバス路線の再編にあたっては、村の中心部に位置す
る「和紙の里」にハブバス停留所（乗継ターミナル）を設置
するとともに、住民の生活機能向上に向けた施設や観光拠
点として各種機能の集約が行われた。これにより、和紙の
里を中心とした放射状にバス路線を伸ばすことでバスの運
行効率の向上、住民および山歩き等で訪れる観光客の双方
にとっての利便性の向上を図ることが可能となっている。
　バスの乗継ターミナルのある和紙の里には、和紙すきの
体験ができる観光体験施設とともに、観光案内や年中無休
で行政サービスを利用できる窓口が置かれているほか、地
元でとれた野菜や生活関連品を販売する直売所、食事や休
憩等ができる場所等が既に集約されている。

イーグルバス株式会社ホームページより

図表2-9　バス路線図

図表2-10　和紙の里の様子

　路線バスは和紙の里近くにある村唯一の小学校に通う生
徒の通学にも利用されており、下校時は先生が小学校から
乗継ターミナルまで引率し自宅方面に向かうバスに乗車さ
せ、それぞれの生徒の最寄りのバス停で親が車で出迎える
といった使い方がされている。
　今後も、この和紙の里へのJA農産物直売所の設置、宿
泊施設の整備などハード面での機能集約が進められるとと
もに、村民同士の交流や憩いの場となるよう各種講座やイ
ベント開催などのソフト面での充実が計画されている。機
能の集約を行ううえで、観光客の利便に偏ることなく、住
民の利便や住民と観光客の交流をも視野に入れた取組みの
事例として今後も注目していきたい。
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図表2-11 下校時の様子（和紙の里　乗継ターミナル）

（1）地域自主組織による生活サービス拠点の一体的運用
　中山間地域においては、住民と行政の協働によりまちづ
くりを行うべく、自治振興会・振興協議会などの名で構成
される地域自主組織によってコミュニティ維持の取組みが
がなされる例が多い。前述「（1）地域実情に合わせた移動
手段の組み合わせ」の項でも取り上げた島根県雲南市にも
約30の地域自主組織が存在し、各地区それぞれの実情を
踏まえつつ、住民が主体となった地域課題解決への取組み
が行われている。
　ここではその一つ、雲南市掛合町波多地区を紹介する。

2）地域経済活性化・自活力向上

図表2-12　雲南市掛合町波多地区の位置

　波多地区は雲南市の南西端に位置し、およそ7km四方
に約 350 人が暮らす地区である。地域自主組織「波多コ
ミュティ協議会」は、2005年度に設立された。主な活動内
容は「夏祭り、運動会などの地域イベントの開催、バス停
等の清掃活動、少世帯の自治会の支援」（雲南市HPより）
とされ、地域要望の取りまとめと要請等の活動を通じて、
行政との接点ともなっている。活動拠点は、2008年3月の
統廃合により廃校となった波多小学校の校舎を利用した

「波多交流センター」である。
　波多地区では人口減少が進行したことから、2014年3月
には地区内の小売店として最後の1店であった食料・雑貨
店が閉店した。協議会には住民から、日常の買い物に対す
る不安の声が寄せられ、特に高齢者など交通弱者について
は、買い物の足の確保についても課題となった。
そこで協議会ではこの対策として、交流センターの一角に

「はたマーケット」を開設した。また地区内のみ運行する
車「たすけ愛号」を所有し、利用者の無料送迎、無料配達
を行っている。販売取扱品目は日常生活に最低限必要なも
の、といった程度であるが、品揃えについて住民より要望
があれば可能な範囲で応えるとのことである。

マーケットには専属の従業員はおらず、協議会の職員
が交流センターの業務と並行して、販売や送迎等を役割
分担しながら運営している。また交流センターには一種
の公民館のような機能もあり、“ 蕎麦づくり体験 ”のよう
な交流イベントが開催されることもあれば、葬儀が執り
行われることもある。これらに際しても、センター職員や
住民が準備、運営から後片付けまで助け合いながら実施
されている。
　「はたマーケット」は、ここを拠点として買い物をはじ
め日常に不可欠な複数の生活サービスを維持する取組み、
また交通弱者の地域内移動手段を確保する取組み、さらに
は小さいながらも賑わいや住民交流が生まれる場を提供
する取組み等が、一連となって見て取れる興味深い試みで
ある。

図表2-13　はたマーケット

2017年版



86

（2）町の新たな魅力作りと移住者の働ける場所の提供
①島根県邑南（おおなん）町の概要

島根県邑南町は広島県との境に位置し、2004年に羽須
美村、瑞穂町、石見町の 3 町村が合併してできた町であ
る。419㎢の広大な地域の85%が林野であり、約12,000人

（約5,000世帯）が200以上の集落に分散居住している。町
の東端をJR三江線、西端を浜田自動車道がそれぞれかす
めるような形で走っている。

図表2-14　島根県邑南町（代表地区に小学校あり）

　邑南町周辺地域は、中世から良質な鉄をはじめとした鉱
物資源の産出地として栄え、平地では産地あるいは搬出街
道筋の宿場への食糧供給としての農業が営まれた。周辺山
林での林業も合わせて、基本的な地域の基盤が成立してい
た。しかし、明治以降は、主要な工業地域、商業地域が発
展する中で、地元産業はしだいに廃業となり、高度成長期
から、都市への人口流出が続き、結果として人口減少が進
み、地域の農業維持も厳しくなっており、高齢者世帯が農
業を細々と維持する中で、小さな集落から消滅が始まって
いる。
　そのような厳しい現状の中、町の将来の存続に向けて、
新たな取組みが始まり、具体的な成果が出てきており、
全国的な関心と視察を受け入れているのが今日の状況で
ある。

②特徴的な取組み
この地域の問題点は、高齢化、人口減少が進む中で、耕

作放棄地などの農地保全や鳥獣害虫対策などに手が回らな
い集落や地区が増えていること、そして基本的生活の自立
も困難な高齢者が増えつつあることで、その中には交通・
移動に関する課題もある。すなわち、集落や地区におい
て、旧来の地縁組織として繋がることで維持されてきた機
能が次第に弱まっていることが、今後の町全体の存続に大
きく関わる。
　多くの周辺市町村が周辺地域の小学校を1つに統合して
そこにスクールバスなどで通わせるという、いわゆるコン
パクト化を図るなかで、邑南町では一見異質なアプローチ
を進めている。具体的には、既存の小学校を、それぞれの

図表2-15　市木小学校（児童数20名；2016年5月1日現在）

　このような取組みにより、若い人のUターン、Iターン
が着実に増加している。まちづくりの理念は、『日本一の
子育て村』であり、それが実感として見えるようになって
きている。
　邑南町の中心部は、中山間というより、比較的平坦な盆
地であり、日照環境もよく、農業立地としても好ましい地
域である。町は、ここでしか味わえない食や体験を「A級
グルメ」と定義した「A級グルメ構想」も掲げ、新たな町
の魅力づくりを目指している。立ち寄った著名なレストラ
ンでは、地元の新鮮な野菜と素材を使った、まさにA級
グルメを味わうことができた。
　ここに住む若い世代が地域の地場産業（主として農林
業）の現場で現地の高齢者などと交流できる施策も多く取
り組まれているため、移住者が地域になじみ、かつ伝統的
な行事の引き継ぎや新しいまちづくりとの融合などが期待
できる。まさに、持続的なまちづくりに向けた活動がされ
ている。

③邑南町の交通
この地域の公共交通は、JR三江線があるが、すでに廃

線が予定されており（平成30年4月）、地域外への通勤者
は、主として自家用車、通学はバスに依存している。町営
バスは、高校生の通学などを軸に路線と時刻表が設定され
ており、地区内の重要な足として運行されている。しか
し、集落が多いことから、バス路線から離れた地域に住む
高齢者も多く（高齢化率が50%以上の自治会も複数あり）、
今後は移動困難者対策が急務になると思われる。人口減の
中で、集落への若い力を注ぐ活動の継続と集落間の人の
ネットワーク強化を続けられることに加えて、そこから新
たな移動支援のしくみづくりにも期待したい。

地区の機能として残すこと、幼児の保育施設も隣接したと
ころに整備すること、働く母親の負担軽減を図り、町内で
働ける場づくり、安心して生活できる環境を総合的に整え
るという戦略である。図表2−15 は、最も児童数が少な
い小学校ではあるが、保育施設を隣接させていて、利用し
やすい環境にレイアウトされている例である。

2017年版



第
2
章

87

図表 2-16　智頭町「日本 1/0村おこし運動」

智頭町ホームページより

（3）住民提案に基づく地域課題解決への取組み事例
　鳥取県智頭（ちづ）町は鳥取市の南に位置する、人口
7,000人強、面積224.7㎢の町である。町の93%は山林から
なり、かつては林業で全国的に高い評価を受けていた。平
成 29 年 4 月 1 日現在、町は 6 地区 88 集落から構成されて
おり、6 つの地区は町を流れる千代川系統に沿って発展
してきた。高齢化率は 38.5% であり、鳥取県郡部の平均

（35.1%）を若干上回っている。
　智頭町では、特に「住民主体のまちづくり」に力をいれ
ており、『ゼロ分のイチ村おこし運動』に取組んでいる。こ
の取組みでは、閉鎖的・保守的・依存的な旧態依然とした
村社会の変革を図り、また、町の活性化は集落の活性化か
らという視点に立って、住民一人ひとりが無（ゼロ）から
有（イチ）への一歩を踏み出そうとする運動である。そし
て、各地区がそれぞれの特色を一つだけ掘り起こし、外の
社会に開くことによって、村の誇り（宝）づくりを推進す
る住民の自立と共有のマネジメントを目指している。

　また、住民が身近に関心の高い課題の解決に向けて、町
政へ住民の声を反映し解決するための政策を提言するため
に、『智頭町百人委員会』が組織されている。
　このような智頭町の住民と行政とが一体となった活動を
通じて、智頭町総合戦略アクションプログラムが町の将来
像として描かれている。
　智頭町に入るには、JR因美線と第三セクターで運営さ
れる智頭急行や、国道53号線、国道373号線を利用する。
また鳥取市と大阪間で運行される高速バスも利用すること
も可能である。

　町内での移動には、平日8便、土曜日3便で4路線を走
るすぎっ子バスと呼ばれる町営バスが運行されている。こ
のバス運行は、町内にあった6つの小学校が平成24年4月
から智頭小学校の1校に統合されたため、朝夕は主に生徒
の通学の足として使用される。現在町営バスは4台である。
　町営バスを受託運行している日ノ丸自動車（注；東京の
日の丸自動車とは別会社）は、智頭駅前から鳥取駅までの
広域路線バスを平日25便運行している。町内には総合病
院として国民健康保険智頭病院があるが、町内での治療の
みでは充分でない場合鳥取市内への通院も考えられる。そ
の場合、智頭駅前から鳥取駅行きのうち11便は、鳥取市
立病院を経由する路線となっており、総合病院への通院が
必要となる患者が、鉄道と鳥取市内バスを乗り継いで通院
する負担を軽くし、また、遠方への移動者に対しても、暮
らしの中で優しい足として機能している。

　過疎化が進行す
る智頭町では、ま
ちの資産である森
林を利用する「森
林セラピー ®」を
紹 介 す る と と も

に、自然を大切にするというメッセージを込めて、観光客
にEVをレンタカーとして貸出している。

（1）移動販売車による複合サービス
　人口減少に歯止めがかからず小売店の営業が持続困難と
なる中山間地域では、「移動販売」により日常の買い物手段
が確保されている例がみられる。ここでは鳥取県江府町に
おける、移動販売による買い物支援対策の例を紹介する。
　江府町は米子市の南東約25km、大山隠岐国立公園の南
側に位置する面積約125㎢の町である。人口は約3,200人
で、ここ10年で2割ほど減少する一方、65歳以上人口は
33%から42%と過疎化、高齢化がともに進む地域である。

3）高齢者の生活の基本確保

図表 2-17　すぎっ子バス運行図
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　江府町ではまちづくり協議会が主体となって、「あい
きょう」有限会社安達商事が運営する移動販売車「ひまわ
り号」が、2006年3月から運行されてきた。約800アイテ
ムを積載した3t車により週2回運行され、価格は固定店舗
と同じである。また欠品が出ないように固定店舗で商品
を補充するほか、固定店舗にある商品の注文配達にも応じ
る。

図表2-18　移動販売車「ひまわり号」

図表2-19　高齢者の買い物手段

　過疎地における生活対策や公共交通問題等を研究する、
鳥取大学の谷本教授によると、高齢者の買い物手段として
は移動販売が車に次いで高く、特に75歳以上では最も利
用される手段となっている。
　注目すべきは「ひまわり号」が単なる移動販売の機能に
とどまらず、従来は行政の役割であった福祉サービスの一
部までも担い、高齢者の生活支援に貢献している点であ
る。本来的業務である販売サービスに加えて、付加的業務
として商品の運搬補助サービス（玄関まで）、また副次的

図表2-20　やり方の変革

　前述した雲南市「はたマーケット」の例では、拠点に
サービスを集中しつつ、そこまでの移動手段を確保する取
り組みであったが、「ひまわり号」の例は移動販売車という
手段により各戸もしくはその付近までサービスを届ける、
という点で対照的である。まさに多様な地域の実情に応じ
た、様々な取組みの一端を垣間見ることができた。

業務として家事支援サービス（買い物代行、荷物運搬、電
球交換、ごみ捨て、雪かき、郵便投函等）や、問診サービ
ス（声かけ、見回り、会話、相談、助言）についても行う。
　具体的なシーンを一つあげると、高齢者の買った商品を
自宅に届けた際、冷蔵庫に生鮮食料品を入れてあげると、
庫内に同じ商品が数多くあるので認知症の疑いが検知で
き、福祉保健課に連絡する、といった流れとなる。
　前出の谷本教授は、技術革新ではなく「やり方」の変革、
すなわち「社会イノベーション」の一例として、従来は民
間と行政が分担してきた販売サービスと福祉サービスを民
間に集約し、行政がそれを支援する形を提唱する。実際に
鳥取県では「中山間地域買い物福祉サービス支援事業」が
予算化され、「市町が移動販売事業者へ見守りを委託する
のに要する経費」等に補助金が支給されるようになった。

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）谷本教授講演資料より

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）谷本教授講演資料より

ITS Japan「ITS地域交流会」（2016）谷本教授講演資料より
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3. 地域交流の活動

　ITS JapanではかねてよりITS／ICTの活用の途を地域
の方々と議論し、またそれを他の地域に展開する地域交流
の活動を行っている。こうした議論や交流の場のひとつと
して、地域に赴き、その地域の自治体や学、事業者の方々
に集まっていただき議論する「ITS地域交流会」を行って
いる。また、各地域でITSの活用によって課題解決を図る
べく活動している地域ITS推進団体や自治体の方々さらに
関係する省庁にも参加いただき、地域間が相互に交流、意
見交換を行う「地域ITS推進団体連絡会」を開催している。

（図表2−21）
　以下に2016年度の開催状況を報告する。

図表2-21　 ITS地域交流会と地域 ITS推進団体連絡会

山陰地方では、人口減少が早くから進行し、都市とは
違ったさまざまな手法で地域の生活の維持を行っている。
今後、人口減少の影響が日本全国で多く見られるようにな
ると考えられ、この地域での現在の生活の状況・さまざま
な地域持続の工夫などを知ることは、地域活性化・持続の
課題解決の重要な事例となる。そこで、鳥取県と島根県の
行政、大学、事業者の方々に参加いただき、地域交流会を
開催した。

■ ITS地域交流会概要
第10回ITS地域交流会を2016年12月8日に鳥取県米子

市で開催した。テーマは「中山間地域の暮らしにおける交
通や移動の課題を考える」である。

《講演概要》
基調講演：谷本 圭志  教授（鳥取大学大学院）
小人口地域における生活サービスの再構築に向けて

【講演内容】
・人口減少・高齢化の影響対策は、緩和策に加え適応策が

必要
・サービスやお金の流れを変える社会イノベーションが重要。
・例えば民間の移動販売事業を、見回りや家事支援との複

合サービスとみなし、民による福祉事業として行政が支援
・空間的集約と機能的集約が必要

講演1：倉持 裕彌  准教授（鳥取環境大学）
中山間地域における住民主体の取組み背景と課題

【講演内容】
・伯耆（ほうき）町添谷地区では、経済的拡大重視の地域づ

くりが、必ずしも持続的な活動や暮らしの改善に直結し
ない難しさを実感。

・京丹後市では、住民主体で維持する店舗と、行政の補助
を受ける移動販売が、二重の買い物弱者対策となり持続
性に課題も。

・学生対象のアンケートで、中山間地域での居住で最も重
視する条件は、自家用車の貸与等を抑えて「スクールバス
など公共交通機関の充実」がトップ。

講演2： 野々村 達志  GL（島根県雲南市政策企画部）
雲南市の公共交通の取組み

【講演内容】
・市の公共交通として広域バス、地域バス、デマンド型バ

ス、タクシーを運行し交通空白地域解消に努めてきた
・掛合町で先行した高齢化対応「だんだんタクシー」のド

ア・トゥ・ドアの運行を他町にも適用し利便性を向上
・公助（市民バス、だんだんタクシー）と共助（地域の自主

組織が運行する地域内輸送）で住民の足を確保

講演3： 金子 春雄  課長（長野県 塩尻市 企画政策部 情報
政策課）

市民協働の取組み（“塩レポ”）と情報の見える化
【講演内容】
・長野県塩尻市では、ICTで地域から新たなサービス価値

や地域産業の創出を目指す。
・一例として「地域児童見守りシステム」のために構築した

自営ネットワークを有効活用し、バスロケや土砂崩れの
感知等、新たなサービスへ展開。

・ネパールにおける登山者追跡など、海外でも応用。

講演4：森山 昌幸  代表取締役（株式会社バイタルリード）
地方部のICTを活用した交通関連の取組み

1）ITS地域交流会
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谷本 圭志教授 倉持 裕彌准教授 野々村 達志氏 金子 春雄氏 森山 昌幸氏

2）地域 ITS推進団体連絡会

　全体を通し、少子高齢化と人口減少が進むなかで、町の
維持・活性化のための施策や交通弱者の移動についての関
心の高さがうかがえる交流会であった。

【報告内容】
バス関連事業者として地方路線バスの課題と取組み

（1）多くのシステムはシンプルかつ安価でないと使えない
（2）路線バスの乗降データを運用見直しの議論に役立てる
（3）免許返納者などの高齢者は、バスの利用法すらわから

ない
（4）路線バスのサービス内容、しくみをわかりやすくする

■ディスカッション概要
このディスカッションパートは、グループディスカッ

ションとパネルディスカッションを行っている。
グループディスカッションは、参加者と登壇者が6つの

グループに分かれて行なった。その後、グループディス
カッションで出た意見や質問をもとに、谷本教授にモデ
レータとなっていただき、登壇者をパネラーとしてパネル
ディスカッションを行った。主な意見を以下に記す。
・サービス・仕組みは作れても仕組みを運営する担い手の

確保が問題。
・法律の専門家が少なく、ビックデータの解析は個人情報

の関係などで進まない。
・積極的な集落とそうでない集落の差はほとんどなく、

リーダの存在が重要。
・各自治体の成果を紹介できる会をまた開きたい。

　第13回目となる地域ITS推進団体連絡会を2017年2月7
日に都内で開催した。

テーマを「住民に求められるITS」とし、下記を行った。
（1）地域ITSを取り巻く動き（新中期計画と地域ITS活

動の位置付け、世界のITS動向、日本の地域公共交
通の動向）
報告：ITS Japan

（2）2016年度の地域での活動と課題や気付きについて報
告：ITS Japanおよび地域ITS推進団体

（3）参加者による討議

図表2-23　地域 ITS推進団体連絡会の様子

図表 2-22　グループディスカッションの様子 ■ ITS Japanからの報告
《新中期計画と地域 ITS活動の位置付け》
　地域ITSの活動は、第3期中期計画（特集参照）のテー
マ3として掲げている「多様な地域の実情に合ったITSの
社会実装」の地域選定の活動と連携させ、直接地域に赴い
て暮らしの様子、住民や事業者や自治体の声を聞く等の活
動を進めていく。

《世界の ITS動向》
　 2016 年 10 月にメルボルンで開催された ITS 世界会議
2016での議論を、

①協調システムと自動運転の実用化
②交通データの統合的活用（Big Data, Open Data）
③都市交通の革新（Smart City）

のように整理して報告した。（詳細は特集参照）
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1 北海道
ITS推進フォーラム 総会講演会および勉強会の開催

2 特定非営利活動法人
青森ITSクラブ

地域の交通情報ポータルサイトの
本格運用

3 横浜市 超小型電気自動車（EV）を
活用した実証実験の実施

4 ふじのくに静岡
ITS推進協議会

①骨伝導ヘッドフォンとGPS 機能
によるサイクリストへの情報提供
②NAVITIME、県道路公社と連携
した伊豆地域における交通誘導実
験の実施

5 愛知県
ITS推進協議会

交通事故データを活用した交通安
全アプリの研究

6
豊田市
交通まちづくり推進
協議会

ITS コネクト対応車載機の緊急車
両への導入及びプローブ情報を活
用した取組について

7 岡山県
ITS推進協議会 対向車感知情報板

8 中国ITS研究会
（中国経済連合会）

ITS に関わる講演会・研究会の開
催

9 九州経済連合会 ITSに関する講演会等の開催

■討議内容
（1）地域の住民から求められ、実現したい交通サービス
　地域で活動する各団体の取組みや実現した交通サービス
やシステムについて、どのように地域の住民ニーズを把握
しているか、的確にニーズを把握するにはどうしたら良い
か、課題は何か、について討議を行った。

（2）地域で持続しなかったサービス、持続させる工夫
　各団体が実現してきた地域の交通サービスや交通システ
ムについて、それを根付かせるための工夫や努力について
討議を行った。

主な議論（住民ニーズの把握について）
・住民ニーズの把握には、各種実証実験を行い、参加者

からアンケートを取っている。

・道路のニーズは把握していても、それを庁内のまちづ
くり等の他の部門と共有できていない。

・地域のニーズと地域の課題は違うので、課題を軸にし
て「こうしたい」という対策を類型化して処方箋に仕
上げてゆく必要がある。

・人口が多い地域ではアンケート等でもニーズが見え
てくるが、中山間地域などの少人口地域ではワーク
ショップを行って掘り下げないと課題やニーズが見え
てこない。

主な議論（サービスを根付かせる工夫や努力）
・補助金を活用して行政主導で開始した情報提供サービ

スが、補助期間が終わった後に民間やNPOに移管さ
れたケースでは、いかにランニングコストを下げるか
について努力した。

・交通情報提供サービスの場合、広範な情報を提供する
のではなく、8割の人が欲している2割の情報を的確
に選定して提供するのが良い。

・技術先行ではなく、豊かに暮らせる事を第一に考え
て、共助による移動支援サービスを構築しようと実証
実験を行っている。

■まとめ
今回はITS Japanが第3期中期計画で掲げている「社会

実装の現場」で求められる価値について掘り下げるべく、
「住民ニーズの把握」についてディスカッションした。少
人口地域のニーズを得る事のむずかしさや、実施者のビ
ジョンに基づいて取組みを進める考え方など、多面的な意
見が出された。住民の共助による活動でサービスを維持す
る必要があり、その支援の取組みも含めて、地域が真に必
要としている価値を生み出す事への理解を深めることがで
きた。

《日本の地域公共交通の動向》
　国内では、「くらしの足をみんなで考える全国フォーラ
ム（くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員
会主催）」が毎年主催され、くらしの足の確保に取組む公
共交通や福祉交通の関係者が全国から多数参集して、事例
の勉強や紹介、情報交換が行われている。

《今年度視察した地域について》
　今年度は、2章2項の冒頭部分に記載した地域を訪問し
た。
■地域 ITS推進団体からの報告

各団体からは書面および口頭で本年の活動や地域の状況
についての報告がなされた。
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4. 今後に向けて

　2016年度のITS Japanの地域ITS活動は地域交流の活
動から一歩踏み出し、より深く地域を知るために、地域
の課題や取組みを実際に見て回る活動を行った。これは、
第 3 期中期計画の地域への ITS 社会実装に繋げるための
ファーストステップでもある。その結果、先駆的地域で
は、地域自治体と住民や地域事業者の緊密な連携のもと
で、移動の確保や生活の維持に向けた、様々に工夫した取
組みが芽吹いていた。共助と公助の組み合わせ、拠点への
機能集約、福祉・物流・物販の複合サービスなどである。
そうした取組みの中に、交通手段の運用の仕方、モビリ
ティの手段と情報基盤の組み合わせなどでITSが効果的に
貢献できる場面があると感じることができた。
　しかしまだ課題も多く、ひとつひとつ解決の取組みが必
要となる。例えば、運行の安全性や効率性の確保には、運
用する地域自治体や住民組織、地元事業者が、災害や事故
等の情報を的確に入手する必要があるが、限られた人材や
リソースの中で容易に入手できる手段や情報基盤が確立さ

図表2-24　地域情報ポータルサイトの雛形づくり

図表2-25　地域 ITSの将来像

れていない。一方でこの数年間で情報のオープン化は着実
に進み、またそれを利用するツールも容易に入手できる環
境が整いつつあり、あと一押しの改善とその周知・展開が
期待されるところである。
　ITS Japanではそうした地域情報を入手し活用するしく
みを「地域情報ポータルサイト」と呼び、その雛形づくり
としてそのプロトタイプを開発したところである（図表2
−24）。今後、具体的な地域のパートナーの協力を得てプ
ロトタイプを改善しながら、地域への横展開がされること
への支援を行っていき、ITSの地域への社会実装への一助
としていきたい。
　ITS Japanの地域ITS活動では、図表2−25に示す地域
ITSの将来像を掲げてきたが、これに向け、地域に根差し
た形でファシリテーターとして産官学民の連携の促進を継
続するとともに、地域の様々な工夫を広く社会に発信する
場の拡充にも取組んでいきたい。
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