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これからの地域交通と観光

3 公共交通の維持・活性化へ向けた取り組み事例

3 公共交通の

維持・活性化へ向けた
取り組み事例

ここでは、過疎化や財政赤字などの課題を抱えた地域が、公共交通の維持や活性化に向けて進めている先駆的
な取り組み事例を取り上げた。ICTを用いた公共交通空白地有償運送（京丹後市）
、観光スポットを運行するデマン
あけ ち
、高速
ド型乗合タクシー（男鹿市）
、BRTを軸とした交通網再編（岐阜市）
、地域と連携した食堂車事業（明知鉄道）
バス路線での貨客混載事業（高山市）
、国や企業と連携した自動運転の社会実験（永平寺町）の６つである。

塩谷 英生
永平寺町総務課 伊藤 聡一
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事例6

ＩＣＴを活用して公共交通の空白を埋める
～京丹後市丹後町の
「ささえ合い交通」

男鹿半島
「なまはげシャトル」

～地域の協議会が相乗りタクシーを運行

岐阜市における
ＢＲＴを幹線としたバス路線の
再編と観光への取り組み
地産地消の食堂車事業で
ローカル線を活性化
～明知鉄道の取り組み

高速バスで
地域産品を東京市場へ

～高山市の貨客混載への取り組み

永平寺参ろーどにおける
自動運転への取り組み

～地域を守りながら産業と観光を振興
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京丹後市

ＩＣＴを活用して公共交通の空白を埋める
少子 高 齢 化が進む過疎 地において
ある「ささえ合い交通」事業について観

用した「公共交通空白地有償運送」で

る「公共交通ガイドブック」

住民向けに作成されてい

〜京丹後市丹後町の「ささえ合い交通」

は、バス路線やタクシー事業を維持す

ページに及ぶボ

けの利用を可能として、利便性を高め

ている。駅舎の整備も、トイレの洋式

化などを順次進めている。

本稿の主題ではないが、京丹後市の

ついて交通モードごとに整理しておく。

以下に簡単に一連の利用促進施策に

いる。

や利用方法が分かりやすく紹介されて

バスなどについて運行ダイヤ

い交通、タクシー、広域周遊

ＥＶ乗合タクシー、ささえ合

リュームで、鉄道、路線バス、

（写真）は

光利用の実態を含めて紹介する。

年）

４月に６町の合併によって誕生した。

京丹後市は２００４年（平成

１．
京丹後市における
公共交通機関の利用促進

ることが次第に困難になってきている。
これを補うために、道路 運送法では、
交通事業者以外が行う「自家用有償旅
客運送」を、自治体、ＮＰＯなどに対し
て認めており、前者は「市町村運営有
償運送」
、後者は「公共交通空白地有償
運送」
（注１）と呼ばれる（注２）
。

年） 月の人口は

５・６万人（京丹後市住民基本台帳）で、

２０１７年（平成

域住民を中心とした旅客名簿に登録

これは誕生時の人口６・６万人から１万
市内を走る京都丹後鉄道（ 注３）の

「上限２００円バス」は誘客の成功事例

●路線バスの利用促進
利 用 促 進 を 図 る た め、「 高 齢 者 片 道

●鉄道利用の促進
きく上回っている。旧６町の中では、後

２００円レール」を２０１１（平成

が、２０１５年（平成
正され、非営利であれば法人格のない

述する「ささえ合い交通」を実施してい

年 度から 導 入し、２０１３（ 平 成

に実証運行が始められ、２０１０年（平

として取り上げられることも多い。こ
る旧丹後町地区が ・６％と最も高い。

年度からは購入可能な自治体を宮津

成 年） 月から本運行に移行したが、

）

組織（自治会や観光関連の協議会など）

高齢化が進む中で、京丹後市の公共

市、伊根町、与謝野町を加えた２市２

の事業は、２００６年（平成 年） 月

でも実施でき、市町村長が認めれば地

交通への取り組みは、合併により行政

町に 広 げ た。利 用 者 数 は２０１６ 年
年度）で４・４万人に上る。

18

10

利用者数は実証運行前の ・４万人か

10

ら２０１６年度（平成 年度）には ・

17

５万人へと増加している。

43

25 23
）年度からは片道だ

22

）

域外からの訪問客も利用できるように

エリアが広域化する中、首長の意向の

度（平成

２０１７（平成

28

なった。
ここでは、京丹後市に取材し、日本

もと住民福祉施策の観点から積極的に
進められてきた。

で 初 め て Ｉ Ｃ Ｔ（ Information and
）を 活
Communication Technology

29

共交通空白地有償運送」へと一部法改

27

28

で ・３％と全国平均の ・６％を大

された人しか利用できない制度だった

元々「過疎地有償運送」といって地

16

人減少している。高齢化率は２０１５年

10

26

年）４月に「公

29

40

35

27
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この 施 策 が 実 現 し た 背 景には

●ＥＶ
（電気自動車）乗合タクシー

こでも」といった利便性の制約が大き

など、利用者にとって「いつでも」
「ど

なった。２０１６年（平成 年）１月に

を、ＩＣＴを利用して実施することと

い。また、受託事業者であるＮＰＯ法

され、運行開始は同年５月である。

「京丹後市地域公共交通会議」で承認

タクシー 事 業 者 も 市 営デマンドバ
スも なかった公 共 交 通 空 白 地であっ

人にとっても電話予約への対応など負

「７００円で 人の利用より、２００円
で７人の利用を」という市のリーダー
た網野町および久美浜町の２地区で、
開始した。民間事業者による電気自動

こうした課題を解消するため、過疎

担感が大きく、今後車両数を増やすこ

シップがあった。また、単に運賃を下げ
年） 月に運行を

２０１５年（平成

線の延伸や停留所の増設、車内や市役
車を利用した乗合タクシーの運行を支

地などに自家用車を利用した旅客輸送

運⾏区域

乗⾞は丹後町のみ、降⾞は京丹後市全体（旧6町が合併して
京丹後市になった）

運賃

最初の1.5kmまで480円、以遠は120円/kmを加算（概ねタク
シー料⾦の半額）

⽀払⽅法

当初は「クレジットカード⽀払い」
。2016年12⽉から利用時に
現⾦⽀払いも可能

運⾏時間

午前8時〜午後8時（年中無休）

を認める「公共交通空白地有償運送」

とが難しいという課題があった。

所窓口での回数券販売、「公共交通ガイ
援する事業であり、市がタクシーを復

認められているが、利用実績は少ない。

NPO法⼈ 気張る！ふるさと丹後町

た運行となっており、今後の持続可能

限らず、全国初の試みとして小荷物輸

いる。丹後町にはタクシー事業者や貸

市では、商品を自分で確かめながら買

運⾏主体

ただし、地方創生の交付金を活用し

ドブック」の発行や出前講座の実施な

して進められた。
性が課題である。
市営のデマンドバス２路線が、交通

送も行えるようになっている（貨客混

ＥＶ乗合タクシーは、旅客の輸送に

空白地であった丹後町地区で２０１４

載）
。また、買い物代行サービスなども

●市営デマンドバスの運行

年）７月に運行を開始して

切バス事業者がいないため、地元のＮ

い物を楽しみたいという人が多いので

年（平成

ＰＯ法人「 気張る！ふるさと丹 後町 」

はと見ている。

２「
．ささえ合い交通」
の導入と
制度の概要

が運行を委託されている。需要も大き
くないことから、車両１台で東西に分
割された２路線を一日おきに交互に運
行しており、運行時間は８時から 時

に限られる。また、利用予約は前日

●制度導入の経緯
丹後町地区で運行されている市営デ

時までに行う必要がある。電話予約を
８時半からＮＰＯ法人が受け付けてお

マンドバスは、前日予約が必要で、運行
曜日や時間帯、運行路線も限定される

運行の概要

サービス向上への取り組みなども並行

活させた形となっている。

10

どによる周知活動、事業者のマナー・

27

り、
マンパワーが必要な仕組みにもなっ
ている。

「ささえ合い交通」運行の概要は以下

のようである。

地元住⺠（18名、ボランティア）

ドライバー

17
17

●制度の概要

るだけでなく、利用促進策として、路

2
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丹後町住⺠、観光客等来訪者

利⽤者
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28

各⾞両の側⾯に認可標識を標⽰

認可標⽰

ドライバーが所有する⾃家⽤⾞（マイカー）を利⽤

⾞両

スマートフォンでUber（ウーバー）のアプリを使って即時配⾞
（事前予約は不可）
2016年9⽉から代理サポーターが利⽤者に代わって配⾞する
ことも可能

配⾞⽅法

26

資料：NPO法人 気張る！ふるさと丹後町ホームページ（2018年2月現在）

●安全・安心のために

●ドライバーの特徴
ドライバーは 人で、多くは仕事を

運行管理者が守るべき「心得」を「ドラ

に万全を期すため、ドライバーおよび

町では、「ささえ合い交通」の安全運行

自動車からワンボックスカーまでさま

いる。利用車両はマイカーであり、軽

る。一部に日中自由が利く

退職して時間がある 歳以上の人であ

ＮＰＯ法人の気張る！ふるさと丹後

イバー憲法十七条（ 注４）
」に定め、ド

ざまである。利用者が車種を指定する

代の人も

ライバーに周知している。安全運行の

ことはできない。
常に 人のドライバーが動いている

60

しているので、各ドライバーの負担感

代行者は３人いて、比較的町内に分散

健康状態の確認を行う。運行管理者と

直接対面して、アルコールチェックや

ことで、制度を持続可能なものとして

がある時間を有効に活用してもらう

状態を作り出している。基本的に余裕

わけではなく、実際には数人が動ける

ほとんどない。

人が多い。家計への貢献という意識は

備結果報告書」をＮＰＯに提出するこ

よる定期点検を行い、「自動車点検整

自家用車について半年に１回、業者に

ている。ドライバーに対しては、所有の

全車両にドライブレコーダーを設置し

また、事故など万一の事態に備えて

講習を受ける必要がある。

免許であれば国土交通大臣認定の一日

の条件として、二種免許があるか、一種

れば誰でもできる。ただし、ドライバー

い。普通の運転が苦にならない人であ

けなので、道を迷ったりすることはな

業務内容も、行き先が京丹後市内だ

用者の統計情報はないが、８割程度が

以上の乗車があるとされる（注５）
。利

「ささえ合い交通」は毎月平均

●観光利用の実態

回

とを義務づけている。

３．
観光利用の状況と
導入のメリット
いる。

が、当日運行する予定のドライバーに

ために毎朝、運行管理者または代行者

18

は少ないという。

18

バーにはユニフォームの着用を義務づ

は運転者証と運賃表を掲示し、ドライ

とを示すマグネットシートを、車内に

運輸局登録の有 償運送車両であるこ

利用者の安心のため、車の側面には

ただし、ドライバーは地域貢献へのボ

ではＵｂｅｒの手数料率は ％程度）
。

割合は非公表となっている（海外事例

ＮＰＯとシステム会社に分配される。

んどがドライバーのものになり、
一部が

ドライバーへの報酬は、運賃のほと

できない。このため、観光客は宿泊後

京都丹後鉄道の駅から乗車することが

、
できないため（降⾞は京丹後市全体）

現状では、丹後町地区からしか乗車

客）と見られる。

を含めた観光客（丹後町外からの来訪

けている。

に利用するケースが多い。一部の旅館

ドライバーは高齢の方だが、スマートフォンを器用に操る

ランティアという目的で参加している

地域住民で、残り２割程度が視察など

60
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遠回りして海沿いの眺望スポットを巡ってくれた
車の側面の登録標識
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計算されるので、ドライバーによって

行くことがある。運賃は、距離だけで

良いところを巡りながら、目的地まで

観光利用では、宿泊施設から景色の

的にＰＲしている。

ルスにおいて「ささえ合い交通」を積極

向けにシンガポールなどへの海外セー

て宿泊客にＰＲしている。また、外国人

では、宿泊施設の部屋にチラシを置い

イカーという地域の資産を有効に活用

より運転手や車両について、住民とマ

プリ配車によって解消できている。何

が大きな人的負担となっていた点をア

約制の市営デマンドバスでは電話受付

が重要であった。また、前記のように予

ないような固定費のかからない仕組み

であり、車が走っていない時に損をし

トと言える。大規模な需要はない地域

ことを可能にしたり、利用時に現金で

ポーターが利⽤者に代わって配⾞する

こ れ らの 課 題 について は、代 理 サ

高い。

レット を 利 用 するというハー ドルは

高齢者にとってスマートフォンやタブ

しない住民も多い。また、現時点では

うした中で、クレジットカードを利用

手数料の問題が大きいと見られる。こ

策として ＂
相乗り＂を利用者に勧めて

また、
「上限２００円バス」が安いの

京丹後市企画政策課の担当者

︵注１）公共交通空白地として認められる要件は、
過疎地域や交通不便地域において、バス、タ
クシーなどによる輸送サービスの供給量が、
地域住民の需要量に対して十分に提供され
ていないと認められる場合や、当該地域に
おけるタクシーなどの営業所が存しない場
合などである。
（注２）他に医療法人、社会福祉法人などの「福祉
有償運送」も認められている。
（注３）北近畿タンゴ鉄道株式会社が鉄道施設を保
有し、ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社
が運行（上下分離方式）
。京丹後市内を宮豊
線が走る（宮津～豊岡）
。市内に京丹後大宮
～久美浜の７駅が所在する。
（注４）丹後町間人（たいざ）が聖徳太子の母 ＂
間人
皇后＂ゆかりの地であることにちなむ。
（注５）ＮＰＯ法人 気張る！ふるさと丹後町・Ｕ
ｂｅｒ Ｊａｐａｎ株式会社２０１７年（平
成 年）５月 日付プレスリリースに記載。

（しおや ひでお）

いる。
制度改善が行われた。これによって、地

支払うことを可能にするなど、柔軟な

ただし、導入初期のドライブレコー

元の利用者の比率が増えてきている状

できる点は重要なメリットである。
ダーの設置、アルコールチェッカーな

況にある。

町外病院への行きだけでなく帰りも可

需要が高いので、「ささえ合い交通」で

は難しい面がある。行き先では病院の

で異なる交通手段を使うのは高齢者に

員の合意が原則）
。しかし、行きと帰り

あって決定されている（現在は出席委

通 会 議で他の交通 事 業 者への配 慮 も

後市全体という仕組みは、地域公共交

乗⾞は丹後町地区のみ、降⾞は京丹

●今後への課題

どについては、京丹後市が既存の補助

は５分くらい景色の良いところで写真
を撮る時間を取ることも可能であり、
観光客にとっては満足度が高い。
観光客に占める外国人客の割合は分

制度により支援をおこなっている。
京丹後市は間人がになどの美食観

からないが、「ささえ合い交通」の最初
の乗客はシンガポール人だった。Ｕｂ

光に力を入れており、丹後町には路線

た い ざ

ｅｒのアプリを使えば、自国の言語を

バスが１時間に１本あるだけだったが、

４「
．ささえ合い交通」制度の
改善と今後の課題

気軽に行けるようになった。

「ささえ合い交通」の導入により、より

利用でき、ドライバーは日本語で画面
を見ることができるため言葉の壁が少
ない。スマートフォンの画面でドライ
バーの情報や車の移動状況が確認でき
る点も安心感を与えている。また、外
国人にとってはクレジットカードで決
済ができる点も利用しやすい。

●制度の改善
を使える店が少なく、電子決済（Ｅｄ

で、その中で運賃の割高感をどう緩和

能にならないかと言われることが多い。

Ｕｂｅｒのシステムを使うと手数料

ｙなど）も少しずつ進んでいる状況で

するかが課題となっている。一つの方

京丹後市内ではクレジットカード

がかかるが、アプリの利用は無料であ

ある。導入が進まない理由としては、

26
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●Ｕｂｅｒ導入の運営上のメリット

り、初期費用がかからない点がメリッ

29

事例

男鹿市

男鹿半島「なまはげシャトル」
廃止された定期観光バス路線を代
れており、今まで多くの観光客は車や

客が利用できる公共交通手段が限ら

～地域の協議会が相乗りタクシーを運行

替する二次交通として、男鹿半島では
定期観光バスを利用していた。しかし、
年）に定期観光バ

スが廃止され、男鹿半島の二次交通の

２０１４年（平成

ホームページでも予約可能なデマンド
型乗合タクシーが導入されて一定の成
果を上げている。
整備は喫緊の課題となった。
男鹿半島には県外観光客の認知度

や市、ＪＲなどが男鹿半島の二次アク

男鹿市内の観光事業者の民間団体、県

そこで、２０１５年（平成 年）から

が 高い 観 光 地 が 複 数 あ るが、観 光ス

真山なまはげエリア
２０１６年（平成

間の移動も便利という点で、多くの観

てきた（会員は公共 交通機関、観 光・

運行に向けての本格的な協議がなされ

という）を立ち上げ、相乗りタクシー

クセス整備推進協議会」（以下、「協議会」

男鹿市長を会長とする「男鹿の二次ア

クシーと秋田観光バス（株）が実施し

男鹿市観光協会、運行は（株）船川タ

員が運営しており、予約受付は（一社）

の相乗りタクシーである。協議会の会

要観光スポットを運行する事前予約制

「なまはげシャトル」は男鹿半島の主

光客の足となり得るとされた。その後、

宿泊施設、観光団体、行政機関で構成）
。

【事業の概要】

して挙がった。相乗りタクシーは、一般

年）に協議会の企

発着所／男鹿温泉交流会館五風前（足湯そば）

画のもと「なまはげシャトル」の名称で

発着所／灯台前ロータリー前

のタクシーよりも価格が抑えられ、男

入道崎

相乗りタクシーの運行が開始された。

図1 運行ルート

鹿半島内の広範囲に及ぶ観光スポット

二次交通として相乗りタクシーが案と

セスを考える検討会を開催し、新たな

【導入の経緯】

27

発着所／なまはげ館前・真山神社前

なまはげ館・真山神社
男鹿真山伝承館

発着所／きららか前

発着所／駅前観光案内所前

男鹿駅

五社堂
門前民宿

門前・五社堂エリア

発着所／なまはげ立像前

資料：なまはげシャトルパンフレット（2017年上期版）

年度）は「なまはげ便」と「西

海岸便」の２ルートが男鹿線の発着に

（平 成

り、ＪＲ男鹿駅を中心に２０１８年度

運行ルートは観光スポットのみであ

金を拠出し対応する。

差額が発生した場合は、協議会が負担

利用者から徴収した運賃と顧客単価に

（表）
。ただし１人でも利用可能であり、

より も 抑 えているという 特 徴がある

相乗りにして運賃を通常のタクシー

ている。

発着所／水族館入口前

男鹿水族館GAO

26

ポットが分散しているのに加え、観光

なまはげシャトル専用スペース

2018/04/03 16:40

180403_特集3.indd 18

桜島

30

男鹿温泉郷

28
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表 利用料金表（2018年度版）

1,000

1,500

門前

1,000

1,500

桜島

真山エリア

男鹿温泉

（人）

800

700

※2017年度は12月までの数字

600

合わせて設定されている（図１）
。
予約は専用ホームページ、電話、男
時まで）
。なお、男鹿温

鹿 温 泉 郷の各 施設で受け 付けている
（電話は前日

【利用状況と導入効果】

２０１７年度（平成

年度）の利用

年度）に比べて増えており、夏

者数は、事業を開始した２０１６年度

（平成

けて、
２０１８年度（平成 年度）
も「な

季の利用者数が多い（図２）
。これを受

込みを受け付けている。運行会社は予

業にすることを目指している。

し、協議会の支援なしに運営できる事

的には適当な民間事業者に事業を移管

担金などの支援を行っているが、将来

事業が安定するまでは、協議会が負

タクシー、バス）
。

まはげシャトル」事業を継続すること

時まで申し

29

約状況を確認後、予約人数に合わせた

泉郷の宿泊者には、前日

28

が決まっている。しかし、収益を考える

予約人数に合わせた車両を配車

車両を配車する（タクシー、ジャンボ

21

17

い」と語っていた。

（しおや ひでお）

かと常に考えながら取り組んでいきた

光 を盛り 上げるために何が必要 なの

するという視点でなく、男鹿半島の観

水族館館長）は、「２次アクセスを整備

協議会メンバーの本川博人氏（男鹿

多言語対応などが検討されている。

ジットカード決済の導入や予約窓口の

整備は１つの課題になっており、クレ

けて、インバウンドの受け入れ環境の

められている。特に、利用者増加に向

の検討、負担金拠出事業者の確保が求

増加、採算性に配慮した料金・ダイヤ

運営資金の確保のために、利用者の

【今後の課題】

がほとんどを占めている。

る。客層については、日本人の観光利用

とまだ補助金がないと厳しい状況にあ

30

3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月

延べ利用者
2016年度 3,502人
2017年度 4,652人
+1,150人
■2017
■2016
900

※未就学児無料、小学生半額
※運賃は乗車時にドライバーに現金で支払う。

1,000
男鹿水族館GAO
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1,000

1,000

男鹿駅

1,500

2,500

1,000

1,500

1,500
1,500

1,500
1,000

1,500

入道崎

男鹿水族館GAO
男鹿水族館GAO

桜島
男鹿温泉

門前
真山エリア
男鹿駅

6月
5月
4月
0

●西海岸便
●なまはげ便

資料：なまはげシャトルホームページ

図2 利用状況（2016・2017年度）

500

400

300

200

100

出典：2017年度秋田県二次アクセス整備促進事業全県勉強会配付資料

町

・小

運行地区
（観光地名）
高野山駅前～女人堂
（高野山・女人堂）

幕張本郷駅～海浜幕張駅

石岡−高下～四箇村駅

導入年月

特徴など

プロジェクトの概要

1948年6月

専用道

ケーブルカーで高野山駅下車すぐ、南海りんかんバスの始発停留所「高野山駅
前」から
「女人堂」の手前まで、バス専用道に整備。全長は2.1㎞、乗車6分の道程。
林道を走るため眺めが良く、ひとつの観光スポットとして楽しめる。

2010年2月

バスの利用客が多い千葉県の幕張新都心地区で連節バスを運行。京成バス
連節バス （株）は、一般路線バスの運行に連節バスを導入した初の会社で、また、連節バ
ス保有台数は日本一。

2010年8月

国道355号の渋滞により定時性の確保が難しくなったこと等により、バス利用者
は大きく落ち込んだ。このため、鹿島鉄道跡地という既存ストックをバス専用
道として有効活用し、同時に旧鹿島鉄道と同等のサービスを行えるよう、バス
専用道を整備した。この開通により、沿線の方々の公共交通の利便性が大幅に
向上するとともに、茨城空港へのアクセス性や利便性の向上が図られていた。

【清流ライナー市内ループ線】
岐阜駅～岐阜駅（柳ヶ瀬、岐
2011年3月
阜公園、ぎふ長良川鵜飼、岐
阜メモリアルセンター）

専用道

連節バス

岐阜市型ＢＲＴの導入方針は以下となる。
1．ＪＲ岐阜駅を核とした放射状の幹線バス路線への導入
2．中心市街地の活性化や観光振興に寄与するループ状の路線への導入

市

前谷地～気仙沼

2012年12月

専用道

東日本大震災の復旧にあたり、早期に安全で利便性の高い輸送サービスが必
要になり、JR気仙沼線の不通区間の仮復旧として、BRTが採用された。JR東日本
では、BRTを活用した地域観光資源の発掘やツアー商品企画などにも力を入れ
ており、BRT沿線の立ち寄りスポットのパンフレットを作成するなどしている。

市

気仙沼～盛（大船渡おさかな
センター、大船渡市魚市場、
2013年3月
屋 形船
「潮 騒 」
、長 安 寺、三
陸鉄道）

専用道

東日本大震災の復旧にあたり、早期に安全で利便性の高い輸送サービスが必
要になり、JR大船渡線の不通区間の仮復旧として、BRTが採用された。JR東日本
では、BRTを活用した地域観光資源の発掘やツアー商品企画などにも力を入れ
ており、BRT沿線の立ち寄りスポットのパンフレットを作成するなどしている。

日立おさかなセンター～大甕駅
2013年3月
（道の駅日立おさかなセンター）

専用道

日立電鉄線の廃線敷にバス専用道を整備。今後の高齢社会や環境社会に向けて
「誰もが安心して、快適に暮らせるまちづくり」を進めるために、BRTを導入した。

尻町

エアロプラザ（関西国際空港
第1ターミナル）～関西国際
空港第2ターミナル

2017年4月

連節バス

岐阜市

もの）

事例

特徴的な外観を持ち、室内空間にも余
JR岐阜駅バス停を出発する清流ライナー

岐阜市におけるＢＲＴを幹線としたバス路線の
再編と観光への取り組み

）は、路 線
ＢＲＴ（ Bus Rapid Transit
バスの定時性と速達性を確保するため

の運行システムであり、全国的に導入

。
事例が増加してきている（表）

ｍの

岐 阜 市のＢＲＴの象 徴 的な車両で

ある「 清 流ラ イ ナ ー」は、全長

メルセデス社製の連節バスで、定員は

１３０人、鮮やかな赤色のボディは市

の地域公共交通のシンボル的な存在と

なっている。連節バスの導入は首都圏

以外では初である。ただし、現在の保

有台数は４両（２編成）であり、幹線

ルートのほとんどのバスは一般的なバ

裕がある連節バスへの観光客の評価は

岐阜市のＢＲＴは、専用路線を確保

スで運用されている。

院線」などに代わり、土日祝日は中心

したものではなく、青色にカラー舗装

高く、ファミリー客などの中に「また

市街地である柳ヶ瀬、観光拠点である

されたバスレーンを用いている。連節

清流ライナーの運行ルートは曜日に

岐阜公園、長良川、スポーツ拠点であ

バス用の停車スペース（バスベイ）も確

利用したい」との声が多いという。

る岐阜メモリアルセンターなどを結ぶ

保した他、バス停のハイグレード化、サ

よって異なる。平日の「岐阜大学・病

市内ループ線として運行されている。

18

3

関西国際空港内での乗車待ち時間の短縮、車内の混雑緩和等、お客様の利便
性・快適性の向上が目的。また、関西国際空港のある田尻町の観光PRを目的に、
田尻町の魅力を伝えるイラストを一部の連節バスにラッピングしている。
各種資料をもとに（公財）日本交通公社が作成

20
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ＢＲＴの導入効果としては、大量輸

に限定されている（上下分離方式）
。

なども併せて行っている。なお、こうし
送能力の向上によるバスの待ち時間の

イクルアンドライド（Ｃ＆Ｒ）の整備
たインフラ面の整備は市の負担で行わ
短縮が大きい。例えば、幹線ルートで
ス停では８時台に 分の短縮が見られ
％の増加）とマイカー

た。こうした速達性の向上は乗客数の
増加（平日で
％抑制することに成功

から公共交通への転換を促した。また、
運行本数を
し、経営改善に寄与している。

千葉県千葉市

幕張

かしてつバス

関鉄グリーンバス
（株）

茨城 県 石岡市・小
美玉市

石岡

より定時性の確保が難しくなったこと

ないだろう。しかし、交通量の増大に

路 面 電車 を思い浮かべる人も 少 なく

岐阜市の公共交通と言えば、赤色の

ネットワーク化、幹線軸へのＢＲＴ導

支線への再編とコミュニティバスとの

ランジットセンターを核とした幹線・

る。その戦略として示されたのが、ト

）年

入、バス優先レーン・ＰＴＰＳ（注）の
や、年間最大

となどから２００３年（平成

賛否両論の中での廃止となった。

る総合交通戦略に沿って、「総合交通政

）年を対象とす
編のマスタープランとして、２００５

策」の実現に向けた取り組みが段階的

から２０１８（平成

である。現在も、２０１４（平成

億円の赤字が生じたこ

気仙沼線

東日本旅客鉄道
（株）

宮城県気仙沼市

前谷

大船渡線

東日本旅客鉄道
（株）

宮城県気仙沼市

気仙
セン
屋形
陸鉄

ひたちBRT

日立電鉄交通サービス

茨城県日立市

第2旅 客ターミナ
ル線

関西エアポート
（株）、
大阪府泉南郡田尻町
南海バス
（株）

日立
（道

エア
第1
空港

成 年度）には 地区（市内の ％）に

る取り組みが行われ、２０１６年度（平

（図１）によって日常生活の足を確保す

また、市民協働型のコミュニティバス

ＲＴの導入による強化が図られている。

【清
岐阜
阜公
阜メ

導入、バスロケーションシステムの設置

社会の実現を目指す構想が示されてい

と誰もが自 由に移 動できる交通環 境

ここでは、コンパクトな市街地形成

阜市総合交通戦略」を策定した。

京成バス
（株）

年）に

地域公共交通網における
ＢＲＴの位置づけ

京成バス

に進められている。

コミュニティバス路線が拡大された。コ

ミュニティバスにおける行政負担は

～ ％で、残りの収入は運賃や広告収

60

高野
（高
南海りんかんバス
（株） 和歌山県高野町

特に公共交通の軸となる幹線バス路

岐阜県岐阜市

84

自治体名
運営主体

線については、連節バス投入を含むＢ

岐阜乗合自動車
（株）

19

表 全国のBRTの事例（観光との関連性が比較的大きいもの）

年度（平成 年度）に「岐阜市総合交通
政策」を打ち出し、その行動計画とし
年）を対象期間とする「岐

て２００９年（平成 年）から２０１３
年（平成

清流ライナー

28

30
12

その後、市では抜本的な地域交通再

26

状況などの分析を踏まえた将来の都市

げられる。まず、土地利用や人口分布

データを積極的に活用している点が挙

て、バスネットワーク再編に各種統計

岐阜市の計画づくりの優れた点とし

ある。

イヤ、運賃も地域が決定する仕組みで

は経営感覚も必要であり、ルート、ダ

入による地域負担で賄われる。地域に

85

れ、民間交通事業者の役割はバス車両

60～85％

名称

ある岐 阜 大 学・病 院 線の駅 前 広 場バ

資料：「岐阜市の地域公共交通の取り組み」
（2016年9月、岐阜市）

の購入とメンテナンス、安全確保など

図1 市民協働型コミュニティバス

2018/04/03 16:40
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21

15

バスの運行
運営の支援

行政負担（補助金）
地域に応じて

南海りんかんバス

30

地域が経営感覚を持った運営
（地域住民が計画・運営）

15～40％

交通事業者
行政（市）
行政が
地域の努力を支える

ルート
ダイヤ
運賃も
地域が決定

地域住民
地域負担（運賃・広告）
地域に応じて

13

21

地域住民が主体となった運営協議会を設置
地域は最大限努力
（明確な収入目標）

20
17

25

これからの地域交通と観光
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像の検討が行われた。さらに、岐阜市
内の交通ＩＣカード「アユカ」のデー

観光振興への取り組みと課題

る（利用料１００円／日）
。

こうした取り組みの一方で課題もあ

計画」の計画策定の目的にも、＂
まちづ
くり、中心市街地活性化、観光振興と

る。データ分析を重視して交通計画を

関してはデータが不足しているのだ。一

うた

の一体性を確保＂することが謳われて

長良川温泉などの著名な観光資源を

これに対して、岐阜市の観光振興へ

つには、宿泊統計など観光統計が不十

う

的に用いられている。各バス路線の時
有している。一方で、観光客のＦＩＴ化

の取り組みとしては、すでに述べたよう

分である点がある。もう一つには、Ｓｕ

岐阜市は、岐阜城、長良川の鵜飼い、

間帯別需要と運行頻度、バス停間ＯＤ
が進む中で、個人観光客の公共交通機

に、観光客・レジャー客の多い土日祝日

ｉｃａやＴＯＩＣＡといった観光客の

タとバスロケーションシステムも積極

の分析が行われ、実需を踏まえた路線
関へのニーズは増大しているとも考え

における市内の観光・商業拠点を結ぶ

資料：「総合交通戦略（2014-2018）
」岐阜市

岐阜市内で利用できないことから、Ｉ

主要な発地で用いられるＩＣカードが
また、フリーきっぷの販売も積極的

Ｃカードによる観光客のデータ分析が
日乗り放題になる切符で、２０１７年

議監は、「現段階では市民のバス需要に

岐阜市の青木保親交通総合政策審

現状は難しい点がある。
（平成 年）は１万４０００枚が販売さ

（４５０円）
」は、２１０円均一区間が１

に行われている。
「２１０円エリアパス

市内ループ線の運行が挙げられる。

策定してきた岐阜市だが、こと観光に

の再編、トランジットセンターの位置、
られる。２０１５（平成 ）年３月に策
定された「岐阜市地域公共交通網形成

27

いる。

乗り継ぎのシームレス化の計画が進め

トランジットセンターのイメージ

中心市街地トランジットモールのイメージ

れた。また、土日祝限定の１日乗車券

比べると観光によるバス利用はまだま

の可能性としては、市内ループ線を中

だ少ない段階」とするが、「観光による

歴史にちなんだラッピングバスも運

心とした観光拠点の周遊に加え、長良

も春と秋の行楽期に５００円で販売さ

行されている。前記の市内ループ線に

川温泉から中心市街地などの夜間移動

昼の時間帯の利用者数の上乗せ効果は

は、清流ライナー以外にも、織田信長

のニーズなどもあると考えられるが、

れており、こちらは４万７０００枚が

をデザインした外観と大名屋敷をイ

データ不足によって有効な施策に結び

重要」とも捉えている。観光客の利用

メージした車内装飾を施した「信長バ

つけにくい点は今後の課題としている。

販売された。

ス」が運行されている。また、中心市街

（しおや ひでお）

︵注）公共車両優先システム
（ Public Transportation
）
。バス専用・優先レーンの設
Priority System
置や優先信号制御などを通じて、バスなどの
定時運行を確保し利用を促進するもの。

地を循環する１００円バスとして桜色
の「濃姫バス（柳バス）
」が運行されてい
る。この他、岐阜公園などの観光拠点
でのレンタサイクル事業も行われてい
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られた。

図2 定時性、速達性が確保された利便性の高い公共交通軸（幹
線バスおよび鉄道）
の構築
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あけ

ち

明知鉄道

地産地消の食堂車事業でローカル線を活性化

な企画列車やイベントが展開され、観

維持するために、全国各地でユニーク

少子高齢化が進む中でローカル線を

鉄道で食堂車を取り入れたのは明知

が地元から上がったという。ローカル

そのＰＲにつなげられないかという声

車の中で細寒天を使った料理を出して

で、脇役になりがちな食材なので、列

には原則としてマージンを設定せず、

２５００円から５５００円）
。料理提供

円 と 値 頃 感が あ る（ 食 堂 車 全 体では

フリー切符込みで１人当たり４０００

から明智駅までの食堂車料金と帰路の

験した「じねんじょ列 車 」は、恵那 駅

ない。

ついては、経費がかかるため扱ってい

なっている。クレジットカード決済に

本的に郵便局を通じて前振り込みと

事の仕入れ代を負担できないため、基

予約客がもしも現れなかった時に食

〜明知鉄道の取り組み

光客にとっても魅力のあるコンテンツ

鉄道が日本初であり、当時は列車の中

明知鉄道の収入は運賃相当がほとんど

となっている。

として定着してきている。

で食事を出すというだけでも話題性が

本稿で取り上げる明知鉄道（株）は、
食堂車事業にいち早く取り組んだ第三
あった。
あちゃんのお花見弁当

現在食堂車は「おば

セクター 鉄 道で、岐 阜県、恵那 市、中
津川市、地元企業などが出資している。
年）に旧国鉄の特

列車」
「 お ば あ ちゃん

１９８５年（昭和
定地方交通線を引き継ぐ形で開業し、

の山 菜 弁 当 列 車 」
「枡

恵那駅から明智駅の ・１
km

村城」などがある。

「日本大正村」
や日本三大山城の一つ
「岩

は約 人。沿線の主な観光資源として、

有人駅はこの２つの駅だけで、社員数

25

「じねんじょ列車」を加
えて６種類ある。季節
のものを 中 心に、この
時期にここに来ないと
食べられないものが提
供されている。何度も
行けるような値段設定

来やすく友人を誘って
食堂車事業は、開業２年後の１９８７

を維持する方針で、例

年（昭和

まった。
「細寒天」が山岡地区の名産品

えば 今 回 取 材 時に体

年）に「寒天列車」として始

ローカル線では
最初の食堂車事業

酒列車」
「きのこ列車」

を結ぶ。

60
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じねんじょ列車と車内風景

１ 万 ２０ ０ ０ 人 程 度 で 推 移 してい

代から 代以上の利用が多く、リピー

たという人が多いため、季節ごと、料

理が変わるごとに新聞社を訪問してＰ

明知鉄道全体の利用者数は、近年は

ターも少なくない。ただし、統計は取
しかし、関東・関西の人も増えてお

年間 万人前後で推移しており、恵那

る。ただし、
「ふるさと割」の利用が多
あった。季節別で見ると、秋期と沿線

り、遠方から来る利用客には鉄道好き

市・中津川市在住の小中学生と 歳以

Ｒするようにしている。

年間催行数は、３００から４００本

でひなまつりイベントのある３月が多

が多い傾向がある。最近はメディアで

られていない。

あり（じねんじょ列車と枡酒列車を連

く、冬と真夏は参加者が少ない傾向が

かった年には１万７０００人の集客が

結するケースは２本とカウント）
、月曜

上の人を対象に格安の年間パスポート

中央線沿線の人が多い。個人客では

り、愛知の人が７～８割を占め、特に

快速列車で約 分ほどということもあ

発地別では名古屋駅から恵那駅まで

鉄 道の旅が取り 上げられることも 増
人ま

ある。

食堂車の利用状況と
鉄道維持への貢献

50

日以外はほぼ毎日運行している。これ
だけ催行できるのは、１日最大

で参加でき、個人客から団体客まで対
応が可能という点も大きい。
年 間の利 用 客 数は約１万 人から

40

を販売するなどして、地域需要の確保

明知鉄道の広報担当である伊藤温

え、鉄道のイベントのＰＲも多いので、
いる。明知鉄道は大規模な広報活動は

子 氏 は、食 堂 車 事 業の 貢 献 度につい

に努めている。
行っていないが、新聞で食堂車を知っ

その影響で遠方から来る人も増加して

65

38
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て、「もし食堂車がなかったらメディア
で扱われることはなかった。沿線人口

計画されている。しかし、食堂車の食

事が外国人に全て受け入れてもらえる

我が国へのインバウンド客が増加し

る程度リサーチする必要があるとして

に好まれるのか」という点について、あ

インバウンド誘客へ向けた
取り組みと課題

数も年々少なくなる中で、食堂車がな

ているが、言 葉の対 応の問 題 も あり、

いる。

わけではなく、
「どの食事がどの国の人

かったら明知鉄道があったのかなと思

受入体制が整わない段階でどこまでイ

が減少し、少子化で通学定期の利用者

う」と食堂車事業の重要性について述

市がその間に入ることはないが、常に

元とも協力しながら進められる。特に

頼しているが、食材の安定的な確保は

のものが中心になるように事業者に依

明知鉄道では、食材はなるべく地元

り組みとしては、２０１７年（平成

の一つには、事前予約と郵便局での振

持っている。外国人利用が少ない理由

人が多く、岩村の城下町などに関心を

体は未だ少ないが、比率としては欧米

が多い。食堂車に乗ってくる外国人自

日本人の友人が仲介となっている場合

阜県のＰＲ活動に関する補助などが活

うな事業を進める場合も、恵那市や岐

ナンバリングも行われている。このよ

やすくするため、同年に駅名看板への

）が作成されており、主に個人
Station
客向けである。また、外国人が利用し

ト（ Stories of the Eleven Railroad

年）に、紫色の表紙の英語のパンフレッ

込のハードルが高いこともある。

（しおや ひでお）

用されている。
月、恵那 市・中
のあるイベント列車の企画＂について

津川市）では、＂
外国人観光客に訴求力

計画」
（２０１５年

「明知鉄道沿線地域公共交通網形成

現状では、明知鉄道の外国人乗客は、

この 他、イ ンバウン ド に 向 け た 取
ンバウンドに注力すべきかは課題とも

食 堂車に料理を提 供しているお店

情報は共有している。何か沿線の観光

難しい面 も あるため限 定はしていな

なっている。

べている。

地域との連携
明知鉄道の社長は恵那市長であり、
岐阜県は株主であることからもともと
地域とのつながりが深い。明知鉄道連
絡協議会などを通じて、イベントや観
光ＰＲについても市や沿線の観光協会
める体制となっている。例 えば、今度

は、現 在７軒 ある（ 料理６軒、お酒１

などと情報共有し、話し合いながら進
放映されるＮＨＫのドラマのロケ地が

軒）
。新しい企画を展開するためにも、
思ってもらえるよう」着実に集客する

「料理屋さんがまた来年もやりたいと

岩村駅周辺になっているので、そうし
た話題を絡めた観光ＰＲについても相
談しながら進めているという。

協会に協力してもらいたいことがあれ

い。このため、地元の食材であることを

ことが重要となる。

ば、明知鉄道から働きかけて一緒に仕

売りにはしていない。

食堂車の企画は、地元の料理屋や蔵

事をしてもらうこともある。

11
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英文パンフレット

じねんじょ列車の食事

事例

高山市

高速バスで地域産品を東京市場へ
ことができる＂とある。この ＂
少量＂と

の推進は、個人客が利用可

が分かる。つまり、貨客混載

～高山市の貨客混載への取り組み
未満が原則と

は通達によって３５０

能な観光路線を維持する上

土交通省の通達により重量制限が緩和

られる。

で、重要な施策として捉 え

全国で広がる
貨客混載の取り組み
月から国

人口減少と高齢化が進む中で過疎地
された。過疎地についてはさらに手厚

されてきたが、２０１７年
の公共交通機関を維持していくには、

歩進めて、地場産品の大都

さらに、高山市と京王電

また、「流通業務の総合化及び効率化

市圏への販路拡大や観光地

く、タクシー、貸切バスについての貨客

の促進に関する法律」
が２０１６年 月

ＰＲの目的も兼ねて貨客混

地域住民の需要に依存するだけでは難

の方策として、物流サービスなどの産

に改正され、「一定の規模及び機能を有

載を展開している事例もあ

鉄による取り組みのように

業需要を組み込んでいくことにも可能

する流通業務施設」がない地域でも複

る。東京事務所長の清水雅博氏にお話

混載が認められている（発地か着地の

性がある。このことは、高齢化の中で運

数の事業者による連携を条件に、例え

をうかがったので、以下で紹介したい。

しい。これに観光客需要を加えていく

転手不足に悩む産業界にとっても重要

ば宅配事業者が鉄道やバス路線を使っ

路線の維持・活性化から一

路線バスや鉄道列車に、旅客と貨物

て過疎地への物流を効率化するといっ

いずれかが過疎地であれば可）
。

を一緒に輸送することは、貨客混載ま

た取り組みを行いやすくなっている。

である。

たは客貨混載と呼ばれる。積載できる

表（Ｐ ）は、全国で見られる貨客混

の高速バスで東京へ移送し、丸正食品

（中野区）で販売する前例があった。

高山市の事例は、
高山市の直売所「特

選館あじか」が取り扱う高山産の野菜

を、濃飛乗合自動車の協力を得て高山

営業所で京王電鉄バスの高速バスに積
もともと地域の野菜を東京市場に流

スは杉並区の京王電鉄バスの高速バス

スタ新宿で旅客を降ろした後、高速バ

載の事例を整理したものである。空港
設間のデリバリーなどを除くと、多く

通させる貨客混載の取り組みとしては、

センター（営業所）に回送する。高速バ

の対応やモーダルシフト（注）の観点か

は住民向けのサービスとなっている。

茨城県常陸太田市が市内で採れた野菜

込み、旅客と一緒に東京へ移送する。バ

客自動車運送事業者（路線バス事業者）

しかし、ここに挙げられた路線の多く

●事業化の経緯と狙い

は、旅客の運送に付随して、少量の郵

スでの移送はここまでで、車庫から販

条には ＂
一般乗合旅

高速バス車両（上）と保冷コンテナ（左下）、高山産の農産物（右下）
2017年9月8日付 京王電鉄
（株）ニュースリリースより
（写真：京王電鉄
（株）
）

を「道の駅ひたちおおた」から茨城交通

への手荷物輸送や高山・松本の宿泊施

10

が観光地を含む路線となっていること

道路運送法第

高山の朝採れ野菜が翌朝には
東京のスーパーで買える

貨物の量には規制もあるが、過疎化へ

ことが今特集のテーマでもあるが、別

9

kg

ら段階的に緩和される方向にある。

27

便物、新聞紙その他の貨物を運送する

82
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表 全国の貨客混載の事例
運行地区

運営主体

導入年月

プロジェクトの概要

2011年5月

トラックを使わずに集配を実施することによるCO₂削減が目
的。宅急便の輸送に路面電車の1両
（貸切）を利用。

宮崎県西都市～宮崎県西米良村

宮崎交通
（株）
ヤマト運輸
（株）
宮崎県
宮崎県西都市
宮崎県西米良村

2015年10月

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送に路線バス
（座席の一部を荷台スペースに
した専用車両）を利用。

宮崎県延岡市～高千穂町、宮崎県
日向市～諸塚村

宮崎交通
（株）
ヤマト運輸
（株）

2016年6月

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送に路線バス
（座席の一部を荷台スペースに
した専用車両）を利用。

道の駅ひたちおおた
（茨城県常陸
太田市）～ バスタ新宿～東京都中
野区の食品販売店

常陸太田産業振興
（株）
茨城交通
（株）
2016年9月
茨城県常陸太田市
東京都中野区

常陸太田市の基幹産業である農産物の販路拡大による常陸
太田市の農家の所得向上や地域経済の循環が目的。常陸太
田市の農産物の輸送に高速バスのトランクを利用。

熊本県人吉市～熊本県五木村

産交バス
（株）
ヤマト運輸
（株）

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送に路線バス
（座席の一部を荷台スペースに
した専用車両）を利用。

中部 国 際 空 港～名古屋 駅 周辺の
宿泊施設など
（実証実験）

名鉄バス
（株）
ヤマト運輸
（株）
中部国際空港
（株）

京都市嵐電 西院車庫～嵐山駅

ヤマト運輸
（株）
京福電気鉄道
（株）

2016年10月

2016年11月～2017年2月
（実証実験）

中部国際空港を利用する訪日外国人旅行者の受入環境整備
の一環として、手ぶら観光サービスの利便性向上
（荷物の当
日配送受付時間の延長）が目的。中部国際空港から名古屋
駅周辺の宿泊施設などへの荷物輸送にリムジンバスのトラン
クを利用。

東京23区内 ※～成田空港
東京空港交通
（株）
※東京駅・新宿・池袋・渋谷・赤坂・
佐川急便
（株）
六本木・品川・お台場 など

2017年3月

輸送の効率化による環境負荷の低減と省力化、手ぶら観光
サービスの利便性向上
（荷物の当日配送受付時間の延長、配
送エリアの拡大）が目的。都心から成田空港への荷物輸送に
リムジンバスの荷物スペースを利用。

京都丹後鉄道宮豊線 久美浜駅～ WILLER TRAINS
（株）
（株）
丹後王国
峰山駅

2017年6月

トラック輸送距離が短縮されることによるCO₂削減、運搬にか
かる農家の負担の削減、列車の安定した運送収入の確保が目
的。道の駅「丹後王国 食のみやこ」への各農家の農産品の輸送
に、旅客列車の車両に設けられる貨客混載スペースを利用。

2017年6月

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送に路線バス
（座席の一部を荷台スペースに
した専用車両）を利用。

兵庫県豊岡市：
江原地区～神鍋高原地区

全但バス
（株）
ヤマト運輸
（株）
兵庫県豊岡市

東京都
墨 田 区吾 妻 橋 ～ 明 石 町・聖 路 加
2017年8月～1カ月
（公財）
東京都公園協会
ガーデン前
（実証実験）
（実証実験）
ヤマト運輸
（株）

物資輸送における水上バス活用の可能性の検証が目的。観
光で東京都を訪れたお客様からお預かりした荷物を水上バ
スで輸送し、お客様が観光を楽しんでいる間に目的地まで配
送することを想定して、定期運航中の水上バスで模擬貨物を
輸送し、搬入・搬出における所要時間や人員、船内での安全
性確保のための人員配置、旅客輸送への影響などを確認。

中部運輸局
岐阜県高山市の提携ホテル～長野 濃飛乗合自動車
（株）
県松本市の提携ホテル
（実証実験） 佐川急便
（株）
アルピコ交通
（株）

松本・高山両市の宿泊施設に宿泊し、松本～高山間を観光す
る旅行者向けの手ぶら観光サービスの導入
（高山～松本間の
手荷物の当日配送の実現）が目的。提携ホテル間の観光客の
荷物の輸送に高速バスの荷室を利用。

愛媛県松山市・八幡浜市・宇和島
市・今治市内の提携ホテル間

特選館あじか
（岐阜県高山市）
～バ
スタ新宿～東京都杉並区の食品販
売店
（キッチンコート永福町店）

奈良県天川地区・奥宇陀地区
（実証実験）

愛知県豊田市
とよたおいでんバス稲武・足助線
足助地区～稲武地区

伊予鉄道
（株）
宇和島自動車
（株）
瀬戸内運輸
（株）
佐川急便
（株）
京王電鉄
（株）、高山市
京王電鉄バス
（株）
濃飛乗合自動車
（株）
（株）京王ストア

2017年8月～2017年11月
（実証実験）

2017年9月

観光振興の一環として、観光客やサイクリストの利便性向上
が目的。しまなみ海道を利用して今治に来たサイクリストが
愛媛県内各地に向かう際、あるいはその逆ルート、および松
山市・八幡浜市・宇和島市・今治市間を観光する方の手荷物
を貨客混載にて輸送する。サイクリストの宿泊先への手荷物
の輸送に、路線バスの荷室を利用。

2017年9月

高速バスの生産性向上、飛騨高山産の農産物を差別化商品と
することで
（株）京王ストアの店舗の魅力向上、高山市の知名度
向上・観光誘致・農産物の販路拡大による地域経済の活性化
が目的。高山市の農産物の輸送に高速バスのトランクを利用。

奈良県、宇陀地 域公共
交通活性化協議会、奈 2017年10月～2018年3月
良交通
（ 株）、ヤマト運 （実証実験）
輸
（株）

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送に天川地区では路線バス、奥宇陀地区で
はコミュニティバス
（両バスとも車内の最後列の座席上に集
配ボックスごと積み込み）を利用。

ヤマト運輸
（株）
豊栄交通
（株）
愛知県豊田市

過疎化や高齢化が進む中山間地域におけるバス路線網の維
持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上が目
的。宅急便の輸送にコミュニティバス
（座席の一部を荷台ス
ペースにした専用車両）を利用。

2018年1月
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売店の京王ストア（キッチンコート永

こうして週２便、販売店は京王ストア

び、翌朝には販売できることになった。

して実施しているのは、貨客混載では

での全てを一つの企業グループで一貫

が野菜を運んでいる。登録している農

「特選館あじか」までは近隣の農家

貨客混載事業がスタートした。

「キッチンコート永福町店」１店舗での

初めてのケースで、京王電鉄グループ

の問題は少ない。運ばれてきた野菜の

家は３００軒を超えており、供給面で

高山市のパートナーとなった京王電

そこで観光ＰＲを行うとともに、さら

宿」という観光案内所を開設している。

どにつながり、高山市の立場からは東

ることの他、京王ストアの魅力向上な

よって、高速バス路線の利用者が増え

（しおや ひでお）

くことも市では期待している。

日本一）を活用し、供給量を増やしてい

高山市内の道の駅（市内の道の駅数が

いるが、この取り組みがうまくいけば、

ている。現在は「あじか」のみとなって

かりにしたいという狙いがある」とし

東京では販売されていないため、足掛

や中京圏で販売されており、ほとんど

拡大していきたい。高山の野菜は関西

今後の事業展開については、「徐々に

商品を厳選して出荷している」と言う。

出荷品選びは慎重に行っており、良い

グの観点から失敗は許されないので、

清水所長は、「高山野菜のブランディン

いものを見極めて東京へ出荷している。

うち、「あじか」のスタッフが品質の良

ならではの取り組みとなっている。

運輸が商品を届ける。移送から販売ま

福町店）までは、京王グループの京王

店頭に並んだ野菜

鉄グループでは、以前から高速バス路
線 を 展 開 する中 部 地 方（ 信 州、飛 騨、
中 央道沿 線）との連携を進めていて、
２０１６年７月には新宿に「中部地方

に産 地としての魅 力 を発 信 するため

京での高山野菜の販売、そして、野菜

京王新

に、貨客混載での中部地方の野菜の輸

を通じた高山市の認知度向上、来訪者

インフォメーション プラ ザ

送・販売に取り組むべく検討を始めた

者も東京で売れていなかったものが売

増に期待している。また、市内の生産

高山市では海外戦略部を中心とし

れるようになるため、非常にモチベー

経緯がある。
て地場産品の販路拡大に力を入れてお

ションが高まっている。
●貨客混載の仕組み
日で

り、香港やパリでの食材のブランド化
なども進めている。ただしこの事業の
ターゲットは、外国人ではなく国内向

事業開始は２０１７年９月

ある。高山と新宿を結ぶ高速バスのう
︵注）物流の省力化や環境負荷の観点から、トラッ
ク輸送から大量輸送機関である鉄道、船舶輸
送へと転換すること。

キッチンコート
永福町店

京王電鉄バス
高速バスセンター

Ｃ

バスタ新宿

高山濃飛

貨客混載
区間

特選館あじか

濃飛バス高山営業所

Ｂ

農家

販売

17：00頃
積み下ろし

16：00頃
到着

10：30
出発

回送

実車

回送

農家

け、特に東京における高山ファンの拡
大を狙った取り組みと位置づけられて

ち、 時 分発のバスに、週 回、朝採
れ野菜をトランクに載せて東京まで運

2

飛騨高山線
7006便

農家

14

いる。京王電鉄グループの立場からは、
高 山の認 知 度や 関 心が高 まることに

30

2018/04/03 16:40
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9：30頃
積み込み

7：00～9：00
出荷物の集約

in

［運搬行程］

2017年9月8日付 京王電鉄（株）ニュースリリースより
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これからの地域交通と観光

3 公共交通の維持・活性化へ向けた取り組み事例

特集

事例

永平寺町

永平寺参ろーどにおける自動運転への取り組み
町の主な観光目的地である曹洞宗

る。そのため、町内での観光消費額の

温泉、山中温泉や山代温泉となってい

伊藤 聡一

大 本 山 永 平 寺 は、観 光 の 多 様 化 と、

低さが観光業の弱みとなっている。

永平寺町総務課

洞宗大本山永平寺で知られるが、他に

団 体 旅 行 の 減 少 を 主 な 要 因 として、

町内には、北陸自動車道、中部縦貫

出典：国勢調査

～地域を守りながら産業と観光を振興
この町が、なぜ自動走行実証実験に興

も国立大学福井大学医学部、福井県立

１９８０年の１４９万人をピークに減

永平寺町は、町名の由来でもある曹

味を持ち、自動走行実証実験を誘致し

大学なども立地している。産業構造と

志比

あ わら

典型的な中山間地域

福井 市の東 方に位置する永平 寺町。

たのか。自動運転の実用化を目指す理

自動車道、２つの国道、えちぜん鉄道
53

理由その

分程

約６㎞の遊歩道（町道）となっている。

駅から永平寺に至る幅員３メートル、

鉄永平寺線の廃線跡であり、永平寺口

い）ろーど」である。この道は、京福電

走行実証事業の舞台が「永平寺参（ま

２０１７年秋から行われている自動

で行くことができる。

勝山永平寺線が走り、交通網を形成し

越前高田へ ↓

なっている。また、そのほとんどが通過

永平寺

頭竜川に関わる観光業、大学を核とし

永平寺参ろーど

20

歳を超えてもクルマで通院、買物

1

める地域公共交通機関の重要性は増し

高齢となるにつれ、生活ニーズに占

子高齢化といった課題に直面している。

様に、財政事情の悪化、人口減少・少

永平寺町も、他の多くの自治体と同

80

荒谷
364

えちぜん

→ 国道１５７号へ

市野々
京善

← 北陸自動車道福井北ＪＣＴへ

永平寺参道

永平寺線

ている。ＪＲ福井駅までは車で

↑ 加賀市へ

型日帰り客で、宿泊は近隣市町の芦 原

永平寺町地図

た教育産業が主要な位置を占める。

けやき台

永平寺町 高橋～志比
【延長】6,025m【幅員】約3m
寺本

364

永平寺

諏訪間

平成27年
平成22年

鉄道勝山

中部縦貫
自動車道 永平寺大野道路
（
）

光明寺
下志比
東諏訪間

九頭竜川
416

号
364

国道

山

永平寺町役場
永平寺支所
永平寺口駅

東古市
志比堺

293人減

0

2,730人

2,437人

少傾向にあり、２０１７年は 万人と

5,000

878人減

10,000

12,745人

11,867人

しては、歴史ある繊維業、永平寺や九

15,000

374人増

2018/04/03 16:40
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6
20,000

由と今後のビジョンについて紹介する。

25,000

5,413人
5,039人

■老年人口
（65歳以上）
■年少人口
■生産年齢人口
（15歳未満） （15～64歳）

永平寺町人口推移

特に参ろーど沿線では、 歳を超える

ていくのが一般的である。しかし、町内、
うという政策を採っている。

ぞれの地域で定住人口を維持していこ
これに対して公 共 交通 政 策として
公共交通機関を維持し、子どもから高

は、周辺部の地域や集落をつなぐ地域

その沿線に歩いて行ける病院や小売

ための省力化が必要になってくる。

まずは地元の理解を。
ＩｏＴによる産業活性化も
視野に

いた。

アンケート結果では、自動走行技術

や車両への期待や早期実用化を望む肯

定的な意見が多数を占めた。具体的に、

自動走行ルート、乗車運賃、ダイヤ編

あった。今後、いただいた意見を参考

成や乗降客予測まで踏み込む提案も
自動走行実証実験は全国で実施さ

にしながら、持続可能な公共交通事業

齢者までが、不自由なく通学、通勤や
れているが、当 町では、特に「 持 続 可

としての運営方法の検討を進めていき

店が無いことに加え、車社会に慣れ親

能な公共交通事業としての自動走行」

たい。

外出ができる環境をつくることを目標
一方で、いかに行政コストを抑制し

を目指して自動走行実証実験を誘致

しんできたことも要因と考えられる。

つつ交通機関を維持できるかが課題と

としている。

及台数は１・ 台と全国で第一位であ
る（注）
。

した。

も通院途中の運転中に交通事故で亡く

の事故が増加している中、永平寺町で

公共交通を担う事業者、特にバス事業

側における高齢化の問題もある。既に、

行技術がどういうものかを、沿線住民

自動運転を導入する上では、自動走

行っている。自動走行モビリティだか

学との共同研究、企業訪問や検討会を

動走行技術を知ってもらうために、大

けではないが、ドライバーがいないか

の皆さん、事業者の皆さん双方に知っ
まずは、「知ってもらって、触っても

ら「事業をやめてしまう、撤退してし

者のドライバーの不足と高齢化は、地

らって、乗ってもらう」ことを念頭に、

まう」を「自動走行車両で解決できな

なられる痛ましい事故も起きている。

２０１８年２月５日からの福井県を

自動走行モビリティを紹介した動画、

いか、省力化できないか」までに持って

らと言って、すべてが無人化できるわ

中心とした豪雪災害では、除雪機械を

自動走行おもちゃ工作キットを作成し

いくマインドセットを行政として担っ

てもらうことが重要だと考えている。

運転するオペレータ不足、高齢化が浮

た。また、実際に自動走行モビリティ

ている。

域公共交通の存廃を決めうる要因にま

き彫りとなった。除雪機械はあるのに、

を体験してもらうため、沿線集落を対

参ろーど沿線地域などの公共交通網を

動かすオペレータがいない。連続した

でなってきている。

ている。
理由その

共同 体 を 守 り な がら、定 住 人口 も 維
持する

月か

を集めようとする政策や動きがある。

持していくためには、逼迫する財政事

生活レベル、公共サービスレベルを維

少子高齢化が進む中で、これまでの

る。それぞれのイベントで、アンケート

走 行モビリティを体 験した計 算にな

以上で、町民の１００人に１人が自動

学等を実施した。試乗人数は３００人

行技術紹介イベント、小学校社会科見

での取組を通じたＩｏＴビジネスの創

ボ」として、経済産業省が選定し、地域

のための取組を「地方版ＩｏＴ推進ラ

地域におけるＩｏＴプロジェクト創出

スタートさせた。ＩｏＴ推進ラボとは、

ら「永平寺町ＩｏＴ推進ラボ」
（図）を

そのような中で、２０１７年
象とした地元説明会、試乗会、自動走

しかし、当町では、それぞれの地域や

情にあっても事業を持続できるコスト

を実施し、さまざまなご意見をいただ

る事故も発生している。

集落のコミュニティ、歴史、文化や繋が

低減と、担い手不足の問題を解消する

集落を集約化して、中心部に生活機能

りを維持し、地域や集落を守り、それ

全国の自治体では、周辺部の地域や

除雪作業による過労が原因とも思われ

いかに整備するかが喫緊の課題となっ

また、地元の事業者の皆さんに、自

なっている。加 えて、サービスの供 給

実は、福井県の世帯当たりの自動車普

いる現状がある。

高齢者が自動車で、通院、買物をして

80

しかし、全国的に高齢者ドライバー
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ある。

も 積 極 的に取り 組んでいるところで

方々はもちろん、地元金融機関の方々

ので、自動走行実証実験の実験主体の

域の産業を活性化させようというも

事 業 を 持 続 す る仕 組み を 構 築し、地

動走行技術が「できる範囲」を見極め、

「永平寺町ＩｏＴ推進ラボ」では、自

出を図るものだ。

で、試乗会などで実施したアンケート

に満足度の高いものにできるかが重要

そのためにはモビリティ体験をいか

によって解決できないかと考えている。

コストを、観光の需要を喚起すること

り、地域の需要だけでは補いきれない

とで収支構造の改善を狙いたい。つま

ある観光列車並みの運賃をいただくこ

らえると期待している。そして、全国に

り多くの観光客の方々にも乗車しても

の地域住民の皆さんだけではなく、よ

楽しめる観光資源にもなるので、沿線

自動走行」を実現し、安定した地域社

て「持続可能な公共交通事業としての

も、それぞれのメリットを見つけ出し

る。それぞれが応分の負担をしながら

のか、根本的な議論が必要になってく

自治会か、それぞれがシェアしていく

所有・運用するのは行政か、事業者か、

さらに、自動走行モビリティ自体を

負担を強いられる仕組みではいけない。

事業者も、行政も）が、一方的にコスト

が、誰か（沿線地域住民も、観光客も、

の削減を狙っていくことはもちろんだ

字負担やコミュニティバスの運営経費

将来、えちぜん鉄道永平寺口駅と大

観光客を呼ぶコンテンツとして

結果や、実験への参加企業からのアド

会を守っていくモデルを創りたいと考
えている。
（いとう そういち）

バイスを得つつ検討したい。
自動走行技術を活用して、地域公共

本山永平寺を結んでいる路線バスを、
自動走行技術を使ったモビリティに置

交通機関の拡充・維持、路線バスの赤

年８月

日付ニュースリリース資料

︵注）一般 財 団 法 人 自 動 車 検 査 登 録 情 報 協 会 の

伊藤 聡一（いとう そういち）

2
0
1
7

より

自動走行実証実験

永平寺参ろーど

2002年永平寺町役場入庁。商工観
光、
情報統計、
政策企画、
財政を担当。
2015年から総合政 策 課で地 方創
生、自動走行推進事業を担当。2018
年4月からは総務課。

き換えたい。このモビリティは、風景を

図 永平寺町IoT推進ラボ
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これからの地域交通と観光

3 公共交通の維持・活性化へ向けた取り組み事例
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