
ご協力のお願い 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、調査回答にご協力下さいますようお願い申し上げます。 

▼調査実施の背景 

高齢化の進展に伴って自ら移動できない高齢者が増加し、各地で移動手段の確保が課題となって

います。そのような中、住民が主体となって、あるいは住民が参画して様々な移動サービス（自家

用有償旅客運送や許可・登録不要の移動支援、住民組織の運営による自主運行バスなど）が行われ

てきました。  

しかし、先行事例の中には、年月を経て、活動を中止せざるを得ない事例も複数出てきていま

す。継続していても持続可能性に不安を抱えている事例が少なくありません。取組に必要な人・モ

ノ・お金・情報が確保でき、移動・外出が困難な人に情報やサービスが行き渡るためには、多様な

地域資源の連携や、横断的な施策づくり、新しい事業展開等が必要です。 

 

▼アンケート調査の目的 

本アンケートでは、取り組みを継続できた理由・できなかった理由、行政等他の機関との関わり

がどのようだったかをお尋ねします。ご回答を元に、行政等との連携や実施方法の変更によって持

続可能性を高めている事例を選定し、訪問調査を行います。 

 

移動サービス提供団体の持続可能性に関するアンケート調査 

■アンケート調査の対象 

・次のいずれかに該当する事例を対象としています。（路線や拠点ごとでなく）1 事例につき

１つご回答ください。複数の組織が協働・連携している事例の場合は、企画・運営を担当し

ている組織にてご回答ください。 

１．2010 年当時、実施していた過疎地有償運送（現：公共交通空白地有償運送） 

２．2010 年当時、実施していた福祉有償運送 

３．2010 年当時、実施していた住民運営・事業者運行による自主運行バス 

４．2010 年前後に発足した道路運送法上の許可・登録を要しない運送 

５．全国移動サービスネットワークの団体会員、および地域ネットワークに登録して

いる団体等のみなさま（１～４に該当しない場合でもご回答ください） 

■ご回答方法 

・以下の URL もしくは QR コードから WEB アンケートフォームにてご回答ください（全国移動ネ

ットのホームページからもアクセス可能）  https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

・回答期日：2020 年 8 月 28 日(金)  

・ご回答にかかる平均的な時間数：5 分～10 分程度（大部分が選択式です） 

■調査についての問い合わせ先 

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク（全国移動ネット）  

〒156-0055  東京都世田谷区船橋 1 丁目 1 番 2 号 山崎ビル 204 号  

Tel:03-3706-0626  Fax:03-3706-0661 

URL：http://www.zenkoku-ido.net/  E-MAIL：info@zenkoku-ido.net  担当者：伊藤 

about:blank
about:blank


 

※本調査は、一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会の調査研究事業の一環で実施してお

ります。 

※本アンケートの回答内容は、統計的に処理し、回答者が特定される形で公表されることはありま

せん。 

※調査結果については、今年度中をめどに全国移動ネットのホームページにて公表する予定です。 

※全国移動ネットは、障がい者・高齢者等の公共交通機関の利用が困難な人を対象とした外出支援

活動（＝移動サービス）の中間支援組織です。 

 

 

 

※以下のアンケート調査項目は回答内容の検討にご利用いただくためのもの

です。回答は web アンケートフォームにアクセスして下さい。 

★アンケートフォーム URL  

https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

★スマホの方は QR コードを読み込み→  

★「全国移動ネット」で検索し、ホームページからアクセスすることも

可能です（URL：http://www.zenkoku-ido.net/） 

 

※WEB での回答が難しい場合に限り、FAX・郵送でご回答下さい。郵送・FAX の送付先は

【問い合わせ先】にお願いいたします。 

 

  

about:blank


移動サービス提供団体の持続可能性に関するアンケート調査（項目） 

 

問 1 移動サービスの提供の取り組みを行っている期間を教えて下さい 

※サービス内容の拡充・縮小、法的な位置づけの変更、団体の法人格の取得などの変化によらず、何らかの移

動サービスの提供を最初に開始した時点と、現在の状況についてご回答ください。 

西暦（      ）年 から 現在 ・ （      ）年まで 

 

問 2-1 現在も移動サービスの提供を続けている団体のみお答え下さい 

移動サービスの提供が続いている理由はなんですか？ 主なもの 3 つを選んで下さい 

1. 行政が運行経費（全部もしくは一部）を負担しているから 2. 団体や個人の寄付金があるから 

3. 運行収入が多いから 4. ドライバーが確保できているから 

5. 代表者や責任者が確保できている 6. 運行に用いる車両が確保できている 

7. 行政等から運営に役立つ情報が得られたから 8. 利用ニーズがあるから 

9. その他（               ） 

（→問 3 へ） 

 

問 2-2 かつて移動サービスの提供に取り組んでいた団体のみお答え下さい 

移動サービスの提供に取り組まなくなった理由はなんですか？ あてはまるもの全てに○  

1. 行政の運行経費（全部もしくは一部）負担が少なくなったから  2. 団体や個人の寄付金が少なくなったから 

3. 運行収入が少なくなったから 4. ドライバーが確保できなくなったから 

5. 代表者や責任者が確保できなくなったから 6. 運行に用いる車両が確保できなくなったから 

7. 運営に役立つ情報が得られなかったから 8. 利用ニーズが減少したから 

9. その他（               ） 

（→問 3 へ） 

 

 

 

 

  

回答は web アンケートフォームへ！ 

URL     https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

またはこのコードを読み込んで下さい→  



問 3 移動サービスの提供以外の事業や活動を行っていますか？ 

1. 移動サービス以外の事業や活動はおこなっていない 【具体的な事業や活動の内容】 

2. 移動サービス以外に収入のある事業や活動を行っている → 

3. 移動サービス以外に収入のない事業や活動を行っている → 

 

問 4 移動サービスの提供を続けている中で、以下のようなことはありましたか？ 

   それぞれの項目についてもっともあてはまるものに○をして下さい 

1. ドライバー数の増減 1. 増えた 2. 変わらない 3. 減った 

2. ドライバー以外のスタッフの増減 1. 増えた 2. 変わらない 3. 減った 

3. 利用者数の増減 1. 増えた 2. 変わらない 3. 減った 

4. 行政からの補助金の増減 1. 増えた 2. 変わらない 3. 減った 4. 補助はない 

5. 団体や個人からの寄付の増減 1. 増えた 2. 変わらない 3. 減った 4. 寄付はない 

6. 財政状況が逼迫したこと 1. あった 2. なかった 

7. ドライバーの世代交代 1. あった 2. なかった 

8. 代表者や責任者の世代交代 1. あった 2. なかった 

 

問 5 移動サービスの提供はこの先いつくらいまで続けていけると思いますか？ 

1. 1～2 年先まで 2. 3～5 年先まで 3. 5～10 年先まで 4. 10 年以上 

【そう思う理由】 

 

 

上記のご回答よりもっと長く活動を継続するには、どのような条件が不可欠だと思いますか？ 

 

 

  

回答は web アンケートフォームへ！ 

URL     https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

またはこのコードを読み込んで下さい→  

 



問 6 移動サービスの提供の取り組みにあたって協力を受けている団体等はありますか？ 

1. 市町村（健康福祉担当部局） 2. 市町村（交通・地域振興担当部局） 

3. 市町村（市民協働担当部局） 4. 都道府県 

5. 市町村社会福祉協議会 6. 社会福祉協議会以外の社会福祉法人 

7. シルバー人材センター 8. 医療法人 

9. 介護事業者 10. バス会社 

11. タクシー会社 12. 自治会・町内会 

13. 福祉領域以外の NPO など 14. 民間企業 

15. その他（             ） 16. そういう団体はない 

その団体等からは移動サービスの提供の当初から協力を受けていますか？ 

1. 当初から協力を受けている 2. 取り組みの途中から協力を受けた 

3. その団体からの働きかけで取り組みを始めた 

協力の具体的な内容を教えて下さい 

 

 

問 7 ドライバーまたは運営・管理担当者の中にボランティア（有償無償を問わず）は含まれて

いますか？ 

1. 全員または大部分がボランティア 2. 一部がボランティア 

3. ボランティアはいない  

 

問 8 活動の継続に向けて意識的に取り組んでいる工夫等がありましたら、ご記入ください 

 

 

  

回答は web アンケートフォームへ！ 

URL     https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

またはこのコードを読み込んで下さい→  

 



団体の基本的な情報について教えて下さい 

所在地 
 

都 道 

府 県  

市 区 

町 村 

法人格 

1. 地方公共団体 2. 民間企業 3. NPO 法人 

4. 社会福祉法人 5. 社団法人・財団法人 6. 法人格なし 

7. その他（  ） 

法人名 
 

問１～問８でご回答いただいたサービスの法的位置づけ・運行形態  

根拠法規 

1. 乗合バス（運送法 4 条） 2. 市町村有償運送（交通空白） 

3. 市町村有償運送（福祉） 4. 公共交通空白地有償運送 

5. 福祉有償運送 6. タクシー（一般乗用） 

7. 旅行業法 8. 登録不要の活動（無償運送） 

運行形態 

1. 路線や乗降地点を定め複数利用者の乗合での運行（路線バス型） 

2. 予約に応じた乗合オンデマンド型での運行（デマンド乗合タクシー型） 

3. ドアトゥドアで利用者を個別に輸送（タクシー型） 

4. その他（                           ） 

運行委託の有無 

1. 運行をバス・タクシー会社に委託（緑ナンバー車両） 

2．バス・タクシー会社に運転業務を委託（白ナンバー車両） 

3. 人材派遣会社・団体等に運転業務を委託（白ナンバー車両） 

4. 委託せず、自前のドライバーで運行 

5. その他（                            ） 

 

回答内容について問い合わせをする場合がありますので、回答者の連絡先を記入下さい。 

担当者氏名  

電話  

メールアドレス  

住所  

ご協力ありがとうございました 

回答は web アンケートフォームへ！ 

URL     https://forms.gle/qb44YW8S63oTruPF8 

またはこのコードを読み込んで下さい→  

 


