自家用有償旅客運送の事務・権限移譲に関する
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[ プ ロ グ ラ ム ]
13：30

開会

13：35～

基 調 報 告
「自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲について」
兼平 悟 氏／東北運輸局自動車交通部旅客第二課・課長

14:10～

パネルディスカッション

（休憩含む）

「自治体は自家用有償旅客運送をどう活かすか」
パネリスト：
高杉 和豊 氏／つどいの家レスパイト事業すきっぷ・コーディネーター
山本 憲司 氏／全国移動サービスネットワーク・理事
吉田
樹 氏／福島大学・准教授
君島
敬 氏／大田原市市民生活部生活環境課生活交通係長・主幹
兼平
悟 氏／東北運輸局自動車交通部旅客第二課・課長
コーディネーター：
河崎 民子 氏／全国移動サービスネットワーク副理事長
～16：45

ディスカッション

■日

時：201４年 10 月 20 日（月）

１3：3０ ～ １６：4５

■場

所：仙台市市民活動サポートセンター

■主

催：特定非営利活動法人

全国移動サービスネットワーク

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 1ー1―２ 山崎ビル 204 号
Tel 03-3706-0626 Fax 03-3706-0661

■後

援：青森県移送サービスネットワーク、NPO 法人 移動サービスネットワークみやぎ
やまがた福祉移動サービスネットワーク、福島県移動サービスネットワーク
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【基調報告・パネリスト】
●兼 平 悟 （かねひら さとし）／東 北 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 旅 客 第 二 課 ・課 長
・出席者

：兼平 悟（かねひら

さとし）

・生年月日 ：昭和 35 年 2 月 26 日
・出身地

：青森県

・最終学歴 ：秋田県立能代高等学校 昭和 53 年 3 月卒
・職歴の概要：
昭和 53 年 4 月

運輸省入省（東北海運局総務部総務課）

平成 17 年 4 月

国土交通省

東北運輸局自動車交通部監査指導課専門官

平成 19 年 4 月

〃

平成 20 年 4 月

山形運輸支局 首席運輸企画専門官（企画・調整担当）

平成 23 年 7 月

福島運輸支局

平成 26 年 4 月

自動車交通部旅客第二課

旅客第一課課長補佐
〃

（輸送・監査担当）
課長
現在に至る。

【パネリスト】
●高 杉 和 豊 （たかすぎ かずとよ）
／つどいの家 レスパイト事 業 すきっぷ・コーディネーター
卒業後平成 13 年に社会福祉法人仙台市重症心身児（者）を守る会へ就職。
その後平成 15 年に法人名を「つどいの家」に改称する。
H１３年・・・同法人 つどいの家・コぺル「知的障害者デイサービスセンター」

勤務

H１４年・・・同法人 地域生活サポートセンターピボット若林「ホームヘルプ事業」勤務
H１７年・・・同法人 地域生活サポートセンターぴぼっと支倉「ホームヘルプ事業」勤務
H１９年・・・同法人 地域生活サポートセンターピボット若林「ホームヘルプ事業」勤務
H２４年・・・同法人 仙台市障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
現在に至る
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勤務

●山 本 憲 司 （やまもと けんじ）／全 国 移 動 サービスネットワーク 理 事
1964 年（昭和 39 年）東京都生まれ。
早稲田大学理工学部卒。
総合商社にて交通インフラ関連の業務に従事。退職し NPO 活動に携わり始める。
その後、有限会社移動サポートを起業し福祉車両レンタル等を行う。
特定非営利活動法人世田谷ミニキャブ区民の会（副理事長）
、特定非営利活動法人 NPO 人材開発
機構（顧問）
。
2005 年（法人設立時）より、特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク理事。

●吉 田

樹 （よしだ いつき）／福 島 大 学 ・准 教 授

福島大学経済経営学類准教授
ＮＰＯ法人まちもびデザイン（八戸市）代表理事
国土交通省東北運輸局「地域公共交通東北仕事人」
[略歴]
1979 年千葉県松戸市生まれ。
2007 年東京都立大学大学院都市科学研究科博士課程修了。
首都大学東京都市環境学部リサーチ・アシスタント、同助教を経て、2012 年 3 月より福島大学
うつくしまふくしま未来支援センター特任准教授。2013 年 4 月より現職。
専門分野は、地域交通計画、地域観光政策。
国土交通省社会資本整備審議会、同交通政策審議会の臨時委員として、交通基本法案の検討に関
わったほか、八戸市、三沢市、十和田市、北上市、山形市、武蔵野市などの公共交通政策に携わ
る。
第 25 回交通図書賞（第一部経済・経営部門）受賞（『生活支援の地域公共交通（学芸出版社）』
）
。
地域公共交通活性化・再生優良団体大臣表彰（2011 年）、JCOMM マネジメント賞（2013 年）
（い
ずれも、八戸市における戦略的公共交通マネジメントに関する受賞）。

●君 島

敬 （きみじま たかし）
／大 田 原 市 市 民 生 活 部 生 活 環 境 課 生 活 交 通 係 長 ・主 幹

1965 年 6 月 28 日

栃木県大田原市生れ 49 歳

1989 年 4 月 1 日 大田原市職員として採用される
税務課、秘書課、商工観光課などを経て、2012 年 4 月から生活環境課勤務
現在は、生活環境課生活交通係において、市営バスの運行管理のほか、消費者行政、市営墓地
及び火葬場の管理、狂犬病予防など担当
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【コーディネーター】
●河 崎 民 子 （かわさき たみこ）
／（特 非 ）全 国 移 動 サービスネットワーク 副 理 事 長
1947 山口市生まれ
1970 九州大学卒業 （財）日本 ILO 協会勤務
1976～ 大和市つきみ野 8 丁目在住
生活クラブ生協役員、
でんえん幼稚園・中央林間小学校・つきみ野中学校 PTA 役員など
1999～06 大和市総合計画審議会委員、大和市協同推進会議副会長など
2000～06 外出支援サービス NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ「ケアびーくる」理事長
2005～ NPO 法人全国移動サービスネットワーク副理事長
2007～ 大和市議会議員
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自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲について
平成26年10月
国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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１．自家用有償旅客運送について

1
-7-

自家用有償旅客運送制度をめぐる経緯
背景

課題

○ 過疎化の進行等により路線バスの撤退が進み、
生活交通の確保が大きな課題

○ 例外許可であるため、輸送の安全確保や
利用者の保護のための法令上の措置が
未整備

○ 高齢化の進展等により
高齢化の進展等により、単独では公共交通機関
単独では公共交通機関
を利用することが困難な移動制約者に対する個
別運送サービスへの需要が急増

○ 一方、ニーズの増加に伴い、例外的な許
可が急増し 常態化
可が急増し、常態化

「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」に、
自家用車による有償運送を例外的に許可

（参考） 平成１８年時点での例外許可件数：2,138団体

（旧道路運送法第８０条）

自家用有償旅客運送制度の創設（平成１８年道路運送法改正）
○ 過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それらがバス・タ
過疎地域での輸送や福祉輸送とい た 地域住民の生活維持に必要な輸送に いて それらがバス タ
クシー事業によっては提供されない場合に、国土交通大臣の登録を受けた市町村やＮＰＯ等が自家用車を
用いて有償で運送できることとする制度（自家用有償旅客運送制度）を創設
○ 輸送の安全（運行管理体制、運転者の要件等）や利用者の保護（収受する対価の掲示義務等）に係る規
定を設けることにより、安全かつ安心して利用できるサービスの普及を促進
2
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自家用有償旅客運送の実施
○ 自家用有償旅客運送の実施にあたっては、運営協議会（市町村運営有償運送の場合は地域公共交通会
議）において合意が調った後に、国土交通大臣の登録を受ける必要がある。
○ 国土交通大臣は、輸送の安全確保及び利用者の保護のための指導・監督を実施。

運営協議会
【主宰者】
【構成員】
【協議事項】

（道路運送法第７９条の４）

市町村（都道府県も可）
地方運輸局（又は運輸支局）、地域住民、ＮＰＯ等、バス・タクシー事業者 等
①自家用有償旅客運送の必要性

②運送の区域

合

国土交通大臣の登録

（道路運送法第７９条）

③旅客から収受する対価

意
権限の委任により、都道府県ごと（北海道は７ヶ所）の運輸支局長が実施

【登録要件】 ①バス、タクシーによることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必要であることに
つき、地域の関係者が合意していること。
②運行管理体制、運転者、整備管理体制、事故発生時の連絡体制等、必要な安全体制を確保していること。
【有効期間】

２年（重大事故を起こしていない場合等は３年）
年（重大事故を起 していない場合等は 年）
→協議会の合意に基づき、更新の登録が必要

国土交通大臣による輸送の安全確保等の指導・監督
国土交通大臣による輸送の安全確保等の指導
監督

（道路運送法第７９条の９ 等）

○ 運行管理体制、運転者の要件等、輸送の安全確保のために必要な体制等について、指導・監督
○ 必要に応じ、監査等により確認。さらに、是正命令や登録の取消等の処分を実施
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運輸支局長が実施

3

自家用有償旅客運送とバス・タクシー事業
○ バス・タクシーによるサービスが提供されない地域において、自家用有償旅客運送の利用が拡大している。

交通空白地域

一定の交通需要があり、民間事業者に
よるサービスが提供されている地域

白ナンバー

緑ナンバー

住民のための自家用有償旅客運送

路線バス タクシ
路線バス・タクシー

（市町村運営有償運送（過疎地）、過疎地有償運送）

バス事業者・タクシー
事業者が高密度の輸送
サービスを実施

交通空白地域において、住民の
移動手段の確保を目的として、
地域の関係者の合意に基づき、
市町村、ＮＰＯ等が自家用自動
車を使用して、有償で輸送

コミュニティバス
地方自治体が自ら又はバス
事業者へ運行を委託して、
住民等を輸送

身体障害者等のための自家用有償旅客運送
（市町村運営有償運送（福祉）、福祉有償運送）

福祉タクシー等による輸送サービス
が提供されていない地域において、
身体障害者等の移動手段の確保を目
的として、地域の関係者の合意に基
づき、市町村、ＮＰＯ等が自家用自
動車を使用して、有償で輸送

福祉タクシー
タクシー事業者が身体障害者
タクシ
事業者が身体障害者
等の移動制約者の輸送を目的
としてサービスを実施
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4

自家用有償旅客運送の現状①
○ 市町村運営有償運送（過疎地）

サンプル数：105団体

○ 過疎地有償運送

サンプル数：71団体

･･･市町村が、主にバス車両により、定時定路線型の
運行を実施

･･･ＮＰＯ等が、主にセダン型車両により、デマンド型
の運行を実施

運送１回当たりの利用者数：
送 回
り
用者数 4.8人

運送１回当たりの利用者数： 2.9人

運送１回当たりの走行距離： 21km

運送１回当たりの走行距離： 24km

運送の対価（利用者１人当たりの平均収受額）： 142円

運送の対価（利用者１人当たりの平均収受額）： 491円

収支率： 19.4％
19 4％

収支率： 42.0％
（赤字部分は公的補助や他の事業収入
で補填）

（赤字部分は公的補助で補填）

運転者の平均年齢： 58歳

○ 市町村運営有償運送（福祉）

運転者の平均年齢： 61歳
サンプル数：43団体

○ 福祉有償運送

サンプル数：172団体

･･･市町村が、主に車椅子車両により、デマンド型の
運行を実施

･･･ＮＰＯや社会福祉法人等が、主にセダン型車両や
車椅 車
車椅子車両により、デマンド型の運行を実施
デ
ド
を実施

運送１回当たりの利用者数： 1.2人

運送１回当たりの利用者数： 1.0人

運送１回当たりの走行距離： 18km

運送１回当たりの走行距離： 12km

運送の対価（利用者１人当たりの平均収受額）： 490円

運送の対価（利用者１人当たりの平均収受額）： 1,012円

収支率： 23.3％

収支率： 40.6％
（赤字部分は主に介護サービス等の
事業収入で補填）

（赤字部分は公的補助で補填）

運転者の平均年齢： 59歳

運転者の平均年齢： 53歳
※国土交通省が実施したサンプル調査よる推計（平成２３年度ベース）
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5

自家用有償旅客運送の現状②
団体数
市町村（福祉）団体数
市町村（福祉）車両数

市町村（交通空白）団体数
市町村（交通空白）車両数

過疎地団体数
過疎地車両数

3,500
3,000

294

2,500

552
40

2,000

286
12 671
12,671

1,673

1,500

2,136

1,000
500

757

355

564
44

13,190

1,752

2,266

13,605
227
469
57

761383

Ｈ１９．３

車両数

676 386

Ｈ２０．３

700

500

543
46

15,225

14,635

120
429
82 2,513

121
423
77 2,457

16,000

15,031
122
426
88 2,542

14,000
12 000
12,000
10,000
8,000

2,344

2,333

2,327

2,405

2,338

6 000
6,000

2,400

567
47

609

574

551

529

505

464

438
476

468

470

439

426

442

Ｈ２１．３

Ｈ２２．３

Ｈ２３．３

Ｈ２４．３

Ｈ２５．３

Ｈ２６．３

過疎地有償運送運営協議会

800

600

2,059

14,440
134
432
74 2,397

4,000

0

Ｈ１８．９

14,035
156
412
57

1,875

2,320

14,377
135
430
66 2,275

福祉団体数
福祉車両数

福祉有償運送運営協議会

全体

2,000
0

710

719

725

739

752

760

67

69

77

82

87

91

643

650

648

657

665

669

50

400
300
200

497

520

559

100

6

0
Ｈ１８．９

Ｈ１９．３

Ｈ２０．３

Ｈ２１．３

Ｈ２２．３
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Ｈ２３．３

Ｈ２４．３

Ｈ２５．３

Ｈ２６．３

２．自家用有償旅客運送の
事務・権限の移譲までの経緯について

7
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自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲の基本的な考え方と検討すべき課題
【地方分権改革有識者会議地域交通部会】

基本的な考え方

○ 過疎地域の移動手段、介護等福祉を支える輸送といった地域住民の生活維持に必要
な自家用有償旅客運送に関する事務・権限については、地域で判断できる裁量を拡大す
るため 希望する市町村に移譲する
るため、希望する市町村に移譲する。
○ 自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲に際しては、輸送の安全を確保し、利用者
保護を図りつつ 地域の実情に応じた運送を実現する観点から 以下の３点を踏まえ
保護を図りつつ、地域の実情に応じた運送を実現する観点から、以下の３点を踏まえ
て具体的な制度設計を行う必要がある。
・

地域の特性や利用者のニーズに応じた輸送が実現されること

・

地域の幅広い関係者の意見を反映できる仕組を充実させること

・

市町村が事務・権限を担う際に、必要な輸送の安全確保が担保されること

その他検討すべき課題
①

運送の実施主体

②

運送の種別

③

地域における合意形成の手続・運用
地域における合意形成の手続
運用

④

輸送の安全確保のために必要な仕組の構築
- 14 -
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地方分権改革有識者会議及び地域交通部会について
地方分権改革有識者会議について
○ 地方分権改革の推進体制を整えるため、平成２５年３月に地方分権
地方分権改革 推進体制を整えるため
成 年 月 地方分権
改革推進本部（本部長：総理 全閣僚で構成）が設置され、国から地方
への事務・権限の移譲などについて議論を進めていくこととされた。
○ 専門的・実務的な議論を行うため、平成２５年４月に地方分権改革
推進担当大臣
推進担当大臣の下に地方分権改革有識者会議が設置された。
方分権改革有識者会議 設置され 。

地域交通部会について
○平成２５年５月、地方分権改革有識者会議の下に地域交通部会が設
○平成
年 月 地方分権改革有識者会議の下に地域交通部会が設
置された。
○地域交通部会では、自家用有償旅客運送に関する事務・権限の見直
しをテーマとして、各省や地方団体等の関係者からヒアリングを行い、
移譲に係る具体的な方策について検討を行った。

地方分権有識者会議委員名簿
座長

神野

直彦

座長代理 小早川
議員

光郎

東京大学名誉教授

斉

株式会社リクルートホールディングス取
締役相談役

後藤

春彦

早稲田大学創造理工学部長

白石

勝也

松前町長

勢一

智子

西南学院大学教授

谷口

尚子

東京工業大学准教授

古川

康

佐賀県知事

雅志

部会長

成蹊大学法科大学院客員教授

柏木

森

地域交通部会委員名簿

構成員

富山市長

自家用有償旅客運送に関する議論の状況
第１回 （H25/4/12金）
（H25/4/12金）：事務局より、国から地方への事務・権限の移譲
事務局より 国から地方 の事務 権限の移譲
に係るこれまでの議論について説明
第２回 （4/26金）：神野座長より、地域交通等の分野について専門部
会を設置することが提言
第３回 （5/15水）：国から地方への事務・権限の移譲に関する各府省
の回答結果の報告。自家用有償旅客運送を主なテー
マとする専門部会の設置について合意。
第４回 （8/29木）：地域交通部会からの報告、
「当面の方針」（案）について議論 等

後藤 春彦

早稲田大学 創造理工学部長

内田 明憲

読売新聞 論説委員

加藤 博和

名古屋大学大学院 准教授

勢一 智子

西南学院大学 教授

山内 弘隆

一橋大学大学院 教授

開催状況
第１回 （H25/7/3水）：事務局より自家用有償旅客運送に関する事務・権
限の見直し等についての説明。
関係者（国交省、古川知事（知事会）、森市長（市長会）、
揖斐川町長（町村会）、関係団体）からのヒアリング
第２回 （7/26金）：報告書（素案）について意見交換（部会長に一任）
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9

地方分権改革有識者会議 地域交通部会報告書（抜粋）
５ 見直しの方向性等

平成25年8月29日第4回地方分権改革有識者会議資料より

（１）事務・権限の移譲
① 移譲先
（略）現在は国（国土交通省）が行っている、自家用有償旅客運送に関する事務・権限の担い手としては市町村がふさわしいと考えら
れ、事務 権限の移譲先としては、希望する市町村を基本とす きである。
れ、事務・権限の移譲先としては、希望する市町村を基本とすべきである。
一方で、財政状況を含め執行体制上の懸念などから事務・権限の移譲を希望しない市町村が出てくることも考えられる。このような市
町村に対しては、まずは、移譲を受けやすくするための環境整備を国（国土交通省）が行い、移譲の促進を図ることが必要である。
また、事務・権限の移譲を希望しない市町村の区域については、市町村とともに住民の暮らし全般に責任を負う立場にある都道府県
が、上記のような意欲・能力を持つ場合、市町村にかわって役割を果たすことが考えられる。
このため、当該事務・権限の移譲を希望しない市町村の区域については、希望する都道府県にも移譲することができるようにすべきで
が
ある。
なお、当初は事務・権限の移譲を受けなかった市町村が、その後希望するに至った場合には、当該市町村にも移譲することができる
ようにすべきである。（以下略）

② 移譲先の体制整備
移譲に当たっては、移譲先において、輸送の安全を確保し、利用者保護を図るための事務・権限を適切に執行する体制を整備する
ことが不可欠である。
このため、国（国土交通省）は、これまで蓄積した専門的な知見やノウハウはもとより、輸送の安全確保を担う責任に対する考え方な
ども含めて的確に継承するために必要な措置を講ずるとともに 移譲後においても事務・権限が適切に執行されるよう
ども含めて的確に継承するために必要な措置を講ずるとともに、移譲後においても事務
権限が適切に執行されるよう、移譲先の地方
移譲先の地方
公共団体との連携を図り、これを支援すべきである。
また、国（国土交通省）は、自家用有償旅客運送の実施とその登録・監査等の事務が同一の地方公共団体に帰属する場合であって
も、適正な登録・監査等が実施されるよう必要な措置を検討すべきである。

（ ） 域 実情
（２）地域の実情に応じた運送の実現に向けた措置
送 実現
措置
① 国（国土交通省）は、
(ⅰ) これまで法人格のある団体に限られていた実施主体を弾力化すること、
(ⅱ) 運送の種別ごとに限定されていた旅客の範囲を拡大すること、
(ⅲ) 運送の対価は、実費の範囲内であり、営利を目的としているとは認め
られない妥当な範囲内であれば設定可能である旨の周知を徹底すること、
(ⅳ) 地域における合意形成の手続や運用を改善すること、
(ⅴ) 登録更新における書類の省略等事務手続を簡素化すること、
10
など、意欲ある地方公共団体が地域の実情に応じた自家用有償旅客運送を実現することができるよう必要な措置を検討すべきである。
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自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会
趣旨
平成２５年８月の地方分権改革有識者会議において、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲については、希望する市町村に対し
て移譲することを基本とするとともに、地域の実情に応じた自家用有償旅客運送の実現のための必要な措置を講じること等を内容とし
た報告書が報告された。
これを踏まえ、希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計、輸送の安全確保のために必要な仕組み、地域の
実情に応じた運送の実現に向けた運用ル ルの緩和や運用方法の改善等の制度の詳細設計に いて専門的に検討する
実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や運用方法の改善等の制度の詳細設計について専門的に検討する。

検討事項
①
②
③
④

希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計 （法律改正関係事項）
輸送 安全確保及び利用者保護 ために必要な仕組
輸送の安全確保及び利用者保護のために必要な仕組み
（法律改 関係事項）
（法律改正関係事項）
移譲を受けやすくするための環境整備及び国による支援のあり方
地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や運用方法の改善等
等

検討会委員

学識経験者等

行政関係者

開催状況

・後藤 春彦 早稲田大学創造理工学部長（座長）
・内田 明憲 読売新聞論説委員
・加藤 博和 名古屋大学大学院准教授
・勢一
勢
智子 西南学院大学教授
・山内 弘隆 一橋大学大学院教授
・高塚 明
佐賀県交通政策部身近な移動手段検討チームプロジェクトマネージャー
・舩渡川 肇 高崎市地域交通課長
・椎葉 晃充 宮崎県椎葉村長
長
・梶原 景博 (公社)日本バス協会理事長
・各務 正人 (一社)全国ハイヤー・タクシー連合会理事長
・漢 二美 (一財)全国福祉輸送サービス協会会長
・山本 憲司 ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク理事
・細川
細川 健
全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局次長
・高橋 学
全国自動車交通労働組合連合会書記次長
（順不同・敬称略）
・国土交通省自動車局、内閣府地方分権改革推進室、厚生労働省老健局
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第1回
第2回
第3回
第4回

平成25年10月7日
平成25年11月28日
平成25年12月20日
平成26年3月20日

検討会資料
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk
3_000054.html
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自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会
最終とりまとめ（概要）
自動車局が設置した「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会（座長：後藤春彦
早稲 大学創造理 学部長）
早稲田大学創造理工学部長）」では、現在国会で審議中の地方分権一括法案に盛り込まれた自家用有償旅客運送の事務・権限の希
は 現在国会 審議中 地方分権 括法案 盛り込まれた自家用有償旅客運送 事務 権限 希
望する市町村等への移譲について、具体的な移譲の進め方や自家用有償旅客運送の有効活用に資する運用ルールの緩和のあり方等
を検討し、以下のとおり最終とりまとめを行った。

１．事務・権限の移譲に関する考え⽅
１．事務
権限の移譲に関する考え⽅
○

移譲の目的は、国会審議中の地域公共交通活性化・再生法改正法案と相まって、地方公共団体による創意工夫をこらした地域
の交通ネットワークの形成・充実の取り組みを促進することにある。
○ 移譲が有効活用されるようにするためにも、国土交通省が今回の提言内容を速やかに実施し、継続的にフォローアップを行っ
ていくべき
ていくべき。

３．運⽤ルールの緩和・運営協議会のあり⽅の改善等

２．移譲の進め⽅
（１）いわゆる 手挙げ方式」による移譲
（１）いわゆる「手挙げ方式」による移譲
・移譲先の市町村長又は都道府県知事を国土交通大臣が指定する
方式により、希望する市町村等に対して移譲する制度とする。
（地方分権一括法案に反映済み）
（２）輸送の安全確保・利用者利益の保護
・移譲される市町村等が事務を適切に遂行する能力・体制を備え
ていることが必要である。
・このため、国土交通省において指定基準の明確化、指導・助
言 市町村を補完する都道府県への働きかけ等を行うべきであ
言、市町村を補完する都道府県への働きかけ等を行うべきであ
る。
・移譲後も、移譲を受けた市町村等と密接に連携すべきである。
（３）移譲を促進するための環境整備等
・市町村等が移譲を受けやすくするため、国土交通省において知
市町村等が移譲を受けやすくするため 国土交通省において知
見・ノウハウの継承、人材育成に係る支援等を行うべきであ
る。

（１）運用ルールの緩和
・今後の法制的検討で可能と判断されれば、市町村長が
適切と認める「権利能力なき社団」も実施主体として
認めるべきである。
・運送できる旅客として、一定の条件の下で、①地域外
からの生活支援ボラ テ ア ②社会参加が困難な
からの生活支援ボランティア、②社会参加が困難な
者、③地域外からの訪問者等も認めるべきである。
（２）運営協議会のあり方の改善等
・他の交通関係協議会と連携するほか、まちづくり、福
祉 教育等の分野と一体的に議論するべきである
祉、教育等の分野と
体的に議論するべきである。
・国土交通省において、協議対象の合理化に向けた働き
かけの継続、合意形成の円滑化に向けた先進事例に関
する情報提供、関係者に対する研修機会の提供、コー
役
識
ディネーター役としての有識者の活用や不合理なロー
カルルールの是正の促進等を進めるべきである。

地方分権一括法案
：地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
地域公共交通活性化・再生法改正法案：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
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事務・権限の移譲に関する法制的考え方
希望する市町村又は都道府県への事務・権限の移譲（いわゆる「手挙げ方式」）の法制的な考え方 並びに 輸送の安全の確保
及び利用者の利益の保護の考え方については、以下を基本とする。

（１）希望する市町村又は都道府県への事務・権限の移譲(いわゆる｢手挙げ方式｣)の法制的な考え方
輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護に関する事務を適切に行うことができるものとして国土交通大臣が指定した市町
村等が事務を行うことを基本とする。
市町村

①申出等

国

又は

都道府県

③指定

②輸送の安全の確保と利用者の保護に関す
る事務を適切に行うための能力・体制を
整えるよう指導・助言を行う

（２）輸送の安全の確保及び利用者の保護の考え方
事務・権限の移譲後における輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護を担保するため､地方自治法に基づく助言等を活
用しつつ、国土交通省においては、専門的な知見やノウハウ、輸送の安全確保を担う責任に対する考え方なども含めて的確に
継承するとともに、移譲後においても事務・権限が適切に執行されるよう支援する。

自家用有償
旅客運送者
（市町村、NPO等）

登録、監査、業務改善命令、
業務停止命令、登録取消

市町村
又は

都道府県

助言、勧告、是正の要求等

国

なお、事務・権限の移譲後は、市町村等においてその意欲と能力、責任と覚悟に基づいて事務を担っていくべきであ
ることは言うまでもないが、輸送の安全の確保のために特に必要があり、かつ、緊急の必要がある場合は、国土交通
省において市町村長等の指定を解除することについて検討し、解除を行うこともありうることとする。
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事務・権限の移譲の促進
最終とりまとめ
自家用有償旅客運送を行っている市町村のうち、事務・権限の移譲を希望する市町村は約６％であるなど、現時点で移譲を
希望する市町村はまだ少数にとどまっている。将来的に市町村等の事務として定着させていくためには、国土交通省において
様々な支援策を講じることにより移譲を促進していくことが不可欠である。
こうした観点から、市町村等との接点が多い地方運輸局や運輸支局が中心となって、地域住民の移動手段の確保の必要性
や自家用有償旅客運送の位置づけ・役割に関する説明や啓発等の取組みを行うとともに、市町村等の要望をきめ細かく把握
しながら、それらを踏まえて移譲に向けた働きかけ、事務処理に関する知見・ノウハウ等の継承、運営協議会等の円滑な運営
に向けた助言、輸送の安全の確保に係る専門的な人材の育成等の支援を行うべきである。

移譲の促進に向けた取組み
譲 促進 向
組
内

容

○ 移譲の促進に向けた働きかけ
・ 制度改正の趣旨等について、市町村等に対する説明や働きかけ
制度改正 趣旨等
市町村等 対す 説明や働き け 等
○ 事務処理に関する知見、ノウハウ等の継承
・ 登録・指導等の事務処理、組織体制の構築等に関する知見・ノウハウの提供に係るガイドラインの作成

等

○ 運営協議会等の円滑な運営に向けた運用指導
・ 関係法令、通達等の解釈の周知
・ ローカルルールの改善指導
・ 地域の交通ネットワークとのマッチングのための調整手法の共有（参考：地域公共交通再編プロジェクト） 等

○ 輸送の安全確保に係る専門的な知見を有する人材育成のための支援
・ 監査等の的確な実施に関する講習、セミナー等の実施
体

等

制

○ 都道府県単位で設置されている各運輸支局において体制を整備
運輸支局
首席運輸企画専門官（輸送・監査担当）

運輸企画専門官（輸送・監査担当） （←総務企画担当がサポート）

国土交通本省及び地方運輸局等がサポート
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律（第４次一括法）の概要

平成26年6月4日公布

１ 第４次一括法について
１．第４次
括法について
地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するととも
に、第30次地方制度調査会答申（平成25年6月25日）で示された都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進するた
め、 「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決定）を踏まえ、関係法律の整備を行うもの。

２．改正概要（国土交通省関係）
国から地方公共団体への事務・権限の移譲
以下の事務・権限を移譲できるよう、
都道府県等の処理する事務に関する規定等を改正。

・自家用有償旅客運送に関する事務・権限
〔登録・監査等〕 【道路運送法】
・自動車道事業に関する事務・権限
〔供用約款の設定の認可等〕 【道路運送法】
・自動車運転代行業に関する事務・権限
〔認定等に係る同意等〕 【運転代行業法】

自家用有償旅客運送とは
バス・タクシー等が運行されていない過疎地域等において、住民の日常生活
における移動手段を確保するため、地方運輸局長の登録を受けた市町村、
ＮＰＯ等が、自家用車を用いて有償で運送する仕組。
（平成１８年導入。登録団体数：3,036団体（平成25年３月時点））
→ 希望する市町村に移譲することを基本
希望する市町村に移譲することを基本。
（希望しない市町村の区域については、
希望する都道府県にも移譲。）
＜効果＞
・ 地域における関係者の合意から登録までにかかる期間の短縮
・ 地域の実情に応じた創意工夫による移動手段の確保

※ 法律全体では、４３の法律に定める事務・権限を国から地方公共団体に移管。

都道府県から指定都市への事務・権限の移譲
・公有水面の埋立の免許等 【公有水面埋立法】
・規制区域の指定等 【国土利用計画法】
・一の指定都市区域内の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
に関する都市計画の決定等 【都市計画法】
※法律全体では、２５の法律に定める事務・権限を都道府県から指定都市に移管。

３．施行期日
平成２７年４月１日（体制整備に特に時間を要するものについては個別に定める日）
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15

道路運送法の改正の概要（自家用有償旅客運送関係）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律（第４次一括法）（平成26年
6月4日公布）により改正

事務 権限移譲の考え方
事務・権限移譲の考え方
過疎地域の移動手段、介護等福祉を支える輸送といった地域住民の生活維持に必要な
自家用有償旅客運送に関する事務・権限については 地域で判断できる裁量を拡大する
自家用有償旅客運送に関する事務・権限については、地域で判断できる裁量を拡大する
ため、希望する市町村又は希望する都道府県に移譲する。

具体的な事務・権限の内容
具体的な事務
権限の内容
新規登録・更新登録・変更登録等
報告徴収 監査等
報告徴収、監査等

（道路運送法第７９条・第７９条の６・第７９条の７）

（道路運送法第９４条）

輸送の安全又は旅客の利便の確保のための是正措置命令
事故報告に係る届出の受理

（道路運送法第７９条の９第２項）

（道路運送法第７９条の１０）

業務の廃止に係る届出の受理

（道路運送法第７９条の１１）

業務の停止命令及び登録の取消

（道路運送法第７９条の１２）

有効期間の満了、業務の廃止届出又は登録の取消による登録の抹消

（道路運送法第７９条の１３）

16
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事務・権限の移譲のしくみ
○事務・権限の移譲については、移譲を希望する市町村に移譲される（いわゆる「手挙げ方式」）。
○事務
権限の移譲については、移譲を希望する市町村に移譲される（いわゆる「手挙げ方式」）。
○移譲を希望しない市町村の区域について都道府県が移譲を希望する場合は、都道府県に事務・権限が移譲される。
○移譲を受けた都道府県内の市町村が後に移譲を希望することとなった場合は、当該市町村に係る権限については都道府県から
移譲される。

希望あり

市町村の
移譲 希望
移譲の希望

希望なし

希望あり

市町村が事務・
権限を保有

※後に、市町村が移
譲を希望する場合
は、権限移譲

都道府県の
移譲の希望

都道府県が
事務 権限を保有
事務・権限を保有

希望なし
希
な

国が事務・権限を保有

17
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事務・権限の移譲のしくみ
○事務・権限の移譲により、登録の申請先が市町村または都道府県とすることが可能となる。

市町村運営有償運送の場合

過疎地有償運送、福祉有償運送の場合

地域公共交通会議

運営協議会

関係者間での協議・合意

関係者間での協議・合意

市町村

NPO等

（市町村運営有償運送を行う者）
①登録申請書
類提出

①登録申請
書類提出

②登録の実施

市町村（又は都道府県）

②登録の実施

市町村（又は都道府県）

（登録等の事務を行う者）
図 過疎地有償運送、福祉有償運送の登録の流れ（H27.4～）

図 市町村運営有償運送の登録の流れ（H27.4～）
※市町村運営有償運送については、運送を実施する主体と登録等の事務を
行う主体が同一の自治体に帰属することとなるため、適切な役割分担がな
され、適正な登録・監査等が実施される必要がある。
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18

移譲される事務・権限の内容
事務・権限の一覧

※□色セルは登録手続き系の事務、■色セルは監査・処分系の事務

事務・権限

条項

登録

第79条

登録の実施

第79条の3

登録の拒否

第79条の4

有効期間の更新の登録 第79条の6

変更登録等

概要
自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣（以下「大臣」という。）の行う登録を受けなければ
ならない
大臣は、登録申請があった場合には、登録を拒否する場合を除くほか、必要事項を登録簿に登録しなけれ
ばならない
ばならない。
大臣は、登録をした場合は、遅滞なく申請者に通知しなければならない。
大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
大臣は、運営協議会等で必要性についての合意がない場合や、欠格事由に該当する場合には、登録を拒
否しなければならない。
大臣は 登録の拒否をした場合は 遅滞なく申請者に通知しなければならない
大臣は、登録の拒否をした場合は、遅滞なく申請者に通知しなければならない。
登録の有効期間（無事故等の場合は３年、それ以外は２年）を更新する場合は、大臣の更新登録を受けな
ければならない

第79条の７第１項、第２項

登録事項を変更しようとするときは、大臣の行う変更登録を受けなければならない

第79条の７第３項

軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に大臣に届け出なければならない

第79条の７第４項

大臣は、軽微な事項の届出を受理したときは、届出内容を登録簿に登録しなければならない

輸送の安全及び旅客の
第79条の９第２項
利便の確保

大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認める
大臣は
自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認める
ときは、是正措置を講ずべきことを命ずることができる

事故の報告

第79条の10

自家用有償旅客運送者は、重大な事故を惹起したときは、遅滞なく大臣に届け出なければならない

業務の廃止

第79条の11

自家用有償旅客運送者は、業務を廃止したときは３０日以内に大臣に届け出なければならない

業務の停止及び登録の
第79条の12
取消し

大臣は、運営協議会での合意が解除されたときや欠格事由に該当することとなった場合等には、六月以内
において期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止命令、又は登録を取り消すことができる

登録の抹消

第79条の13

大臣は、登録の有効期間が満了したとき、業務の廃止の届出があったとき、登録の取消しをしたときは、登
録を抹消しなければならない
録を抹消しなければならな

聴聞の特例

第90条

地方運輸局長は、自家有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければなら
ない

第94条第1項、第4項

大臣は、その職員をして関係者に対し報告や質問、事業場への立ち入り、帳簿書類の検査をさせることがで
きる

報告、検査及び調査

19
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３．自家用有償旅客運送の運用ルールの
３．自家用有償旅客運送の運用ル
ルの
緩和・運用方法の改善について

20
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自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会
最終とりまとめ（概要）
自動車局が設置した「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会（座長：後藤春彦
早稲 大学創造理 学部長）
早稲田大学創造理工学部長）」では、現在国会で審議中の地方分権一括法案に盛り込まれた自家用有償旅客運送の事務・権限の希
は 現在国会 審議中 地方分権 括法案 盛り込まれた自家用有償旅客運送 事務 権限 希
望する市町村等への移譲について、具体的な移譲の進め方や自家用有償旅客運送の有効活用に資する運用ルールの緩和のあり方等
を検討し、以下のとおり最終とりまとめを行った。

１．事務・権限の移譲に関する考え⽅
１．事務
権限の移譲に関する考え⽅
○

移譲の目的は、国会審議中の地域公共交通活性化・再生法改正法案と相まって、地方公共団体による創意工夫をこらした地域
の交通ネットワークの形成・充実の取り組みを促進することにある。
○ 移譲が有効活用されるようにするためにも、国土交通省が今回の提言内容を速やかに実施し、継続的にフォローアップを行っ
ていくべき
ていくべき。

３．運⽤ルールの緩和・運営協議会のあり⽅の改善等

２．移譲の進め⽅
（１）いわゆる「手挙げ方式」による移譲
・移譲先の市町村長又は都道府県知事を国土交通大臣が指定する
移譲先の市町村長又は都道府県知事を国土交通大臣が指定する
方式により、希望する市町村等に対して移譲する制度とする。
（地方分権一括法案に反映済み）
（２）輸送の安全確保・利用者利益の保護
・移譲される市町村等が事務を適切に遂行する能力・体制を備え
ていることが必要である。
・このため、国土交通省において指定基準の明確化、指導・助
言、市町村を補完する都道府県への働きかけ等を行うべきであ
る
る。
・移譲後も、移譲を受けた市町村等と密接に連携すべきである。
（３）移譲を促進するための環境整備等
・市町村等が移譲を受けやすくするため、国土交通省において知
見・ノウハウの継承、人材育成に係る支援等を行うべきであ
る。

（１）運用ルールの緩和
・今後の法制的検討で可能と判断されれば、市町村長が
適切と認める「権利能力なき社団」も実施主体として
認めるべきである。
・運送できる旅客として、一定の条件の下で、①地域外
からの生活支援ボラ テ ア ②社会参加が困難な
からの生活支援ボランティア、②社会参加が困難な
者、③地域外からの訪問者等も認めるべきである。
（２）運営協議会のあり方の改善等
・他の交通関係協議会と連携するほか、まちづくり、福
祉 教育等の分野と一体的に議論するべきである
祉、教育等の分野と
体的に議論するべきである。
・国土交通省において、協議対象の合理化に向けた働き
かけの継続、合意形成の円滑化に向けた先進事例に関
する情報提供、関係者に対する研修機会の提供、コー
役
識
ディネーター役としての有識者の活用や不合理なロー
カルルールの是正の促進等を進めるべきである。

地方分権一括法案
：地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
地域公共交通活性化・再生法改正法案：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
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21

運用ルールの緩和（実施主体の弾力化）
○現行制度
市 村 特定非営利活動法人
市町村・特定非営利活動法人のほか、道路運送法施行規則に規定する法人格を有する団体（一般社団法人、一般財団法人、認可地縁
か 道路運送法施行規則 規定する法人格を有する団体（ 般社団法人
般財団法人 認 地縁
団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所及び商工会）に限定。
○中間とりまとめ
実施主体の弾力化に関しては、実施主体の非営利性及び法人格の要件について、自家用有償旅客運送の位置づけ並びに輸送の安全
の確保及び利用者の利益の保護の観点を踏まえ 本検討会において 市町村等や協議会による確認や合意を前提とするスキームの導
の確保及び利用者の利益の保護の観点を踏まえ、本検討会において、市町村等や協議会による確認や合意を前提とするスキームの導
入など、引き続き制度の詳細の検討を進めていくこととする。
論点

制度の趣旨

改正の方向性

非営利性

採算性の面から事業者が参入しないよう
な地域であって、運送サービスの提供が営
利事業としては成り立たない地域を前提に、
例外的に、事業者以外の主体による有償旅
客運送を特別に認めるものであることから、
実施主体についても営利を目的としないも
のに限定。

株式会社等の営利を目的とした主体につ
いては、事業性がないことを前提として行わ
れる自家用有償旅客運送の直接の担い手
となることは適切とは考えられないことから
となることは適切とは考えられないことから、
NPOや認可地縁団体等の営利を目的としな
い主体を別途組織することにより、自家用
有償旅客運送を実施することとすべきでは
ないか。

自動車を使用して他人を有償で運送する
も
ものである以上、輸送の安全及び旅客の利
ある 上 輸送 安全及び旅客 利
便の確保に関して一定の措置を講ずること
が求められ、運行管理の体制や事故後の
処理体制などの整備が必要となり、こうした
体制を確保するためには、ある程度組織的
体制を確保す
、あ 程度組織
な基盤が必要と考えられる。

輸送 安全及び旅客 利便 確保 た
輸送の安全及び旅客の利便の確保のた
めに必要な措置を講じるための組織的基盤
がある場合については、法人格を有しない
主体も実施主体として認めてよいのではな
いか。
。

法人格

最終とりまとめ

道路運送法上、「権利能力なき社団」を法
人と同様に扱うことができるか否かについ
て法制的検討を行った上で、可能と認めら
れる場合には 市町村長において 実施主
れる場合には、市町村長において、実施主
体の非営利性を前提としつつ、「輸送の安
全及び旅客の利便の確保の為に必要な措
置を講じるための組織的基盤があり、実施
主体として適切であること」を認め、運営協
議会 報告
議会へ報告した「権利能力なき社団」につい
「権 能 なき社
て、実施主体として認めることとする。
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運用ルールの緩和（旅客の範囲の拡大①）
○現行制度
道路運送法施行規則により それぞれの種別に応じて運送の対象を限定
道路運送法施行規則により、それぞれの種別に応じて運送の対象を限定。
○中間とりまとめ
旅客の範囲の拡大については、生活支援ボランティア、障害を有しない者であって地域住民のうち特別に市町村長が必要と認めた者及び
事業者によるサービスの提供が客観的に困難な場合における地域外からの訪問者などの移動手段をどのように確保するかについて、一
般旅客自動車運送事業が厳格な安全規制の下に置かれていることも踏まえ 本検討会において 引き続き詳細な検討を進めていくことと
般旅客自動車運送事業が厳格な安全規制の下に置かれていることも踏まえ、本検討会において、引き続き詳細な検討を進めていくことと
する。
論点

地域外からの生活支
援ボランティア

障がいは有しない地域
住民のうち社会参加が
困難な事情が認めら
れる者

制度の趣旨

不特定多数の者の運
送については、輸送の
安全及び旅客の利便の
確保の観点から、バス・
タクシ 事業 許 を
タクシー事業の許可を
取得して行うべきもので
あり、自家用有償旅客
運送は、運送の種別に
応じて、運送の対象を
、
象
地域住民又はあらかじ
め名簿に記載された会
員に限定。

改正の方向性

最終とりまとめ

地域住民の生活に必要
不可欠である雪下ろし、除
雪等の生活支援型ボラン
援
ティアを行う地域住民では
ない又は地域外からの訪
問者については「当該地
域内において日常生活に
必要な用務を反復継続し
て行う者」として運送の対
象と認めることが適当であ
る。

地域外からの生活支援ボランティア（自然災害又は気象条件によ
地域外から
生活支援ボ
（自然災害又は気象条件によ
り生じた当該地域内の住民の生活上の困難を解消又は緩和するた
めに必要な役務を無償で提供する者として地方自治体が認めた者）
については、
①地方自治体に生活支援ボランティアとして登録等がなされている
①
援
録
こと又は地方自治体が認めた生活支援ボランティア団体に当該
団体の構成員として登録等がなされていること
②生活支援ボランティアの氏名、住所、ボランティア活動場所（当
該地域内に限る）、ボランティア活動期間を地方自治体において
確認していること
③生活支援ボランティアが、過疎地有償運送者の会員として名簿
に記載されていること
等の措置が講じられている場合には、地域住民の日常生活に必要
な用務を反復継続して行う者として運送できることとした。
（平成25年12月27日付け旅客課長通達を発出）

障がいは有しない者で
あっても、社会参加が困
難な状況であれば 障が
難な状況であれば、障が
いを有する者と同様の扱
いとしてもよいのではない
か。

地域住民である限り、市町村運営有償運送（交通空白輸送）又は
過疎地有償運送により運送することが可能。
福祉有償運送についても、健康上等の理由から道路運送法施行
規則第49条第3項のイ～ニに準ずる者として市町村長が認めて名簿
に記載することとされた者であって、運営協議会へ報告した者につい
ては、福祉有償運送においても運送できることとする。市町村運営有
償運送（市町村福祉輸送）についても、これに準ずることとする。
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運用ルールの緩和（旅客の範囲の拡大②）
○現行制度
道路運送法施行規則により それぞれの種別に応じて運送の対象を限定
道路運送法施行規則により、それぞれの種別に応じて運送の対象を限定。

○中間とりまとめ
旅客の範囲の拡大については、生活支援ボランティア、障害を有しない者であって地域住民のうち特別に市町村長が必要と認めた者及び事業者によ
るサービスの提供が客観的に困難な場合における地域外からの訪問者などの移動手段をどのように確保するかについて、一般旅客自動車運送事業
が厳格な安全規制の下に置かれていることも踏まえ、本検討会において、引き続き詳細な検討を進めていくこととする。

論点

地域住民では
ない又は名簿
に記載されて
いない地域外
からの訪問者

制度の趣旨

不特定多数の者
の運送について
は 輸送の安全確
は、輸送の安全確
保の観点から、バ
ス・タクシー事業
の許可を取得して
行うべきである。

改正の方向性

地域住民ではな
い又は名簿に記載
されていない地域
外からの訪問者を
輸送することは、輸
送の安全確保の観
点からバス・タク
シー事業の許可を
取得して行うべきで
あるが、地理的条
件等により、許可を
得た事業者による
サービス提供が明
らか 困難な場合
らかに困難な場合
にあっては、自家
用有償旅客運送の
対象として認めるこ
とが適切ではない
か。

最終とりまとめ
以下の分類に応じて、一定の条件の下で、地域住民ではない又は名簿に記載されていない
地域外からの訪問者も運送できることとする。
な
なお、「バス・タクシー事業者において地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域
「バ
事業者
住
な
簿
載
な
外からの訪問者も含めた運送サービスの提供が困難であること」については、市町村長にお
いて定期的に確認することとする。

①バス・タクシー事業者の営業所が無い離島
• 実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
②その他の地域（市町村運営有償運送（交通空白輸送）、過疎地有償運送）
• 市町村長において、「地理的条件等により、バス・タクシー事業者において地域住民ではな
い又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者も含めた運送サービスの提供が困難
であること」を判断するため、当該市町村の区域内に営業所を有するすべてのバス・タク
シー事業者に対し、サービス提供の意思の有無を確認している（サービス提供の意思を示
シ
事業者に対し、サ ビス提供の意思の有無を確認している（サ ビス提供の意思を示
す場合には当該事業者が確実にサービス提供しなければならないことを前提とするものと
する。以下同じ。）こと
• すべてのバス・タクシー事業者によるサービス提供が困難であることを確認したことについ
て運営協議会等へ報告していること
• 実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
③その他の地域（市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）、福祉有償運送）
• 市町村長において、「当該市町村の区域内及びその周辺に営業所が存在しないこと等によ
り、バス・タクシー事業者において地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域外
からの訪問者も含めた運送サービスの提供が困難であること」を判断するため、当該市町
村及び隣接市町村の区域内に営業所を有するすべてのバス・タクシー事業者に対し、サー
村及び隣接市町村の区域内に営業所を有するす
てのバス タクシ 事業者に対し、サ
ビス提供の意思の有無を確認していること
• バス・タクシー事業者によるサービス提供が困難であることを確認したことについて運営協
議会等へ報告していること
• 実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
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運用方法の改善
○中間とりまとめ
運営協議会における協議がまちづくり 福祉 教育等の観点からも行われるようにするための取り組みの進め方 合意形成が法令の規定する事項以
運営協議会における協議がまちづくり、福祉、教育等の観点からも行われるようにするための取り組みの進め方、合意形成が法令の規定する事項以
外にも必要とされている事例や円滑に進みにくい事例が多い現状を改善するための取り組みの進め方、不合理なローカルルールの是正を効果的に進
めるための取り組みの進め方等について、引き続き検討を進めていくこととする。
論点

見直しの方向性

最終とりまとめ

運営協議会の
協議
協議の内容
容

運営協議会の運営を担う市町村等は、交通がま
ちづくり、福祉、教育等と不可分の関係にあることを
踏まえ、地域公共交通活性化再生法に基づく協議
会や地域公共交通会議との連携を図るとともに ま
会や地域公共交通会議との連携を図るとともに、ま
ちづくり、福祉、教育等の関係者の参加も得ながら、
地域における交通の課題について総合的な観点か
ら協議を行う取組みを進めるべきではないか。

地域公共交通活性化・再生法の協議会（法定協議会）、地域公共交通会議、運営
協議会のいずれにおいても自家用有償旅客運送について議論できることとし、主宰
者である市町村長等の判断により、まちづくり等の分野と一体的に議論することを可
能とする。
その際、国土交通省において、「運営協議会に関する国土交通省としての考え方に
ついて」（平成18年9月15日国自旅第145号）等を改正して、法定協議会において地域
公共交通全体の枠組みを議論した上で自家用有償旅客運送を適切に位置づけるこ
とが望ましいことや、福祉有償運送を議論する際には、交通担当部局と福祉担当部
局が適切に連携し、交通政策と福祉政策を一体的に議論することが望ましい旨を明
示することにより、適切な運用を働きかける。

運営協議会の
合意形成の内
容

法令においては、「運送の必要性」「運送の区域」
「収受する対価」の三点についてのみ規定している
ことを踏まえ、地域の実情を最もよく把握し、協議会
の主宰者である市町村が主体となって、協議会に
おける合意形成の内容について検証・判断し 是正
おける合意形成の内容について検証・判断し、是正
に向けた働きかけを行うこととすべきではないか。

国土交通省において、地域交通政策や福祉政策に主体的な役割を期待される市
町村が、協議会における協議の内容の適切性について判断し、必要性や合理性が
認められないものについては議題から外すこととするよう、引き続き積極的に働きか
けを行う。
「必要性」を協議する際には、地域の移動制約者の現状について、ケアマネー
議
ジャーや保健師などの移動制約者の代弁者も協議会に参画させ、現場の実情を詳
細に把握した上で協議することが望ましい。

運営協議会の
運営協議会
合意形成の手
法

議決の方法等についてはルールを定めておらず、
条例で定めることも含めて市町村等に委ねられて
条例
定める とも含め 市 村等 委ねられ
いることを周知徹底すべきではないか。
また、協議会の関係者が利用者目線に立って適
切に連携した取組みを進めるべきではないか。

ローカルルール

地域の実情を最もよく把握し、協議会の主宰者で
ある市町村が主体となって、ローカルルールの必要
性や合理性について検証・判断し、是正に向けた
働きかけを行うこととすべきではないか。

国土交通省において、バス・タクシー事業者、ＮＰＯが適切に役割分担・連携し、利
用者目線に立った一体的なサービス提供が図られている先進的な取組み事例に関
する情報を提供し、関係者間での共有を図る。（参考②：おでかけガイドブックについて）
また、運営協議会の円滑な運営のため、国土交通省において、協議会の座長や市町村等
の担当者に対して研修などの機会を提供する。また、有識者などの第三者をコーディネー
ターとすること等により円滑な合意形成を誘導するスタイルを確立し、普及を図る。その際、各
地方運輸局で地域公共交通のエキスパートとして紹介している人材の活用などを図る。

国土交通省において、市町村がローカルルールの適切性について改めて判断し、
見直しを迅速に進めるよう促していくこととし、このため、毎年度見直しの進捗状況を
集計した上で、その具体的な結果を速やかに公表する。

25
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タクシー事業者とNPOの連携事例（杉並区「おでかけガイドブック」）
東京都杉並区は、平成１９年１０月、「出かけたいときに出かけられるまち」の実現を目指して、移動困難者が外出する際に必要な、様々な移動
サービスに関する相談や、移動に関する幅広い関係者のネットワークづくりに取り組むため、「杉並区移動サービス情報センター」を開設した。
同センターでは、福祉タクシー、介護タクシー、ＮＰＯによる福祉有償運送などのおでかけに係るサービス内容や自らのニーズに即した最適な移動
手段をわかりやすく解説し、便利にサービスを利用してもらうための「おでかけガイド」を作成した。
同ガイドブックでは、自分に合った移動サービスを選ぶために、利用できる車の種類や事業者ごとのサービスの特徴、福祉タクシー券など区の支
援事業などの紹介や、実際にサ ビスを利用する場合の手順、運行事業者への料金の支払い方法などがイラストつきで分かりやすく説明されてい
援事業などの紹介や、実際にサービスを利用する場合の手順、運行事業者への料金の支払い方法などがイラストつきで分かりやすく説明されてい
る。（杉並区ホームページより）

車にどんな乗り方をしたいのかなどをフロー図により選択し、利用者の条件にあったものを選択。
介助はいらない（同乗者が介助する）

A

運転手に介助を依頼したい

B

標準型車いす利用の場合

C

電動車いす利用の場合

D

リクライニング車いす利用の場合

E

ストレッチャーを利用の場合

F

①車の座席に座れる方
②車いすやストレッチャーの
まま利用したい方

A
A…
B…
C…
D…
E…
F
F…

一覧表の「セダン車」に◆のついている事業者が使用できます
覧表の「セダン車」に◆のついている事業者が使用できます
一覧表の「セダン車」に□のついている事業者が利用できます
一覧表の「標準型車いす対応車両」に○のついている事業者が利用できます
一覧表の「電動車いす対応車両」に○のついている事業者に確認してください
一覧表の「リクライニング車いす対応車両」に○のついている事業者に確認してください
一覧表の「ストレッチャー対応車両」に○のついている事業者が利用できます
覧表の「ストレッチャ 対応車両」に○のついている事業者が利用できます
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関係者間の連携に向けた支援（地方運輸局と有識者等とのネットワーク）
国土交通省地方運輸局では、地域における公共交通活性化等の取組を支援するため、市町村のご担当者等に対し適切に助
輸
、
援
、
言等を行っていただく人材を選定し紹介する制度を創設している。
関東運輸局／地域公共交通マイスター制度
地域が主体的に地域公共交通の維持・利便性向上・活性化に向けた先進的・
地域が主体的
地域 共交通 維持 利便性向
性化 向 た先進的
独創的な取組みを実践するにあたり、その取組みを中心となって推進し、知識、
経験、熱意を有する自治体職員の方、交通事業者職員の方、ＮＰＯ法人職員の
方等を、有識者、報道機関代表者及び各交通事業者団体代表者から構成する
選定委員会 、
選定委員会が、「地域公共交通マイスター」として選定し、関東運輸局長が任命
域公共交通
タ 」
選定 、関東運輸局長 任命
する。
「地域公共交通マイスター」は、自らの取組みから得られた知識や経験をより多
くの関係者に継承する役割を担う。

（関東運輸局ＨＰより）

中部運輸局／地域公共交通コーディネーター

東北運輸局／地域公共交通東北仕事人

中部運輸局では、地域公共交通に関する地域内外でのコミュニケー
ションを支援する仕組みづくりを行っており、具体的には、各地域におけ
る公共交通に関する活動を行っている方を把握し、地域公共交通コー
ディネーターとして選定している。

東北運輸局では、地域公共交通に対する熱意とノウハウを有する
学識者、交通事業者、ＮＰＯ、自治体職員等の人材をネットワ
学識者
交通事業者 ＮＰＯ 自治体職員等の人材をネットワーク化
ク化
し、互いが有する最新の情報・事例を共有するとともにアイディアを出
し合い、仕事人の連携・協働のもと、地域公共交通をより良いものと
するための取組みを支援する。

中国運輸局／地域公共交通人材ネットワーク
中国運輸局では、地域における公共交通の維持・活性化等の取り
組みを支援するため、中国地方において公共交通に関する活動を
行っている方々を把握し、地域公共交通アドバイザー（交通専門の
学識者・自治体担当者等）として登録のうえ、紹介している。
（中部運輸局ＨＰより）
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27

事務・権限の移譲等に係る今後の予定
項目

具体的内容

移譲に係る制度改正（法律・政令）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律」が成立（平成２６年５月）。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」の閣議決定（平成２６年８月）。
律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」の閣議決定（平成２６年８月）

移譲の促進

制度改正の趣旨が地域交通の現場まで十分に浸透するよう、地方運輸局や運輸支局が中心と
なって市町村等への知見・ノウハウの提供に係るガイドラインの作成をするとともに、市町村等に対
する説明や働きかけの取組みを行う。

運用ルールの緩和・運用方法の改善

①運用ルールの緩和については、法制的論点も含めた検討を進め、所要の制度改正等を行う。
②運用方法の改善については、通達の発出等、速やかに必要な措置を講じ、改善に向けた働きか
けを行う。

＜今後の予定＞

H26.10

H27.４

自治体からの
指定の申出
運用ルールに関する省令改正

施行

運用方法に関する通達等発出

制度改正の趣旨等の説明・移譲の促進に向けた働きかけ

自治体等への周知
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• 知見・ノウハウの継承
知見 ノウハウの継承
• 制度の円滑な適用のための運用指導
• 人材育成のための支援

28
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- 36 -

- 37 -

- 38 -
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自家用有償旅客運送の事務・権限移譲
制度見直しをどのように受け止めるか
地域が自立するために

地域で暮らすために

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の事務・権限移譲
希望する市町村又は都道府県に移譲
効果

地域における関係者の合意から登録までの期間短縮
地域の実情に応じた創意工夫による移動手段の確保

移譲
手挙げ方式
２０１５年（平成２７年）４月１日から

運輸支局

助言
相談

希望する
市町村
又は

都道府県
登録

運営協議会
地域公共交通会議

登録

合意

福祉有償運送
過疎地有償運送
市町村運営有償運送

2014年（平成26年）10月20日

移譲する事務・権限
・新規登録・更新登録・変更登録等
・報告徴収、監査等
・輸送の安全又は旅客の利便の確保
のための是正措置命令
・事故報告に係る届出の受理
・業務の廃止に係る届出の受理
・業務の停止命令及び登録の取消
・有効期間の満了、業務の廃止届出
又は登録の取消による登録の抹消

・移譲の大前提は国と地方との対等な関係
・国は地域の状況・課題を把握しきれない
⇒ 地域が自ら考え取り組まねばならない

運送主体
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
権限移譲を機に地域の自主解釈を “地域の実情に応じた創意工夫のために”
２０１５年（平成２７年）４月１日

道路運送法

道路運送法

施行令・施行規則

施行令・施行規則

地域の自主解釈
通達
事務連絡

通達・事務連絡

ローカル
ルール

地域の
自主解釈

ローカルルールの
自主解釈化は ✕

大きな変化なし
移譲のインセンティブなし
自主解釈に影響大
地域が取組みやすいように
自主解釈をしやすく 促す
移譲のインセンティブなし
地域の取組みは自主解釈次第
技術的助言
自主解釈に影響大
自主解釈をしやすく 促す
移譲されない地域や
ローカルルール厳しい地域で
は要注意
移譲に関する法令変更は含まず

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
法・施行令・施行規則・通達 ①
例① 福祉有償運送
旅客の範囲（利用者）
道路運送法

施行令・施行規則

通達
事務連絡

ローカル
ルール

2014年（平成26年）10月20日

例② 福祉有償運送
対価

国土交通省令で定める旅客

実費の範囲内であること その他
の国土交通省令で定める基準
に従って定められたもの

イ） 身体障がい者
ロ） 要介護認定者
ハ） 要支援認定者
ニ） その他の障がいを有する者
名簿に記載されている者及びその付
添人

旅客の運送に要する燃料費
その他の費用を勘案して実費の
範囲内であると認められること

ハ）・ニ） 運営協議会において運送
の対象者とすることが適当であること
の確認がなされた者であること
会員であること
申請日において該当する者がいない
区分については申請できない

運送の対価はタクシーの上限運
賃の概ね1/2

検討会 最終とりまとめ （追加）
障がいを有しない地域住民のうち社
会参加が困難な事情が認められる者

？地域の自主解釈？
運送の対価は 〇〇〇〇
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
法・施行令・施行規則・通達 ②
例③ 福祉有償運送
合意
道路運送法

施行令・施行規則

通達
事務連絡

必要であることの合意
・地方公共団体
・一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体
・住民
・その他の国土交通省令で定める関係者
運営協議会の構成員
・市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
・一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
・住民又は旅客
・地方運輸局長
・一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
・現に運送を行っているNPO等
・主宰する市町村長又は都道府県知事が必要と認めるときは学識経験を
有する者その他

ローカル
ルール

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
運用ルールの緩和と運用方法の改善
検討会 最終とりまとめ
運用ルールの緩和
実施主体の弾力化

組織的基盤があれば法人格をもたなくても実施主体に

旅客の範囲の拡大

過疎地） 地域外からの生活支援ボランティア（無償）
福祉） 社会参加が困難な事情が認められる者（ひきこもり）
過疎地・福祉・市町村） 地域外からの訪問者

運用方法の改善
運営協議会の
協議の内容

まちづくり、福祉、教育等の観点からも
地域公共交通会議や地域公共交通活性化・再生法に基づく法定協議会でも議
論できる

運営協議会の
合意形成

協議内容のうち必要性や合理性が認められないものを外すよう働きかけを行う
ケアマネージャーなど移動制約者の代弁者も協議会に参画させ、現場の実情を
把握した上で協議する

ローカルルール

見直しの進捗状況を集計し具体的な結果を公表する
342（合理200・非合理142） 見直し1年目10 2年目12

事務手続きの簡素化

実施主体の負担軽減に資するよう事務手続きの簡素化や合理化を進める

現制度 実情に合わない・地域で取組めない・本来の姿にならない
抜本的な見直し求める
2014年（平成26年）10月20日

過疎地有償運送の名称変更も課題

法改正はなし 現制度を維持するための手法にとどまる
- 45 -

全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
運用ルールの緩和と運用方法の改善
検討会 最終とりまとめ 詳細①
旅客の範囲の拡大

地域外からの生活支援ボランティア

改正の方向性
地域住民の生活に必要不可欠である雪下ろし、除雪等の生活支援型ボランティアを行う地域住民ではな
い又は地域外からの訪問者については「当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行
う者」として運送の対象と認めることが適当である。
最終とりまとめ
地域外からの生活支援ボランティア（自然災害又は気象条件により生じた当該地域内の住民の生活上の
困難を解消又は緩和するために必要な役務を無償で提供する者として地方自治体が認めた者）について
は、
①地方自治体に生活支援ボランティアとして登録等がなされていること又は地方自治体が認めた生活
支援ボランティア団体に当該団体の構成員として登録等がなされていること
②生活支援ボランティアの氏名、住所、ボランティア活動場所（当該地域内に限る）、ボランティア活動
期間を地方自治体において確認していること
③生活支援ボランティアが、過疎地有償運送者の会員として名簿に記載されていること
等の措置が講じられている場合には、地域住民の日常生活に必要な用務を反復継続して行う者として運
送できることとした。
（平成25年12月27日付け旅客課長通達を発出）

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
運用ルールの緩和と運用方法の改善
検討会 最終とりまとめ 詳細②
旅客の範囲の拡大

地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者

最終とりまとめ
以下の分類に応じて、一定の条件の下で、地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者も運送で
きることとする。
なお、「バス・タクシー事業者において地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者も含めた運送
サービスの提供が困難であること」については、市町村長において定期的に確認することとする。
①バス・タクシー事業者の営業所が無い離島
・実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
②その他の地域（市町村運営有償運送（交通空白輸送）、過疎地有償運送）
・市町村長において、「地理的条件等により、バス・タクシー事業者において地域住民ではない又は名簿に記載されていな
い地域外からの訪問者も含めた運送サービスの提供が困難であること」を判断するため、当該市町村の区域内に営業所
を有するすべてのバス・タクシー事業者に対し、サービス提供の意思の有無を確認している（サービス提供の意思を示す
場合には当該事業者が確実にサービス提供しなければならないことを前提とするものとする。以下同じ。）こと
・すべてのバス・タクシー事業者によるサービス提供が困難であることを確認したことについて運営協議会等へ報告してい
ること。
・実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
③その他の地域（市町村運営有償運送（市町村福祉輸送）、福祉有償運送）
・市町村長において、「当該市町村の区域内及びその周辺に営業所が存在しないこと等により、バス・タクシー事業者に
おいて地域住民ではない又は名簿に記載されていない地域外からの訪問者も含めた運送サービスの提供が困難である
こと」を判断するため、当該市町村及び隣接市町村の区域内に営業所を有するすべてのバス・タクシー事業者に対し、
サービス提供の意思の有無を確認していること
・バス・タクシー事業者によるサービス提供が困難であることを確認したことについて運営協議会等へ報告していること
・実施主体において、予め利用者に対してバス・タクシー事業者ではないことを明示すること
地域の実情を理解しているか？ 地域の実情に応じた創意工夫を促すものか？ 国と地方は対等か？

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
自治体はどう活かすか？
自治体は 地域の移動 に責任

影響大
不可欠

地域の移動は まちづくり
既存・運輸の常識・しがらみにとらわれず ・・・ 地域の実情に合わせるため

住民参加

・・・ 住民を動かす・使う ① 協議・計画＋② 実施

権限移譲
&
地域の自主解釈

積み上げ・積み重ね ・・・ 小規模ニッチから 福祉・過疎地から
改善を期待
但し改善どころか
悪化する恐れも？

構造的な問題
複雑 難解な制度
無理解・無関心・無責任と人材不足
運送事業者・運送運転者の心情
運輸の常識（利用者不在・談合と根回し）

・・・
・・・
・・・
・・・

常識的に理解困難
時が経つにつれ 現場に近くなるにつれ
自らの問題をすりかえ
バス・タクシー使わせるために利用を制限

何もしなければ何も変わらない
中途半端では悪くなる
必要なのは “責任と覚悟”？
運輸支局の役割増す！
運輸の常識・しがらみ断つために

地域の正しい協議・計画を妨げ
ローカルルール作り 上乗せ 過度で無意味な制限
福祉・過疎地有償運送を 本来のあるべき姿にさせない

地域の移動を妨げ
福祉・過疎地有償運送団体を 担い手を
地域を 疲弊させる

バス・タクシーを使わせるために自家用有償旅客運送を制限するのはやってはいけないこと ！
運送は専業・単独・専従では成り立たない ？
乗合デマンド＆コンパクトシティで解決できる ？

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
今後の動き アクションプラン
見直しを

国交省

又は

施行令・施行規則

移譲のインセンティブなし
自主解釈に影響大
地域が取組みやすいように自主
解釈をしやすく 促す
見直しを
構造的な問題

市町村

地域の自主解釈
通達・事務連絡

自家用有償旅客運送の役割と必要性の理解

都道府県

移譲のインセンティブなし
地域の取組みは自主解釈次第

正しい解釈・策定を
実情と問題点の理解

①
②
③
④
⑤

国交省に “施行規則” 及び “通達・事務連絡”の見直しを求める
自治体から 国交省に “施行規則” 及び “通達・事務連絡”の見直しを求める
自治体に “地域の自主解釈（自治体版）”の策定を求める
NPOで “地域の自主解釈（NPO版）”を作成する
全国の自治体に “地域の自主解釈（自治体版）” “地域の自主解釈（NPO版）” を参考に
前向きな“地域の自主解釈” の策定を求める
⑥ 全国の自治体に 権限移譲の手を挙げてもらう
2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
自家用有償旅客運送（福祉有償運送・過疎地有償運送）の役割と重要性
① 住民参加 助け合い・まちづくり・高齢化対応
・・・ 利用者と担い手の関係 社会的つながりの維持回復 多くの担い手
高齢者や女性などの活躍の場 元気になる担い手
② 互助の可能性と公助の限界
・・・ さまざまなニーズへの対応 公費による一律公平な対応の限界 公による管理・供給の限界
③ 移動の手段（運送）として
・・・ 運送＋アルファの安心感 ピークでの対応力 利用しやすい対価
事業者による対応と経済性の限界
④ 地域で暮らすために
・・・ 移動は暮らしの根幹 生活支援・地域支援で移動は大きな役割 移食住

非営利の福祉・過疎地有償運送は 公共交通機関の補完ではない
マイカーの代わりとしての役割 近所の人による 相乗りの役割（＝互助）
福祉と過疎地有償運送との融合も必要
既に担い手不足が始まっている

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の権限移譲
実情と問題点の理解
① 利用者利便が損なわれている ・・・ 利用したい人が利用したい時に利用できない
⇒ 必要性の協議 旅客の対象制限 事前の会員登録 名簿提出 など
② 実態に合わない手続き・管理 ・・・ 無意味な負担 無用なコスト増
⇒ 整備管理の責任者 書類の書式 複数乗車 道路運送車両法での位置づけ など

③ 過剰な規制 ・・・ 支え合い ・ 互助 ・ 非営利 ・ 自家用 ・ 登録 どれにとっても過剰
⇒ 登録期間 対価 自動車数の登録 点呼 運転者証の携帯表示 など
④ 安全への誤った規制 ・・・ 安全は一方的で過剰な規制では担保されない むしろ逆効果
⇒ 認定講習 運転者の要件 一種免許者だけへの免停条件 など

⑤合意の意味と難しさ ・・・ 地域の合意の意味とは 理念どおりに運用されない運営協議会
⇒ 運営協議会の合意・構成員 不必要な書類の提出 ローカルルール など

道路運送法に規定されているものもある 例）登録期間
これらの問題点を改善するためには道路運送法の改正が必要だが？

2014年（平成26年）10月20日
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全国移動サービスネットワーク

自家用有償旅客運送の事務・権限移譲に関するセミナー in仙台
2014.10.20

被災地・地方部における
地域公共交通の諸課題と
これからの戦略
福島大学
准教授

経済経営学類
吉 田
樹

（東北運輸局「地域公共交通東北仕事人」メンバー）

１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 長期的な「バス離れ」が続いた
・ 乗合バスの年間輸送人員：
1970年以降、長期的には減少傾向にあり、40年間で６割減
＊ 年間輸送人員
101 億人 （1970） → 38.4 億人（2010）
＊ 一人あたり年間利用回数 99 回 （1970） → 31 回 （2010）

「バス」は、マイカーに対抗すべく、利便性向上を図ったのでは
なく、「廃止」「減便」「値上げ」により魅力を低下させていった。

（

120
年
間 100
輸 80
送 60
人
員 40
億 20
）

人

98.6 100.7
57.6

56.6

41.0

44.1

全国計
３大都市圏
その他地方
42.4
26.2
16.3

0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
年度
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１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 断ち切れなかった「悪循環」
 規制緩和（2002年）以前の乗合バス事業；
長年にわたり、交通事業者による「独立採算原則」の下で運営
← 路線維持に関わる国庫補助の対象は「赤字事業者」
事実上のエリア独占が認められてきたことから、縮小均衡的な
運営により「広く、薄く」ネットワークを維持してきた。
「利用者減⇒サービスの低下⇒利用者減」の悪循環に繋がる

■ 乗合バス事業の規制緩和（2002年）
 「民間企業として営まれている乗合バス事業者に対して、公共
性の名の下に、・・・内部補助のシステムを半ば強制してきたた
め、結果として営利サービスになじまないような赤字路線を多く
抱えさせることとなり、事業意欲を減退させてきた」運輸省1998

１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 規制緩和以降における制度の変遷
① 乗合バス事業の規制緩和（2002年2月）
・ 需給調整規制の撤廃（事業者による内部補助を前提としない）
⇒ 地方行政が不採算路線の必要性を判断する主体に
② 改正道路運送法（2006年10月）

cf. 有償運送運営協議会

・ 地域公共交通会議制度の創設
⇒ 既存の不採算サービスに「欠損補助」以外のカードを付与可
⇔ コミバスやDRTの新設・改変のみに活用（セレモニー型）
③ 地域公共交通活性化・再生法（2007年10月→14年11月改正）
・ 地域公共交通総合連携計画の策定可能に
⇒ 「事業法」による公共交通行政から、初めての「政策法」に。

地方行政が不採算路線をマネジメントする責務を負う
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１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 乗合バス輸送人員の変化率

標準偏差

 各都道府県（道はブロック別）における乗合バス年間乗車人員の対
前年度変化率を求め、各年度における標準偏差の推移を示す。
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

標準偏差は拡大傾向（規制緩
和後は各年の変動も大きく）
⇒毎年度の輸送人員の変化
について、都道府県（ブロッ
ク）格差が拡大

全国
地方圏

大都市部を除いた「地方圏」と
全国の変動は重なる
⇒輸送人員変化率の格差拡
大は主に「地方圏内」で起
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
きている
年度
国交省「自動車輸送統計調査（年報）」

地域公共交通の諸課題は全国一律の政策では対応
しきれない・・・だから地方行政の役割が問われる

１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 深刻化する「乗務員不足」の問題
個々の従業員・運転者が受け持つ仕事量の増加
年 度

10万キロあたり従業員数

10万キロあたり運転者数

1980年度

7.1人（実数207,675人）

3.4人（実数100,312人）

2009年度

3.2人（実数 97,363人）

2.5人（実数 74,644人）

全産業平均に比べて長い労働時間と低賃金⇒労働力不足
・ もともと長い労働時間 （全産業男子に比べ 約250時間長い）
・ 低くなった年間所得 （全産業男子に比べ 約 50万円低い）

岩手
宮城
福島

平成24年
平成22年
平成20年
保有者数 平均年齢 保有者数 平均年齢 保有者数 平均年齢
12,071
60.8
12,388
60.4
12,519
60.3
20,744
60.2
20,961
59.6
21,253
58.9
17,836
60.8
18,191
60.2
18,421
59.9

「乗務員不足」が、地域交通を守れない一因になりつつある
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１．地域公共交通（乗合バス事業）の課題
■ 責任（リスク）分担が明確でない
交通事業者頼みで、補助金の支出とコミュ
ニティバスの運行以外に戦略を持たない

時代の変化に対応できず、
補助金要求しかできない

赤字路線の補助

市町村
補助金を求める

交通（バス）
事業者

地域の「おでかけ」
を守る

地域

陳情以外には、ほとんど関
与しない（機会もない）

公共交通の確保・維持・改善を担う「役者」が不在

２．タクシーの課題と適正化・活性化法
■ タクシー適正化・活性化法

2009年10月施行 （2014/01改正）

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

 需要減少、供給過剰の進行等でタクシーが地域公共交通とし
ての機能を十分に発揮できていない地域を「特定地域」に指定
① 地域計画
地域の関係者により組織される協議会が地域計画を作成
② 特定事業計画
タクシー事業者は、地域計画に即してタクシー事業の適正化
活性化に資する取組み（特定事業）を実施するための特定
事業計画を作成し、国土交通大臣が認定
タクシーが「地域公共交通」として位置づけられた一方で、「流
し」の適正化（協調減車・運賃統一）には一定の効果はある。
タクシー産業の活性化、「おでかけ」機会つくりだすサービスに
関する取り組みは、ほとんど議論されてこなかった。
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３．「おでかけ」への不安と「おでかけ」機会
■ みなし仮設・親族方転居の高齢
者の身体機能低下（宮城県の例）
① 避難生活の長期化がもたらす身体
機能の低下
・ 「おでかけ」しなくなることで、身体機
能が低下し、「おでかけ」の意欲も
失われる
② 時間の経過とともに「おでかけ」困難
者の存在が「見えにくくなる」
・ 「数字」として現れないニーズ
→ 「目に見える」「最大公約数」のニ
ーズが優先される現実

河北新報（2012.06.25朝刊）

「おでかけ」機会を求める権利は誰にでもある。
それを「誰が」「どのような方法」で支えるかが問題。

３．「おでかけ」への不安と「おでかけ」機会
■ 緊急対応期から続く「移動ボランティア」
【事例】 石巻市のボランティア
団体Reraの取り組み
・ 東日本大震災直後から北海
道のボランティア団体（介護・福
祉交通分野）が主体となり、のべ
6万人余りを「無償輸送」。避
難所解消後も高いニーズ。
・ 震災前から「眠っていた」ニー
ズが一気に顕在化したが、地
元者）に受け皿がない。

従来の地域交通施策は、目に見える「需要」に着目し、
「おでかけ」機会を創造する発想に乏しかったのでは？
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３．「おでかけ」への不安と「おでかけ」機会
■ 交通（おでかけ）の躊躇と将来への不安（佐渡市の調査）
将来の外出への不安感

バスを利用しない理由
1. バス停が自 2. 目的地まで 3. 乗車運賃が
高いため
宅から遠いた バスが運行し
25
ていないため
め
2%
74
12
1%
5%
9. その他
4. バスの本数
無回答
113
が少ないため
34
7%
55
7.
外出しない
2%
4%
（一人では外
出できない） 5. バスがダイ
ヤ通りに運行
ため
2-問6.
していないた
84
路線バスを
め
6%
利用しない理由
1
n=1,490
0%

1位）自分で運転 72％
2位）外出しない・できない
6％

8. 自分で運転
をして移動す
るため
1,080
72%

無回答
53
3%

3. 不安を感じ
ない
436
23%

大きな不安 30％
不安感じない23％

1-問2-9.
将来の不安
N=1,907

6. 目的地まで
乗り換えなし
で行けないた
め
12
1%

1. 大きな不安
を感じる
577
30%

2. 少し不安を
感じる
841
44%

交通の躊躇は、果たして本人の積極的な選択なのか？
外出しにくい環境は、社会が作っているのではないか？
交通への不安が高い地域・・・将来も生き残れるのか？

４．交通政策基本法を契機に動く「制度」
■ 交通政策基本法（2013.12.4施行）の論点
（交通に関する施策の推進に当たって基本的認識）
第二条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日
常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並
びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するもの・・・以下略
① 移動手段が「使える」こと＝「生活」を支える地域公共交通
＞ 地域公共交通サービスの「品質」が重視される
② 移動により達成される活動＝「交流」を支える地域公共交通
＞ モノ・サービスの調達という「帰結」は一緒だが、自らが移
動」して調達できる「機会」の大切さ（「移動の価値」）。

地域公共交通を「収益事業」ではなく「公益事業」として
位置付けることが交通政策基本法における論点。
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４．交通政策基本法を契機に動く「制度」
■ 地方行政の責務が重視される
（地方公共団体の責務）
第九条 地方公共団体は、・・・（中略）・・・その地方公共団体の区
域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施
する責務を有する。･･･以下略
地域公共交通活性化・再生法の一部改正（2014.5.14成立。11月施行）
 地域公共交通総合連携計画は、地域公共交通網形成計画とな
り、ネットワークとしてのモビリティ確保が重点化される
 「全体計画＝形成計画」と「事業計画」の関係が明確に
＞ 新設の「地域公共交通再編事業」に係る計画（地域公共交
通再編実施計画＝事業計画）は、形成計画の策定が必須に

地方公共団体は、地域交通に関する「政策」を立案し、
それに基づいて施策を推進する責務がある

４．交通政策基本法を契機に動く「制度」
■ 自家用有償運送（タクシーも）が「計画」に位置づけ可能
地域公共交通活性化・再生法の一部改正「法律案要綱」
第二 地域公共交通再編事業の定義
（略）地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体
の支援を受けつつ、・・・他の種類の旅客運送事業への転換、自家
用有償旅客運送による代替・・・を行う事業をいうものとすること。
第五 地域公共交通再編事業
八 地方公共団体が、地域公共交通再編実施計画について認定
を受けたときは、・・・自家用有償旅客運送について登録若しくは変
更登録を受け・・・たものとみなすものとすること。

自家用有償運送も、「付加価値」あるタクシーも「地域公共
交通網形成計画」に位置づけ可能に。運営協議会の”Yes
or No””Yes, but…”以外の選択肢”Yes, and…”ができる。
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４．交通政策基本法を契機に動く「制度」
１．制度が変わっても、実務は変わるのか？
 活性化・再生法の改正で位置づけられようとしている制度の多く
は、現行制度でも、やろうと思えば、やれた話。（財政支援の有
無や自家用有償の権限委譲の「本体」は別だが）
「実務」が変わらなければ、制度改正の意義も形骸化。「地域交
通を何とか良くしよう！」という思いを持つ実践者のネットワーク
を拡げていくことが一つの鍵になる。
２．地域交通に関する「全体計画」の軽視を打破できるか？
 地域公共交通総合連携計画の財政支援措置であった「総合事
業」の廃止後、新たに連携計画を策定した市町村数は低迷し、「
期限切れ計画」も続出。
 財政支援制度がインセンティブになるのは是としても、「カネ」に
結びつかないと計画を策定しない姿勢では問題。

５．さいごに
■ 「おでかけ機会」を創出するために・・・
自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等の
あり方に関する検討会 最終とりまとめ（2014.3.20）
４．地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や
運用方法の改善等 （１）運用ルールの緩和
（略）株式会社等の営利を目的とした主体については、事業性がな
いことを前提として行われる自家用有償旅客運送の直接の担い手
となることは適切とは考えられないことから、ＮＰＯや認可地縁団体
等の営利を目的としない主体を別途組織することにより、自家用有
償旅客運送を実施することとすべきである。

バス、タクシー、NPO・・・互いのレッテルを超越した
「おでかけ支援組織」がこれからの地域福祉交通を救う。
権限委譲を含む「制度」のフル活用で作れる！
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大田原市の市町村運営有償運送

平成26年10月20日

栃木県 大田原市 市民生活部 生活環境課
生活交通係 主幹 君 島
敬
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栃木県大田原市
●人口と世帯数
（2014年4月1日現在）
総人口 75,773人
男 38,116人 女 37,657人
世帯数 28,707世帯
65歳以上人口 17,762人
男 7,727人 女 10,035人
●平成26年度
一般会計当初予算
307億3千万円

黒羽地区
大田原地区
湯津上地区
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市町村運営有償運送に対する取り組み方針
■新大田原レインボープラン
平成19年度から平成28年度までの10年間のまちづくりの指針として策定。後期基本計画（平成
24年度～平成28年度）では、以下のような内容となっている。

【市営バス（交通空白輸送）】
●公共交通の整備
☆バス路線の充実
※地域公共交通総合連携計画及び生活交通ネットワーク計画に基づき総合的なバス路線
の再編を進め、さらなる利用促進を図るなど市営バス事業の健全運営に努める。
☆優先的な取り組み
①市営バス事業の効率的な運営 ②利用者の利便性向上
※地域公共交通総合連携計画は、見直し１において説明。

【高齢者等外出支援事業（市町村福祉輸送）】
●高齢者福祉の充実
☆高齢者福祉サービスの充実
在宅高齢者が地域で安心して日常生活が送れるよう、在宅福祉サービスの充実を図る。
☆優先的な取り組み
①在宅福祉サービスの充実 ②相談支援体制の充実
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市営バス（交通空白輸送）の概要１
平成26年10月現在

●路線数
●バス台数
●料 金
●特 徴

市内11路線 （別紙路線図のとおり）
21台（大型8台、中型5台、マイクロバス8台）
下記のとおり （東野バスは上限200円）
市営バス・東野バス（民間事業者）とも同一料金
１乗車

回数券12枚
綴

定期券
１か月

定期券
３か月

定期券
12か月

１日
乗車券

200

2,000

6,400

18,000

67,200

500

高・大学生

200

2,000

5,600

15,600

57,600

500

小・中学生

100

1,000

2,800

7,800

28,800

300

区 分

市
営
バ
ス
・
東
野
バ
ス
料
金
表

大

人

無

乳幼児

料

65歳以上
※注１

100

1,000

3,200

9,000

33,600

300

障害者
（大人）※注２

100

1,000

3,200

9,000

33,600

300

障害者（高・大
生）※注２

100

1,000

2,800

7,800

28,800

300

注１ 65歳以上の方の運賃は、大田原市民証を提示した場合のみ適用
注２ 障害者の方の運賃は、身障手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示した場合のみ適用
注その他 上表の１日乗車券は、東野バスには適用しない
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市営バス（交通空白輸送）の概要２
●実 績
項 目

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

利用者数 （人）

639,691

784,759

728,210

784,755

481,213

収入（円：料金）

100,735,900

121,017,800

116,801,400

126,263,680

76,894,700

支出（円：運行費）

168,513,868

201,163,412

197,779,014

208,029,054

180,387,278

千

250,000

900000
800000

200,000

700000
600000

150,000

500000
400000

100,000

300000
200000

50,000

100000
0

0
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

収入（千円：運賃）
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支出（千円：運行費）

利用者数

（人）

市営バス（交通空白輸送）の概要３
●平成25年度実績（11路線詳細）
項 目

佐久山・
親園線

金田方面
循環線

野崎方面
循環線

那須塩原
駅線

大田原市
内循環線

金丸線

利用者数 （人）

7,492

10,319

12,725

268,371

135,516

2,171

収入（円：料金）

896,953

1,413,340

1,793,579

44,390,182

20,919,728

391,196

8,458,482

8,603,451

8,283,577

60,200,130

40,948,769

7,961,859

10.60

16.43

21.65

73.74

51.09

4.91

支出（円：運行費）
収支率（%）

雲巌寺線

須賀川線

黒羽・佐良
土線

利用者数 （人）

30,483

2,674

1,606

8,272

1,584

481,213

収入（円：料金）

4,979,651

363,531

242,696

1,316,380

187,464

76,894,700

10,803,473

8,340,710

8,701,903

10,271,641

7,813,283

180,387,278

46.09

4.36

2.79

12.82

2.40

42.63

項 目

支出（円：運行費）
収支率（%）
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蛭田・湯
津上線

佐久山・
野崎駅線

合 計

市営バスの変遷
•
•
•
•
•

•

平成4年10月 1日 ①佐久山・親園方面循環線、②金田方面循環線 運行開始
平成6年12月 1日 ③野崎方面循環線、④那須塩原駅線 運行開始
平成15年4月 1日 ⑤大田原市内循環線 運行開始
平成16年4月 1日 大田原市内循環線 西那須野駅乗入開始
平成17年10月 1日（市町村合併）
⑥黒羽線、⑦湯津上線 運行開始
⑧雲巌寺線、⑨須賀川線、⑩両郷線、⑪南方線、⑫那須塩原線
※⑧～⑫ 旧黒羽町から継続運行
平成22年4月 1日 ⑬片田線、⑭寒井桧木沢方面循環線、⑮急行福祉大線 運行開始
【大田原市地域公共交通総合連携計画に基づき公共交通の再編を実施】

•
•

•

平成24年7月 3日
平成25年4月 1日

大田原市内循環線 運行ルート改編
⑥黒羽線、⑩両郷線、⑪南方線、⑬片田線、⑭寒井桧木沢方面循環線、
⑮急行福祉大線を廃止
⑦湯津上線を再編し蛭田・湯津上線の新設、⑫那須塩原線を再編し黒羽
・佐良土線の新設、金丸線及び佐久山・野崎駅線の新設
平成25年10月19日 まちなか循環線 運行開始
※

大田原市営バスは、市内を走る路線バス廃止を受け、交通の不便を解消するために平成4年に運行開始。当時、市内における
路線バスの廃止は深刻で、1,984年からの9年間で10路線が廃止になった。
平成22年度から平成24年度において、最多路線数の15路線を運行、平成25年度の再編により11路線に。
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市営バスの料金等改正
年度

区 分
４

６

1か月の定期券料金

1回の乗車料金（円）

大人
小人

料 金
４００
２００

２３

〃

〃

８

〃

10

大人
中・高・大生
小人

４００
３００
２００

15

大人
中・高・大生
小学生

２００
２００
１００

22

大人
高・大生
小・中学生

２００
２００
１００

割引率

1か月の基本
日数（日）

区 分

率（%）

大人
中・高生
小人

３０
４０
４５

大人
中・高・大生
小人

３０
４０
４５

金額（円）
１２，８８０
１１，０４０
５，０６０
〃

〃

〃

１１，２００
９，６００
４，４００

〃

〃

３０
３５
４５

１１，２００
７，８００
４，４００

〃

大人
中・高・大生
小学生

２０
３０
３０

６，４００
５，６００
２，８００

〃

大人
高・大生
小・中学生

２０
３０
３０

６，４００
５，６００
２，８００

２０
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見直しの経過 １
平成24年3月

大田原市地域公共交通総合連携計画策定

当計画は、公共交通の抱える課題を解決し、多くの市民に、或いは本市に通勤通学する方々にとって日常
生活の交通手段の選択肢となるような公共交通体系を構築することで、利便性の向上を図ることを目的とす
るもので、平成24年度から平成27年度までの4年間を計画年度とする。

●大田原市公共交通の課題（計画策定時）
①通学以外の一般利用者が少ない
②地域の需要に応じた運行形態でない
③中心市街地へのアクセス性
④那須赤十字病院へのアクセス手段
⑤市営バスと民間路線バスの競合
（市営バス「黒羽線」「湯津上線」）

●事業目標
①地域特性を踏まえた公共交通体系の構築
・地域の需要に応じた交通モードの設定
・公共交通体系見直しによる中心市街地利用者の増加
・那須日赤病院経由路線の導入に伴う交通軸の設定
・市営バスと民間路線バスの競合解消
②誰もが利用しやすい公共交通の実現
・主要拠点における情報提供の充実
・わかりやすく、利用しやすい車両の整備
・信頼性の高い公共交通の実現
・情報提供によるバスの信頼性向上
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見直しの経過 ２
●事業概要
①市内輸送サービスの見直し検討及び実証運行の実施
②那須赤十字病院経由路線の導入事業
・市内循環線、金田方面循環線、那須塩原駅線の再編
・那須赤十字病院における運行情報提供の実施
・バス車両方向幕の改善
・バス車内への次停留所表示機の設置
③路線競合区間における路線再編事業
・市営バス黒羽線・湯津上線と東野交通バスの再編
・路線競合区間の運賃体系の見直し

らくらく与一号（デマンド交通）

●事業の実施状況
①関連
平成25年4月
・市営バス15路線から11路線に再編
・路線ごとの需要に応じ大型、中型、マイクロの車両再配置実施
・黒羽地区にデマンド交通を導入
・路線バス「急行福祉大線」をスクールバス化
おおたわらバスナビ交通）
平成25年10月
・トコトコ大田原のオープンにあわせ、市内循環線を延伸し、中心市街地へのアクセス向上のため
の「まちなか循環線」の運行開始
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見直しの経過 ３
②関連
平成24年7月
・市内循環線、那須塩原駅線、金田方面循環線の那須赤十字病院乗り入れ開始
平成25年4月
・野崎方面循環線、佐久山・親園線、蛭田・湯津上線の那須赤十字病院乗り入れ開始
平成25年9月
・デマンド交通1日9便中、3便を那須赤十字病院直行便とした。
・那須赤十字病院内バスロータリー待合所に表示板を設置、運行路線図設置のほか、市営バス、
東野バスと同じスペースを利用するとともにJR駅方面行きと市役所方面行きと行先を分けて表
示し、利便性の向上を図った。
・バスの方向幕に赤十字マークや新幹線、在来線のマークを採用
③関連
平成25年4月
・東野交通バス路線の再編、市営バス「黒羽線」の廃止、「湯津上線」の再編実施
・東野交通バス運賃を市内上限200円とし定期券料金の市営バスと同額で運行開始
④その他
平成24年7月
・那須赤十字病院開院にあわせ、市営バス検索サイト「おおたわらバスナビ」運用開始
平成26年3月
・路線図付きの冊子版時刻表の配布
※平成24年度までの市営バスは、路線バス運行時間外に、黒羽地区小中学校のスクールバス車両としても使用してい
たため、路線バス利用が少ないにもかかわらず、大型車両で運行していた。平成25年度の再編時に、小中学校のスクー
ルバスも完全に独立できたため小型車両の配置が可能となった。
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再編による結果 １
利用者の推移（改編前後）

収入額の推移（改編前後）

1,000,000

160,000,000

900,000

140,000,000

国福大スクールバス
以前の市営バス「急
行福祉大線」収入
約23,000,000円

800,000
120,000,000
700,000
100,000,000

600,000
500,000

80,000,000
東野バス

400,000

国福大スクール

300,000

国福大スクール
40,000,000

デマンド交通

200,000

市営バス（路線）

100,000
0

0

平成25
年度
（人）

35,672

305,317

東野バス

国福大スクール

0

129,904

デマンド交通

0

5,381

784,755

481,213

市営バス（路線）

デマンド交通
市営バス（路線）

20,000,000

平成24
年度
（人）

東野バス

東野バス

60,000,000

平成24
年度
（円）

平成25
年度
（円）

12,609,020

38,769,406

国福大スクール

0

0

デマンド交通

0

908,750

市営バス（路線） 126,263,680
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76,894,700

再編による結果 ２
大田原
高校

日赤
病院

新日赤
病院

東野路線（黒羽線）
黒羽

市役所

西那須野駅

×

大田原
女子高校

湯津上線

国際医療
福祉大学

黒羽
郵便局

黒羽高校

×
黒羽線
湯津上支所

東野路線（馬頭線）
なかがわ水遊園
0

2

4

km

市内に居住する大学生の多くが市営バスを利用

路線競合していた市営バス「黒羽線」の廃止（黒×）、「湯津上
線」の再編（赤×）により、黒羽高校生は、東野バスを利用する
ようなった。

【再編前】 市内の幹線輸送・交通空白輸送としての路線バ
スの役割、スクールバスとしての役割、様々な役割を市営
バスが担っていた。
【再編後】 東野バスと市営バスにおいて、市内幹線輸送、
交通空白輸送の役割分担として、本来のあるべき姿に戻る
第一歩となった。また、市外から通学する国福大生のため
の路線、黒羽地区の小中学生のスクールバスとして車両を
共用していた路線についても完全スクールバス化に伴い、
本来の役割分担ができた。那須赤十字病院開院後は、通
院の目的のバス利用者が増加したほか、市内循環線につ
いては、買物のために利用者も増えてきている。
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高齢者等外出支援事業（市町村福祉輸送）の概要１
●対 象
⑴ 身体障害者手帳又は療育手帳を所持しているひとり暮らしの方
⑵ 介護保険法に規定する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者で、
家族等による送迎が困難な方
●内 容 自宅と病院等の医療機関との間の送迎
●実施日
月曜日から土曜日までの午前8時から午後6時
※12月29日から翌年1月3日、祝日を除く
●実施区域 大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町、那珂川町
●利用料金 片道300円
●利用券交付枚数 年間51枚
●車両台数 車いす車 6台
●運行事業者
⑴ 有限会社山和タクシー（大田原・湯津上地区）
⑵ NPO法人サポートセンター清流（黒羽地区）
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高齢者等外出支援事業（市町村福祉輸送）の概要２
●実 績
項 目

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

1,045

1,153

1,290

1,193

1,109

552

595

656

605

562

14,616

16,546

16,717

15,944

16,453

4,384,800

4,963,800

5,015,100

4,783,200

4,935,900

20,800,800

23,549,800

23,772,100

22,767,200

23,428,900

登録者数 （人）
実利用人数（人）
利用回数（回）
収入（円：料金）
委託料（円）
千

25,000

20,000

20,000

15,000

15,000
10,000
10,000
5,000

5,000
0

0
平成21年度

収入（千円：料金）

平成22年度

平成23年度

委託料（千円）

平成24年度

登録者数

（人）
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平成25年度
利用回数（回）

高齢者等外出支援事業（市町村福祉輸送）の概要３
●市営バスの変遷
• 平成12年4月1日 湯津上村 在宅要援護高齢者等移送サービス事業 開始
• 平成14年6月1日 大田原市 高齢者外出支援事業 開始
• 平成14年9月1日 黒羽町 お出かけ支援事業 開始
• 平成17年10月1日（市町村合併）
大田原市高齢者等外出支援事業 開始
• 平成26年10月1日 対象者の見直しを実施
※それまで対象であった「65歳以上のひとり暮らし高齢者」「65歳以上の高齢者のみの
世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者」を対象外とし、対象外となった方のうち希望者
は、新制度「高齢者通院等タクシー事業」に移行。
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福祉有償運送団体の概要
法 人

車両登録台数

社会福祉法人
あいのかわ福祉会

12台

大田原市・那須塩原市・那須町 300円
上記区間を超えた距離 1キロ 100円

社会福祉法人
同愛会

3台

大田原市内 300円
上記区間を超えた距離 1キロ 100円

3台

【定額制】
・発着共に大田原地区の場合300円
【距離制】
・発地が大田原地区で着地が黒羽地区、湯津上地区、市
外の場合
・発地が黒羽地区、湯津上地区で着地が大田原地区、市
外の場合
・発地が市外の場合
初乗料金（2キロまで） 300円
加算料金（1キロ増すごとに） 100円

2台

初乗料金2キロまで300円
それ以降は1キロ毎に90円加算
相乗りの際は利用者按分

社会福祉法人
至誠会

NPO法人
あすなろ友の会

料 金
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