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表 移動手段確保策 事例一覧 

No サービス分類 サービス名称 運行形態 運行サービス 運営主体・運行主体 運行経費 行政の関わり方 補助制度 

01 路線バスのルート
見直し 

・路線バスの引き込
み（福岡市柏原三
丁目） 

・定時定路線
（第 4条） 

・既存の路線バスルートを一部変更して、地域内を迂
回運行 

・便数：平日 16便/土曜 6便/日祝運行なし 
・運賃 170円 

・運営・運行：西鉄バス 
・地域の取り組み主体は
「校区コミュニティカー検
討委員会」 

・カーブミラーの設置など運
行環境の形成に係る費用
は福岡市が負担 

・運行経費は交通事業者が
負担（地域の金銭的負担
はなし） 

・試験運行時の運行経費に対す
る補助 

・アンケートなど運行計画検討経
費に対する補助及び技術支援 

・利用促進会議への出席・アドバ
イス 

・公共交通空白地等及び移
動制約者に係る生活交通
の確保に関する条例に基
づく「生活交通支援事業」 

02 コミュニティバス ・橋本循環ミニバス
（福岡市橋本地
区） 

・定時定路線
（第 4条） 

・10人乗りのミニバスを使用した地域内を細かく運行
するコミュニティ交通（現在試行運行 6期目） 

・運行便数：1系統：3便、2系統 7便  
・運行日：毎日運行  
・使用車両：ワンボックスバス（乗客定員 10名）  
・運賃：大人 170円、子ども 90円 

・運行：福岡西鉄タクシー
株式会社 

・地域の取り組み主体はま
ちづくり協議会 

・運行経費は交通事業者が
負担（沿線の商業施設や
医療施設が広告等を通じ
て協賛） 

・運行計画の見直し等への技術
支援 

・特になし 

03 コミュニティバス ・しおかぜ（神戸市塩
屋地区） 

・定時定路線
（第 4条） 

・タクシーを活用した定時定路線型の地域コミュニティ
交通 

・運行便数：1系統：11便（平日・土）、2系統 10便
（平日・土） 

・運行日：毎日運行 
・使用車両：ミニバン車両（乗客定員 6名） 
・運賃：大人 300円、子ども 200円 

・運行主体：山陽タクシー
株式会社 

・地域の取り組み主体は「コ
ミバスを走らせる会」 

・運行経費は交通事業者が
負担 

・地域公共交通の勉強会開催 
・検討会の運営補助 
・技術支援 
・試験運行時の運行経費に対す
る補助 

・アンケート等調査 
・交通事業者との協議支援 など 

・「地域コミュニティ交通導入
検討地域」の設定に基づく
検討支援 

04 コミュニティバス ・住吉台くるくるバス
（神戸市住吉台） 

・定時定路線
（第 4条） 

・住宅地と駅を結ぶバス車両を活用した定時定路線
型の地域コミュニティ交通 

・運行便数：６時台～２１時台（1時間に概ね４本） 
・運行日：毎日運行 
・使用車両：31人乗りバス車両 
・運賃：大人 210円、子ども 110円 

・運行主体：みなと観光バ
ス株式会社 

・地域の取り組み主体は
「住吉台くるくるを守る
会」 

・運行経費は交通事業者が
負担 

・地域公共交通の勉強会開催 
・検討会の運営補助 
・技術支援 
・試験運行時の運行経費に対す
る補助 

・アンケート等調査 
・交通事業者との協議支援 など 

・特になし 

05 コミュニティバス ・当別ふれあいバス
（北海道当別町） 

・定時定路線 
・区域運行 
（第 4条） 

・自治体、大学及び民間会社の送迎バスを一元化し
たコミュニティバス（一部デマンド化） 

・運行便数：平日 88便/日、休日 46便/日 
・利用料金：均一運賃 200円 
・運行車両：小型バス 2台、中型バス 4台 

・運営主体：法定協議会 
・運行主体：町内事業者（4
条免許を取得） 

・運賃、国・道の補助金、法
定協議会からの委託費で
運行経費を賄っている。 

・法定協議会は広告収入と
行政及び関連事業者から
の負担金で運営 

・バス利用促進 
・利用に関するアンケートの実施 
・走行環境の整備、運行ルート及
びダイヤの改正 など 

・国及び道の補助金 

06 コミュニティバス ・おでかけ交通（北九
州市） 

・定時定路線
型（第４条） 

・地域・バス事業者・行政の三位一体で交通不便地
域における乗合タクシーを検討・導入 

・運行車両：13 人乗りのジャンボタクシー 2台 
・運行時間：8時～18時台、日祝日は運休 
・運行便数：市内 7地域、14ルート、142便 
・運賃：小学生以上 200 円均一 

・運営主体：地元運営委員
会 

・運行主体：光タクシー 

・基本的には交通事業者が
運行 

・車両購入・更新時や運行
経費の一部に市から助成 

・実証運行事業 
・計画策定と会議実施 
・運行開始後のフォローアップ 
・バス事業者との調整 
・車両購入費、運行の一部 

・特になし 

07 コミュニティバス ・コミュニティタクシー
（山口県山口市） 

・定期定路線
（第 4条） 

・区域運行
（第 4条） 

・地域が主体となって、地域の中心地や基幹交通まで
を運行する乗合運送 

・運行地域：7地域 
・運行日：各地域のニーズに応じて設定 
・運賃：中学生以上 300円 

運営主体：地域運営組織 ・運行費用は運賃収入と行
政補助で基本的に賄って
いる 

・地域によっては、企業協賛
金や住民協賛金を充当し
ている地域もある 

・運行費用の負担 ・特になし 
 

インセンティブ 

・行政からの補助に関しては、住民が主体的にコミュニティタクシーの利用促進に取り組むことを目指して、インセンティブを組み込んでいる。 
・例えば、収支率 30％を満たした場合は、協賛金の余剰部分をコミュニティタクシー関連事業（調査研究活動や地域の催事での臨時運行など）に支出することができるなど 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ０ 日 

佐賀市地域公共交通会議 

資 料 ５ 
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08 コミュニティバス 
デマンドタクシー 

・相模原市コミュニテ
ィバス／乗合タクシ
ー（神奈川県相模
原市） 

・路線定期運
行（第４条） 

・区域運行
（第４条） 

・住民による地域組織の形成をコミュニティ交通の導
入の条件とし、また、地域組織による運行継続に向
けた様々な取り組みによって運行しているサービス 

・コミュニティバス：2地域、乗合タクシー：4地域 
 

・運営主体：相模原市 
・運行主体：交通事業者 

・市から運行事業者への委
託運行 

・地域組織への支援：需要調査、
運行計画検討、停留所設置位
置検討、利用促進に対する助
言、利用実態調査 

・交通事業者への支援：初期費
用、関係機関との調整、運行
経費、運行に関する助言 

・特になし 

トリガーの設定 

・コミュニティバス：「1便あたりの輸送人員が 10人以上であること」かつ「運賃収入が車両償却費等を除いた経常費用の 50％以上であること」 
・乗合タクシー：「稼動した便の 1便当たりの輸送人員が 1.5人以上であること」かつ「全運行本数に対する実運行本数の稼働率が 50％以上であること」 

09 コミュニティバス 
デマンドタクシー 

・コミュニティタクシー
（岡山県倉敷市） 

・路線不定期
運行（第４
条） 

・区域運行
（第４条） 

・地域組織（運営委員会）が主体となって、運行計画
の検討や利用促進、企業等への協力依頼、地域
負担等を実施しながら運行しているサービス 

・運行便数：4～14 便／日 
・運賃：300～500円均一 
・車両：セダンまたはジャンボタクシー（事業者所有） 

・運営主体：地域組織（運
営委員会 

・運行主体：運行事業者 

・運賃と地域負担金と市から
の補助金で運行 

 

・運行経費（経常損失額） 
・路線図･時刻表等の印刷費 
・停留所等の施設整備費 
・導入時の支援（運行経費、地域
組織への助言、交通事業者と
の調整等） 

・市は「倉敷市乗合タクシー
運行事業補助金交付要
綱」に基づき地域組織に
対して補助金を交付。 

インセンティブとトリガーの設定 
【インセンティブ】： 
・利用者数が前年度を上回った場合、上回
った人数×100 円を補助額に上乗せ。 

 

【トリガー】 
・運行稼働率が 50％未満の場合は地域負担を割増している。 
［地域負担割増＝（年間設定運行便数×50％－年間実運行便数）×1 便当たりの運行経費×割増率］  
※ 割増率： 設定便数≧5 便／日⇒20％、設定便数＝4 便／日⇒10％ 

・１便当たり乗車人数が 1.2 人を下回った場合は、利用促進や運行の見直しを地域に義務付け（1.2 人は収支率 30%を目指して設定） 

10 コミュニティバス 
デマンドタクシー 

・神戸市北区自動運
転実証実験（神戸
市筑紫が丘） 

・定時定路線 
・区域運行 

・交通事業者が運行を担う自動運転移動サービス 
・運行時間：9～17時 
・地域内を最速 20km/hで運行 
・無料（実証実験のため） 

・運行主体：みなと観光バ
ス株式会社 

・検討には自治会が主体
的に参画 

・運行経費は実証運行のた
めなし 

・実証運行の補助 ・特になし 

11 デマンドタクシー ・内子町デマンドバス
（愛媛県内子町） 

・路線不定期
運行（第４
条） 

・運行実績による委託料の採用による運行 
・運賃：対距離運賃 
・運行便数・時間：路線により様々 
・主要な運行車両：乗用車（３台/事業者所有）、ジャ
ンボタクシー（４台/自治体所有･２台/事業者所有） 

・運営主体：内子町 
・運行主体：交通事業者 

・燃料費・車両維持管理費
等は全て町負担で運行 

 

・積雪時用の10人乗四輪駆動車
の購入（無償貸与） 

・特になし 

インセンティブの設定 

・委託料は、固定部分（①運行回数、②運休回数、③内子地区から小田地区までの回送回数で積算）に加え、利用者 1人あたりに対応したペイバックを行い、事業者にとってのインセン
ティブを付与。 

12 デマンドタクシー ・予約型相乗りタクシ
ー「カシワニクル」
（千葉県柏市） 

・区域運行
（第４条） 

・利用実態に応じた委託料を設定して運行しているデ
マンド交通 

・利用料金：均一運賃（３００円又は５００円） 
・運行便数・時間：予約に応じて運行 8:30～19:00 
・運行車両：セダン型タクシー（２台、事業者所有） 

・運営主体：柏市 
・運行主体：交通事業者 

・市から運行事業者への委
託運行：1,010円／人 

・運賃収入は全て事業者の
収入 

・市の予算上限：2万円/
日、年間 5,860人 

・主な乗降場所の簡易看板設置 
・利用啓発パンフレットの作成 
・登録会員及び運行区域内住民
へのアンケートの実施。 

・特になし 

13 デマンドタクシー ・AI運行バス（横浜市
横浜臨海地区） 

・区域運行 
 

・複数人の配車予約情報から AI処理による効率的な
ルートを算出し、運行する乗合型デマンドサービス。 

・運行区域は直径 5km程度 
・小型車両 
・無料（実証実験のため） 

・実施主体：㈱NTT ドコモ、
㈱未来シェア、産総研、
横浜市、NEDO 

・NEDOの委託事業のため運
行経費はなし 

・実証実験 
・地域企業への参画要請 など 

・特になし 

14 タクシー利活用 ・鞍ヶ池地域タクシー
（豊田市鞍ヶ池地
域） 

・4条乗用事
業 

 

・一般のタクシーを活用して、地域住民の移動をサポ
ートするデマンド交通 

・運行エリア：居住町内及びエリア外の特定商業施設
や医療施設 

・運行日：週 2回（火・金曜日 ） 
・運行時間：8：00～18：00（乗車開始時刻） 

・運行主体：名鉄タクシー、
豊栄タクシーグループ 

・申請手続き：山中町生活
交通協議会（山中町自
治区） 

・運行経費は、利用者の運
賃＋行政の補填で賄う 

・行政補てん額は、タクシー
メーター料金-利用者運
賃との差額 

・利用者負担の一部補填 
・実証実験 
・利用手続き など 

・特になし 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ０ 日 

佐賀市地域公共交通会議 

資 料 ５ 
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・運賃：乗降エリア内 300円、乗降エリア外 600円 
・事前に利用者登録が必要 

15 タクシー利活用 ・秩父エリア回数券タ
クシー（埼玉県秩
父市） 

・4条乗用事
業 

 

・登録住所から登録施設との区間において、一乗車に
つき、登録した住所から最も遠い地点までのタクシ
ー運賃の半額で利用可能。 

・利用者登録が必要 
・料金は後払いの振込 

・利用・登録・申請等：アイ
サーフ株式会社 

・運行主体：秩父丸通タク
シー 

・実証実験に係る経費は研
究助成金により賄う 

・ちちぶ定住自立圏タクシー部門
実証実験 

・（公財）交通エコロジー・モビ
リティ財団 研究助成 

16 タクシー利活用 ・みなタク（福島県南
相馬市） 

・4条乗用事
業 

 

・自宅と区内拠点間のタクシー料金が定額になる登録
制サービス 

・利用エリア：居住エリア 
・運賃：地域別の定額料金 
・事前申し込みが必要、電話等での配車が必要 

・運営主体：南相馬市公共
交通活性化協議会 

・運行主体：タクシー事業
者 

・運賃収入ですべて賄ってい
る 

・活性化協議会の事務局 ・特になし 

17 タクシー利用助成 ・グループタクシー（山
口県山口市） 

・4条乗用事
業 

 

・高齢者のタクシー利用の一部助成 
・利用要件：①65歳以上、②最寄り駅・バス停まで

1.0km以上離れている、③他の助成制度を受けて
いない 

・助成金額：最寄り駅・バス停までの距離に応じて設
定 

・相乗り利用が可能 

・運営主体：山口市 ・市が全額負担 ・事業運営 
 

・特になし 

18 NPOや地域組織等
による移動サー
ビス 

・醍醐コミュニティバ
ス（京都府京都市） 

・定時定路線
（第 4条） 

・計画策定から運営まで、住民主導で実施されている
コミュニティバス 

・運行時間：8時台～18時台 
・運行曜日：毎日運行 
・車両：小型バス（定員 30～35 名） 
・運賃：1回 200円 

・運営主体：醍醐コミュニテ
ィバス市民の会 

・運行主体：ヤサカバス 

・沿線企業や市民から資金
を出し合ってもらう「パート
ナーズ支援」方式を導入 

・特になし ・特になし 

19 NPOや地域組織等
による移動サー
ビス 

・過疎地有償運送サ
ービス（徳島県美
馬市） 

・自家用有償
旅客運送
（第 78条） 

・町民がボランティアで交通弱者を地区内の診療所や
地区外（市中心部）へ送迎するサービス 

・運送車両：ボランティア運転会員の自家用車両 
・利用料金：１キロ当たり１３０円 
・予約：原則利用日の３日前の正午まで 
・ドア トゥ ドアサービス 

・NPO法人 こやだいら ・会員からの年会費と運送収
入で事業経費を賄ってお
り、補助金に頼らない運営
を実現している。 

・特になし ・特になし 

20 NPOや地域組織等
による移動サービ
ス 

・中里地区助け合い
タクシー「なかさと
号」（茨城県日立
市） 

・自家用有償
旅客運送
（第 78条） 

・地域住民が NPO法人を設立し、自家用有償運送を
実施。 

・便数：4便 
・車両：8人乗りワゴン車 2台 
・運賃：地区内１外出 300円、地区外１往復 300円
（対価の基準あり） 

・ドライバー＆オペレーターはボランティア 

・運行主体：ＮＰＯ法人 助
け合いなかさと 

・全住民から会費を徴収して
運営 

・特になし ・特になし 

21 
 

NPOや地域組織等
による移動サービ
ス 

・ささえ合い交通（京
都府京丹後市） 

・交通空白地
有償輸送
（第 78条） 

・Uber技術を活用した自家用車による有償輸送サー
ビス 

・運送対象：空白地域の住民 
・運行エリア：空白地域 
・運転者：第二種運転免許取得者、講習修了者 
・タクシー料金の概ね 1/2 

・運営主体：NPO法人気張
る！ふるさと丹後町 

・特になし ・タブレットの貸出 ・特になし 

22 スクールバス等の
有効活用 

・地域バス（福井県福
井市） 

・路線定期運
行（第４条） 

 

・地域・学校・事業者と協議の上、市直営のスクール
バスと同一地域を運行する赤字路線を一般混乗化 

・運行エリア・ルート：4地域 6路線 
・運行日：毎日運行、4往復 
・運賃：1乗車 100円 

・運営主体：福井市 
・運行主体：各地域交通事
業者 

・市が負担 ・運行主体 ・特になし 
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表 移動手段確保策 事例一覧 

No サービス分類 サービス名称 運行形態 運行サービス 運営主体・運行主体 運行経費 行政の関わり方 補助制度 

23 スクールバス等の
有効活用 

・吉野町スクールバス
（奈良県吉野町） 

・定時定路線
（第 4条） 

・町内 7 コースにおいて、コミュニティバスと通学バス
の一体的な運行を実施 

・運行回数：３回／日 
 運行日：学校の開校日 
・運賃：小学生月額 1,200円、中学生月額 2,500円 

・運営主体：吉野町、吉野
町地域公共交通協議会 

・運行主体：奈良交通株式
会社、相互タクシー株式
会社 

・町が負担 ・時刻表、路線図、ポスター等の
作成・配布 

・アンケート調査 
・公共交通の普及活動の実施 
・関連施設等の整備 など 

・特になし 

24 道路運送法におけ
る許可または登録
を要しない運送の
態様 

・ベレッサ号（福岡県
小郡市） 

 ・自治会が運営する無料バス。・フリー乗降可 
・運行区域：団地～商業施設・駅、病院、金融機関 
・運行日：月～土、9:00～12:00、4便/日 
・運転手；地域住民、500円/hの謝礼金 

・運営主体：のぞみが丘小
校区協働のまちづくり協
議会 

・自治会費＋広告料や寄付
金、市助成金で運行 

・当初車両は商業施設から
提供 

・車両購入・提供 
・ガソリン代や保険料を補助 

・特になし 

25 道路運送法におけ
る許可または登録
を要しない運送の
態様 

・無償運送サービス
（佐賀市川上地
区） 

 ・登録スタッフが一人暮らしの高齢者、交通弱者の病
院への送迎などを実施 

・会費：入会金：3000円、会費：1000円 
・利用料：燃料費のみ 

・運営主体：NPO法人 か
わかみ・絆の会 

・利用者からの燃料費のみ 
 

・県からふるさと納税を活用して
車両 2台を提供 

・特になし 

26 道路運送法におけ
る許可または登録
を要しない運送の
態様 

・さるこうカー（佐賀市
久保田地区） 

 ・地域住民が少額の有償ボランティアで、高齢者等の
外出弱者を対象に自宅から日常の外出先まで輸
送 

・会費：登録料：3000円、年会費：3000円 
・利用負担金：1運行につき 50円（燃料費として） 

・運営主体：久保田まちづく
り協議会 

・町民からの支援金、寄付
金、利用登録料、年会
費、利用負担金をもって
運行 

・特になし ・特になし 

27 相乗りサービス（ラ
イドシェア） 

・Uber ・ ・一般的なタクシーの配車に加え、一般人が自分の空
き時間と自家用車を使って他人を運ぶ（日本ではタ
クシー配車のみ） 

・運営主体：Uber japan㈱ ・特になし ・特になし ・特になし 

28 相乗りサービス（ラ
イドシェア） 

・CREW（東京都内一
部地域） 

 ・距離と車種に応じてガソリン代の実費と同社への手
数料を支払い、加えて任意の謝礼（0～1万円）をド
ライバーに支払う 

・運営主体：㈱Azit ・特になし ・特になし ・特になし 
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