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地域公共交通を「まちづくり」に活かす戦略 

 －市町村に求められる地域公共交通のマネジメント－ 

 

吉 田  樹* 

 

本稿では、都市構造の変化が地域公共交通のサービス供給や経営環境に与える影響について考察したう

えで、地方都市における公共交通を活かした「まちづくり」の取り組みについて、事例を交えて整理した。 

 地域公共交通は、市民の日常生活に欠かせない諸活動と密接な関わりがある。そのため、都市機能の郊

外への拡散は、公共交通需要を低下させることにつながり、乗合バス事業者の経営環境も厳しくなりやす

い。こうした状況にある今日では、従来の「事業者任せ」による地域公共交通の維持ではなく、市町村に

よる地域公共交通マネジメントが重要になる。そのひとつの視座となるのが、地域公共交通を「まちづく

り」の道具に活かす戦略である。 
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１．はじめに 

乗合バスをはじめとした地域公共交通の退潮が問題視される

ようになって久しい。わが国の乗合バス事業は、長年にわたり交

通事業者による独立採算原則が貫かれてきた。需給調整規制に基

づき、特定の乗合バス事業者に対して、事実上のエリア独占が認

められてきた一方で、黒字路線の収益により不採算路線が維持さ

れてきたのである（内部補助）。しかし、乗合バスの輸送人員が

減少の一途を辿るなかで、黒字路線自体が少なくなり、内部補助

による不採算路線の維持が困難になった。こうしたなか、2002

年2月には、乗合バス事業の規制緩和が行われ、不採算路線に対

するマネジメントの責務を市町村が負うことになった。また、

2006年10月の道路運送法改正では、行政や交通事業者、利用者

代表などで組織される地域公共交通会議が制度化され、地域の合

意形成を前提に国の許認可が簡素化されるようになった。さらに、

2007 年には、地域公共交通活性化・再生法が施行され、同法に

基づく総合事業を活用することで、地域公共交通に関する計画の

策定や実証実験（計画に基づき3年間が限度）に対して国による

協調補助が受けられるようになった（2011 年度以降は、新設の

地域公共交通確保維持改善事業に組み込まれる）。 

このように、わが国の地域公共交通政策は、①市町村（ある

いは市町村が主宰する協議会）によるマネジメントと、②地域に

おける合意形成を重視したもの－に変化してきた。しかし、わが

国では「事業者任せ」で不採算路線の確保が可能であった時代が

長く続いたことから、地域公共交通のマネジメントが対症療法の

域を出ないケースも散見される。 

そこで、本稿では、地域公共交通政策の考え方について、主

に都市づくりの視点から論じ、地域公共交通を「まちづくり」の

道具として活かす戦略について述べることを目的とする。 

具体的には、①都市構造の変化が地域公共交通のサービス供

給や経営環境に与える影響を考察したうえで、②地域公共交通を

「軸」とした都市づくりについて述べる。また、③筆者が関わっ

ている青森県八戸市における公共交通戦略を概観し、地方都市に

おける公共交通を活かした「まちづくり」の取り組みを紹介し、

その効果や課題について整理する。 

２．都市や地域の「骨格」を形成する地域公共交通 

(1) 都市構造と地域公共交通 

 私たちが日常的に行う交通の多くは、派生需要である。すなわ

ち、仕事や勉学、買物や受診など、生活に不可欠な活動目的を達

成するために交通が存在している(1)。そのため、目的地となる施

設が公共交通の沿線にどの程度存在していかが公共交通需要に

大きく影響することになり、このことが都市構造と地域公共交通

との間に密接な関係をもたらしている。 

例えば、行政・金融・商業・医療・教育といった機能が市街地

に集積する都市構造では、市街地と郊外の団地とを結ぶバス路線

を設定することで、公共交通を利用して多くの活動目的を達成す

ることが可能になる。加えて、公共交通需要が高まることで、旅

客を集約して輸送することができるため、乗合バス事業の経営も

効率的になりやすい。しかし、近年では、多くの地方都市で商業

や医療といった機能が郊外に移転しており、市街地の機能が相対

的に低下している。こうした状況では、郊外の団地と市街地とを

結ぶバス路線のみを設定しても、達成可能な活動目的は限られる

ため、自家用車利用が促進されてしまう。一方で、郊外の施設へ

向けたバス路線が設定されたとしても、当該施設への来訪用途に

しか用いられず、非効率な輸送になりやすい。 

 このように、都市機能の郊外への拡散は、地域公共交通の退潮

に少なからず影響していることが考えられる。また、わが国の乗

合バス事業は、長年にわたり独立採算原則が貫かれてきたことか

ら、利用者の減少にあわせて路線の減便や縮小、運賃の値上げな

どを実施する「縮小均衡」で広範なネットワークを「広く、薄く」

維持してきた。そのため、不便になったバスサービスは、さらな

る利用者の逸走を招く悪循環となり、多くの市町村では、その連

鎖を断ち切れぬまま今日に至っている。 

 

(2) 地域公共交通の「軸」が街の「にぎわい」を形成する 

 欧米諸国では、近年、地域公共交通を「軸」とした都市づくり

が盛んにおこなわれている。その代表例として、わが国でも数多

く紹介されるのが、ストラスブール（フランス）の取り組みであ

る。同市では、地域公共交通の「軸」としてトラム（路面電車）
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を位置づけ、中心市街地では公共交通に優先的な通行権を付与し

ている。 

写真-1 は、同市の中心市街地におけるトラム導入前後の光景

を示したものである。トラム導入前は、路上駐車が溢れる半面、

歩行者は疎らである。自家用車の利用者は、できるだけ目的地の

最寄りに駐車しようとするため、駐車した地点から店舗までの僅

かな距離しか歩かないことが背景にある。一方で、トラム導入後

は、停留所で待つ人や歩行者の姿が目に止まる。中心市街地の活

性化を考える際、「にぎわい」という表現を用いることがある。

駐車車両や通過交通の自家用車で占有された街の姿と、路上に歩

行者が集まる街の姿とでは、後者の方が「にぎわい」のある空間

であろう。このように、公共交通を「道具」として、街の「にぎ

わい」をもたらすことが可能である。 

 

①トラム導入前の姿 

 

 ②トラム導入後の姿 

 

【写真-1】ストラスブール中心市街地の光景 

（ストラスブール市提供資料） 

 

(3) 求められる市町村のマネジメント 

 ストラスブールの事例は、路線電車を「軸」とした公共交通戦

略であったが、わが国の多くの都市では、路線バスが市内交通の

中心的な役割を担っている。写真-2 は、新潟市の万代シティ付

近から新潟駅方向の路線バスを撮影したものである。新潟市に限

らず、一定の人口を擁する都市では、多くのバス路線が設定され

る一方、市街地が近づくにつれ同一の経路を運行する場合も少な

くない。新潟市でも、「新潟市役所～古町～万代シティ～新潟駅」

の区間は、市街地路線や郊外路線が数多く運行されており、写真

のように同じ行き先（新潟駅）のバスが数珠つなぎで運行されて

いる。こうした区間では、結果として高頻度で運行されることに

なるため、利便性は相対的に高くなる。しかし、便によって乗客

数の粗密が生まれやすくなり、非効率な運行を余儀なくされてし

まう。事業者ごと、路線ごとに設定される運行計画を総合的にマ

ネジメントすることによって、効率性と利便性の両立を図る戦略

を描くことが求められる。 

 

 

【写真-2】万代シティ付近の路線バス 

（筆者撮影） 

 

３．青森県八戸市における公共交通戦略 

(1) 公共交通計画で「幹線軸」を明確にする 

 青森県八戸市は、人口24万人余りの地方都市であり、市内の

移動に供される公共交通は路線バスが中心である。同市内を運行

する乗合バス事業者は3者（公営1、民営2）であるが、2007年

3月に「八戸市公共交通再生プラン」を策定する以前は、公営事

業者も含めた路線の競合により、非効率なサービス供給が長年続

けられてきた。 

八戸市公共交通再生プランでは、「戦略」の一つとして、「バス

路線網の幹線軸を設定し、サービスの充実と運行の効率化を図

る。」ことを掲げ、東北新幹線の停車駅である八戸駅と同市中心

街までの区間（八戸駅線）において、事業者ごと、路線ごとの運

行計画を八戸市がマネジメントする「共同運行化」の取り組みを

進めることを宣言した。八戸駅から中心街までは、概ね6～7km

離れており（路線長ベース）、八戸市交通部と南部バス株式会社

が互いに高頻度で運行してきた。しかし、八戸駅のバスのりばは

事業者ごとに設定されていたうえに、両事業者がほぼ同時刻に発

車する場合もあり、運行回数の割に利便性が低い状況が続いてい

た。そこで、八戸駅のバスのりばを事業者に関わらず方面別に再

編し（写真-3）、10分間隔の運行と定期券の共通化を図ることに 

 

 

【写真-3】八戸駅線共同運行化後のバスのりば 

（筆者撮影） 



 

よって、トータルでの運行回数の縮減（112.5 往復／日から 90.5

往復）と利便性の向上を両立させた。その結果、八戸駅線の共同

運行化が実施させる前後の比較では、両事業者をあわせた乗車人

員が6.4％増加し、黒字路線に転換した。 

 

【表-1】八戸駅線共同運行化の成果 

 実施前(2007年度) 実施後(2008年度) 

乗車人員 135万4千人 144万1千人 

収支 1,567万円の「赤字」 2,556万円の「黒字」 

 

 こうした取り組みを受けて、八戸市地域公共交通会議（同市が

主宰となり設置）は、地域公共交通活性化・再生総合事業を活用

して、2009 年 3 月に「八戸市地域公共交通総合連携計画」を策

定し、事業者間の共同運行化や等間隔・高頻度運行を戦略的に進

める路線バスの「幹線軸」を8経路10区間設定することを決定

した。いずれも、同市の中心市街地を起点とする経路であるため、

中心市街地の活性化のほか、幹線軸の沿線に集約された都市構造

への転換を意図したものである。 

勿論、こうしたアウトカムを生みだすまでは長い時間をかけて

取り組む必要がある。しかし、人口減少局面に差し掛かったわが

国の地方都市においても、毎年多くの転入者を迎え入れている点

に着目したい。例えば、新潟市の場合、平成21年10月から平成

22年9月までの1年間で、人口の3.9％にあたる転入者があった。

また、長岡市や上越市などでも人口の 2～3％を転入者が占めて

いる。転入者の多くは、当該地域で初めて暮らすことから、居住

地や交通を含めたライフスタイルを新たに意思決定する。そのた

め、まずは転入者に向けた公共交通の情報提供を充実させつつ、

幹線軸における高密度なサービス供給と合わせて取り組むこと

が必要である。こうした取り組みは、これまでの「事業者任せ」

で進めることは難しく、市町村によるマネジメントが大切である。 

 

(2) 幹線的なサービスの「品質」を高める 

 八戸市地域公共交通総合連携計画では、基本理念として「『意

外と使えるね』『迷わず乗れるよ』と感じてもらえる公共交通サ

ービスを実現します。」と掲げている。八戸駅線共同運行化で進

めてきた10分等間隔運行は、市民に『意外と使えるね』と感じ

ていただくことを意図した取り組みであった。しかし、八戸駅に

到着する最終新幹線（東京発）は午後 11時台である一方、接続

する路線バス（八戸駅線）がないことが課題となった。これでは

例えば、新幹線を利用して東京方面に出張や旅行をする市民の多

くは自家用車に頼らざるを得なくなる。一方で、乗合バス事業者

の立場では、僅か一便を運行するために乗務員の拘束時間を延長

する（あるいは新たに乗務員を確保する）ことは効率的ではない。

そこで八戸市地域公共交通会議は、八戸駅線の最終バス後の運行

をピンポイントで担う乗合タクシー「シンタクン」の実証運行を

2010年7月末から開始した。「シンタクン」は、東京発の最終新

幹線に接続し、八戸駅を起点に同市中心街までの区間を路線バス

の停留所のみに停車する形態（経路を定めないデマンド運行）を

採っている。運賃はバスの3倍弱（最大900円）、タクシーの半

額以下に設定した。本稿の執筆時点（2011 年 3 月）までの累計

では、一便あたり3人弱の利用者数となっており、タクシー会社

と行政が連携したビジネスモデルとして本運行に移行するかを

議論する段階にある。 

 こうして、八戸市中心街では、八戸駅に停車する全ての新幹線

に接続する乗合公共交通が確保されたことになり、自家用車を利

用しなくても、東京方面に出張や旅行をすることのできる市民を

増やすことが可能になった。一方で、中心街に立地する宿泊施設

の誘客手段としても地域公共交通が活用できるようになり、市内

の観光産業にも貢献している。輸送手段や事業者を問わず、「絡

め手」で地域公共交通サービスの「品質」を高める取り組みは、

市民の活動機会を増やすことはもとより、観光産業をはじめとし

た地域経済の振興にも寄与する。 

 

(3) 「運行」以外の取り組みに着目する 

 多くの市町村における公共交通政策は、コミュニティバスの運

行など、交通手段の確保が中心である。しかし、「運行」以外の

取り組みに着目した施策を忘れてはならない。 

 乗合タクシー「シンタクン」は、市内に宿泊するツーリストに

も利用されている。しかし、私たちが出張や旅行をする際、「知

らない土地」で路線バスを利用することはなかなかできない。ま

た、居住者であっても、路線バスの停留所や運行経路を知らない

場合も多い。つまり、複雑なバスサービスを「一見さん」に分か

りやすく伝える工夫が求められる。 

 写真-4 は、八戸市地域公共交通総合連携計画の基本理念で示

した『迷わず乗れるよ』を実現する一つの手段として設置したバ

ス停留所の標柱である。バスの図記号（ピクトグラム）に「1」

と書かれた「フラグ」が目立つ。八戸市中心街の道路は一方通行

である場合が多く、先に述べた路線バス「八戸駅線」も八戸駅か

らの往路は「八日町」停留所で降車し、八戸駅に向かう復路は「六

日町」停留所で乗車することになる。そのため、宿泊施設のフロ

ントでツーリストにバス路線を案内する場合に、その分かりにく 

 

 

【写真-4】道標にもなるバス停留所 

（筆者撮影） 



 

さが課題となっていた。そこで、八戸市中心街に位置する5箇所

の停留所群に「八戸中心街ターミナル」と名称を定め、のりばご

とに付番することになった。写真にある「フラグ」は、その番号

を示したものである。「フラグ」は、歩道上や交差点からの視認

性を高めることを主眼としており、道標としても活用できるもの

である。新潟県内でも、万代シティや古町地区など、停留所が分

散して位置している地域がある。こうしたケースにも援用可能な

取り組みである。 

 一方、公共交通施策を「まちづくり」の取り組みと連携させる

ことも大切である。写真-5 は、八戸市地域公共交通会議が企画

し、八戸市交通部と南部バス株式会社の共同企画として実施して

いる大学生（八戸大学・短大、八戸工業大学）向けバス企画乗車

券「Can-Pass☆4」の広告である。「Can-Pass☆4」は、4枚つづり

の回数券であるが、一乗車につき1枚を使用する方式であるため、

異なる運賃であっても友人と分け合えることが特徴である。また、

回数券と一緒に綴られている「トクトククーポン」は、中心街の

協賛店舗のほか、市内の大型ショッピングセンターのテナントで

料金割引などの特典を受けることができる。 

 市内の大学生は、入学当初こそは、公共交通を利用して通学や

買物をする機会が多いが、徐々に、運転免許を取得するようにな

り「公共交通離れ」が進む。同時に、買物やアルバイトを目的に

中心街を訪れる頻度が減少し、隣接町の大型店や郊外のロードサ

イド店に目的地が移行するようになる。すなわち、乗合バス事業

者と中心街をはじめ市内の商業主の利害関係は一致しており、双

方が連携することで、一人でも多くの大学生が市内の商店に目的

地を求め、また、路線バス利用者としてとどめることが「Can-Pass

☆4」の狙いである。そのため、「Can-Pass☆4」を使用した路線

バスの利用時間帯に制限を設け（平日の午後、土日祝日は終日）、

従来の通学定期券や回数券と競合しない新規ニーズの発掘に努

めている。 

 

 

【写真-5】バス企画乗車券「Can-Pass☆4」広告 

 

 一方、「Can-Pass☆4」のターゲットになる大学生へのPRチャ

ネルとしても、写真-5 の広告が活かされている。この広告にあ

るデザインは、八戸工業大学の感性デザイン学科の学生に依頼し

ており、デザインコンペに参加いただける学生とのミーティング

を行っている（写真-6）。こうして、ターゲットとなる学生自ら

がPR媒体をデザインすることで、「Can-Pass☆4」の特徴を実感

できる効果が期待される。 

 

 

【写真-6】八戸工業大学におけるミーティングの光景 

（八戸市都市政策課提供） 

 

４．さいごに 

本稿では、都市構造の変化が地域公共交通のサービス供給や

経営環境に与える影響について考察したうえで、青森県八戸市に

おける公共交通戦略を概観し、地方都市における公共交通を活か

した「まちづくり」の取り組みについて整理した。 

 地域公共交通は、市民の日常生活に欠かせない諸活動と密接な

関わりがある。そのため、都市機能の郊外への拡散は、公共交通

需要を低下させることにつながり、乗合バス事業者の経営環境も

厳しくなりやすい。こうした状況にある今日では、従来の「事業

者任せ」による地域公共交通の維持から脱却し、市町村によるマ

ネジメントが大切である。 

そのひとつの視座となるのが、地域公共交通を「まちづくり」

の道具に活かす戦略である。八戸市では、地域公共交通計画を策

定し、市内のバス路線の「幹線軸」を明確にし、高頻度・等間隔

運行を進めている。一方で、八戸駅線共同運行化や「シンタクン」

の取り組みに見られるように、交通モードや事業者の違いにとら

われず、地域公共交通全体で「品質」を確保することによって、

市民の活動機会を増やすことはもとより、観光産業をはじめとし

た地域経済の振興にも寄与することができる。さらに、停留所を

はじめとしたサイン計画や商店や学校等と連携した企画乗車券

の開発など、「運行」以外の取り組みにも着目することが必要で

ある。 

 

補注 

(1) 例えばクルーズなど、交通自体が本来の活動目的となる本源

需要になる場合も存在する。 
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