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市内の路線バスの利用者は減少傾向にあり、バス事業者は運行効率の改善やコスト縮減を行
い、路線を何とか維持している状況にあります。一方、高齢化の進展とともに、地域で安心し
て住み続けられるまちづくりが求められ、地域公共交通の重要性はますます高まっています。
以下本文では、本市において持続可能な地域公共交通の実現を図るべく、地域・運行事業者・
行政の協働のもと進めている「地域交通サポート事業」について報告します。
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1. はじめに

2. 他都市の状況と本市におけるこれまでの取組

マイカー依存、少子化の進展などにより市内の路線バ
スの利用者は減少傾向にあり、バス事業者は苦しい経営
環境の中、減便などの運行効率の改善や人件費削減等の
コスト縮減を行い、地域公共交通を担う立場の責務とし
て路線を何とか維持している状況にあります。一方、高
齢化の進展とともに、地域で安心して住み続けられ、暮
らしやすいまちづくりが求められ、地域に密着した公共
交通の重要性はますます高まっています。

「コミュニティバス」は従来の路線バスによるサービ
スを補う公共交通として、多く都市で運行されています。
これらは路線バスが運行しない、または撤退した地域を
運行し、しかも運賃が低廉であることが多く、採算の確
保は非常に厳しいため、純然たる営利事業として行われ
るのではなく、京都の醍醐バスなどの一部を除き、公的
な観点から市町村からの運行費用補助金（赤字補填）を
前提として運行しているものが大多数となっています。
本市では誰にも優しい交通体系を確立するため、横浜
型コミュニティバスの運行支援等を行う「お出かけサポ
ートバスモデル事業」を「横浜市中期政策プラン（2002
年策定）」に位置づけ、施策の検討を開始しました。
西区西戸部地区にて行った第1弾実験運行（2003年12
月～2006年3月）は、目標人数は大幅に超えたものの7割
が敬老パスでの利用者であり、収支は赤字となり、本格
運行移行は困難と判断しました。第2弾実験運行（2006
年4月～2007年3月）は高齢者にも負担を求めたところ、
利用者数は目標より大幅に下回り、運行経費削減、広告
収入確保などに努めたものの、赤字解消は困難でした。
本実験から、運行経費の赤字に対する補助金支出は必
須であると判明した一方、限られた財源の中でこのモデ
ルを全市展開し、補助金を増額しながら導入し続けるこ
とは困難であると判断し、「お出かけサポートバスモデ
ル事業」は終了しました。ここで、運行補助金を導入す
る仕組みでは、利用啓発が進まず収支改善は難しいこと、
地域の足を住民が積極的に利用し皆で守っていく意識を
持ち、自主的に行動する地域組織を発掘し、育成する支
援体制が課題であるという知見が得られました。

図-1 横浜市内の路線バス乗車人員と高齢化率

図-2 原住地定住意向1)

3. 「地域交通サポート事業」の導入
「横浜の新しい交通政策検討委員会」を設置し、新し
い交通政策に求められるもの、展開等を検討した結果、
2007年3月、地域に相応しい交通サービスを地域の力を
活かして実現すべき等の「横浜の新しい交通政策への提
言」がまとまり、地域交通サポート事業を開始しました。

ステップ
事前相談
０

地域の交通手段を地域の力で実現するため、継続的に話し合いがで
きるグループがまとまったら、市にご相談ください。

ステップ
地域組織設立
１

地域の交通手段について、自ら検討し取り組んでいく５人以上の住
民等で、検討組織を設立します。

地域の人の動き（移動手段や頻度、行き先など）と交通事情（道路、
(1)交通問題解決に
路線バスなど）を調査し、地域のニーズを正確に把握します。
向けた検討 計画の具体化に向けた前提条件を整理し、ある程度検討が進んだと
ころでバス事業者に相談します。
需要予測に必要な運行計画をバス事業者と検討します。
(2)路線計画の検討
既存バスネットワークとの整合の精査、調整の上、バス事業者から
・バス停位置調整
は、事業採算性確保の可能性が高い運行計画案が提案されます。
ステップ

(3)アンケート調査
需要予測のためのアンケート調査を実施します。アンケート結果に
(1) 本事業のコンセプト
２
実施 より需要予測を推計し、実現の可能性を判断します。
地域・運行事業者・行政の連携・協働のもと以下のコ
警察・横浜市・バス事業者の現地立会い（試走）により、運行ルー
(4)運行ルート、
ト、バス停位置を確認した後、地域の方が中心となって運行ルート
バス停の確定
ンセプトにより、本事業を進めています。
やバス停の同意に向け、関係者との交渉にあたっていただきます。
a) 安全・安心な運行
多くの方に利用していただくには、地域の盛り上がりが必要なた
(5)利用促進策の
め、取組内容を継続的に幅広く周知できる方法を検討し、実施しま
検討、実施
国から乗合・乗用業務の許可を得ている緑ナンバーを
す。
有するバス・タクシーによる運行を基本とします。
運行ルートやバス停位置について地域の同意が得られた後、バス事
ステップ
実証運行
b) 地域の盛り上がり
業者より運行経費が提示され、実証運行が行われます。
３
地域の交通手段を地域の力で実現していくという意識
実証運行の結果を検証し、一定数の利用客があり、事業採算性の確
を持っていただくことによって、多くの方が利用し、将
ステップ
本格運行
保に目処が立つとバス事業者が判断する場合、
（地域公共交通会議
４
の承認後）
、本格運行が開始されます。
来にわたって安定した経営を目指します。
c) 財政支援に頼らない運行
図-4 地域交通サポート事業の流れ
本格運行に対しては、行政から財政支援は行いません。
車両は、運行事業者又は地域で確保していただき、運行
地域は、地域内のバスの通行やバス停の設置に関する
経費は運賃や地域の資金(協賛金、自治会の負担金等)で
沿道の理解、合意形成活動や、採算確保に向けた継続利
賄うことを前提とします。
用に関する周知・啓発活動の中心を担います。
運行事業者は地域ニーズに沿った交通手段を提案し、
(2) 事業の仕組、流れと関係者の役割分担
採算性を検証しつつ実際の運行を担います。
交通問題に関する自発的な地域主体の活動を契機とし
本市は、地域の活動状況に応じた市の職員等の派遣、
て、本事業での取組はスタートします。交通に対する地
現地調査、需要分析、実証運行補助等の支援を担います。
域ニーズに関する調査を行い、運行事業者を交えて一緒
に地域にふさわしい交通のあり方を考えながら、需要予
表-1 本市の支援内容
検討・企画段階
話合いの場の運営支援
測や地域での公共交通利用促進の取組を進め、地域に密
広報啓発活動の支援
等
着した公共交通の実現を図っていきます。

運行計画策定段階

実証運行段階
～本格運行まで

運行計画案作成に向けた合意形成支援
運行事業者調整
需要調査支援・分析
等
実証運行赤字補填
実証運行の結果分析
本格運行の法手続き支援
等

本事業は、路線の新設・再編それのみを目的とするの
ではなく、各地区の特性をふまえ既存交通手段との競合
を意識し、単なる交通手段の転換ではなくバス利用者全
体の増加に取組むような利用促進・啓発活動も併せて進
め、全ての関係者にとってwin—winの関係を目指します。
図-3 地域交通サポート事業の仕組
事業は「利用者（ニーズ）」「道路（物理的な通行可
能性）」「地域合意（走行、バス停位置）」等のポイン
トを確認しつつ採算確保可能な運行計画を策定し、本格
運行に繋げるべく、次の5つのステップで進めます。

図-5 事業の考え方（win-winを目指して）

4. 地域交通サポート事業のこれまでの取組
これまでに22地区で取り組みを開始し、8地区で本格
運行が実現しています。
表-2 地域交通サポート事業における取組地区
種別

内容・特性

バス路線の

バスの通行に十分な道路幅員と需
要が見込める地域を対象として、
バス事業者がバス路線を新設する
もの

新設

取組地区

・定時定路線運行

現在運行している路線バスを利用
者のニーズに合ったサービスに変
更するもの

既存
バス路線の
再編・改善

・バスの増便
・路線の延伸
・路線の経路変更、再編等

道路幅員等、路線バスの運行でき
乗 合タク シー ない地域や需要の少ない地域を対
象として、ワゴン型車両で路線バス
導入
と同じように乗合運行するもの
路線型

（本格運行済み）
・金沢区六浦地区
・港南区日野ヶ丘地区
（検討中）
・青葉区奈良北地区
・金沢区片吹地区
・金沢区釜利谷地区
・緑区武蔵中山台地区
（本格運行済み）
・戸塚区上矢部地区
・緑区青砥・北八朔地区
・磯子区磯子台団地地区
・泉区下和泉地区
（検討中）
・青葉区玉川学園台地区
・南区永田山王台地区
・戸塚区深谷町・泉区下和泉地区
・泉区緑園地区
・磯子区洋光台地区
（本格運行済み）
・戸塚区小雀地区
・旭区四季美台・今川町地区
（検討中）
・戸塚区柏尾富士見台地区

(1) 事例紹介１－港南区日野ヶ丘地区
【バス路線の新設】
a) 地区概要
本地区（約1,000世帯、約2,500人）は最寄り駅から約
1km離れており、かつバス路線までも約500mと遠い交通
不便地域であり、さらに急な坂道も多く、高齢化が進む
中で（高齢化率は市内平均よりも高い27.3％）、高齢者
等の交通弱者の移動には非常に厳しい環境でした。その
ため、交通手段の確保は地域の長年、かつ喫緊の課題と
なっており、新規バスルートの導入に取り組みました。
b) 活動の概要
立ち上げは町内会の取組として進めつつも、横浜市
への団体登録を機に町内会の下部組織としての研究会を
別途立ち上げ、原則として月１回、行政（道路局及び区
役所）と定例の打合せを持ちました。
アンケートを実施し、目的地、ルート、バス停の位置
などを検討し、地元の合意形成を図り、話が具体化して
いく中でバス会社も交え、５年以上にわたり定期的、か
つ精力的検討を重ねていき、路線新設に結び付けました。
表-3 日野ケ丘地区における取組経緯

・定時定路線運行

2007.10

・定員15人以下の車両
新たな路線型乗合タクシーの交通
乗 合タク シー 需要に満たない地域において、予
約が発生した時のみ、セダン型車両
導入
を利用して乗合運行するもの
予約型

（検討中）
・南区別所・中里地区
・瀬谷区南瀬谷地区
・港北区菊名・篠原地区

2008.2
2008.10

・不定期運行
相応しい交通手段について、需要、 （検討中）
・南区清水ヶ丘地区
道路環境などから検討中のもの

未定

ｚ

2009.8
2011.6
2011.7

2-2 玉川学園台地区

1-1 奈良北地区

2-3 青砥・北八朔地区
4-3 菊名・篠原地区

2011.8
2011.10.11
2011.10

1-6 武蔵中山台地区

2012.4.2

日野ケ丘町内会が交通問題研究会を立ち上げ、
地域交通サポート事業に登録
第 1 回アンケート実施（目的地の意向確認）
事業予定者を神奈川中央交通（株）に決定
目的地を上大岡駅に設定
第 2 回アンケート実施
（需要及び利用時間帯の確認）
神奈川中央交通（株）から運行計画概要の提示
バス運行に必要な道路改良工事
（港南土木事務所による施工）
バス停位置調整
実証運行開始（～2011.12.9、60 日間）
第 3 回アンケート実施
（利用状況、実証運行に関する意見の確認）
本格運行開始

3-2 四季美台・
今川町地区

4-2 南瀬谷地区

2-6 緑園地区
2-4 永田山王台地区
5-1 清水ヶ丘地区
2-1 上矢部地区

2-8 下和泉地区
4-1 別所・中里地区
2-9 洋光台地区
3-3 柏尾富士見台地区

2-5 深谷町・下和泉地区

1-2 日野ヶ丘地区

2-7 磯子台団地地区

3-1 小雀地区
1-4 片吹地区

1-5 釜利谷地区

1-7 釜利谷地区

1-3 六浦地区
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図-6 取組地区一覧

写真-1
急な坂道が多い日野ヶ丘地
区に路線バスの誘致が実る

写真-2
土木事務所によるカーブミ
ラーの上方への付け替え及
び地元による「迷惑駐車禁
止」の立て看板設置

c) 取組の成果
実証運行は中型バス（約60人乗り）にて13便/日の運
行を行いました。1日当たりの運賃収入目標額は65,000
円と設定したところ、平均約73,000円の運賃収入となっ
たことから、運行事業者である神奈川中央交通(株)が意
思決定をし、2012年4月より本格運行が開始されました。
本格運行では、平日・土曜は26便/日、日祝日は18便/
日、目標運賃収入を115,000円/日と実証運行よりも大幅
に増便して運行を開始したところ、平日は概ね目標を上
回る運賃収入となり、本格運行開始して1年後の2013年9
月には平日の増便となるダイヤ改正が行われました。

(2) 事例紹介２－磯子区磯子台団地地区
【バス路線の改善（延伸）】
a) 地区概要
本地区（約850世帯、約2,400人）は、最寄り駅の能見
台駅（地区から約3km）からの路線バスは地区から約
800m離れたバス停（氷取沢高校）が終点となっており、
一方地区内から路線バスでアクセスできる上大岡駅等へ
は運行距離が長く、20分～30分かかる状況にありました。
また、当地区内の団地は昭和50年代に一斉に入居開始
されたことから、急速に高齢化が進んでおり（高齢化率
は市内平均よりも高い28.1％）、気軽に外出する手段の
確保が重要となり、能見台駅へのバス路線の開設（既存
路線の延伸）に対するニーズが高まっていました。
b) 活動の概要
路線延伸については単にバス会社に要望をするのでは
なく、協議会自らが直接、道路局に本事業の活用の相談
を持ちかけたことから始まりました。延伸に伴う影響を
定量的に推測するためのアンケートを実施してそれをバ
ス会社に報告し、各バス事業者はそれを元に社内調整、
事業者間調整を行った結果、路線延伸が実現しました。
表-4 磯子台団地地区における取組経緯

図-7 上31系統『上大岡駅～日野ヶ丘中央・公務員住宅
中央～上大岡駅線』利用者数推移（本格運行後）
d) 成功要因
本地区は過去にもバスの誘致、陳情を行ってきた経緯
があり、一方的なお願いでは上手くいかないという認識
が地域で理解されていました。そこで、単一町内会の活
動から周辺町内会・マンションや小学校等へ広め、「町
内皆がまちづくりのサポーター」「私たちのバス」とし
て、合意形成（説明会）、地元交渉、周知・利用啓発等
の活動へ住民自ら参加し、事業採算路線を作り上げるこ
とを心掛けたことで、本格運行が実現しました。本格運
行後も、樹木剪定等の走行環境改善、広報誌発行等の啓
発活動等を進め、増便というダイヤ改正に繋がりました。
地域主体の取組に、行政は技術的支援を行い、運行事
業者は公共交通を担う中で、信頼関係を築き、連携・協
働して進める体制が整えられました。各主体が過度な負
担をすることは一時的な運行には繋がっても直ぐに破綻
してしまいがちであり、このように各々が適切に役割分
担をすることが、持続可能な本格運行に寄与しています。

2012.4

地域交通サポート事業に登録（磯子台団地地
域交通協議会）
アンケート実施（延伸に伴う影響の把握）
アンケート結果をバス会社に報告
バス会社による社内調整、事業者間調整等
京浜急行バス(株)が延伸を決定
実証運行開始（～2014.2.15、2 か月間）
本格運行開始

2012.11
2013.1
2013.5～
2013.7
2013.12.16
2014.2.16

c) 取組の成果
京浜急行バス(株)は、能1系統の、日中10時～16時台
の3便/時のうちの1便を磯子台団地地区内への延伸し、
能3系統能見台駅～磯子台団地循環線として7便運行する
ことを決め、2か月間の実証運行において乗降数などを
計測し、延伸に伴う既存路線への影響も確認した上で、
引き続き本格運行に移行しました。
上大岡駅、磯子駅、洋光台駅へ
能見台－氷取沢高校（既存区間）
能見台－磯子台団地（延伸区間）

氷取沢市民の森入口
氷取沢公園下

氷取沢高校
能見台駅

氷取沢
磯子台団地
京急バス 能１系統
横浜横須賀道路 金沢支線

釜利谷
料金所

写真-3
ボランティア活動隊による子供の登下校時の安全確保

金沢文庫駅へ

路線延長 ７．４ｋｍ
所要時間（能見台駅→磯子台団地） 約１１分

図-8 磯子台団地地区の取組成果

d) 成功要因
複数路線が運行されている本地区においては、延伸を
することで、他社の既存路線における減便など、現在の
バス利用者に多大な影響が及ぶ可能性も考えられること
から、バス会社は延伸の判断を行うことが難しく、地元
要望に応えられない状況になっていました。

表-5 四季美台・今川町地区における取組経緯
2008.6

地域組織（旭中央地区コミュニティバス等検討
委員会）設立、地域交通サポート事業に登録
アンケート（利用者の意向確認）結果に基づ
き、ルートを決定
事業予定者を二重交通（株）に決定
東日本大震災、タイ大洪水で自動車産業も甚大
な被害を受け、車両確保の目途立たず
二重交通（株）が運行ダイヤ提示（1 日 18 便）
車両の愛称を「四季めぐり」に決定
実証運行開始（～2013.3.31）
本市の補助による運行：4 か月
二重交通（株）による自主運行：8 か月
アンケート結果等を踏まえた検討を経て、運行
内容改善（フリー降車区間設置、増便、新規バ
ス停設置、地区内ルートを往復運行他）
本格運行開始
（一部ルート延伸、新規バス停設置）

2009.1
2010.1
2011.3
2011.5
2012.2
2012.4.2

2012.6

2013.4.1

図-9 地域要望に応えられないバス会社のジレンマ
そこで、協議会はバス会社側が抱える事情を踏まえつ
つ、延伸に伴う新たな需要や、延伸路線への転換需要な
どを把握するアンケートを実施した結果、60%を上回る
高い回収率となりました。このような地域の熱い思いや
アンケートにより把握・推計された定量的なデータが各
バス会社を動かし、総合的な判断がなされた結果、他社
の既存路線が減便されることなく、京浜急行バスによる
磯子台団地への乗り入れ（路線延伸）が実現しました。
(3) 事例紹介３－旭区四季美台・今川町地区
【路線型乗合タクシー導入】
a) 地区概要
本地区（約2,000世帯、約6,000人）は最寄り駅の二俣
川駅、鶴ヶ峰駅から1-2km離れた、戸建て住宅が立ち並
ぶ地区です。最寄駅までのバス路線は大通りに出てもな
く、地区内は急な坂道が多く、道路も狭いため、かつて
は駅まで徒歩や自家用車による送迎によりアクセスして
いた地域の方々も、高齢化が進む中で外出に困難が生じ
るようになっていました。
b) 活動の概要
地域に適した交通手段を検討するための組織が連合町
内会を母体として設立され、アンケートによりニーズ把
握を行い、ルートを検討し、地元のタクシー会社の参画
を得て、５年にわたり定期的、かつ精力的に検討を重ね、
路線型乗合タクシーによる路線新設が実現しました。

c) 取組の成果
実証運行はワンボックス型車両（乗客定員9名）を用
いて、当初1日9往復(午前8時台～午後6時台まで、平日
のみ、土日祝運休)の運行で開始しました。1日当たりの
運賃収入目標額は39,000円（130人／日）と設定したと
ころ、当初は周知も進まず、目標を大きく下回る利用状
況でした。そこで地域における利用啓発の強化とともに、
アンケートを実施し、それを踏まえてダイヤや運行方法
を見直したところ、利用者は徐々に増えていきました。
本市の実証運行補助対象期間終了時点（2012年7月）で
は採算目標ラインには達していないものの、運行継続ラ
イン（100人／日）には達している状況であったため、
運行事業者による自主運行がその後8か月続けられ、概
ね運行継続ライン以上の需要が確認できたことから、運
行事業者である二重交通(株)が意思決定を行い、2014年
4月より本格運行が開始されました。
本格運行においては乗客定員を13名と増員し、実証運
行の結果を踏まえ、運行ルートの見直しやバス停の増設
をして運行開始したところ、概ね運行継続ラインを上回
り、夏場は採算ラインも上回る利用状況となっています。
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図-10 「四季めぐり号」利用者数の推移
写真-4 「四季めぐり号」実証運行中

3

（3/31現在）

d) 成功要因
ワンボックス型車両を用いた路線型乗合タクシーは、
乗客数が少ないことから採算を確保することが非常に難
しく、地域ニーズを踏まえたきめ細やかなルート設定等
が重要となります。
そこでアンケートを実施し、一定のエリアについて降
車は乗客の望む場所で行えること（フリー降車）、運行
間隔の短縮及び一部の便を往復便から循環便に変更する
ことによる増便（3便の増加）、利用状況の多い時間帯
への変更（始発、最終便の時刻の繰り下げ）、バス停の
増設などの変更を、警察や土木事務所など関係機関と迅
速に調整の上、実証運行開始後、随時実施しました。
本格運行後も、地元組織による活動を継続しており、
定期的なニュースの発行、車内展覧会実施等の利用啓発
を進めています。また、運行事業者も回数券の発行やド
アのステップ改良、ＡＥＤの設置など、サービス・安全
性の向上に積極的に取り組んでいます。
このように、地域、地域に根付いた運行事業者、行政
が信頼関係を築き、互いに知恵を出し合い、きめ細やか
な対応を図ることが、持続可能な地域の足の確保に繋が
っています。

図-11 地域発行ニュース
「四季めぐり号」だより

写真-5 車内展覧会
（作品公募から車内展示ま
で地域で実施）

図-12 回数券発行
（販売は地域もお手伝い）

5. 考察・今後の方針
(1) 事業を進めてきた中での課題とこれまでの対応
本事業を進める中では、PDCAサイクルを意識しそれま
での取組を随時検証し、地域の取組が活性化し、運行事
業者のリスクを減少させ、より効果的な実証運行となり
本格運行に繋がるよう、本市の財政負担増にも配慮しつ
つ制度改善（支援内容の充実）を継続的に行っています。
・実証運行対象ケースの拡充
・補助対象項目の拡充
・実証運行期間の延伸
・本格運行後の支援体制の継続
等
(2) 振り返りと今後の課題
高齢化社会を迎える中、それほど距離はなくても高低
差がある地区などで、従来は徒歩や自家用車等を利用し
ていた方も公共交通が必要となる地区が増えており、一
方、運行赤字補填を行った公共交通の導入は、財源に限
りがある中、本市ではハードルが非常に高い状況です。
本事業の取組では、関係者が連携し、ニーズと採算性
に最大限配慮した運行計画を策定するとともに、自らの
積極的な利用が地域交通を支えるという意識を共有する
ことで、持続可能な地域公共交通を実現する地区が着実
に増えています。引き続き、成功事例（本格運行地区）
を検討中地区にフィードバックしながら本事業を進め、
地域公共交通の充実とともにコミュニティの活性化も図
り、住民の暮らしやすさの向上に取り組んでいきます。
またバス会社にとっても、人口減少（特に生産年齢人
口減少）が進みバス利用者が減少していく中、新たな戦
略が必要となっており、本事業は行政からの補助に頼ら
ず、地域と協働しながら新規路線を開拓していく際の有
効なツールになると考えています。
一方、残念ながらニーズが多方面に渡り、採算確保が
可能な運行計画策定が出来なかった等の理由により活動
が休止している地区もあります。また、地域住民が事業
を始める際のハードルの高さ、本格運行地区におけるサ
ービス改善等の課題についての意見も頂いています。今
後もこのような各地区のニーズ・課題を、現在の取組地
区のみならず相談地区、本格運行地区も含めて把握し、
対応していくことが必要と考えています。
また、本事業は地元発意でスタートするため、これま
で以上に様々な機会をとらえて事業PRを積極的に推進し、
地域における取組開始（立ち上げ）に繋げつつ、これま
で築いてきたノウハウを活用して本事業を広く展開し、
「住み続けたいまち・横浜」を目指し、多くの地区で本
格運行の実現を図っていく予定です。
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