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1-1 地域公共交通の危機的状況と自治体の手詰まり感

約1万4000キロ
↓
この距離は何を示しているでしょう？

↓
答えは、「2007～2016年度に廃止された乗り合いバスの
路線の合計距離数」（日本全体）。

↓
北海道庁から沖縄県庁までの直線距離が約2246キロな
ので、この間を6回行き来する以上の距離の路線が、上記
10年間だけで廃止されたことになる。

１ 問題の所在
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問題です



1-1 地域公共交通の危機的状況と自治体の手詰まり感

このように、①マイカーの普及や、②人口減少、人口流出、
少子高齢化などにより利用者が減少したことで、地方部の
地域公共交通は危機的状況に陥っている。

↓
しかし、こうした事態に対し、多くの自治体は、極めて受け
身的な姿勢で対応をしてきた。

→「需給調整規制」（参入退出規制）の下、民間事業者に公
共交通を丸投げしてきた多くの自治体は、 “地域公共交通
を維持していくためには、これからは自治体が主体的に取
り組まなければならない”という認識を十分に持つことがで
きなかった。

１ 問題の所在
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地域公共交通の危機と自治体



1-1 地域公共交通の危機的状況と自治体の手詰まり感

路線単位の免許制度を前提として参入規制を行うと同時に、休
止・廃止の許可制を通じて退出規制を行うことで、国が需給調整
を図るもの。

⇒民間事業者は、この需給調整を前提として、黒字路線からの内
部補助で、赤字路線を維持してきた。

しかし、利用者の数がさらに減少し、運賃の値上げでそれをカ
バーできなくなれば、内部補助で赤字路線を維持することは難し
くなり、事業者は行き詰まることになってしまう 。

↓
こうした中、2002年に需給調整規制は廃止され、市町村が主体
的に地域公共交通を維持していく責任を担うことになった。

１ 問題の所在
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（参考）需給調整規制とは？



1-1 地域公共交通の危機的状況と自治体の手詰まり感

①運行費補助による赤字路線の延命

↓
②コミュニティバスによる代替

↓
③デマンド型交通の活用

いずれも、「壁」にぶつかっている！

「公共交通は、採算性のとれる枠内で民間事業者が担うもの」
という発想が今なお根強い日本では、

「赤字であっても、税金でしっかりと地域公共交通を維持して
いくべき」という発想は容易に受け入れられないから。

１ 問題の所在
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自治体による対応の変遷



1-1 地域公共交通の危機的状況と自治体の手詰まり感

地域公共交通が衰退していく一方で、高齢運転者による
交通事故の割合が高いことから、高齢者の免許自主返納
を求める声も高まっている。

↓
しかし、こうした現状では、高齢者が自主返納を選択する
ことは容易でない。

↓
もはや、地域公共交通の衰退は、「地域に住み続けられる
かどうか」という住民にとっての「究極の問題」を惹起してい
る！

１ 問題の所在
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地域に住み続けられるかどうか？



1-2 移動制約者の「移動の自由」の確保

他方で、地域公共交通が仮に維持されていても、それを
使えない人々がいることも忘れるべきではない。

例①：足の不自由なお年寄りはバス停までの距離が遠けれ
ばそこまで歩けない。
＊要介護者の増加でそうした人々は今後どんどん増える。

例②：障害者・児や要介護者の中には、付き添い等が必要
な人々が少なからずいる。
＊厚労省『平成28年生活のしづらさなどに関する調査（全国在
宅障害児・者等実態調査）結果』によれば、回答者のうち、「外出
時に支援が必要な者」の割合は、65歳未満で53.2％、65歳以
上では54.9％であった。

１ 問題の所在
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移動制約者の存在



1-2 移動制約者の「移動の自由」の確保
１ 問題の所在
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要介護者の増大



1-2 移動制約者の「移動の自由」の確保
１ 問題の所在
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障害者の増加



1-2 移動制約者の「移動の自由」の確保
１ 問題の所在
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個別輸送の重要性

このように、移動制約者の数は年々増加しており、今後
も、移動ニーズはますます高まっていくものと予測されて
いる。対応は急務である。

↓
しかし、バスや鉄道などの一般的な地域公共交通では、
これらのニーズへの対応は困難。

↓
ドア・トゥ・ドアの個別輸送で、付き添い等を行うような交
通モードも必要。



1-3 本講演の目的

以上述べてきた二つの背景から、「もう一つの選択肢」として
期待されているのが、住民主体の移動サービス！

↓
①道路運送法上の「登録」を受けて実施される自家用有償旅
客運送（交通空白地有償運送or福祉有償運送）
②「登録」を要しない「互助」による輸送

↓
両者の違いは、「運転手が利用者から運送に対する対価を
受け取ることができるかどうか」。

→①は、運転手がいくらかの対価を受け取ることができるが、
②は、受け取ることができない。

１ 問題の所在
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住民主体の移動サービスへの期待



1-3 本講演の目的

地域における移動ニーズは確実に高まっている。

しかし、それを充足するための仕組みの一つとして創設さ
れたはずの自家用有償旅客運送は、 「合法性が着実に担
保され、かつ、運転手が対価を受け取ることができて、持続
可能性が相対的に高い」はずであるにもかかわらず、十分
広がっていない。

↓
これはなぜなのか？

「住民主体の移動サービス」を普及させていくために乗り越
えるべき課題は何か？

↓
これを論じるのが、本講演の目的。

１ 問題の所在
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本報告の問いと目的
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2-1 自家用有償旅客運送とは？

「自家用有償旅客運送」制度

→2006年5月12日に成立した改正道路運送法（同年10月1
日施行）によって創設。

↓
①自家用車を用いて、②有償で、③運送（移動サービス）を
行うものであり、「交通空白地有償運送」と「福祉有償運送」
の2種類からなる。

「交通空白地有償運送」と「福祉有償運送」それぞれに、
（A）市町村が行うものと、（B）住民団体・NPO等が行うもの
とがある。

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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「自家用有償旅客運送」制度の概要



2-1 自家用有償旅客運送とは？

過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、
地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運
送。

↓
利用者が、エリアに着目して設定されており、障害者等に
限定されない点が特徴。実際の運行形態は、コミュニティバ
スに近いものもあれば、個々の自家用車で個別に利用者を
輸送する福祉有償運送に近いものまでかなり多様性がある。

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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交通空白地有償運送とは？



2-1 自家用有償旅客運送とは？

①障害者（身体・精神・知的すべて）、要介護者、要支援者、
基本チェックリスト該当者のうち、②他人の介助によらずに
移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタク
シーその他の公共交通機関を利用することが困難な者のう
ち、③名簿に記載されている者及びその付添人を運送する
もの。

↓
運転だけでなく、車の乗降介助などを組み合わせてサー
ビスが提供されるのが特徴であり、個別輸送（乗客は通常
一人で、介添人が乗車する場合もある。）の形態をとる。

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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福祉有償運送とは？



2-2 運営協議会問題

障害者や身体の不自由な高齢者などの移動制約者を対象
とした外出支援サービス

→1970年代から徐々に広がっていった。
↓ But、

道路運送法 旧・80条
「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない」

↓
道路運送法違反（白タク行為）で摘発の恐れ

→しかし、従前は、黙認されていた。
（タクシーにとっては移動制約者はやっかいな存在だった。）

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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制度化に至った経緯①



2-2 運営協議会問題

①介護保険制度のスタート（2000年）
②需給調整規制の緩和（廃止）（2002年）

↓
タクシーから目の敵にされるように。

↓
宮城県山元町で、NPO法人に対する家宅捜索（2002年）
↓

移動サービスに取り組むNPO等は、危機感を募らせ、
「合法化」に向けた働きかけを開始した。

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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制度化に至った経緯②



2-2 運営協議会問題

特区制度での「福祉車両特区」（2003年～、「セダン特区」
（2004年～））が行われつつも、全国展開されず。
＊理由： タクシー事業との競合

↓
構造改革推進本部評価委員会からの批判

↓
国交省の方向転換

①自家用有償旅客運送を法的位置づけ

②規制への組み込み

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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制度化に至った経緯③



2-2 運営協議会問題

①住民団体・NPO等による有償運送を正面から認めた
②「許可制」から「登録制」へ

住民団体・NPO等にとって好ましい結果になったか？
↓
NO！

（理由）

①運営協議会での合意 ②遵守事項の負担

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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自家用有償旅客運送制度のポイント



2-2 運営協議会問題

事業者に拒否権を与える仕組みに！

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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運営協議会の概要

＜合意事項（法定3事項）＞
①移動サービスの必要性

②運送の区域

③対価

自治体関係者

利用者、住民

地方運輸局

タクシー事業者（団体）

タクシー運転手労働組合

移動サービス団体

構成メンバー



2-2 運営協議会問題

①「タクシーで対応可能」として、「必要性」自体を認めず

②ローカルルールの設定と他事考慮的判断
（例：有償運送の表示はペンキで直接車に書かなければダメ）
→従わないと合意しないという他事考慮的判断。

③法律で認められているはずのことが認められない
（例：セダンによる輸送を認めない）

④いじわるとしか思えない対応
（例：ガソリン高騰に伴う対価の値上げを認めない）

タクシー業界の既得権保持のための場としての運営協議会

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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運営協議会の問題点



2-2 運営協議会問題

① 2009年5月21日付での二つの通知の発出
（A）自動車交通局旅客課長通知「運営協議会において定められた独自
の基準に対する考え方について」
（B）同「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留
意点等について」）

② 「運営協議会における合意形成のあり方検討会」の設置
（2011年1月）と、その検討結果を踏まえた通知の発出
→自動車交通局旅客課長通知「自家用有償旅客運送制度の着実な取
組みに向けての対応について」（2011年6月30日）

わずかな改善。しかし、大勢には変化なし！

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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全国移動ネット等の国交省への働きかけの二つの成果



2-3 自家用有償旅客運送の伸び悩み

国交省の調べによると、2020年3月末現在、

①交通空白地有償運送を行っている住民団体等は、133団体
↓

全国に自治体だけでも1700あるのに、あまりに少ない。

②福祉有償運送を行っている住民団体等は、2431団体
↓

かつて、同様のサービスを実施している団体は、全国に約
3000近く存在すると言われていた。

自家用有償旅客運送は広がっていない！

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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2-4 道路運送法改正（2020年）による「協力型」の創設

2020年の道路運送法改正で導入された仕組み。
⇒自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運
行管理、車両整備管理で協力する。

↓
事業者にとっては委託費の確保等による収入向上が期待
できるため、合意形成が容易になるのではないかというの
が、そこでの期待。

↓
しかし、実際に導入に向けた動きはまだない。

この仕組みが状況を打破する仕掛けになるとは思えない。

2 自家用有償旅客運送―なぜ広がらないのか？
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事業者協力型自家用有償旅客運送とは？
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3-1 軌道修正

“自家用有償旅客運送制度という枠組みでは、自分たちの
理想を実現することは到底できない”

“むしろ、「互助」による輸送（「登録」不要の移動サービス）
を模索した方が、余計なエネルギーを割かずに済むのであ
り、得策なのではないか”

↓
①自家用有償旅客運送の「登録」のハードルを下げるとい
う方向は引き続き目指しつつも、それ以上に、②登録を要
さない「互助」による輸送の範囲をできるだけ幅広く確保し、
かつ、安心して「互助」による輸送を営めるよう、登録を要し
ない範囲の境界を明確にするという方向

3 住民主体の移動サービスの「これから」

28

全国移動ネットの軌道修正



3-1 軌道修正

①道路運送法上の「登録」を受けて実施される自家用有償
旅客運送（交通空白地有償運送or福祉有償運送）
②「登録」を要しない「互助」による輸送

↓
両者の違いは、「運転手が利用者から運送に対する対価を
受け取ることができるかどうか」。

→①は、運転手がいくらかの対価を受け取ることができるが、
②は、受け取ることができない。

↓
①だけでなく、今一度②の可能性も追求してみよう（＝二面
作戦）というのが、全国移動ネットの軌道修正の内実。

3 住民主体の移動サービスの「これから」

29

＜復習＞住民主体の移動サービスには二つの形態がある



3-1 軌道修正

①自家用有償旅客運送の「登録」のハードルの引き下げ

（A）「ガイドライン」の改正（2018年3月30日付）により、関係
者の合意の方法の一つとして「検討プロセス」が提示され、
そのプロセスを各自治体が採用できるよう、モデル要綱が
合わせて示された。

3 住民主体の移動サービスの「これから」

30

全国移動ネットの働きかけの成果①



3-1 軌道修正

交通事業者に地域の移動ニーズに応じた運行の提案を求め、

①市町村の呼びかけから２ヶ月経っても事業者が提案をして
こない場合、

or
②提案があっても４ヶ月以内に協議が整わなかった場合

↓
自家用有償旅客運送の検討を進める。

＊ただし、この仕組みを採用するには、各運営協議会の規約
を改正する必要があるため、実際のインパクトは大きくない。
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（補論）「検討プロセス」の内容



3-1 軌道修正

①自家用有償旅客運送の「登録」のハードルの引き下げ

（B）2020年の道路運送法改正により、自治体の「地域公共
交通計画」において「自家用有償旅客運送を導入すること」
が定められていれば、「運営協議会等での合意」がなくても
「登録」可能となった。

↓
ただし、事業者との合意なしに計画に書き込むことは困難であり、
やはり事業者との合意形成がネックになることに変わりはない。

また、住民たち自身で「登録」のための手続きをするというのは、
かなりハードルが高い。加えて、ボランティア運転手の確保など、
持続的な運営が可能かどうかという点でも課題が残る。

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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全国移動ネットの働きかけの成果①



3-1 軌道修正

②「登録不要」の範囲の明確化

＊各通知等を通じて、たとえば、以下の点が明らかにされた。

（A）住民団体等が自治体の車両を活用したり、車両の購入費、
維持管理経費、修理費用、任意の自動車損害賠償保険に
ついての補助を自治体から受けても、登録不要。

（B）仲介手数料（アプリの手数料）を利用者から収受しても、
それが実際の運行に要した実費を超えてしまう形で運転ボ
ランティアの収入にならない限りは登録不要。
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全国移動ネットの働きかけの成果②



3-2 「互助」による輸送の可能性を広げる～訪問Dへの着目

上記のような対応によって、「互助」による輸送は、従前と比べ
てかなり行いやすくなった。

↓ 
But, この形態は持続可能性が低い。
①運転手は利用者から運送の対価を収受できない。

②サービス調整を行うコーディネーターの負担が大きい。

↓
持続可能性を高めるためにどうしたらよいのか？

↓
介護保険制度の「訪問型サービスD（移動支援）」への着目

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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「互助」による輸送の持続可能性の模索



3-2 「互助」による輸送の可能性を広げる～訪問Dへの着目

訪問Dの実施団体に対しては、団体運営に係る間接経費の
み（通所Bの送迎を別主体で行う場合を除く。）ではあるが、
介護保険から補助（助成）が適用される。

↓
①訪問Dに伴う補助金を間接経費たるコーディネーターの賃
金に充てることで、コーディネーターの負担感を軽減できる。

②運転手がコーディネーターを兼ねれば、運転手としての対
価はもらえなくても、コーディネーターとしての賃金を得ること
で、トータルで一定の収入を得ることができる。
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訪問型サービスD（介護保険制度）を活用するメリット



3-2 「互助」による輸送の可能性を広げる～訪問Dへの着目

しかし、2018年現在で、訪問型サービスDが実施されている
自治体は、全国で約40程度にとどまっている。
↓

各地で移動ニーズはかなりある。しかし、介護保険を担当す
る福祉担当部局の職員自身が、交通制度に不慣れであり、
どうすればいいのかが分からないケースが多い。

↓
福祉担当部局と交通担当部局との連携の必要性！

→But, 交通部局を独自に設けていない自治体が未だ多く、連携の
前提条件すらまだ調っていない自治体が少なくない。
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広がっていない訪問型サービスD



3-2 「互助」による輸送の可能性を広げる～訪問Dへの着目

訪問Dを実施している数少ない自治体の実態を見ると、
①補助金額は、年間100万円程度の自治体もあれば、2~3万
円という自治体もある。

→後者においては、期待される効果は生じない。

②コーディネーターを兼ねられる運転手の人数はせいぜい3人
程度であることから、それ以外の運転手は無給ということに
なってしまい、運転手間に格差が生じることにもなりかねない。

↓
未だ、「互助」による輸送の持続可能性を担保しうる手立てが
十分見出し切れていないというのが現状
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「互助」による輸送の現在



3-3 自家用有償旅客運送制度の可能性を再度探る①

そこで、自家用有償旅客運送の可能性を再度探る必要あり。

↓
田舎（農山漁村地域等）について言えば、「市町村による交
通空白地有償運送」の形態（市町村が運営（事業）主体）を
とった上で、その運行を地元に委託する（住民団体等が運行
主体になる）、という方策が有効なのではないか？

↓
①車両等を自治体負担で確保でき、事故時の保険加入も
自治体でしてもらうことができる。

②従前、路線を定めて運行する形態しか認められていな
かったものの、2017年8月から、定路線のほかに区域運行も
可能になった。

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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市町村による交通空白地有償運送＋住民団体等への運行委託



3-3 自家用有償旅客運送制度の可能性を再度探る①
3 住民主体の移動サービスの「これから」
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リスク区分の対比
図表1 交通空白地有償運送（＊住民が運営主体）のリスク区分

図表2 市町村による交通空白地有償運送＋地元委託型のリスク区分



3-3 自家用有償旅客運送制度の可能性を再度探る①

長崎県対馬市では、市町村による交通空白有償運送の形態をとりつつ、
市が10人乗りワゴン車を地元協議会に無償貸与し、運行を委託している。

⇒予約制コミュニティバス「こんどろバス」（＊2017年10月から本格運行）。
↓

①運行主体は、田の浜・樫滝間予約制ミニバス運行協議会（地元9地区で
構成。構成地区全体の人口は2020年4月現在733名。高齢化率40％。）
②運転手は、住民。 2020年12月現在7名（男性5名（62歳、71歳、70歳、
42歳、68歳）＋女性2名（24歳、28歳））。
③運転手の報酬は、1往復（約30分～2時間）で1500円～2500円。
④市からの委託費は、上限額内で実施。（2019年度上限額231万8000
円）（車両保険などもここから支出している。）

⇒登録等の手続を行政が担う一方、安定的な資金確保もでき、持続的に！

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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市町村による交通空白地有償運送＋地元への運行委託の例



3-4 自家用有償旅客運送制度の可能性を再度探る②

しかし、ここでなお大きな壁として立ちはだかるのが、「事業者との合意
形成」である。

↓
「不信感（客を取られるのではないかという不安）に基づく合意形成」とい
うのが、これまでの実態だった。

↓
そこで、運行実験をしてみるなどして、事業者の売上に本当に甚大な影

響を及ぼすのかどうかを見定めることで、「エビデンス（根拠）に基づく合
意形成」に転換していくべきではないか？

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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エビデンス（根拠）に基づく合意形成の模索



3-4 自家用有償旅客運送制度の可能性を再度探る②

予め、過去3～5年間のタクシー事業者のデータを用いて実証実験期間中
の各月の利用者数・売り上げ予測を行っておく。

↓
運行（実証）実験を行い、その期間の実際のタクシーの利用者数・売り上げ
実績と、予め予測した利用者数・売り上げとのギャップを把握する。

↓
大きな影響がなければ、実証実験期間終了後も、当該条件での自家用有
償旅客運送の運行を認める。

↓
大きな影響が認められれば、自治体は、タクシーチケットの住民への配布を
行うなどして、そのマイナス分を補てんする。その上で、条件を若干変えるな
どして、再び半年間の実証実験を行う。（以下繰り返し）

このようにしていけば、事業者も安心して合意形成できるのではないか？

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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（参考）エビデンス（根拠）に基づく合意形成の具体的方法



3-5 おわりに～残された課題

⇒（A)運転ボランティアが高齢ドライバーの場合に安全性への不安がぬ
ぐえない、（B)そもそも運転ボランティアの確保自体が難しい、という二つ
の問題。

↓
この問題に関連して、「レッドコードによる体幹訓練を組み合わせた運転
寿命延伸トレーニングを通じて、高齢者安全ドライバーを育成する」という
莞爾会の取り組みは大いに注目される。

↓
スマートドライブによる安全診断を通じて客観的に運転の質が確保され
た優秀なドライバーにボランティア運転手となってもらうことができれば、
上記の二つの問題は、同時に解決できてしまう。

↓
今後の展開に大いに期待したい。

3 住民主体の移動サービスの「これから」
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残る課題は、運転ボランティアの問題



専任担当者の割合の低さ⇒「片手間」化、制度理解の不足
＜補足 不十分な自治体の推進体制＞

44

自治体における公共交通専任担当者数の推移


