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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会 

今後のバスサービス活性化方策検討小委員会 

～活力あるバスサービスの未来を拓く～ 

第一次とりまとめ（案） 

 

 

Ⅰ はじめに 
 

  モータリゼーションの進展や少子高齢化、過疎化の進行等により、都市構造やラ

イフスタイルが変化している。これに伴ってバスをはじめとする公共交通機関のあ

り方も変化しつつあり、多様な小口のニーズに如何に対応するかが求められている。 

  このため、平成 14 年 2 月に需給調整規制廃止を柱とする規制緩和が行われ、さら

に、平成 18 年 5 月 12 日には、コミュニティバスや 10 人以下の車両を用いたバスサ

ービスといった新しい輸送サービスの普及促進等を内容とする道路運送法等の一部

を改正する法律が成立し、バス事業者が創意工夫を活かして多様なサービスを提供

しやすい環境整備が進められているところである。 

  しかしながら、地方部を中心にバスを巡る経営環境は依然として大変厳しい状況

となっており、輸送人員の長期低迷が続いている。バスは、通勤・通学等の足とし

て地域住民の生活に密接であり、特に、高齢者や高校生など、マイカーでの移動が

困難な人々にとっては必要不可欠な公共交通機関である。さらに、災害時の避難や

鉄道の振替輸送、環境負荷の小さい交通体系の構築への寄与等、極めて重要な社会

的役割を担っている。 

  そこで、本小委員会では、路線バスのみならず、コミュニティバス、デマンド交

通等の乗合バスサービス全体について議論し、活力あるバスサービスの実現に向け

た方策について、中長期的な視点から総括的な審議を行うこととした。 

  この第 1 次とりまとめは、当面とり得る施策をとりまとめるとともに、今後の検

討の方向性を示すものである。 

 

 

Ⅱ バスを巡る現状認識 

 

１．背景 

 

  乗合バスについては、平成 14 年 2 月に需給調整規制の廃止、運賃・料金の上限認

可制の導入等の改正道路運送法が施行された。同法の改正に当たっては、運輸政策

審議会で需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等が審議され、平成 11

年 4 月に答申が出されている。 

  この運輸政策審議会答申では、①競争促進と安定供給、②生活交通の確保、③輸
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送の安全の確保・利用者保護等、今後の乗合バスのあり方について方向性が示され、

これを踏まえて、現行の乗合バスに係る仕組みが構築された。 

  具体的には、 

① 事業者の創意工夫を発揮させ、より良いバスサービスを提供するため、需給

調整規制の廃止と上限運賃制度が導入がされ、 

② 内部補助を前提とせず、地域のニーズに応じた生活交通の確保の新たな仕組

みが必要であるとの認識から、生活交通路線維持対策費補助制度への移行が

なされた。さらに、 

③ 輸送の安全の確保のため、事後チェック行政へのシフトと行政処分の点数化

がなされ、また、利用者への情報公開の充実が図られた。 

 

２．現状 

 

  このように、運輸政策審議会答申に基づき、新たな仕組みが整備され、4年余りが

経過した。そこで、現在の状況について分析すると、以下のようなことがわかった。 

・ 事業者数については、分社化や貸切バスの乗合運送許可からの切り替え等に

より平成13年度の451社から平成16年度 には516社に増加しているものの、

需給調整規制廃止後の４年間で新規参入者は 49 者にとどまっている。 

・ 主として地方都市の鉄道駅を中心とした市街地において、100 円運賃が全国

303 地域 244 事業者で導入され（H17.4.1 現在）ている。また、平日に比べて

需要が低迷する土・日・祝日等のバス利用を促進させる目的から、定期券を

所持している利用者が、定期券区間外を乗車する場合や家族を同伴して乗車

する場合に運賃を割り引く「環境定期券」は、全国で 191 事業者により実施

されている（H17.4.1 現在）。また、高齢者向けの全線定期も 136 事業者（H 

17.4.1 現在）が実施しているなど、多様な運賃の導入は進みつつある。 

・ 一方、輸送人員及び営業収入は引き続き減少している中で、経営合理化によ

り経常収支率は改善している（H13 年度 89.7% → H16 年度 92.6%）。 

・ 民営事業者の経常収支のみを見ると、収支が黒字となっているのは大都市圏

（首都圏及び京阪神）と沖縄地区のみであり、その他の地域は赤字となって

おり、地域差が見受けられる。 

・ 路線廃止状況については、需給調整規制廃止前後で路線キロベースあるいは

系統数ベースで見ると大きな変化は見られないが、事業廃止は、公営バスが

5市、民営バスが 11 社となっている。また、近年、産業再生機構のスキーム

等を活用した法的整理等に至る事例も増加している。 

・ 業績が好調なのは、高速バスと空港リムジンバス（限定バス）であるが、通

常の路線バス及び定期観光バスは減少傾向にある。 

・ 地方部の広域的・幹線的路線である生活交通路線（地バス補助対象路線）に

ついては、実車走行キロが横ばいの中で輸送人員はやや減少しており、キロ

あたりコストは改善しているものの、輸送人員減少による収入減の結果、経

常収支率は若干悪化傾向にある。 

・ 生活交通の確保については、内部補助を前提としない補助制度に移行したも
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のの、事実上、黒字路線からの内部補助によって確保されている場合が多い。 

 

  以上のような現状を踏まえた上で、次に、国民生活におけるバスの位置づけ、今

後のバスサービス活性化に向けた課題の整理、当面の具体的方策について整理する

こととしたい。 

  

 

Ⅲ 国民生活におけるバスの位置づけ 

 

  まず、バスは、通勤、通学、通院、買い物等の地域住民の日常生活を支える公共

交通機関として重要な役割を果たしていることは言うまでもない。特に、過疎地で

は、鉄道やマイカーによる移動手段を持たない高齢者や高校生といった交通弱者の

移動を支える 後の低廉な乗合輸送機関として不可欠な存在である。 

  また、深夜の長距離移動を中心に、鉄道・航空の代替として高速バスによる都市

間輸送が近年伸長してきており、また、定期観光バスのようなサービスの提供のほ

か、空港リムジンバス（限定バス）のように、上下移動のない乗り換えの容易さ等

の利点を活かしてサービスを進展・拡大しているところもあり、多様化・高度化す

る需要にも対応しつつある。 

さらに、環境負荷の少ない交通体系の構築や、自動車事故の防止を図る上でも、

乗合バスの社会的意義は高く、こうしたバスの優位性を社会全体で理解することが

重要である。また、特に、鉄軌道系の輸送機関に比べて低コストで柔軟な路線設定

が可能であり、かつ、市街地の中心部や郊外化した公共施設・商業施設等まで乗り

入れることができるなどのメリットがあり、まちづくりと連携することで市街地の

活性化など利用者に大きなメリットをもたらすことが可能であるほか、子供を犯罪

から守るための路線バスの活用など、地域の防犯にも貢献するなど、高い公共性を

有する地域の社会的インフラという面と、サービス産業として利用者のニーズにき

め細かく対応した輸送サービスを提供するという二面を併せ持つ事業である。 

 

 

Ⅳ 今後のバスサービス活性化に向けた課題の整理 

   

  それでは、こうした社会的に重要なバスサービスを活性化していくためには、ど

のような考え方に立った施策を講じるべきなのか。そのキーワードは地域の関係者

との「協働と連携」であろう。先述の通り、バスサービスは①公共交通機関として

の責務を中心とした地域の社会的インフラである、という面と、②サービス産業と

して利用者のニーズに対応した輸送サービスを提供する、という二面を併せ持って

いる。地域の社会的インフラであるということは、地域住民の生活に密着しており、

だからこそ、地域と「協働」してバスサービスを作り上げていくことが、結局、地

域住民が参加意識と愛着を持って乗りたい、と思うバスサービスを実現することに
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つながる。同時に、地域のニーズに密着したサービスを提供することは、即ち、サ

ービス産業として顧客満足度を上げることにもつながる。 

  また、輸送サービスの内容や水準を決めるに当たっても、画一的な車両を用いる

のではなく、ルートや利用者に応じた車両を選択するほか、他のバス事業者・タク

シー事業者、関係自治体、駅前広場等の施設管理者等と「連携」を図ることで、ネ

ットワークとしてのバスサービスの利便性を高め、マイカー等に対してバスの優位

性を向上させることができるとともに、一層地域社会におけるバスの重要性が高ま

ることとなる。 

  これに対して、行政の役割としては、①サービス産業として、バス事業者が創意

工夫を活かすための後押しを行い、②公共交通機関としての役割を中心とした地域

の社会的インフラとしてバスが期待されている機能を発揮できるよう、安全・安心

なサービスと必要な生活交通の確保のための措置を講ずるとともに、環境問題への

取り組みの支援を行う必要がある。また、③関係者間の協働と連携を進めるための

話し合いの場の設定や調整を行うことも求められる（図 1）。 

 

【図 1】 

公共交通機関としての役割を中公共交通機関としての役割を中
心とした地域の社会的インフラ心とした地域の社会的インフラ

サービス産業として利用者ニーサービス産業として利用者ニー

ズに対応したサービスの提供ズに対応したサービスの提供

事業者の創意工
夫を活かすため

の後押し

・安全・安心な
サービス を安定
的に提供するた

めの措置
・環境問題への
取り組み支援

行政行政バス事業者バス事業者

関係者間の協働・
連携のための場の

設定・調整

交通事業者交通事業者交通事業者

地方公共団体地方公共団体地方公共団体

地域住民地域住民地域住民

施設管理者等施設管理者等施設管理者等

地域関係者地域関係者

協働

連携

 

 

 こうした基本的な方針を踏まえて、住民・利用者が「乗りたい」と思うようなバ

スサービスを実現するために、総合的な活性化施策の検討を行う必要があり、具体

的にはそれぞれの関係主体において、以下のことに取り組む必要がある。 

 

［行政］ 
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 走行環境の改善 

 事業運営を円滑に行うための後押し 

 利用者利便に資する車両の開発への支援や構造要件上の対応 

 バスの社会的重要性やメリットのアピール 

 

［バス事業者］ 

 マーケティング分析及びそれにもとづく戦略の策定 

 初心者にもわかりやすく、また、移動制約者等が利用しやすいバスサー

ビスの提供 

 マイカーに対する優位性をアピールできるような付加価値の提供 

 ライフスタイルの変化や地域の実情に応じたサービス提供 

 観光・地域振興への積極的貢献 

 地域公共交通会議などへの積極的な参画を通じて住民や商業施設、他の

交通事業者との協働による新たなバスサービスの提供 

 

［利用者・地域］ 

 バスの社会的重要性やメリットについての理解 

 地域の足の確保の重要性への当事者意識とそのための取り組みへの積

極的参加 

 地域公共交通会議などに積極的に参加し、地域にとって望ましいサービ

スを提案 

 

 

Ⅴ 当面の具体的施策 

 

  以上を踏まえ、第一次とりまとめに当たって、当面実施すべき具体的な施策を以

下に整理した。 

 

１． 改正道路運送法の施行に向けた準備 

 

（１）「地域公共交通会議（仮称）」の適正運営と高度化 

   先般の通常国会で道路運送法の一部改正法が成立し、本年 10 月 1 日施行を予定

している。今回の法改正では、今回の道路運送法改正により、新たに、自治体、

地域住民、バス事業者等から成る「地域公共交通会議（仮称）」の仕組みが導入さ

れた。この会議の場はまさに関係者間の「協働と連携」の場として機能すること

が期待されているものであり、ここで議論を行うことで周囲のネットワークと整

合的な形でコミュニティバス等を導入可能となり、これにより、地域の実情に即

したサービスを安定的に供給できる。また、地域住民の参画により、住民が当事

者意識をもってバスについて考え、提案をする場ともなる。 

   このため、地域公共交通会議を有効活用するため、その適正な運営を確保する
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とともに、同会議の場で実際に導入されたバスサービスのフォローアップとその

改善を行うほか、コミュニティバス等の導入に当たって、安全性等の必要な品質

が確保されるようチェックする機能も持たせるなど、同会議の機能の高度化を図

ることが必要である。 

 

（２）運行形態に即した仕組みの構築 

   先般の法改正により、乗合事業の範囲が、従来の「定期定路線」に限定されず、

デマンド交通や乗車定員 10 人以下の車両を使用したバスサービス（以下「プティ・

バス」という。）等も含めて乗合旅客の運送は全て乗合事業の許可で行うことが可

能となった。一方で、運行の態様ごとに、適切な仕組みが必要であり、実態を踏

まえた制度構築を早急に行う必要がある。 

 

 

２． 助成措置の改善の方向性検討 

 

（１）地方バス補助制度におけるインセンティブの付与のあり方 

   現行の地方バス路線維持費補助制度は、需給調整規制が廃止された際に見直さ

れ、生活交通路線においても市場原理（参入圧力）が働き、 も少ない補助金で

当該路線を運行する事業者が選定されることを前提として構築されている。しか

しながら、実際は、赤字路線に対する参入圧力は発生せず、既存事業者が引き続

き運行することがほとんどであり、収支改善へのインセンティブが働きにくい制

度となっているとの指摘がなされている。 

   このため、事業者の創意工夫を活かして、より効果的・効率的に地域のニーズ

に対応した形で生活交通の維持確保を図っていくための方策を検討する必要があ

る。 

 

（２）「地域協議会」の活性化 

   地域協議会は、本来は、生活交通のあり方について議論する場として全都道府

県に設置されているが、実際は、地方バス補助制度の 3 カ年計画について承認す

ることが主要な役割となっている。 

   このため、この活性化を図るため、平成 18 年度における地方バス補助制度の見

直しの中で、①アセスメント制度の導入、②高額補助金交付路線に対する収支改

善計画の承認、③情報開示、といった措置を講じたところである。 

   今後は、この新たな措置の実施状況を踏まえた上で、生活交通の確保に関する

地域や事業者の主体的・意欲的な取り組みに対する何らかのインセンティブの付

与や審議の公開など情報発信の在り方等を検討する必要がある。 

 

（３） コミュニティバス、プティ・バス等についての支援スキームのあり方 

   コミュニティバスや、プティ・バスは狭隘な路地まで運行可能であり、ドア・

ツー・ドアの輸送に近いきめの細かい輸送サービスを提供可能である。多様化す

る利用者のニーズに応えるには、こうしたサービスを促進することが求められる
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が、それのみならず、こうしたバスサービスと従来の路線バスのネットワークと

連携を図ることで、バスサービス全体の利便性が向上し、利用者にとって使いや

すいサービスとなる。 

   このため、コミュニティバスやプティ・バス等が従来の路線バスのネットワー

クと整合のとれた形で普及するよう、これらに対する支援スキームのあり方を検

討する必要がある。 

 

（４） バス利用等総合対策事業の推進について 

特に都市部において、交通渋滞等により、バスの円滑な運行が阻害されている

状況にある。バスの走行環境の改善に関しては、これまでも、バス利用を促進し、

マイカーからの転換を図ることにより、都市交通の安全・事故防止に資する観点

から、バス利用促進等総合対策事業を推進しているところであるが、バスの高速

性・定時制の確保や安全性の向上に資する効果的な事業に重点化して事業を推進

していくことが必要である。 

このため、地方自治体や関係省庁と連携したオムニバスタウン整備総合対策事

業等を引き続き推進していくとともに、低床型連節バスや公共車両優先システム

（ＰＴＰＳ）の一体的な導入等バスの高速性・定時性確保や安全性の向上に関す

る取り組みをまちづくりと連携して実施する方策を検討する必要がある。 

 

３． まちづくりとの連携の方向性 

 

  先述の通り、バスは、鉄軌道系の輸送機関に比べて低コストで柔軟な路線設定が

可能であり、かつ、市街地の中心部や郊外化した公共施設・商業施設等まで乗り入

れることができるなどのメリットがあり、まちづくりと連携することで市街地の活

性化など利用者に大きなメリットをもたらすとともに、バス利用そのものも促進さ

れる。また、路線バスを活用した児童の登下校における安全性向上など、地域の防

犯にも貢献し得るものであり、まちづくりと連携することで地域の社会的インフラ

としてのバスサービスの重要性と付加価値が高められる。 

このため、地域住民・地元自治体、地元の交通事業者との協働により、まちづく

りとの連携を図っていく方策を検討する必要がある。 

 

４． バスサービスの事業運営の円滑化のための行政手続き等の緩和 

 

  サービス産業としてのバス事業を活性化するためには、安全性の確保は前提とし

た上で、創意工夫を活かした新たな事業展開が円滑に行われるような環境整備が必

要である。このため、実態にそぐわなくなった規制や煩雑な手続きなどを適時見直

していく必要がある。例えば、管理の受委託制度は、そもそもは、乗合バス事業の

経営が極めて困難な状況下において、経営の効率化を図ることでバス路線の維持等

を行うために導入されたものであるが、持株会社制や分社化などの昨今の事業形態

の変化を見越した制度とはなっていない。このため、実態を踏まえた上で、制度の

本来の趣旨が損なわれないよう、要件の柔軟化を図ることを検討する。 
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  これ以外にも、高速バスに係る規制緩和や運賃改定手続きの弾力化等を検討して

いく。 

 

５． 安全確保の徹底と事業効率化 

 

（１）安全マネジメントの徹底 

先般の通常国会で、経営トップから現場まで一丸となって安全確保に取り組む

ため、安全マネジメントを運輸の全分野に導入する運輸安全一括法が成立したと

ころである。これに基づき、バス事業者においても、企業の経営トップが全社的

な安全性の向上のための取り組みを主導し、企業全体に安全意識の浸透を図ると

ともに、現場の声を安全性の向上等に継続的に反映させること等により、企業全

体の安全性の計画的な向上を図ろうとする「安全マネジメント」の導入が図られ

たが、各事業者においてこの徹底を図ることが必要であり、国においてもその確

実な実施を確保する。 

 

（２） コミュニティバス委託事業者選定基準の明確化 

   現在各地でコミュニティバス等が導入されているが、地方自治体が委託先のバ

ス事業者を選定する際に、地方自治体の財政状況などを反映し、多くの場合、価

格の高低のみが判断基準とされる傾向にあり、運行の安全性や業務遂行能力の観

点からの一定の明確な基準が必要ではないかとの指摘がなされている。 

このため、入札価格以外の多様な要素も考慮し、品質が総合的に優れた内容の

サービスが提供されるよう、先述の地域公共交通会議（Ⅴ.１.（１））において、

関係者が議論をする際に、必要な安全基準を満たし、求められる品質が十分確保

できる事業者を選定できるよう、何らかの指針（ガイドライン）を早急に作成し、

自治体に対して提示していくこととする。 

 

 

Ⅵ おわりに 

   

  バスサービスは、マイカーの普及や都市構造の変化等により、長期にわたって輸

送人員が減少傾向を辿っているものの、国民生活になくてはならない輸送サービス

であり、今後高齢化と過疎化が進行していく中で、ますますその重要性が高まるも

のである。 

  バスサービスの活性化を図るためには、単に行政や事業者による取り組みのみな

らず、利用者である地域住民がその必要性について強く認識することが必要である。 

  このため、本小委員会では、Ⅳで整理された課題を中心に、今後１年間かけて、

幅広く議論していくとともに、広く国民各層の関心を高め、各人が自分のものとし

ての議論をしていく必要性を訴えることとしたい。 
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参 考 



要介護者・身体障害者等の移動制約者に対する移動手段
の確保について、関係者の協力の下、地域において「福祉福祉
輸送輸送普及促進モデル地域協議会普及促進モデル地域協議会（仮称）」を設置し、福祉

車両の集中的かつ計画的導入、共同配車センターの設立等
先進的な取組みが行われる場合に、国が補助を行う。

・福祉車両導入に対する補助
（対象:リフト付き､スロープ付き車両､
ストレッチャー搭載可能な車両
補助率:国1/2､地方1/2）

・共同配車センターの設立補助
（対象:センター設備、車載設備
補助率:国1/3､地方1/3､事業者1/3）

ﾀｸｼｰ
事業
者

公共交通移動円滑化事業

６．バスカメラを活用したバス走行

円滑化対策

７．マイカー抑制等とセットでのバ

ス交通活性化の推進

平成１８年度 事業の概要

記憶媒体

自動車の
使用者へ
通知

前方バスカメラ

ＧＰＳ

バスカメラを活用して、バス専用
レーン・優先レーンにおいて、違法走
行又は違法駐車をしている車両に対
して警告すること等により、バスの走
行の円滑化を図る。

スムーズ
バス

駅前広場等におけるマイカー抑制等
とバスの利便性向上をセットで行うこと
によって、バスの走行環境を改善し、
バス交通活性化を図る。

バスカメラを活用したバス走行円滑化対策
に係る費用の３分の１を国が補助すること
とする。

・車載カメラ ・データ記憶媒体
・ＧＰＳ装置 ・情報処理ソフト

＜バスレーン監視システムの構成例＞

国の支援

マイカー抑制、一方通行規制、バスと

マイカーとの走行分離、トランジットモー
ル、ロードプライシング等の交通流対策
を実施する場合、これに併せて実施さ
れるバス交通活性化施策に係る費用の
３分の１を国が補助することとする。

国の支援

関係機関・団体等
による協議会

撮影

８．福祉輸送普及促進モデル事業

国の支援

２．鉄道駅及び車内での情報提供

２．バス車両、バス停等での情報提供

３．鉄道とバス相互の共通乗車ＩＣカードシステム１．標準仕様ノンステップバスの導入

行き先案内 Information

○○城方面 行き １番のり ば 緑色

Bound for ○○ Castle Platform1  Green Line

( 車両のカラーリング・路線のナンバリング ）

１

パンフ

レット

インターネット

鉄道駅及び車内での情報提供

２．バス車両、バス停等での情報提供

4.バスターミナルのバリアフリー化

３．鉄道とバス相互の共通乗車ＩＣカードシステム・車載器１．標準仕様ノンステップバスの導入

行き先案内 Information

○○城方面 行き １番のり ば 緑色

Bound for ○○ Castle Platform1  Green Line

( 車両のカラーリング・路線のナンバリング ）

１

パンフ

レット

パンフ

レット

インターネットインターネット

・福祉輸

送の普

及促進

・需要と

供給のﾐ

ｽﾏｯﾁの

解消等

の取組

の実施

地方
公共
団体

【関係者による協議・連携】

ﾀｸｼｰ会社等

導 入

共同配車ｾﾝﾀｰ

協 議 会

福祉車両

福祉輸送普及促進モデル地域協議会

NPO
等

運輸
局等

5.外国人観光客が利用しやすいバス交通の実現に向けた実証実験



 

 

平成１８年度 公共交通移動円滑化事業 
（公共交通移動円滑化設備整備費補助） 

 
   高齢者、身体障害者等の交通弱者を含めた誰もが公共交通機関を利用して円滑に移動できるため、

 公共交通機関の利便性向上事業（ノンステップバスの導入、バスカメラを活用したバス走行円滑化、

 等）、公共交通機関相互の乗継ぎ円滑化を図る事業（バスと鉄軌道相互の共通ＩＣカードシステムの 
 整備等）、外国人観光客が利用しやすいバス交通の実現に向けた事業（外国語表記等の実証実証）に 
 対し、地方公共団体と協調して経費の一部を補助する。 

  
 ○ 補助対象事業（国と地方公共団体等との協調補助） 
   事 業 名       事  業  内  容   補 助  率 

1. ノンステップバス 

等の導入 
   

ノンステップバス、リフト付バス、スロープ付バス 
（１６年度から国の認定を受けた標準仕様ノンステップ

バスに重点化して補助） 
 

国 通常車両価格と

の差額の1/2 
地方公共団体 通常

車両価格との差額の

1/2 

2. 乗継等情報提供シ 

ステム整備 
 
  

  鉄軌道駅又は鉄軌道車両内で行われるバスの運行情報

、バス車両又はバス停で行われる鉄軌道の運行情報等を

リアルタイムで行うシステムに対して補助 

国 1/4 
地方公共団体1/4 
 

(1)鉄軌道とバス相互の共通乗車カードシステムであっ

て、異なる交通事業者間のものに対して補助 

国 1/4 
地方公共団体1/4 

3. 鉄軌道とバス相互 

の共通乗車カードシ

ステムの整備 
  

(2)鉄軌道とバス相互のＩＣカード乗車券の共通化・相

互利用化に関するセンターシステムであって、異なる交

通事業者間のものに対して補助 

国 1/3 
地方公共団体1/3 
 

4. 鉄道駅周辺等のバ 

スターミナルのバリ

アフリー化  

 鉄軌道駅周辺のバスターミナルにおけるバリアフリー

化のための旅客移動の円滑化、旅客乗降場の改良等に係

る設備の整備に対して補助 

国 1/3 
地方公共団体1/3 
 

5. 外国人観光客が利用

しやすいバス交通の

実現に向けた実証実

験 

  地方運輸局長が指定した観光推奨バス路線において外

国人観光客への利便性向上策（外国語表記、車両のカラ

ーリング等）に係る実証実験に必要な経費に対して補助 

国 1/3 
地方公共団体1/3 

6. バスカメラを活用 

したバス走行円滑化 

 バスカメラを活用して､バス専用レーン、優先レーン

において、違法走行又は違法駐車をしている車両に対し

て警告する等により、バスの走行の円滑化対策に必要な

設備の整備に対して補助     （１７年度新規） 

国 1/3 
地方公共団体1/3 

7.マイカー抑制等とセ

ットでのバス交通活

性化 

 駅前等におけるマイカー抑制等とバスの利便性向上を

セットで行うことによって、バスの走行環境を改善し、

バス交通の活性化を図ることに必要な設備の整備に対し

て補助             （１７年度新規） 

国 1/3 
地方公共団体1/3 

8.福祉輸送普及促進モ

デル事業 

 地域運輸局長が認定した福祉輸送普及促進モデル事業

実施地域において福祉輸送普及促進計画に基づき整備す

る共同配車センター及び福祉車両に対して補助     
                 （１８年度新規） 

共同配車センター 
  国1/3､地方1/3 
福祉車両 
(通常車両との差額) 
  国1/2､地方1/2 

 



・生活交通路線
・複数の市町村にまたがり、キロ程が１０km以上
・１日の輸送量が１５人～１５０人
・１日の運行回数が３回以上 等

＜路線維持費補助、車両購入費補助：国１／２ 都道府県１／２＞

・生活交通再生路線
・生活交通路線を地域の実情に即したより効率的な輸送体系に

転換する取組

＜路線維持費補助、設備整備費補助、車両購入費補助：
国１／２ 都道府県等１／２ ＞

生活交通確保のための枠組み

国の役割
広域的・幹線的なバス路線について、都道府県と協調して
支援

地方の役割
その他のバス路線について、地方公共団体の判
断により維持を図る

生活交通確保対策を講じる地方公共団体に対する地方財政措置

地方バス補助

路線の維持・確保

＜地域協議会＞

○都道府県が主催：都道府県、市町村、運輸局、事業者がメンバー
○生活交通確保方策を協議・調整（地域の実情に応じて効率的な輸送形態を選択）



バス利用促進等総合対策事業

バスの利便性を向上させて、その利用を促進し、自家用車と公共交通機関のバランスのとれた交通体系
を確立することにより、都市における自動車交通の安全性を向上させるため、バスを中心としたまちづくり
を推進するオムニバスタウンの整備をはじめ、コミュニティバスなどの交通システムの整備やバスの走行
環境改善等バスの利用を促進する事業等の実施に要する経費の一部を地方公共団体と協調して支援す
る。 【平成１８年度予算額 １，６００百万円】

オムニバスタウンのあらまし

現状と問題点
（モータリゼーションの進展）

地域の足としての
バス路線の減少

交通渋滞・交通
事故の発生

排気ガスによる
環境汚染

オムニバスタウン
○すべての人が利用しやすいバスが走るまち
○渋滞や事故のない安全で移動しやすいまち、
人々が歩き集えるまち

○排気ガスの少ない空気のきれいなまち

地域の自主的な取り組み
市町村を中心とする関係者の一体的な取り組み

～オムニバスタウン計画づくり～

バスの利便
性・安全性の

向上

交通安全に配慮
したバス走行環境

の改善

バスの社会
的意義の認

識高揚

交通施設
の改善

関係省庁の連携による支援
国土交通省（自動車交通局、道路局）、警察庁の連携

によるオムニバスタウン制度・支援

○オムニバスタウン整備総合対策事業【補助率 １／３】
オムニバスタウンは、交通渋滞、大気汚染、自動車事故の

増加といった都市が直面している諸問題を、バス交通を活用
したまちづくりを通じ、安全で豊かな暮らしやすい地域の実現
を図ることを目的として、平成９年
５月、旧運輸省、旧建設省、警察
庁の三省庁が連携して創設した
制度。
これまでに、浜松市、金沢市、

松江市、盛岡市、鎌倉市、熊本市、
奈良市、静岡市、仙台市、岐阜市、
岡山市、松山市の１２都市を指定。
オムニバスタウン計画を策定し、

これに基づいて事業を実施する
場合、必要な調査、施設整備等
事業全体に対して補助。

オムニバスタウン
指定都市

○個別対策事業【補助率 １／５】
バスロケーションシステム、PTPS車載器等の施設・整備の導入

等に対して補助。

○調査事業、実証実験・実証運行事業【補助率 １／２】
コミュニティバス、パークアンドバスライド、サイクルアンドバスラ

イド等の導入に向けた調査、実証実験・実証運行に対して補助。

バスロケーションシステム

PTPS(公共車両

優先システム）

ハイグレードバス停（盛岡市）

○交通システム対策事業
【補助率 １／４】

コミュニティバス、パークアンド
バスライド、サイクルアンドバス
ライド等の導入等に対して補助。

金沢市ふらっとバス

1,6001,6901,7211,7401,7401,9341,631予算額（百万円）

１８年度１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度



都市交通の安全・円滑化に資するバス利用促進等総合対策事業

（事業の趣旨）

自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることは喫緊の課題であるが、自動車交通

の安全は、交通需要や交通の円滑性と密接な関連を有するものである。このため、車両点検・整備

講習等の自動車事故防止対策と合わせて、バス等公共交通機関の利用促進し、自家用車、公共交

通機関のバランスのとれた都市交通体系を確立していくことが必要である。このような観点から、本

事業は、バス利用の促進、共同輸配送の促進等の都市交通の安全・円滑化に資する以下の事業を

対象に補助を行うものである。

補 助 対 象 事 業 補 助 率

オムニバスタウン整備総合対策事業費 １／３

オムニバスタウン計画を策定し、これに基づいて事業を実施 ただし、調査に要す

する場合に必要な調査、施設整備等に要する経費 る事業費については、

１／２とする。

交通システム対策事業費 １／４

パークアンドバスライド、サイクルアンドバスライド、レー

ルアンドバスライド、トランジットモール（バス路線導入型）

、コミュニティバス、シャトルバス、共同輸配送システム及

びＩＴＳ等先駆的システムの整備に要する経費

個別対策事業費 １／５

ターミナル等施設整備、バス走行環境改善システム等シス ただし、超低床ノン

テムの整備、超低床ノンステップバス導入、バス利用促進 ステップバスを導入す

等啓発活動等の施設整備等に要する経費 る事業であって、補助

年度の前年度の乗合

旅客輸送部門で経常

損失を生じている者の

申請に係る補助率

は、１／４とする。

安全性及び利便性

の向上に特に配慮し

たバスターミナルの整

備に係る補助率は、１

／３とする。

調査事業費

パークアンドバスライド、サイクルアンドバスライド、レー

ルアンドバスライド、トランジットモール（バス路線導入型）、

コミュニティバス、シャトルバス及び共同輸配送システム

についての計画策定のための調査に要する経費

１／２

実証実験・実証運行事業費

パークアンドバスライド、サイクルアンドバスライド、レー

ルアンドバスライド、トランジットモール（バス路線導入型）、

コミュニティバス、シャトルバス及び共同輸配送システム

について、実証実験又は実証運行を行うことにより、当該

施策の円滑な推進を図る事業の実施に要する経費



大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題は依然として厳しい状況にあることから、
バス・トラック事業者を中心に、ＣＮＧバス・トラック、新長期規制適合バス・トラック等の導入に対す
る補助を行うことにより、低公害車の普及を促進し、大気環境の改善を図る。

低公害車普及促進対策

新車の導入

通常車両価格との差額の1/3新長期規制適合バス・トラック

通常車両価格との差額の1/2
ハイブリッドバス・トラック

使用過程車のＣＮＧ車への改造 改造費の1/3

ＣＮＧバス・トラック

補助率補助対象

バス・トラック
事業者等

国 地方公共団体等補助 補助

○低公害車の導入に対する補助

ＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車
ＰＭは排出せず、ＮＯｘは７割以上低減
トラック、バスを中心に普及
ＣＮＧスタンドが必要

ハイブリッド自動車
内燃機関とモーターの２つの動力源
を持つ
新たなインフラ整備の必要がない
ディーゼルを内燃機関とするハイブ
リッドトラック、バスにあってはＮＯｘ・
ＰＭともに減少
乗用車、トラック、バスに普及

国の支援

○ 国が指定したＣＮＧ車導入計画に基づくＣＮＧ車の導入に対して低公害車補助の特例措置
・補助の優先採択

・最低導入台数要件（バス：２台、トラック：３台）の緩和 など

○モデル地域の環境面での先進性を全国的にＰＲ

○ＣＮＧ車普及促進モデル事業

環境対策に関心の高い先進的な地域において、新たに設置するＣＮＧ車普及促進モデル地域協
議会がＣＮＧ車導入計画を策定し、関係者の協力の下、集中的かつ計画的なＣＮＧ車の導入及び
ＣＮＧ車導入に向けた環境整備（ガス料金の引き下げ、ＣＮＧスタンドの使い勝手の向上、環境先
進地域としてのＰＲ活動等）を実施

ＣＮＧ車普及促進モデル地域協議会

ガス事業者地方公共団体 運送事業者 運輸局

2,4122,4996,5076,5072,701予算額（百万円）

１８年度１７年度１６年度１５年度１４年度


