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１．事例集について

～背景・目的～

平成18年に創設した自家用有償旅客運送は、現在、全国各地で導入されており、各団体が工夫して運
行している事例も多くみられます。
そこで、地域の主体・関係者が、自家用有償旅客運送の導入や運行内容の改善、利便性向上を図るに

あたり、参考となる情報を提供することを目的して事例集を作成しました。

～掲載事例について～

事例集の作成にあたり、令和元年11月～１月にかけて、実施団体を対象としてアンケート調査を実施
しました。本調査結果をもとに、代表的な事例や特徴のある事例を選定して事例集を作成しました。
（掲載情報は令和2年3月末時点のものです。）
本事例集に掲載している事例は、以下の６つのモデルに分類して掲載してます。

※運行において、車両や配車システム等に技術を活用して工夫している事例は【技術活用あり】と表記。

モデルの種類 内容

収支改善モデル
自家用有償旅客運送を導入することにより、対象地域での運行にかかる収支が改善した

自家用有償旅客運送の運行にあたり、ルートの調整など費用削減に資する取組を行っている など

事業者との役割分担モデル
自家用有償旅客運送を運行するにあたり、交通事業者等、地域の事業者との役割分担を行っている

（運行の一部を担っている、運行範囲の棲み分けを行っている）など

観光需要等に対する補完モデル
観光客など地域特有の需要にあわせて運行している

観光客などの新たな利用を見据えた運行を実施している など

移動手段の拡充モデル
自家用有償旅客運送を導入することにより、対象地域での運行の維持・拡大や利便性の向上につな

がっている など

住民主導モデル
自家用有償旅客運送を運行するにあたり、住民がルートやダイヤなど運行内容の検討や決定に関

わっている、運行自体の役割を担っている など

地域資源活用モデル
地域人材の活用や、遊休施設・店舗等の有効活用、自家用有償旅客運送の車両として、住民ドライ

バーのマイカーやスクールバス、病院等の送迎バスなどの有効活用に取り組んでいる など
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２．掲載事例一覧

No. 地域 団体名 種別 運行形態 モデル

1 北海道勇払郡占冠村 占冠村【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 移動手段の拡充モデル

2 北海道勇払郡占冠村
社会福祉法人占冠村社会福祉協議会
【詳細】

公共交通空白地有償運送 区域型 移動手段の拡充モデル

3 北海道石狩市 NPO法人あつたライフサポートの会 公共交通空白地有償運送 区域型

4 青森県下北郡佐井村 社会福祉法人佐井村社会福祉協議会
公共交通空白地有償運送
福祉有償運送

区域型

5 岩手県北上市 NPO法人くちない
公共交通空白地有償運送
福祉有償運送

区域型

6 宮城県加美郡加美町 加美町 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型

7 秋田県横手市 横手市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型

8 秋田県北秋田郡上小阿仁村
NPO法人上小阿仁村移送サービス協会
【詳細】

公共交通空白地有償運送 区域型

9 山形県酒田市 酒田市【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

10 福島県大沼郡金山町 金山町 市町村運営有償運送（交通空白） 区域型 観光需要等に対する補完モデル

11 茨城県牛久市 NPO法人サンライズ
公共交通空白地有償運送
福祉有償運送

区域型

12 栃木県大田原市 大田原市 市町村運営有償運送（福祉） 区域型

13 埼玉県飯能市
NPO法人奥武蔵グリーンリゾート
【詳細】

公共交通空白地有償運送 区域型 事業者との役割分担モデル

14 群馬県甘楽郡下仁田町 下仁田町【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

15 群馬県桐生市 NPO法人グループ28 公共交通空白地有償運送 区域型

16 埼玉県秩父郡小鹿野町 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 福祉有償運送 区域型

本事例集に掲載する事例は以下のとおりです。特に特徴的と思われるものについて、導入の経緯等の詳
細を掲載しております。（団体名に【詳細】を記載）

掲載事例一覧（1/5）
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２．掲載事例一覧

No. 地域 団体名 種別 運行形態 モデル

17 千葉県南房総市 南房総市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型 事業者との役割分担モデル

18 千葉県富津市 NPO法人わだち
公共交通空白地有償運送
福祉有償運送

路線・区域型

19 東京都武蔵野市 武蔵野市【詳細】 市町村運営有償運送（福祉） 区域型

20 東京都町田市 社会福祉法人悠々会【詳細】 公共交通空白地有償運送 区域型

21 神奈川県横浜市
公益社団法人北汲沢地域総合福祉活動委
員会【詳細】

福祉有償運送 区域型

22 山梨県北杜市 社会福祉法人八ヶ岳名水会 福祉有償運送 区域型

23 新潟県新発田市 新発田市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 収支改善モデル

24 富山県氷見市 NPO法人上庄谷地域協議会 公共交通空白地有償運送 路線型

25 富山県高岡市 NPO法人小勢地区活性化協議会 公共交通空白地有償運送 路線型

26 石川県七尾市 南大呑地域づくり協議会 公共交通空白地有償運送 区域型

27 石川県羽咋郡志賀町 NPO法人なでしこ志賀 福祉有償運送 区域型

28 長野県飯山市 飯山市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

29 新潟県長岡市
NPO法人中越防災フロンティア
【詳細】

公共交通空白地有償運送 路線型 収支改善モデル

30 福井県今立郡池田町 池田町【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

31 岐阜県恵那市 串原地域自治区運営協議会 公共交通空白地有償運送 区域型 事業者との役割分担モデル

32 岐阜県中津川市 中津川市【詳細】 市町村運営有償運送（福祉） 区域型

掲載事例一覧（2/5）
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２．掲載事例一覧

No. 地域 団体名 種別 運行形態 モデル

33 岐阜県中津川市 NPO法人つけちスポーツクラブ【詳細】 公共交通空白地有償運送 路線・区域型

34 静岡県浜松市 NPO法人がんばらまいか佐久間【詳細】 公共交通空白地有償運送 区域型

35 静岡県静岡市 静岡市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

36 愛知県知多郡南知多町 一般社団法人日間賀島観光協会 自家用有償観光旅客等運送 路線型

37 三重県津市 津市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

38 三重県松阪市 三重県健康福祉生活協同組合 福祉有償運送 区域型

39 滋賀県高島市 高島市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 事業者との役割分担モデル

40 滋賀県蒲生郡竜王町 NPO法人外出支援ボランティアスマイル 福祉有償運送 区域型

41 京都府京丹後市 NPO法人気張る！ふるさと丹後町 公共交通空白地有償運送 区域型

42 京都府京都市 久多自治振興会 公共交通空白地有償運送 路線型

43 大阪府豊能郡能勢町 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 公共交通空白地有償運送 区域型

44 兵庫県豊岡市 豊岡市【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型 事業者との役割分担モデル

45 兵庫県神崎郡福崎町 福崎町【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

46 兵庫県養父市
NPO法人養父市マイカー運送ネットワー
ク【詳細】

自家用有償観光旅客等運送 区域型

47 奈良県山辺郡山添村 社会福祉法人山添村社会福祉協議会 公共交通空白地有償運送 区域型

48 和歌山県東牟婁郡北山村 社会福祉法人北山村社会福祉協議会 公共交通空白地有償運送 区域型

掲載事例一覧（3/5）
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２．掲載事例一覧

No. 地域 団体名 種別 運行形態 モデル

49 鳥取県日野郡日南町 日南町 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型 事業者との役割分担モデル

50 鳥取県米子市 社会福祉法人もみの木福祉会 福祉有償運送 区域型

51 島根県松江市 松江市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 事業者との役割分担モデル

52 島根県雲南市 NPO法人ほっと大東 福祉有償運送 区域型

53 岡山県倉敷市 NPO法人かめかめ福祉移送 福祉有償運送 区域型

54 岡山県高梁市 高梁市 市町村運営有償運送（福祉） 区域型

55 広島県世羅郡世羅町 世羅町 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型

56 広島県三原市 社会福祉法人三原のぞみの会 福祉有償運送 区域型

57 山口県周南市 周南市【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型

58 山口県長門市 NPO法人むかつく 公共交通空白地有償運送 区域型

59 山口県防府市 NPO法人桑陽病院腎友会 福祉有償運送 区域型

60 徳島県美馬郡つるぎ町 つるぎ町【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

61 徳島県那賀郡那賀町 社会福祉法人那賀町社会福祉協議会 公共交通空白地有償運送 区域型 移動手段の拡充モデル

62 徳島県三好郡東みよし町 東みよし町 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 事業者との役割分担モデル

63 香川県直島町 社会福祉法人直島町社会福祉協議会 福祉有償運送 区域型 移動手段の拡充モデル

64 愛媛県八幡浜市 NPO法人にこにこ日土【詳細】 公共交通空白地有償運送 区域型

掲載事例一覧（4/5）
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２．掲載事例一覧

No. 地域 団体名 種別 運行形態 モデル

65 愛媛県宇和島市 宇和島市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線・区域型

66 高知県四万十市 四万十市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 事業者との役割分担モデル

67 高知県土佐清水市 NPO法人ノアズアーク 公共交通空白地有償運送 区域型

68 福岡県北九州市 NPO法人北九州ひだまりの会 福祉有償運送 区域型

69 佐賀県佐賀市 佐賀市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 収支改善モデル

70 佐賀県佐賀市 NPO法人通院送迎サービスふれあい 福祉有償運送 区域型

71 長崎県北松浦郡小値賀町 社会福祉法人小値賀町社会福祉協議会 公共交通空白地有償運送 区域型

72 長崎県壱岐市 壱岐市 市町村運営有償運送（福祉） 区域型 事業者との役割分担モデル

73 長崎県佐世保市 NPO法人ほほえみ佐世保 福祉有償運送 区域型 事業者との役割分担モデル

74 熊本県天草市 NPO法人ステップバイステップ 福祉有償運送 区域型 事業者との役割分担モデル

75 熊本県上益城郡山都町 山都町 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

76 大分県杵築市 杵築市 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型 事業者との役割分担モデル

77 宮崎県都城市 都城市【詳細】 市町村運営有償運送（交通空白） 路線型

78 鹿児島県鹿児島市 社会福祉法人太陽会 福祉有償運送 区域型

79 沖縄県宮古島市 宮古島市 市町村運営有償運送（交通空白） 区域型

80 沖縄県国頭郡国頭村 国頭村 市町村運営有償運送（福祉） 区域型

掲載事例一覧（5/5）
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