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３．運賃・料金を工夫した例
（１）低廉な運賃設定

事業者名 設定時期 内容 旅客数の変化 収支の変化

仙台市交通局・宮城交通㈱
H14.2.1
（試行中）

仙台駅西側１k㎡エリア内の17バス停間の運賃を100円（小児50円）に値下げした。運賃支
払い方法は現金、プリベイドカード、福祉乗車券を全て使用可能とした。

区域内の輸送人員は概ね５
割増となった。

従来の運賃170円（一部180
円）を100円に値下げしたこと
で７割の利用者増が必要で
あったが現段階では減収であ
る。

北陸鉄道㈱（北陸鉄道バスグループ４社）
H14.7.27
（試行中）

香林坊・武蔵ヶ辻地区の中心市街地活性化策として、当該区域におけるバス利用者の拡
大を図るために、試行的に香林坊～武蔵ヶ辻区間(1.1km）を１乗車200円から100円（小児
50円）とした。

４日間の任意乗降調査では
利用人員が約４倍となった。

利用者数が４倍であったため
半額の料金設定でも２倍の収
入となった。

神奈川中央交通㈱
（ちびっこ50円キャンペーン）

H9.5
休日の駅や行楽地周辺道路の混雑の緩和を目的として、買物客、行楽客の交通手段を自
家用車からバス利用へ転換を図るために、春夏休み、年末年始、土日祝日等の小児運賃
を１乗車50円均一とした。

１日平均11千人の利用が
あった。

子どもの利用を喚起し、同行
する大人の利用も促進され、
収入増に貢献した。

㈱ウェスト神姫 H12.9.1
JR赤穂駅周辺は徒歩圏内に公共施設や商店街等が集積していることから、短距離の移動
に利用できる低廉な移動手段として100円（小児50円）運賃によるバス運行を実施した。
(H11.9.1～H12.8.31試行実施）

実施前後の１週間調査の対
象エリア内利用者は、導入
後170％程度に増加した。

160～200円の運賃区間を100
円にしたため、収入増には
至っていない。

姫路市交通局・神姫バス㈱ H14.10
JR姫路駅を中心とする概ね1km圏内にあるバス停留所区間において、現行大人170円（一
部200円）を100円（小児50円）とした。ただし100円区間を超えて乗車する場合は通常運賃
である。（H13.10.20～H14.9.30試行実施）

導入前のエリア内利用者は
導入後120％となった。

利用者数は増加したものの、
低廉な料金設定によって収入
は減少した。

近江鉄道㈱・京阪バス㈱・江若交通㈱ H12.4.1
JR大津駅～浜大津駅間は1.1kmで、移動は徒歩（約10分）が中心となっていたことから、低
廉なバス運賃によって潜在需要を喚起する目的で100円（小児50円）区間とした。（H11.4.3
～H12.3.31実験実施）

近江鉄道㈱：導入前の1.5倍
京阪バス㈱：実施前と比較
すると40～125％増
江若交通㈱：変化なし

いずれの事業者においても
200円運賃区間を100円と半
額にしているために現旅客数
では減収となっている。
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（２）高齢者向け定期券の導入

事業者名（事業名） 導入時期 内容 旅客数の変化 収支の変化

弘南バス㈱
（「津軽漫遊フリーパス券」）

H14.4
路線距離が長いために、高齢者が通院等でバスを利用する場合に高額となってい
たことから、65歳以上の高齢者を対象として、同社運行エリア内全てで乗降できる
１年間定期券を36,500円で発売した。

６ヶ月で675枚を販売。
定期・定期外比率が定期
側に傾斜した。
乗車人員の増加によるバ
ス事業全体の活性化に貢
献している。

定期販売のために収入が
一時的に増加するが、年
間収入に大きな影響はも
たらさない。

山梨交通㈱
（60歳以上フリー定期券「ゴールド定期」）

H10.7

60歳以上の高年齢層を対象として、山梨県内の同社運行エリア内全てで乗降でき
る定期券を発行。また継続購入者に対しては販売価格を引き下げていくスライド制
を導入している。これによって、当初9,000円／月が、24ヶ月継続的に購入すること
で、6,000円／月で購入可能となる。

平成10年　357枚／月
平成11年　432枚／月
平成12年　415枚／月
平成13年　407枚／月

月平均約400枚の販売であ
り、収入への影響は少な
い。

国際興業㈱
（高齢者定期券）

H11.4
65歳以上の高齢者を対象として、埼玉県及び東京都内の同社運行エリア内全て
で乗降できる割引乗車定期を発行。販売価格は６ヶ月19,990円の１種類。

販売枚数
平成10年度　1,007枚
平成13年度　5,567枚

販売枚数は増加傾向にあ
るが、事業者としての年間
収入は漸減しており、収入
増には結びついていない。

神奈川中央交通㈱
（「かなちゃん手形」）

H13.6

65歳以上の高齢者を対象として、神奈川県及び東京都内の同社運行エリア内全
てに使用できる割引乗車定期を発行。３ヶ月定期券3,000円、６ヶ月6,000円、12ヶ
月9,000円の料金設定であり、乗車にあたっては、同定期券+100円で全ての路線
に乗車できる。

平成13年11月
　所有者数　26,912人
平成14年11月
　所有者数　28,061人

全６回の販売期間を通じて
6,000万円～9,000万円程
度の販売額を維持してい
る。

相模鉄道㈱・相鉄バス㈱
（「ほほえみパス」・「ほほえみ会員証」）

ほほえみﾊﾟｽ
　　　H12.12
会員証
　　　H14.5

65歳以上の高齢者を対象として同社運行エリア内全てで乗り降り可能な定期券
「ほほえみパス」を平成12年12月からの１ヵ年実施（３ヶ月10,000円、６ヶ月19,500
円）。同定期券が好評であったことから、「ほほえみ会員証」として、３ヶ月3,000円、
６ヶ月5,000円の会員証と１乗車につき100円の現金を収受する方式により販売を
開始した。

ほほえみパス
　期間中　5,027枚
ほほえみ会員証
　６ヶ月　　2,163枚

ほほえみパス（１年間）
　6,500万円
ほほえみ会員証（６ヶ月）
　5,400万円
収入全体からみると大きな
効果ではない。

近江鉄道㈱・湖国バス㈱
（小判手形（高齢者向け定期券））

H13.12

61歳以上を対象とし、高速バス、定期観光バスを除く同社運行エリア（野洲町除く）
全てで利用可能な定期券を販売。１ヶ月定期2,000円、３ヶ月定期5,000円、６ヶ月
定期9,000円とし、１乗車ごとに100円の運賃を収受する方式としている。（H12.12～
H13.11試行実施）

定期券販売枚数は1,217
枚であり、導入前の61歳
以上の定期券利用者31
名から大幅に増加。

滋賀県北部では定期券販
売枚数の半数を同定期券
が占め、収入に貢献してい
る。

土佐電気鉄道㈱
（シルバー定期「よさこいいきいきフリーパス
65」）

H12.9.15

高齢者の外出機会を創出し、バス利用の潜在需要を喚起するとともに、中心市街
地活性化を目的として、65歳以上の高齢者を対象としてバス・電車共通定期券及
び電車単独定期券を発売。平成13年度より高知市在住者の電車単独定期券購入
に限り高知市が２割負担することとなった。

H13年度
共通定期：4,786枚
電車単独：1,835枚
H14年度（4月～9月）
共通定期：2,408枚
電車単独：1,170枚

継続購入割合が約90％、
新規が10％となっており、
一定の乗車人員確保に貢
献している。
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（２）高齢者向け定期券の導入（続き）

事業者名（事業名） 導入時期 内容 旅客数の変化 収支の変化

西日本鉄道㈱
（高齢者フリー定期券「グランドパス65」）

H12.9.15

高齢者の社会参加とバス利用拡大を目的として、65歳以上の高齢者に対し、西鉄
バスグループの全ネットワーク（高速・特急バスを除く）で利用できる定期券（１ヶ月
5,000円等）を発売した。導入後、郵便局における定期券発売、グループの経営す
るホテル、レストラン等の割引・特典など付加価値を高める工夫をしている。

保有者数
平成12年10月　23.2千人
平成13年10月　42.6千人
平成14年10月　52.3千人

平成12年度の輸送人員
は、20期ぶりに前年比
102％となり収入に貢献し
ている。

○○バス㈱グループ
（高齢者向け定期券「シルバー定期券」）

H13.12

乗合バス需要の減少に歯止めをかけ　、高齢者の需要喚起施策として、70歳以上
の高齢者を対象に、同グループ路線全区間無指定定期券「シルバー定期」（３ヶ月
10,000円等）と乗車時に100円を収受する「シルバーワンコイン定期」（３ヶ月3,000
円等）を販売した。この内シルバーワンコイン定期については、バス事業収支悪化
の要因となっていると考えられることから廃止を検討している。

１年間の販売枚数
　　　4,500枚程度
常時有効枚数
　　　1,500枚（平均）
輸送人員の増加につな
がっている。

利用者の延べ利用回数は
増加したものの、バス事業
の収入増につながらなかっ
た。

（３）その他

事業名（事業者名） 設定時期 事業内容

高速バス共通定期券
（九州産業交通㈱・西日本鉄道㈱）

H14.1.1

１日100往復を２社で共同運行している福岡～熊本間高速バスは、通勤・通学での
利用も多いことから、両社の高速バスを利用できる高速バス定期券を販売した。
定期券料金は、62.5％の割引率であり、両社どちらでも乗車できるため利用者に
とっては非常に利便性が高い。

バスカードによる乗継割引
（南海バス㈱・南海ウィングバス金岡・南部
㈱）

H14.10.1

バス路線再編等によりバス乗継機会が拡大していたことから、乗継割引に対する
ニーズが高まっていた。平成11年から一般路線バス車両にカードシステムを搭載
したことを契機に、割引制度を検討し、バスカードによる乗継割引システムを構
築、平成14年より運用を開始した。

バス・バス乗継割引
（大阪市交通局）

H14.1.27

一般バスあるいはコミュニティバスへの乗り継ぎに際して、指定停留所で90分以内
に乗り継ぎ降車する場合に限り、大人200円（小児100円）のみで乗り継ぎもでき
る。なおバスと地下鉄の乗り継ぎにおいても同じような乗り継ぎ割引が適用でき
る。

ＣＡＭＰＡＳＳ
（宮崎交通㈱）

H9.4～試行
H11.4～本格
実施

宮崎県内の大学・短大生が通学するために必要な路線定期を、１年間の通年定
期券として８～９割引の格安で提供している。加えて土日・祝日については、定期
区間外路線の1000円を超過した乗車を1000円引きで利用可能とした（環境定期券
としてのサービス）。

平成８年の月平均42名の定期利用者が、同定期券導
入後は993名に増加。収入も平成８年の668万円が、
平成11年には4,295万円に増加し、収入減少の歯止め
に貢献している。

効果

高速バス定期券の発売枚数は順調に伸び、同年11月
の発売枚数は136枚となっている。これらによる販売
額が同路線収入に占める割合は、開始当初の１％台
から、３％後半にまで伸びている。

１日当たり1,200件を超える乗り継ぎ利用は当初の予
想以上であり、導入前と比較して収入減少に歯止め
がかかった状況から、乗継割引による減収以上に利
用促進策として効果があったと考えられる。

乗車人員の減少に歯止めをかけ、バスのネットワーク
が十分に活用されるよう、新たにバス・バス乗継割引
制度を導入したが、現在状況静観中である。
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（３）その他（続き）

事業名（事業者名） 設定時期 事業内容

環境定期券制度
（大阪市交通局）

H14.1.27
休日の買い物や行楽等のマイカー利用をバス利用に誘導し、自動車のCO２排出
量を抑制するために、土曜日・休日において、バス通勤定期券利用者に同伴する
家族の乗車運賃を大人100円、子ども50円とした。

ユースホリデーパス
（宮崎交通㈱）

H13.7.20
平日／休日の利用者の極端な人員差を埋めるために、従来から利用が少なかっ
た小学生・中学生の需要を見込み、同社全路線で１日フリー乗降可能な小学生
450円、中学生900円のパスを発売した。

学生１ヶ月特別割引定期
（○○自動車㈱）

H13.9～試行
H14.3～本格
実施

鉄道駅から遠隔にある集落に居住する学生の多くが、家族等の送迎にたよってい
たことから、バス利用への転換を図るために負担可能な定期代額となるような料
金設定（70～80％割引）による１ヶ月定期券を発売した。半年間の試行的な販売
の後、平成14年３月より通年販売とした。

「お買い物バス券」
（○○交通㈱、Ｎ市商店街連合会）

H７.12～試行
H8.3～本格
実施

バスに乗車し、備えてある引換券を利用して加盟店で2,000円以上の買い物をする
と140円のバス券がもらえるシステム。導入後平成10年度加盟店のうちの大型店
のリニューアルによって発売枚数が急増したが、平成12年度に同店が撤退、さら
に増客効果が薄いとの判断で加盟店が相次いで脱会したために発行枚数も激減
し、制度廃止を含め見直しを検討中である。

効果

実施後の調査によれば、土日平均１日約200人前後
の利用となっていることから、利用促進という点では概
ね効果があったと考えられる。

平成13年期間中発売数（5,811人）
平成14年期間中発売数（13,705人）
通常運賃と比較すると１人当たり収入は減少となる
が、利用人員が増加しており、収入への貢献は高いと

平成8年度は４万枚の発行枚数に止まっていたが、平
成10年度15万枚、11年度には21万枚に達した。しかし
平成12年度大型店の撤退により１万枚程度に激減、
平成14年度は800枚となった。また、同制度の導入に
よる買い物券発行はバス事業者の運送収入には影響
を与えるものとならなかった。

同定期券販売前と比較すると約１割購入者の増加と
なっているが、割引率を大幅に引き上げたため、収入
は減少となった。なお、対象学生の内約７割が同定期
券を購入している。


