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地域公共交通の代表であるバスを対象として，バスが利用者に提供するサービスの全体像を①リンク

（路線･系統），②ノード・ハブ（バス停，ターミナル・駅），③ダイヤ（頻度・パターン・所要時間），

④運賃，⑤車両．⑥情報提供，の 6 つであることを確認し，これらのサービスの向上に取り組むことが利
用促進につながることを提示する．この視点から，京都市交通局が 2014 年 3 月に実施したサービス向上
策である「新運転計画」の概要を紹介するととも，これによる利用者数の増加について報告をするもので

ある． 
 

   Key Words:Public transportation policy, Increased plan of passengers, Essence of bus service 
 
 

１．はじめに 
 
人口減少社会において人々の外出を支え，人々の交流

を促進し，まちの賑わい形成に寄与する交通システムと

して地域公共交通（鉄道・バス・それに近年発展が著し

い様々なシェアリングや地域自主運行型のものなどを含

む）に期待される役割はこれまで以上に重要なものとな

ると考えられる． 
ただ，一部の都市機能など集積が著しい地域を除く地

域公共交通の現状は，利用者数が低迷していることなど

を背景として基本的に現状のサービスを維持することが

主眼で，積極的にサービス改善に投資を行い利用者の増

加を意図する取組は多くない状況である．その理由とし

て，地域公共交通事業者においては不採算路線等の増加

による経営状況の圧迫感や，行政の政策投入についても

「赤字路線」の維持や公共交通空白地域の解消などを目

指すものが多く，積極的な投資＝サービスの向上にまで

なかなか意識が向かわないことがある． 
しかし，2017 年 2 月に公表された内閣府の「公共交
通に関する世論調査」の結果によると「鉄道やバスがも

っと利用しやすければ，出かける回数が今より増える」

と回答した人の割合が 39.4％であった１）．これより，地
域公共交通を「もっと利用しやすく」する＝サービスの

向上を行うことで潜在化している地域公共交通の利用者

たちを顕在化することが期待できるものと考えられる． 
そこで，本論では地域公共交通のサービスの全体像を

あらためて確認し，これを 2章で示す 6つのサービスと
して提示する．そしてこれらのサービスの向上が実際の

バスの利用者増加に寄与したことを，京都市交通局のバ

スの大規模な運行改善の活動を通して報告するものであ

る． 
ここで紹介する地域公共交通の 6つサービスの個々の
ものについては，既に十分に承知されているものである

と考えられる．しかし，サービスの全体像を踏まえて 6
つのサービスに整理することはこれまで十分になされて

いない．そこで，事業者や行政においては地域公共交通

の運行における方針づくりや，現状評価におけるチェッ

ク項目として，これらを活用されることを意図したもの

である．また，市民の人たちに地域公共交通が提供する

サービスの全体像が理解されることで，地域公共交通に

関する政策推進の善き理解者となってもらうことも意図

している． 
 
２．地域公共交通のサービスに関する研究と図書	

 
地域公共交通のサービスについては，既に多くの研究

や論文や実務的なテキストや参考図書がある． 
例えば，バスについては樋口ら２）がコミュニティバ
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スの計画の際に留意するサービスとしてルート長，運行

間隔，始発終発時刻の 3 つを挙げている．また宮崎ら
３）は過疎地におけるバスのサービスを運賃，便数，運

行時間帯，ダイヤ，自宅バス停，行き先バス停，路線，

循環方式．役割度，総合評価に分けて分析し，バス停の

位置や，ダイヤ，路線が満足度に関係していることを把

握している． 
こうした研究論文では，サービスと利用者の意向や満

足度などから，どのようなサービスが期待されているの

かについての分析が主に蓄積されている． 
一方，実務的なテキストや参考図書も地域公共交通に

関して数多く出版されている． 
特に土木計画学研究員会発行の「バスサービスハンド

ブック」４）は全国各地の先進的な事例も数多く紹介さ

れいるものである．バスのサービスについては「4 章	
設計」において路線，運行計画，運賃設定，施設整備，

車両選定，「6 章	 利用促進」においてプロモーション，
案内情報提供などについて述べられており，サービスの

全体を網羅している．ただ，書籍全体のヴォリームが大

きくサービスの全体像がつかみにくいところがある． 
また，中部地域公共交通研究会の「成功するコミュニ

ティバス」５）ではルート（系統），ダイヤ，停留所，

車両の 4項目と運賃がサービスの基本要素として提示さ
れているが，情報提供についての紹介はこれらと別にさ

れている．全国バスマップサミット実行委員会の「バス

マップの底力」６）では，バスマップに掲載する情報と

して路線・系統，ダイヤ，運賃，乗換などの項目につい

ても紹介されている点でわかりやすいテキストとなって

いるが，各サービスの意味についてもう少し記載がある

とサービス内容についての理解が深まるものと考えられ

る． 
国土交通省においても，総合政策局作成の資料７）や

中部運輸局，近畿運輸局，九州運輸局，自動車局等から

地域公共交通に関する様々な資料が提供され，地域公共

交通のサービスについてもいくつかの説明などがなされ

ているがサービスの全体像についての紹介は十分なされ

てはいない． 
このように地域公共交通，特にバスのサービスについ

て，多くの研究や実務的な知見が既に蓄積されている．

本研究では，こうした先行研究や実務的な知見を踏まえ

た地域公共交通，特にバスのサービスの全体像を 6つに
分類して，これを確認するとともに，今後の実務におけ

るサービス項目の検討などを行う際に，全体像を理解し

抜け落ちなどを避けるための整理を行うものである． 
 
３．地域公共交通が提供するサービスとは	

	

(1)	 地域公共交通の利用者数の現状	

モータリゼーションの影響や人口減少・人口の高齢化など

を理由として地域公共交通の利用者数が減少傾向にあると

考えられてきた．例えば，国土交通省作成の図-１を見ても，

確かに乗合バスの廃止路線キロ数（左の表）は全国で毎年

1,000〜2,000km にのぼっている．しかし，輸送人員（右のグラ

フ）では 2011（平成 23）年を境に下げ止まり，むしろ増加傾向

となっている．路線バスの利用者が少なく廃線となる路線が

増えることで，利用者は更に減少することは容易に想像がで

きる．その減少を織り込んでも，更に近年の利用者数は増加

していることになる．この増加の背景には，1.鉄道のサービス

水準低下によるバスへの移転，2.インバウンドなどの海外を中

心とした観光需要の増加，これらに加えて，3.バスのサービス

向上への取組の結果としての利用者の増加，の 3 つの点が

あると考えられる．特に 3.のサービス水準の向上が利用者の

増加をもたらすことについては 4 章で京都市交通局の取組

について紹介をする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-１ 地域公共交通の現状（乗合バス）８） 

 

(2)	 バス（地域公共交通）が提供するサービスとは	

ここではバスを念頭において地域公共交通が利用者に

提供するサービスについての全体像を整理する． 
バスは人々を運ぶ訳であるから「安全」と「接遇」は

当然重視する必要がある．これを踏まえて，利用者の人

たちに提供する移動に関するサービスの全体像を示した

ものが図-2である．ここには 6つのサービスがあること
がわかる． 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-2 バス（地域公共交通）が提供するサービスの概念 
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①リンク（路線･系統）：利用者が行きたい所・施設

等にきちんと行くことができ，帰りのルートが保障

されていること．わかりやすく，使いやすい路線で

あることが基本となる．また．一方向の循環路線で

は復路が使えないことがある．隣町の駅に行きたい

が行政境界を越える路線がない場合や，ともかく路

線が欲しくてできる長大路線などは問題を抱える場

合が多い． 
②ノード・ハブ（バス停・ターミナル・駅）：コンビ

ニエンスストアなど商業施設や病院の待合室等人々

が集まる施設を活用してバスを待つことができる

「バスの駅」など待つ空間のデザインは快適な利用

に不可欠なものである．また，同じ場所で複数のバ

ス停が分散している場合の統合化や，他のバスや鉄

道との乗換動線の短縮化やわかりやすさは利用者に

とって極めて重要なサービスである． 
③ダイヤ（頻度・パターン・所要時間）：利用者にと

って記憶しやすいダイヤのパターン化は，例え便数

が少ない場合でも，ダイヤに合わせた行動を取るこ

とができるなど重要なサービスとなる．さらに，利

用者の利用実態に合わせた始発・終発時間の設定，

他のバスや鉄道との乗換時間の設定はバスが提供す

るサービスの中でも特に重要なものである． 
④運賃：運賃は地域の相場感を理解しておくことが重

要となる．また，高齢者に対する外出支援による割

引だけでなく，今後は若者や働き盛り世代の外出支

援も課題となる．さらに運賃は目的地まで行く際の

利用交通手段の合算となるので，移動に関するトー

タルコストについての工夫も重要となる． 
⑤車両：車両は動く広告塔であり，案内装置である．

わかりやすい案内表示を提示すること，利用者向け

にはバリアの少ない車両の導入が期待される．また

地域特性や需要などから適切な車両が使われること

が期待される．これからはポストバスや貨客混載や

多様な情報端末としても機能する車両の開発が進む

ことが考えられる．今後は燃料供給の方式や自動運

転など技術の進展により使い勝手が良く環境負荷の

少ない車両が生まれることが期待される． 
⑥情報提供：以上の 5 つのサービスの向上を図っても，
人々の心に届かないと利用者は増えない，①〜⑤ま

でのバスのサービスの充実と平行して，例えば十勝

バス 9）の「目的別時刻表-通院・買い物編」等のよう
に外出の目的に対応した系統やダイヤを戸別訪問で

紹介する取り組みが行われている．また，近年のス

マートフォンなど通信技術の進展は著しく，これま

で高額であったバスロケーション・システムへの応

用も進んでいる 10）．こうした個別の情報伝達から IT
技術を活用した情報提供まで様々なものが開発され

ている． 

 
 

図-3 バスの 6 つのサービスと利用促進 

 
これら 6 つバスのサービスの充実が，送迎による自動
車利用や自転車など他の交通手段からのバスへの転換や，

目的地をバスで行くことができる施設に変更することで，

バスの利用者増加（手段や目的地の転換）に貢献するこ

とが期待される．同時に，これまで外出することが無か

った人たちに対しても６つバスのサービスの充実により

新たに外出する人たち（創造）が増加することが期待で

きる（図-3）． 
ここではバスのサービスとして 6つを取り上げたが，
これは鉄道など路線やダイヤがある地域公共交通におい

ても基本的に援用できるものと考えられる． 
 
４．バスのサービス向上と利用促進の関係	

 
3章で述べたバスの 6つのサービスの向上と利用者増
加に対する効果について，京都市交通局が市バスに対し

て実施した施策と利用者に対する影響を報告する． 
 
(1)	 市バスの利用者の推移と転換点	

図-4は市バスの旅客数の推移を見たものである．市電
全廃の後，地下鉄開業前の 1980年度には約 60万人/日で
あった旅客数は，モータリゼーションの進行などによる 

 

図-4 京都市バスの旅客数の推移 

1981地下鉄烏丸線開業	

1997地下鉄東西線開業	

1989京阪鴨東線開業	
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減少傾向に加えて，1981年の地下鉄烏丸線開業，1989  
年の京阪鴨東線の開業，1997 年の地下鉄東西線開業な
どにより，バスから鉄道への利用転換が進行し，旅客数

は大きく減少してきた．そして 2005 年度の 308 千人/日
を下限に下げ止まり，近年は旅客数は回復（増加）傾向

となっている． 
2005 年度～2013 年度までは年間で多い時で 7 千人/日
の増加であったが，特に 2014年度は対前年 15千人/日の
増加，2015年度も対前年 12千人/日と増加数が顕著なも
のとなっている．地下鉄も旅客数は増加をしており，

2014年度（359千人/日），2015年度（372千人/日）で対
前年度では，それぞれ 11 千人/日，13 千人/日の増加と
なっている． 
この間，京都市交通局では人件費の抑制，バスの運行

を民間事業者に委託する「管理の受委託」などバスサー

ビスを維持しつつ支出を抑制する等の取組を進めてきた．

その結果，2003 年度からは収支について黒字転換を果
たしたが，過去の累積欠損金が多額であることから，

2008 年度の決算で財政健全化法に基づく「経営健全化
団体」に該当することになり，同年度に「京都市バス・

地下鉄事業健全化有識者会議」を立ち上げ，今後のバス

と地下鉄の事業のあり方について議論を行うことになっ

た．ここでの議論では緊縮財政を中心とする資本コスト

削減による財政健全化の取組だけでは不十分で，可能な

範囲で投資を伴うサービス改善による増収策にも着手す

ることの重要性について意見が出された 11）．ここで支

出の抑制だけでなく，投資を伴うサービス向上による利

用促進を実施することに方向が定まった．このような状

況のもと，交通局では更なる健全化を推し進め，一般会

計補助金から自立した経営を目指して 2009～2015 年度
を計画期間とする「経営健全化計画」を策定，経営改善

に全力をあげて取り組んだ結果，2012 年度決算におい
て計画よりも 3年前倒しで経営健全化団体から脱却する
こととなった．そして，近年の利用者の推移や収支状況

を踏まえながら，お客様の利便性向上に向けた取組をこ

れまで以上に積極的に展開していくため，事業規模を大

幅に拡大し，高いお客様目標を定め，新たなスタートを

切ることとなったのが，2014 年 3 月「市バス新運転計
画」である． 

 
(2)	 2014年「新運転計画」の策定と実施	

a)	 サービス改善に向けた分析	

市バスは 1928 年の開業以降，市電中心の時代，地下

鉄開業，モータリゼーションの進展など様々な歴史的な

経過を踏まえて 2012年度では 74の系統が運行されてい

る．この多くの系統を再編しサービスの向上を進め，一

層の利用促進を図るためには事前に周到な調査と分析が

必要となる．	

そこで，2011 年度から 2013 年度にかけて表-1 に示す

ような大規模な調査が実施された 12）．全系統の市バス

旅客交通調査は 2002年秋以来，実に 10年振りのもので

ある.	

	

表-1 サービス向上策検討のために実施した調査 

1.	 交通局保有の運行実績や乗客計数器データ，パー
ソントリップ調査データ等による定量的分析 

2.	 平日全便（土・休日は一部の便を抽出）の旅客流
動調査（OD調査）の実施 

3.	 主要バス停における利用者アンケート調査 

	

これらの調査結果から，例えば，乗換なしで目的地ま

で行くことができる現状の長大型路線か少系統多便型路

線への再編かについても議論が重ねられ，調査結果を踏

まえるとバスの利用者は「乗換を避けたい」という意向

が強いことがわかった．そこで過大な長大路線にならな

いように，しかも乗換無しで目的に行ける路線の検討が

行われることとなった． 
これらの分析と検討結果をもとに有識者ヒアリングな

どを経て，交通局では「市バス路線・ダイヤ編成の基本

的な考え方」の中で，バスサービスの充実に向けて次の

4つの方向性が定められた． 
１．市バスネットワークが持つ，「キメ細かい路線

網」「定時性」「鉄道との乗換利便性」など“優れ

た点”を活かす 
２．路線・ダイヤについては，現状をベースに「より

便利に」「よりわかりやすく」するために必要な取

組を”プラス”し，更なる利便性の向上を目指す 
３．情報提供の充実など「わかりやすさの向上」によ

り，観光客や普段バスを利用していない人たちへの

利便促進を図る 
４．利便性向上，利用促進を図ることを目指し”費用
対効果”を十分に検討したうえで事業規模を拡大する 

 
b)	 新運転計画の概要	

この 4つの基本方針に基づき，周到な準備を踏まえて，
2014年 3月 22日に「市バス新運転計画」と名付けられ
た大規模なサービス向上策が実施されることになった．

図-5はこの時に配布されたリーフレットの表紙である．
ここには「大快革」として次の 8つの施策が実施される
ことになった． 

1.次々にやってくる：主要 7 系統における増便やパタ
ーンダイヤ化の実施 

2.電車との乗継利便性向上：鉄道から市バスへの乗継
ダイヤの設定と駅経由ルートの実施 

3.夜間・深夜時間帯の運行充実：最終バスの時刻繰下
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げ，夜間時間帯の増便，深夜バスの運行 
4.直行・急行系統の新設：まちなかや集客エリアを結
ぶ急行系統の新設 

5.沿線地域にお住いの皆様と一体となった運行サービ
ス充実：路線新設や運行頻度の充実 

6.経路の延長・変更：都心アクセスの向上や経由ルー
トの延伸 

7.分かりやすさ向上：路線別「ラインカラー」の導入，
バス車両や停留所などの案内サインの一新 

8.区間制運賃の嵯峨・嵐山地域を均一運賃区間化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 2014 年 3 月，新運転計画のリーフレット 13） 
 
これら新運転計画で実施された「大快革」の 8 つ施策

群と３章で示したバス（地域公共交通）の6つのサービ

スとの関係をみたものが図-6である．	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-6 ６つのバスサービスと市バスの「大快革」の関係 

 

市バスの大快革というサービス向上策を実施するため

には，投資が当然必要となる．例えば「1.次々にやって
くる!」ということで増便やパターンダイヤが実施され
ているが，これを実現するためには増車が必要となる．

2014 年度末の「新運転計画」実施時には，市電廃止以
来となる 24 両の増車を行い，合計で保有車両数は 794
両となっている．その後も増車は続けられ 2016 年度末
には 808両となっている． 

 
(3)	 新運転計画実施による利用者の増加	

新運転計画が実施された際の旅客数の推移について，

京都市交通局が発行している各年度「京都市交通事業白

書」をもとに整理を行う． 
新運転計画より旅客数の増加の目標は 2013 年度（予
算ベース）の 32 万人/日から，5 年後の 2018 年度に 33
万人/日（+1 万人）を達成するとされていた．しかし，
図-7 に見るように近年の旅客数の増加は著しく，実施年
度である 2014年度には 341千人/日と早くも目標を 11千
人/日上回ることになった． 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-７ 新運転計画実施前後の旅客数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-8	 新運転計画実施前後の定期券旅客数の推移	
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この増加の背景には，インバウンドの人たちをはじめ

とする観光客の著しい増加があるものと想定できる．た

だ，観光客を中心に利用が多い一日乗車券（大人 500
円）や普通券の利用者は増加しているが，それだけでは

ない．地域の人たちが日常的に利用する場合に使われる

定期券の発行枚数も 2014 年度以降に急増している（図-
8）．これには京都市が推進する「歩くまち京都」のコ
ンセプトのもと，市内に立地する事業者への過度な自動

車利用から公共交通への転換など MM の取組や大学の

市内立地（例えば，2013 年 4 月の同志社大学の文系学
部今出川校地への統合）などの施策実施の影響もあるも

のと考えられるが，新運転計画も市民に支持されている

ことから，市民の旅客数も増加した結果であると考えら

れる． 
表-２は，各施策を実施した市バスの系統の旅客数の
推移を施策実施前の 2013年度，実施時の 2014年度，そ
して効果が浸透しつつある 2015 年度に関してみたもの
である． 

 
表-２	 新運転計画の大快革施策と旅客数の推移	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これより，実数の伸びは少ないものの「4.直行・急行
系統の新設」や「6.経路変更」の増加率が大きなことが
わかる．次いで「2.電車との乗継」「3.夜間・深夜時間

帯の運行充実」の増加率も大きい．「1.次々にやってく
る」は元々の旅客数が 71 千人/日と大きいが，この施策
実施により 2 年後には 8 千人/日を越える旅客数の増加
であり．これは 2013年度から 2015年度までの増加数 27
千人/日の約 3割に相当するものである． 
「7.分かりやすさ向上」施策は，全系統に関係するた
めに，個々の系統に対する旅客数の変化としてはカウン

トができず，明確な効果の把握は困難である．しかし，

例えば系統を束ねて方面別の行き先を明示する「ライン 
カラー」の設定などは，バス利用に際して通過地点がわ

かりにくいと言われること等に対する試みであると言う

ことができる． 
さらに「5.地域と一体でサービス充実」については地
域の自治会など取り組む MM の活動などがある．これ

については新運転計画以前であるが，2007 年度以降継
続的に取り組んでいる 70 号系統における右京区南太秦
学区の人たちによる粘り強い活動など顕著な実績を挙げ

ているものがある． 
また，こうした新運転計画とは別に，これまでから取

り組んで来たコンビニの店舗や地域住民と協働した「バ

スの駅」（2014 年度現在で計 12 箇所）や広告付き停留
所（同 150箇所）の設置などバス待ち環境の改善を進め
られている．更に，バス系統の担当営業所を見直し，車

両運用の効率化（回送距離の縮減）による燃料費等の抑

制による営業係数の改善を行うなどの取組も継続的に実

施している． 
こうして，京都市交通局では 2014年 3月の新運転計 
画の実施に留まることなく，旅客数の実績やサービス内

容に関する分析を続け，毎年ダイヤの改正をはじめとす

る新たなサービスの向上に努めている．	

	

５．まとめと今後の課題	

 
本稿では，バスを中心に地域公共交通が提供するサー

ビスの全体像を安全と接遇は当然として，交通を行う際

に必要となる，①リンク（路線・系統），②ノード・ハ

ブ（バス停・ターミナル・駅），③ダイヤ（頻度・パタ

ーン・所要時間），④運賃，⑤車両．⑥情報提供の６つ

に整理できることを提示した．ここで提示した個々のサ

ービスについては既に実務的に多くの方々がご承知の内

容であるが，全体像をみることでバス等の地域公共交通

の利用促進策を推進する際のチェックリストなどに活用

できるものと考えられる． 
また，これまでバス等の地域公共交通では，「赤字」

の経営をベースに現状の路線維持という発想が強く，思

い切った投資をすることでサービス水準の改善を行い，

利用促進を行うという考え方が十分ではなかった． 
しかし，2014 年 3 月に京都市交通局の市バスで実施
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された積極的なサービス向上策である新運転計画では，

しっかりとした現状分析を行い，利用促進のために適切

なサービスを向上を図ることで，旅客数が 1年目で 5％，
2 年目になると 8％の増加と確実に利用者の増加を行う
ことができた．これには定期券利用者の増加も寄与して

いることもわかった．京都市交通局では，こうした成功

体験を踏まえてサービスの更なる改善に取り組んでいる． 
冒頭で紹介したように内閣府の世論調査でも，バス・

鉄道がもっと利用しやすければ外出が増加するという人

たち＝潜在需要がまだまだ多く存在すると考えられる．

従って，現状から一層のサービスの向上を図ることで，

需要の顕在化を推進することが期待される．外出行動が

顕在化することで，より健康で実りある生活をおくる人

たちが増えることを支援することになる． 
ただ，投資を行いサービスを改善することで利用者の

増加を図ることと，経営的に黒字化することとは別の問

題である．地域の人々の生活をバス等の地域公共交通が

支えることで，医療や教育，福祉など行政の予算が軽減

されるという社会的な効果（クロスセクター効果）14）

が期待できる．こうした効果を運賃収入だけでは賄うこ

とは容易ではなく，補助金などの支援は地域を支える投

資として位置づけることも重要となる． 
バス等地域公共交通のサービスの全体像を理解し，こ

れを向上することで人々が自由に外出できる社会の構築

を推進することが期待されている． 
なお，本稿から今後の課題として考えられるものとし

て，1つは京都市交通局の取り組みは，2014年 3月の大
快革以降も継続しており，サービスの向上と利用者数の

関係について把握することで，今後のバスサービス向上

策についての知見を増やすことが考えられる． 
2 点目は，バスのサービス向上により利用者増加を確
認することができたが，これを更に発展させて，どのよ

うな人たちがバス利用に転換したのか，また新たな外出

機会が増えたのかなど交通行動の変化とサービス向上の

関係についての分析や，交通行動の変化と移動目的との

対応，あるいは個人属性との関係などを把握することで，

バスのサービス向上に取り組むことの意義を可視化して

いくことで，こうした政策を推進するための知見を得る

ことが重要となる． 
さらに 3点目として，サービス水準の向上のためには，
既存のサービスの再編に関する知見や技術の充実と，さ

らに必要となる投資がある場合に，一体誰がその費用を

負担することが地域にとって適切であるのかについての

判断や財源確保について方策についても議論を重ねてい

くことが必要となる． 
これらの知見を踏まえてバスをはじめとする地域公共

交通の利用促進に関する「勝利の方程式」を構築するこ

とが期待される． 
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