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1．はじめに

2012年10月12日，井笠鉄道（本社：岡山県笠岡市）が破産を申し立てるとの報道がなされた。

同社は，1911年に設立され，岡山県西部と広島県福山市に乗合バス路線（71系統）を運行してい

たが，結局，同月末をもって事業を廃止するに至った。

現在のところ，行政などが個別事業者の経営状態にまで立ち入って把握することは難しい。今

回のケースでは，事業廃止が明るみになった段階以降，代替交通の確保の対応は自治体が行った。

沿線の自治体などで「井笠鉄道バス路線廃止対策会議」（会長：三島紀元・笠岡市長）が結成され，

翌11月から，両備グループの中国バス（本社：福山市）が暫定運行を引き受けることとなったが，

本格運行に向けて自治体が利用実態の把握のための乗降調査や運行経路（系統）・便数の調整・設

定などを担った 1。

乗合バス事業者（備北交通）の本社がある広島県庄原市も，同様の構図・状況を有していると

いえる 2。

庄原市は，1市6町の対等合併により2005年3月31日に発足した。

人口が40,244人（2010年国勢調査，世帯数は15,269世帯），高齢化率が37.7％の地方都市で，中

山間地域に該当する。面積は1,246.6 で，近畿以西では最も大きい。

本稿は，1つの自治体（市町村）がどのような地域公共交通を有し，それをどのようにマネジメ

ントしているのかの制度分析を行ったもので，今後の分析・考察のための鳥瞰図を提示したいと

考えるものである。

Journal of the Faculty of Management and Information Systems,
Prefectural University of Hiroshima
2014 No.6 pp.125－137

広域合併後の地域公共交通体系と自治体主導による見直し
― 庄原市を事例として ―

加　藤　博　和 ・ 野　原　建　一

The Regional Public Transportation System of Post-Municipal Merger and Its

Improvement by Local Government : The Case Study of Shobara City

Hirokazu KATO and Ken
,
ichi NOHARA

1 井笠鉄道が運行していた71系統のうち，2013年10月からの本格運行分を合わせて46系統が本格運行されることと
なった。同会議は，「井笠・福山圏域バス路線連携協議会」に改称された。同社の経営破綻に係る一連の経過に対
する考察は，他日を期したい。

2 中国地方5県の最近の乗合バスの輸送人員は，2006年度の1億9,002万人から2010年度は1億7,429万人へと約8.3％
減少している。1㎞当たりの収入も224.3円から201.7円に減少している（中国運輸局ホームページ（2013年11月4
日閲覧））。
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2．庄原市の地域公共交通の現状

2．1 種別

地域公共交通には，主に通勤，通学，通院，買い物のための外出など日常生活で住民が利用す

る路線バスなどがあるが，庄原市においてどのような種別の地域公共交通が運行されているかを

列挙したものが，表1である。庄原市は上述のように，7市町が広域合併して発足しており，旧市

町別に，運行されている種別に○印を付け，括弧内に運行事業者名を付記した。
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表1 地域別・地域公共交通の運行種別

注：『平成25年度版庄原市生活交通ネットワーク再編計画実施計画（案）』（2013年6月17日交通会議資料）
に基づき作成。
同実施計画案には，2012年度の現況が示されており，同年度内に廃止された（2013年度からの廃止が予

定される）系統も含まれている。
表内に，高速バス（備北交通：東城・庄原／高野～広島線）は含まれていないが，地域公共交通として

の機能も有している。
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市運行路線（市運行生活交通路線）は，路線バスが運行されていない地域や地区において，生

活交通の拡充を図るため，市がその運営に関わり，乗合バス事業者に運行を依頼，または直接運

行するバスやタクシーのことを総称している。

地域生活バスは，旧庄原市で，患者輸送車を廃止し，有償で誰でも利用できる交通機関として

新設されたものである。

旧市町で運行されていた地域公共交通が新市に当面引き継がれているものもある。このうち，

2006年10月から，口和地域で地域生活バス・患者輸送車が乗合タクシーへ移行，比和地域で市営

バスの一部路線が乗合タクシーへ移行，高野・総領各地域で福祉バスが市営バスへ移行されてい

る。

2．2 運行事業者

路線バス（乗合バス；道路運送法第4条）は，備北交通が，34系統中32系統と大部分の路線を

運行している。同社は，広島県北部の事業者を統合して1946年に設立され，本社は庄原市に置か

れている。庄原バスセンターを中心に旧市町間，及び旧庄原市内に放射状に路線網を有している。

廃止代替等バス，市街地循環バス，地域生活バスも運行しており，表1の合計154系統のうち同社

が59系統（38.3％）を占めている。

2．3 市民タクシー，過疎地有償運送の導入

表1に掲げた地域公共交通の種別の他に，市民タクシー，過疎地有償運送が新たに導入されてい

る。旧市町別では現在，市民タクシーは庄原，西城，東城の3地域で，過疎地有償運送は総領地域

でそれぞれ運行されている（表2）。

2．3．1 市民タクシー運行事業3

2009年7月から導入に向けた実証運行が行われ，2010年1月から制度化された。

制度導入に際して，中国運輸局広島運輸支局から，タクシーを貸し切って行うのは良いが，対

価の集金方法によっては乗合タクシーになり，その場合は乗合事業の許可が必要であること，ま

   

   

   

表2 市民タクシー，過疎地有償運送の導入地域

3 三次市民タクシーなど先行する事例を参考にされている。三次市で運行実績が縮小しているのに対して，庄原市で
は導入地区が増加している。この辺りの要因を探る必要がある。他方，三次市内では青河地区で自治振興区独自の
取り組みが開始されている。
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た旅行業にも抵触する可能性があることなどの見解が示されていた（2009年6月の交通会議）。

その後，市で調整を図り，2009年12月の交通会議で市民タクシー運行事業が承認された。同事

業は，自治振興区とタクシー事業者等 4で，運行委託契約等（運行方法，運行内容，運行利用料，

支払方法などを明記）を締結し，自治振興区の運行依頼によりタクシー事業者等が運行業務を行

うというもので，事業主体である自治振興区に対して市から補助金が支払われる形態を採ってい

る。

市からの補助金は，①タクシー事業者等に支払う運行経費の3/5以内の金額の他，②事業計画の

策定に掛かる費用として2万円/年，③運行に係る費用として1回の運行につき500円，④運行準備

費として1万円（事業実施初年度のみ）である。

2012年度末までに22地区（7自治振興区）で導入されている。

2012年度は，延べ3,008人が利用し，市の補助金312万3,200円が支出されている。1人当たりの

市の補助金額は1,038.3円となる。

他方，利用実績がない地区が2地区あった。

市では，2011年5月に17地区（6自治振興区）の利用登録者147人にアンケートを採り（回答者

105人），回答者の 70％が女性，88％が 70歳以上の方で，全体的な満足度は 83％の方が「普通」

以上という結果であった（2011年6月の交通会議）。

市では，2015年度末までに，地域生活バスなどから切り替えて，50地区（20自治振興区）での

導入を目指している。

市民タクシーは，市内のタクシー事業者の事業機会を増やそうという市の狙いもある。備北交

通からは路線バス等への影響が生じないかという懸念も示されている。

市民タクシーが（事務費補助も含めて）地域にどのように波及効果をもたらしているかの検証

も必要であろう。

2．3．2 過疎地有償運送5

2012年 4月から総領地域で導入された。事業は，庄原市社会福祉協議会（総領地域センター）

が担っている。

利用するためには会員登録の上，電話予約が必要である。登録できるのは，①総領町で生活し

ている（一時帰省を含む），②最寄りのバス停までの移動が困難，③親族等の送迎対応が困難，④

その他事業実施者が特に必要と認める人とされている。

料金は，1乗車1人当たり500円 6（10分以内の寄り道はこの範囲内）で，平日の8時30分から17

時30分の間で利用できる。利用目的，回数は特に制限されていないが，総領町内の利用に限られ

ている。

2012年度は延べ473人が利用し，その利用の内訳は図1のようになっている。

町外への利用が制度上できないこともあり，町内完結が88％であるが，乗り継ぎも12％見られ

る。町境にタクシーを呼んでそれに乗り継ぐ利用形態が見られると伺う。通院が57％と多いが，

行事参加，散髪など社会参画にも役立っている。

4 タクシー事業者は各自治振興区で選定する。
5 総領地域での導入に当たって，島根県雲南市の吉田地域での導入事例が参考にされている。また，近隣の三次市で
は作木地域でNPO法人が主体になって導入した事例，他方，安芸高田市で市町村運営有償運送の事例（川根，智
教寺）がある。これらの比較は，本稿の今後の課題である。

6 利用料金は，金融機関の口座からの引き落としとなる。
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総領地域で，事実上のタクシー機能を果たしている。

社協で「おでかけ応援隊」（外出支援事業）7を行っていて，そのドライバーが兼務可能であっ

た。

利用料金の他，自治振興区から3万円，日赤出資配分金4万5,000円を雑収入として計上するな

どし，市の補助金は14万5,000円に止まり，地域が財政面でもバックアップしている。

3．地域公共交通会議の設置と旧町別研究会方式による再編

3．1 地域公共交通会議の設置

市は，2007年5月に「庄原市地域公共交通会議設置要綱」を定め，同年7月に庄原市地域公共交

通会議を発足させた。

交通会議は，道路運送法に基づくもので，庄原市の設置要綱上，協議事項は，地域の実情に応

じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃料金等に関すること，市運営有償運送の必要性及び旅客

から収受する対価に関することなどとなっている。

委員は，21名以内とされ，一般旅客自動車運送事業者の代表者，住民・利用者，広島運輸支局

長またはその指名する者，一般旅客自動車運送事業者の運転者が加入する団体の代表者，学識経

験者，広島県，庄原市の各職員などから市長が委嘱（任命）する。

庄原市における開催状況を表3にまとめた。

庄原市では，地域公共交通の担当は市民生活課に置かれている。また各支所では，市民生活室

が所掌している。市の内部組織として，庄原市生活交通対策委員会が設置され，庁内関係課が情

報共有を図っている。

図1 「こまわりくん」の利用状況（2012年度）

注：庄原市地域公共交通会議（平成25年度第1回）資料に基づき作成。

7 歩くことが困難で，公共交通機関や一般車両では通院等ができない方を，車いす専用車両で送迎するもの。運転は
地域のボランティアで，利用者はガソリン代として実乗車1㎞×20円を支払う（庄原市社会福祉協議会ホームペー
ジ（2013年11月5日閲覧））。

N＝473 N＝473
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広域合併から2年4か月後に，地域公共交通の協議機関が設置された。前述の新たな施策は，交

通会議での承認を経て導入されることになる。また，次節以降で触れる，合併後の財政負担削減

に向けた再編協議の必要性もあった。

3．2 財政負担の状況

地域公共交通に対する庄原市の財政負担額を2007年度から12年度まで，表4に掲出した。

この他，生活交通確保に係る補助金・委託料として，その他の移送サービス（福祉輸送・医療

輸送，通園バス運行費/通園費補助，スクールバス運行費/通学費補助）への財政支出がある。

2005/3/31

2007/7/30
H19 1

2008/7/2 H20 1

2008/10/2 H20 2

2008/10/

2009/6/2 H21 1

2009/7/1

2009/9/25 H21 2

2009/12/17 H21 3

2010/6/30 H22 1

2010/9/22 H22 2

2011/2/7 H22 3

2011/5/23

2011/6/24 H23 1

2011/9/16

2011/9/26 H23 2

2011/10/7

2011/12/1

2012/1/20 H23 3

2012/1/20
H23 1

2012/4/2

2012/7/4
H24 1

2012/9/27 H24 2

2012/10/12 

2013/2/1 H24 3

2013/6/17 H25 1

表3 庄原市地域公共交通会議等の開催状況
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合計額は，2億円台に上り，2007年度分から11年度分まで23.8％増加している。類似団体と比

べて，高額である。

内訳を見ると，路線バスと廃止代替等バスに対する補助金額の割合が大きい。

例えば，合併後，市の本庁舎がある旧庄原市と各旧町とを結ぶバス路線の必要性が市議会から

出され，庄原～東城間の一般道路を運行する系統が新設（復活）された。庄原～東城間には並行

して高速バスが発達し，（クローズドドア制ではないので）東城地域からの生活交通としての利用

者も定着している。合併に伴う要因で路線が拡大されたわけである。同系統は利用者がほとんど

なく，2013年3月末で廃止された。

上記は政治的な要因であるが，路線バス等に対する補助金額の増加要因として，利用者数の減

少による運賃の減収，広域のため旧庄原市と旧町間の路線の走行キロ数が多くなることなどが挙

げられる。

3．3 再編計画の策定

市は，2008年10月に『庄原市生活交通ネットワーク再編計画』を策定した。同計画は，交通会

議で協議・承認されたものである 8。

計画期間を2008～15年度の8年間とし，生活交通の現状，生活交通に対する市民の意識，生活

交通の課題，基本目標と基本方針，生活交通確保と再編の考え方，目標値の設定，今後の取り組

みで構成されている。

基本目標として「誰もが安心して暮らすことのできる持続可能な生活交通ネットワークの構築」

が掲げられているが，再編の方向性としては，財政負担の削減と地域主体の取り組みが目指され

ている。

財政負担の削減に関しては，見直しのルール（表5）が示された。広島県の生活交通路線への補

助要綱も参考にして作成されたものである。

交通会議の委員である備北交通の社長から，見直し基準の一律な適用に対して疑問も呈された

が，原案のまま承認された。

系統毎に見直し基準に該当するかどうかで対応し，目標値として，計画期間中に，見直し基準

2007 66,923 57,014 16,713 23,956 29,006 15,139 208,751 

2008 84,057 54,399 17,713 23,556 30,281 15,120 225,126 

2009 83,470 62,839 16,418 24,100 615 28,811 14,300 230,553 

2010 91,753 72,502 17,219 24,125 2,073 28,892 15,489 252,053 

2011 101,918 74,953 18,454 20,825 2,470 24,051 15,792 258,463 

2012 92,038 76,839 17,447 22,155 3,123 145 31,367 14,788 257,902 

表4 地域公共交通に対する庄原市の財政負担額の推移（単位：千円）

注：庄原市地域公共交通会議（平成25年度第1回）資料に基づき作成。

8 パブリックコメントの募集も行われた。
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を下回る系統数（通学用ダイヤがないもの）を全系統数の30％以下にすることが掲げられている 9。

また，目標値として，2007年11月実施の市民対象のアンケート調査で，「交通手段がないため

外出できなかったことがよくある」と回答した人が3.9％あり，計画期間中に，この状態を解消す

ることも掲げられている。

3．4 旧町別生活交通研究会の立ち上げ

3．4．1 「総領地域生活交通研究会」

総領地域で旧町を単位とした「生活交通研究会」10が2011年5月に設立された。総領自治振興区

長が会長を務め，事務局は，同自治振興区 11と庄原市社会福祉協議会総領地域センター，市総領支

所市民生活室が共同で運営するもので，自治振興区，民生委員児童委員協議会からの各委員と，

タクシー事業者や学識経験者をオブザーバー委員として構成された。

研究会設立の背景には，総領地域特有の課題があった。

2010年度の市政懇談会の中で，総領自治振興区側から出された要望に「交通弱者の交通手段確

保対策」があった。市民タクシー運行事業（前記2. 3. 1）が設けられているが，総領地域にはタク

シー事業者がいないので，同事業が利用できないというものであった。

これを受けて市側は，市内のタクシー事業者に総領地域への常駐を要請する交渉を持ったが，

結局，事業者側が常駐しないとの判断となり，市・自治振興区とも断念して，自前の交通システ

ムの整備を模索する方向に転じた。

総領地域限定の小型乗合タクシーを社協が事業主体となって運行する（過疎地有償運送）案が

まとめられた（2012年4月から運行開始）。

他方で，総領地域には，中国バスの廃止代替等バスが府中市と庄原市（備後庄原駅）を結んで1

日5往復運行され，その路線の中間に総領地域が位置している。そのため，総領地域にとっては利

用ニーズが反映されていない面があった。そこで，総領地域の利用ニーズに基づく路線への再編

が打ち出されることとなった。

( )

2 30%  2.0  30
/ 47

20%  2.0  103
/ 126

表5 見直しのルール

注：2006年10月～07年9月の実績による。

9 再編計画策定時は，通学用ダイヤがない系統で見直し基準を下回っているものが92系統あり（見直し基準を下回
っているものは 133系統であるが，通学用ダイヤがあるものが 41系統あるため），全 173系統に占める割合は
53.2％となっている。

10 旧庄原市と備北交通，市民団体，広島県立大学が「広島県立大学生活交通研究会」を2001年5月から開催してい
る。

11 合併後，庄原市は88の自治振興区を設定し，それぞれの活動を奨励した。その後，自治振興区の中には，単独で
は活動の継続がし難いところなどが統合の方向となり再編が進んだ。総領地域は1つの自治振興区となった。
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事務局で，現行の中国バスの路線の乗降調査（公用車でバスを追走し，乗降者数をカウントす

る方法）が2011年6月の1週間行われた。その結果などを勘案し，府中～庄原間の現行路線を総領

発着の路線（市町村運営有償運送）に再編する案が立てられた（2012年10月から運行開始）。

その運行事業者も，中国バスから，市営バスとして総領地域内（「ほっとふれ愛バス」）を運行

している里山総領に変更することを研究会として決定した。

併せて，「ほっとふれ愛バス」の乗車率の低い曜日の調整も行うこととした（2012年8月から実

施）。先の再編計画の見直し基準は2.0人未満であるが，総領地域では実態も踏まえて1.5人未満と

独自に設定された。

『総領地域生活交通改善計画』として2011年11月の研究会（第8回）で取りまとめられた成果

は，その実現に向けて，交通会議での協議に付された。

交通会議では，オブザーバー出席した中国バスは運行を継続したい意向であったが（廃止する

意向は持っていなかった），地元の決定を尊重することとし，交通会議で総領地域の上記計画案が

承認されたため，中国バスは2012年9月末で同路線を廃止した。

備北交通は，同路線と途中から競合する路線を有している。市営バスの運賃は，路線バスの運

賃に比べて安価に設定されているため，本ケースでは運賃体系に不均衡・不公平を生じ，ひいて

は路線バスの利用者減少に繋がるという意見が表明された。今後，庄原市で，同様のケースは想

定され得るため，議論すべき課題であるが，市側が競合区間は乗降停留所を設けていない（クロ

ーズドドア制にしている）ということで了承を得た恰好となった。

3．4．2 「口和地域生活交通研究会」

総領地域での生活交通研究会の状況を見て，市では，口和・高野両地域で，同様に研究会を設

立することとした。

再編計画の見直し基準に該当する路線バスなどの系統を有し，市民タクシー運行事業の導入も

進んでいないなど，生活交通の課題を抱えていること，他方で，中国横断自動車道（尾道松江線）

の開通を控え，両地域内にそれぞれインターチェンジが設置されることもある。

口和地域では，2011年9月に第1回が開催され，同地域の生活交通の現状と課題，見直しの方向

性について検討が始められた。

総領地域で採られた手法で，路線バスの乗降調査が市（市民生活課）・口和支所・高野支所の

共同で10月に実施され，第2回（12月）で，その結果報告（分析）が行われた。

現行の予約乗合タクシーに関しては，担当の口和支所市民生活室の係長が，その実利用者約80

人の実態をほぼ把握されており，研究会での検討資料に供された。

この間に，口和自治振興区が実施された「バス利用に関する調査」結果の報告も行われた（第4

回：2012年3月）。

第7回（2012年11月）で，『口和地域生活交通再編計画』がコンクリートされた。

同計画では，路線バスは，下高野山線を1往復減便した上で，全便を松江道経由とし，口和地域

内で運行しなくなる区間には結節点（モーモー物産館）までの2往復を暫定運行すること，宮内線

で利用が少ない町内区間を廃止すること（運行回数は維持），口和線は復路1便を減便することと

された。

口和地域で既に運行されていた予約乗合タクシーは，定路線運行型（曜日により運行ルートが

異なる，1日2往復，100～500円）と戸口運行型（火・木曜日運行，1日1往復，500円）が併存し
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ていたが，区域運行に一本化して，出発地を北エリア（月・水・金曜日運行），南エリア（火・木

曜日運行）の2エリア，到着地を向泉エリア，大月エリア，永田エリアの3エリアとし，往路便は

8時，9時，10時，13時の4便，復路便は11：30，12：30，13：30，15：30の4便で，料金は1

乗車300円とされた。

また，永田地区～大月地区間を 1日 2往復する定時定路線の乗合タクシー（月～金曜日運行，

200円）が新設されることとなった。事業コストの試算では，予約乗合タクシーの区域運行への移

行で，委託料746万9,000円（2011年度）が377万4,000円に減少する見込みであるため，委託先の

地元タクシー事業者の収入が減り，事業継続が危ぶまれるという考慮もあって，この定時定路線

の運行（委託料300万2,000円）がセットになったという事情もある。

口和地域では，路線バスで小中学生のスクール移送が行われているため，上記路線バスの再編

に該当する路線では，スクールバスまたはスクールタクシーでの対応（市教育委員会の決定によ

る）がなされることとなった。

3．4．3 「高野地域生活交通研究会」

高野地域でも，口和地域と同様，2011年10月に第1回が開催され，高野地域の生活交通の現状

と課題，見直しの方向性について検討が始められた。

2013年3月末全通予定の松江道の高野 IC付近に「道の駅」が整備されるということで，生活交

通の検討に当たって，道の駅を結節点に位置付ける方向性が持たれていた。

前記のように，路線バス等の乗降調査が市・口和支所・高野支所の共同で10月に実施され，第

2回（12月）で，その結果が報告された。

また，現在の市営バスの利用者（85人），庄原市内・三次市内の高校へ通学する生徒の保護者

（20人），中学3年生の保護者（22人），町内各老人クラブ役員（12人）に対して，聴き取り調査が

2012年6～7月にかけて実施された。

市営バスの利用者に対する聴き取り調査では，既に研究会で，現行の定時定路線の市営バス

（一部で予約運行方式を導入していた）を，予約による区域運行に移行する案が検討されていたの

で，予約乗合区域運行を導入した場合に利用するかどうかについての設問も入っている。結果は，

「利用する」が69人（81.2％），「利用しない」が16人 12（18.8％）であった。

研究会では2012年7月に，総領地域の「こまわりくん」と府中市上下地域のデマンド型乗合タ

クシー「おたっしゃ号」を視察されている。

その後，道の駅に，松江～広島間，出雲～広島間をそれぞれ結ぶ高速バスが乗降停留所を設定

することが正式に決まり，既存の備北交通の高野～広島間と合わせて15往復の高速バスが停車す

る見通しであることが伝えられた。

道の駅，並びに口和 IC付近のモーモー物産館は，それぞれ結節点として位置付けられ，路線バ

ス等，市営バス，予約乗合タクシーを経由させるとともに，パーク&ライド用の駐車場が整備さ

れることとなった。

ただ，路線バスの方は，先の乗降調査の結果などを踏まえ，下高野山線で1往復を減便（全便松

江道経由とする），高野山線で往路1便を減便することとされた。島根県奥出雲町の奥出雲交通が

運行している廃止代替等バスは道の駅まで延伸し，維持されることとなった。

12 その内訳は，「難聴で電話できないから」が6人，「面倒だから」が10人である。
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上で触れたように，市営バスは廃止して，予約乗合方式による区域運行が導入されることとな

った。市営バスの4路線をベースに，奥門田・中門田・岡大内，高暮・上里原・下門田，上湯川・

下湯川・南，和南原・新市一部の4つのエリアを設定し，それぞれのエリアで曜日（月～土）によ

ってパターン1（往路8：05，9：20，復路11：30，14：25の4便）またはパターン2（往路10：

20，復路13：20）が利用できるというものである。料金は1乗車300円とされた。

2013年9月から運行が開始されているが，予約がないと運行されないため，実車走行距離が短

くなった。運行する地元タクシー事業者はその距離に応じて委託料を受け取るため，その収入が

減少し，経営面で苦しくなっていると伺う。

4．利用促進の取り組み

4．1 商業者との連携

4．1．1 「おでかけカード」

市（東城支所市民生活室）とバス事業者（備北交通，中国バス），東城町商工会が連携し，バス

利用者に対してポイントカード（「おでかけカード」）による特典を付与し，バスの利用促進と商

業の活性化を図る取り組みが2011年12月から社会実験という形で実施された。特典は，賛同のあ

った加盟店で，割引対象商品金額の3％の割引が受けられるというものである。

2012年12月末までで，「おでかけカード」の配布数は1,445枚，そのうち特典実施済みで回収さ

れたものが456枚であった。特典実施店は当初の2店から，8店まで拡大したが，割引対象購入金

額128万4,204円（その3％が利用者に還元された）のうち，食料品スーパー1店が大半を占めると

いう。

市のまとめによれば，東城地域の市街地循環バス，地域生活バスで利用者数が増加し，「おでか

けカード」の効果が現れていると考えられ，また，バス事業者，東城町商工会とも一定の成果が

あると判断し，2013年2月から期限を定めず継続実施されることとなった。

4．2 「三次・庄原公共交通利用促進研究会」

庄原市における，既述の旧町単位の生活交通研究会とは異なって，隣接する三次市と一緒にな

った標題の研究会が2012年10月から発足した。研究会の会員としては，備北交通，庄原・三次両

市の担当係，広島県の担当課（地域政策局地域政策総務課交通対策グループ），学識経験者で構成

され，事務局は庄原市で担当されている。

当面，両市に跨る路線バス7系統（三城線（3系統），下高野山線，三良坂線，宮内線，湯木線）

の利用促進策を検討することとしているが，庄原市から三次市に越境している路線バスに対する

補助金額が増加しており，利用促進策の実施や系統の再編に向けた協議を三次市と持つ必要性が

あることも研究会設立呼び掛けの背景にある。

県北最大の乗合バス事業者である備北交通側も，利用促進への取り組みに協力的である。

様々なアイデアが議論されている段階であるが，三城線沿線の山内自治振興区へ庄原市からア

プローチし，2013年 11月に同自治振興区の住民を対象とした「バスの乗り方教室」が開催され

た。
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5．含意と課題

本稿では，2005年 3月に広域合併した庄原市に焦点を当てて，同市の地域公共交通の現状と，

そのネットワークの再編計画の策定，及び具体的な検討プロセスなどを考察した。

まず，庄原市では，路線バスのみならず多様な公共交通機関と制度の組み合わせにより，地域

公共交通のネットワークが構築されていることが分かる。

「地域内生活路線→市内広域路線→ JR・高速バス・広域路線」というシステム的な考え方が採

られているが，例えば庄原，東城の各市街地循環バス新設後，市内広域路線のバッティングして

いる区間について，整理などは行われていない。利用者にとっては，目的地まで乗り換えなしで

の直通運行の方が利便性は高い。乗り継ぎの結節点の整備も必要となる。

JR13，高速バス 14，タクシー 15などを含めた検討も必要である。

次に，乗合バス事業者の本社があるということもあり，路線バスをはじめ同社が運行する定時

定路線の公共交通機関への補助金支出額が，乗合タクシーなどに比べて大きい。

この財政負担の合計額が逐年増加する中で，2012年度は0.2％の減少に転じた。その要因として

は，路線バス等の見直しが行われ，系統の廃止や運行回数の削減などによる効果と言える。

その路線バス等の見直しに際しては，支所単位で設立した生活交通研究会が機能した。全体の

交通会議では，地域毎の踏み込んだ検討は難しい面がある。行政の仕組みとして，庄原市の場合，

各支所が機動力を発揮するとともに，本庁（市民生活課）の俯瞰的なマネジメントが利いている

といえる。現在の担当者が同課での経験年数が長く，ルーティン業務をこなしつつ，新たな取り

組みを含む再編にも注力できているものと推察する。

総領地域で社協が事業主体となって過疎地有償運送が導入され，続いて口和地域の定路線の予

約乗合タクシーと，高野地域の定路線の市営バスが，いずれも区域運行に移行し，サービスが拡

大され，事実上，交通空白地域がなくなった。研究会は，庄原，西城，東城，比和の各地域では

開催されていない。

全種別の系統数も2009年度の177系統から2013年度は154系統に23系統減少しているが，その

うち2008年度に策定された再編計画における見直し基準に該当する系統は2009年度の141系統が

2013年度は127系統となり，路線バスの減少数が最も寄与している 16。

このように市主導で一定程度再編が進んでいるが，見直し基準に該当する系統数（通学用ダイ

ヤがないもの）は全系統数の55.8％で，目標値の30％以下にはまだ届いていない。

市では，計画最終年度の2015年度に2012年度執行額の2億5,775万7,000円から22.4％の削減と

なる2億円を目指す計画であるが，依然，絶対額は大きく，今後の削減，効率化は大きな課題であ

る。

ただ，各地域の交通事業者の存在が地域公共交通のサービス提供を可能にしている面があり，

その経営・事業継続面や地域経済（雇用）面の考慮も必要で，地域公共交通の再編を検討する上

13 備後庄原，備後西城，東城の各駅では，JR西日本から乗車券売業務を受託している。
14 定住プロジェクトの一環として，広島市内への高速バス定期乗車券費用の一部を助成している（備北交通との協
調補助）。

15 庄原市内の全15タクシー事業者では，運転免許証を返納した高齢者を対象に料金を1割引するサービスを2012年
12月から始めている。

16 どのような手法で当該系統を整理したか，再編後の状況はどうなっているかなどの蓄積，フォローが必要である。
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での必要条件の1つである。スクール移送への対応も制約条件になる。

他方，田邉（2005）は，静岡県水窪町での調査結果から，ナショナルミニマムの交通サービス

とは，中心部から遠く離れた遠隔集落から病院・診療所までの足の確保であるとし，財政制約が

厳しい過疎地域の市町村では，AccessibilityよりもAvailability，すなわちそのサービスが継続的に

提供され，利用者が支払い可能な料金で利用できることをできるだけ多くの人に保証することが

重要であると指摘している。

経常収益率と平均利用人数による現再編計画の見直し基準は，市側（供給サイド）の考え方に

立つものであるが，住民側（需要サイド）の生活様式，交通行動などから庄原市のミニマムを検

討することも必要ではないか。それは福祉施策との関連も出てくる課題である。

終わりに，各地域の生活交通研究会では，住民から，要求ばかりでなく，地元での取り組みを

促すべきであるとの発言も出されていた。各地域の再編計画を策定して終わりではない。その不

断の見直しと利用促進が今後も必要である。

地域公共交通の利用促進が思うように行かない，あるいはそれが結果に結び付いていない面も

否めない。少子高齢化で減少が見込まれる需要に対して，観光などで訪れる外来者を取り込んだ

需要創出への努力も求められる。
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