群馬県地球温暖化防止活動推進センター

持続可能なスマートムーブの
普及・発展を目指して
第3回

ぐんまフォーラム報告書

COOL CHOICE ぐんまフォーラムの歩み
第 1 回（2016 年 12 月 6 日：群馬県生涯学習センター多目的ホール）55 名参加
「賢く選ぶ交通談義～みんなでスマートムーブ宣言をつくろう～」
・群馬県の交通事情と先進事例、様々な視点からの話題提供、ワールドカフェ風グループワーク等を通じて、「COOL CHOICE ぐんまフォーラ
ムスマートムーブ宣言 2016」を採択・発表

第 2 回（2017 年 12 月 1 日：群馬県生涯学習センター多目的ホール）41 名参加
「賢く選ぶ交通談義～みんなでスマートムーブ宣言をつくろう～」
・海外事例の紹介、地域の新たな取り組み紹介、自動運転を巡る情報提供などを受け、参加者討論を行い、「COOL CHOICE ぐんまフォーラム
スマートムーブ宣言 2017」を採択・発表

第 3 回（2018 年 12 月 14 日：ぐんま男女共同参画センター大研修室）35 名参加
「持続可能なスマートムーブ～免許返納後も移動に困らない社会をめざして～」
・群馬の路線バス再生の可能性、地方バスの再生・活性化事例、バスのオープンデータ化などの話題提供を受け、免許返納後も移動に困らない
地域交通のあり方を探った。
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第 1 回ぐんまフォーラムの成果と課題
第 1 回（2016 年 12 月 6 日：群馬県生涯学習センター多目的ホール）55 名参加
「賢く選ぶ交通談義～みんなでスマートムーブ宣言をつくろう～」
○寸劇「交通弱者になる日」
○話題提供
・群馬全体の交通事情と前橋市の先進取組事例紹介 前橋工科大学湯沢昭名誉教授
・若者の視点から 前橋工科大学 4 年生 片桐麻衣さん
・事業者の視点から 運輸部門の温暖化防止活動推進員 富岡孝之さん
・行政の視点から 前橋市交通政策課 伊瀬慎一郎さん
・健康の視点から 協会けんぽ群馬支部 石関典子さん
○ワールドカフェ風グループワーク
①「公共交通」②「自動車」③「自転車」④「健康」⑤「まちの活性化」
○まとめ発表

「ぐんまフォーラム

ワールドカフェ風グループワーク

スマートムーブ宣言 2016」

①身近なところから、乗って残そう公共交通！
②エコドライブで燃費を育て、乗り換えはエコカーに！
③自転車に関する知識・ルールやマナーを学ぶ場を作ろう！！増やそう！！
④まず、ラジオ体操で運動習慣。ウォーキング、ランニング、自転車で移動して、コーラスなどで発散して、減塩食を心がけましょう！
⑤まち中には車を乗り入れず公共交通を使おう！
【成果】
①「スマートムーブ」をキーワードに関係者や関心を持つ県民が一堂に会し、群馬の交通の現状と課題について認識を共有した。
②「スマートムーブ」を広めるため、啓発用パネル 4 枚を作成した。
【課題】
①高齢化の進行に伴う免許返納が進む中、その後の移動手段の確保が急務であること。
②公共交通利用を広めるための路線やダイヤに関する情報提供が不足していること。
③自転車利用を広めるためには、道路環境の整備やマナーアップが必要であること。
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第 2 回ぐんまフォーラムの成果と課題
第 2 回（2017 年 12 月 1 日：群馬県生涯学習センター多目的ホール）41 名参加
「賢く選ぶ交通談義～みんなでスマートムーブ宣言をつくろう～」
○「乗り物と環境を考える」映像上映
○「第 1 回フォーラムの振り返り」
○海外事情「ノルウェーからぐんまが見える」ノルウェー在住ピアニスト 周東侑子さん
○話題提供 1「自転車とバスと鉄道のネットワークできるか？」
前橋工科大学名誉教授 湯沢昭氏
○話題提供 2「自動運転・クルマで未来が変わる？」
群馬大学次世代モビリティ実装研究センター教育研究部長
○フロア討論「こんなマチに住みたい」
・学ぶ、働く、遊ぶ、生活する・・・
・どんな場面でも楽しめるマチ・・・

西薗大実氏

ノルウェーの路面電車

・行きたいところ移動も楽しい・・・
・移動がスマートにできたらカッコイイ
・私にできる「賢い選択」とは？

「COOL CHOICE ぐんまフォーラム スマートムーブ宣言 2017」
“ 乗り気 ” にさせる交通手段をみんなで考えよう！
【成果】
①交通自体は目的ではなく、「住みたいまち」
「行きたくなる場所」があってこそ、との認識を共有した。
②ノルウェーや富山市等の先進事例を通して、まずは公共交通に「乗ろう」という気持ちにさせるインセンティブが必要であるという
点で意見が集約された。
【課題】
①路線バスの運行系統、ダイヤ、料金体系、支払システムがわかりにくく、利用をためらわせる要因となっている。

②フォーラムの翌月に高齢ドライバーの暴走による女子高生の死亡事故が発生し、自転車が安全に通行できる道路環境の整備と、免許
返納後の移動手段整備が急務であることが明らかになった。
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第 3 回ぐんまフォーラムの概要

2018.12.15

上毛新聞

第 3 回（2018 年 12 月 14 日：ぐんま男女共同参画センター大研修室）35 名参加
「持続可能なスマートムーブ～免許返納後も移動に困らない社会をめざして～」
○基調講演「群馬の路線バス再生の可能性」
高崎経済大学教授 大島登志彦氏
○話題提供 1「地方バスの再生・活性化事例」
群馬県地球温暖化防止活動推進センター 片亀
○話題提供 2「バスのオープンデータ化」
群馬県県土整備部交通政策課 松田隆行氏
○フロア討論「自分事としての公共交通」

光センター長代行

「COOL CHOICE ぐんまフォーラム スマートムーブ宣言 2018」
バスの利便性を高め、広く周知して利用者を増やそう！
【成果】
①バスの輸送分担率が全国に比べ極端に低下した要因と回復の方向性が示された。
②県によるバスのオープンデータ化が着実に実施され、バスルートが乗り換え案内に掲載されることが明らかになった。
③マイカー通勤が大半を占める県内事業所への通勤手段について、トラベル・フィードバック・プログラムなどの手法を用いて、公共
交通や自転車等への切り替えを促す余地があることが確認された。
【課題】
①バスの利便性向上：路線・時刻表・料金の見直しと調べやすさ、IC カード利用・年間パス、終バスの延長
②エコ通勤・スマートムーブに関する情報提供の充実

2018.12.19

上毛新聞
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基調講演
「群馬の路線バス再生の可能性
（高崎経済大学教授 大島登志彦氏）
」
の概要
■群馬の路線バスの歴史的変遷と諸問題
○計画論的な視点や政策に一貫性がなく、住民の動向も問題

バス会社
自治体

競争による路線拡大⇒合理化による縮小一辺倒・運賃高騰⇒低額公共バスと共存
路線延長の陳情⇒衰退・利便低下を容認⇒コミュニティバス導入

住民の要望

地元の延長要望路線は利用些少（矛盾、自家用車の普及）

○政策や事業計画は利用者の利便に適正さを欠く（鉄道と対照的）
・利便悪化（ワンマン化、路線廃止や減回、運賃高騰）→バス離れを誘発
→都市間輸送の主流はバスから鉄道に転移
・コミュニティバス：低額だが利便はよくない（総花的運行、本数些少）

○バス輸送人員・輸送分担率が少なく、自家用車の普及率が高い
・バスの利便悪化→自家用車普及と利用者減少→利便悪化の悪循環
・群馬の乗合バス輸送分担率の減少割合と自家用車普及率の高さは県別で全国最大
年度
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乗合バス輸送人員
全国計（百万人）

乗合バス輸送分担率（％）

群馬県（万人）

全国平均

自家用車輸送分担率（％）

群馬県

全国平均

群馬県総自動車
台数（千台）

群馬県

1965

9,862

13,777

32.0

53.3

5.5

7.5

144

2002

4,503

874

5.2

0.8

64.0

92.5

1,676

■公共交通の活性化に向かう際の課題
●バス利用の断片的考察：群馬型車社会
・車社会に浸る市民：近距離でも車で移動、鉄道はそれなりに利用
される
・極端に少ないバス輸送分担率
・バスに対する認識が薄く、利用する意識が乏しい

・利便は悪く、広報乏しい：上毛電鉄や日中の両毛線は 30 分毎、
バス時刻は不規則
・通学利用が極めて少ない：運賃が高い、自転車利用に走る教育（自
転車事故は多数）

●バス会社や自治体及びそれら相互の連携が乏しい
・バス会社・自治体の政策が分散し、同一歩調で利用促進を支える
切符や広報が欠如

・市町村を跨ぐ自治体主導路線は些少で断片的
・生活基盤がバスで移動する人を考えない

● JR 在来線の効率的運行推進 : 高校所在駅の無人化（後閑、松井田）
、列車運行の合理化
●人手不足の問題：自動運転では解決できない（京都市営バスが運行困難化）

■群馬の路線バスの断片的考察
●一般路線バスと委託路線バス・自家用有償運転
●ワゴン車やデマンドバスの増加
●乗り継ぎを考慮する重要性（鉄道駅、市町村の境界地点）
●特定時間帯や断片的なまとまった需要に耐えられない自治体バス

■将来に向けて
・高齢化社会が進み、環境問題も加担
・バスが競って伸びたが定着せず→規制緩和は地方バスには不適正
・自家用車社会でのバス事業：計画的・一貫性のある交通政策が要望

わかりにくいバス停時刻表

身近なバス利用促進で奨励したい群馬での標語
◆安全で合理的な通学はバスを利用する（自転車やバイクは危険、送迎は親の負担が多大）
◆忙しい時はバス利用を推薦
（運転の 30 分は何もできない、
バス 1 時間中 40 分は有効活用可）
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話題提供 1 「地方バスの再生・活性化事例」の概要

（参考資料：国土交通省「地域公共交通の活性化・再生への事例集」
）

１．商業施設との連携事例：八戸市（青森県）

・H17.3 月より施設利用者以外でも送迎バスを無料で利用できる運行

○郊外の岬台団地と市内大型ショッピングセンターを結び、H19 年に路
線開設。

サービスを実施
・市内在住の 65 歳以上の高齢者または障害者が対象

・距離制最大 400 円の運賃を 300 円に改定。

独力又は介助者の同伴で乗降できる者（介助者も利用可）に利用パス

・団地発 9 ～ 15 時台、センター発 12 ～ 17 時台に各 1 ～ 2 本 / 時

カードを発行

（買物時間を想定）

○運行方法

○降車時、乗客に「得とくチケット」を配布⇒店内で割引サービス（割引

・月～金曜日の 9 ～ 17 時（各送迎バスの運休日を除く）

分は店負担）

・乗降方式は路線により異なる（フリー乗降もある）

・来店客増と駐車場不足解消の目的で協力

・事業所利用者で満席の場合など、乗車できないこともある

○月間利用人員：5,600 人⇒ 8,900 人に（6 割増）

○利用者数は約 1000 人（H19 年度）⇒今年度約 2000 人へ
・市の負担は保険料、パスカード費用など年間約 100 万円

２．基幹バスと支線バスの乗り継ぎ：盛岡市（岩手県）
オムニバスタウン計画
○住宅地運行の支線バスと市中心部へ向
かう基幹バスをミニバスターミナルで
乗り換える
・基幹バス：急行、各停、途中始発

○バスロケーションシステム
○導入後利用者数は下げ止まり

⇒宇治地域通勤交通社会実験

96

95

85

状況

100

100

90

○公共車両優先システム（PTPS）

○公共交通機関が比較的充実しているにもかかわらず、自動車通勤が多い

バス利用者の推移
指数（平成 9 年度 =100）

・支線バス 6 ルート
・都心循環バス：でんでんむし

４．職場モビリティ・マネジメント：宇治市（京都府）

95

92
91

89

88

86

84 82
83

80

盛岡市

86
83
82

84

78

岩手県
国

73
70
10

11

12

13

14

15

年度

図 . バス利用者の推移

３．病院や教習所等送迎バスの活用：我孫子市（千葉県）
○「我孫子市高齢者等外出応援事業」
・我孫子市と事業者で送迎バスの空席を活用した外出応援事業に係る協
定書を締結
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・個別にコミュニケーションを図り、意識と行動の自発的な変化を促す
プログラム

77

75

9

○トラベル・フィードバック・プログラム（TFP）

・ワンショット TFP：宇治商工会議所会員事業所 4400 名
・標準 TFP：235 名対象に実施
○通勤時の定期券外利用者が 30％増加、渋滞長が 3 割減少した箇所も
・質の高い通勤マップ作成

５．市民との協働による改善事例：松江市（島根県）

○無料市営路線バス（2018 年 4 月～無料）：スクールバスの空き時間を

○市民・企業・バス事業者・行政が協働して、路線・ダイヤ・運賃の見直
し（H19.4 月）

西系統

・競合路線を見直し、放射型バ
ス路線を環状バスやコミュニ
・再編後も競合する路線は等間
隔運行のために事業者間でダ
イヤ調整実施
⇒バス利用者数が回復
・人口減少の中、回復傾向
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171
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164
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300
200
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0

256 275 274 278
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H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
市営バス

一畑バス

日ノ丸バス

・どこでもバスマップ作成
６．太田市の現状と取組（西村豊推進員作成資料より）
○路線バス
・太田駅⇔熊谷駅：矢島タクシー 23（休日 17）往復、朝日バス：平
日 38（休日 30）往復
・太田駅⇔イオンモール：矢島タクシー 39 往復
・高速バス：成田 7 往復、羽田 4 往復、名古屋・奈良・京都・大阪方
面 2 往復など
○シティライナーおおた（土日休日運休・200 円）

藪塚駅～綿打行政センター～ジョイフル本田（13 本）
ジョイフル本田～木崎駅～・・・～尾島温泉利根の湯（13 本）

【バス利用者数の推移】
600

利用者数︵万人︶

ティバスで補完

活用

東系統

イオン太田店～韮川駅～・・・～休泊行政センター（18 本）
休泊行政センター～竜舞駅～・・・～道の駅太田（13 本）
道の駅太田で熊谷駅行き、高速バスに乗り換え

○綿打地区地域無料送迎事業

2018.9 月～ 2019.3 月試行

・バス停が遠い人を地域の待合所（21 か所）から綿打行政センターま
で無料送迎
○太田市地域公共交通網形成計画：2017 年 9 月策定
太田市地域公共交通活性化協議会
７．商店街の取り組み事例
○都営村山団地の「送迎自転車サービス」
・平成 21 年 10 月運行開始（月～金の 10 ～ 12 時と 13 ～ 15 時）
・運行開始 4 年間で延べ 1 万人が利用。現在は 3 台で運用、1 日 10
～ 15 名が利用
○千葉市花見川団地商店街振興組合
・買い物客無料送迎自転車、御用聞き配達サービス
○八王子市館ケ丘団地の「団地タクシー」

・新田線：10 往復、尾島線：5 往復、市内循環線：7 便
○広域公共バスあおぞら（元日以外運行・200 円）
・千代田町役場～大泉町役場～・・～太田病院：5 便
○おうかがい市バス（デマンドバス・片道 1 回 100 円）
・65 歳以上の市民で、事前登録が必要。1 週間前～前営業日までに電
話予約。
月～金曜日 7 時～ 16 時運行（祝日・年末年始運休）
。停留所は約
700 か所。

８．フロア討論での論点
○関係者の熱意と連携が重要
・利用者の困惑・困りごとに耳を傾ける
・商業施設との連携による成功例に注目
・ＴＦＰの有効性
○バス事業者の窮状
・ドライバーの高齢化・人材不足、燃料の高止まり
○路線・ダイヤ・運賃の見直し
・上限 300 円なら乗りやすい。高校生まで半額でもよくないか。
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話題提供 2 「バスのオープンデータ化」の概要

< マイカー王国

グンマ >

1 人当たりの自動車保有台数全国 1 位の群馬県において、車はサンダル代わりとも言われる状況となっています。
100m 未満の移動でさえ、4 人に 1 人が車を利用しているというのが現状です。
１人を１㎞運ぶのに排出する二酸化炭素排出量は以下の図表の通り、自家用乗用車が他の手段を圧倒しています。
群馬県内での生活上、マイカー利用は不可欠となっていますが、環境的側面もさることながら、交通弱者 ( 移動制約者 ) のための社会インフラ維持に
向けて、可能な限り公共交通機関を利用することが推奨されています。

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（2016 年度
鉄道
バス

旅客）

20
67

自家用乗用車

141
g-co2/ 人キロ（出典 国道交通省ＨＰ）
（http://www.mlit.go.jp/sogosesaku/environment/sosei̲enviroment̲tk̲000007.html）を加工して作成

車椅子で乗車できるバス

< 群馬県民の路線バス利用者の現状 >
公共交通利用の促進、とりわけ路線バスの利用者拡大を進めることが大きな課題となっていますが、群馬県内においてバスで
移動する人の割合は、わずか 0.3%、年間を通じても一回もバスを利用しない人は 85.3% となっており厳しい現状です。(2016 年調査 )

8

代表交通手段構成比
2016 年
群馬県全域
＋
足利市

0％

年間を通じた利用の有無
0％

2.5％ 20％
0.3％

40％

60％

80％

77.9％
鉄道

8.6％ 10.7％
バス

自動車

二輪車

徒歩、その他

20％

40％

60％

80％

100％

100％

鉄道利用機会

バス利用機会

（出典 群馬県ＨＰ）

40.7％

14.7％

利用する

59.3％

85.3％

利用しない

< バスのオープンデータ化 >
路線バスの利用者を増やすためには、行政や各事業者が利便性向上に努めることが急務となっています。その一環として群馬県では、県内を運行す
る全路線を標準的なバス情報フォーマット（統一規格）で整備し、企業などの誰もが 2 次利用できるオープンデータ として公開しました。このフォー
マットは、国土交通省が平成 29 年 3 月に策定した世界標準 GTFS 形式に準拠するものです。
これに伴い、スマホなどで「ルート検索サイト」を利用し、鉄道と同様に路線バスも検索することが可能となり、バス利用者拡大への期待が大きく
高まることとなりました。
参考：運輸部門における二酸化炭素排出量

国土交通省

Web：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
参考：群馬県内バス路線情報（標準的なバス情報フォーマット）
Web：https://gma.jcld.jp/GMA_OPENDATA/

オープンデータとは、自治体等が保有するデータをコンピュータの処理が容易で二次利用しやすい形式で公開すること
GTFS(General Transit Feed Specification) とは、公共交通機関の時刻表と地理的情報に関するオープンフォーマット
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COOL CHOICE ぐんまフォーラムから見えてきた課題と方策
1 の矢 「公共交通利用通勤の拡大」

３本の矢

【現状の問題点】
①バス路線がわかりにくい
②運行本数の少なさと早すぎる終バス

【解決方策】
①路線の再編・整理とオープンデータ化による乗り換えア
プリの活用

③鉄道との接続が悪い

②増便と終バスの延長

④渋滞による遅延が多い

③鉄道ダイヤとの連絡改善

⑤交通系 IC カードが利用できない

④バスロケーションシステムの導入

⑥割高なバス料金

⑤ IC カード車載器への補助制度

⑦バス停の位置や周辺環境：県庁前には 4 か所のバス停が

⑥料金体系の見直し

分散、駐輪場や屋根・ベンチのないバス停が多い。

⑦バス停の集約化と環境整備

2 の矢 「通勤バスの導入・利用拡大」
【現状の問題点】
①工業団地は駅や市街地・住宅地から遠く、マイカー通勤
がほとんどである
②通勤バスを運行している会社もあるが、利用率は必ずし
も高くない
③通勤時間帯以外のバスが活用されない
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【解決方策】
①駅や従業員の多い地域やショッピングセンター等からの
通勤バス
②複数の事業所による共同運行
③コミュニティバスとしての活用

3 の矢 「近距離自転車通勤の拡大」
【現状の問題点】
①自転車通勤が通勤手当の対象外という事業所がある
②自動車通勤で申請している人が、自転車で通勤すると通
勤災害の対象外となるという誤解がある
⇒その結果、自転車通勤をためらう人が少なくない

【解決方策】
①自転車通勤者に通勤手当を支給することは税法上も問題
ないことを周知
②通勤経路が大きく異ならない限り、通勤災害の対象とな
ることを周知
⇒自動車と同条件で通勤手当を支給することにより、近距
離の自転車通勤者を増やす

普及が期待されるコミュニティサイクル

前橋のコミュニティサイクル
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1 の矢 「公共交通利用通勤の拡大」
大規模事業所を対象とした職場モビリティ・マネジメント事例（京都府宇治市の事例）

背景・目的
○京都府宇治地域
・多数の大規模事業所や行政機関が集中
・２つの鉄道駅があり、周辺３駅から路線バスが運行

公共交通機関が比較的充実しているにもかかわらず、通勤時
間帯に主要交差点において、自動車による交通渋滞が発生

交通渋滞の緩和と公共交通の利用促進を目的として、職場におけるモビリティ・マネジメント「かしこいクルマの使い方を考えるプロジェ
クト宇治 2005（宇治地域通勤交通社会実験）
」を実施

施策の概要
○ 2005 年 9 月に、商工会議所登録の宇治地域の全ての事業所の従業員（約 4,400 名）を対象に、ワンショット TFP（※）を実施。
○自動車利用の抑制を促すための「動機付け冊子」
、
事業所毎に周辺の公共交通機関の路線図・運行時刻等を示した「宇治地域通勤マップ」
、
交通行動の変容に対する意向や行動プランに対する「アンケート調査票」の３つのツールを配付
※ TFP ＝「トラベル・フィードバック・プログラム」の略
一度だけアンケートを実施する TFP を、
「ワンショット」TFP と呼んでいる

宇治地域通勤交通マップ
（出典：京都府地球温暖化防止活動推進センター・ホームページ）
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実施結果
○宇治地域の鉄道２駅で、朝の通勤時の定期外利用者が、実験中

○中心部ではピーク時の道路混雑が緩和

は約１．
４倍程度に増加、１年後でも約４割増加
約29％
増加
1,600
1,200

1,423

1,281

1,104

800

近鉄大久保駅
JR 宇治駅
京阪宇治駅

400
0

9/4
9/21
9/28 （月 / 日）
〈実施前〉 〈実施中〉 〈実施後〉

定期券外の降車人数の比較（7〜9 時の通勤時間帯）

（出典：京都府ホームページ）

朝の通勤時間帯の交通量の変化
（出典：京都府ホームページ）

○アンケート調査の回収率は 68.8％と非常に高かった

大きな効果を生んだポイント
○実施にあたり、事前に行政が通勤実態調査を実施し、鉄道等への転換可能性が高い地域であることを把握していたこと
○宇治商工会議所や地元企業、交通事業者、行政が一体となって取り組んだこと
○事業所毎に公共交通情報を一元化した質の高い通勤マップを作成し、通勤者に情報提供を行なったこと
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2 の矢 「通勤バスの導入・利用拡大」
通勤における交通渋滞の緩和、二酸化炭素排出削減のために企業が通勤バスを運用することが解決策の
一つとして求められている。
< 工業団地における通勤バスの利用について >
特に、工業団地は最寄りの駅から離れた交通利便性に欠ける地域に立地することが多い。
各企業が独自に通勤バスの運行を試みるも、実効性を伴わないのが実情である。
そこで、複数の企業が共同で運行することが有効ではないかと考えられる。

< 京都府久世工業団地の事例 >
(1)

概要

公共交通の利用が困難な久世工業団地では、各事業者が送迎バスの運用を行っていたが、利用率が伸び悩んでいた。そこで、京
都府では南部地域 ( 京都市南区・伏見区、久御山町 ) の企業経営者を対象とした研究会を設置し、同地域での公共交通サービスを
見直し、マイカー通勤から公共交通利用への転換を促す施策を検討し、送迎バスの共同化が提案された。

（2)

コミュニケーション施策

第 1 ステップとして、2006 年 9 月に久世工業団地及び周辺地帯への通勤者に対して、現在の通勤形態、公共交通の利用意向
をアンケート調査した。
第 2 のステップとして、同年 10 月から 11 月にかけて、共同送迎バスの試験運行の準備として利用者数を推定し、運行ルート
やダイヤの検討をするとともに以下のコミュニケーションを実施・ニューズレターの発行・記念講演の実施・ホームページの設置・
グッズ、チラシの配布・通勤プランの配布・交通診断の実施
14

（人）

(3)

試験運行の実施と結果

2006 年 11 月 27 日～ 12 月 28 日の平日 25 日間、共同送迎バスの試験運
行を実施し、以下の結果が得られた。
試験運行以前の送迎バス利用者は 155 人であり、試験運行期間中は 1.74 倍
の 272 人となった。さらに、2007 年 5 月からの「久世共同運行バス」の本
格運行が始まり、同年 6 月現在では 2.04 倍の 316 人となった。

送迎バスの日平均利用者数

350

（

）内は試験運行以前を 1.00 とした比率

300

（2.04）

（1.74）

250
200

316

150
100

272
155

50
0

試験運行以前

試験運行期間中

本格運行後

（出典 国土交通省ＨＰ）

< 通勤バス利用の拡大に向けて >
県内でも高崎駅から独自の通勤バスを運行している工場が複数あり、通勤時間帯だけでなく日中の出張等にも活用されている例
がある。駅だけでなく、社宅・社員寮と工場間の運行やショッピングセンター駐車場と連携したパーク＆ライドなども含め、通勤
バスの潜在的ニーズは大きいと考えられる。

参考資料：「モビリティ・マネジメント 交通をとりまくさまざまな問題の解決にむけて」国土交通省 2007
Web：http://www.mlit.go.jp/common/000234997.pdf
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3 の矢 「近距離自転車通勤の拡大」

☆自転車通勤のメリット
【従業員】

☆通勤手当で自転車通勤者を増やそう！
【現状】「自転車通勤は燃料代が不要なので通勤手当の対象外」という認識が事
業所・従業員双方に多い⇒自転車通勤をためらう要因の１つ

【事業所】

・従業員用駐車場のコストやスペースが節約できる
（1 台あたり 3m × 5m 程度のスペースが必要）

①通勤手当を支給することは従業員への福利厚生の一環であり、法的な義務で
はない。就業規則や給与規定で支給条件を定めている事業所が多い。

【地域】

②通勤手当を支給する場合の取扱いは、所得税法第 9 条及び同法施行令第 20
条の 2 に定めがあり、非課税限度額が定められている。

【地球環境】

③自転車は「その他の交通用具」に該当するので、自動車と同じ条件で通勤手
当を支給しても非課税の扱いとなる。
④マイカー通勤の人が不定期に自転車で通勤した場合、通勤災害の対象外にな
るという懸念も指摘されるが、合理的な経路を大きく外れない限り、対象とな
る（労災保険法）。

所得税法（非課税所得） 第９条
５ 給与所得を有する者で通勤するもの（以下この号において「通勤者」という。）がその通勤に必要な
交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受け
る通勤手当（これに類するものを含む。
）のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分
として政令で定めるもの
所得税法施行令（非課税とされる通勤手当） 第 20 条の２
法第９条第１項第５号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当（これ
に類するものを含む。
）の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
２ 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者（その通勤の距離が片道２キロ
メートル未満である者及び第４号に規定する者を除く。
）が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応
じそれぞれ次に定める金額
イ

その通勤の距離が片道 10 キロメートル未満である場合

ロ

その通勤の距離が片道 10 キロメートル以上 15 キロメートル未満である場合

（以下略）
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・適度な有酸素運動で、健康や体力を維持・増進できる
・渋滞の影響を受けず、確実に出勤できる
・ガソリン代が節約できる

１月当たり 4,200 円
１月当たり 7,100 円

・朝夕の交通渋滞が緩和される
・自動車による騒音や大気汚染が軽減される
・温室効果ガスが削減される

★自転車通勤で気をつけたいこと
・雨や風の影響：スリップや体力消耗⇒無理は禁物
・交通事故：安全な経路選択と余裕を持った走行
・ヘルメット着用：万一の事故から頭を守る
・汗：タオルや着替えの準備
・メンテナンス：タイヤ、チェーン、ブレーキ、前照灯等
の整備
・自転車保険（個人賠償責任保険）への加入
労働者災害補償保険法
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡（以下「通勤災害」と
いう。）に関する保険給付
２ 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを
除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働
省令で定める要件に該当するものに限る。）
３ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲
げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の
同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸
脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるもの
をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該
逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

☆自転車通勤への支援事例

☆世界の自転車事情

□自転車通勤手当の増額

□オランダ

○ヤマハ発動機㈱：一定距離以上の徒歩と自転車通勤者に手当支給
○名古屋市役所：近距離のマイカー通勤手当を減額、自転車通勤手当を増額
○前橋市役所：2km ～ 10km は自転車通勤手当はマイカーの 1.5 倍支給
⇒職員の 24％が自転車通勤

○「世界一の自転車先進国」（100 人当り 109 台）、自転車利用者に交通上の
優先権
□デンマーク
○「世界最良の自転車都市」として、自転車利用者優先政策（コペンハーゲン）

□エコポイントの付与

□イギリス

○デンソー：徒歩・自転車は 20P/ 月、二輪車・バス・電車は 5P/ 月
□自転車利用環境の整備

○「ロンドン自転車革命」で自転車先進国に変貌中
□アメリカ

○シマノ（大阪府堺市）

○ニューヨークの自転車利用者が 2007 年からの 11 年間で倍増

・管理人付き駐輪場（300 台）に電動空気入れ・工具を配備

〇自転車に優しい街ポートランド
□中国

・男女別更衣室・浴場と個人用ロッカーを整備
⇒従業員の 3 割が自転車通勤

○「世界一の自転車大国」（4 億台）

□自主的目標設定

⇒マイカー大国に

○伊勢崎市役所：てくてくりんりんプラン⇒平成 13 年 6 月～ 27 年 3 月まで
に二酸化炭素 1,321 トン削減
「エコ通勤」の手引き（国土交通省平成 20 年 7 月資料）より

自転車活用推進法の概要①（平成28年12月16日公布・平成29年5月1日施行）

自転車活用推進法
（平成 29 年 5 月 1 日施行）

による自転車活用

基本理念

・自転車は、二酸化炭素を発生せず、災害時において機動的
・自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果
・交通体系における自転車による交通の役割の拡大
・交通安全の確保

自転車の活用を総合的・計画的に推進
国等の責務

・国
：自転車の活用を総合的・計画的に推進
・地方公共団体 ：国と適切に役割分担し、実情に応じた施策を実施
・国共交通事業者：自転車と国共交通機関との連携等に努める
・国民
：国・地方公共団体の自転車活用推進施策への協力

自転車活用推進法の概要②
基本
方針

以下の施策を重点的に検討・実施
①自転車専用道路等の整備
③シェアサイクル施設の整備
⑤高い安全性を備えた自転車の供給体制整備
⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化
⑨国民の健康の保持増進
⑪公共交通機関との連携の促進
⑬自転車を活用した国際交流の促進

②路外駐車場の整備等
④自転車競技施設の整備
⑥自転車安全に寄与する人材の育成等
⑧交通安全に係る教育及び啓発
⑩青少年の体力の向上
⑫災害時の有効活用体制の整備
⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援

自転車活用
推進計画

・政府

：基本方針に即し、計画を閣議決定し、国会に報告

自転車活用
推進本部

・国土交通省に、自転車活用推進本部を設置

・都道府県・市区町村・区域の実情に応じ計画を定めるよう努める
・本部長は国土交通大臣、本部員は関係閣僚とする

自転車の日・月間 ・５月５日を「自転車の日」、５月を「自転車月間」とする
付則で定めら ・自転車活用推進を担う行政組織のあり方の検討・必要な法政上の措置
れた検討事項 ・自転車の運転に関しての道路交通法違反行為への対応の在り方
・自転車の運行により人の生明等が害された場合の損害賠償保障制度

出典：国土交通省「自転車活用推進法の施行について」
（www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/pdf/about.pdf）
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課題克服に向けた動き
フォーラム開催と前後して、県内では公共交通の利用環境を向上させるため

の取り組みが模索され、その成果が期待されるところです。
１．全路線バス情報オープンデータ化

県主導は全国初

路線バスの利便性を向上させるため、群馬県は 26 日、県内を運行する全て
のバス路線の情報を誰もが利用できるオープンデータとして公開した。都道府
県が主導して県内全路線のデータを公開するのは全国初という。対象は高速バ
スを含む 28 事業者の 276 路線。

（上毛新聞 2018 年 12 月 27 日）
２．予約アプリ利用低調

デマンドバスのＡＩ配車

前橋市

利用者の呼び出しに応じて運行する群馬県前橋市のデマンドバス「ふるさと

バス」に実験的に導入した人工知能（AI）を活用した配車システムで、スマー
トフォンの予約アプリの利用が低調だ。手軽さをうたった新サービスだが、バ
ス利用者に多い高齢者への浸透が進んでいない。市は住民向けの説明会を検討

するなど、周知に力を入れる考えだ。
ふるさとバスは市内の大胡、宮城、粕川の 3 地区を運行し、2017 年度の年
間利用者数は延べ 3 万 541 人。利便性の向上や運行業者の負担軽減を狙い、従
来の電話予約に加え、昨年 11 月 30 日、NTT ドコモと連携してスマホのアプ
リでも受け付けを始めた。
市によると導入後、バスの延べ利用者 3576 人のうち、アプリ利用者は 102
人（15 日時点）と 3％程度にとどまる。スマホに慣れた高校生や若者の利用が
目立つといい、高齢者への浸透が課題だ。（中略）
市は利用を促進しようと、導入前に実施した住民向けのアプリ説明会を追加
で開催するなどの対応を検討している。
（上毛新聞 2019 年 1 月 18 日）

３．相乗りタクシー出発！交通弱者の足

実証実験

前橋・城南地区

高齢者ら交通弱者の地域内移動手段を確保しようと、住民主導で実施する相

乗りデマンドタクシーの実証実験が 13 日、前橋市城南地区で始まった。来年 2
月末まで。（中略）

実験は 2011 年度から準備が始まり、県や市の支援を受けて実現した。病院
や郵便局、商業施設、JR 駒形駅など地区内 44 カ所に目的地を設定。利用者が

電話で時間や目的地などを予約すると、タクシーが自宅から目的地までなどの
区間を走る。人工知能（AI）を活用した配車システムを導入し、別の利用者と
の相乗りも行う。（中略）
利用は城南地区の住民限定で、事前登録が必要。地区人口約１万 8000 人の

うち、12 日現在で 282 人が登録した。今月 25 日まで追加登録を受け付ける。
（上毛新聞 2018 年 12 月 14 日）
４．全国初の自動運転バス実証実験

あす午前 7 時開始

前橋で出発式

全国初となる自動運転バスの営業運行の実証実験が前橋市で 14 日に始まる

のを前に、市は 12 日、上毛電鉄中央前橋駅で出発式を開いた。山本龍市長や
関係者らが試乗し、同駅からＪＲ前橋駅までを４往復した。市交通政策課によ
ると、運行トラブルはなかった。
◎来年 3 月まで 状態確認で運転手同乗
バスは運転手がドライバー席に座り、ハンドルにすぐ手を添えられる状態で
走行した。車体上部に搭載されたカメラやセンサーが信号機や車両位置などを
感知。車線を変えたり交差点で停車したりしながら、約１キロの区間を時速 15
～ 20 キロで走った。
運転手は運転席近くに設置されたパネルで自動運転システムの状態を確認し
ながら、必要に応じてハンドルやブレーキを操作して円滑な走行を補助。車内
には音声案内するロボットも置かれ、「つり革や手すりにつかまって」などと呼
び掛けた。
出発式では山本市長らがテープカットした。群馬大次世代モビリティ社会実
装研究センターの小木津武樹副センター長は「安全を第一に、段階的に自動運

転のレベルを上げたい」と話した。
実証実験は市、日本中央バス、同大などが来年 3 月末まで行う。一般客の乗
車は 14 日午前７時 12 分の中央前橋駅発が初便。
（上毛新聞 2018 年 12 月 13 日）
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５．交通系カード導入補助

路線バス利用増へ県

バス利用者を増やして路線の維持につなげようと、群馬県は新年度、PASMO

７．東毛広幹道

高崎駅―館林駅

沿線の路線バス直結

県方針

東毛広域幹線道路へのバス高速輸送システム（BRT）の導入可能性を調査し

（パスモ）など交通系 IC カードシステムを導入する事業者への補助制度を新設

ている群馬県は 22 日、JR 高崎駅東口―東武館林駅間の約 50 キロで 2021 年

る計画だ。バスと鉄道の乗り換えを検索できる県独自のスマートフォンアプリ
が来月公開される予定で、バスの利用環境が改善されそうだ。

しないようなシステムを導入するなどして、定時性と速達性を兼ね備えたバス
にする。沿線市町の路線バスと相互に乗り換えられるようにし、自家用車に代

する。新年度中に県内の広範囲で運行される 50 台以上の路線バスに導入され

鉄道とバスで利用可能な交通系 IC カードの車載器などの導入費用の 3 分の 1
を補助する。2020 年度以降は別の事業者に補助し、IC カードを利用可能なバ
スを順次増やす方針。
国の補助も受けると、事業者の導入時の負担が３分の１に減る。事業者負担

について、民間が自主運行している路線は民間、市町村が民間に運行委託して
いる路線は市町村が負担することで関係者の合意を得られたという。
（上毛新聞 2019 年 2 月 7 日）
６．鉄道存続へ利用増狙う

県が 4 路線でアクションプログラム

鉄道路線を維持するため利用者を増やそうと、群馬県は 21 日、駅前駐車場
の整備など利便性を高めたり、沿線住民の意識を喚起したりする「利用促進ア
クションプログラム」を JR 吾妻線、JR 両毛線、東武桐生線、上毛電鉄の４路
線で策定したと発表した。6 割前後に達している「年間で一度も鉄道を利用し
ない沿線住民の割合」を今後 5 年間で 10 ポイント低減することを目標に掲げ、
鉄道事業者や沿線市町村と連携して事業を展開する。
県と沿線市町村が実施主体となり、車で駅に行き、すぐに電車に乗り換えら
れるパークアンドライド駐車場や駅前広場、駅へのアクセス道路を整備する。
利用者の増加が見込まれるＪＲ吾妻線の 7 駅と東武桐生線の 3 駅、上毛電鉄の
11 駅を対象とする。車でのアクセスが良好なＪＲ両毛線は、駅周辺の駐車場情
報の発信や駐車場料金の補助など鉄道利用の抵抗感を和らげる取り組みを検討
する。
19 年度に JR の上越線と信越本線、上信電鉄、わたらせ渓谷鉄道の 4 路線、
20 年度には JR の八高線と高崎線、東武鉄道の伊勢崎、日光、佐野、小泉の各

の運行開始を目指す方針を明らかにした。停留所を十数カ所に絞り、信号待ち

わる新たな広域公共交通ネットワークの形成を目指す。
◎ BRT21 年運行

運行区間は４車線で比較的スムーズに走行できることから、専用レーンは設
けない方針。利便性を高めるため、バスが連続的に信号交差点を通過できるよ
う信号を制御するシステムや、バスの位置をリアルタイムで把握できる「バス
ロケーションシステム」、交通系 IC カードの導入を検討する。通勤通学やコン
ベンション施設「G メッセ群馬」への来訪などでの利用を見込んでいる。

県は昨年 11 月に関係市町やバス事業者らでつくる協議会を立ち上げ、検討
を重ねた。停留所は十数カ所に絞る見通しで、設置場所は関係市町の提案を踏
まえおおむね固めたという。BRT との乗り継ぎを良くするため、路線バスの運

行経路の見直しを始める動きがあるという。
県は年度内に概算事業費や運行計画を詰め、全体計画として取りまとめる。
この計画に基づき、新年度に運行本数や料金、導入する車両などを検討し、停
留所の詳細設計に着手する。関連費用 7300 万円を一般会計当初予算案に計上
した。（後略）
（上毛新聞 2019 年 2 月 23 日）

線でもアクションプログラムを策定し、県内全 14 路線で各種事業を展開する。
（上毛新聞 2019 年 2 月 22 日）
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【モビリティ・マネジメントの展開方策】

鉄道利用促進アクションプログラムの概要

以上の現状と成果を踏まえて、今後群馬県内において展開す

（群馬県交通政策課）

べきモビリティ・マネジメントの方策として、以下の 3 点を
提案します。

①駅周辺事業所従業員に対する電車通勤への転換促進
②工業団地等における通勤バスの導入・利用拡大等
③近距離通勤者に対する自転車通勤への転換促進

１．駅周辺事業所従業員に対する電車通勤へ
の転換促進
（トラベル・フィードバック・プログラム）
①主要駅周辺事業所の調査
〇事業所対象
・通勤に関する社内規定と方法別の通勤者の人数
・電車通勤に転換可能な従業員の人数
〇従業員
・現在の通勤方法、自宅最寄り駅までの距離とアクセス方法
・電車通勤への転換の可能性と意欲
②鉄道利用促進アクションプログラムと連動した電車通勤の促進
・対象路線沿線の従業員への情報提供
・スマートムーブセミナーの開催

□策定の目的
平成 30 年３月に策定した「群馬県交通まちづくり戦略」に基づき、基幹公共交通
の利用促進に向けた緊急対策として、今後３年間で順次、14 の鉄道路線別に “ 利用

促進アクションプログラム ” を策定し、
沿線地域に応じた施策を一体的に実施します。
＜ 30 年度＞ＪＲ吾妻線、ＪＲ両毛線、東武桐生線、上毛線

＜ 31 年度＞ＪＲ上越線、ＪＲ信越本線、上信線、わたらせ渓谷線

＜ 32 年度＞ＪＲ八高線、ＪＲ高崎線、東武伊勢崎線、東武日光線、東武佐野線、
東武小泉線

沿線地域へ利用促進に向けたモビリティ・マネジメントによる住民の意識醸成を図
ります。

□アクションプログラムの目標
沿線住民の「年間一度も鉄道を利用しない割合」を、今後５年間で 10 ポイント改
善します。

（１）行政のアクション
鉄道の利用増が見込まれる駅について、「パークアンドライド駐車場（駅で自動車か
ら鉄道に乗り換えるための駐車場）」、「駅前広場」、「駅アクセス道路」の機能を持た
せることを重点プロジェクトとして位置づけ、県と市町村が今後５年間で実施しま
す。

＜対象駅＞
ＪＲ吾妻線／７駅、東武桐生線／３駅、上毛線／ 11 駅
※ＪＲ両毛線は自動車でアクセスするための基本的な機能が整備されているため、
駐車場情報 の発信など鉄道利用の抵抗感を和らげる施策を実施します。

（２）沿線住民のアクション
沿線住民に、沿線市町村の広報紙３月号や県ホームページなどでアクションプログ
ラムを周知し、沿線住民の鉄道利用を促進します。
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２．工業団地等における通勤バスの導入・利
用拡大等

３．近距離通勤者に対する自転車通勤への
転換促進

①工業団地立地事業所の通勤実態調査

①民間事業所の実態調査

・従業員の居住地域別人数と通勤方法

・通勤方法及び通勤手当の現状

・通勤バスの運行状況（有無・ルート・利用率）

・近距離通勤者の自転車通勤への意識調査

②既存通勤バスの利用率向上の取り組み

②自転車通勤に関する情報提供

・運行ルート、本数の見直し

・所得税法及び労災保険法上の規定

・共同利用の可能性検討

・自転車通勤支援策の事例
・群馬県自転車活用推進計画

③新規運行の可能性検討
・最寄り駅発、社宅・社員寮発、ショッピングセンター発など
・通勤バスが利用できない従業員同士の相乗り通勤も推奨

通勤バスの試験運行事例
相模原市田名地区 31 社＋相模原市役所（神奈川県相模原市）
【背景】
田名地区は、大小合わせ 31 社、総従業員数が 4,300 人の工業地域であり、うち約
6 割の 2,500 人がクルマ通勤をしていたため、周辺道路では慢性的に混雑が発生して
いました。
【内容】
地域の事業所と学識経験者、行政、バス事業者とで、地域の交通を考えるための組織
（TDM 推進委員会）を立ち上げ、通勤交通を含めた地域の交通についての話し合いが
行われました。
そこでの検討の結果、共同での通勤バスを期間限定で試験運行してみることになりま
した。
また、試験運行に合わせ、従業員の通勤バスへの転換を促すために、「かしこいクル
マの使い方プログラム」等を同時に実施しました。
【結果】
渋滞が緩和され、近隣道路のクルマでの移動時間が短縮されました。
（上溝駅→高田橋・8 分短縮）。
全体の 5％にあたる人が、実験中 1 回以上通勤バスに乗り、その 86％が本格導入を
希望していました。
「エコ通勤」の手引き（国土交通省平成 20 年 7 月資料）より

マイカー王国群馬にスマートムーブを普及させるために、
電車・バス・自転車の 3 本の矢でマイカー通勤の比率を低減し、
渋滞緩和と二酸化炭素排出削減を実現しましょう！
「エコ通勤」
のイメージ
実施前

実施後

（主にマイカー通勤者を対象）

「エコ通勤」

鉄道駅

鉄道駅

パーク＆
ライドなど

通勤バス

公共交通
で通勤

事業所主体の
取り組み
電車・バスの情報提供
通勤制度の見直し
通勤バス導入 等

〈問題点〉
自宅・寮など

・渋滞の発生
・周辺環境の悪化
・従業員の遅刻、事故

職場

相乗り通勤

行政
支援

等

自転車通勤

職場

自宅・寮など

「エコ通勤」の手引き（国土交通省平成 20 年 7 月資料）より
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群馬県地球温暖化防止活動推進センター

（NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議）
〒371－0854

群馬県前橋市大渡町1-10-7

電話 027-289-5944

メール info@gccca.jp

群馬県公社ビル5階

FAX 027-289-5945

URL    https://www.gccca.jp/

