
現　　　在 平成２２年３月２５日～

麻生津循環線の拡充について

◎月～金は、
　２３便／日に増便
（土・日・祝は１２便）

◎月～金は
　　８便に増便
（土・日・祝は４便）

全便が
　田原町・福井駅前
　　　　⇔下荒井に

・通勤通学時間帯は、田
原町・福井駅前と上杉の
木台間を運行
・昼間帯は、田原町・福
井駅前と下荒井間を運

月～土運行
１０便／日

月～土運行
６便運行／日

一部経路変更
（麻生津線のバ
ス停もカバー）

麻生津循環線

麻生津線

麻生津線⇒清明線
（名称変更）

地域間輸送は鉄道にシフト

地域内の移動利便性・
鉄道への乗継利便性を向上

参考資料１



地域バスの輸送実績（平成21年4月～平成22年1月）

うち
有償乗車

うち
有償乗車

うち
有償乗車

美山（芦見） 2,828 472 9.24 1.54 2.31 0.39 毎日運行、4往復／日

美山（味見） 7,510 1,378 24.54 4.50 6.14 1.13 毎日運行、4往復／日

10,338 1,850 33.78 6.05 8.45 1.51

海岸広域 5,596 5,596 18.29 18.29 4.57 4.57 毎日運行、4往復／日

越廼地域 4,851 227 24.38 1.03 7.35 0.34 月～金運行、3往復／日

10,447 5,823

2,480 2,480 13.48 13.48 2.25 2.25
地区毎に曜日を変えて、
週２日ずつ運行

23,265 10,153

（参考）
美山地域乗合

4,651 4,651 24.87 24.87 12.44 12.44 火～土運行、4便／日

摘要

合　　計

利用者数 1日あたり平均乗車人員 １往復あたり平均乗車人員

美山地域バス
計

海岸地域バス
計

清水地域バス

１日あたりの平均乗車人員の推移
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美山（芦見） 美山（味見） 海岸広域

越廼地域 清水地域バス （参考）
美山地域乗合
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◆現在の運行本数

あさくら水の駅開館に伴う大野線の運行経路の一部変更（案)

高田橋

宿布

前波

高尾口

水の駅

　　　　　　既存路線（大野線・池田線）
　　　　　　既存路線（東郷線）
　　　　　　既存バス停
　　　　　　既存区間（3.4km）
　　　　　　変更区間案(3.9km）
　　　　　　新設バス停

安波賀中島

朝倉資料館前

安波賀

脇三ケ

少年自然の家

水の駅（新設）

上り

平日 土曜 日・祝
55 大野線（稲津・花山経由） 20 18 16
55 大野線（荒木新保・川上経由） 2 2 2
56 池田線 4 4 2
62 東郷線 7 6 6

路線番号 路線名
便数

下り

平日 土曜 日・祝
55 大野線（稲津・花山経由） 18 16 14
55 大野線（荒木新保・川上経由） 4 4 4
56 池田線 4 3 2
62 東郷線 7 6 6

路線番号 路線名
便数

参考資料３

下新橋

天神



                                 平成 22 年 2 月 22 日 
福井市地域生活交通活性化会議委員殿 
 

         特定非営利活動法人 
ふくい路面電車とまちづくりの会 
（ＲＯＢＡ） 

        会長 内田 桂嗣     
 

モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 実施報告書  
 “クルマをおいてホジロバ交通で街にでよう！” 

＜21 年度協働に向けたミーティングテーブル「市民発」委託事業：福井市＞受託ＲＯＢＡ 

＜21 年度地球温暖化防止に係る国民運動における NPO・NGO 等の民間団体とメディアとの連携支援事業：環境省＞受託福井放送 

 

●実施期間    平成 21 年 9 月 16 日～9 月 22 日   
16 日～18 日 クルマを使わない日 

19 日  徒歩の日 →ホ 
20 日 バスの日 →バ 
21 日 電車の日 →ロ 
22 日 自転車の日→ジ 

●目 的    
モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 を福井市にて開催することにより、9 月 16 日～9 月

22 日をクルマに頼らない移動を一人ひとりが考え行動する週間とし、車依存の生活スタイルをあらため、

地域交通改善、公共交通の利用促進に関する機運の盛り上げを図る。 
 
●概 要 

近年、クルマに依存することによる、環境面や財政面、高齢社会の移動制約などの面における弊害が

社会問題として広く認識されるようになってきている。しかし、現在住民の生活パターンやそれを反映

して実施されるまちづくり等の施策において、この問題への配慮が必ずしも十分になされているとは言

いがたい。そして、この問題への対応においては住民の深い理解と住民参加が必要であることから、広

範な情報提供を行うことによって住民の意識を醸成することが求められている。 

そのためヨーロッパを中心に、毎年 9月 16 日～9月 22 日に、多くの都市(2008 年は 2102 都市）が参

加して、モビリティウィーク＆カーフリーデーの催しが一斉に開催され「クルマに依存しない生活」に

ついての啓発が行われてきた。 

福井でもまちづくりや環境系 NPO を中心に 2007 年からこの取り組みに参加し、2008 年には全国路面

電車サミット 2008 福井大会を同時開催して、住民に対して広く情報発信し啓発を行った。 

 

●開催場所  福井市内（福井市役所 1F、福井駅西口広場、アップルロードの一部等）     

  
●実施内容    
  （１）「モビリティセンター」の運営（ 9 月 19 日～ 22 日）  

 
①  バス・電車案内センター運営                          



  福井市内に発着するバス・電車を中心に運行に関する案内及び各個人別の「マ

イ時刻表」の作成し移動の手助けとした。  
② 自転車案内センター  

りんりんマップを通して、自転車の利用しやすい道路の紹介や、自転車で行

けるまちなか周辺の観光や各種施設の案内などを行った。   
③ 観光スポット案内、まちなか店舗案内  

     まちなかの優良店舗や市内観光スポットを含んだマップの作成及び配布を  
     通して、車以外の移動手段によるまちなか散策を促すことを目的とした。  

     
  （２）無料レンタサイクル（ 9 月 19 日～ 22 日）  

放置自転車や不要自転車のリサイクル自転車（福井市、福井県管理の 12 台）

を活用して無償でレンタサイクル事業を実施し、併せてりんりんマップの説

明や、自転車で利用できる市内観光スポットの案内などの啓発を行った。  
 
  （３）バスの乗り方教室（ 9 月 20 日）  
     9 月 20 日が「バスの日」でもあり、県バス協会と協働で勝木書店西側で運賃  
     の支払い方や乗車マナー、車椅子の乗車体験など小中学生を中心に実施。  

 
  （４）県内バス・電車の子ども運賃の割引（ 9 月 20 日、 21 日）  
     9 月 20 日は京福バスと福鉄バスの子ども運賃を県内どこでも 1 乗車 100 円。 
     9 月 21 日はえち鉄と福鉄の子どもの 1 日フリー乗車券を 100 円とする企画運  

賃を実施。  
      
  （５）シンポジウム＆トークショー（ 9 月 19 日）  
     響のホールで今尾恵介氏＜地図研究家＞の講演＆トークショーを開催。  
     また、事前に募集をしていた中高校生による作文の優秀者の表彰式を実施  
 
  （６）中高校生へ作文募集＆表彰  
     別紙参照  
      
  （７）電動アシスト自転車の展示試乗等（ 9 月 22 日）  

電動自転車、ユニークな自転車、自転車タクシーの展示及び試乗を実施し、

併せて簡易修理や改正された自転車関係のマナー・法規などの啓発を行った。 
 
  （８）広報・啓発  

ヨーロッパのカーフリーデーの実例や国内のカーフリーデーの紹介・啓発の

ためのパネル展示や福井市が目指しているよりよい公共交通のあり方を示し

た交通施策などをパネルでの展示やリーフレット等で広く市民に広報した。  
 

●実施状況 

（１）モビリティセンター 

モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2008 の企画の出発点が、このモビリティセンターであ

る。福井駅西口広場に 9 月 19 日（土）から 22 日（火祝）までの 4 日間設置したが、初日を除き、1

日あたり 100 人前後の利用があった。元々福井駅での公共交通の結節が十分でなく、案内看板・表示

も不備であることもあり、予想通りモビリティセンターのニーズが大きいことが確認できた。 

バス・電車案内センター、観光・まちなか店舗案内センター 

のりのりマップ、地域時刻表、観光パンフレット・観光地図を使って対応。観光客がバスや電車の

乗り場を聞いたり、観光地への行き方や、どのルートを選択するのが良いか、越美北線の列車の待

ち時間内に回れる市内の観光スポット、さらには福井名物の蕎麦やソースカツ丼、魚介類を食べら

れる店の紹介を依頼されるケースが多かった。 



（２）無料レンタサイクル 

日によって稼働率は違ったが一定の需要がある。常設して欲しいという要望も出ていた。市内観光に

レンタサイクルを利用する人が多く、りんりんマップや観光パンフッレット等の配布とは密接不可分

である。無料で行なったが、アンケート結果から 300 円程度の有料となっても自転車の利便性からニ

ーズがあることがわかった。 

（３）電動アシスト自転車・3 人乗自転車・優良デザイン自転車展示試乗会（りんりん広場） 

会場では、3 人乗自転車や電動アシスト自転車などの試乗を通じてマイカー依存となっている生活を

変えるための手助けとして来場者への情報提供に一役買った。3 人乗自転車は子育て中の母親を中心

に実際に子どもを乗車させる体験を通じて環境問題への意識喚起につなげることができた。 

電動アシスト自転車は 60 歳前後の方の引き合いが多く、運転のし易さを実感したりしてマイカーか

ら自転車へのシフトが期待された。また、小学生向けに行った自転車のルール・マナークイズは同行

した親にとってもその再確認の機会となった。 

（４）モビリティウィーク＆カーフリーデーパネル展 

市役所１階会場では展示枚数に制約があったが、市役所職員や市民が熱心に見ていく様子も見られた。 

モビリティセンター会場では常に突風が吹き荒れ展示時間はわずかであったが、駅利用者にアピール

できた。 

 

●事業の効果 
モビリティウィーク＆カーフリーデーは、今年で 3年目の実施となる。公共交通事業者や NPO が一体

となって開催し、さらに、マスコミと広範囲な連携を行うことにより、この取り組みを多くの市民に知

らせ、啓発することができた。 

しかしながら、「クルマをおいてホジロバ交通で街に出よう」というサブタイトルにあるように、子

どもと親が連休の 1日ぐらいはクルマをおいて街に出るという機会を提供するという事業であるが、ク

ルマ中心の生活スタイルを変えさせるまでにはまだまだ時間を要するところである。 

ＪＲ福井駅という福井県の交通の最大結節点でありながら、乗り継ぎの利便性は不十分である。いま

だ整備の途中ということもあるものの、いわゆる広い意味で交通弱者に優しい環境でないことは明らか

である。私たちはその中にあって、どのような案内がいいのか、わかりやすいサインとは何か、来街者

にはどんなニーズがあるのかを体験的に試みているところである。 

とりわけ、割引運賃の企画やレンタサイクルは事前告知が行き届いていれば、それを目当ての行動も

誘発できるものと思量する。（レンタサイクルは当日会場ののぼりやテント内の様子を見て申し出ると

いう実体であった）行政や交通事業者、メディア、ＮＰＯ等のさらなる連携が必要となろう。 

事業の効果として、目覚しい進展はにわかにはわからないものの、当該事業を継続的に実行すること

により市民に何がしかの気付きを与え、「かしこいクルマの使い方」や「かしこい公共交通の使い方」

を実践してくれる市民がすこしでも増えることを願っている。 

モビリティセンターは１日あたり 100 人前後の利用があった。電動アシスト自転車や 3人乗り自転車

の試乗も大勢の参加者があり、後日、購入についての問い合わせもあった。これらの取り組みはマスコ

ミを通して多くの市民に向けて報道され、多くの市民に認識された。 
なお、期間中の来場者数は、モビリティセンター来場者数は、19 日（土）が 35 人、20 日（日）が

94 人、21 日（祝）が 102 人、22 日（祝）が 90 人、4 日間合計 321 人。22 日のりんりん広場の来場者

数が 178 人。来場者数の合計は 499 人であった。 



ＭＷ＆ＣＦＤ作文・小論文コンクールのまとめ 

初めての試みとなった作文・小論文コンクール。多くの作品が寄せられ、一定の役割を果たしたと思わ

れます。中高生とその家族に公共交通について考えてもらうイベントとして定着させたいですね。 

ＭＷ＆ＣＦＤ 作文・小論文コンクール 入賞作品一覧 

モビリティウィーク＆カーフリーデー大賞 「路面電車と電気自動車のハイブリッド開発」 

 仁愛女子高校１年  赤谷恵理（あかたに えり）さん 

ＦＢＣ賞 「地球に優しい公共交通社会」 

 至民中学校 ３年  飛山 遙（とびやま はるか）さん 

えちぜん鉄道賞 「公共交通機関をより利用しやすく」 

 高志高校 １年   五十子智陽（いがっこ ちはる）さん 

京福バス賞 「レッツゴーバスデー」 

 社中学校 １年   前田依未（まえだ えみ）さん 

福井鉄道賞 「通学を通して」 

 藤島高校 ２年   中山翔太（なかやま しょうた）さん 

まちづくり福井賞 「交通機関の利用向上について」 

 足羽中学校 ３年  川上 陽（かわかみ みなみ）さん 

ふくい路面電車とまちづくりの会賞 「電車に乗ってみえるもの」 

 高志高校 １年  谷口絵里奈（たにぐち えりな）さん 

大賞作品紹介 

家族で移動する時は毎回自動車を使用します。勿論ガソリン車です。父が運転する自動車の前をバスが黒い煙を出

しながら走るのをよく見かけます。父に「このクルマからも黒い煙が出ているの？」と聞くと父は「このクルマはガソリン車

だから黒い煙は出ていないよ」と答えてくれました。私は安心しました。ところが「ＣＯ２は排出している。これが問題なん

だ」と話してくれました。私には何が厄介なのかあまり分かりませんが、いまこそ環境対策が必要な時期であることは十

分理解しています。そこで、電気自動車の開発はかなり進んでいるようで、間もなく市販されるように聞いています。次

ぎに路面電車の開発、これはどうなっているのでしょう。私の学校の前を路面電車が走っていますが、なんとなく重苦し

そうに見えます。今後の路面電車は細い道もすいすいと走っていく、そんな時代がこないでしょうか。路面電車も電気自

動車のように、いつでも充電できるバッテリーを搭載し、充電は太陽光発電や地面からの誘導で常時充電するようにす

れば、道路上空の電線がいらなくなります。こうすれば、道路も余分な電柱を立てずにすみ道路全体が広々と使えるの

ではないでしょうか。「路面電車が走ると、道路が混雑する」と聞きますが、思い切って、路面電車が走る道路は、路面

電車・歩行者・自転車専用道路とし、自動車は通行禁止とします。ケースによっては電気自動車は通行可とします。ここ

まで環境対策を徹底してはいかがでしょうか。路面電車の線路は都市部の隅々まで張り巡らせ、ちょっとしたお買い物

でも利用できるようにするのです。老若男女問わず便利になるように。ちょっと残念なことは、都市部から外れる方々と

の差がつく事。この部分においては、電気自動車バスが頑張れないでしょうか。路面電車と電気自動車のハイブリット

開発で、いつまでもきれいで住みよい福井市であってほしいと思います。また、これが全国の中小都市の見本となれば

これもまた嬉しいことです。             応募作品数 

至民中学校 124 足羽中学校 26 社中学校 5 明道中学校 5 藤島高校 6

高志高校 186 羽水高校 4 福井商業高校 33 仁愛女子高校 292 合計 681

 



〔男1シ 2ヽ〕

コミュニティバスの導入に関するガイ ドライン

1,目 的

本ガイドラインは、「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイ ドライン」に定

めるもののほか、市町村等がコミュニティバスを導入する際の留意すべき事項を定める

ことによって、地域住民にとって便利で効率的な地域交通ネットワークの構築に寄与す

ることを目的とする

2.コ ミュニティバスの定義

本ガイ ドラインで「コミュニティバス」とは、交通空白地域・不便地域の解消等を図

るため、市町村等が主体的に計画し、以下の方法により運行するものをいう。

(1)一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バス (乗車定員11人未

満の車両を用いる「乗合タクシー」を含む。)

(2)市町村自らが自家用有償旅客運送者の登録を受けて行う市町村運営有償運送

3.コ ミュニティバスの導入に際し留意すべき事項

(1)基本的な考え方

地域の交通ネットワークの整備にあたつては、路線定期運行を基本としつつ、当該

地域の特性に応じたその他のサービスを組み合わせることによつて、全体として整合

性のとれたネットワークを構築することが重要である。

公的資金によって支えられるコミ三ニティバスは、自立運営を原則とする路線バス

(一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するコミュニティバス以外の路線定期運行を

いう。以下同じ。)を補完し、これと一体となって当該地域の交通ネットワークの一

部を形成するものであることから、その導入にあたっては、路線、区域、運行時刻等

において路線′ヽスとの整合性を図るよう十分留意する必要がある。

(2)事業計画 (路線、営業区域、使用車両、停留所等)

路線や区域については、導入するコミュニティバスの地域交通ネットワークにおけ

る役割分担を明確にした上で、路線バスと実質的に競合することのないよう十分に検

討すべきである。検討にあたっては、市町村等が同一地域内を運行する路線バスの運

行事業者を含む関係者からヒアリングをすることが望ましい。

使用車両については、地域特性又は路線特性等に即して仕様、形状、乗車定員等に

ついて検討する必要がある。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」及び「移動等円滑化のために必要な旅客施設又1ま車両等の構造及び設備に

関する基準を定める省令 (平成 18年 12月 15日 国土交通省令第 111号 )」 にし

たがつて所要の要件を満たす必要がある。さらに、使用車両数については、車検、定

期点検、事故等の発生に備えた予備車両の必要性について検討する必要がある。

停留所や乗降場所については、路線バスとの乗り継ぎを考慮 して検討する必要があ

る。

(3)運行計画 (運行系統、運行日数、運行時刻)



路線バスでは運行できない時間帯をコミュニティバスが分担するなど、運行系統、

運行回数、運行時刻の設定にあたっても、相互の補完を図り、競合を回避するよう配

慮すべきである。また、運行時刻の設定は、結節点における路線バスとの接続を考慮

して行うべきである。さらに、「旅客自動車運送事業運輸規則第 21条第 1項の規定

に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準 (平成 13年 1

2月 3日国土交通省告示第 1675号 )」 に留意する必要がある。

(4)運賃及び料金等

一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う場合の運賃及び料金について

は、他の旅客自動車運送事業者との間に不当競争を引き起こすおそれがないこと、財

政負担を踏まえつつ、安全運行に必要な費用を確保できること及び持続的な運行が可

能であることにつき、十分に検討する必要がある。

市町村運営有償運送による場合の旅客から収受する対価については、「自家用有償

旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて (平成 18年 9月 15日付け

国自旅第144号 )」 の定めるところによる。

(5)市町村等が運行を委託する場合における運行主体の選定方法

運行を委託する場合の運行主体 (一般乗合旅客自動車運送事業者)の選定にあたっ

ては、運行経費の多寡のみを基準とすることなく、収益拡大策、運行の安全性、利用

者の利便性、環境への配慮、緊急時の対応能力等の観点から総合的に評価することが

重要である。

総合的に評価する際の評価項目及び評価要素の例は以下のとおりである。評価にあ

たつての各項目の比重については、運行経費に偏ることのないようにすべきであり、

とりわけ運行の安全性には十分な配慮が必要である。

① 運行経費

・能率的な運営を前提としていること

・安全運行のために必要な経費等の確保

・経費の適正な見積もり

② 収益拡大策

③ 運行の安全性

・旅客運送事業の実績

・国土交通省による処分の状況

・重大事故の発生の状況 (過去〇年間)(重大事故とは自動車事故報告規則第 2条

の事故をいう。)

・運輸安全マネジメントの導入状況

・運行管理体制

・整備管理体制

・営業所と車庫との距離

・適切な乗務割、労働時間を前提とした運転者の選任計画

・休憩、仮眠又は睡眠のための施設の設置状況

④ 利用者の利便性

・高齢者、障害者への配慮 (バ リアフリー車両の導入等)



,運転者の教育体制

・利用者に対する情報提供の体制

・苦情対応体制

・他の交通機関とのネットワーク構築に向けた取り組み

⑤ 環境への配慮

・低公害車の導入状況

・省エネルギーヘの取り組み状況

・交通エコロジー・モビリテイ財団のグリーン経営認証又はlS014001の 取得の有無

⑥ 緊急時の対応能力

・事故時の処理体制

・事故時の損害賠償能力

・災害発生時等緊急時の対応能力

・予備車両の状況

(6)市町村等が運行を委託する場合におけるその他の配慮事項

燃料高騰など運行主体の責に帰すことのできない要因により、運行経費が著しく増

加したり実運賃収入が予定運賃収入を著しく下回つた場合には、衡平の観点から委託

費の適切な見直しが行われることが望ましい。

また、運行主体が新たに車両を購入して運行する場合であつて、5年未満で運行委

託契約が終了する場合には、残期間の車両償却費の負担について適切な配慮がなされ

ることが望ましい。

【参考事例】

○路線バスと実質的に競合するコミュニティバスを導入したため、利用者の利便性の低下が危惧さ

れる事例 (3.(1)関係〉

・ A市は、市中心部において、既存路線バスと実質的に競合する低康な運賃のコミュニティバス

の運行を開始した。既存路線パスは、市中心部を通つて過疎地域を結ぶ赤字路線であるが、コ

ミュニティバスとの競争で市中心部での収入が減少しているため、減便又は廃止を検討してい

る。過疎地域の住民の利便性の低下が危倶される。

・ B市は、C社の既存路線バスと実質的に競合する形で、入札で最低価格を提示した0社に委託

しコミュニティバスの運行を開始した。その結果、C社は旅客の逸走から路線の一部撤退を行

ったが、その後、D社は経営不振によリコミュニテイパスの委託費の増額をB市に要望するも

認められないため、コミユニテイバスから撤退するおそれがある。コミュニテイバスが運行で

きなくなければ既存路線バスが撤退した地域の住民の足がなくなることとなる。

O路線バスとの役割分担を明確にしてコミュニティバスを導入した事例 (3.(2)関係)

E町は、既存路線パスでカバーすることのできない末喘地域について、既存路線バスの停留所

までの足の確保を目的として乗合タクシーを導入している。なお、既存路線バスとの運賃上の

乗り継ぎ抵抗に配慮し、乗り継ぎ割引も導入している。

○路線バスと実質的に競合するコミュニティバスを導入したため、路線バスの輸送人員が減少し補

助金の増額につながつた事例 (3.(2)関係)

F市は、G社の既存路線バスに補助金を交付 し路線維持を図っていたが、当該路線に競合する



コミュニティバスを導入 (運行はG社に委託)し たため、既存路線バスの輸送人員が減少し、 |

結果として既存路線バスに対するF市の補助金の増額につながつた。            |
!

O使用車両の検討が十分に行われなかったことにより問題が生じた事例 (3.(2)関係)    |
H市は、地域公共交通会議の合意に基づきコミユニテイバスの運行を 1社に委託することとし、i

l社が一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請を行つたが、使用車両がバリアフリー基準に適 |

:

合しないことから許可が得られず、財政面の手当を含め使用車両の再検討が必要となり、運行 i

開始が大幅に遅れることとなつた。                            |

○路線バスとコミュニティバスの相互の補完を図り利用者利便を向上した事例 (3.(3)関係) |
」市は中心市衝地において、K社の既存路線バスの運行本数が少ない昼間時間帯にコミュニテ

|

ィバス (運賃100円 )を運行し利用者利便を高めるとともに、K社の昼間時間帯の路線バス運賃 |

を」市の負担によつて200円 まで引き下げ、路線バスとコミュニティバスの運賃格差の是正を図
|

っている。                                       |
:

[

O自治体の設定した運行ダイヤが運転者の労働時間の制約に抵触していた事例 (3.(3)関係) |
L市は運行ダイヤ等を定め、入札を経てコミュニティバスの運行をM社に委託したが、M社が

|

実際に運行したところ、少しの遅れて運転者の労働IIt間 の制約に抵触する運行ダイヤとなつて
|

いたため、運行開始早々、運行ダイヤの変更が行われた。                 |
|

0運行経費の多寡のみを基準に事業者を選定したことによって運行に支障が生 じた事例 (3.(5)|

関係)                                       ]
・ N市は、入札で最低金額を提示した0社にコミユニティバスの運行を委話したが、0社が運行

|

経費を押えるために勤務実態のない運行管理者について虚偽の届出をしていたことから、道路 l

運送法第 40条の規定に基づく車両停止処分を受けることとなり、コミュニティバスの運行に
|

支障が生じる結果となつた。                               :
・ P町は、入本Lで最低金額を提示した0社にコミュニティバスの運行を委託することとし、Q社 |

が一般乗合旅客事業者運送事業の許可申請を行つたが、運行管理体制が整っていないことなど l

から許可が得られず、運行直前になつて急速地場の一般乗合旅客自動車運送事業者の協力を得 I

1

てコミュニティバスの運行にこぎ着けた。                         |
・R市は、入札で最低金額を提示したS社にコミュニティバスの運行を委託したが、S社は経営 1

不振によリコミュニティバスの委託費の増額をR市に要望するも認められないため、コミュニ
|

ティバスの運行から撤退 した。

Oコ ミュニティ′`スの運行経費の一般的な項目例 (3.(5)①関係)

運送費      人件費 (運転者、その他 )

燃料油脂費

車両修繕費

車両減価償却費 (又 は車両リース料)

自動車関係諸税

保険料

初期費用

バス停修籍費

その他運送費

バス停設置費用

音声合成データ作成費

その他初期費用

人件費

その他経費

一般管理費



0安定的な運行に資する委託契約等の事例 (3.(6)関係)

・ T市とU社のコミュニティバスに関する運行協定書においては、事業者の責に帰さない燃料高

騰など外部要因による運行経費の増加が生じた場合、運行負担金の変更を求めることができる

としている。

・V市とW社のコミュニティバス運行に関する協定書においては、W社の車両を使用することと

なつているが、運行が5年未満で終了する場合は、使用車両の残存価格の負担について、V市
とW社が協議の上別に定めることとしている。

1
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