
第４章 公共交通整備の基本的な考え方 

４-1  基本理念・目標 

（１）基本理念 

本市における市民の通院や通学、買物など、日常生活の足となり、今後の交流人口拡

大により更なる増加が期待される来訪者に対する市内移動の主要な交通手段を目指しま

す。そのために、行政や交通事業者だけでなく、市民や企業等も活動の『輪』に参画し、

新たな発想を取り入れつつ、地域活性化や環境にやさしいまちづくりに『つながる』よ

う、次代に引き継ぐ（つなぐ）、持続可能な公共交通システムを構築します。

【基本理念】 

本市においては、人口減少や少子・高齢社会の進展、分散する集落と中心市街地等の

連絡強化、地球環境問題への対応など、公共交通を取り巻く課題を解決していくために、

持続的な公共交通システムの維持・拡充に向けて、公共交通利用への積極的な転換を図

ることが重要となります。

また、免許を持たない若年層や高齢者等を含む移動制約者の生活交通の確保や、本市

の来訪者の主要な市内移動手段としても、今後とも、公共交通を維持していくことが求

められます。

そのためには、公共交通を、移動手段の確保や環境負荷の低減として捉えるだけでな

く、社会資本の一つとしての市民意識を高め、まちづくりとも連動しつつ、快適・利便

性の向上を地域が協働で取組み、本市の都市力向上を目指します。

また、上位計画に位置づけています第一次輪島市総合計画や輪島市と計画マスタープ

ランの基本的な考え方を踏まえ、将来都市像の実現のため、上記の基本理念に基づいた

施策展開を行い、次代につなぐ持続可能な交通手段の確立を目指します。

みんなで『つなぐ』、公共交通の輪 
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（２）基本理念に基づく公共交通システム実現に向けた基本方針 

次代につなぐ持続可能な公共交通システムを実現するためには、市民をはじめとした

多様な主体の参画とともに、今まで以上に公共交通の利用者を増やすことが何よりも重

要となります。

このため、交通事業者と行政は市民や関係機関等と協働し、都市構造や利用者のニー

ズ等に柔軟に対応しつつ、本市における主要な交通手段として、少しでも自動車利用か

ら公共交通利用への転換を促し、環境負荷の低減やまちのにぎわいを創出するような公

共交通システムを実現していくことが求められます。

これにより、市民や来訪者が、公共交通を「身近な移動手段」、そして「自ら支えてい

る」と実感でき、さらには「必要な社会資本」として、将来にわたり持続可能な公共交

通システムを実現することを目指します。

【基本方針①】 

市民の利用者ニーズは、「運行時間帯」や「運行経路」等の利便性向上に対するもので

あり、高齢者や通学者、さらには今後のさらなる利用増加を目指す来訪者等に対して、

リピーターにつながるサービス水準の向上に取組みます。

また、行政と交通事業者だけでなく、市民や関係団体等の多様な主体の参画を得るこ

とで、柔軟な対応によるローコスト運行への転換を図ります。

利便性向上と公平性の確保

・公共交通網を見直し、市民や来訪者などがリピーターとなるよう、利用者の利便

性向上につながる施策を展開します。

・公共交通システムを維持するために必要な費用について、利用者が納得して利用

できるよう、利用料金の設定方法を確立し、運行費用の公平性を高めます。

協働で支える公共交通

・集落分散型の都市構造を前提とした公共交通システムを維持するため、行政と交

通事業者にとどまらない、住民や関係団体等の多様な主体が参画できる運行体制

等を整えます。

・公共交通の維持・増進に向けて、多様な主体の参画を得ることにより、それぞれ

に「自ら支えている」という実感が醸成されていくことを目指します。

サービス水準向上とローコスト運行への転換
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【基本方針②】 

少子・高齢社会の進展は、行財政運営にも影響するものであり、世界農業遺産を構成

する本市における環境に配慮した取組やまちのにぎわい・活力の創出などにつなげるこ

とにより、経済効果の顕在化を図ることはもとより、都市イメージの向上につなげます。

また、持続可能な公共交通への転換は、高齢者の外出支援や健康増進等にもつながる

ことが期待されることから、単に公共交通施策としてだけでなく、総合的な施策展開を

図ります。

公費縮減につながる運行モデル構築

・公共交通の運行にあたり、複数の行政施策（行政サービス）を一体的に進めるこ

とで、公共交通の運行費用のマイナス分を補てんする以上の成果を一方の施策で

上げ、結果的に公費の縮減につなげます。

環境負荷の低減

・市民や来訪者の市内移動手段を自動車中心から公共交通へと転換し、過度に自動

車へ依存することのない生活が実現されるような動機づけにつながる事業の実施

や意識啓発、市民や来訪者に身近な公共交通システムの導入に取組みます。

・更新時期を迎えたバス等を中心に、環境に配慮した車両を導入するとともに、低

炭素社会の実現につながる新たなバス運行システムの導入を検討します。

持続可能な公共交通への転換
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（３）基本目標 

基本目標は、本計画で目指す本市の公共交通の将来像を具体的に示すものであり、基

本理念を踏まえて以下の３つの目標を設定します。

①公共交通の利便性向上と持続可能な公共交通ネットワークの構築

・市民の通院や買物、通勤・通学等の日常生活を支える利用しやすい公共交通サービス

を提供するために、関係主体が『協働』で、需要に対応した効率的・効果的な公共交

通ネットワークを構築します。

②交通空白地域の解消

・地域のニーズに沿って公共交通サービスが利用できない交通空白地域*1を解消し、安心

して快適に生活できるよう、交流人口の受皿ともなる魅力的な地域づくりにもつなが

る、公共交通の環境を整備します。

・事業者と利用者、事業者と行政の関係等に象徴される従来型の公共交通を支える仕組

みだけでなく、市民参加型による新たな公共交通のモデルの構築に取組みます。

*1 本計画では、「交通空白地域」を「バス路線の停留所等から概ね 500ｍ以上離れた区

域」を指しています。

③人にも環境にもやさしい交通体系の整備

・公共交通の車両や結節点等のバリアフリー化、誰もがわかりやすい情報提供など、全

ての人が利用しやすい交通環境を整備します。また、過度なクルマ利用を抑制するた

めの公共交通活用施策の推進により、環境にやさしいまちづくりを行います。

・自動車へ依存した生活から公共交通を上手に利用する生活へ行動変化をもたらし、地

球環境問題へ対応するため、公共交通の利用促進施策及び意識改革を図る施策を実施

していきます。

（４）目標とする指標 

①市生活路線バス・乗合タクシー１便当たりの乗客数の増加

本計画で整理した、市内で運行している路線バス及びコミュニティバス等の公共交通

利用者数の 1 便当たり乗客数に対し、概ね、5％の増加を目標値とします。 

②交通空白地域の解消

本計画の目標年次（平成36 年度末）で交通空白地域*2を解消することを目標とします。 

*2 本計画では交通空白地域をバス停より 500 メートル以上離れた地域と定義していま

す。 
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４-2  公共交通施策の体系 

（１）事業の全体概要 

本市の公共交通を一定のサービス水準を保ちつつ、ローコスト運行への移行を図り、

持続可能なものとするために、次の方針に基づき事業を展開していきます。

①協働による持続可能な公共交通の実現をめざし、「みんなでつなぐ公共交通の輪」を基

本理念に掲げ、市民、団体、企業等、交通事業者、行政のあらゆる関係主体の協働に

より施策を推進します。

②基本理念を達成するための目標に対応する「サービス水準向上」と「ローコスト運行

への転換」、「持続可能な公共交通への転換」の基本方針に基づく施策を展開します。

③施策を展開するにあたり、事業進捗の評価検証体制を確立します。

（２）施策展開の考え方 

本計画では、実施可能性に応じて「主要施策」と「検討課題」の 2 つのカテゴリに施策

を分けました。「主要施策」の中でも特に重要な施策については「重点施策」と位置付け

優先的に実現を目指します。「検討課題」は、まず主要施策を進めた後で、実現可能か検

討を行います。

①サービス水準の向上

公共交通を持続可能なものとするためには、市民の移動実態やニーズに対応し、今後

も利用が見込まれる場合には、サービスを向上させる一方で、需要が少ない場合につい

ては、他の交通手段を活用するなど、公共交通網の再構築による効率的な運行・運営が

必要です。

従って、移動区間や場面、主な利用者層に応じた各交通手段の役割の明確化が重要で

あり、公共交通手段を設定しながら、サービスの提供に取り組みます。

②ローコスト運行への転換

現在の公共交通は、主に交通事業者と利用者との関係や、行政からの支援等により支

えられていますが、持続可能な公共交通体系を確立していくためには、市民、団体、企

業等、交通事業者、行政の多様な主体が参画し、協働で支えていく仕組みづくりが重要

です。そこで、地域住民等が望む公共交通を地域の住民や関係団体、企業等が自ら計画

立案し、運営等に積極的に関わっていく体制の構築を目指した施策展開と、公共交通を

支えるための仕組みづくりを進めます。

③持続可能な公共交通への転換

公共交通を市民や観光客の幅広い層に利用されるよう、利用しやすい環境整備とその
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周知が重要です。現在の公共交通の利用率が低い状況を踏まえると、自動車の利用者に

対して「公共交通が身近な移動手段」であることをわかりやすく、伝えていくことが求

められます。

また、公共交通の中でも特に路線バスについては、市民アンケート結果から運賃設定

よりも運行時間帯や運行経路等の利便性の向上に対する要望が高いことから、こうした

点を改善することにより、利用を促進していくことも求められます。

さらに、公共交通の利用促進を図る上で、庁内他部局の施策との連携を図り、生活者

に対する多様な視点から幅広い層を対象とした公共交通利用促進施策へと転換を図るこ

とが重要と考えられます。

こうした取り組みの他にも、公共交通網（システム）の見直しや再編にあたっては、

バス、タクシー利用者の利便性・快適性を向上させるための施設整備や、公共交通の乗

継時の利便性低下を解消する施策や公平な運賃の設定、安定的な公共交通運行の確保に

向けた体制整備等を進めていきます。
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■ 公共交通施策の体系 ■ 

現   況 基 本 方 針理念 ○主要施策（●重点施策）□検討課題

・10 年後には、本市人口の約半数が

高齢者と予測(5 頁) 

・路線の重複がある。北鉄奥能登バス

小山線のルートがおでかけバスの

二又・入山コースと 8割以上重複し

ている(15 頁) 

・依然として本市全人口の約 8%が公

共交通空白地域である。特に 10%を

超えるのは輪島南部地区(約 12%)、

輪島東部地区(約 12%)、輪島西部中

央地区(約 18%)(18～24 頁) 

・バスの輸送能力に対してその 50%も

利用されていない。週末の路線バス

は全体的に顕著で、さらに枝線は平

日週末を通して空席が目立つ。 

(25 頁) 

・バスの赤字補てんに輪島市から

7,000 万円以上の歳出(25頁) 

・中心市街地に比べ分散立地する集落

部の住民の公共交通（バス）利用率

が高い(29 頁) 

・バス利用者の利用目的の８割を「通

院」が占める(30 頁) 

・バス運行に何らかの改善を求めてい

る人の割合は全体の約半数、改善内

容は「運賃設定」より「運行時間帯」

や「運行経路」等の利便性向上を求

める割合が高い(31～32 頁) 

・今後 10年間に回答者の約半数が「積

極的にバスを利用したい」と回答

(32 頁) 

み

ん

な

で

つ

な

ぐ

公

共

交

通

の

輪

少子高齢社会へ

の対応

集落分散型の都市

構造への対応

多様な市民ニーズ

への対応

安定・継続した公

共交通サービスの

提供

環境共生社会へ

の対応

○サービス水準向上とローコスト運行への転換 

利便性向上と公平性の確保

→利用しやすさの向上

→運行格差の是正

○持続可能な公共交通への転換 

環境負荷の低減

→次世代型交通システムの導入促進

協働で支える公共交通（公共交通空白地

の解消）

→多様な主体の参画による運行確保

公費縮減につながる運行モデル構築

→総合的なまちづくり施策との連携

(5)公共交通利用特典企画の導入

⑩□「エコチケット」制度（定期券等に併設する地域通

貨的なポイント付与）(67 頁) 

⑪□ノーマイカーデーの実施(68 頁) 

(3)地域住民・団体等の公共交通手段確保への参画

⑦○地域住民による自主運行バスの運行試行（●観光誘

客と連動した「まちづくりワゴン」の運行）(63 頁) 

⑧□商店街や大規模商業施設、観光施設、医療機関等と

の連携促進(64 頁)

(2)運行評価システムと連動した運賃体系の構築

⑥□運行コスト、路線維持の必要・重要性等の路線評価

に応じた料金体系の構築(57 頁～)

(4)「輪島元気タクシー」の運行

⑨□介護予防目的の「保健体操教室」開催に合わせた予

約制タクシーの運行で、医療費支出削減効果を運行経

費に還元、総合的に財政支出を縮減(65 頁～)

(6)マルチモビリティシステムの導入

⑫□コミュニティサイクルや電動カート、カーシェアリ

ングなど、利用者が決められたポートで交通手段を選

択し、貸出、返却を自由に行える新しい統合交通シス

テムの構築(69 頁)

(7)環境配慮型車両への更新

⑬□環境配慮型車両の導入(70頁～) 

⑭□低炭素化社会対応のバス運行システムの導入(72 頁) 

課   題

(1)公共交通網の再編とサービスの向上

①●既存路線の再編とダイヤの見直し(48 頁～)

②●スクールバスの活用(51 頁)

③□交通空白地域の住民へのタクシー助成券交付(52 頁)

④□デマンド方式の採用路線への移行(53 頁～)

⑤□乗合タクシー拡充(55 頁～) 

役割分担

行政 交通事業者 市民 企業団体

① A,B,C,I A,B,C,D    E

②  B,C,F,I  B,C,D     E 
③ B,G,H,I C,G,J   K,E
④ B,G,I B,C,D,M   E      N 

⑤ B,G,I B,C,D,M   E

凡例
A：路線変更やダイヤ見直しの周知活動
B：事業 PR 
C：公共交通の運営・運行
D：運行実績の報告
E：積極的な公共交通の利用
F：庁内での部局相互連携強化
G：利用者ニーズの把握
H：助成券交付申請の受付・交付

I ：委託金の支払い
J：使用された助成券の提出
K：助成券交付申請
L：活動支援、情報提供
M：利用者の運行希望受付
N：協賛金、物資の寄付等
O：実績データの収集・分析・活用

P：協力要請と調整
Q：公共交通事業の主体的な実施
R：取り組みへの参加、協力
S：利用環境整備
T：環境配慮型車両の導入検討

⑥ O D    

⑦  L,P      L,R     Q,E     Q 

⑨ F,P     (C),R     E      (C) 

⑧  L,P     R       E      R 

⑩  L,P R     E     R 

⑪  B,P R       E      R 

⑫ B,L,P  B,F,S   E      R 

⑮ O     D

⑭ P R    E      R 

(8)その他

⑮○事業データ等の収集・分析・活用(全施策に該当する) 

⑯○ＰＲ(79 頁) 

⑬ T R    E      R 

⑯ B
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４-3 主要施策と重点施策 

（１）公共交通網の再編とサービスの向上 

①既存路線の再編とダイヤの見直し／重点施策 

＜施策のねらい＞ 

輪島市が平成 25 年度に負担した公共交通の運行に係る費用負担は約 7,000 万円であり、

今後は、行政の財政縮減が自治体存続の重要課題となる中で、より効率の良い運行体制

の検討が求められます。 

本市の公共交通路線網には複数の路線が重複する区間がいくつか見られます。それら

の重複について路線を統合することによって効率的な運行の実現に向けて取り組みます。

なお、病院へのアクセスは現状を維持することを前提とし、診療日や時間帯に留意し

ながら必要な見直しを行います。

＜具体的な見直し案＞ 

1)小山線・久川線・外浦線(以上路線バス)・おでかけバス二又・入山コースの再編 

現在、輪島西部南地区のバス路線網は複数の区間で重複が見られます。これらの路線

再編の方策として以下が考えられます。 

■ 現在の輪島西部南地区の路線網 ■ 

・小山線と二又・入山コースの統合 

・二又・入山コースの久川延伸による

久川線との統合 

・外浦線の剱地もしくは池田(北川)折

り返し 

交通空白地域が新たに生まれることの

ないように注意しながら、関係各所と調

整し、これらの中から最も効果的な組み

合わせを選び、路線の再編を推し進めま

す。 

北鉄能登バス外浦線       北鉄奥能登バス久川線 

北鉄奥能登バス小山線      おでかけバス二又・入山コース 
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2)おでかけバスの運行方式・ダイヤの見直し 

おでかけバスの運行方式やダイヤを見直すことによって経費削減を行います。検討する

方法は以下の 2 案です。これらの経費削減によって浮いた歳出や車両を現在交通空白地

域となっている地域への公共交通手段の確保に充てます。 

2)-1 運行方式の変更 

現在、おでかけバスの運行は委託された事業者が月・水・金曜日は猿橋・小石コース、

火・木・土曜日は安代原・西円山コース、と隔日でコースを分けて運行しているため 6

日分の委託料が発生しています。しかし、それら 2コースを月・水・金曜日もしくは火・

木・土曜日に集中して連続運行させることで、3日分の委託料に削減することが可能です。 

2)-2 運行日数の変更による経費削減 

平成 25 年度のおでかけバスの一便当たりの利用者数は、早朝の門前から各地へ向かう

便及び最終の各地から門前へ向かう回送便を除いても 1.91 人/便から最大でも 3.08 人/

便です。そこで、現在の週 3 回の運行から週 2 回の運行に減らし、空いた一日を公共交

通空白地域へのバス運行に充てます。 

3)愛のりバス内屋・坂田コースの昼間運行削減 

愛のりバス内屋・坂田コースは運行日一日あたりの有償利用者数は 0.29 人/日と非常

に低い値となっています。したがって、登下校時以外の時間帯の運行日数を削減するこ

ととします。 

【検討課題】 

その分の空いた車両を、能登空港と三井駅前バス停を結ぶシャトルバスへの転用を検

討します。飛行機のダイヤは頻繁に見直され、路線バスのダイヤ改正が追い付かない状

況にあります。能登空港から輪島市街地までのタクシー料金は 5～6千円と高額な出費に

なってしまいます。また、比較的安価なふるさとタクシーも事前に予約が必要なため、

その存在を事前に知らなければ利用ができません。そこで、三井地区の南部を走る愛の

りバスをシャトルバスに転用し、能登空港の発着時間に合わせた運行を検討します。 
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4)のらんけバスのルート再編とダイヤ見直し 

市が運営するバスの中で比較的収支率の高いのらんけバスにおいても、路線やダイヤ見

直しの余地があります。 

4)-1 城兼ルートの再編 

現在、のらんけバスは 3台体制で運行が行われています。城兼団地バス停は本来、路線

バスの町野線と競合する関係にあり、城兼ルートは廃止もしくは他ののらんけバス路線

の利用率の低い時間帯に当てはめることによってのらんけバスの 2台体制化を図ります。

ただし、城兼コースが廃止となった場合、公共交通空白地域となってしまう久手川団地

は、既存路線のルート変更もしくは新しいコースを設け 1 台 3 コース制への移行によっ

てカバーします。 

4)-2 第 1便と最終便の削減(城兼コースを除く) 

のらんけバス海コースを除き7時30分発の便と17時 30分以降の便の利用者数が著しく

少なくなる傾向にあり、利用者数は軒並み 5 人を下回っています。したがって、海コー

ス以外の開始時刻と終了時刻を変更します。 

5)観光客の三次交通の拡充 /検討課題 

二次交通を使ってふらっと訪夢に到着した観光客の三次交通として、集まった観光客が

相乗りする観光タクシーの導入とそのＰＲの実施を検討します。導入の際は、観光客に

とって利用しやすい仕組みづくりと料金設定が検討課題です。 

＜役割分担＞ 

・行政：路線変更やダイヤ見直しの周知活動、(三次交通)事業ＰＲ、公共交通の運営、委

託金の支払い

・交通事業者：路線変更やダイヤ見直しの周知活動、公共交通の運行、運行実績の報告

・市民 ：積極的な公共交通の利用

＜目標＞ 

・歳出の削減 

1)年300万円の歳出削減(小山線の廃止と外浦線剱地折り返しの場合に見込まれる削減額) 

2)30%の歳出削減(2コース連続運行による委託費の削減)と公共交通空白地域の 1%(人口ベ

ース)解消 

3)能登空港利用者の二次交通の確保と車両の燃料費の 15%削減(H25 年 4 月の愛のりバス

東山・忍コース昼間の乗客ゼロ人のバスの便数) 

4)15%の歳出削減(のらんけバスが一日 34便運行から 29 便運行に変わるため)

5)年間利用者数３万人（北陸新幹線金沢開業に伴う県内年間誘客数約 32 万人のうち、５％

＝1.6 万人が輪島市を新規に訪れ、現状の 102 万人を加え、年間約 105 万人が来訪し、う

ち、３％が当該を利用すると仮定）
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②スクールバスの活用/重点施策 

＜施策のねらい＞ 

本市では平成 14 年、児童生徒が乗るスクールバスに地域住民も乗車出来るようになった

「愛のりバス」が導入され、それ以降路線が拡大してきました。しかし、依然として混乗

化されていないスクールバス路線がいくつも残っており、それらは路線バスと重複したル

ート設定になっています。路線バスをそのスクールバス路線に統合し効率的なバス路線網

を構築します。 

＜具体的な施策内容＞ 

まだ混乗化されていないスクールバス路線は、西保線と重複するルート、穴水輪島線の

一部と重複するルート(桐田→熊野→河原田小学校)、皆月線と重複するルート、穴水線と

重複するルート、久川線と重複するルートです。 

これらのうち、西保線と重複するルート、皆月線と重複するルート、久川線と重複する

ルートについて路線バスとの統合に取り組みます。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：企画課と学校教育課との連携強化、事業ＰＲ(周知活動)、公共交通の運営、委

託金の支払い 

・交通事業者：公共交通の運行、運行実績の報告、事業ＰＲ

・市民 ：積極的な公共交通の利用

＜目標＞ 

・年間 570 万円の歳出削減 

((廃止する路線バス西保線・皆月線・久川線への市の赤字補てん額:1000 万円)－(スク

ールバス 3路線(西保線・皆月線・久川線)を混乗化した場合に増加する運行経費:430 万

円)) 

※スクールバス 3路線を混乗化した場合の増加額は、既存の愛のりバスの運行距離と運行経費による

回帰直線を基に算出した(決定係数=0.87)。なお、各路線週 6 日(年間 297 日)運行、混乗化前より 1 日

あたり 1往復増加で計算を行った。 

年間の運行経費:y,年間の運行距離:x 

y=131.71x-36752 

3 路線 1往復分の合計年間運行距離は 32670.0km(運行事業者資料より) 

したがって、 

y=131.71×32670-36752 

 =4,266,214 

となる。 
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③交通空白地域の住民へのタクシー助成券交付/検討課題 

＜施策のねらい＞ 

現在、健康推進課において、障がい者や高齢者でバスなどの公共交通機関の利用が困

難な住民についてタクシー利用料金の助成券を交付していますが、その制度を拡大し交

通空白地域の住民に対しても交付を行うことを検討します。ただし、この制度は重点施

策として先述した既存路線の再編によって削減された歳出分を財源にすることを想定し

ます。 

＜具体的な施策内容＞ 

交通空白地域*1 となっている地区の住民に小型タクシー基本料金相当のタクシー助成

券の配布を検討します。 

その際に、交通空白地域人口の把握とタクシー事業者へのヒアリングにより需要予測

を行い、限られた財源の範囲内で実行できるかどうか見極める必要があります。 

*1 本市は全人口の8.2%(2010 年国勢調査)がバス停から半径 500m圏外の公共交通空白地

域となっています。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：タクシー事業者へのヒアリング、需要予測、事業ＰＲ、助成券交付申請の受付・

交付、使用された助成券分のタクシー事業者への支払い

・交通事業者 ：ヒアリングへの協力、タクシーの運行、使用された助成券の提出

・市民 ：助成券交付申請、積極的な公共交通の利用

＜目標＞ 

・タクシー助成券制度導入と交通空白地域の解消
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④デマンド方式の採用路線への移行／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

本市のバス路線は、山間集落を連絡する枝線や愛のりバスにおいて利用者の減少が見

込まれますが、今後も高齢者の通院目的での少数かつ特定の時間帯での利用ニーズへの

対応が求められます。

行政の財政縮減が重要課題となる中で、市内の枝線や愛のりバス路線のうち、利用者

数が少ない路線における効率的かつ利用者が納得できる一定の利便性確保に向けたデマ

ンド方式※を採用する路線への移行を検討します。 

＜具体的な施策内容＞ 

枝線からは、１便当たり乗車人数が５人に満たない、小山線、久川線、皆月線、西保

線、空熊線のうち、空熊線をモデル路線として、愛のりバスからは、運行日一日あたり

の有償利用者数が 2 人/日を下回っている、内屋・坂田コース、東山・忍コース、西山コ

ースのうち、東山・忍コースと西山コース(登下校時以外の時間帯)をモデル路線として、

電話等による（複数の）利用者の希望乗降点（バス停名若しくは拠点施設）及び乗降車

時刻の要求に応じて、希望乗車点へ迎えに行く形の経路で運行します。 

運行車両は、バスから利用者の希望乗降点近傍の地元タクシー事業者の車両に変更し

ます。運行体制は、地元タクシー事業者の参加を得て、新たな運行事業者を設立します。 

利用料金は区間一律とはせず、原則、市街地連たん部とその他エリア（距離に応じて

段階を設定）で料金設定し、行政は、１便当たりの経費と収入の差額を運行事業者に支

払います。 

または、定路線、定時運行のバスを電話等で利用者から希望があった場合にだけ運行

するデマンドバス運行も検討します。

※デマンドバスは、利用者の要求に対応して運行する形態のデマンド対応型交通方式のバスを
指します。形態は多様ですが、大きくは以下の３種類が挙げられます。 

１ 迂回型バス： 
路線バスの運行形態の一種で広義ではオンデマンドバスと称する場合もあります。条件に応
じて基本路線の外の迂回路線を経由します。これはバスの運行を管理する者に対し、利用者
が通信手段（電話、ファックス、専用端末、インターネットなど）により利用者要求の手続
きを行うと、バスに情報が伝えられ希望する停留所まで迂回するものです。利用者要求が無
い場合には迂回路線を経由せずに運行します。 

２ エリア型バス： 
路線バスの形態とは異なり、狭義のオンデマンドバスです。電話等による（複数の）利用者
の希望乗降点（バス停名若しくは拠点施設）及び乗降車時刻の要求に応じて、希望乗車点へ
迎えに行く形の経路で運行する形態のバスです。通常は複数の利用者を乗せるので、乗合型
の利用形態となり、どの利用者にも著しい不便を与えることのない経路を選定して運行しま
す。この運行形態を、フルデマンド方式と称する場合があります。 

３ 制約つきエリア型バス： 
路線バスの形態とは異なり、狭義のオンデマンドバスです。電話等による（複数の）利用者
の希望乗降点（バス停名若しくは拠点施設）及び乗降車時刻の要求に応じますが、ルートや
時刻に制約があり、例えば 1時間に 1便、上り下りの方向性が決まっているなど、希望乗車
点へ迎えに行く際に一定の前提条件がつく経路で運行する形態のバスです。利用者の需要が
集約され、より多くの利用者が乗り合いやすくなる特性があります。この運行形態をセミデ
マンド方式と称する場合があります。 
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＜施策展開イメージ＞ 

■ 運行体制のイメージ ■ 

■ デマンド交通のイメージ ■ 

＜役割分担＞ 

・行政：デマンド交通を統括する事業体に対して

①運行経費と収入の差額の支払い ②導入費用補助・人材派遣・情報提供

その他 利用者ニーズの把握、事業のＰＲ

・交通事業者：利用者の運行希望受付、公共交通を運行、運行実績の報告、事業ＰＲ

・市民 ：積極的な公共交通の利用

・団体・企業等 ：協賛金、物資の寄付等

＜目標＞ 

・平成 25 年度現在の対象路線(空熊線)における輪島市の年間負担額 3.3 百万円の 4 割*

縮減 
*参考：山形県川西町のデマンド交通導入による財政負担削減事例(4 割削減)を基に設定

支援

協賛

支援 輪島市内のデマンド交通を 

統括する事業体 

交通 

事業者 B 

交通 

事業者 C 

交通 

事業者 A 

行政 
地元企業 

参画 参画 参画

関係団体 

54



⑤乗合タクシーの拡充／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

現行バス路線のうち、主に市の縁辺部など、人口密度が比較的低い地域で、路線バス

で対応するには需要が少なく、運送収入と運送費用とが相応しないことが想定されます。

今後の積極的・効率的な施策展開を行っていく上でも、各交通手段の特徴を踏まえな

がら、交通手段を選択し、対応していくことが求められることから、需要密度の低い地

域については、タクシーの活用を検討します。

＜具体的な施策内容＞ 

奥能登観光ガイドタクシーや観光客向けにタクシーを配車する交通事業者に運行を委

託し、あらかじめ予約客と出発または到着予定時刻が明らかになっている便で、原則、

観光客の迎車前または送車後の区間を対象として、該当ルート上で乗降を希望する利用

者に相乗り方式でタクシーの利用を促すもので、先に挙げたデマンド方式のタクシー運

行を補完する運行手段と位置付けます。

行政は、１便当たりの経費と収入の差額を運行事業者に支払います。

＜施策展開イメージ＞ 

観光客がタクシー事業者に観光タクシーを予約すると、タクシー事業者は住民に向け

て「○○日○時に」「○○方面へ」予約が入っていることを周知する。住民はそれを見た

上で自分の予定とマッチする場合にタクシー事業者へ連絡し乗車の予約を行う。当日は、

観光客の送迎地点に向かう前または後の回送時に、   のルートで地元予約者ａ、ｂ

の最寄りのバス停留所からａ、ｂの目的地に送る。

観光客等の送迎地タクシー営業所

★ａ ★ｂ

利用希望者ａ、ｂの目的地

☆ ａ、ｂの最寄りのバス停留所
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＜役割分担＞ 

・行政：運行経費と収入の差額の支払い、利用者ニーズの把握、事業のＰＲ

・交通事業者：利用者の運行希望受付、公共交通を運行、運行実績の報告、事業ＰＲ

・市民 ：積極的な公共交通の利用

＜目標＞ 

・乗合タクシーの拡充施策の実施
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（２）運行評価システムと連動した運賃体系の構築 

⑥コストや路線の必要性等の評価に応じた料金体系の構築／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

今後、行政の財政縮減が自治体存続の重要課題となる中で、①の項目で先述した効率

良い運行体制の他に公共交通の運賃体系の見直しの検討も求められます。しかし、それ

以上に、市が運営するバスと民間バス事業者が運営するバスの運賃差が大きく、不公平

感の是正が必要と考えられます。 

見直しの際、運行コストの低減や路線の必要性、重要性といった路線評価を適正かつ

公平に行い、民間バス事業者の運賃体系と照らし合わせながら、行政の負担だけでなく、

利用者も応分の負担を行うことを前提とする運賃体系の構築について検討します。 

参考 1. 

路線が重複する北鉄バス小山線とおでかけバス二又・入山コースの比較(門前～山是清) 

○おでかけバスは 1乗車均一 100 円 

■ 北鉄バス小山線の門前からの料金表 ■ 

門
前

総
持
寺
前

林

業

セ
ン

タ
ー

前

道
下

南
黒
島

北
川

池
田

南

鍛
冶
屋
口

椎
木
口

大
切
口

江
崎

山
是
清

料金（円） 150 150 190 260 320 350 370 410 450 510 510 550

距離（km） 0.6 1.4 2.9 4.8 6.4 7.3 8.2 9.0 10.4 11.5 12.2 13.1

   北鉄奥能登バス小山線 

   おでかけバス 

       二又・入山コース 
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参考 2. 

自治体が引き継いだ路線バス廃止路線にて、廃止前同様の運賃体系が採用された事例 

出典:伊賀市青山行政バスＨＰ 

＜具体的な施策内容＞ 

のらんけバス以外のコミュニティバス（おでかけバス、愛のりバス）全路線を対象に、

原則、市街地連たん部以外のエリアを、最大 500 円程度を限度として、距離等に応じて

段階的に料金を設定し、利用者に応分の負担を図ります。 

その際の料金設定の考え方は、別表「料金検討表」に示す考え方に基づくこととし、

以下に示す全体評価と個別評価の例を参考に指標を検討し、継続的なデータの収集に基

づき、料金設定等の運行体系に関する公平性を担保します。 

愛のりバス 

おでかけバス 

愛のりバス 
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■ 全体評価（例） ■ 

■ 個別評価（例） ■ 

○路線概要一覧 

○路線ごとの評価 

資料：地域公共交通会議等運営マニュアル

地域公共交通会議等運営マニュアルを参考に事務局作成

目標値 現状値 達成度 目標値 現状値 達成度

（幹線）
輪島線

60,000人 53,274人 × 60.0%
53.2%

(市全体のアン

ケート結果)

×
需要に応じたサービ

スの検討

（枝線）
皆月線

20,000人 18,866人 × 60.0%
53.2%

(市全体のアン

ケート結果)

×
需要に応じたサービ

スの検討

（おでかけバス）
深見・六郎木コース

1,500人 1,102人 × 60.0%
53.2%

(市全体のアン

ケート結果)

×
必要最小限のサービ

スに改変

（愛のりバス）
与呂見コース

2,000人 2,157人 ○ 60.0%
53.2%

(市全体のアン

ケート結果)

×
サービスは現状維持

利用促進の検討

…

系統名
利用実績 利用者の満足度

改善方針案

平日
（幹線）
輪島線

定時定路 20.9 365日
往8回
復7回

57人乗り
距離別
運賃

2,070万円
／年

北鉄
奥能登バス(株)

（枝線）
皆月線

定時定路 15.1 365日
往4回
復4回

五十洲発7：20便・
門前発8：20便：

57人乗り
上記以外の便：44人乗り

距離別
運賃

820万円
／年

北鉄
奥能登バス(株)

（おでかけバス）
深見・六郎木コース

定時定路 9.5 152日
往3回
復3回

9人乗り 100円
150万円
／年

北鉄
奥能登バス(株)

（愛のりバス）
与呂見コース

定時定路
混乗スクールバス

12.0 296日
往4回
復3回

25人乗り 100円
230万円
／年

輪島みい観光

…

使用車両 運賃 経費 運行事業者
回数

系統名 態様 キロ程 運行日
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＜料金検討表(例)＞ 
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＜役割分担＞ 

・行政：公共交通の運行事業に関する評価指標の作成と実績データの収集・分析・活用

・交通事業者：公共交通の運行実績に基づく各指標の報告

・市民・団体・企業等 ：積極的な公共交通の利用、利用者ニーズ集約への協力

＜料金検討表を使っておでかけバス各コースの料金改定後の収支を試算した結果＞ 

条件 

①料金設定は概ね北鉄奥能登バスに合わせた。 

・門前バス停から 2km 圏内での乗降は現状と同じ 100 円とする。 

・門前バス停から 2km 圏外から乗車した場合は 200 円を初乗り運賃とする。 

・1.5km ごとにゾーンを区切り、そのゾーンを超えるごとに 50円ずつ運賃が加算される。 

・上限は 500 円とする。 

門前バス停から各地へ移動する場合の運賃は以下の通りとする。 

距離(km) ～2.0 2.0～

3.5 

3.5～

5.0 

5.0～

6.5 

6.5～

8.0 

8.0～

9.5 

9.5～

11.0 

11.0～ 

料金(円) 100 200 250 300 350 400 450 500 

②シミュレート用のデータについて

・乗降動向の按分は平成 25 年 4 月の門前から各地へ向かう方面のデータを利用し行った。

ただし、ある利用者がどこからどこまで乗車していたかの特定は不可能なため、起点

の門前から乗車し各地へ向かった利用者のデータのみ正確である。二又・入山コース

と猿橋・小石コースは全ての利用者が門前から乗車したが、安代原・西円山コースで

は 83%、深見・六郎木コースでは 11%の利用者が門前以外の場所で乗車した。その場合

は、初乗り運賃の 200 円支払ったと想定した。 

・運行経費と利用者は平成 25年度のデータを利用した。 

・値上げによる利用客減少については、現在の 100 円より 10 円の値上げにつき 0.5%利用

者が減ると想定した。 

シミュレート結果 

1)安代原・西円山コース

 平成 25年度収入 147,300 円→運賃改定シミュレート結果 323,835 円 

 平成 25 年度収支率 6%→運賃改定シミュレート結果 18% 

2)深見・六郎木コース

 平成 25年度収入 110,200 円→運賃改定シミュレート結果 232,679 円 

 平成 25 年度収支率 7%→運賃改定シミュレート結果 15% 
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3)猿橋・小石コース

 平成 25年度収入 153,500 円→運賃改定シミュレート結果 371,245 円 

 平成 25 年度収支率 14%→運賃改定シミュレート結果 26% 

4)二又・入山コース

 平成 25年度収入 175,200 円→運賃改定シミュレート結果 573,108 円 

 平成 25 年度収支率 11%→運賃改定シミュレート結果 32% 

＜目標＞ 

・市が運営するバスと民間バス事業者が運営するバスの運賃差の是正 

・コミュニティバス全体の収支率の改善(先述の運賃改定シミュレーションより)
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（３）地域住民・団体等の公共交通手段確保への参画 

⑦地域住民による自主運行バスの試行（観光誘客と連動した「まちづくりワゴン」運行）

／主要施策 

＜施策のねらい＞ 

今後、輪島市の観光入込客数が、北陸新幹線金沢開業等により増加すると期待される

一方で、10 年後には地域住民の半数が高齢者と見込まれる中で、来街者（観光客等）を

対象とした観光二次交通の拡充と合わせて、住民向けの市内間移送サービスを提供する

ことで、地域の活性化と高齢者を中心とする公共交通需要層のサービス向上を同時に実

現することを目指します。

その際、現在の公共交通の運行は、主に利用者の運賃負担と行政の財政負担等で支え

られていますが、持続可能な公共交通体系を確立していくためには、多様な主体の参画

により、協働で支えていく仕組みを構築し、将来的には地域主導による運行計画の立案

等を促進していくことが重要となります。

＜具体的な施策内容＞ 

高齢化が進む集落で、交流人口の増加による活性化に取り組む金蔵地区（人口 160 人

ほどの集落に年間 8,000 人もの観光客が訪れている）をモデルとして、ＮＰＯ法人金蔵

学校を中心に、集落を訪れる人々や住民を会員として、住民が市内の観光案内人を兼ね

た乗合タクシー（ワゴン）を自主運行し、観光客の送迎先までの移動時に住民の移送サ

ービスを行う「まちづくりワゴン」の運行を試行します。 

※運行エリアは市全域とし、会員制とし毎回の乗車料金支払いは不要とします。 

また、実施に向けて、安全運行への体制、対応を整えます。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：地域住民・団体・企業等への協力要請と調整、活動支援

・交通事業者 ：公共交通運営に関するノウハウの提供、運行への協力

・地域住民・団体・企業等 ：公共交通事業の主体的な実施、運営への参加･協力、運行

計画策定・運営、積極的な公共交通の利用

＜目 標＞ 

・「まちづくりワゴン」の年間利用者数 1,600 人（年間入込客数 8,000 人の 2割） 
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⑧商店街や大規模商業施設、観光施設、医療機関等との連携促進／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

輪島市内の主要な買い物、通院等の市民が利用する施設とともに、観光地や観光施設

等の観光客が利用する施設について、個別の移送手段で限定された施設間を移送するサ

ービスを統合することで、個別の運行コストを一体的な運用に転換し、市民や観光客の

誰もが自由かつ便利に目的地を利用できる公共交通サービスの提供を目指します。 

本システムは、あくまで既存のバスやタクシー事業者を補完する交通手段と位置づけ、

利用者の利便性向上を目指します。 

＜具体的な施策内容＞ 

輪島市内の主要な観光施設、商店街や大規模商業施設、医療機関など、本市を訪れる

観光客や市民が利用する施設を便利で快適に巡回するバスまたはワゴンを１日券、２日

券で、その日中に何度でも乗り降り自由なチケットの発行を検討します。 

当該運行システムは、市民や観光客が購入する１日または２日券の収入だけでなく、

立ち寄り先の施設からの協賛金も重要であり、できるだけ多くの施設等が参画すること

で利用者が増加する好循環を生み出すことが重要となります。 

運行は、バス事業者、タクシー事業者に委託することを検討・調整します。

＜役割分担＞ 

・行政 ：市民・団体・企業等への協力要請と調整、活動支援

・交通事業者 ：計画策定、施策への協力・実施

・市民 ：積極的な公共交通の利用

・団体・企業等 ：施策への協力・実施、取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・年間利用者数 20 万人（北陸新幹線金沢開業に伴う県内年間誘客数約 32 万人のうち、

５％＝1.6 万人が輪島市を新規に訪れ、現状の 102 万人を加え、年間約 105万人が来訪

し、うち、２割が当該交通システムを利用すると仮定） 

※年間観光客入込客数（H24）：輪島 102 万人/県全体 2,105.5 万人＝4.8% 

出典：北陸新幹線金沢開業による石川県への経済波及効果（2013.3）/日本政策投資銀行 
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（４）「輪島元気タクシー」の運行 

⑨輪島元気タクシーの運行／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

輪島市の高齢者比率は、10 年後には 48％に達すると推計されており、医療・介護費用

関連の財政支出縮減は本市の重要な課題の一つです。そこで、要介護者の増加を抑制す

るために、公共交通を利用して高齢者等の外出を促すことによって健康増進や生きがい

づくり、街中での消費拡大等につなげることで、当該事業に係る公共交通の運行経費を

上回る医療・介護関連費用の財政支出縮減の効果や中心市街地における経済波及効果等

により、総体として輪島市の財政運営の健全化につながることを期待します。 

＜具体的な施策内容＞ 

現在、健康推進課で介護予防事業とそのための高齢者輸送サービスを展開しています。

健康推進課と企画課が協働することによって、より多くの地区で輸送サービスを展開し、

また、介護予防活動の帰りにスーパーマーケットや銀行などの生活に必要な施設への経

由を行い消費拡大にも繋げることを検討します。 

運行料金について、「三重県玉城町（人口約 15,000 人）」では、無料の「元気バス」運

行費用が年間約 2 千万円に対し、町の介護予防事業参加者が年間約 3,500 人と導入前の

４倍に増え、無料のバスが高齢者の外出を促し、健康維持が確実に進んだことから、75

歳以上の 1 人当たり医療費が下がり、全体として元気バスの運行費用を上回る効果を上

げていることも、本施策検討のポイントと考えられます。 

その他、路線によっては高齢者を対象に既存のバス運賃の値下げを行うことによって

外出を促し健康増進、そして医療費削減につなげる方法も視野に入れます。 

富山市では、高齢者の健康増進のため、65 歳以上の高齢者を対象に年間 1000 円の利用

者負担金を支払い申し込むことで市内各地から中心市街地へのバスの運賃が 1 乗車 100

円になる「おでかけ定期券」を交付しています(差額は市が負担)。その定期券の利用者

は 1日約 2600 人となっています。また、富山市がその定期券の利用者を対象に調べたと

ころ、高齢者の 1日の平均歩数が全国平均を 1000 歩以上上回っていることがわかりまし

た。歩くことによる健康の増進は各種研究成果で示されており、富山市の場合は年間 7500

万円*の医療費削減に匹敵します。 

*筑波大学久野教授の研究室が実施した試算によると年間の医療費抑制効果は 1 歩あたり

0.061 円に相当する。 
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＜役割分担＞ 

・行政 ：企画課と健康推進課の連携強化、運行協力要請と調整、活動支援

・交通事業者 ：施策への協力・実施

・市民 :積極的な公共交通の利用

・(運行)団体・企業等 ：施策への協力・実施、取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・医療費の削減
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（５）公共交通利用特典企画の導入 

⑩「エコチケット」制度／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

東日本大震災以降、全国的に省エネ・節電への関心が高まるなか、市民の一人ひとり

が楽しく気軽に環境保全活動に取り組むことができ、省エネ・節電等と同様に、市内の

移動等においても公共交通を利用するなど、地球温暖化のもとになる二酸化炭素を増や

さないための環境にやさしい活動の促進に取り組みます。  

＜具体的な施策内容＞ 

市内の事業者や学校、各種団体等を通じて、公共交通機関の利用促進に対する協力要

請を行い、参加意向が示された個人や団体等に対して、各々の事情に応じて、市が配布

する「公共交通利用取り組みシート」に回答を得た上で、あらかじめ市が設定した利用

促進期間（当面、３ヶ月程度）の実績を報告、取り組み成果に応じて「エコチケット」

を配布します。「エコチケット」は、あらかじめ市が指定した地場産品を事業の協賛店等

で購入または一定のサービスを受ける際に提示する券（例.額面 500 円程度）とします。

＜役割分担＞ 

・行政 ：市民・団体・企業等への協力要請と調整、活動支援

・交通事業者 ：施策への協力・実施

・市民 ：積極的な公共交通の利用

・団体・企業等 ：施策への協力・実施、取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・エコチケット事業の参加世帯数：約 2,000 世帯（平成 22年現在の輪島市の総世帯数の

約２割に相当） 

【参考.輪島市内で石川県のエコチケット・里山チケット共通券が使えるお店一覧 】

・Aコープもんぜん店、フリーマーケットよっていかんけ！、朝市さかば、居酒屋うめのや、
海亭 のと吉、駅前 阿づま寿し、オープンカフェ木の音、香華園、ゴーゴーカレー輪島店、
助ずし、寿司処 伸福、曽々木食堂、ねぶた茶屋、能登空港レストランあんのん、はしもと
や、民芸御食事処 まだら館、やぶ新橋店、漁師の店 こだわり、輪島温泉八汐、天然活魚 
今新、輪島工房長屋 

出典：石川県環境部温暖化・里山対策室のＨＰ（平成 26 年 7 月現在）
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⑪ノーマイカーデーの実施／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

車依存度が比較的高いと考えられる本市の市民に対し、自動車から公共交通へ、渋滞

緩和や環境負荷の低減に向けた「自発的」な交通行動の変化を促すとともに、啓発活動

による環境問題への意識醸成を図り、環境負荷低減の取り組みの成果が目に見える参加

型の公共交通利用促進施策の展開を目指します。

＜具体的な施策内容＞ 

最終的には商工会議所等を通じた協力事業者を募り、さらに、市民に対するキャンペ

ーン等による協力の周知を行うことを目標としますが、まずは輪島市役所内で「ノーマ

イカーデー」を実施することを検討します（石川県は、平成 20年度より毎月第二水曜日

にノーマイカーデーを実施）。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：制度設計、関係機関との協議・調整、市民・団体・企業等へのＰＲ

・交通事業者 ：公共交通の運行、施策への協力

・市民 ：積極的な公共交通利用

・団体・企業等 ：施策への協力、取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・全市をあげてのノーマイカーデーの実施 
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（６）マルチモビリティシステムの導入 

⑫新しい統合交通システムの構築／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

今後、本市の豊かな自然環境を地域資源として、環境やエネルギー問題に応え、災害

時にもライフラインを確保できるよう、未来型の環境共生都市づくりを目指し、その一

環として、市内の公共交通の相互利用促進に向けて、異なる公共交通手段間でも快適に

利用（乗り継ぎ）ができるような環境整備を目指します。 

利用環境の整備には、公共交通利用特典企画の導入や共通仕様のＩＣカード活用、さ

らには、バスロケーションシステムの更新をはじめ、公共交通の総合情報提供の仕組み

づくり、公共交通の利用促進につながる取り組みについて、計画期間中の試行に向けた

検討を進めます。

＜具体的な施策内容＞ 

当面、中心市街地において、電気自動車や電動バイク、電動カート等の様々な種類の

車両を市民が共有、必要な時に必要な車両を選び利用するシステムの導入を検討します。 

使用する車両は、エリア内に設置された無人ポートで 24 時間レンタルできるものとし、

利用後は最寄りのポートに返却するシステムを想定します。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：制度設計、交通事業者や関係機関との協議調整、利用環境整備等に関する支援

・交通事業者 ：利用環境整備、ＰＲ活動の実施、利用促進に向けた相互連携

・市民 ：積極的な公共交通利用

・団体(NPO 等)・企業等 ：施策への協力

＜目 標＞ 

・計画期間中のモデル地区における試行開始

【交通手段】

電気自動車

自動車

電動ﾊﾞｲｸ

電動ｱｼｽﾄ自

転車

電動ｶｰﾄ

■ マルチモビリティシステムの利用・イメージ ■ 

資料：「柏の葉スマートシティ」
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（７）環境配慮型車両への更新 

⑬環境配慮型車両の導入／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

輪島市における環境保全にあたり、自動車のクリーンエネルギー化を進めるとともに、

市内を走行する自動車の台数低減と環境負荷の低減促進を目指し、まずは、公共交通施

策において、環境配慮型車両の導入に取り組む検討を進めます。 

＜具体的な施策内容＞ 

公共交通、例えば、バス車両の電気化に向けた検討を進めます。電気バスはＣＯ2排出

量も自動車に比べて約 1/8 に抑えられ、低騒音のため、商業施設等でのバス停設置によ

り、風雨や寒暖の影響を受けない乗降環境の提供が可能となります。このようなメリッ

トを生かしながら、環境配慮型車両の導入に向けた検討を進めます。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：環境配慮型車両の導入検討

・交通事業者 ：施策への協力・実施

・市民 ：積極的な公共交通の利用

・団体(NPO 等)・企業等 ：取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・計画期間中の環境配慮型車両の導入開始

資料：三菱重工技報 Vol.48 No.1 (2011) 新製品・新技術特集 

参考.電気バスのメリット                 参考.乗客 1人当り CO2 排出量 
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参考．小松市 ＥＶバス「宇宙バスこまち☆」（小松駅⇔小松空港⇔航空プラザ） 

ＥＶバスは、ディーゼルエンジンに代わって電気の力で走るバスであり、平成 25 年３月

30 日から運行しました。バスメーカーが設計から製造まで行ったものとしては、国内で

３台目となります。ＥＶバスは、走行中のＣＯ２排出はゼロであり、さらに静音性にも

優れていることから地球にも人にもやさしい乗りものとなっています。 

○小松駅から小松空港までは約 10分、航空プラザへもアクセスできます。 

○運賃は小松空港・航空プラザまで 270 円（小学生以下 140円）です。 

※同乗の小学生以上１人に対し幼児１人は無料 

資料：小松市ＨＰ

〇車両の導入費用は約 7,000 万円、充電設備の整備に約 350 万円、維持管理費は市が運行

委託事業者に支払う委託料（運賃－経費の赤字補てん）が約 500 万円、消耗品・部品等

の費用に約 100万円を支出（H26.11 小松市協働まちづくり課にヒアリング）。 

内装は宇宙船をイメージ、小松

市のイメージキャラクター「カ

ブッキー」もデザイン

外観は、黄色をペースにこれま

でにない斬新なデザインを採用
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⑭低炭素化社会対応のバス運行システムの導入／検討課題 

＜施策のねらい＞ 

公共バス交通の活性化，さらには低炭素社会に対応した電気バスの普及を図るために

は、路線バスの利便性・快適性を向上し，自家用車から公共交通に乗客を誘導する街づ

くりの施策が必要となります。 

＜具体的な施策内容＞ 

今後の低炭素社会対応のバス運行システム検討に当たっては、例えば，市街地周辺に

パークアンドライド施設を置き、市内拠点には電気バスとそれを補完する交通手段とし

て、商工会議所が取り組む電動カートの利用など、必要に応じて交通手段を乗り換えて

移動するといった定時性・速達性を確保するといったことが挙げられます。 

＜役割分担＞ 

・行政 ：市民・団体(NPO 等)・企業等への協力要請と調整、活動支援

・交通事業者 ：計画策定、施策への協力・実施

・市民 ：積極的な公共交通の利用

・団体(NPO 等)・企業等 ：施策への協力・実施、取り組みへの参加

＜目 標＞ 

・計画期間中の低炭素化社会対応のバス運行システムの導入開始
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