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配車システムを用いた住民主体交通の導入に適する 

地域条件と運営課題 

 

 

兵庫県立人と自然の博物館 衛藤 彬史 

 

概要 

本稿では、スマートフォンを使った配車システムを導入し、住民が自家用車を用いてドライバーを担い

ながら、送迎サービスを実施する「ささえ合い交通」、「なかとんべつライドシェア」の 2 事例への聞き取

りに基づき、住民主体交通への IT 導入による省力化の可能性を検証した。結果として、両事例とも公的資

金に依らない利便性の高い送迎サービスの運営を実現しているものの、アプリやクレジットカードが使え

ないという利用者のニーズに対して電話対応や現金収受といった対応を組み合わせており、運営は IT より

もむしろボランタリーな協力に支えられていることが明らかとなった。導入は、①即時配車へのニーズが

高い場合、②同時に複数台の配車がかかる場合、③距離料金制を採用したい場合で望ましいといえるが、

IT 導入によるさらなる省力化に向けては、現場課題に対応した省力化のためのツールを模索する姿勢と合

わせて、農村部における利便性向上に寄与するという視点での技術やサービスの開発姿勢が求められる。 

 

 

1 はじめに 

 

（1）研究の背景 

地方部における公共交通や高齢者等を取り巻く

移動環境の厳しさを背景に、ボランティア団体の

活動や地域の助け合いの中で、住民のための移動

手段を確保していく必要があるという認識から、

独自の送迎サービスに取組む事例が各地で出てき

ている。 

事例の多くは地元住民団体や NPO 等が運行主

体となっており（以後、こうしたサービスを住民

主体交通と総称する）、公共交通を補完する役割を

担っているものの、送迎サービス単独で採算の合

う運用事例はほとんどなく、また運行管理や受付

対応等の事務作業の集中を理由に、担当者の引退

や死亡とともに立ち消えとなる事例も多い。 

そのため、配車の手配や運行管理といった業務

を省力化するツールとして情報通信技術（以下、

IT）の活用が期待されるが、地方部での導入事例

はほとんどない。 

数少ない導入事例の 1 つに、京都府京丹後市丹

後町で運行している「ささえ合い交通」がある。

同事例では、地元住民が有償でドライバーを担い、

IT を活用した配車システムであるウーバー（Uber）

のアプリを基に、スマートフォンを使って配車し、

自家用車を用いた送迎サービスを提供している。

取組は、丹後町内を拠点に活動する NPO が主体と

なり、公的資金に依存することなくドアツードア、

即時配車、年中無休の運行を可能にしている。  

同様に Uber のアプリを用いて、住民がドライバ

ーを担い送迎サービスを運営する事例に、北海道

中頓別町の「なかとんべつライドシェア」がある。

ささえ合い交通と同様に、地元住民が主体となり

運行しており、公的資金に依存することなくドア

ツードア、即時配車、年中無休の運行を可能にし

ている。農村部において、こうした利便性の高い

送迎サービスを公的資金に頼らず提供する事例は

全国的にも稀有であるといえ、地方交通を取り巻

く現状に鑑みれば、事例調査に基づき IT 導入によ

る省力化の可能性を検証することは意義がある。 
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（2）目的 

そこで本研究では、農村（山間）部で IT を活用

した配車システムを用いて送迎サービスに取組む

2 事例（ささえ合い交通、なかとんべつライドシ

ェア）を対象に、導入プロセスや技術上の課題と

対応等について明らかにした上で、導入に適する

地域条件と運営課題について考察する。 

本稿で対象とする 2 事例の他に、IT を活用した

類似の国内事例として、北海道天塩町での「相乗

り（ライドシェア）交通」や、熊本県荒尾市での

「相乗りタクシー」等があるが、前者は、利用者

にとって日常的な移動ニーズに即して利用できる

サービスではないことから、また後者はタクシー

事業者の営業エリア内での稼働が前提となること

から本論では議論の対象としない注 1）。 

 

2 本研究の位置づけ 

 

（1）住民主体交通に関する既往研究 

これまで地域交通については政策的観点からも

多く議論されているが、主に鉄道やバス、タクシ

ーといった事業者主体の運送を中心としたものが

多く、住民主体交通に関する考究は 2006 年の法

改正注 2）以降に限られている。 

そうした中で、運営面に関して、福本・加藤（2012）

は、住民による運営・運行について組織化過程に

存在する障壁と、それを解消し組織化を促し得る

方策について、また、若菜・広田（2016）は、岩

手県内にて住民主体で運営する事例を対象に分析

し、実施に向けたステップを示した上で課題に言

及している。あわせて衛藤（2018）は、事例調査

に基づき運営体制の構築過程における要点を明ら

かにした上で、その限界性を指摘している注 3）。 

また、地方公共交通分野における先進事例や優

良モデルの他自治体への展開に関して、コミュニ

ティバスを事例に導入プロセスと自治体間波及に

ついて考察した研究（横山・片岡、2003）はある

ものの、展開を促すための政策的手法や住民主体

交通に関する研究はこれまでみられなかったが、

衛藤（2020）は、成果連動型民間委託契約に基づ

く SIB に注目し、質の高い交通サービスの水平展

開を促すための政策手法について論じている。 

（2）交通分野への IT 導入に関する既往研究 

また、交通分野への IT 導入に関して、紙幅の都

合から詳述は避けるが、既存交通事業への IT 導入

による効率化・省力化に関する研究、Maas や自動

運転技術に関連した研究は近年特に多くみられる

が、住民主体交通への導入を対象とした研究は限

られており、事例調査に基づき IT 導入による運営

面における省力化の可能性を検証した研究はない。 

 

3 方法 

 

（1）分析視角 

本研究における、より上位の目的は、住民が主

体となった相互扶助の交通サービスを「いかに持

続的に運営するか」である。その目的達成に際し

て、省力化・効率化の 1 つの可能性として、IT を

活用した配車システムに注目している。その上で、

本論では大きく下記 2 つをリサーチクエスチョン

として設定する。 

 

RQ1. 配車システムを用いた住民主体交通の導入

に適する地域条件は何か 

RQ2. 配車システムを用いた住民主体交通の運営

課題は何か 

 

このリサーチクエスチョンに答えるための分析

視角として、本研究では社会情報学的観点に立ち、

住民主体交通への IT 導入による省力化の検証を

事例調査に基づき実証的に進めていく。 

 

（2）対象 

① 丹後町「ささえ合い交通」 

ア）京都府京丹後市 

京丹後市は、京都府の最北部に位置する人口約

5 万人の市である。2004 年 4 月に、峰山町、大宮

町、網野町、丹後町、弥栄町および久美浜町の 6

町が合併しており、丹後町は市内でも北端に位置

する。夏の気温が高く、冬の降雪量が多い日本海
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側気候に属している。 

イ）市内における公共交通と運行の経緯 

京丹後市内では、運行形態や種別の異なる 3 つ

のバス交通として、①民間路線バス、②路線バス

が対応していないエリアを定期便・ダイヤ型の市

営バス、③予約運行型の市営バスとしてデマンド

バスが運行している。2007 年 10 月からは市営バ

スも含めて市内全域を上限 200 円で運行している。 

京丹後市丹後町で運行している「ささえ合い交

通」は、日本初のスマートフォンを使って配車し、

自家用車を用いて運行している事例として注目を

集めた。このささえ合い交通とあわせて、デマン

ドバスの運行を担う NPO の代表である A 氏によ

れば、デマンドバス運行を担う中で、デマンドバ

スの利用には事前予約が必須であり、乗車できる

曜日や地域が限られている等、ドアツードアで即

時配車の交通を望む声を受け対応策を考えていた

折に、京丹後市およびウーバージャパンから連携

の要請があったという。ウーバー（Uber）とは、

アメリカ合衆国の企業であるウーバー・テクノロ

ジーズが運営する、自動車配車システムおよび配

車アプリで、個人が空き時間と自家用車を使って

他人を運ぶ仕組みを提供している。この仕組みに

基づき丹後町内から京丹後市内のどこにでも、移

動したいときにいつでも移動できるサービスを目

指すのが「ささえ合い交通」である。 

2016 年 5 月の運行開始から、人口約 5 千人の

丹後町内において月に 60 組以上が利用している。

利用者は丹後町住民の他に外国人観光客などで、

利用割合は 8：2 程度である。 

ウ）仕組みと特徴 

ささえ合い交通は、公共交通空白地有償運送と

して、地元 NPO が主体となり運行している。 

運行区域は、降車は京丹後市全体だが、乗車は

丹後町のみとなっている。午前 8 時から午後 8 時

まで年中無休で運行しており、車輌は自家用車を

用い、即時配車に対応している。ドライバーは有

償ボランティアとして地元住民の有志 18 名が担

い、運行距離に応じて賃金を得る仕組みである。

利用料は最初の 1.5km まで 480 円、以遠は 120 円 

/ km を加算していく方式で、おおむねタクシー料

金の半額程度で利用できる。 

② 中頓別町「なかとんべつライドシェア」 

ア）北海道中頓別町 

中頓別町は、北海道の道北最北部にある宗谷地

方の東南部に位置する人口約 1,600 人の町である。

内陸部に位置し、宗谷地方内で唯一海に面さない。

冬の冷え込みは非常に厳しく、全国一の冷え込み

を記録する日も多い寒冷地である。 

イ）市内における公共交通と運行の経緯 

中頓別町を含む天北線沿線地域では、1989 年に

JR が廃止となって以降、代替輸送手段として路線

バスの運行が開始した。その後、路線の見直し等

を進めた結果、2016 年時点で同町を走る路線バス

は１日 3 往復の運行となっていた。そこで、地域

交通を確保するための取組として、2016 年度より

「なかとんべつライドシェア実証実験」を開始し

ている。 

2016 年度から 2018 年度の 3 年間は、実証実験

として運用し、開始当初はドライバーへの運送に

対する謝礼はなく、ガソリン代もドライバー負担、

利用者にとって利用料がかからない仕様であった

が、無料では利用しにくいという声を受け、2017

年４月からはガソリン代とシステム利用料を利用

者が負担する仕様に移行した。実証実験の開始よ

り年平均で 400 件程度の利用があり、2019 年度

ではのべ 444 回の利用がある。2019 年 3 月末に

「実証実験」の名称を除き、継続して町の交通体

系の一部に位置づけられた。 

ウ）仕組みと特徴 

なかとんべつライドシェアは、道路運送法にお

ける登録又は許可を要しない運送（共助交通）注 4）

として運行している。 

丹後町のささえ合い交通と同様に、利用者は町

民に限らず誰でも利用でき、公的資金に依存する

ことなくドアツードア、即時配車、年中無休の運

行を可能にしている。ドライバーとのマッチング

は Uber アプリを活用しており、受付可能時間帯
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は原則午前 8 時から午後 12 時までとなっている

注 5）。運行エリアは発地・着地のいずれかが中頓別

町であればどこでも利用できる。車輌は自家用車

を用い、地元住民の有志 15 名がドライバーを担

い、運行距離に応じて利用者が実費を負担する仕

組みで運行している。利用料は基本料として 1 回

156 円に加えて距離料金 42 円 / km を加算してい

く方式で、実費相当程度の料金で利用できる。 

2 事例の特徴を改めて整理したものを表 1 に示

す。両事例は、配車システムに Uber アプリを活

用している点で共通するが、ささえ合い交通が交

通空白地注 6）における特例として NPO 法人等が

有償で運送の対価を得る運送であるのに対して、

なかとんべつライドシェアは運送法上の運送に当

たらない点で運用形態が異なる。 

 

（3）調査方法 

調査は、実務を担う担当者への聞き取りにより

実施した。調査項目は、① 運用上の課題と工夫、

② 技術利用上の課題等についてである。聞き取り

の他、関連する文献資料も補助的に用いた。 

「ささえ合い交通」では、運行を担う「NPO 法

人 気張る！ふるさと丹後町」の代表である A 氏

への聞き取り（2017 年 9 月）および京丹後市役所

担当課（2019 年 1 月）への聞き取り、「なかとん

べつライドシェア」では、中頓別町役場担当課へ

の聞き取り（2020 年 8 月）を実施した。 

4．結果 

 

（1）技術的なハードルへのアナログ的対応 

まず、両事例ともスマートフォンや配車アプリ

を使えない利用者への対応として、利用を支える

仕組みを構築している点が共通している。 

ささえ合い交通では、配車手配を代行する仕組

みとして、サポーター制度がある。サポーターに

は 2 種類あり、端末等の操作が苦手な利用者の代

わりに配車手配を代行する「代理サポーター」と、

端末を操作するスキルはないが、代理サポーター

に取り次ぐ役割を担う「取次サポーター」が存在

する。近隣住民や区長、民生委員、議員等、利用

者にとって身近な人が取次サポーターを担うこと

で、利用のハードルが下がっており、こうした仕

組みは取組を進める中で構築されていった。サポ

ーターは合わせて 40 名程度おり、地域内の高齢

者の大半は、このサポーター制度を活用している。 

なかとんべつライドシェアでは、病院やスーパ

ーといった町内主要 7 か所に代理配車用のタブレ

ットを設置するだけでなく、電話受付にも対応し

ている。電話対応は役場職員が担っており、休日・

夜間等役場の時間外における電話対応が、一部の

施設・ドライバーの負担となっている。受付件数

はアプリと電話で半々程度ということだった。 

（2）現金併用制の導入 

次に、利用料決済に関する課題と対応として、

 

表 1 対象となる配車システムを用いた住民主体交通の概要 

 ささえ合い交通 なかとんべつライドシェア 

配車システム Uber Uber 

実施主体 NPO 中頓別町 

ドライバー 地域住民 地域住民 

利用料 
最初の 1.5km まで 480 円 以遠は 120 円/km 加算

（タクシーの半額程度） 

156 円（基本料）+ 距離料金 42 円/km 

+ 時間料金 5 円/分（10km/h 未満時） 

形態 公共交通空白地有償運送 共助交通（運送法上の運送事業に該当しない）  

しくみ ドアツードア、即時配車 ドアツードア、即時配車 

公的補助 なし なし 

運行区域 乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体 中頓別町全域 

運行時間 8:00～20:00（年中無休） 8:00～24:00（年中無休） 

車輌 自家用車 自家用車 

利用者 丹後町住民、観光客等来訪者 中頓別町住民、観光客等来訪者 
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現金併用制の導入が共通している。Uber アプリの

使用上、クレジットカードの利用が前提であり、

トラブル防止の観点から車内での現金の受け渡し

は禁止されているが、クレジットカードを持って

いない利用者が多いため、両事例とも途中から現

金での決済に対応している。 

 

（3）協力的なドライバーの確保 

最後に、常に配車可能な状態を維持するための

対応として、ドライバーの協力姿勢が挙げられる。

ささえ合い交通では、18 名の登録ドライバーがお

り、対応時間を午前 8 時から午後 8 時までのあい

だ年中無休としているが、固定シフトを組んでい

ない。しかしながら、運行開始以来、ほとんど常

に利用可能な状態が保たれているという。 

そのための工夫として、配車可能な状態を維持

するよう心がけるという姿勢がドライバー間で共

有されている。そのため、たとえば、配車可能を

示すマークがアプリの地図上で消えれば、配車が

かかったことがわかるため、配車可能と表示して

いないドライバーが「対応可能台数が少ないので

対応しよう」と意思決定できる。登録ドライバー

には可能な限り状況をチェックしながら、配車が

かかれば待機に回ることを心がけておく姿勢が求

められる。 

なかとんべつライドシェアでも同様に、シフト

制はとっておらず、15 名のドライバーがいてもオ

フラインになっている時間があるため、役場から

電話でオンラインを促す場合もあるという。 

このように、両事例とも、サービス利便性の高

さはドライバーのボランタリーな協力に支えられ

ている。 

 

（4）その他 

その他の事業推進上の課題として、なかとんべ

つライドシェアでは、予約制へのニーズがある。

アプリの仕様上では予約できないため、利用の確

実性、安心感のためにも予約ニーズは高いという。

また、ささえ合い交通では、電話対応・事務作業

の偏りがある。前述したサポーター制度はあるも

のの、実質的には代表番号への電話がほとんどの

ため、配車手配は一か所に集中している。 

 

5．考察 

 

（1）導入が望ましい地域条件 

結果より、住民主体交通への配車システムの導

入に適する地域条件として、以下の 3 点が挙げら

れる。 

① 即時配車へのニーズが高い地域 

まず、即時配車へのニーズが一定程度あること

が挙げられる。丹後町では、デマンドバスとあわ

せて時間指定のない即時配車への需要が一定程度

あったが、中頓別町では利用者から予約のニーズ

が高いことが分かっている。これは、丹後町では

すでに予約制で対応するデマンドバスの運行があ

るのに対して、中頓別町では即時配車に対応する

なかとんべつライドシェアのみであることを反映

しており、予約制は即時配車とともに両地域で一

定のニーズがあることが窺える。 

② 同時に複数台の配車がかかる状況 

アプリでの配車管理は、ドライバーと利用者の

マッチングが複数同時に発生する場合に特に有用

である。ささえ合い交通では、複数台同時に配車

がかかる場面で、ドライバーと利用者のマッチン

グは手作業ではとてもできず、助かったという話

があった。 

③ 距離料金制を採用したい地域 

距離ごとの利用料設定を毎回手動で算出するの

は面倒なため、一律料金を検討する例もあるが、

距離料金制を採用したい地域ではアプリによる配

車が有用となる。 

 

（2）運営上の課題とテクノロジー 

続いて、送迎サービスの運営上の課題と、テク

ノロジーによる省力化への寄与という観点から、

課題について考察する。 

① 運営を支えるボランタリーな協力 
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両事例とも、公的資金に依らない利便性の高い

送迎サービスの運営を実現している一方で、円滑

な運営はテクノロジーよりもむしろ関係者のボラ

ンタリーな協力に支えられている。距離に基づく

利用料算出という点で事務作業の一部は省力化さ

れているものの、オペレーターによる電話対応や

代理配車は依然として残るため、大幅な省力化と

はなっていない。 

② 求められる現場課題に対応したテクノロジー  

Uber アプリが備える利用者とドライバーのマ

ッチング機能や、クレジットカードの利用登録と

相互評価による信用担保システムは、不特定多数

の利用が同時かつ多量に発生する場合に適してお

り、1 日の利用者数が限定的であり、かつ顔の見

える人間関係の比較的濃密なエリア内での利用に

はオーバースペックであるといえる。 

こうした不特定多数の利用を前提とした仕様は、

都市的（人口密集エリア）課題や、都市的生活に

おける利便性向上に寄与する技術であり、住民主

体交通への IT 導入による省力化に向けては、農村

的（分散居住エリア）課題や、農村的生活におけ

る利便性向上に寄与するという視点での IT 製品

やサービスの開発が求められる。 

 

6．おわりに 

 

本稿では、スマートフォンを使った配車システ

ムを導入し、自家用車で送迎サービスを実施する

2 事例への聞き取りに基づき、住民主体交通への

IT 導入による省力化の可能性についてみてきた。 

結果より、両事例とも、公的資金に依らない利

便性の高い送迎サービスの運営を実現しているが、

IT 導入により一部作業は省力化されているもの

の、運営はむしろアナログ的かつボランタリーな

協力に支えられていることが明らかになった。 

今ある情報端末や IT サービスは、都市的課題の

解決や利便性向上に向けて開発された技術が主で

あり、農村部における住民主体交通の持続的な運

営に向けては、現場課題に対応した省力化のため

のツールを模索する姿勢と合わせて、農村（分散

居住エリア）的生活における利便性向上に寄与す

るという視点での技術やサービスの開発姿勢が求

められる。こうしたテーマについては今後の課題

としたい。 
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注釈 

注 1）類似事例との比較については、衛藤（2019）に詳しい。 

注 2）2006 年の道路運送法の改正を機に、住民が有償でドラ

イバーを担うことが条件を満たす一部地域で可能とな

った。 

注 3）運営面における要点と限界性に関しては、衛藤（2018）

に詳しい。 

注 4）2018 年 3 月の道路運送法における許可又は登録を要し

ない運送に関する通達改正により、互助による送迎のル

ールが明確化され、営利を目的としない送迎サービスで

あれば、道路運送法上の登録や許可の届出なしで、ガソ

リン代等の他に一定の金額を収受することが可能（無償

の範囲）となった。すなわち、従来から無償で送迎する

行為（ボランティア輸送）は道路運送法上の運送行為に

該当しないため法律上問題ないが、この枠組みで、実費

相当を利用者から収受することは“無償”の範囲である

ため適法という解釈変更に基づく整理がされた。  

注 5）電話での配車の受付は平日（月～金）の 9:00～17:00 と

なっている。 

注 6）行政、交通事業者、住民代表等で構成される法定協議会

において「バスやタクシー事業者から十分な輸送サービ

スが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保

されていない」と認められたときに、交通空白地と指定

される。 
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