
八千代エンジニヤリング株式会社 

地地域域公公共共交交通通計計画画のの  

ごご提提案案  

「移動」は衣食住を結ぶ人間生活の基本要素です。高齢者等

の社会的弱者は、この「移動」に対する制約を受けやすく、バ

スなど身近な地域交通に頼らざるを得ない状況にあります。 

弊社では、コミュニティバスから、障害者の交通であるスペ

シャルトランスポートの計画まで幅広く、地域交通に関する分

野に携わっており、さらに新規導入に加え、導入後の評価や見

直し（再編）の実績も有しています。また、行政負担による自

治体の運行のみならず、民間バス・タクシー事業者における運

行実施（路線バス化）への提案も行っております。 

公共交通の新規導入から 

５．中山間地域における公共交通計画・デマンド型交通 

 

６．コミュニティバス導入評価・フォローアップ 

 

評価・見直し 

【計画の概要】 

中山間地域においては、公共による地域住民の足の確保の必要性が高い。

そのため、役割を明確にした効率的な交通サービスの提供方策を検討する

とともに、公共負担額の妥当性について定量的な検証を行う。 

【弊社の提案】 

・交通サービス水準、利用状況と意識、採算性等の現状把握 

・公共交通が果たすべき役割の明確化 

・収支予測 

・整備効果の分析 

・事業手法の検討 

 
【地区別交通サービス 
水準の設定のおよび 
車両イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

【弊社実績】  大月市バス再編検討調査 平成 16年度 山梨県大月市 

大月市バス試行運転調査 平成 17年度 山梨県大月市 

平成 19年度生活交通確保対策支援事業 平成 19年度 山形県庄内総合支庁 

公共交通のサービス水準の 
現況把握 

アンケートによる地域住民の
利用状況と意識の調査 

確保すべき交通サービス水準
の設定 

運行計画の策定 

効率的なサービス提供方策の
検討 

収支予測・整備効果の分析 

事業手法の検討 

【実施フロー】 

【計画の概要】 

コミュニティバスの当初目的に対する評価・達成度に関しての調査を行

うことにより、将来的に改善・改良してゆくべき点について明らかにする。

・利用特性や利用目的・方法など利用実態の明確化 

・外出手段や回数などの導入効果の検証 

・運行システム（運行時間・間隔・運賃・車両・バス停・ドライバーの応

対）についての利用者評価の把握 

・運行システムの改善課題の整理 

【弊社の提案】 

・実態調査の実施（利用者アンケート調査、グループヒアリング・ドライ

バーヒアリング） 

・利用者の特性・運行状況の把握（ＯＤ（起終点）調査） 

・検討会の実施 

【弊社実績】杉並区南北バス「すぎ丸」さくら路線フォローアップ調査 平成 17 年度 東京都杉並区 

      茅ヶ崎市コミュニティバス北部循環市立病院線等利用実態調査業務委託  平成 18年度 神奈川県茅ヶ崎市 

      茅ヶ崎市コミュニティバス東部・鶴嶺線利用実態調査業務委託  平成 19 年度 神奈川県茅ヶ崎市 

利用実態の把握 

利用者アンケート調査の実施 

グループヒアリングの実施 
ドライバーヒアリングの実施 

運行システムの評価 

ＯＤ調査の実施 

改善方針と課題の検討 

【実施フロー】 

地域Ｌ ：奈良子線

行 先 ：①大月駅（猿橋経由）
②中央病院前（畑倉経由）

距 離 ：①１１.６km ②１０ .２km

所要時間：①３5分 ②３０分

運行本数：①１本 ②２本（現状）

⇒①６本 ②１２本（１本/９0分増発）

追加バス：１台（①、②あわせて）

（貸切スクールバスを転用）

貸切スクールバス：現状（朝１台 夕３台）

朝７:40発 夕１５:２０着１7:0０着 １8:05着

地域Ｉ ：西奥山線

行 先 ：大月駅

距 離 ：５.１km

所要時間：２5分

運行本数： ４本（現状）

⇒１４本（１本/90分増発）

追加バス：１台

地域Ｌ ：上和田線

行 先 ：①大月駅（猿橋経由）

②大月駅（畑倉経由）

③中央病院前（猿橋経由）

距 離 ：①１６.３km
②１３.３km
③１７.７km

所要時間：①４０分 ②３５分 ③５０分

運行本数：①３本 ②２本 ③２本（現状）

⇒①６本 ②４本 ③４本（１２０本/分増発）

追加バス：１台

地域Ｌ ：浅川線

行 先 ：①大月駅（猿橋経由）

②中央病院前（猿橋経由）

距 離 ：①１４.１km ②１５.５km

所要時間：①４６分 ②４０分

運行本数：①１本 ②１本（現状）

⇒①５本 ②４本（１本/１２0分増発）

追加バス：１台（①、②あわせて）

（貸切スクールバスを転用）

貸切スクールバス：現状（朝１台 夕２台）

朝７:３５発 夕１５:２５着１7:0５着 １8:１０着

地域Ｅ ：山谷線

行 先 ：大月駅

距 離 ：９.９km

所要時間：２5分

運行本数： １本（現状）

⇒１１本（１本/90分増発）

追加バス：１台

地域Ｊ ：朝日小沢線

行 先 ：①大月駅 ②中央病院前

距 離 ：①８.１km ②９.５km

所要時間：２5分

運行本数： 7本（現状）

⇒１7本（１本/90分増発）

追加バス：１台

地域D ：日影線

行 先 ：①大月駅 ②中央病院前

距 離 ：①４.１km ②５.５km

所要時間：２5分

運行本数：①１１本 ②１本（現状）
⇒①２０本 ②２本

（１本/90分増発）

追加バス：１台
（貸切スクールバスを転用）

貸切スクールバス：現状（2台）

朝７:40発 夕１6:4５着18:10着

地域Ｈ ：桑西線（ハマイバ線）

行 先 ：大月駅

距 離 ：９.９km

所要時間：２5分

運行本数：１０本（現状）

⇒２０本（１本/90分増発）

追加バス：１台

（貸切スクールバスを転用）

貸切スクールバス：現状（2台）
朝７:３５発 夕１５:５０着 １8:1５着

地域Ｇ ：新田線

行 先 ：大月駅

距 離 ：１５.２km

所要時間：35分

運行本数： ５本（現状）

⇒１５本（１本/90分増発）

追加バス：１台

（貸切スクールバスを転用）

貸切スクールバス：現状（１台）
朝７:５０発 夕１７:５０着

パンフレットについてのお問い合わせは・・・ 

八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本部 地域計画部 

ＴＥＬ 03-5906-0532 ／ＦＡＸ 03-5906-0815 
メール yec@yachiyo-eng.co.jp 
ＵＲＬ http://www.yachiyo-eng.co.jp 



 
１．コミュニティバス新規導入計画 

 

２．公共交通・コミュニティバス見直し（再編）計画 

 
客観的基準に基づく、コミュニ
ティバス運行状況の再検証 

コミュニティバスの基本方針
の見直し検討 

見直し決定路線・優先順位等の
検討・決定 

運行計画に基づく詳細事項の
確定 

見直し決定路線の運行計画の
検討・策定 

見直し路線運行準備・運行フォ
ロー 

３．福祉交通（スペシャルトランスポート・移送サービス）計画 

 

４．企業バスの共同運行計画 

 【計画の概要】 

導入後のコミュニティバス路線や、運行本数、利用料金等のサービス水

準について、利用実態や利用者評価等に基づく再検証を行い、新システム

も含めた改善の基本方針を策定し、サービス内容の抜本的な見直しを行う。

また、見直し方針に基づき、抽出した見直し対象路線についての具体的運

行計画を策定する。 

【弊社の提案】 

・現状路線および全市的評価の実施（現状整理、アンケート、ヒアリング）

・評価に基づく見直し方針の策定 ・見直し後の交通需要特性の把握分析

・採算性の検討および自治体負担額のシミュレーション 

・事業者ヒアリング等実施による実現性の把握 ・見直し計画の策定 

（ｺﾐﾀｸのSTS
利用の可能性）

タクシー（現状）ＳＴＳ（現状）

路線バス（再編後）

コミタク（再編後）

コミバス（再編後）

↑
需
要

移動制約者専用

地域住民対応

一般利用者中心

ａ．路線バスの拡充

ｂ．ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの見
直し・新規導入

ｄ．乗り換えシステ
ムの整備

ｃ．コミュニティタク
シーの導入

再編後の交通体系

【弊社実績】  コミュニティバス総合調査業務 平成 17、18、19 年度 東京都三鷹市 

        愛川町バス交通体系再編等調査業務委託 平成 19年度 神奈川県愛川町 

        二本松市公共交通計画策定業務委託   平成 19 年度 福島県二本松市 

【実施フロー】 

【再編のイメージ】 

【計画の概要】 

障害者等の身体的移動制約者の交通手段である、福祉交通について、Ｎ

ＰＯやタクシー事業者を含めたネットワーク強化による供給量の増大、効

率化を目指すための計画である。計画のためのデータ把握として、需要及

び供給量の調査・分析や、ヒアリング調査を実施する。 

【弊社の提案】 

・対象者数、外出量、供給量の推計 ・利用者・供給者ヒアリング 

・地域の交通体系、福祉交通の現状分析に基づく計画メニューの検討 

・ＳＴＳ・移送サービスのネットワーク強化の仕組みづくり ・実験実施

【弊社実績】  「（仮称）ＳＴＳ・移送サービス」基礎調査業務 平成 16年度 東京都板橋区 

  「（仮称）ＳＴＳ・移送サービス」計画検討業務 平成 17年度 東京都板橋区 

  「（仮称）ＳＴＳ・移送サービス」実験運用業務 平成 18年度 東京都板橋区 

【実施フロー】 

【移送サービス計画

のイメージ】

（予約支援センター）

地域福祉交通計画の手順検討 

高齢者・障害者の移動保障の考
え方の整理 

アンケート調査の実施 
ヒアリング調査の実施 

効率的な移動確保のための体
系整理及び計画メニュー検討 

対象者・外出交通量の推計 
供給量の推計 ｻｰﾋﾞｽ水準検討

計画メニューに基づく実験運
用計画の策定および準備 

実験実施および本格実施への
提言 

【弊社実績】  国立市コミュニティバス実施検討調査 平成 13 年度 東京都国立市 

        コミュニティ低床バス運行計画策定調査 平成 13年度 大阪府八尾市 

【計画の概要】 

過度なマイカー通勤利用の抑制を目的とした複数企業の共同運行バスの

導入計画を行う。運行計画策定にあたっては、協議会を開催して企業と行

政が連携を図りながら、計画の具体化を進める。 

 運行にあたっては、モビリティ・マネジメント等の取り組みにより、共

同運行バスの利用促進を図る。 

【弊社の提案】 

・共同運行バス協議会の設置・運営 

・従業員通勤実態調査 

・モビリティ・マネジメント等 

による利用促進 

・実験実施 

【企業バスの共同運行計画 

および車両イメージ】 

 

【弊社実績】企業従業員の公共交通利用促進と合わせた県道５４号（相模原・愛川）における総合的な通勤需要マネジメント施策の 

推進に関する調査 平成17年度 国土交通省関東運輸局 

企業従業員及び市職員等を対象としたモビリティマネジメント施策に係る調査 平成17年度 国土交通省関東運輸局 

酒匂川流域における環境対策としての従業員のマイカーから公共交通等への利用転換方策調査 平成19年度  

国土交通省関東運輸局 

共同運行バス協議会の設置 

従業員通勤実態調査 

運行計画の検討・策定 

モビリティ・マネジメントの 
実施 

利用促進方策の検討 

運行開始 

【実施フロー】 

【計画の概要】 

 市域の公共交通路線・運行状況、市民の公共交通の利用状況やバス交通

に対する意向アンケート調査等から公共交通に対するニーズを把握し、コ

ミュニティバス導入に向けた具体的な内容（コンセプト、導入検討地域と

運行ルート、需要予測と採算性、地域別の導入方針と運行形態）の検討に

基づき、市民にとって望ましいコミュニティバス運行計画を策定する。 

【弊社の提案】 

・公共交通現況の整理 

・アンケート調査 

・市域の状況にあわせた 

コンセプト・導入地域の検討 

・導入地域設定と優先度の検討 

・地域別に対応可能な導入方針 

の設定および運行計画の策定 

地域の交通現況および市民ニ

ーズの把握

公共交通（バス交通）の評価

と改善対象地域の抽出

コミュニティバスの導入およ

び運行方針の作成

需要推計と採算性の検討 

導入検討地域と基本ルート・
運行形態の設定 

地域別の導入方針の設定およ

び運行計画の策定

課題と今後の方針整理 

【実施フロー】 

至　立川

多摩川

JR中央線

矢川駅矢川駅

至　立川

多摩川

JR中央線

至
　
川
崎

JR南
武
線

至　新宿

谷保駅谷保駅

至
　
川
崎

至　新宿

JR南
武
線

国立駅

谷保地域 

北･西地域 

公共施設 
福祉施設

青柳地域 

短期で対応可能な路線 
中長期で対応可能な路線

地域別の対応 

 


