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１．はじめに

２．三条市「ひめさゆり」

(1) 背景

(1) ひめさゆり

近年，人口減少や高齢化社会，バス事業の規制緩

「ひめさゆり」は三条市のデマンドタクシーとして

和を背景に地方では採算が合わないバス路線が廃止，

平成 23 年 6 月から運行している．導入された背景と

減便される等，高齢者や運転免許を持たない人々の移

しては，マイカー依存の拡大による公共交通利用者の

動手段が消失し，外出行動が制限されている．これら

低下，採算の取れないバス路線の廃止，市町村合併に

の公共交通の衰退は，地域の公共交通事業者の経営難

よる交通空白地域の拡大，高齢化社会による交通弱者

や，地域コミュニティの衰退だけでは無く，地域の経

の増加などの公共交通の衰退が問題となっていたこと

済そのものにも影響を与える．そのような背景を受け

である．そこで，平成 19 年度に三条市地域公共交通

て，コミュニティバスや乗合タクシーを導入する地方

協議会を設置し，
「三条市地域公共交通総合連携計

自治体が増加している．しかし，コミュニティバスや

画」を策定，平成 20 年 10 月から 2 年間，市内 2 地区

乗合タクシーの運用により自治体の財政負担の増加が

でデマンド交通の運行実験を行い，すべての市民が公

問題となっているケースが少なくない．

共交通を利用できるよう，三条市全域で利用できるデ

新潟県三条市は，新潟県のほぼ中央に位置する市
であり，中越地方に分類される．人口は約 10 万人，

マンド乗合タクシー「ひめさゆり」を導入した．
「ひめさゆり」三条市全域にある 611 ヶ所の停留所

高齢者人口は約 2 万 5 千人であり，市民のおよそ 4 人

で乗り降りが可能で，三条市以外に住んでいる人も利

に 1 人が高齢者である．

用することできる．タクシー会社へ電話で予約をして

新潟県三条市でも乗合タクシー「ひめさゆり」を

利用でき，運行は平日のみで，利用時間は 8:00~18:00

平成 23 年 6 月から運行しているが，行政負担額の増

である．また，通常のタクシーより料金が安くなって

加により平成 26 年 1 月から運賃を値上げするなどの

いる．
「１人で乗車する」場合と「乗合いで乗車（複

対策を行っている．原因として指摘されているのが，

数乗車）する」場合で料金が異なり，１人乗車の場合

利用者の約 80％が 1 人で利用していることにある．1

は運行の距離ごとに料金が変わり，相乗り乗車の場合

人での利用は通常のタクシー料金との差額が大きくな

はエリア間の移動に応じて料金が変わる．この料金制

りやすいため，行政が負担する金額が増加する．今後

度は運行サービスの向上と持続性を確保するため，自

も「ひめさゆり」安定して提供するためには運行経費

治体による従来の運行経費負担や運賃設定ではなく，

や行政負担額を削減することが必要となる．

交通事業者や利用者が乗合利用するインセンティブが
働く仕組みとして，乗車人数によって自治体から支払

(2) 目的

われる金額が上がり，利用者の運賃が安価となる基準

三条市の公共交通を維持するために「ひめさゆ

が導入された．
「ひめさゆり」導入後，利用者は徐々

り」の相乗率に着目し，分析を行うことで，
「ひめさ

に増加傾向であったが，利用者は一人での利用が多

ゆり」の運行経費を削減の可能性を検証する．また，

く，相乗率が低かったため，自治体が支払う負担額は

現状で移動が不便な地域に新たな移動手段の提供を模

増加傾向にあった．そのため，平成 26 年 1 月 6 日か

索することが目的である．

ら現在の利用料金に改定がなされた．1)
「ひめさゆり」導入により，高齢者の外出機会が

増加し，家族による送迎の負担が軽減されるといった
効果がでている．利用者に聞いたアンケートでは，料

表-1 一人での利用料金

金改定前は 94％が満足，料金改定後は 81％が満足と

適用範囲

回答されており，評価が高いことが伺える．また，高

～２ｋｍ未満
２ｋｍ～３ｋｍ未満
３ｋｍ～５ｋｍ未満
５ｋｍ～７ｋｍ未満
７ｋｍ～１０ｋｍ未満
１０ｋｍ～１５ｋｍ未満
１５ｋｍ～２０ｋｍ未満
２０ｋｍ～３０ｋｍ未満
３０ｋｍ以上

齢者による自動車運転の減少により，高齢者事故件数
も減少している．2)
(2) おでかけパス
高齢者の外出促進や遠隔地住民の負担軽減，高齢
者運転免許証自主返納への動機づけ等を目的として，

現在の料金
500円
600円
700円
900円
1100円
1500円
1800円
2500円
3000円

改定前の料金
300円
400円
500円
700円
800円
1000円
1500円
2500円
3000円

平成 28 年１月１日から同年 12 月 31 日まで，下田地
域在住の 65 歳以上の方を対象に，複数乗車時のみ割

表-2 二人以上での利用料金
適用範囲

引運賃となる「おでかけパス」社会実験を実施してい
る．
「ひめさゆり」の利用料金の割引だけでなく，
「お
でかけパス」を協賛店で提示することで各種サービス

現在の料金

改定前の料金

料
金
A

エリア内の移動
北エリア⇔市街地エリア
南エリア⇔市街地エリア

400円

300円

料
金
B

下田エリア⇔市街地エリア
下田エリア⇔北エリア
下田エリア⇔南エリア
北エリア⇔南エリア

800円

600円

が受けられるようになっている．3)
３．運行経費と相乗率
「ひめさゆり」は導入後市民の足として利用され，
バス中心の公共交通よりも利便性が高さ等から新たな
公共交通の一つの形として評価されてきた．一方で，
三条市の公共交通を維持していく上で，行政負担額，
バス事業者との共存共栄，公共交通としてあるべき姿
等の課題が浮き彫りとなった．特に「ひめさゆり」は
高品質なサービスを低料金で提供しており，他のモー
ドとのバランスを欠いていた．市ではこれらの課題を
解決するため，
「ひめさゆり」の利用料金見直しと相
乗率の向上に着手している．
(1) 行政負担の軽減
「ひめさゆり」の行政負担額は，運行開始直後は月
600 万円弱であったが，運賃改訂直前には 700 万円を

図-1 「ひめさゆり」運行エリア

超えるようになっていた．
「ひめさゆり」は三条市に
おいて新たな公共交通として定着し，年々利用者が増

(2) 相乗率

加，また，デマンドタクシーでありながら料金がバス

表-3 は平成 25 年の 4 月から 12 月の「ひめさゆ

と同等であることから負担額が自治体を圧迫するよう

り」の運行状況，表-4 は平成 27 年の 4 月から 12 月

になっていた．そこで平成 26 年 1 月 6 日から現在の

の「ひめさゆり」の運行状況である．平成 25 年は利

利用料金に改訂が行われ，その後行政負担額は月に

用料金改定前，平成 27 年は利用料金改定後となる．

400 万円を下回るようになった．この利用料金の改訂

平成 25 年の運行回数は 68,367 回，平成 27 年の運行

により日平均利用者が 412 人から 312 人と約 25％減

回数は 45,084 回になり，約 34％減少していることが

少し，タクシーの運行回数が減少，結果，運行経費を

わかる．特に短い距離における運行回数は顕著に減少

抑えることができている．3)

しており，2km 未満では半分ほどになっている．こ

れらの利用者は徒歩や自転車，路線バスなどの移動手
段に移行している．2)利用料金値上げにより利用者が

(1) 利用者の運賃に対する考え
図-2 に示した利用者の運賃に対する考えをみる

減少したことで，運行回数も減少したため，運行経費

と，利用料金改定後であっても半数以上の利用者が利

を削減できているといえる．

用料金に対して不満がないことがわかる．利用者の

相乗率を比較すると，利用料金改定前と改定後でほ

80％以上が一人で「ひめさゆり」を利用していること

とんど変化していないことがわかる．運賃を値上げす

から，利用者は自主的に相乗りをするまでの必要性を

るだけでは相乗り促進にはなっていないようである．

感じていないと考えられる．

利用距離が短いほど相乗率も低い傾向にあり，利用者
の多い 5km 未満の相乗率は平均より低い．5km 未満
の距離での利用のほとんどは市街地付近での利用だと

(2) 利用者の相乗りに対する意識
「ひめさゆり」を電話予約した際に知らない人との

予想され，ここでの利用者は「ひめさゆり」を乗合タ

相乗りを促された場合の利用者の対応を図-3 に示し

クシーではなく格安の通常タクシーとして考えている

た．
「一緒に乗る」または「時と場合によるが一緒に

傾向がある．

乗る」と答えた人が約 63％いることがわかる．これ

以上のことから利用料金の値上げによって，相乗率

により，電話による相乗りを促進することによって相

を増加させるには至っていないということがわかっ

乗率を増加させること，ひいては運行経費を削減でき

た．相乗率増加は運行回数の減少につながるため，ひ

る可能性があることが示された．

いては運行経費を削減することができると考えられ
る．相乗率をどうやって増加させるかは今後の課題と
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なるであろう．
7%

表-3 H25 年運行実績
適用範囲
～２ｋｍ未満
２ｋｍ～３ｋｍ未満
３ｋｍ～５ｋｍ未満
５ｋｍ～７ｋｍ未満
７ｋｍ～１０ｋｍ未満
１０ｋｍ～１５ｋｍ未満
１５ｋｍ～２０ｋｍ未満
２０ｋｍ～３０ｋｍ未満
３０ｋｍ以上
合計・全体

運行回数（回数） 相乗り数（回数）
13818
668
13191
1229
20486
3390
9009
2330
5643
2024
3942
999
1319
479
955
510
4
4
68367
11633

相乗率
4.8%
9.3%
16.5%
25.9%
35.9%
25.3%
36.3%
53.4%
100.0%
17.0%

35%

53%

N=201
高すぎると思う
ちょうど良いと思う
安すぎると思う

少し高いと思う
少し安いと思う

図-2 値上げした料金について

表-4 H27 年運行実績
運行距離
～２ｋｍ未満
２ｋｍ～３ｋｍ未満
３ｋｍ～５ｋｍ未満
５ｋｍ～７ｋｍ未満
７ｋｍ～１０ｋｍ未満
１０ｋｍ～１５ｋｍ未満
１５ｋｍ～２０ｋｍ未満
２０ｋｍ～３０ｋｍ未満
３０ｋｍ以上
合計・全体

運行回数（回数） 相乗り数（回数）
6549
242
8413
900
13942
2294
7066
2071
4183
1505
3007
756
1198
400
725
280
1
1
45084
8449

相乗率
3.7%
10.7%
16.5%
29.3%
36.0%
25.1%
33.4%
38.6%
100.0%
18.7%

図-3 知らない人との相乗りを促された場合
４．利用料金の値上げや相乗りに対する意識調査
「ひめさゆり」では相乗り利用をしてもらうこと

５．まとめ

で自治体の負担額と運行経費が削減されることから，

本研究では，三条市のデマンドタクシー「ひめさゆ

相乗利用者の増加が必要不可欠である．そこで南らが

り」の相乗率に着目して，運行経費が削減されている

利用者を対象に行ったアンケート調査 2)から利用者実

かを検証してきた．
「ひめさゆり」は三条市のなくて

態の分析を行った．

はならない公共交通の一つとして評価されてきたが，

今後運行を維持していくうえで，行政負担額，バス事

一方で「ひめさゆり」とは別の新たな視点として検

業者との共存共栄，公共交通としてあるべき姿等の課

討していきたいのは，下田地域を主とした公共交通の

題があった．課題解消のために三条市は利用料金の値

導入である．例えば，需要がある時間帯，ある場所に

上げを平成 26 年 1 月 6 日から行っている．利用料金

集中しているのであれば，定時運行による需要を集約

の値上げにより行政負担額を削減し，運行回数の減少

することによって運行経費や行政負担額を抑えること

によって運行経費を削減することができた．しかし，

ができる．また，ライドシェアも候補としてあがる．

相乗率の増加の傾向はみられず，相乗率の増加による

ライドシェアは自家用乗用車での相乗りのことで，同

さらなる運行経費削減は実現していない．

じ地域に住む他人と一緒に移動することになる．ライ

また，相乗率増加の可能性を検証するため，南らが

ドシェアを通じて人的ネットワークの薄い地域におい

行ったアンケート調査をもとに利用者の実態の分析を

てもコミュニケーションの機会が生まれ，地域活性化

行った．改定後の利用料金についての回答では，半数

を含めた副次的効果が期待できる．4)交通事業者によ

以上の利用者が不満を持っておらず，利用者の 80％

る運行が難しい地域で導入を検討する価値があるので

以上が一人で利用している．特に全体の運行の 3 割程

はないだろうか．

度を占める 3km 未満での相乗率は非常に低い．これ
は，3km 未満での相乗り利用は料金にお得感がない
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