第2節

事例 5

ヒアリング調査事例の紹介

地域と市との協働「のりあい」 ＆ 大和市街づくり総務課 ＆ 相鉄バス

■所在市町村 神奈川県大和市（27.06 ㎢、人口 240,853 人、高齢化率 23.91％

※2020 年 12 月）

■団体名 地域と市との協働「のりあい」
■市町村担当課名 大和市街づくり総務課
2007（平成 19）年、交通不便地域の解消に向け、西鶴間・上草柳地区の住民組織（7 自治会）
が神奈川県の協働事業に応募・採用され、地域交通創出のワークショップを実施したのが始まり。
2010（平成 22）年から大和市との協働事業として運転・添乗は地域住民、車両や維持費は市が
負担する「のりあい」の運行を開始した。
その後、運行便数は 1 日 10 便から 18 便へ、参加する自治会は 9 自治会に増え、路線も一部
変更した。乗り残しがあるほど利用が増えたが、2015（平成 27）年に、神奈川運輸支局より、
許可・登録不要の運送として運行継続させることは困難であるという指摘を受けた。公共交通空
白地有償運送（現：交通空白地有償運送）も検討したが、最終的に市からの提案により、運行を
相鉄バス（株）へ委託することが決定した。市のコミュニティバスとなった「のりあい」ではあ
るが、地域づくりや高齢者見守り活動を続けたいという団体の強い要望により、添乗支援活動を
継続し、さまざまな状態の利用者の移動を支えている。
〈運営・運行を担う組織や人の役割〉
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運転者や運営・事務局担当者の属性、増減とその原因
①住民主体の運行から交通事業者へ


地域住民、福祉有償運送団体などへの呼びかけで、車の運転が好きな退職者男性を中心に
11 名が集まった。運行開始当初、運転は午前 2 名・午後 1 名のローテーションで運行し、
増便に伴い人員も増加、運転ボランティアが終了する 2018（平成 30）年には 13 名の運
転者が活動に参加していた。退職者男性・高齢者が中心で、2019（平成 31）年に相鉄バ
スに運行業務委託後は、ほとんどの方が「のりあい」の活動を引退した。



事業内容変更により、2019 年より運転は相鉄バス（株）の運転手が担当している。

②添乗支援活動は継続、コアメンバーはサービス開始から変わらない


添乗者は、のりあい運行委員会発足時 16 名、10 年間で増減はあったが、現在は 14 名体
制で添乗支援活動を行っている。ほとんどが事務局員を兼務しており、乗降のお手伝い、
車内での見守り、コミュニケーション、電話連絡（道路状況・乗り残しの確認）
、バス停及
び運行ルートの整備・環境美化などを担当している。家族の介護などを理由に数名が活動
から引退しているが、新しいメンバーが加わっている。



会長は町内会長経験者で、準備段階から現在に至るまで職務を継続している。役員、事務
局長をはじめ事務局担当者（添乗者）に若干の変更があったが、コアメンバーはサービス
開始当初から変わっていない。

利用状況の変化とその要因
①高齢化と人口増で利用者は 9 年間で 2.8 倍に増加


乗合交通のため登録制をとっていない。サービス開始の 2010（平成 22）年は 8,672 名、
直近の 2019（令和元）年はおよそ 2.8 倍の 26,849 名が利用している。1 便当たりの平
均利用者数 4.6 人、利用者の 31.6%が杖や買い物カート、シルバーカー（押し車）を利用
している高齢者。2015（平成 27）年を除くすべての年で利用者数が増加している。主な
利用目的は通院と買い物。



もともと移動に不便を感じていた地域住民に加え、大和市広報、複数のメディア紹介など
で地域の移動制約者に認知され、利用者が集まった。利用者増の背景としては、人口の微
増＋高齢化率の増加がある（2010 年 18.52％→2020 年 23.91％ ※大和市全域）。
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①行政、地域の支援と団体メンバーの努力で活動財源を確保


運営経費は大和市からの協業事業負担金、団体所属自治会員からの基礎支援金、利用者か
らのカンパ、地域の祭りやバザーの出店売上、個人・法人からの寄附金で賄っていた。利
用者からのカンパは、サービス開始当初は 1 回 200 円を目安に乗車時に募っていたが、神
奈川運輸支局より「運賃にあたる」と指摘を受け中止し、事務局員が利用者宅を訪問して
カンパを募る方法に変更した。



現在は、相鉄バスへの運行委託費を含めた市の事業総予算が年間約 4,100 万円で、その中
から、協働事業負担金（80 万円）が地域と市との協働「のりあい」に支払われている。そ
の他、地域と市との協働「のりあい」 の活動に参加している 9 自治会では、1 世帯当たり
年間 120 円を基礎支援金として、自治会費とともに徴収している。地域の祭りやバザーの
出店売上、編み物教室の参加費、個人・法人などからの寄附金も活動財源となっている。

のりあい車両

滝沢会長（左）と入澤事務局長（右）

①行政から先行事例として評価されるも予算削減の働きかけが…


行政（街づくり総務課）とは計画段階から協力関係にあり、のりあい運行事業全般の管理、
関係機関との連絡調整、事業予算の確保などを行ってきた。担当課職員も住民組織の会合
に参加、市内他地域へ同じ事業モデルの展開を模索するなど、運行開始当初から事業に力
を入れていたが、乗車カンパについて中止の指導や交通事業者への運行委託実施など、徐々
に関係性が変化した。現在は事業予算削減を名目に添乗支援サービスの自立運営（市の予
算を使わない）を求めている。
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とはいえ、地域公共交通網形成計画（網形成計画以前は「大和市総合交通政策」）、大和市
健康都市プログラム、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にて、展開施策と一つとし
て搭載しており、2013（平成 25）年より運行開始したワゴン車両による市のコミュニテ
ィバス「やまとん GO」運行の先行事例としても評価している。

②住民が作り上げた交通として、現在も地域に根差した活動を続けている


「のりあい」事務局主催の地域交流会開催などが地域コミュニティづくりに貢献している、
地域住民が当事者として関わり、関係者と顔の見える関係を作ってきたからこそそれが実
現できた、運行の周辺環境（バス停環境の美化や走行に対する地域の理解等）について地
域の協力があることは、地域に支えられる交通を実現していく上で重要である、という見
解を示している。



相鉄バス株式会社は、市と運行の業務委託契約を交わしている関係であり、住民組織との
契約はない。運営上の接点は添乗者と運転手による現場のコミュニケーションと、年 1 回
開催している地域交流会（2018 年・2019 年開催時に参加、2020 年は新型コロナウイル
スの影響で開催中止となった）
。



その他、準備段階から大和警察署が運行ルートや停留箇所の設定についての助言をおこな
っており、運転者・添乗者・電話担当への交通安全教室を開催するなど、協力を得ている。

③人との出会いが外出意欲を高め、移動サービスに付加価値を与える
【利用者の声（きっかけ、評価や期待など）】


足が悪くなって駅まで徒歩で向かうことが困難になった。



夫が数年前に足をけがしてから夫婦で利用している。



家の近くで乗降できるのが一番ありがたい。外出が楽になって人と話せて楽しい。車内で
の出会いがきっかけで、カラオケやダンス、お茶の教室など一緒に通うようになった。



一人暮らしだと話す相手がいないから、
「のりあい」でいろいろと話ができて嬉しい。



ずっと継続して走ってもらわないと困る。



この歳で親友ができた。



「のりあい」を利用できなかったら、ほとんど家にいて足が弱っていた。

④添乗支援活動がもたらす、乗客同士や運転手との親近感
【運転者・添乗者の声（きっかけ、評価や期待など）】


もともと地域の高齢者支援活動をしていた。乗合バス運行準備会発足前、最終 3 回目のワ
ークショップに誘われて参加したことがきっかけ。
（添乗者）



妻の後押しを受け運転者になった。会社員時代に先輩から退職後の地元づきあいの難しさ
を説かれていたが、活動で顔見知りになり、地域活動にすんなり入れた。
（運転者）
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働いていた時は朝会社に行き、夜家に帰る生活。地域の人と交流できればと思い始めた。
将来自分もバスが必要になる。そのために今できることをしている。
（添乗者）



妊婦さんが乗ってきた時、車内は大盛り上がり。乗客みんなで祝福！世代の違う人がすぐ
に打ち解けられるのも「のりあい」の特徴。
（添乗者）



降りる場所がフッと分からなくなる方がたまにあり、家族や近所の方へ連絡が取れた方が
良いと思い、地域の商店や民生委員との連絡体制を作った。
（添乗者）



この路線は大好き。利用者に「○○さんお久しぶり」と名前で呼ばれて驚いた。一般路線
に比べ利用者との距離が近く、親近感がわく。乗客同士の会話が弾み、90 歳代の方もお一
人で乗降されている。安全な乗降確保に一番気を配っているが、添乗員の存在がとても大
きい。
（相鉄バス運転手）



乗車人数と降車人数に差があるので、利用者一部はタクシーなど別の交通機関を利用して
いる可能性が高い。
「のりあい」は他の交通機関の利用促進にも貢献している。（添乗者）
〈のりあい運行ルート〉

出典：大和市ホームページ

①地域乗合交通が安心して外出できる独自のコミュニティを創り出す


住民発意で企画・運営、行政の支援を受けて住民が運行を開始し、多くのニーズに応えた
こと、その後、行政が交通事業者へ運行部分を委託する形で運行を継続したこと、添乗支
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援部分は住民が継続することで住民ニーズに寄り添い、ニーズを喚起していることは、住
民主体の移動サービスの創出・発展の一つのモデルと言える。

②添乗支援活動の必要性を訴え続ける住民団体


2015（平成 27）年に大和市を通じて神奈川運輸支局より、
「のりあい」の当時の運営方法
（乗車時にカンパを集めて許可・登録不要の運送を 1 日 18 便実施していること）につい
て、継続させることが困難である、と改善を求められたことで、サービスは存続の危機を
迎えた。しかしながら、住民ボランティアは、添乗して乗降補助、車内のコミュニケーシ
ョンを促し、高齢者の見守りなどを行っており、地域に根差した温かみのある路線の支え
手として活躍している。また、年 1 回開催される「のりあい」主催の地域交流会では、関
係者を集めた事業報告、意見交換、地域の催し物で盛り上がり、添乗支援活動と合わせて
地域のコミュニティづくりに貢献しており、下記のような課題にも住民目線で課題提起を
続けている。

①介護・福祉の視点を組み込んだ正当な活動評価に基づく行政の支援


一部の停留所で乗り残しが発生している。住民運行時代は運転者が待機して、乗り残った
乗客を自家用車で目的地まで運んでいたが、現在は行っていない。相鉄バスも課題として
認識しており、大和市へ増車の打診をしている。2021（令和 3）年 6 月までに市と相鉄バ
ス、住民組織の 3 者で対策をまとめ、2022（令和 4）年の事業計画に盛り込む予定。



買い物カートやシルバーカーの利用者（現在乗客の約 30％以上）が増えたことで、車内ス
ペースが圧迫されている。酸素ボンベを携帯して乗車する方もいるため、解決策が必要。



添乗支援活動について、必要性を感じ謝礼の増額など市に理解と支援を求めている団体に
対して、自立運営を促す大和市担当課との間に考え方の相違がある。
「添乗者に会いたくて
「のりあい」を利用する人もいる。乗降のお手伝いや外出促進、車内のコミュニティづく
り、見守りによって、今後の介護保険事業予算にどれほどの効果をもたらすかを、福祉の
視点からも検証して欲しい」
、
「活動に参加する人の輪を広げるためにも行政の支援が必要」
という声が上がっている。



参加自治会との合意形成が難しくなってきている。自治会役員が代替わりすると、1 世帯
当たり年間 120 円の支援金に徴収についての反対意見も出てくる。「のりあい」の運行地
域では、生活支援体制整備事業における第 2 層協議体の設置が大幅に遅れており、高齢化
など地域の課題を話し合う場がない。
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■活動概要
地域と市との協働「のりあい」

開始年次

2010 年

運送形態

一般乗合旅客自動車運送事業＋団体による添乗支援

予約

なし

大和市西鶴間、上草柳を中心に、鶴間、下鶴間、南林間などの周辺地域

乗客限定

なし

利用者
居住地域
あり

設定場所

降車場所設定

定時定路線で大和市内の西鶴間、上草柳、鶴間、下鶴間、南
林間地区を運行
「居住エリア」の外にも「降車場所」があるが、「居住エリア」も「降車場所」も全
て 1 つの市町村の中にある

居住地域と降車場所の関係

ハイエース（旅客定員 9 名）3 台（2 台稼働・1 台予備） ※大和市所有

車両情報
合計
運転者
情報
一部添乗者
情報あり

利用形態

事業形態

市町村と地域住民
（2018 年～バス会社が
加わる）

団体名

※添乗者

14 人

～64 歳

－

65-74 歳

－

75 歳～

－

運転者：大和市が運転業務を相鉄バス（株）に委託
添乗者：有償ボランティア
運転者：業務委託費より相鉄バス（株）が給与支払
謝礼報酬
添乗者：1 便あたり 300 円
添乗者 と してほ とんど
介助者同乗
複数乗車 あり
の便に乗車
稼働人数（2020.3）
※添乗者

運送対価

150 円/回

収支

主な収入源

運送実績（2020.12）

不明

雇用形態

自治会費、寄付金・協
賛金、負担金
稼働日数

30 日
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収入総額（直近年度）
利用者数

1,538,087 円
2,367 人

