
高齢者に対応した地域公共交通網
の構築及び活性化

～ひととまちを繋ぐ公共交通～

新庄市 総合政策課 箱山 伶
大蔵村 会計室 須田 純
鮭川村 総務課 津藤 陽大

研究のねらい
 高齢者をはじめとする自動車等の移動手段を持たない住民にとって、
公共交通は日常生活を送るうえで重要な役割を担っている。

 自家用車の普及や人口減少・少子高齢化等の進展に伴い、公共交通利
用者は年々減少傾向にあり、収益が悪化し維持が困難な状況にある。

 こうした状況を踏まえ、公共交通の利用促進を図るとともに、高
齢者の通院や買い物等の移動手段を確保する方策について研究
を行った。
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＜研究のプロセス＞
①現状の把握 →  ②県立新庄病院内ヒアリング（6/7） → ③八戸市
現地視察（8/29.30） → ④課題の整理 → ⑤具体的施策の検
討（NPO法人いわて地域づくり支援センター 常務理事 若菜氏による指
導）（5/9・7/3・10/25）



最上地域の現状
 2030年の最上地域の老年人口割合は40％を超え、2035年に75歳以上の高齢者数
はピークを迎える。
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高齢者の年齢区分別将来推計

65-74歳

75歳以上

85歳以上

2035年まで
増加！

65－74歳の
高齢者は減少

高齢者の将来人口推計（最上地域）
国勢調査 将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）

10/1基準 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0～14歳 10,552 9,016 7,580 6,648 5,919 5,394 4,955

15～64歳 48,951 43,779 38,845 34,343 30,909 28,226 25,360

65歳以上 24,816 25,586 26,481 26,545 25,582 23,848 22,257
計 84,319 78,381 72,906 67,536 62,410 57,468 52,572

年少人口割合 12.5% 11.5% 10.4% 9.8% 9.5% 9.4% 9.4%

生産年齢人口割合 58.1% 55.9% 53.3% 50.9% 49.5% 49.1% 48.2%

老年人口割合 29.4% 32.6% 36.3% 39.3% 41.0% 41.5% 42.3%

65-74歳

総数 10,497 10,925 12,438 11,899 10,004 8,011 7,229 

男 4,817 5,372 6,166 5,652 4,682 3,720 3,422 
女 5,680 5,553 6,272 6,247 5,322 4,291 3,807 

75歳以上
総数 14,319 14,661 14,043 14,646 15,578 15,837 15,028
男 5,254 5,422 5,246 5,862 6,408 6,477 6,035
女 9,065 9,239 8,797 8,784 9,170 9,360 8,993

85歳以上
総数 3,833 5,175 5,779 5,824 5,510 6,176 6,839
男 1,137 1,581 1,769 1,818 1,765 2,210 2,461
女 2,696 3,594 4,010 4,006 3,745 3,966 4,378
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 民間バスや市町村営バスにおいて、利用者数及び運賃収入が減少しており、厳しい運営
状況に陥っている。

各市町村バス運営事業費及び財源(H28)
事業費 主な財源

新庄市 約450万円 県交付金 28万円 運賃収入 120万円
一般財源 300万円

金山町 約2,167万円 県交付金 38万円 運賃収入 154万円
一般財源 1,975万円

最上町 約2,200万円 県交付金 50万円 運賃収入 430万円
一般財源 1,700万円

舟形町 約1,200万円 県交付金 20万円 運賃収入 100万円
一般財源 1,100万円

真室川町 3,427万円 県交付金 163万円 運賃収入 378万円
一般財源 2,886万円

大蔵村 3,290万円 一般財源 3,290万円
※H28年度は山交バスによる運行

鮭川村 3,973万円 県交付金 70万円 運賃収入 60万円
一般財源 3,840万円（過疎債）

戸沢村 約1,250万円 県交付金 30万円 運賃収入 100万円
一般財源 1,100万円
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県立新庄病院ヒアリング調査の結果

 県立新庄病院にて70代・80代を中心とした約

100名の方を対象にヒアリング調査を行った

ところ、7割以上が自家用車で通院しており、

車への依存度が高いといえる。

 バスに関しては、本数が少なく時間が合わな

いとの理由から利用しづらいと感じている人

が多い。
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ヒアリング対象者 109名
・50代 3名 ・60代 20名
・70代 42名 ・80代 39名
・90代 5名

新庄市
58%

最上町
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金山町
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居住市町村
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男女別免許保有率
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手押し車を載せたい

時間がかかる

買い物に行けない

バス停で待つのが辛い

車両のステップが高い

介助がほしい

行き帰りの時間が合わない

バス停が自宅から遠い

その他

バスの本数が少ない

バスの不便な点、改善点 ＜ 「その他」の主なコメント ＞

○車を運転できるので、バスの利用を考えたこと
がない。

○家族が送迎してくれるので、バスは必要ない。

○利用したくてもバスが通っていない。

○バスが通っていることを知らない。

○新庄駅から新庄病院行きのバスがほしい。

○タクシーを利用しているが、料金が高い。
※高い人では２０００円程度

○運転免許返納後、バスを利用できるかが心配。
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最上地域が抱える課題
 バスが知られていない

 高齢者は増加する
・運転免許を持たない人
・運転免許をできれば手放したいと思っている人
・運転免許を手放したくないと思っている人

 地域の公共交通が充実していない

 バス利用者や運賃収入が減少している

 広域連携が十分でない
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〔知らせる〕

〔使ってもらう〕

〔便利にする〕
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知らせる
 ①広報誌やチラシ等を活用した積極的な周知

 目的

バスが通っている事を知らないという方が多い中で、利用者のニーズを正確に
把握し、それ合わせた定期的・継続的な情報発信を行うことによりバスについて
の積極的な周知を図るとともに、利用促進に繋げていく。

 事業内容

ポスターや折込みチラシ等高齢者が慣れ親しんだ紙媒体での周知を行ってい
く。市町村広報誌については関係市町村で合同の記事とし、住民への周知を図
る。さらに、バス情報誌（パンフレット・リーフレット等）を作成し、主要な施
設等にフリーペーパーとして据え置く。

高齢者は軽トラックでの移動が多いため、ラジオ放送等を活用して周知する。

１度きりで終わりではなく定期的な周知を行い、より多くの高齢者の意
識に「バス」という概念を植え付ける。
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知らせる
 ②目的に合わせた印刷物の作成

 目的

目的地や目的に合わせた広域交通マップやパンフレット等を作成すること
により、利用者のニーズにきめ細やかに対応する。

 事業内容

目的地別に時刻表を作成する。（病院やスーパーマーケット行等のみ）

バス停の位置関係や目的地までの距離を明確にするため、道路や目印とな
る施設に重ねたマップ及び路線図を作成する。

地元の団体や住民等と連携することにより、その地域の特色を活かしたバ
スマップ（お出かけマップ）を作成する。
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バスマップの例（八戸市）



鮭川でやると・・・？
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知らせる
 ③高齢者のためのバス乗り方教室

 目的

主にバスを利用してくれるであろう高齢者やこれ
から免許返納を考えている住民に対し、バスの利用
の仕方を周知することにより、バスのメリットを幅
広くPRするとともに、バスの利用を促していく。

 事業内容

バス事業者と各市町村の交通安全協会が連携し、
サロンやゲートボール大会など高齢者が集う場で出
前講座を実施する。

高齢者が集う場で開催することにより、多く
の住民に参加してもらうことで効率的な周知を
図るとともに、免許の自主返納を促していく。
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使ってもらう
 ①バス停、バス車両等の表示デザインへ統一要素を加える

 目的

特に新庄市内においては複数事業者のバスが乗り入れ、バス停や

バス車両の表示、デザインは様々である。

各路線バスの基本情報を統一し、利用者が情報を容易に得られる

ようにすることで、バス利用に対する不安を解消し利用促進を図る。

 事業内容

・各路線をアルファベット頭文字で大きく表示
路線毎にバスルートカラーを設定し、視覚的に判別しやすくする。
・行先や経由地の表示を意識し、どこへ停車するのか分かりやすく
する。
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事業者ごとに乱立
しているバス停を
一つにまとめる！

行先表示にもバス
ルートを活用す
る！



使ってもらう
 ②企画乗車券の販売

 目的

地域資源等とからめたバス利用モデルを提示し、通院買い物以外の新たな需要を掘り
起こす。地域の主要施設等との連携を図り、公共交通に留まらない地域全体の活性化
を目指す。

 事業内容

路線バスの乗車券とバス停周辺施設のサービスを併せた企画乗車券を販売する。

企画内容については新庄最上地域の特性を活用したもの、利用意欲を促すものを随
時検討していく。

日常利用以外でのバス利用を促進し、外出の機会を増やすことで高齢者の生
活をより一層地域に根付いたもの、充実したものにする。
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※八戸市の例

企画乗車券の例（大蔵村営バス×肘折温泉）
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【チケット式企画乗車券】
チケットを駅や公共施設など
主要施設で販売。利用者は事
前にチケットを購入し、バス
や施設で提示する。チケット
を取り扱う各所でＰＲが可
能。



企画乗車券の例（新庄駅前乗入路線バス×新庄駅前飲食店）

22

【クーポン式企画乗車券】
利用者は降車の際にバス運
転手からクーポンを受け取
り、それを飲食店へ提示す
ることでサービスを受けら
れる。

使ってもらう
 ③エリア限定運転協定とバス利用の優遇制度

 目的

高齢になっても自動車運転に自信があり、あるいは不安を抱えながらも公共交通の利用には至らないという
傾向が調査より分かった。そうした中で、バス利用の促進や高齢者の交通事故防止を図るとともにバスになじ
んでもらうことにより運転免許自主返納を促すきっかけを作る。

 事業内容

・高齢ドライバーと市町村長が「エリア（自市町村内）限定運転免許」を締結する。

・協定締結者が運転出来るのは自町村のみとし、その他市町村への移動はバス等公共交通を利用する。

・市町村は、協定締結者に対して年間一定額のバス無料券を配布する等の支援を行う。
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自市町村内では運転 自市町村外へはバス利用

協定書
●●村長(甲)と■■▲▲(乙)は、
●●村内限定運転について、次の通り協定を締結する。
第１条 ～

(甲)●●村長 ㊞１
(乙)■■▲▲ ㊞１



便利にする
 事業概要と目的

広域的に連携した交通網を整備することで、地域住民の移動を補助・促進する。
また、外出意欲を創出することで、住民の健康増進と地域内の経済循環を促す。

 事業内容
① 市内循環線の設置
② 市営バスの運行改善
③ 他村営バスの運行経路見直し
④ 効率的でわかりやすいダイヤ編成
⑤ 待合環境の整備
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利便性の向上を図る！

便利にする

 市内２エリアで循環線をまわす
１周３０～４０分程度

 スーパー、病院⇔住宅地
住民の生活圏内を回る

 １時間に１本

・市営土内線、芦沢線との連結
・ＪＲ新庄駅で他路線バスと連結
・県立病院・ＪＲ新庄駅・新庄市役所
には立ち寄り
・住宅地と目的地、スーパーをつなぐ
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①新庄市内循環線の設置≪新規≫

ｚ



②市営バスの運行改善≪既存≫
便利にする
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＜現状＞
 土内線 ２便
 芦沢線 １便
 28人乗りマイクロバス１台
 平日毎日運行

＜見直し＞
 土内線 円満寺入口で循環線と乗継
 芦沢線 下田町or末広町で循環線と乗継
 10人乗りジャンボタクシー１台
 隔日運行 ただし、1日2,3往復できるダイヤ編
成に 買い物

できる
午前で
帰れる

効率的
な運行

便利にする

 鮭川村営バス：新庄～羽根沢線
＜現状＞１路線（１日５往復）
泉川-あたご町-下西山-河原町-大手町-仲町-駅・病院

＜見直し＞別ルートの路線を追加
泉川-泉が丘-上西山-桧町-石川町-大手町-駅・病院

 隔日運行
 郷野目ストア桧町店で市内循環線に乗継可

鮭川村営バスの運賃収入増加
＋新庄市内公共交通空白地域の解消

 大蔵村営バス：市内循環線は肘折線を補完するよ
うに運行（経路はそのまま）
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③他路線バスの経路見直し≪変更≫



便利にする
 ハブ＝ＪＲ新庄駅→ＪＲの発着時刻も意識した運行ダイヤ
真室川町・舟形町＝奥羽本線／最上町・舟形町＝陸羽東線／戸沢村＝陸羽西線 利用者が

多い
 わかりやすい運行ダイヤ→「▲▲線は駅を●時００分発車」
例：午前案

 乗継発生→乗継ポイントの待ち時間はできるだけ少なく（１０～１５分以内）
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④効率的でわかりやすいバス運行

【駅発】
市内循環線
９：００
１０：００
１１：００

県立病院前 新庄駅前 （行先） 路線名 新庄駅到着時刻 路線名

8:20 8:17 病院 土内線 8:23 奥羽本線下り

9:23 9:20 病院 芦沢線 8:28 陸羽東線下り

9:32 9:30 病院 肘折線 8:43 奥羽本線上り

9:35 9:32 病院 羽根沢線 8:53 陸羽西線上り

10:57 10:55 病院 肘折線 9:52 奥羽本線下り

12:57 12:55 病院 肘折線 10:44 奥羽本線上り

10:54 陸羽西線上り

11:10 陸羽東線下り

11:32 奥羽本線下り

赤：待ち時間１時間弱

調整必要？ 覚えや
すい 安心感

便利にする
 拠点におけるバス待合環境の整備
・ＪＲ新庄駅
現スペースを拡充し、悪天候時も座れるスペースを確保＋案内表示掲示
・その他の乗継拠点
他の乗継拠点…段階的に整備必要⇔維持管理のランニングコスト大が懸念

待合環境はできるだけ屋内に設置
＝乗継スーパー内に待合スペースを確保できるよう協議
市町村の費用負担軽減＋企業にとっては広告効果も

 ベンチの整備
＝県産木材を利用した体験事業等、みどり環境税を利用した事業でベンチ
作成
製作費用軽減＋県産木材のＰＲ＋児童生徒の林業体験プライスレス29

⑤待合環境の整備

現在の郷野目ストア中央店内

北本町バス停前のベンチ



これまで提案した事業を、効果的かつ効率的に運営していくために

市町村（の交通担当）が連携するための協議体 が必要！

 名称 「最上地域公共交通事業推進運営協議会（仮）」
 協議内容 ・乗継を意識した路線・ダイヤの編成、

広域交通マップ等の作成
・共通した利用促進事業の実施
・共通利用券を含めた運賃体系の整理
例：利便性が向上する料金設定の調整

共通利用券の整備、“市外路線からの循環乗継者は割引制”等
利用しやすい料金システムの整備

 枠組み 定住自立圏締結市町村 または 県及び管内市町村の担当者
 活動及び取組内容の費用分担 人口割または利用割合による
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実施主体は…？

持続可能な
仕組みを
つくる

ひととまちを繋ぐ公共交通＝いきいき暮らせる最上地域

住民住民

事業者事業者行政行政

31



＜解説＞ 

「高齢者に対応した地域公共交通網の構築及び活性化  

～ひととまちを繋ぐ公共交通～ 」 

●はじめに 

本グループに与えられた研究テーマ「人口減少・少子高齢化のもとでの地域公共交通対

策」については、昨年度の研究内容を深める形で研究を進めた。特に交通弱者となってい

る高齢者をターゲットとし、最上地域での暮らしの足となるような公共交通のあり方につ

いて検討した。 

自動車等の移動手段を持たない住民にとって、公共交通は日常生活を送るうえで重要な

役割である一方、多くの住民がマイカーを所有しているため、バスをはじめとした公共交

通の利用者が減少しており、行政・民間ともに公共交通事業は収益が悪化し維持が困難に

なっている状況にある。公共交通の利用促進を図るとともに高齢者の通院・買い物に利用

できる移動手段を確保する方策について、研究を行った。 

研究にあたっては、公共交通を利用した高齢者が多くおられる県立新庄病院におけるヒ

アリング調査の実施や公共交通について先進的に取り組んでいる青森県八戸市への視察を

行った。また、研究のアドバイザーとなっていただいているＮＰＯいわて地域づくり支援

センター（岩手県花巻市）の若菜千穂氏への訪問を重ねた。 

 

●最上地域の現状（高齢化） 

最上地域の老年人口数は、65 歳から 74 歳までの高齢者が 2020 年をピークに減少す

るが、75 歳以上は 2035 年まで、85 歳以上は 2040 年まで増え続ける推計である。老

年人口全体の人数は 2020 年以降減少するものの、高齢化率は 2040 年に 42.3％になる

との推計であり、今後さらに高齢化が進むと想定される。 

 

●最上地域の現状（公共交通） 

それぞれの市町村を走っている民間の路線バスや行政の運営しているバス運行について、

利用者数、すなわち運賃収入は減少傾向にあり、どの自治体も一般財源による負担が大き

いという厳しい運営状況である。 

また、現状の確認として、最上地域の公共交通網の現状を整理した。最上地域は JR の

路線が十字に整備されており、その合間を民間及び行政運営によるバスが運行している。

その他の各町村営のバスについては、町・村の中心部か JR の駅までという路線も存在す

る。 

市町村を跨ぐ路線としては、鮭川村営バスが羽根沢温泉から、大蔵村営バスが肘折温泉

から、また山交バスが金山町から、それぞれ県立新庄病院まで乗り入れている。さらに、

金山町と真室川町、真室川町と鮭川村がそれぞれ町営バスを乗り入れている状況である。 

 

 



●山形県立新庄病院でのヒアリング調査結果 

6 月７日（水）午前、県立新庄病院会計付近において、主に 60 歳代から 80 歳代の方

を対象に、交通手段についてのヒアリング調査を実施した。 

調査によると、県立新庄病院には新庄市外からも来院されており、高齢者の中でも 54％

が運転免許を保有していた。男女別でみると、女性については 70％が運転免許を持って

いない状況であった。この方々は、遠くへの移動については家族等の送迎か公共交通に頼

らざるを得ないということになる。 

病院への通院手段としては、自家用車による自らの運転が 47％、車による送迎が 26％

と車による通院が 7 割を超えており、車による移動に依存していることがわかった。バス・

タクシー・電車といった公共交通機関を利用した方は 16％に留まっている。 

市町村別で見ると、新庄市民は自転車や徒歩またはタクシーでの通院が見受けられる。

最上町・舟形町からは電車で、新庄市・金山町・大蔵村・鮭川村からはバスで来たという

方が見受けられる。どこの市町村から来た場合においても、車による移動が最も多い状況

であった。 

路線バスの不便な点としては、「本数が少ない」「バス停が自宅から遠い」「時間が合わな

い」という回答が多くあった。その他、「車ありきの生活なのでバスを必要と感じていない」

「バスが通っていることを知らない」「免許を返したいがバスが使えるか心配」「タクシー

は高い」という意見が聞かれた。 

 

●課題整理 

ここまでの整理から、最上地域においては 

・〔バスが知られていない〕という現状 

・〔高齢者が増加していく〕という将来推計 

・〔公共交通が充実していない〕という現状に対する不満 

・〔利用者や運賃収入が減少している〕という財政的な不安  

があり、さらに、これまでの公共交通の運行は市町村がそれぞれで行っているため、 

・〔広域的な連携が不十分〕で、うまくつながっていないために利用に繋がらないと 

いう現状 

であると整理した。その課題解決の糸口として、バスを「知らせる」「使ってもらう」「便

利にする」という点から着想し、高齢者が安心・安全に移動できる手段として、また利用

促進策とともに運転免許の自主返納も意識しながら、施策を考えた。 

 

●提案施策 

（１）「知らせる」 

県立新庄病院におけるヒアリング調査において「バスが通っているのを知らない」とい

う意見が見受けられた。利用者のニーズを正確に把握し、それに合わせた定期的かつ継続

的な周知を図るとともに、利用促進につなげていくことが必要である。そのため、以下の

４つの事業を提案する。 

 

 



①広報誌やチラシ等を活用した積極的な周知 

  高齢者が慣れ親しんでいると思われる紙媒体での周知を行う。また、市町村の境界の

地区や市町村を跨ぐ路線バスの沿線地区住民は、市町村が違うため他市町村の路線バス

の情報が得にくいことがあるため、市町村広報誌については関係市町村で合同の記事と

し、沿線地区住民への周知を図る。あわせて、バスの情報を掲載したリーフレット等を

作成し、主要な施設に設置する。さらに、農村地域の高齢者は軽トラック等での移動が

多いと考えられるため、ラジオ放送を活用して周知を図る。 

  このように、一度きりで終わりではなく、定期的な周知を行い、より多くの高齢者に

バスの利用価値の意識を持ってもらう。 

 

②目的に合わせた印刷物の作成 

目的地または目的に合わせた広域交通マップ等を作成することにより、利用者のニー

ズにきめ細やかに対応する。 

具体的には、病院や大型スーパーマーケット行の目的地別で、時刻表やバス停の位置

関係、目的地までの距離等を明らかにするため、バス路線を主要道路や目印となる施設

に重ねたマップを作成する。この際、地元の団体や住民等と連携することにより、その

地域の特色を活かしたバスマップ（お出かけマップ）を作成する。バスマップについて

は、地域団体と連携することによりその地域の魅力を取り上げる。「このバスに乗った結

果こんな所へ行ける、こんなメリットがある」ということを示すことで外出機会を創出

できる、重要なツールとなる。 

 

③高齢者のためのバス乗り方教室 

バスの主な利用者である高齢者やこれから免許返納を考えている住民に対し、バスの

利用方法を周知することにより、バスに乗るメリットを幅広く周知するとともに、バス

の利用を促す。 

具体的には、バス事業者と各市町村の交通安全協会が連携し、サロンやゲートボール

大会など高齢者が集う場でバス利用の出前講座を実施する。乗り方教室実施の名目で集

めるのではなく、高齢者が集う場に出向いて開催することにより、多くの住民が参加し

やすく効率的な周知を図ることができるとともに、交通安全協会との連携により免許の

自主返納を促していく。 

 

（２）「使ってもらう」 

①バス停、バス車両等への表示デザインへ統一要素を加える 

最上郡内において、特に新庄市内は複数事業者の路線バスが乗り入れており、バス停

やバス車両の表示やデザインが事業者によって異なっている。その結果「一か所にバス

停が事業者別に複数乱立している」「バスの情報提供の方法に統一性が無い」など、利用

者にとって情報を得るのが困難な現状にあり、バス利用へ踏み出すハードルが高くなっ

ていると考えられる。そこで、各路線バスの行先や経由地といった基本情報に統一性を

持たせ情報を得やすくすることで、バス利用への不安の解消と利用促進を図る。 

具体的には、各路線にアルファベットの頭文字やバスルートにカラーを設定し、バス



停やバス車両の行き先表示に取り入れ、大きく表示する。また、行先や経由地の表示も

大きくすることで、各路線バスがどこへ停車するのかを分かりやすくする。 

例えば、新庄駅前など事業者ごとに乱立しているバス停については、ひとつにまとめ

る。また、現在の新庄市営バスや大蔵村営バスは、前面の行先表示が文字のみの小さな

表示であるが、これもアルファベットなどを用いて統一された情報を大きく表示するこ

とで、利用者にとってわかりやすい停留所を設置する。 

 

②企画乗車券の販売 

バス利用者数や運賃収入を改善するには、通院や買い物だけでなく、娯楽教養などの

新たな需要を掘り起こす必要がある。また、予算や人手が限られるなかでは地域資源と

連携し、地域活性化を目指すことが重要と考えられる。こうした目的を達成するため、

考案したのが企画乗車券（バスパック）の販売である。 

企画乗車券とは、路線バスの割引乗車券と路線周辺施設の利用サービスを併せたもの

である。最上地域の特性を活かし、住民の利用意欲を促すメニューを複数用意し、随時

企画・検討する。日常的な利用以外でのバス利用を促進し外出の機会を増やすことで、

高齢者の生活をより一層地域に根付いたもの、そして充実したものとすることがポイン

トである。 

企画乗車券の例として、「日帰り温泉バスパック」と「居酒屋ちょい呑み☆早呑みバス

パック」の 2 つを考案した。 

１つめの「日帰り温泉バスパック」とは、大蔵村営バスの往復乗車券と肘折温泉の日

帰り入浴施設の入浴料がセットになった企画乗車券である。「運賃、入浴料併せて 1,000

円」と割安感のある価格設定とし、利用者には新庄駅等の主要施設で事前購入してもら

うチケット方式を想定した。この方式はチケットを取り扱う各所において周知が可能で

あり、多くの方にバスの利用促進を図ることができる。 

２つめの「居酒屋ちょい呑み☆早呑みバスパック」とは、新庄駅前へ乗り入れる各路

線バスの乗車券と新庄駅前の協賛飲食店のサービスがセットになった企画乗車券である。

午後 3 時頃に新庄駅前に到着し 1～2 時間ほど飲食、午後 6 時頃に新庄駅前を発車する

イメージである。この券は降車の際にバス運転手からクーポンを受け取り、飲食店に提

示してサービスを受けるクーポン方式を想定した。こちらは事前購入の手間が無く、バ

スに乗車すれば誰でもクーポンを受け取ることが出来る。 

 

③エリア限定運転協定とバス利用の優遇制度 

県立新庄病院での調査から、高齢であっても自動車運転に自信がある、あるいは不安

を抱えながらも公共交通の利用には至らないという傾向が分かった。こうした層に対し

ては、バスの利用促進や高齢者の交通事故防止を図るとともに、最終的には自動車運転

免許の自主返納をスムーズに促すきっかけを作ることが必要となる。そこで提案するの

が、「エリア限定運転協定制度」である。 

制度概要は、高齢ドライバーと市町村長が自らの市町村内限定で自動車運転を行うと

いう旨の協定を締結する。これにより協定締結者が運転できるのは自らの市町村内のみ

となり、その他の市町村への移動にはバス等公共交通機関を利用してもらう。その際、



市町村は協定締結者に対して年間一定額のバス回数券を配布する等の支援を行う。高齢

化が顕著であり農業従事者の割合が高い最上地域では、簡単には運転免許の自主返納に

は至らないと思われるが、そうしたなかではこのような措置が公共交通の利用にシフト

させるのに有効であると考える。 

 

（３）「便利にする」 

これまでの２つの視点による公共交通の路線バスについて利用促進を実施することで、

最上地域の住民の移動を支え、あわせて、移動に使えるということを知り、使ってもらい

外出意欲を創出することができる。住民の自発的な活動が進めば健康増進が図られ、地域

内経済の好循環も生み出されていく。そのための広域的な地域公共交通網の整備として、

５つの事業を通じて利便性の向上を図る。 

 

①循環線の導入 

現在、最上地域のバス路線や JR は、医療機関や買い物や通勤・通学場所等が新庄市

に集中しているため、各町村から中心である新庄市に向かってきている。その特性を生

かし、JR 新庄駅を中心として新庄市内の各施設を周遊できるような市内循環路線バスを

導入すると、新庄市民はもとより最上地域の住民、特に高齢者が買い物や通院がしやす

くなる交通の足を確保することができると考える。 

具体的には市内を２エリアに分け、１周約 40 分程度で回れるようにする。JR 新庄駅

や県立新庄病院等で市内中心部に乗り入れる各路線とも連結し、利便性を向上させる。 

 

②市営バス改善 

次に、現状の路線の改善の一つとして、市営バスの運行経路の改善を行う。新庄市で

は平成19年から山交バスが撤退した土内線と芦沢線を市営バスとして運行しているが、

高齢者による利用が主であり、利用者が固定化・減少傾向にある。この路線の利便性を

向上させるため、循環バスとの連結や運行日の調整や増便など、効率的で住民の時間に

合わせた利用しやすい運行内容にすることで、利用者数の増加を図る。 

 

③他路線バスの見直し 

現状の路線の改善の２つめとして、他村営バスの経路を見直し、市内循環に接続させ

る。例えば鮭川村営バスについては、現在と別の経路で市内に入る路線を新たに設定す

ることで、新庄市循環路線と郷野目ストア桧町店で接続できるよう調整する。鮭川村営

バスは北高に通う生徒の定期利用があるため、これまでのニーズにも対応できるよう調

整しながらの運行になるが、運行を工夫すると鮭川村民も新庄市内の個人病院やスーパ

ーにも行けるようになる。こうして利用者が増えれば、村営バスの運賃収入の増加、村

営バスの経営改善につながる。 

大蔵村営バスについては、これまで新庄市営芦沢線と重複する部分があったが、肘折

線を生かし補完する形で新規の市内循環線の運行をイメージできるので、調整を図った

うえで双方にメリットのある運行が可能であると考える。 

 



④効率的でわかりやすい交通 

ここまで、バスのネットワークについて整理してきたが、さらに工夫する点として、

利用者にとってわかりやすい運行内容であることが挙げられる。 

現在は複数の路線が運行しているが、JR 新庄駅を、全体をつなぐ中心的な拠点とすべ

きと考える。バス路線のほかにも、病院でのヒアリング調査にもあったように、特に町

村からは JR 利用者も多いため、駅からの移動手段としてのバス利用を促進しやすいと

考える。 

また、現在のバスは電車の到着時間とうまく接続できない時間帯もある。新たに運行

するバスのダイヤについては、「○時ちょうどの発車」というようなわかりやすさがあれ

ば、高齢の利用者も覚えやすく、安心して乗ることができる。 

さらに、各バス路線について乗継がある場合は、待ち時間はできるだけ少なくし、利

用しやすいよう調整する必要がある。 

 

⑤待合環境の整備 

最後に、拠点における待合環境の整備について、乗継や交通状況によって待ち時間の

発生時もできるだけ安全で快適に過ごせるよう、乗継拠点については一定程度のスペー

スを確保する。また、広域的な交通案内を掲載した案内板を設置することで、公共交通

を周知する。 

他の乗継拠点についても、待合スペースはスーパー内イートインコーナー付近等屋内

に設置し、ひと休みできるような環境を確保してもらえば、経済効果も期待できる。民

間事業者の施設にそのような環境を作っていただければ、市町村の財政負担も軽減され、

さらに店舗の割引サービス等と連携できれば、施設側にとっても利用者増加のきっかけ

となる。 

バス停や乗継拠点において、座って待てるベンチを設置する際には、山形県の緑環境

税を使って市町村が森林づくりに取り組む事業等を利用し、小中学生の体験事業により

県産材を用いて製作したベンチを整備できれば、製作委託の費用負担が軽減される一方、

県産木材の周知も進む。また、児童生徒の森林との触れあう経験も創出される。 

 

●施策実現のために 

これまで８市町村は、バス運営については個別に公共交通会議等で協議し、実施してい

た。しかし、人口減少が進む今後において利用者数を増加させるには、住民に在住する地

域の路線バスだけでなく、他市町村のバスも有効に活用してもらいながら運賃収入の増加

を図る必要がある。今回提案した事業を市町村が実施しつつ、さらに効率的な運営をして

いくためには、最上地域の市町村の交通担当者が一堂に会し、これまでよりも一層連携し

運営する体制がとれるような協議体が必要と考える。 

協議内容は乗継を意識した路線やダイヤの編成・調整、広域的な公共交通体系がわかる

マップや企画乗車券などの利用促進事業の作成・実施、また、乗継運賃も含めた利用しや

すい料金体制の整備、具体的には共通利用券の導入や、わかりやすく持続的な運賃体系の

整理である。将来的には、交通 IC カードや電子決済等の料金システム導入の検討協議がで

きれば、高齢者のみならず若い世代や最上地域外からの利用者にとっても使いやすい公共



交通になると思われる。 

枠組みとしては、定住自立圏の公共交通についての締結市町村、または最上地域内の県

及び市町村担当者での協議を行い、費用負担も含め検討する。このような協議体制を構築

することで、広域的に地域住民の移動を考え、公共交通のネットワークを整備していくべ

きと考える。 

 

●まとめ 

最後に、研究のサブタイトルにある「ひととまちを繋ぐ公共交通」とは、最上地域の住

民が生き生きと暮らすことができるようにするための手段である。現在は厳しい公共交通

の現状があるが、それさえなくなると、どこにも行けない高齢者が今後さらに増加する。

これからの最上地域が住民にとって安心して暮らしていける地域であるために、ニーズを

的確にとらえながら、行政が自らの枠を超えて連携し、さらに民間事業者とも協働して、

コンパクトな公共交通ネットワークを整備していくことで、これから迎える少子高齢社会

においても持続可能な仕組みを作り上げていくことができる。そのための一歩を今、踏み

出すべきである。 
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