
Ｉ．横浜都市交通計画 
の改定について 

平成31年3月24日 

横浜市都市整備局 

都市交通課長 橋詰勝彦 



１．横浜都市交通計画とは 
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■横浜都市交通計画とは？ 
交通政策全般にわたり、本市における政策目標や、施策の方向性などを提示
することにより、市民、企業、交通事業者、関係行政機関等との協調した取組を
一層推進し、横浜において、環境面、経済面、機能面、財政面などあらゆる側
面から持続可能な交通の実現を目指すものとして、平成20（2008）年３月に策
定されたもの。 

交通サービスを受けるだけでなく
交通政策の目標の実現に向けて、
公共交通を支える主体としての

市民・企業

交通政策の目標を提示し、
関係者の理解を深め、

調整役となる

国・自治体など行政

健全な事業体制を確保し、
公共交通サービスを
安定的に提供する

交通事業者

目標や理念の共有化
責任と役割の明確化
取組の連携強化

横浜の交通政策推進体制



２．趣旨・背景と改定のポイント 
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平成20年 横浜都市交通計画作成  

社会・経済状況の変化 
 超高齢社会の到来 
 訪日外国人旅行者の増加 
 東日本大震災を契機とした防災意識の高まり 
 ICTの劇的な進歩など技術革新の進展 

本市の都市づくりに関する計画の策定 
 「交通政策基本法（平成25年12月）」  
 「交通政策基本計画（平成27年２月）」 
 「横浜市都市計画マスタープラン全体構想 
 （平成25年３月）」 

平成30年 横浜都市交通計画改定  

改定のポイント 福祉・観光・防災など他分野との連携を重視 
 

具体的には、ドア・ツー・ドアの公共交通であるタクシーの活性
化や福祉ニーズと連携した移動サービスの提供、観光・ＭＩＣＥ
施策と連携した都心臨海部の多様な交通手段の提供、防災や
減災などの施策を新規・拡充 
 
 

10年経過 

目標年次 
  
平成42（2030）年頃 
 
 



３．改定にあたって 
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• 本市交通政策の推進に向けては、市民・企業、交通事業者、国等の行政機関から構成
される「横浜市交通政策推進協議会」において、意見交換や情報共有等をしています。 

• 部会の一つである計画改定部会から意見をお聞きしながら、本市として改定作業を進
めました。 

学識経験者        横浜国立大学理事・副学長 中村文彦  

交通事業者 鉄道事業者代表、 

一般社団法人神奈川県ﾊﾞｽ協会、 

一般社団法人神奈川県ﾀｸｼｰ協会 

行政機関 国土交通省関東運輸局、 

国土交通省関東地方整備局、 

神奈川県警察本部 

市民 モビリティマネジメント推進部会長、 

地域交通部会長 

鉄道部会 

横浜交通政策推進協議会 

バス部会 

計画改定部会 
ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
推進部会 

地域交通部会 

横浜市 意見 

○計画改定部会のメンバー 
平成28年７月 第１回計画改定部会開催 

平成28年12月 第２回計画改定部会開催 

平成29年８月 第３回計画改定部会開催 

平成29年11月 第４回計画改定部会開催 

平成30年１月 第５回計画改定部会開催 

平成30年６月 パブリックコメント実施 

平成30年８月 第６回計画改定部会開催 

平成30年10月 横浜市会にて報告・確定版公表 

○改定スケジュール 



４ー１． 横浜の交通を取り巻く状況と課題 
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１ 人口減少、超高齢社会の到来に伴う対応 
（1）高齢者を取り巻く移動環境・・・移動に関して様々な制約が増加 
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１ 人口減少、超高齢社会の到来に伴う対応 
（2）人口構成の変化が公共交通サービスに与える影響・・・地域の公共交通サービスの水 
  準の低下 

４ー２． 横浜の交通を取り巻く状況と課題 

横浜市内の一日あたりバス乗車人員 
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４－３． 横浜の交通を取り巻く状況と課題  
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２ 横浜の都市構造を踏まえた対応 
（1）交通ネットワークの特性・・・エリアごとに運行頻度に差が発生 

最寄駅まで15分の交通体系圏域（平成20（2008）年） 



４－４． 横浜の交通を取り巻く状況と課題  
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２ 横浜の都市構造を踏まえた対応 
（2）地形・地理的な特性・・・高低差のある街では徒歩による移動にも多くの制約が伴う 
  市民が増加 

最寄バス停までの「延べ高低差」※ 

※最寄バス停までの延べ高低差＝出発地
から最寄バス停までに通過するメッシュ
ごとの標高差の差分の絶対値。 



５．横浜が目指すべき将来像 

9 

 横浜市中期４か年計画2018～2021 では、人口減少社会の到来や超高齢社会

の進展などの直面する課題を乗り越え、都市の持続的な成長・発展を実現する
ため、2030（平成42）年を展望した６つの中長期的な戦略を示しています。 
 横浜都市交通計画では、横浜市中期４か年計画2018～2021 をふまえて、平
成42 年を展望し、「環境面、経済面、機能面、財政面などあらゆる側面から持
続可能な交通が実現している」ことを「横浜が目指すべき将来像」としています。 

＜横浜市中期４か年計画2018～2021より抜粋＞ 
戦略１ 『力強い経済成長と文化芸術創造都市の実現』 
戦略２ 『花と緑にあふれる環境先進都市』 
戦略３ 『超高齢社会への挑戦』 
戦略４ 『人が、企業が集い躍動するまちづくり』 
    （１）成長と活力を生み出す都心部 
            （２）誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思える郊外部  
戦略５ 『未来を創る多様な人づくり』 
戦略６ 『未来を創る強靱な都市づくり』 
            （１）災害に強い安全で安心な都市 
            （２）市民生活と経済活動を支える都市基盤 



６－１．計画の構成 
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【横浜の交通を取り巻く状況と課題】と【横浜が目指すべき将来像】を踏まえ、本市のま
ちづくりや地域特性に合わせつつ、国の交通政策基本計画の３つの基本的方針とも整
合を図り、本計画の基本方針を定めました。 



６－２．計画の構成 
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基本方針１ 市民生活の質向上につながる交通政策 

•◎政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

•政策目標２ バリアフリーの一層の推進 

•政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進 

基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

•政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成 

•政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成 

•◎政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供 

基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 

•政策目標７ 環境と調和した交通施策の推進 

•◎政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化 

•◎政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備 
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 人口減少や超高齢社会の到来など社会情勢が変化する中で、今後、公共交
通のサービス水準の維持が困難となる地域が発生するとともに、公共交通だ
けでは多様な移動ニーズに応えることが難しくなることが予想されます。高齢
者や障害者を含めた誰もが安心して便利に利用でき、外出機会の増加につな
がる地域の移動環境・交通サービスが求められています。 

 そこで、交通事業者等とも連携しながら、地域交通の要であり、住宅地から
駅への交通アクセスを中心としたバス路線の維持・充実を図ります。また、医
療、福祉、子育て等の多様なニーズにも対応するため、現行の外出支援施策
に加え、ドア・ツー・ドアの移動が可能なタクシーの利便性向上を進めるととも
に、福祉に関わる主体との連携も含め多様な担い手による移動サービスの導
入を図ります。 

 さらに、身近で便利な交通手段である自転車が、より安全・快適に利用でき
る環境を整備します。 

 ＜施策の方向１－１＞ 路線バスの維持・充実 
※＜施策の方向１－２＞ タクシーサービスの活性化 
※＜施策の方向１－３＞ 多様な主体による新たな交通サービス実現 

 ＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備 

政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

７－１ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 



７－２ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 
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 今後更なる高齢化が見込まれる中で、高齢者の自立と参画による、健康で
活力ある社会の実現とともに、障害の有無にかかわらず自由に移動や活動
ができる環境の整備が重要です。 

 このため、高齢者、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むための
交通手段が必要不可欠であり、交通分野でのバリアを取り除き、誰もが円滑
に移動できる交通環境を整備することが求められています。 

 そこで、交通分野の移動の円滑化につながる道路の整備や施設の整備・改
良、バリアフリー車両の導入を一層推進するとともに、市民や事業者の高齢
者、障害者等に対する理解や協力が広がるよう、心のバリアフリーの普及や
啓発など、ハード・ソフト両面の取組を進めていきます。 
 
  

政策目標２ バリアフリーの一層の推進 

＜施策の方向２－１＞ バリアフリー化に向けた施設の整備、車両の導入 
＜施策の方向２－２＞ 心のバリアフリーの普及・啓発支援 



７－３ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 
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政策目標２ バリアフリーの一層の推進 

事業着手前 

事業着手後 

▼駅のバリアフリー施設（ＪＲ関内駅） 

◀バリアフリー車両（ノンステップバス） 
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 過度にマイカーに依存する生活は、自動車からの排出ガスによる環境負荷
や交通渋滞による経済的な損失、健康面への悪影響等、社会にも個人にも
負の影響を及ぼすことにつながる可能性があります。 

 このため、過度にマイカーに依存するライフスタイルを改め、徒歩・自転車・
公共交通による移動を促進することにより、環境負荷の軽減や健康増進、持
続可能な公共交通サービスを実現する必要があります。 

 そこで、公共交通や自転車を利用しやすい環境の整備や、市民への啓発活
動を積極的に展開するなどハード・ソフト両面から取組を進めることで、マイ
カーに頼らなくても、移動しやすいまちづくりを推進します。 

政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進 

７－４ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 

＜施策の方向３－１＞ 公共交通や自転車の利用促進につながる環境整備 
＜施策の方向３－２＞ マイカーから公共交通等への転換を促す啓発活動 
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政策目標３ マイカー交通から公共交通等への転換促進 

７－５ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 

▼小学校出前授業の様子（美しが丘小東学校） 

◀啓発グッズ 
 （エリア別バスマップ） 
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 市民生活や企業の活動において、時間価値が増大した今日では、人やモノの
移動に関する速達性や定時性の更なる向上は、日常生活や経済活動を支える
ために極めて重要な要素です。 

 このため、市内の自動車交通渋滞の解消が重要であり、抜本的な対策である
道路ネットワークの充実が求められています。また、通勤や通学のための主要
な交通機関である鉄道は、輸送力が高く、速達性・定時性・環境性の側面から
質の高い公共交通であり、引き続き鉄道ネットワークの形成や交通結節点の改
善が求められています。 
 そこで、道路の特性や役割を踏まえた道路ネットワークの充実やボトルネッ 

クの解消につながる道路改良により、道路交通の円滑化を図るとともに、まちづ
くりと一体となった鉄道ネットワークの形成、交通結節点のシームレス化により、
鉄道と他の公共交通機関との乗り換えの円滑化を図ります。 

政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成 

７－６ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

＜施策の方向４－１＞  市内の道路ネットワークの整備推進 
＜施策の方向４－２＞  鉄道ネットワークの整備促進と輸送力の増強 
＜施策の方向４－３＞  交通結節点の整備・シームレス化 
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政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成 

７－７ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

神奈川東部方面線事業路線図 



19 

鉄道の連続立体交差事業 
（相模鉄道本線（星川～天王町駅）） 

政策目標４ 移動の円滑化に向けた体系的な交通ネットワークの形成 

７－８ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 
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 国内他都市との競争に加えて、世界中の都市が互いに人材や企業、資産を
獲得するための都市間競争が一層高まってきています。こうした状況において、 
国際都市としての地位を確立してきた本市は、東京とともに首都圏全体の発展 
をけん引する国際競争力をさらに備えていく必要があります。 
 このため、人や企業に選ばれる都市となるよう、経済面だけでなく、文化や 

観光面での交流が可能となる戦略的な交通政策を進め、国内外との広域的な
移動を円滑にする交通基盤を整備することが求められています。 

 そこで、横浜港や臨海部の産業拠点と背後圏を結ぶ横浜環状道路など広域
的な幹線道路網の整備や、臨海部における道路ネットワークの充実、国際ク
ルーズ拠点機能の強化、国際空港や新幹線アクセスの向上など横浜の競争力
強化に資する広域交通ネットワークを形成します。 

政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成 

７－９ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

＜施策の方向５－１＞ 広域的な道路・鉄道ネットワークの充実 
＜施策の方向５－２＞ 国際クルーズ拠点機能の強化 
＜施策の方向５－３＞ 国際空港へのアクセス強化 
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政策目標５ 横浜の競争力強化に資する広域交通ネットワークの形成 

７－１０ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

▲横浜環状北西線（港北ＪＣＴ・ＩＣ付近の模型） 
▲クルーズ船の着岸イメージ 

▲横浜港の客船受入計画図 
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 都心臨海部は、横浜開港の地であり、業務・商業・歴史・文化・観光など多様
な都心機能がコンパクトに集積した横浜を代表する地域となっています。近年
では、情報通信技術の飛躍的な進歩や交通利便性の向上を背景に世界中の
人々が都市を選択する機会が増えています。こうした中で、横浜が将来にわ
たり発展していくには、世界から注目され横浜が目的地となる新しい都心を目
指していく必要があります。 

 このため、主要駅と主要施設とを結ぶアクセス性の向上や、複数の目的地を
円滑に移動できる回遊性の向上など、集客・賑わいづくりにつながる魅力あふ
れる都心臨海部の交通環境を創出することが重要です。 

 そこで、徒歩・自転車・公共交通を中心とした交通体系を充実し、地域全体
の回遊性を高めるとともに、水上交通も含めて街を眺めながらの移動自体が
楽しく感じられるようなまちづくり、ネットワークづくりを進めます。また、観光客
も含め、来街者のさらなる増加に向けて、快適な滞在環境の創出によるホスピ
タリティの向上を図ります。 

政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供 

７－１１ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

※＜施策の方向６－１＞ 都心臨海部における回遊性向上 
※＜施策の方向６－２＞  来街者の滞在環境の整備 
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政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供 

７－１２ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

▶連節バスを活用
した「高度化バス
システム」 

車両のイメージ 
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政策目標６ 都心臨海部を楽しく快適に回遊できる多様な交通手段の提供 

７－１３ 基本方針２ 都市の成長を支え魅力を高める交通政策 

▲コミュニティサイクル 

▼新たな交通の導入イメージ（ロープウェイ） 



25 

 大気汚染や騒音などの日常生活に直接影響のある環境問題に加えて、温室
効果ガスによる地球温暖化も深刻な問題となっており、自動車からの排出ガス
や音等の抑制は引き続き取り組むべき課題となっています。 

 このため、自動車交通の円滑化に向けた体系的な道路ネットワークの整備
や、ボトルネックの解消につながる道路改良、騒音対策につながる道路施設
の整備、道路緑化の推進など、環境負荷の低減につながるインフラ整備を進
めます。 

 また、自動車の排出ガスによる環境負荷を着実に削減するため、クリーンエ
ネルギー・低燃費・低排出ガス車の導入拡大に取り組むとともに、次世代自動
車普及のためのインフラ設備の普及を促進します。さらに、市民一人ひとりが
環境問題を自分の問題として捉え、環境にやさしい交通行動ができるよう啓発
活動を進めます。 

政策目標７ 環境と調和した交通施策の推進 

７－１４ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 
 

＜施策の方向７－１＞ 自動車交通の円滑化・道路緑化 
＜施策の方向７－２＞ 環境にやさしい自動車の普及・啓発 
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 近い将来、首都圏直下型地震や南海トラフ巨大地震の発生するおそれが指
摘されています。また、気候変動の影響等もあり、いわゆるゲリラ豪雨が頻発す
るなど、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化し、従来の予想を超える被害が発
生しています。 

 逃れることのできない自然の脅威から、市民の生命と財産を守り、市民生活
への影響を最小限に抑えるとともに、震災後の都市の迅速な復旧復興には、交
通インフラが十分に機能することが重要です。また、既存の交通インフラの多く
は高度経済成長期からバブル期にかけて集中的に整備されたため、今後一斉
に老朽化を迎え、深刻な社会問題となります。 

 そこで、防災及び減災により交通機能が致命的な被害を受けず維持され、被
害を最小化する取組に加え、帰宅困難者対策では交通事業者との連携などソ
フト面の対応も進めていきます。また、中長期的なトータルコストの縮減や予算
の平準化を図る戦略的な交通インフラの維持管理・更新等を促進します。 
 

 

政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化 

７－１５ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 
 

※＜施策の方向８－１＞ 災害時の交通確保など大規模災害に備えた対策の推進 
 ＜施策の方向８－２＞ 交通インフラの適切な維持・管理・運用 
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政策目標８ 交通インフラの強靱化と長寿命化 

７－１６ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 
 

◀橋梁の耐震化（磯子橋） 

◀緊急輸送路の無電柱化 
 （磯子区） 
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 近年、交通事故件数は減少していますが、通学中の児童が死傷する交通事
故や高齢運転者による重大な交通事故、また駅ホームからの転落事故などが
問題化しており、交通安全に対する社会的要請が高まっています。 

 このため、人命尊重の理念の下に、自動車や鉄道による事故のない社会を目
指して、子どもを事故から守り、高齢者や障害者が安全に移動できる交通環境
の整備や交通安全に関する正しい知識を身に付けることが必要です。 

 そこで、誰もが安全に移動できる歩行空間や自転車空間の整備を進めるとと
もに、鉄道による人身事故の発生を抑制します。また、交通安全教育の推進な
どを通じて交通社会の一員としての責任を自覚していただくなど、市民の意識を
高める取組を推進します。 

政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備 

７－１７ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 
 

※＜施策の方向９－１＞ 安全に移動できる環境の整備 
 ＜施策の方向９－２＞ 交通安全教育・啓発の推進 
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政策目標９ 日常生活を安全・安心に移動できる交通環境の整備 

７－１８ 基本方針３ 持続可能で安全・安心な都市づくりに寄与する交通政策 
 

▶狭あい道路拡幅整備 

▲ホームドア（みなとみらい線横浜駅） 
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 人口減少や超高齢社会の到来など社会情勢が変化する中で、今後、公共交
通のサービス水準の維持が困難となる地域が発生するとともに、公共交通だ
けでは多様な移動ニーズに応えることが難しくなることが予想されます。高齢
者や障害者を含めた誰もが安心して便利に利用でき、外出機会の増加につな
がる地域の移動環境・交通サービスが求められています。 

 そこで、交通事業者等とも連携しながら、地域交通の要であり、住宅地から
駅への交通アクセスを中心としたバス路線の維持・充実を図ります。また、医
療、福祉、子育て等の多様なニーズにも対応するため、現行の外出支援施策
に加え、ドア・ツー・ドアの移動が可能なタクシーの利便性向上を進めるととも
に、福祉に関わる主体との連携も含め多様な担い手による移動サービスの導
入を図ります。 

 さらに、身近で便利な交通手段である自転車が、より安全・快適に利用でき
る環境を整備します。 

政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

８－１ 基本方針１ 市民生活の質の向上につながる交通政策 

 ＜施策の方向１－１＞ 路線バスの維持・充実 
※＜施策の方向１－２＞ タクシーサービスの活性化 
※＜施策の方向１－３＞ 多様な主体による新たな交通サービス実現 

 ＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備 
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８－２ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

 地域交通のイメージ図 



８－３ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 
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 交通手段の役割概念図 



８－４ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 
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 ＜施策の方向 １－１＞ 路線バスの維持・充実 

連節バス導入による経営資源の効率化のイメージ図 

• 路線バスは、長期的には、通勤・通学等による利用者の減少に伴い、バス路線によっては、
減便や廃止といった事態が発生 

• 生活交通として必要なバス路線を維持するとともに、地域の主体的な取組による新たなバ
スサービス等の導入（地域交通サポート事業）やバス路線の再編に向けた支援 

• 郊外部において、運行本数の多い路線への連節バスの導入など、バス事業者の経営資
源を効率的に配分する取組を支援 

公共交通サービス水準の
低い地域

効
率
化

経営資源の
配分

駅 駅



８－５ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 
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＜施策の方向 １－２＞ タクシーサービスの活性化 

現 状

利用者

・乗りたい時に乗れない

・タクシーがどこにいるか
分からない

事業者

・乗務員の経験と勘による
客待ち

利用者

・乗りたい時に乗れる

・タクシーの場所が分かる

事業者

・効率的な配車が可能

今 後

ＩＣＴ
活用

サービス向上

実車率向上
の
り
ば

タクシーのICT活用のイメージ図 

• タクシーは、ドア・ツー・ドアの移動や24 時間対応が可能な公共交通機関 
• 一方で、鉄道やバスと比較して運賃が高い、目的地に到着するまで運賃が確定しない、
利用したい時に必ずしも利用できるとは限らない、などが課題 

• タクシー協会等と連携して、ICT を活用した配車サービスの導入のほか、ネット決済や電
子マネーの導入による支払いの簡便化、多言語タブレットによる訪日外国人旅行者への
対応など利用者の利便性向上に繋がる取組を促進 
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８－６ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

＜施策の方向 １－２＞ タクシーサービスの活性化 

2018年4月～ 2019年12月～ 

配車アプリサービスの提供 
→構想段階から僅か1年半で、 
  約5000台の運行開始。 

 



８－７ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 

36 多様な主体による新たな交通サービスのイメージ図 

＜施策の方向 １－３＞ 多様な主体による新たな交通サービス実現 

• NPO等が運行主体となる福祉有償運送や、社会福祉法人の社会貢献活動による移動支
援や介護保険制度を活用した移動など、福祉政策と交通政策との連携を強化 

• ボランティアによる乗合交通サービスや商業施設等の送迎バスを利用した民間による移
動サービスの展開に向けた支援 

• 技術革新を通じた新たな交通サービスの導入可能性について検討 



８－８ 政策目標１ 誰もが移動しやすい地域交通の実現 
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＜施策の方向１－４＞ 歩行者空間・自転車の利用環境の整備 

歩道の設置 

 

自転車通行帯の整備 

• 歩道の設置や拡幅などにより、安全で誰もが安心して歩行できる空間の形成 
• 自転車を安全、快適に利用でき、歩行者などの安全が確保できるよう、既存の道路空間
における自転車通行空間の整備 

• 自転車利用の多い施設等において駐輪環境の整備 
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ＩＩ．横浜市地域交通サポート事業 

～持続可能な地域交通の実現に向けた取組～ 



39 

路線バス事業をめぐる状況 

マイカー依存 
少子化の進展 

路線バス利用者の減少 

路線バス事業者の 
経営環境は非常に厳しい 

減便、人件費削減などを行い 
何とか路線を維持している状況 

２０年間で 
１６％減少 

路線バス乗車人員（万人／日） 高齢化率（％） 

平成 

資料：横浜市統計より横浜市作成 

最近では運転士不足も 
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高齢者の外出実態と特性 

徒歩や自家用車等で対応できていた方も 
外出が困難になるケースが増加 

地域交通の重要性 
は、ますます高まる 

■ 高齢非高齢別・免許有無別にみた外出率 ■ 高齢非高齢別にみた無理なく休まずに歩ける距離 

資料：国土交通省総合政策局 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料 
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コミュニティバスとは？ 

正式な定義はないが、国土交通省ガイドラインでは次の通り。 
 
「まちづくりなど住民福祉の向上を図るため交通空白地域・不便地
域の解消、高齢者等の外出促進、公共施設の利用促進を通じた
『まち』の活性化等を目的として、地方自治体が主体的に運行を
確保するバスのこと」  

○ 経常的収支で赤字計上は覚悟せざるを得ない 

○ 公益的な観点から、市町村から運行費用の補助 
  （赤字補填）が行われるのが一般的である。 

茅ヶ崎市 えぼし号 

川崎市 山ゆり号 

横浜市でも、過去（H15.12～19.3）に
コミュニティバスの実験運行に取り組
んだが、収支改善は難しいと判断し、
この方法による路線拡充は行わない
こととした。 

安定的な継続運行を目的とした
目標達成は困難

バスリース料を除いても、

▲14,988円/日(▲547万円/年)
の収支欠損が生じると予測

西区西戸部地区で実験運行した 
ハマちゃんバス 
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横浜市地域交通サポート事業 

「横浜の新しい交通政策への提言(平成19年３月)」 

 地域にふさわしい交通サービスを地域の力を活かして
実現すべき 
（運行補助金を導入する仕組みでは、利用啓発が進まず収支改善は難しい） 

 バス・タクシー事業者による運行を基本 

 地域が主体となった取組（地域の盛り上がり） 

 財政支援に頼らない自立した運行 

事業のコンセプト 



4

3 

 

遠慮なくご相談ください！！ 

 
 
 
 

お住まいの地域で、こんな悩みごとがあったら・・・ 

バス路線に関する問題 

１ バス路線がない 
２ バス停が遠い 
３ 運行本数が少ない 

地形的な問題 

１ 山坂が多い 
２ 道幅が狭い 
３ 高台の住宅地 

地域の問題 

１ 高齢化の進展 

２ 近隣に病院や商店がない 

事業採算性や地域の合意等、課題の解決 

新しい交通手段の実現 
 

 バス路線新設 
 バス路線再編・改善 
 路線型乗合タクシー 
 予約型乗合タクシー 

話合い 

地域交通サポート事業の取組 

地域組織 
 
地域ニーズの把握 
地域の合意形成 
利用促進の検討・実践 

横浜市 
 
市職員やコーディネーター等の派遣 
現地調査の実施 
実証運行の支援 
 
 道路状況の確認 
 需要予測・分析 
 運行計画の策定 
 事業者の選定 
 走行環境の改善 
 実証運行赤字補てん 
       など 

事業者 
 
地域ニーズに合った 
交通手段の提案 
事業採算性の検証 

基本的な考え方 

１ バス・タクシー事業者による運行 
２ 財政支援に頼らない運行 

支援 

「地域」「運行事業者」「行政」の協働・連携により 

地域に密着した公共交通の実現を図る 



路線新設・再編実現 

成功のポイント 

① 利用者 
   （採算が取れるだけのニーズがあるか）  

② 道路環境 
   （通行可能な道路幅員があるか） 

③ 地域合意 
   （バスの走行及びバス停の位置に関する沿道の了解） 

4

4 

更に・・・ 

利用促進 

現
状 

何もしない 

利用者が分散し、 
採算が危ぶまれる 

分散 

利用者が増加し、 
採算確保へ 

増加 

地
域
が
主
体
と
な
り
、
バ
ス
利
用
者
全
体 

の
増
加
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要 

路線バスが導入できない一般的な原因 

 利用者が少ないため採算がとれない 
 運行にあたっての反対者の存在 
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①ワゴン型車両運行地区での
採算性確保 

これまでに２地区でワゴン型車両による運
行を実施しているが、運行事業者の負担す
る経費に対して、利用者による運賃収入が
少なく採算が見込みにくい状況。 

取組の中で見えてきた課題 

②相談地区の傾向の変化 
採算が見込みにくい地区からの相談が増加。 

 ・道路が狭あいで小型バスでも通行困難 

 ・比較的駅に近いが、地形が急峻なために高齢者には移動困難 

 ・通院・買い物等、ニーズが小規模 

旭区 四季めぐり号 
（H30.10 に運行終了） 

四季めぐり号の収支イメージ 
（事業者へのヒアリングをもとに道路局作成） 
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公共交通を補完する移動手段の確保に 

向けた取組①～ボランティアバス～ 

 緑区山下地区と都筑区都田・池辺地区において、横浜環状北西線の建設を契
機に、地域住民の方々からなる「ボランティアバス協議会」と横浜環状北西線建
設関連企業による「地域貢献協議会」の協力により、高齢者の買い物や通院な
ど日常生活の移動手段確保の実証運行を実施。 
 横浜市では実証運行期間において、燃料費等の支援を行っている。 

ボランティアバスの取組（役割分担イメージ） 
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公共交通を補完する移動手段の確保に
向けた取組②～地域貢献送迎バス～ 

 地域の移動手段を確保する新たな試みとして、病院が運行する無料送迎バス
の空席を、対象地域に居住する高齢者等の日常の移動手段として活用する実証
運行を実施。 

・運行ルート：すすき野循環コース 
・車  両：14人乗りワゴン車（客席12席） 
・利用対象：青葉区内在住の満70歳以上

で、ご自身で乗降できる方（ドア開閉も含
む） 

・利用方法：乗車時に本市が発行する乗
車証を提示（無料） 
・実証運行期間：平成30年1月29日から
平成31年3月31日まで 
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今後の取組について 

地域交通の維持・充実に向けて･･･ 
 

・地域交通サポート事業の支援制度を拡充 

 （本格運行時の初期投資費用の支援 など） 

 

・ボランティアバスの取組や民間送迎バスの活用など、 

 地域交通サポート事業に新たな支援メニューを追加 

様々な手法を活用しながら、地域交通の維持・充実
に取り組んでいきます。 
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地域交通サポート事業の拡充① 

①ワゴン型車両運行地区（交通事業者：緑ナンバー）への支援 

 ワゴン型車両による運行地区について、事業者が取り組みやすい
環境を整えるため、本格運行段階における初期投資費用（車両代相
当、保険代等）を支援。 

＜地域＞
検討主体

アンケートの印刷、配布・回収
ルート・バス停位置等の検討
地域内の合意形成 等

＜横浜市＞
検討の支援、資料提供
アンケート案の提案、分析

ルート・バス停位置等のアドバイス
など

＜交通事業者＞
ルート、バス停等の提案
事業採算性の検証

実証運行・本格運行
の実施

活動経費の助成
コーディネーター派遣

実証運行時の補助
本格運行時の補助

（ワゴン型運行地区での車両代相当、保険代等）
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地域交通サポート事業の拡充② 

② 交通事業者以外（白ナンバー）による取組への支援 

 ア）ボランティアバスへの支援 

 地域共助による移動手段確保の取組「ボランティアバス」について、地域が取
り組みやすい環境を整えるため、初期投資費用（車両代相当、保険代等）を支
援。 

 

 

＜地域＞ 
検討主体 

アンケートの印刷、配布・回収 
ルート・バス停位置等の検討 

地域内の合意形成 

ボランティアバスの運営・運行 
車両の維持管理 等 

＜横浜市＞ 
検討の支援、資料提供 
アンケート案の提案、分析 

ルート・バス停位置等のアドバイス 

近隣交通事業者との調整 

など 

活動経費の助成 
実証運行時の補助 

本格運行時の補助 

（車両代相当・保険代等） 

イ） 民間送迎バスへの支援 

 民間送迎バスを地域の移動手段として活用する取組について、商業施設
等との連携の検討を進める（ドライブレコーダーや保険代など、安全面に対
する費用への支援）。 
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これまでの取組 

取組地区数  
累計31地区 

 
本格運行地区 
（１３地区） 

 
実証運行地区 
（２地区） 

 
実証運行に向けた
取組を実施している

地区 
（7地区） 

種別 内容・特性 取組地区 車両 

 
バス路線の 

新設 

バスの通行に十分な道路幅員と需

要が見込める地域を対象として、バ

ス事業者がバス路線を新設するも

の 
  

・定時定路線運行 

（本格運行済み） 

・金沢区六浦地区 

・港南区日野ケ丘地区 

・金沢区片吹地区 

・金沢区釜利谷地区 

・緑区武蔵中山台地区 

・保土ケ谷区境木地区 

（取組を実施中） 

・金沢区東朝比奈地区 

 

大型バス・小型バス 

 
既存 
バス路線の 

再編・改善 

現在運行している路線バスを利用

者のニーズに合ったサービスに変

更するもの 
  
・バスの増便 
・路線の延伸 

・路線の経路変更、再編等 

（本格運行済み） 

・戸塚区上矢部地区 

・緑区青砥・北八朔地区 

・磯子区磯子台団地地区 

・泉区下和泉地区 

・青葉区玉川学園台地区 

・金沢区高舟台地区 

（取組を実施中） 

・磯子区山王台・レインボー地区 

 
路線型 

乗合タクシー
導入 

道路幅員等、路線バスの運行でき

ない地域や需要の少ない地域を対

象として、ワゴン型車両で路線バス

と同じように乗合運行するもの 
  
・定時定路線運行 
・定員15人以下の車両 

（本格運行済み） 

・戸塚区小雀地区 

（検討中） 

・南区清水ケ丘地区 

・泉区新橋地区 

・港南区上大岡東地区 

・港南区永野・永谷地区 

・旭区四季美台・今川町地区  

ワゴン型車両 

 
地域の共助に 

よる交通手段
の導入 

横浜環状北西線の建設を契機に、

関連企業から地域に寄付されたワ

ゴン型車両を用いて、地域住民の

共助（地域住民の助け合いで移動

できる仕組み）により移動手段を確

保するもの 

（実証運行中） 

・緑区山下地区 

・都筑区都田・池辺地区 

  

ワゴン型車両 
  

※平成31年３月３日現在 



ご清聴ありがとうございました。 
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