
秋山( )によれば、移動制約者は広義の概念であり、外出する際になんらかの困難を伴う人の総称である。*1 2003b
和歌山県白浜町において高齢者の行動特性や自動車同乗時の意識の把握を試みた川西・三星( )は、家族の人数が少*2 2001
なくなるにつれて、同乗する際の精神的な負担が多くなることを示している。

例えば吉田浩( )、 頁。*3 2003 44
組織化されていない取り組みも含めて議論するため、 ではなく、地域住民と表記している。なお の基本的な要*4 NPO NPO

）、件は、①ボランタリー・アソシエーション（人々の自発的な意志によって形成され、政府から独立した組織であること

②社会的使命、③非配分原則 であるとされる（谷本・唐木( )、 ～ 頁 。2004 13- 14 ）
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過疎地域における住民参加型公共生活交通の実現に向けた課題

～和歌山県本宮町をフィールドとして～

辻本勝久

（和歌山大学経済学部助教授）

西川一弘

（大阪市立大学大学院経営学研究科生）

はじめに1.
年２月に乗合バス事業とタクシー事業の需給調整規制が撤廃された。これに伴い、2002

不採算バス路線の撤退は許可制から事前届出制に変更され、タクシー事業からの撤退は原則

自由化された。厳しい少子高齢化や財政状況の中にあって、代替バスやコミュニティバスの

運行等、自治体の費用負担を伴う交通手段は必ずしも十分なサービスを提供できていない。

過疎地域の移動制約者 にとって、移動のために取られる時間や費用は大きく、家族や友人
*1

・知人に同乗させてもらう場合にも気兼ね等の精神的負担が伴い 、高額の謝礼が支払われ
*2

ている場合も見受けられる。このような中では、外出機会の制約と、社会活動や買い物、趣

味などの機会の逸失が懸念される。移動制約者に配慮した交通手段の不足は、ケアのための

各種負担の増大となって、非移動制約者にもデメリットをもたらすであろう 。事業者や自*3

治体という２つのセクターに頼った交通手段の維持が難しくなる中で、もう１つのセクター

である地域住民がより主体的に関わった形での交通手段維持の重要性が高まってきている。

本稿では、過疎地域活性化特別措置法（新過疎法）上の過疎地域である和歌山県東牟婁郡

NPO本宮町における住民へのアンケート調査と町・社会福祉協議会（以下、社協と略す ・）

法人へのヒアリング調査を軸に、過疎地域における地域住民 参加型の公共生活交通の実現
*4

意義を明らかにし、実現に向けた課題を論じたい。



の交通サービスへの関わりについて谷本・唐木( )は、①サービス提供の主体として、②オルナタティブな交通*5 NPO 2004
サ ービスのあり方を提唱する主体として、の２つに分類している。本稿ではこの分類を参考にしながら、運転者としての

活 動に代表される直接的な関与と、回数券購入や資金援助等の間接的な関与を明確に仕分けすべく、①～③に細分類した。

例えば湧口( )、 頁。*6 1999 118
移送サービスによる乗合バスの代替可能性を富山県内の事例をもとに検討した青木( )の分類を参考にした。青木は*7 2003

大 量交通機関と個別交通機関に分類しているが、本稿では個別交通機関と非個別交通機関に分類した。

国土交通省(2004d)によると、ガソリン代程度など「好意に対する任意の謝礼にとどまるものと解されるもの」も無償運送*8
の範疇に入る。また、会費は一般的には輸送の対価とは解されない。

*9 Special Transport Service STの略である なお 移送サービスという呼び方もあるが これは 福祉・保険関連の用語で。 、 、 「 、

サービスの日本的な呼び方でほぼ同義語である」(秋山( )、 頁)。移動サービスと呼称されることもある。2003a 35
、*10 STわが国における サービスのニーズや運行実態を扱った先行研究は近年多く見られる。紙幅の都合で列挙にとどめるが

例えば香川ら( )、森山ら( )、大塚ら( )、阿部ら( )、海外事例研究として藤井・秋山ら( )がある。2002 2002 2000 2003 2002
非営利組織によるバス運行については高橋( )が、醍醐コミュニティバスについては岩井ほか( )が詳しい。*11 2004 2004
例えば秋山( )、８頁。*12 2004
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住民参加による公共生活交通2.
住民参加型公共生活交通の分類と本稿での検討対象2.1

地域住民の交通サービスへの関わり方には、①交通サービスのあり方の提唱、②運行組織

に対する金銭的援助、③運行組織の構成員としての活動、の３つの場合が考えられる 。
*5

①は、地域住民が、事業者や行政に対して改善策の提言や陳情活動を行う形で関わる場合

であり、わが国においてはこれまで最も一般的な形態であった。

②には寄付や金券類の購入を通じた支援、積極的な利用による支援が該当する。回数券購

、 。入を通じた住民参加事例には 青森県鰺ヶ沢町における乗合バス運行への住民参加がある*6

③は、地域住民自らが運行組織の構成員となる、最も積極的な関わり方であって、個別交

通機関としての性格の有無で２種類に分類できる 。個別交通機関の代表例は、 法人*7 NPO
や任意の住民団体が運行主体ないし運行受託者となり、自家用車を用いて行う無償あるいは

有償 のボランティア輸送サービスである（これを③－１とする 。この種の輸送サービス
*8

）

は、利用者を高齢者や下肢不自由者などに厳しく限定したサービス（③－１－１）と、そう

でないサービス（③－１－２）とに分類でき、前者は サービス と呼ばれる。ST *9*10

地域住民が運行組織を構成する非個別交通機関（③－２）の事例としては、京都市の醍醐

コミュニティバスや、三重県の生活バス四日市等がある 。地域住民による交通サービスへ*11

の関わり方は以上のように分類できるが、本稿では議論の対象を③－１に絞ることとする。

わが国における住民参加型公共生活交通の実態2.2
、 。わが国の サービスは1970年代に開始され 現在の実施団体数は ～ であるST 2500 3000 *12

ただし、道路運送法によって自家用車による有償運送は原則禁止されており、社協による高

齢者・障害者限定の自家用車での有償運送も認められてこなかった。一方、同法第 条第80
１項の適用外事由である「公共の福祉を確保する場合であって国土交通大臣の許可を受けた

ときは、この限りでない」により、運送許可を受けた自治体が社協に運行委託する「行政委

託方式」の導入が 年代から各地で進められ、 年４月現在で 自治体が同方式1990 2002 125



社会福祉協議会に代表される公益法人から、 法人や任意団体への再委託がなされている事例もある。また、自治体*13 NPO
から に直接委託されている場合もある。詳しくは、平成 年 月 日開催の第 回国会内閣委員会におけるNPO 14 11 20 155

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/横路孝弘衆院議員と丸山博国土交通省自動車交通局長の質疑応答（

）や、伊藤正章(2003)を参照のこと。kaigiroku/000215520021120009.htm
紙幅の都合で列挙にとどめるが、関連文献として田中・佐藤( )、中条( )がある。*14 2004 1981
国土交通省( )、(2004b)、(2004c)、( )。*15 2004a 2004d
本宮町総務課へのヒアリング調査（ 年１月 日）によると、べんりバスの導入経緯は、平均年齢が 歳を超える地*16 2005 17 70
区も存在する中で、運転免許を持たない高齢者の買い物や通院の足を確保するためである。運賃は１乗車あたり 円で200
あるが、運賃水準の設定根拠については現状では不明である。

本宮町社会福祉協議会提供の資料による。*17
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を採用している 。利用者を限定せぬ無償・有償輸送サービスの実態 は明らかではない。
*13

*14

地域住民が運行組織構成員として参加する個別交通サービスが広がりを見せる中で、国土

、 、交通省は 年の構造改革特区事業において 道路運送法 条許可の特例措置を実施し2003 80
大阪府枚方市や岡山県、徳島県上勝町などが認定を受けた。同省は特区での取 組みを受けり

て 「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第 条第１項による許可の取扱、 80
いについて」の通達（通称「ガイドライン ）を 年 月に公表した。これと同時に同」 2004 3
省は、厚生労働省との調整を経て、道路運送法 条（患者等輸送限定 ・ 条（特定旅客）4 43）

の許可基準についての通達を出した 。*15

和歌山県本宮町の公共生活交通の現状と住民参加に対する意識3
本宮町の公共生活交通体系3.1

本宮町は和歌山県の南東部に位置しており、人口は 人（平成 年国勢調査 、高齢3869 12 ）

化率は ％（同 、面積は である。和歌山市から高速道経由で約 の37.32 204.06km 135km） 2

位置にあり、近隣の主要都市である新宮市までは約 、田辺市までは約 の距離が36km 57km
ある。町内には の地区が点在している。熊野本宮大社周辺の４地区には全人口の17％が50
居住し、町役場、医療保健福祉総合センター、商工会、小売機能等が集積している。

路線バスは、2004年６月現在、新宮市へ１日 往復、田辺市へ同 往復、奈良県五條市12 4
方面へ同 往復、南紀白浜空港へ同１往復が運行されており、全便が国道・県道のみを走4
行している。民営バス路線を外れた地区には、医療保健福祉総合センターを起終点とする町

営コミュニティバス（以下、通称によってべんりバスと表記）が運行されている 。べんり
*16

ベスは、民営バス路線の通らないほぼ全ての地区をカバーしているが、地区ごとの便数は毎

週１～７往復に限られている。町内にはタクシーの営業所が ヶ所ある。2
これらを補完する形で、本宮町社協による サービス（正式名称は外出支援事業）が実ST

施されている。利用対象者は、町内に住所を有し、かつ社協の会員である概ね 歳以上の65
高齢者であって、一般の公共交通を利用することが困難な者や下肢等が不自由な者である。

年会費 円を前納すればその都度の利用料は不要であるが、基本的に町内輸送に限定さ6000
れている。 年度の利用登録者数は 名であり、運行総数は 回であった 。2003 79 829

*17
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生活交通に対する住民意識3.2
住民アンケート調査の概要3.2.1
年６月に、本宮町内の６地区2004

に在住する中学生以下を除く全住民

に対して、区長からの配布・回収法

によって、生活交通の利用実態や満

足度等に関するアンケート調査を実

施した。調査対象地区は、いずれも

町中心部からは外れており、民営バ

ス路線を有さないが、べんりバスが

通じている。調査内容を表 に、調査.1
方法と回収状況を表 に示す。.2

運転免許の有無と生活交通への満足度3.2.2
図 １は、目的別・普通自動車運転免許の有無別に、交通手段に対する満足度を集計した.

結果である。この図より、免許非保有者は、通院、買い物、趣味・娯楽、友人等の訪問のい

ずれの場合においても、免許所有者よりも満足度が低いことが分かる。

免許非保有者のうち、路線バスかべんりバスを利用する者の割合と、自動車へ同乗する者

の割合は、通院においてそれぞれ ％と ％( )、買い物において ％と42.98 66.97 n=114 15.89
％( )、趣味・娯楽において ％と ％( )、友人等の訪問において56.07 n=107 22.73 56.06 n=66
％と ％( )となっている。これに対して、免許保有者のうち、自動車を自23.66 70.97 n=93

分で運転する者の割合は、通院において ％( )、買い物において ％94.35 n=177 93.89
( )、n=180
趣味・娯楽において ％( )、友人等の訪問において ％( )である。86.47 n=133 92.73 n=165

注１：数値は、選択者数である。 注１：数値は、選択者数である。

注２：％は、回答者数に占める選択者数の割合である。 注２：％は、回答者数に占める選択者数の割合である。

図 免許の有無と活動範囲図 交通手段に対する目的別・免許有無別の.1 .2
満足度
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また、免許の有無と生活行動範囲の関係を示した図 ２より、免許非保有者の生活行動範.
囲は地区内や町内に限定されがちであることが分かる。以上より、バスや自動車同乗の利用

率が高い免許非保有者は免許保有者よりも生活行動範囲が狭く、このことが生活交通手段に

対する不満の一因になっていると推測される。友人等への訪問目的では免許非保有者の行動

範囲が免許保有者のそれよりも広いとの結果となったが、この理由は明らかではない。

友人・知人の車への同乗頻度と謝礼の支払実態3.2.3
図 ３～図 ８は、友人・知人の運転する車への同乗頻度や、同乗時の謝礼支払頻度（品物. .

や飲食提供も含む 、謝礼を支払う場合の１回あたりの金額を、年齢層別に集計したもので）

ある。図 ３～図 ５は町内を移動する場合であり、図 ６～図 ８は近隣の主要都市である田. . . .
辺市や新宮市へ移動する場合である。これらの図より、 歳以上の高齢者層は、 歳以下60 59

の層に比べて同乗頻度、

同乗の際の謝礼支払頻度

ともに高く、１回あたり

の謝礼支払額も多い。

図 ９は、同乗者の年間.
謝礼支払額を示したもの

である。謝礼を年間１万

、円以上支払っている人は

歳以上の同乗者層では注１： 謝礼を支払う頻度 に 謝礼支払時１回あたりの金額 を掛合わせて算出した「 」 「 」 。 60
％（回答者 名中

注２： 町内移動の場合」と「田辺・新宮への移動の場合」の支払額を合算した。「 27.4 62
名）となっている。

図９ 同乗者の年間謝礼支払額.
17
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図 免許保有者が友人・知人や見ず知らずの人を.10
同乗させる頻度

注： 助け合いの輪」は友人・知人を同乗させる条件としての「

み、熊野古道愛 「届出制度」は見ず知らずの人を同乗さ」

せる条件としてのみ問うた。

図 免許保有者が友人・知人や見ず知らずの人を.11
より頻繁に同乗させるための条件

免許保有者の運転ボランティア参加実態と参加条件3.2.4
普通自動車運転免許保有者が、友人・知人や見ず知らずの人を同乗させる頻度を図 に.10

示す。この図から、免許保有者の約 が、月に１度は同乗させていることが分かる。32.2%
図 には、免許保有者が友人・知人や見ず知らずの人をこれまで以上に頻繁に同乗させ.11

るための条件を示した。この図から 「絶対に嫌」を選択した人も多く、特に見ず知らずの、

人をこれまで以上に同乗させることについては、回答者 名中の ％が「絶対に嫌」146 37.7
としていることがわかる。しかしながら、友人・知人を同乗させる場合と見ず知らずの人を

同乗させる場合の双方において、同乗させる頻度を条件付きで増やしても良いと考える人が

多数派となっている。図 より、同乗させる頻度を増やしても良いと考える免許保有者が.11
重視する条件は 「助け合いの輪が広がれば 「感謝の言葉をもらえれば 「熊野古道を好き、 」 」

になってくれれば」という 「相互扶助や地域愛」である。また 「自分の運転技能が向上、 、

すれば 「損害保険加入に町や社協が補助してくれれば 「乗りたい人が事前に役場等に届」 」

け出る仕組みがあれば 「乗りたい人と乗せたい人をつなぐマッチングシステムがあれば」」

、「 」 。 、「 」「 」という 前提条件の整備 を重視する人もある 一方で ガソリン代程度 小遣い程度

「バス代程度 「タクシーの半額程度」といった金銭的見返りを求める免許保有者は限られ」

ている。なお 「自分の運転技能が向上すれば」の選択者が、同乗への協力を暗に拒否して、

いる可能性も排除できないが、この点の検証は今後の課題としたい。

サービス利用者の選好と住民参加型公共生活交通3.2.5 ST
本宮町内６地区の住民を対象としたアンケート調査と同時期に、社協の 利用登録者STS
名を対象とする面接調査を実施し、結果を用いてコンジョイント分析を行った。概要を79

表 に示す。コンジョイント分析では、属性と水準からなる数通りのプロファイルを被験.3
者に示し、得た順位付けデータを分析することにより、交通サービスへの選好に対する属性



コンジョイント分析は、 年代に開発され、主にマーケティング・リサーチの分野で発達してきた手法であり、財や*18 1960
サービスが持つ属性間の代替関係の分析に有効とされる。詳しくは、例えば岡本( )。1999
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ごとの影響度を把握することができる 。*18

本研究では 「年会費 「その都度の利用料金 「利用の制約 「安全・安心」という４、 」、 」、 」、

つの要因と水準（各要因に３水準）を設定し、対象者にこれらを組合わせた 通りのプロ11
ファイルを示し、順位データを得た。プロファイルは、表 に示した属性と水準を実験計.4
画法の直行配置表によって組み合わせ、作成した。また 「利用の制約」とは、日時・目的、

・行き先・利用者の年齢等の面での制約であり 「安全・安心」とは運転手の運転技能や福、

祉技術の程度、車両の福祉対応度、保険の整備状況等の面での安心感や安全性である。

分析結果の要約を表 に示す。部分効用値からは、年会費やその都度の利用料金は安け.5
れば安いほど好まれ、利用制約は小さいほど好まれていることがわかった。安全・安心につ

いては、最高度の安全・安心ではなく、並みのレベルの安全・安心感が好まれていることが

わかった。平均相対重要度を見ると、望ましい サービスであるためには 「年会費の安ST 、

いサービス であることが最も重視されていた 次いで その都度の利用料金の安さ 利」 。 、「 」、「

用制約の少なさ 「並のレベルの安全・安心」の順で優先度がつけられていることがわか」、

った。被験者の評価値とモデルによる予測値との相関関係を示す の相関係数と、Pearson
部分効用値の推定の良し悪しを示す の順位相関係数は十分に高く、回答者全体がKendall
コンジョイント・モデルに極めてよく一致していることが示された。コンジョイント分析の

結果から、 サービスの展開にあたっては、年会費や利用料金を可能な限り低く抑えるこST
表 コンジョイント調査の概要 表 設定した属性と水準.3 .4
調査対象 社協の サービス利用登録者ST

名79

調査日時 年６月１日～ 日2004 18

調査方法 面接調査

53回収数

回収率 ％67.1

注１： 利用制約」とは、日時・目的・行き先・利用者の年齢等「

の面での制約である。

「 」 、 、注２： 安全・安心 とは 運転手の運転技能や福祉技術の程度

車両の福祉対応度、保険の整備状況等の面での安心感や

安全性である。

並高タクシーの

運賃の半額

１万円水準Ｃ

高中路線バスの

運賃程度

５０００円水準Ｂ

最高小路線バスの

運賃の半額

３０００円水準Ａ

安全・安心利用

制約

その都度の

利用料金

年会費属性

水準

並高タクシーの

運賃の半額

１万円水準Ｃ

高中路線バスの

運賃程度

５０００円水準Ｂ

最高小路線バスの

運賃の半額

３０００円水準Ａ

安全・安心利用

制約

その都度の

利用料金

年会費属性

水準



背景として、①社協の が「白タク行為」に該当するのではという不安を解消したい、②町内や近隣都市への公共生*19 STS
活交通を改善したい、③補助金削減の折、 サービスの有償化を検討したい、④ 年 月に控えている田辺市等とST 2005 5
の広域合併の前に、生活交通のあり方に関して議論を行い、町としての一定の方向性を示したい、との思いがあった。

利用者を限定しない過疎地有償運送の実施も検討されたが、交通空白地帯に該当しないため現状では困難と結論された。*20
年１月７日現在、和歌山県内では運営協議会の設置事例は皆無である。*21 2005
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とを最重視すべきであり、利用制約の緩和をその次に重視することが求められる。また、福

祉や運転の技術に長けた運転手や福祉対応型車両を揃えるなどして最高度の安全・安心を提

供するのではなく、むしろ並の安全・安心感を安く提供する方が好ましいと考えられる。

住民参加型公共生活交通の意義と実現に向けた課題4.
住民アンケート調査結果に基づく考察4.1

前章の結果から、主に次の５点が明らかとなった。①運転免許非保有者層の生活行動範囲

は地区内や町内に限定されがちである、②本宮町の６地区では住民による自家用車を用いた

有償・無償の輸送が行われている、③友人・知人の車への同乗時に謝礼が支払われる場合が

あり、 歳以上の高齢者層は、 歳以下の年齢層に比べて支払頻度、支払１回あたりの金60 59
額ともに多い、④運転者として有償・無償の輸送を実施する住民は、必ずしも金銭的見返り

を求めているわけではなく、相互扶助型地域づくりへの貢献や前提条件の整備をより重視し

ている、⑤社協 サービスの利用者は、利用料金の低廉さを最重視しており、最高度の安ST
全性や安心感を求めているわけではない。

以上の結果を総合的に見ると、地域住民がマイカーを活用し、運転者として参加するタイ

プのボランティア輸送サービスを実施する意義は大きいと考えられる。また、このような住

民参加型公共生活交通の実現のためには、相互扶助型の地域づくりを促進する仕掛けや、運

転者側が求める前提条件の整備が重要となろう。前提条件整備のためには 法人化等にNPO
よる住民の組織化や公的支援が有効と考えられる。相互扶助促進の仕掛けとしては地域通貨

の導入等が想定されるが、その有用性の検証は今後の課題である。

住民参加型公共生活交通の実現と制度的制約4.2
本宮町と同社協は、公共生活交通のあり方を探る研究を 年秋から本格的に開始した2003
。地域住民が運行組織構成員として参加できる個別交通サービスの種類と、合法的に実施

*19

するための諸条件（ 年８月現在）は表 のようになっており、これらのうちいずれの2004 .6
NPO方向を選択するかが議論された 当初は町が運行主体となり 社協が委託を受け 町内の。 、 、

に再委託する行政委託方式が有力となったが、国土交通省による通称「ガイドライン」の公

表後は、この公式制度に則って運営協議会を立ち上げ、 による有償ボランティア福祉NPO
輸送の展開に期待する案がより有力となった 。しかし、バス・タクシー業界の労使や地域

*20

住民をも交えた運営協議会の立ち上げや意見調整に要するであろう時間と労力が障害となっ

た 。結局、2 年５月に予定されている広域合併前の実現が確実な次善策として、社協*21 005



本宮町社会福祉協議会への追加ヒアリング調査（ 年１月７日に電話で実施）による。*22 2005
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表 地域住民が運行組織構成員として参加できる個別交通サービス.6
有償 無償

基本的に営利目的 非営利目的

方式 患者輸送 介護タクシー 特定旅客輸送 福祉・過疎地有償運送 行政委託方式（ ）

条件 ☆道路運送法４条☆ ☆道路運送法４３条☆ ☆道路運送法８０条☆ ☆道路運送法８０条☆

法人格 限定なし 非営利法人・公益法人 行政が運行主体となる

が、公益法人に運行委託 道

（ へ委託事例有） 路NPO
利用者 国交省が定めた範囲に該 特定会員 移動制約者 移動制約者 運

当する移動制約者 （会員制） （会員制） 送

（会員制ではない） 法

下記の持ち込み車両による場合には、介護保険・支 の

援費利用の者に限る 適

福祉車 福祉車両での運行要 限定なし 交通空白地：限定なし 限定なし 用

両での （介護福祉士や訪問介護 それ以外：福祉車両で 外

運行 員等が乗務する場合は一 の運行要 の

般車両でも可） た

ただし「セダン特区」有 め

業務車 緑ナンバーでも黒ナンバー（軽自動車）でもよいが、 配置義務なし 制

の配置 最低１台必要 限

自家用 当該運送事業者と契約する訪問介護員等が持ち込ん が

車の使 だ自家用車を使用することができる。ただし 条許 な80
用 可を得る必要がある（運営協議会の了解は必要ない 。 い）

運転者 ２種 原則２種 限定なし

の免許 研修済みの訪問介護員が自家用車を持ち込む場合は、 研修を受ければ１種で ただし研修受講か２種が

１種でも可 も可 望ましいであろう

許可手 運輸局に申請（運営協議会の了解は不要） 運営協議会の了解を得 運輸局に申請（運営協議

続き て運輸局に申請 会の了解は不要）

出典：国土交通省資料、2004年５月29日付日本経済新聞地方経済面（茨城 、和歌山陸運支局ヒアリング（2004年８月19日と20）

日に電話で実施 、金沢市社会福祉協議会ヒアリング（2004年８月20日に電話で実施）を基に筆者作成。）

は道路運送法第 条による「特定旅客自動車運送事業」実施を選択し、2004年７月に和歌43
山陸運支局へ申請した。第 条では運営協議会の設置は不要であり、２～３ヶ月程度での43
認可が見込めるほか、要介護認定を受けた会員であれば、町外への移送サービスも可能とな

る。将来構想として、住民や の持ち込み車両を用いた 条輸送も念頭に置かれていNPO 80
る。

43条許可は９月末付けで下りたが、介護保険事業所や支援費事業所としての申請・許可

300に時間を要し、サービスの開始は12月１日となった。料金は通常の場合で町内輸送片道

円、町外輸送同 円であり、バス運賃より高いがタクシー運賃よりは大幅に安い設定と3000
なっている。新宮・田辺への利用が月に15件程度、町内の利用が日に10件程度有り、2003年

度のSTS運行回数が829回であったことを考えれば、利用回数は大幅増の状況である 。
*22

５．むすびに代えて

本稿では、和歌山県本宮町における住民へのアンケート調査と町・社協・ 法人へのNPO
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ヒアリング調査結果を基に、過疎地域住民がマイカーを活用し、運転者として参加するタイ

プのボランティア輸送サービスの意義を明らかにし、実現に向けた課題を論じた。今後の研

究課題として、記述の課題の他に、本宮町の状況の継続調査や、他の過疎自治体での同様の

研究の実施と一般化の模索、路線バスやコミュニティバスなどの生活公共交通体系全体の中

でのボランティア輸送の役割や交通手段間の望ましい分担関係の検討が挙げられる。

前章で述べたように、住民参加型公共生活交通の主たる実現方策は、国土交通省の「ガイ

ドライン」に沿って、自治体主宰の運営協議会を立ち上げる方法であろう。しかし、同協議

会の設置・運営には困難が伴い、設置できない地域では住民による有償サービスが摘発され

43 80る懸念もある。本宮町では次善策として社協が 条申請を行い、その枠組みの中での

条輸送実施が模索されているが、運営協議会設置を伴う 条ボランティア福祉輸送と比較80
して、車両や運転者など運用面で大幅な制約がある。 条申請は、あくまでよりよい生活43
交通体系づくりへの第一歩と考えるべきであろう。なお、運営協議会の立上げが困難な地域

では、自治体から への行政委託方式による実施も検討に値しよう。NPO
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