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持続可能な交通への経済学的アプローチ 兒山真也 日本評論社 2014

平成23年度　鉄道統計年報 （監修）国土交通省鉄道局 電気車研究会 2014

鉄道政策―鉄道への公的関与について 盛山正仁 創英社 2014

コミュニティ交通のつくりかた－現場が教える成功のしくみ－
森栗茂一（編著）
猪井博登、野木秀康、時安洋、大井元揮、大井俊樹

学芸出版社 2013

シニア社会の交通政策－高齢化時代のモビリティを考える－ 高田邦通 成山堂出版 2013

過疎地域の戦略－新たな地域社会づくりの仕組みと技術－
谷本圭志、細井由彦（編）
鳥取大学過疎プロジェクト（著）

学芸出版社 2012

地域で守ろう！鉄道・バス 堀内重人 学芸出版社 2012

ストラスブールのまちづくり ヴァンソン藤井由実 学芸出版社 2011

富山から拡がる交通革命－ライトレールから北陸新幹線開業に
むけて

森口将之 交通新聞社 2011

人口減少時代の都市計画 大西隆（編著） 学芸出版社 2011

参考文献リスト

都市自治体における地域公共交通のあり方に関する研究会

1

都市計画－根底から見なおし新たな挑戦へ
蓑原敬（編著）
西村幸夫、佐藤滋、大方潤一郎、中井検裕、中村文
彦、広井良典、小川富由、若林祥文、木下眞男

学芸出版社 2011

交通基本法を考える－人と環境にやさしい交通をめざして 交通権学会 かもがわ出版 2011

交通基本法時代の地域交通政策と持続可能な発展－過疎地
域・地方小都市を中心に

辻本勝久 白桃書房 2011

まちづくり条例の実態と理論－都市計画法制の補完から自治の
手だてへ－

内海麻利 第一法規 2010

都市・過疎地域の活性化と交通の再生 香川正俊、阿部誠治、日比野正己、澤喜司郎 成山堂書店 2010

LRT－次世代型路面電車とまちづくり－ 宇都宮浄人、服部重敬 成山堂出版 2010

生活支援の地域公共交通
秋山哲男、吉田樹（編著）
猪井博登、竹内龍介

学芸出版社 2009

住民主体の都市計画－まちづくりへの役立て方 住民主体のまちづくり研究ネットワーク 学芸出版社 2009

地方都市圏の交通とまちづくり－持続可能な社会をめざして 辻本勝久 学芸出版社 2009

地域主権で始まる　本当の都市計画・まちづくり－法制度の抜
本改正へ

蓑原敬 学芸出版社 2009

シュリンキング・ニッポン－縮小する都市の未来戦略
大野秀敏（編著）
アバンアソシエイツ

鹿島出版会 2008

富山ライトレールの誕生－日本初本格的LRTによるコンパクトな
まちづくり－

富山ライトレール記録誌編集委員会 富山市 2007

日本版コンパクトシティ－地域循環型都市の構築 鈴木浩 学陽書房 2007

書
籍

日本版コンパクトシティ－地域循環型都市の構築 鈴木浩 学陽書房 2007
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分類 書籍（論文）名 著編者 発行所・発表雑誌 発刊年

参加型福祉の交通まちづくり
（社）土木学会土木計画学研究委員会（監修）
交通エコロジー・モビリティ財団、（財）国土技術研究
センター（編）

学芸出版社 2005

高齢社会と都市のモビリティ まちづくりと交通プランニング研究会 学芸出版社 2004

市民社会とまちづくり（新時代の都市計画２）
伊藤滋（編集代表）
林泰義（編著）

ぎょうせい 2000

都市計画の挑戦
蓑原敬（編著）
小川富由、木下眞男、蓑原建、大方潤一郎、吉川富
夫、若林祥文、中井検裕、西村幸夫、佐藤滋

学芸出版 2000

都市計画の地方分権－まちづくりへの実践 日本都市計画学会地方分権研究小委員会 学芸出版社 1999

分権社会と都市計画（新時代の都市計画１）
伊藤滋（編集代表）
小林重敬（編著）

ぎょうせい 1999

タウンモビリティとにぎわいまちづくり
タウンモビリティ推進研究会（編著）
建設省建設大臣官房政策課兼福祉環境推進室（協
力）

学芸出版社 1999

容積率規制の緩和と交通計画 : 戦略的交通アセスメントのすす
め

森本章倫 都市計画 63(2), 40-43 2014

被災地における地域公共交通の現状と課題 吉田樹 都市問題 105(3), 52-62 2014

交通政策基本法のもたらすもの 土居靖範 都市問題 105(6), 44-56 2014

地域における総合的な交通政策の実現に向けて 宇都宮浄人 都市問題 105(6), 57-65 2014

先進諸国における地域交通政策と日本への示唆 青木真美 都市問題 105(6), 66-72 2014

書
籍
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交通政策基本法以後の高齢者の足を守る公共交通計画 秋山哲男 都市問題 105(6), 73-81 2014

体験としての公共交通再建と交通政策のあり方 小嶋光信 都市問題 105(6), 82-93 2014

これからの都市計画と交通 : 都市・交通戦略の立案と実践 森本章倫 土地総合研究 22(1), 1-6 2014

LRTとまちづくり : 多様な導入形態とその効果 宇都宮浄人 土地総合研究 22(1), 17-25 2014

モビリティ・マネジメントとまちづくり : ひとりひとりの振る舞いがま
ちを変える

谷口綾子 土地総合研究 22(1), 46-52 2014

信楽高原鐵道の存続と街づくりを通した活性化策 堀内重人 土地総合研究 22(1), 68-78 2014

地域公共交通とまちづくりとの接点 : 地方行政における地域公
共交通政策の実践とまちづくりへの接近

吉田樹 土地総合研究 22(1), 7-16 2014

自家用有償旅客運送に関する事務・権限の移譲をめぐる一考
察(上)〜地域のニーズと自治体の実態の狭間で分権改革を考
える〜

嶋田暁文 自治総研 (425), 1-37 2014

自家用有償旅客運送に関する事務・権限の移譲をめぐる一考
察(下)〜地域のニーズと自治体の実態の狭間で分権改革を考
える〜

嶋田暁文 自治総研 (426), 39-73 2014

少子高齢時代の地域交通の在り方 秋山哲男 地域開発 594, 44-47 2014

的確な都市ビジョンに基づいた富山市の先進的な交通政策の
展開

中川大 都市計画 62(1), 38-41 2013

子育て世帯の多様なライフスタイルを実現する都市と交通のあ
り方

大森宣暁 都市計画 62(5), 28-32 2013

公連協調査研究報告 フランスの都市交通事業の運営形態と経
川勝健志 公営企業 44(11) 34 62 2013

論
文
・
記
事

公連協調査研究報告 フランスの都市交通事業の運営形態と経
営実態に関する調査研究 : 鉄軌道事業を中心に

川勝健志 公営企業 44(11), 34-62 2013
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分類 書籍（論文）名 著編者 発行所・発表雑誌 発刊年

地方部における公共交通の持続可能性について 宮崎耕輔 公営企業 45(2), 12-21 2013

都市公共交通運営の今後の方向性 板谷和也 公営企業 45(3), 11-19 2013

わが国における社会基盤整備のあり方 : 交通インフラを中心と
して

田村亨 公営企業 45(5), 2-10 2013

公連協調査研究報告 公営交通事業の経営改善 : 函館市・鹿児
島市の取り組みから

其田茂樹、門野圭司 公営企業 45(7), 56-68 2013

持続可能な地域公共交通への転換に向けて 鈴木文彦 月刊自治研 55(648), 31-37 2013

「地域の」「地域による」「地域のための」公共交通をつくりだす :
「与えられる」から「つかみとる」へ

加藤博和 月刊自治研 55(648), 38-47 2013

ローカル鉄道の再生 市民協働で鉄道もまちも救われる : ひたち
なか海浜鉄道を事例として

吉田千秋 月刊自治研 55(648), 48-55 2013

首都圏における公共交通政策--その特殊性を踏まえた今後の
方向性

板谷和也 都市問題 102(7), 75-83 2011

交通基本法の実効性を高めるために 板谷和也 計画行政 34(2), 23-28 2011

超高齢社会における持続可能な移動サービス 阿部名保子 計画行政 34(2), 5-10 2011

公連協調査研究報告 コンパクトシティとバス交通--青森市と富
山市の取り組みから

門野圭司 公営企業 42(12), 46-54 2011

公連協調査研究報告 Webバスマップを活用した公共交通利用
の活性化および経営改善

門野圭司 公営企業 43(6), 26-39 2011

論

3

先進・ユニーク条例 福岡市における生活交通の確保について-
-公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に
関する条例

福岡市議会事務局調査法制課 自治体法務研究 (24), 37-43 2011

都市のコンパクト化が財政及び環境に与える影響に関する研究 森本章倫 都市計画論文集 46(3), 739-744 2011

持続可能な地域公共交通への再構築 鈴木文彦 ガバナンス (114), 19-21 2010

移動権の保障と生活支援のための地域公共交通 秋山哲男 ガバナンス (114), 22-24, 2010

買い物難民をどう支えていくか 古沢由紀子 ガバナンス (114), 25-27 2010

地方公営企業の地方財政措置の財源図(第3回)交通事業の地
方財政措置の財源図

細田隆 公営企業 42(1), 35-60 2010

地域公共交通活性化・再生と公営交通事業 加藤博和 公営企業 42(3), 11-22 2010

過疎市町村における交通政策と持続可能な発展 辻本勝久 公営企業 42(5), 9-22 2010

公共問題への住民参加はなぜむずかしいか--地域公共交通を
めぐる生活リスクの問題から

山下祐介 公営企業 42(7), 11-21 2010

地域公共交通の活性化・再生に向けて 多田佐和子 自治体法務研究 (20), 11-17 2010

富山市の地域公共交通の取組みについて 山森豊 自治体法務研究 (20), 18-25 2010

金沢市における地域公共交通施策の取り組み 木下浩之 自治体法務研究 (20), 26-32 2010

美作市デマンドバス運行事業に関する条例 岡山県美作市企画振興部協働企画課 自治体法務研究 (20) 33 36 2010

論
文
・
記
事

美作市デマンドバス運行事業に関する条例 岡山県美作市企画振興部協働企画課 自治体法務研究 (20), 33-36 2010
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分類 書籍（論文）名 著編者 発行所・発表雑誌 発刊年

地域公共交通の問題と自治体の課題 森地茂 自治体法務研究 (20), 6-10 2010

福祉有償運送をめぐる法政策論的考察〜運営協議会問題を中
心に〜

嶋田暁文 自治総研 (386), 1-54 2010

日本的な地域公共交通のあり方--IT活用型デマンド交通システ
ム10年間の展開から

奥山修司 地域開発 545, 12-15 2010

富山市における公共交通政策 「市内電車環状線化の取り組み」 森雅志 地域開発 545, 16-19 2010

歩行者と公共交通を優先する金沢市のまちづくり--新金沢交通
戦略と具体的な取り組み

浅川明弘 地域開発 545, 20-23 2010

地域住民と地元企業による新たなバスサービス「生活バスよっ
かいち」

西脇良孝 地域開発 545, 24-27 2010

DMV(デュアル・モード・ビークル)の実用化に向けた取り組み 佐藤馨一 地域開発 545, 2-5 2010

公共交通再生の実現へ向けて--和歌山電鐵と中国バス再生の
事例からの検証

小嶋光信 地域開発 545, 28-34 2010

ICカードを活用した地方鉄道による地域活性化 佐川昌司 地域開発 545, 35-39 2010

公共交通の復権に向けて--「100円バス」&「福岡シティループバ
ス『ぐりーん』」

田川真司 地域開発 545, 40-45 2010

利用者の利便性向上による第3セクター鉄道の再生 吉武一彦 地域開発 545, 46-49 2010

津軽鉄道の取り組み--奥津軽地域活性化を目指して 澤田長二郎 地域開発 545, 6-11 2010

論

4

地方分権時代の地域公共交通政策--地域づくりにつながる計
画・戦略を

加藤博和 都市問題 100(10), 52-61 2009

地域公共交通事業における財政負担と財源 辻本勝久 都市問題 100(10), 62-71 2009

持続可能な生活交通へ--コミュニティバスのこれから 鈴木文彦 都市問題 100(10), 72-79 2009

LRTで、すべてのひとと環境に優しいまちを 土居靖範 都市問題 100(10), 80-91 2009

地域公共交通の活性化のために"モビリティ・マネジメント"の活
用を

藤井聡 都市問題 100(10), 92-99 2009

地方の計画 生活交通の確保に向けた取組--『宇都宮スタイル』
の推進に向けて

宇都宮市総合政策部交通政策課 計画行政 32(3), 59-62 2009

地域交通の再生と地域活性化--その必要性と可能性 川上洋司 地方財務 (665), 10-17 2009

事例からみる地域交通の再生 萩原幸司 地方財務 (665), 18-26 2009

汽船も亦道なり--離島航路を考える 水昭仁 地方財務 (665), 27-34 2009

地域の核としての能登空港--空港が地域に果たす役割 坂井亮一 地方財務 (665), 35-44 2009

モビリティ・マネジメントと交通まちづくり 松村暢彦 都市問題研究 61(12), 72-85 2009

地域交通とまちづくり 大西隆 月刊自治フォーラム (582), 12-18 2008

高齢化社会における地域交通のあり方 藤原章正 月刊自治フォーラム (582) 19 25 2008

論
文
・
記
事

高齢化社会における地域交通のあり方 藤原章正 月刊自治フォーラム (582), 19-25 2008
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分類 書籍（論文）名 著編者 発行所・発表雑誌 発刊年

人と環境にやさしい路面公共交通システム--富山港線の路面
電車化事業(富山市)

室哲雄 月刊自治フォーラム (582), 26-32 2008

まちづくり活性化バスで目指す中心市街地活性化(土浦市) 大里雅司 月刊自治フォーラム (582), 33-39 2008

地域の実情に対応した新しい公共交通体系の実現を目指して-
-DMVの導入に向けて(北海道旅客鉄道(株))

今村紳彌 月刊自治フォーラム (582), 40-45 2008

地域公共交通の新たな担い手 喜多秀行 月刊自治フォーラム (582), 4-11 2008

宝達志水町の交通政策について--デマンドタクシーと巡回バス
による併用型交通システム(石川県宝達志水町)

廣島和哉 月刊自治フォーラム (582), 46-50 2008

「交通まちづくり」と「モビリティ・マネジメント」--社会有機体説に
基づく今日的都市交通計画論

藤井聡 都市問題研究 60(12), 3-22 2008

交通を活かしたまちづくりと市民参画・協働・ボランタリー起業--
住吉台くるくるバス・山口市市民交通計画から(株)神戸まちづく
りまで

森栗茂一 都市問題研究 60(12), 41-59 2008

観光まちづくりと公共交通 中川大 都市問題研究 60(12), 60-73 2008

大阪市の公共交通とまちづくり 太田誠三 都市問題研究 60(12), 87-106 2008

「環境の世紀」を支えうる公共交通経営のあり方 加藤博和 都市問題研究 59(12), 102-117 2007

大阪市営交通事業の現状と課題 土橋弘嗣 都市問題研究 59(12), 118-132 2007

総合交通体系の確立と公共交通サービスの実現に向けて 望月真一 都市問題研究 59(12), 21-37 2007

論
文
・
記
事
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まちづくりと公共交通政策 土井勉 都市問題研究 59(12), 38-52 2007

都市公共交通の運営形態についての考え方 正司健一、酒井裕規 都市問題研究 59(12), 53-71 2007

都市における公共交通の社会的意義と採算性--公営と民官の
観点から

竹内健蔵 都市問題研究 59(12), 72-83 2007

事例 日本一広い市の総合交通体系の構築について--市町村
合併後のまちづくり(高山市)

山越信幸 月刊自治フォーラム (566), 37-41 2006

自治体交通政策の変容--バス事業の規制緩和に対応して 高橋愛典 公営企業 37(6), 11-17 2005

事例紹介 札幌市交通事業における経営健全化の取り組みにつ
いて

札幌市交通局事業管理部財務課 公営企業 36(6), 56-64 2004

長崎県営交通事業の今後のあり方について 山口雄二 公営企業 36(7), 43-56 2004

上下分離による鉄道経営,鉄道整備の国際比較 堀雅通 都市問題研究 56(12), 63-72 2004

分類 書籍（論文）名 発行所・報告者 URL等 発刊年

公共交通における官民連携の取組み事例集（全国版）平成25年
度版

国土交通省
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/kikaku/02z
enkokujirei.pdf 2014

なるほど！！公共交通の勘どころ 平成25年度版（26年3月） 九州運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kika
ku/file05/kandokoro25.pdf 2014

地域公共交通の利用促進のためのハンドブック～地域ぐるみの
取組～

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001005769.pd
f 2013

事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実
施 向 ガ ダ

国土交通省総合政策局
http://www.mlit.go.jp/common/001020610.pd

2013
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分類 書籍（論文）名 発行所・報告者 URL等 発刊年

地域のモビリティ確保の知恵袋2013～災害時のモビリティ確保
に向けた取り組みのススメ～

国土交通省総合政策局総務課政策企画官（総合交
通体系担当）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/c
hiebukuro/honpen2013.pdf 2013

デマンド型交通の手引き 中部運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/joho/
demando/pdf/demando.pdf 2013

（勘どころシリーズ）地域内フィーダー系統に関する市町村の取
組み事例集　平成24年度版

九州運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kika
ku/file31/201305kotsukikakuka.pdf 2013

地域公共交通会議等運営マニュアル 中部運輸局愛知運輸支局
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/joho
/uneimanual/pdf/uneimanual.pdf 2013

鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル 国土交通省鉄道局
http://www.mlit.go.jp/common/000224631.pd
f 2012

地域のモビリティ確保の知恵袋2012～災害時も考慮した「転ば
ぬ先の杖」～

国土交通省総合政策局総務課政策企画官（総合交
通体系担当）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/so
goseisaku_soukou_tk_000037.html 2012

地域公共交通の手引き 注武運輸局 http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/joho/t 2012

地域公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアル 国土交通省
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program
/zentai.pdf 2012

地域のモビリティ確保の知恵袋2011～地域の様々な人々が参
加・協力し、地域の交通を確保していくための工夫・ノウハウ～

国土交通省総合政策局総務課政策企画官（総合交
通体系担当）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/se
isakutokatsu_soukou_tk_000033.html 2011

地域のモビリティ確保の知恵袋2010～地域の人々が笑顔にな
れる持続可能な地域交通の計画づくりのための工夫、ノウハウ
～

国土交通省総合政策局総務課政策企画官（総合交
通体系担当）

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/se
isakutokatsu_soukou_fr_000001.html 2010

住民のニーズに応えるためのステップ～行政界を越えた移動へ
の対応～

複数市町村の連携による広域的な地域公共交通の
活性化に関する調査検討会

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/kass
ei/k3p/items_h21/kouiki21/teachingbook.pdf 2010

地域公共交通づくりハンドブック 国土交通省自動車交通局旅客課
http://www.mlit.go.jp/common/000036945.pd
f 2009
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地域のモビリティ確保の知恵袋～モビリティは地域の元気の源
～

国土交通省総合政策局総務課政策企画官（総合交
通体系担当）

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou
/chiebukuro/index.htm 2009

コミュニティバスの事業評価の手引き コミュニティバス等評価プログラム策定調査検討会
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/kasse
i/k3p/items_h20/com_bus20/report1.pdf 2009

地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引
き

国土交通省政策統括官付参事官室
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/15/1503
27/08.pdf 2008

みんなで創る地域公共交通－住民説明会の手引き編－ 北陸信越運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/com_
policy/seminar20110928/siryou04.pdf 不明
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