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循環まちバス「く・る・る」 

 

浜松市循環まちバス「く・る・る」の新運行システムの提案 

～運行開始 10 年の評価・総括を踏まえて～ 

不二総合コンサルタント（株） 計画部 佐藤岳洋 高橋あゆみ 

1.はじめに 

循環まちバス「く・る・る（以下、「く・る・る」とする。）」

は、ＪＲ浜松駅を核とした中心市街地の活性化の促進を目的に

導入された 25人乗りの赤いバスである。ＪＲ浜松駅を起終点

に駅北側を左回りに巡る東ループ、右回りに巡る西ループの 2

系統で、平成 14 年に運行が開始されている。ＪＲ浜松駅東側

の公共施設集積地区と、ＪＲ浜松駅西側の商業施設集積地区を

結ぶ「足」の確保により中心市街地の連携を強め、中心市街地

の魅力度の向上に寄与することを狙いとしている。また、平成

19 年には「駅南」と「駅北」の中心市街地の連続性を強化し、

東西ループと連携することで回遊範囲を広げ活性化を促進す

るものとして、駅南側を右回りに巡る南ループの運行が開始さ

れた。 

このように「く・る・る」は中心市街地を回遊することで、来街者及び都心居住者の移動のしやすさ・

利便性を向上させるとともに、中心市街地活性化事業の促進に寄与してきた。 

平成 23 年度に運行開始から 10年目を迎えるにあたり、これまでの「く・る・る」運行事業を検証・評価

するとともに、今後の事業継続のため、運行システムの改善について検討を実施したものである。 

図 1 「く・る・る」運行ルート図 

車両寸法：全長     6.29ｍ 

全幅     2.08ｍ 

全高     3.10ｍ 

床の高さ 0.31ｍ 



-2- 

■ 運行事業の検証・評価 

 
■ 運行システムの検討 

 

・事業目的 

・事業運営方法 

・事業期間 

・運行ルート 

・運行時間 

・利用促進策 

■ 運行システムの 

現況把握 

 

・運行ルート周辺の人口及

び高齢化状況の把握 

・運行ルート周辺の状況の

把握 

（周辺施設の利用状況等）

・ＯＤ調査の実施（※） 

・アンケート調査の実施 

（利用者／来街者・非利用

者／観光客／運行エリア

周辺事業者、施設管理者）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業性の評価】 

・利用状況 
・満足度 
・費用効率 
 
 

【中心市街地活性化機能の評価】 

・市民・来訪者に開かれた交通システムの

構築 
・新たな基盤・拠点の形成 
・市民活動機能の強化 
・都心居住空間づくり 
・ 
 

※「コミュニティバス事業評価の手引き」（平

成 21 年 3 月策定 コミュニティバス等評価

プログラム策定調査検討会）を参考 

「平成 23 年度 浜松市循環まちバス交通システム検討会議」による検討 

※「浜松市中心市街地活性化計画」（平成 11年

3月策定）における項目のうち、「く・る・る」

と関連するものを視点とした 

※OD調査 

…移動の起点（Orijin）と 

終点（Destination）を 

把握するための調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安価な利用 

→ワンコイン（大人 1 乗車 100 円）、子ども 1 乗車は半額の 50 円 

・主要施設へダイレクトにアクセス 

・時間が分かりやすいバス運行システム 

→東西ループは 15 分間隔、南ループは 30 分間隔で運行 

→各ループとも 1周あたりの所要時間は 30 分 

→運行時間帯は商業施設の営業時間帯と同じ 10 時～19 時まで 

・高齢者、障がいのある方、荷物を持った買い物客等が、乗り降りしやすい 

→国土交通省が定めたノンステップバス標準仕様をクリア 

→ユニバーサルデザイン思想で乗降性・室内空間を確保 

・中心市街地への来街・回遊を促進するためのサービス導入 

→1 日乗車券の販売、商業施設と連携した帰宅時の無料乗車券の発行など 

2.「く・る・る」運行システムの基本方針 

(1) 運行サービスの基本的考え方 

●「誰もが安心して気軽に利用できるバス」 

●「交通弱者などに配慮されたバス」 

●「まちの情報発信源となるバス」 

(2) 運行システムの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.検証・評価及び運行システム検討の手順 

「く・る・る」運行事業の検証・評価にあたり、運行システムの現況を把握するため、運行ルート周

辺の施設配置状況等を把握するとともに、ＯＤ調査やアンケート調査も実施した。運行事業の検証・評

価においては、事業性及び中心市街地活性化機能について実施した。事業性については、利用状況、満

足度、費用効率を評価し、中心市街地活性化機能については、「浜松市中心市街地活性化計画」（平成 11

年 3 月策定）における項目のうち、「く・る・る」と関連するもの（下図）を視点として評価した。ま

た、検証・評価や運行システムの検討は、有識者やバス運行事業者等関連事業者を含めた 12 名の委員

から成る「浜松市循環まちバス交通システム検討会議」における検討を経るものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 2 H23 年度 浜松市循環まちバス交通システム検討調査業務 概要 

「く・る・る」名前の由来  

●中心市街地をくるくる回り、 

すぐ「来る」という意味から 
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4.事業性の評価 

(1) 利用状況 

東、西、南の 3ループを合計した総利用者

数は 304,638 人/年(H22 年度実績)で、中心市

街地の移動手段として多くの人に利用され、

認知されている。また、高齢者利用が 6割を

占める中で、目的は「買い物」「公共施設利用」

「通院」が主であり、「外出先が増えた」「ま

ちなかの滞在時間が増えた」等の効果が見ら

れた。 

一方で、平均乗車人数は 9.4 人、浜松市が

目標とする 10人には達しておらず、近年は利

用者数が伸び悩み、区間によっては平均乗車人数が 5 人以下と空席が目立つ。また、利用の大半が高齢

者・沿線居住者であり、利用者の偏りが見られた。 

平成 23 年度当時に検討されていた次期中心市街地活性化計画では、大規模商業施設の誘致による商業

機能の回復から、都心の歴史文化に関わる既存資源を活かした賑わい創出へのシフトが検討されており、

これに併せて「く・る・る」も新たな利用者の取り込みが課題となる。 

 

(2) 満足度 

利用者アンケートにおいて、総合評価としての満足（5段階評価における「満足」及び「やや満足」）

の率は 72%であり、高い評価が得られていた。個別項目で特に満足度が高いものは、「料金」「運転等の

親切さ」「乗り降りのしやすさ」であり、ワンコインであることやコンパクトな低床車両を活かしたきめ

細やかな対応など、「く・る・る」ならではのサービスが評価されていた。 

一方、満足度が 50%以下のものは「運行時間」「バス停でのバス待ち環境」である。 

運行時間については、10時からの運行開始を早めて欲しいとの意見が多い中で、16 時以降の利用に減

少傾向が見られる。バス停でのバスまち環境は、スペースの狭いバス停があるためと推察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 利用者数及び平均乗車人員の推移 

利用者数 

(人) 

平均乗車人数

(人)

図 4 「く・る・る」に関する満足度 
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(3) 費用効率 

「く・る・る」は運賃収入の他、浜松

市の補助及びバス運行事業者の負担によ

り運行されている。平成 22 年度の運行経

費は 73,776 千円で、うち 6 割の 46,000

千円が市補助額である。 

「く・る・る」運行による効果は、移

動時間の短縮に留まらず中心市街地の魅

力度の向上など多岐に渡るため、費用便

益比をもとに補助金の効果を検証するこ

とは困難である。 

しかしながら、10 年間に渡る浜松市の

補助額は 3億 6千万円に及び、絶対額として少なくはないため、財政負担の軽減に向けた取り組みが必

要である。 

 

5.中心市街地活性化機能の評価 

(1)「市民・来訪者に開かれた交通システムの構築」と「く・る・る」の関わり 

①中心市街地における「く・る・る」の役割 

市民のマイカー依存度が高まり、地域公共交通の利用者は減少傾向にある一方で、地域公共交通の役

割は移動手段としてだけではなく、道路混雑の抑制や自動車を運転できない方の外出機会の創出、運転

手や地域住民同士の挨拶や会話によるコミュニケーション機会の増加など、地域の魅力向上や生活の幅

を広げる機能を有している。また、下表に示すように「く・る・る」はマイカー利用を促進する要素に

対し、鉄道や路線バスよりも利便性は高い。これらより、中心市街地の魅力の維持や向上、外出のしや

すさなどの面で、「く・る・る」の必要性は高いと考えられる。 

 

マイカー利用促進要素 

(地域公共交通のマイカーに対するマイナス面) 
「く・る・る」の利便性の特徴 

・駅やバス停まで行かなくてはならない 

・運行の時刻表に合わせた行動が必要 

・運賃が発生するため、感覚的に安価ではない 

・狭い道路も走行でき、施設の近接性に優れている

・運行間隔が短く一律であるため、利用しやすい 

・料金が 100 円均一で安価であり、分かりやすい 

 

②中心市街地におけるにぎわい創出への寄与について 

商業、観光、市民サービスといったまちのにぎわい創出への「く・る・る」の影響について、「く・る・

る」沿線付近の商業者、事業者、公共交通施設へアンケート調査を実施した結果、「く・る・る」の中心

市街地活性化への貢献度（「役に立っている」及び「やや役に立っている」）は 40%程度とやや低いこと

が明らかとなった。 

来街者アンケートにおける非利用者の意見では、運行ルートやバス停位置のＰＲ不足の改善や、「歴

史・文化」など観光施設を巡りやすくすることで「利用したい・利用が促進される」と回答しているこ

とを考慮すると、ルート等運行内容についての見直しが必要であると考える。 

 

 

 

 

図 5 「く・る・る」運行経費の内訳の推移 

(千円) 
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(2)「新たな基盤・拠点の形成」と「く・る・る」の関わり 

中心市街地の東側区域では、昭和 62年より進められた東地区土地区画整理事業により都市基盤整備が

進められ、都心型複合商業業務地区として、幅員 40m のシンボル道路を中心に、官公庁施設や静岡文化

芸術大学、遠州病院などの多様な施設が集積している。東西ループはこれらの施設を循環しており、Ｏ

Ｄ調査の結果においても、遠州病院や静岡文化芸術大学への往来に貢献していることが明らかになった。 

 

(3) 「市民活動機能強化」における「く・る・る」の関わり 

市民活動機能の強化策として、中央保健福祉センター・老人福祉センターいたや・中央デイサービス

センターからなる「いきいきプラザ中央」と、子育て関連事業の展開、情報収集・発信の拠点施設でも

ある「浜松こども館」が、中心市街地活性化対策として整備されている。両施設は、都市型福祉施設と

して賑わいを集め、「く・る・る」東西ループの沿線に位置し、利用者も増加傾向にある。 

両施設ともに「く・る・る」でのアクセスを案内しているが、施設管理者へのアンケート調査では、

バス停に近接した「いきいきプラザ中央」は「く・る・る」利用頻度が高く、バス停がやや離れている

「浜松こども館」は「く・る・る」利用頻度が低いと回答されていた。「浜松こども館」は幼児連れでの

利用が多く、長い徒歩移動や安全面を考慮すると、潜在的な「く・る・る」の利用ニーズは大きいと推

察できるため、その対応が必要と考えられる。 

 

(4) 「都心居住空間づくり」における「く・る・る」の関わり 

市街地再開発事業による住宅供給事業及び、公営住

宅供給事業、中心市街地活性化住宅促進事業により、

中央 1～3丁目、板屋町など新たに形成された都心居住

空間では、居住人口が増加している。 

東西ループはこれらの地区を運行しており、利用者

アンケートによると、「く・る・る」を利用する沿線居

住者のうち、中央 1～3 丁目、板屋町の居住者の割合は

20%を占めることから、都心居住者の移動手段として定

着していると見られる。今後、自動車の環境負荷低減

への取り組み、進展する高齢社会への対応などがまち

づくりの課題にも挙げられる中で、マイカー利用を抑

制し、誰もが安心して気軽に利用できる「く・る・る」は、都心居住の魅力の一つとして、ますます利

用が進むと考えられる。 

 

6.「く・る・る」運行事業の 10 年間の総括 

「く・る・る」の事業性及び中心市街地活性化機能の評価より、運行事業の総括評価を以下に整理する。 

 

●「く・る・る」運行事業は、市民や来街者に開かれた交通システムとして認知・利用され、都心

居住者の移動の利便性に寄与する等、中心市街地の活性化を促進していると一定の評価ができる。 

●利便性が高く安心・安全に移動できる移動手段として、「く・る・る」は多くの高齢者に活用され

ており、今後もますます進展する高齢化社会において、利用ニーズが高まっていくと考えられる。 

●「く・る・る」は多様な公共施設が集積する中心市街地において、これらを有効につなぐ交通手

段であり、中心市街地活性化計画に掲げられた「誰もが住みたくなる潤いある中心市街地」に寄

与するものである。 

図 6 中央 1～3丁目、板屋町位置 
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■「く・る・る」運行事業の課題 

・利用率の伸び悩み、利用者の固定化

・新たな利用拡大による運行事業費負

担の軽減 

■浜松市の意向 

・運行ルートの見直しを含む利用率の

向上 
・事業費負担の軽減（ワンコイン：100

円運賃は維持） 

■検討会議の意見 

・利用者の少ないバス停を見直す 
・現在の利用者への影響が小さく、わ

かりやすいルートの設定 
・事業費負担の軽減（現行利用者の利

便性低下をできる限り抑制する） 

 

①利用率の向上(交流人口の拡大)を図る 

・観光施設へのアクセス手段としての機能強化

・観光客へのアピール 
・市民の認知度の向上と利用者層の拡大 

②運行ルートの変更を行う 

・現行利用状況を考慮した効率性の高いルート

の設定 
・交流人口を図るためのルートの役割の明確化

新運行システム案の基本的考え方 

③固定費削減による事業費負担の縮小を図る 

・運行バスの台数削減 
・運行時間の短縮 

●利用者の利便性を確保しつつ、さらなる利用者の確保と財政負担の軽減を図った上で、事業を継

続させていくことが望ましいと判断した。 

 

7.新運行システム案の策定 

運行事業の評価より導き出された課題に対する検討を行い、市の意向、検討会議の意見を踏まえ、新運行

システム案の基本的考え方を以下の通り提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

上記の基本的考え方に基づき、新運行システム案は、以下の点を変更している。 

 新運行システム案 現行 

運行の 

ねらい 

「中心市街地の来街・回遊性の向上」に加え 

「交流人口の拡大（歴史・文化資源の活用）」

中心市街地の来街・回遊性の向上 

便数 
東西：1 時間あたり 3 本 東西：1 時間あたり 4 本 

南 ：1 時間あたり 2 本(変更なし) 南 ：1 時間あたり 2 本 

運行台数 4 台(東西ループ 3 台、南ループ 1 台) 5 台(東西ループ 4台、南ループ 1 台)

運行時間 8 時間(9:30～17:30) 9 時間（10:00～19:00） 

運行 

ルート 

東西：走行エリアを区分・再編 東西：進行方向の異なる同等のルート

の循環 

南：変更なし － 

 

図 7 運行システム改善の基本的考え方 
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なお、新運行システム案の運用については、浜松市にて警察との協議及び地元への説明、浜松市地域公共

交通会議で協議、その後国土交通省への届け出を行い、平成 24年 10 月より新運行システムが開始されてい

る。（新運行システムは、各種協議の結果を反映しているため、東西ルートにおいて新運行ルート案とは若干

の変更が見られる。） 

また、新運行システムの実施期間については、「セントラルパーク構想」との整合を図ることを考慮し、平

成 24年度～26年度までの 3 年間としている。 

 

8.おわりに 

浜松市循環まちバス交通システム検討調査業務は、南ループ開設後 3年を経過した時点での評価検討を

行い、運行開始後 10年の総括的な評価・今後の検討を行ったものである。本業務での提案を基にした新運行

システムが稼働したことから、提案内容の妥当性は確保されたものと考える。 

これは、本業務の調査・検討にご協力頂いた「中心市街地事業者及び施設管理者、遠州鉄道株式会社（バ

ス事業者）、浜松市循環まちバス交通システム検討会議委員、その他の方々」のおかげであり、書面をもって

深く感謝申し上げる次第である。 

 

図 8 新運行ルート案 


