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度差」 

・毎日新聞 2005 年 3 月 27 日 「検証・消えゆく路面電車：／下 まちづくり考える機運も 焦点者

らに危機感」 

・朝日新聞 2005 年 3 月 28 日 夕刊 「再評価の中、路面電車に幕 岐阜の名鉄 4 路線、31 日最後／

名古屋」 

・朝日新聞 2005 年 5 月 17 日 朝刊 「路面電車、最後の日 見送り、にぎやかに 駅長、涙浮かべ
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花束／岐阜」 

・朝日新聞 2006 年 4 月 1 日 朝刊 「岐阜バス、市内循環線を運行 7.5 キロ、40 分で一周 きょう

から／岐阜県」 

・読売新聞 2009 年 4 月 11 日 朝刊 「ぎふっこバス 周辺部は経営苦戦 住民の協力も必要 岐阜」 

・朝日新聞 2010 年 3 月 19 日 朝刊 「公共交通軸に市街地「凝縮」 地方都市、新ネットワーク構

想」 

・読売新聞 2010 年 5 月 24 日 朝刊 ｢岐阜市「コミュニティバス」本格運行 乗客確保に自治会苦

慮 岐阜｣  

・朝日新聞 2012 年 6 月 6 日 朝刊「連接バスに新ルート 観光資源に期待 7 月から実験／岐阜県」 

第 3節 

・土井靖範(2008)『生活交通再生-住みつづけるための“元気な足”を確保する-』 

自治体研究社 

・『東洋経済新報 2010年4月3日号』 

・全国過疎地域自立促進連盟 過疎市町村マップ(山形県) 

http://www.kaso-net.or.jp/map/yamagata.htm 

・山形県「山形県の人口と世帯数(平成19年5月)」 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020052/data/jink/zinkou19_05.pdf 

・山形県『やまがた県土 未来のはなし』より山形県の道路マップ 

http://www.pref.yamagata.jp/db/kendo/douro/douro_m001.html 

・国土交通省東北地方整備局道路部 2007年度版「5年で作る道づくり」 

http://www.thr.mlit.go.jp/road/ir/5nen/index.html 

・国土交通省東北地方整備局道路部 効果事例「赤湯バイパスが開通して」 

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/koukajirei/akayu/index.pdf 

・山形県「山形県の鉄道輸送 平成23年度版」 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020056/rail/tetsudoyuso_H23.pdf 

・読売新聞「はばたけフラワー長井線 車内談義続々」

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/kikaku/099/6.htm 

・山交バス「路線バス時刻表」http://www.yamakobus.co.jp/rosenbus/rosenzu/index.html 

・山交バス『路線維持補助金』 http://www.yamakobus.co.jp/hojyo.html 

・米沢市 バス運行系統図(市内全路線)  

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/secure/5212/route_all.pdf 

・米沢市「市民バス」http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1653.htm 
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・山形県『山形県の道路2011』  

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180029/yamagatakennodoro2011.pdf 

・南陽市「市内循環バスのおしらせ」 

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/012/bus/busindex.htm 

・置賜タイムズ「中川地区バス出発式」 

http://www.okitamatimes.co.jp/kiji/index.php?itemid=56 

・白鷹町「デマンドタクシーのご案内」 

http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=1182 

・社会福祉法人飯豊町社会福祉協議会「飯豊町デマンド交通システムほほえみカー」 

http://www.iide-shakyo.jp/hohoemi.html 

・川西町「デマンド型乗合交通」 

http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/demandkotu.html 

・福岡県「小郡市の現況と都市整備課題」 

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/getBinary/02syo.pdf 

・朝倉市「朝倉市地域公共交通総合連携計画」 

http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1299639637733/files/area_public_transportation_coa

lition_plan.pdf 

・国土交通省「計画的な経営・施設整備(福岡県甘木鉄道)」 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file10/tetudo03.pdf 

・佐賀新聞「基山町と福岡県朝倉市結ぶ『甘木鉄道』３年連続赤字」 

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1733695.article.html 

 ・小郡市コミュニティバス運行路線図 

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/getBinary/rosennzukomibasuH240324.pdf?directory=external_fi

le&id=10875&kind=5&type=application/pdf 

・小郡市コミュニティバス時刻表 

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/getBinary/jikokuhyoukomibasuH240324.pdf?directory=external

_file&id=10876&kind=5&type=application/pdf 

・小郡市コミュニティバスに関する意見書

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/getBinary/ikensyo.pdf?directory=external_file&id=10136&kind=

5&type=application/pdf 

・朝倉市「朝倉市の公共交通について」 

http://www.city.asakura.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000053/index.html 
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第 4節 

・秋山哲男、吉田樹編(2009)『都市科学叢書 3 生活支援の地域公共交通 路線バス・コミュニティバ

ス・ST サービス・デマンド型交通』学芸出版社 

・『鉄道ジャーナル 第 441 巻 7 号』鉄道ジャーナル社 

・『鉄道ジャーナル 第 454 巻 8 号』鉄道ジャーナル社 

pp.24-33,佐藤信之「地方の鉄道路線を支える」 

・『鉄道ジャーナル 第 455 巻 9 号』.鉄道ジャーナル社 

・栗原市「栗原市の概要」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/9,20,13,html 

・栗原市「栗原市の沿革」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/9,19,13,html 

・栗原市「都市交通マスタープラン」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1218,c,html/1218/kotu_all.pdf 

・栗原市「地域公共交通総合連携計画」 

http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/work/public/closed/c2009/090216/index/1224201

304/sogorenkei-kekaku.pdf 

・栗原市「市内のバス時刻表・運賃表」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,0,57,164,html 

・栗原市「統計で見る栗原 平成 23 年版」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/9,1075,c,html/1075/tokei-kurihara_h23_all.pdf 

・栗原市「人口の推移 2011 年度」 

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/9,2081,37,209,html 

・国土交通省東北運輸局「自動車の登録台数 宮城県」 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jg/sityouson23/sityosonmiyagi2403.pdf 

・全国デマンド交通システム導入機関連絡協議会 導入地域 

http://www.demand-kyougikai.jp/intro/results.html 

・財団法人地域活性化センター『月刊ちいきづくり 第 192 号』 

 佐藤真一(2005),「2 路線バス廃止を機にデマンド型交通システムを導入」 

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/0506/html/t02.html 

第 5節 

・統計局「世界の統計 第 8 章 運輸」 

 http://www.stat.go.jp/data/sekai/08.htm 
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・飯能市「飯能市の紹介」 

 http://www.city.hanno.saitama.jp/0000001512.html 

・飯能市「統計はんのう(平成 23 年度)-1 土地・気象」 

http://www.city.hanno.saitama.jp/cmsfiles/contents/0000002/2666/01.pdf 

・飯能市「統計はんのう(平成 23 年度)-2 人口」 

http://www.city.hanno.saitama.jp/cmsfiles/contents/0000002/2666/02.pdf 

・飯能市「統計はんのう(平成 23 年度)-9 運輸・通信」 

http://www.city.hanno.saitama.jp/cmsfiles/contents/0000002/2666/09.pdf 

・日高市「統計ひだか 1-1 地勢、位置および面積」  

http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1323,28,149.html 

・日高市「統計ひだか 2-2 国勢調査人口・世帯数の推移」 

 http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1335,28,150.html 

・日高市「統計ひだか 2-6 年代分類別人口」  

 http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1333,28,150.html 

・日高市「統計ひだか 2-13 人口集中地区（DID）人口」  

 http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1324,28,150.html 

・日高市「統計ひだか 2-9 15 歳以上就業・通学先別就業者数・通学者」 

http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1328,28,150.html 

・日高市「統計ひだか 8-4 車種別自動車数」 

 http://www.city.hidaka.lg.jp/7,1370,28,156.html 

・日高市「統計ひだか 2-4 丁・大字年齢別人口及び世帯数(24.07.01)」  

http://www.city.hidaka.lg.jp/7,11100,28,150.html 

・平成 22 年国勢調査人口集中地区境界図(埼玉県) 

 http://www.stat.go.jp/data/chiri/gis/did.htm?/shichoson_11 

・国際興業バス飯能営業所運行系統図 

 http://www.5931bus.com/rosenzu/pdf/11hannoh.pdf 

・こくさいばすどっとこむ「【時刻表】(高麗駅：飯能駅方面)」 

http://kokusaikogyo.ekiworld.net/dia/timechart/jikoku511302.html 

・交通新聞社『MY LINE 東京時刻表 2012 年 4 月号』 

・NHK アーカイブス保存番組検索結果詳細 

 http://nhk.jp/chronicle/?B10002200090907110030097 

・買い物難民 : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） 
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 http://www.yomiuri.co.jp/national/kaimono/kaimono090604.htm 

・国際興業バス「飯能営業所の運営につきまして」 

 http://www.kokusaikogyo.co.jp/20120409.pdf 

・飯能市「飯能市内の路線バス」  

 http://www.city.hanno.saitama.jp/0000003340.html 

・飯能市「国際興業(株)飯能営業所の撤退に関する市の対応について」 

http://www.city.hanno.saitama.jp/0000003245.html  

・飯能市「国際興業バスの運行について」  

 http://www.city.hanno.saitama.jp/0000003460.html  

・飯能市「国際興業バスの運行継続について」 

 http://www.city.hanno.saitama.jp/0000003639.html 

・飯能市「(仮称)飯能市公共交通対策協議会の委員を募集します。」 

http://www.city.hanno.saitama.jp/0000003639.html 

・日高市「市内の公共交通」 

 http://www.city.hidaka.lg.jp/6,479,18,110.html 

・日高市「日高市議会だより NO.76(6)」 

 http://www.city.hidaka.lg.jp/resources/content/20182/2011.12.06.pdf 

・日高市「公共交通に関する調査を実施しています」 

 http://www.city.hidaka.lg.jp/6,24275,18,110.html 

・昭文社(2012)『県別マップル 11 埼玉県道路地図第 4 版 8 刷』 

・平成 22 年国勢調査人口集中地区境界図 

 http://www.stat.go.jp/data/chiri/gis/did.htm?/shichoson_13 

・国立市「国立市の概要」 

 http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shokai/000169.html 

・国立市「統計くにたち 人口」 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/200000/202000/pdf/23jinkou.pdf 

・国立市「統計くにたち 生活基盤」 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/200000/202000/pdf/23seikatsu

kiban.pdf 

・国立市「国立駅周辺まちづくり基本計画資料」 

 平成 16 年 3 月国立駅周辺まちづくり会議 2.国立駅周辺の現況 

人口と駅乗降客数・公共施設及び民間主要施設の分布・交通の状況 
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http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/610000/615000/pdf/eki_keikak

u_02_01.pdf 

道路の状況 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/610000/615000/pdf/eki_keikak

u_02_02.pdf 

・国立市「国立市コミュニティバス『くにっこ』」 

 http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/doro/bus/005086.html 

・国立市「『くにっこ』路線図」 

 http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/doro/bus/005089.html 

・国立市「『くにっこ』の運賃」 

 http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/doro/bus/005087.html 

・国立市「『くにっこ』時刻表」 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/610000/614000/pdf/kunikkojik

okuhyou.pdf 

・国立市報 交通だより バックナンバー「くにっこ」編 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/doro/5118/005117.html 

・国立市『国立市コミュニティバス導入検討基礎調査報告書 』2001 年 

・国立市コミュニティバス協議会『国立市コミュニティバス導入検討報告書』 2001 年 

・昭文社(2012)『県別マップル 13 東京都道路地図 第 4 版 6 刷』 

・運輸経済研究センター『コミュニティバスの今後の推進方策に関する調査報告書』1997 年 

・辻本勝久(2009)『地方都市圏の交通とまちづくり』学芸出版社 

 

コラム「『公共』交通の未来」 

・石原一史(2002)「大規模小売店舗立地法の現状と課題」『OGI Technical Reports vol.13』2002 年 

・宇都宮浄人(2012)『鉄道復権 自動車社会からの「大逆流」』新潮選書 

・奥田竜雄、平澤茂樹、松隈信彦、福本恭、志村明俊(2011)「スマートシティを実現するスマートモビ

リティ」『日立評論』2011 年 12 月号 

http://www.hitachihyoron.com/2011/12/pdf/12a05.pdf 

・紀州鉄道ホームページ http://www.kitetsu.co.jp/r_index/ 

・経済産業省(2012)「流通政策・大規模小売店舗立地法」 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/index.html 

・国土交通省(2012)「オートパイロットシステムに関する検討会」 
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http://www.mlit.go.jp/common/000214597.pdf 

・国土交通省(2012)「オートパイロットシステムのコンセプト整理の考え方」 

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/autopilot/pdf/5.pdf 

・日本自動車連盟(2012)「JAFMATE 2012 年 6 月号」 

・富士重工(2012)「EyeSight」 

http://www.subaru.jp/eyesight/ 

・米国防高等研究計画局(2007)「DARPA URBAN CHALLENGE」 

http://archive.darpa.mil/grandchallenge/ 

・Google(2010)「What we’re driving at」 

http://googleblog.blogspot.jp/2010/10/what-were-driving-at.html#!/2010/10/what-were-driving-at.html 

・Google(2012)「The self-driving car logs more miles on new wheels」 

http://googleblog.blogspot.jp/2012/08/the-self-driving-car-logs-more-miles-on.html#!/2012/08/the-se

lf-driving-car-logs-more-miles-on.html 

・国土交通省自動車局、日本バス協会編(2009)「バス産業の収支構造と他産業との比較について」 

http://www.mlit.go.jp/common/000034218.pdf 

・国土交通省自動車局(2008)「バス産業勉強会」 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000020.html 

・小嶋光信(2011)「規制緩和後における地方バスの経営環境の変化と課題 －岡山県のバス事業の混乱

と中国バスの再生事例からの検証－」『運輸と経済』第 71 巻第 7 号 

・笹田昌宏(200)「紀州鉄道 (特集 関西地方のローカル私鉄)」『鉄道ピクトリアル』第 50 巻臨時増刊号 

・資源エネルギー庁(2006)「資源エネルギー外交について」 

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/index2.htm 

・中心市街地活性化協議会支援センターホームページ 

http://machi.smrj.go.jp/ 

・電子政府のデータベースイーガブ(1998)「大規模小売店舗立地法」 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO091.html 

・内閣府(2004)『平成 15 年版 防災白書』 

http://www.bousai.go.jp/hakusho/h15/BOUSAI_2003/html/honmon/hm100000.htm 

・日立製作所(2012)「日立の考えるスマートシティのコンセプト」 

http://www.hitachi.co.jp/products/smartcity/vision/concept/index.html 

・日立製作所(2012)「スマートシティ用語集：スマートモビリティ」 

http://www.hitachi.co.jp/products/smartcity/glossary/sa/smartmobility.html 
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・日立製作所(2012)「豊田市における低炭素社会システム実証プロジェクトへの参画について CO2 削

減、渋滞緩和のための公共交通機関向けシステムを構築」 

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2012/10/1001b.html 

・三菱総合研究所(2012)「内外経済の中長期展望 2011-2025」 

http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/03/08/pr20120224_pec02.pdf 

・文部科学省(2006)『平成 18 年版 科学技術白書』 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa200601/001/001/0101.htm 

・横山直、高橋敏明、小川修史、久冨良章(2003)「90 年代以降の我が国における都市の成長 －産業集

積のメリットと地域経済活性化－」『景気判断・政策分析ディスカッション・ペーパー』内閣府 

・若原圭子(2012)「戦後 60 年のライフスタイル・価値観の変化と今後の旅行の行方」『月刊 JTB 総研

レポート』2012 年 3 月号 

http://www.tourism.jp/report/2012/03/60/ 

 

第 3部 

第 1章 

・財団法人東京市町村自治調査会『多摩地域におけるコミュニティバスおよび路線バス支援策に関する

実態調査報告書』 2009 年 

http://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/46/communitybus2008.pdf 

・武蔵野市「武蔵野市について」 

http://www.city.musashino.lg.jp/musashino_profile/007406.html 

・武蔵野市「武蔵野市の自然条件」 

 http://www.city.musashino.lg.jp/musashino_profile/001771.html 

・武蔵野市「2011 年版 市勢統計:自然条件 1 位置・2 地勢・3 面積 」 

http://www.city.musashino.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/765/p1-1.pdf 

・武蔵野市「2011 年版 市勢統計:人口 2 国勢調査」 

http://www.city.musashino.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/766/p18-22.pdf 

・武蔵野市「2011 年版 市勢統計:交通・通信 1」 

http://www.city.musashino.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/009/776/p137-142.pdf 
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