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第 1 回講座「少子高齢化・人口減少社会の地域を持続可能にする交通を考える」  

――2021.11.27、となみ散居村ミュージアム 

 

講演「社会変化に対応した 

これからの地域交通をみんなで考える」 

                  

交通ジャーナリスト 

鈴木 文彦 氏 

 

皆さんこんにちは。ただ今、ご紹介をいただきました交通ジャーナリストの鈴

木と申します。今日は「社会変化に対応したこれからの地域交通をみんなで考え

る」と題して、お話をさせていただきます。 

私は長年にわたって各地の地域交通を実際に見たり、いろいろとコーディネ

ートするようなことをやってきました。そういう中で、長年にわたって感じてき

たこと、取り組んできたことなどを中心に、現在、地域交通がいろいろな意味で

非常に厳しい状況に置かれている中で、今後、どのように考えていけばよいのか、

といったことをお話させていただこうと思います。 

マスクを着けて、ずっとお話するのは大変厳しいのですが、幸いにしてシール

ドがありますので、マスクを外してお話させていただきます。 

 

確実に増える公共交通のニーズ 
タイトルの下の写真は私が 1980年代に撮影した、まだ冷房も付いていないこ

ろの加越能バスです。 

まず、こういったことを考えるに当たって、社会状況から見た前提条件みたい

なことを共有しておかなければいけないだろうという点を整理させていただき

ました。 

一つは、この地域だけではなく全国共通の課題なのですけれども、多くの方が

自家用車で日常の移動をされていますので、公共交通そのものの存在を知らな

かったり、あるいはまったく選択肢にないというような状況だろうと思います。

それはそれで今までの流れの中で、ある意味、仕方がないところもあるのですが、

これから公共交通のニーズは確実に増していきます。 

それから、これから人口が減少していく、高齢の方の比率が増えていく中で、

マイカーに頼り切った移動には限界が出てくるであろうということ。免許返納

が進むということと、免許を返納しないまでも高齢ドライバーの運転範囲はあ
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る程度限定されていくであろうということ。こういったことを考えると、やはり

公共交通への期待、あるいは公共交通の必要性というのは、むしろ増していくこ

とが考えられます。 

一方で、それを担う今までの公共交通機関を見てみると、非常に大きな環境変

化の中で厳しい状況が続いています。以前はお客さんがだんだん減っていく、そ

れに伴って経費はかかるのに収入が減ることによって経営が厳しくなるという

図式があったのですが、近年はそれだけではなくなりました。特にここ 10年ぐ

らい、バスやタクシーのドライバーの不足、それから鉄道でも、都会の電車の運

転士はそれなりにいるのですが、城端線のような気動車（ディーゼルカー）の運

転士のなり手がだんだん限られてきています。公共交通の担い手不足はかなり

深刻になっているのです。 

後ほど詳しくお話しますが、それに加えて昨年からのコロナ禍の影響で利用

者が減るといった状況が出てきて、事業として公共交通を運営していくのは厳

しくなってきているという実態があります。 

地域の状況が変わって移動ニーズが変化していく中で、今までのような形の

交通のスタイルが限界に来ている部分もあります。つまり、今までのバスや鉄道

というような形態だけでは、担いきれない交通ニーズが出てきています。 

そうは言っても、先ほどのドライバー不足の問題のように、全体の資源は限ら

れていますので、そういう中でものごとを考えていくしかありません。 

そういう状況下で地域や自治体に求められることは何でしょうか。国の考え

方もだいぶ変わってきておりますので、昔のように限定的に、こういうものが公

共交通であって、こういうふうにしなければならないというところが、大分緩和

と言うか、少し広がりまして、いろいろな手法を使える形になって選択肢は増え

ています。 

ただその一方で、その分、自治体、あるいは地域で真剣に取り組んでいかない

と、本当に適したものを、適した負担のもとにやることは難しいわけです。地域

の人たちも本気度が試される時代になってきているのです。一つひとつのこと

についてはこの後、順次お話ししていきます。私は話を始めると割と長くなる方

なので、この最初の前提のところで時間を使いすぎてしまうと、全体の長さのバ

ランスがおかしくなりますので、最初の方は少しかいつまんでの話になるかも

しれません。その点はお許しいただきたいと思います。 

 

多くの高齢者「運転は不安」 
高齢者の運転の状況は現在、どうなっているのかというところを少し見てい

きたいと思います。この図は、山梨県で高齢者の移動の実態をいろいろ調査した

時の資料です。ちょっと古くなりますが、おそらく実態はそんなに変わってない
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と思われるので、私はいつもこれを使っています。 

この山梨県交通政策会議は私が副会長やっていて、県レベルでいろいろと交

通関係の取り組みをしています。この図は今、自家用車を自分で運転していない

人も含めて、高齢者に対して車を運転することに対する不安があるか、ないか、

といったことを調査した結果です。これを見ていただくと「多少不安がある」と

いう人が約半数。「大いに不安がある」という人が約 4 分の 1。つまり 4 人に 3

人は、将来、車を運転し続けることに何らかの不安を持ちつつ、運転をしている

という実態が分かってきます。 

報道等でもご承知のように、ここ数年、高齢ドライバーの事故が非常に増えて

います。このことはやはり免許返納の加速につながっていくだろうと思います。

先般、判決が出た池袋の高齢ドライバーの事故が一つのきっかけになって、車が

ない不便さよりも自分が加害者になることへの恐怖が非常に大きくなったせい

か、どこの地域でも免許返納者の数が大きく増えています。 

実際に地域の中に入っていろいろとディスカッションをしていると、免許返

納に至らないまでも、「運転をやめたい」、あるいは「控えたい」という高齢者が、

かなり多くなっています。特に長距離の運転はしたくない、高速道路には乗りた

くない、分かりにくかったり混んでいる街中には入りたくない、見えにくい夜間

は運転したくない、走りにくい雨や雪の時は運転したくない…。こういった人が

どんどん増えていって、4 人に 3 人が運転に不安を感じるというような状況に

なっていることを考えると、今後、マイカーを自分で運転して移動をすべて賄う

というのは無理が出てくるだろうと思います。 

そういうことになりますと、今後、特に 5年後、10年後に向けた公共交通へ

の期待というのは、大きなものになると思います。ただ非常に大きな問題は、皆

さんの中にもかなりいらっしゃると思いますが、「将来は不安だけれども、現在

は車の運転に困ってない」という人が大半だということです。つまりその人たち

は今すぐに必ず公共交通に転換をするわけではありませんから、この辺のとこ

ろが大きな課題と思います。 

マイカーに依存した移動にはいろいろあるのですが、マイカーを運転できな

い人も、家族や知人のマイカーによる送迎でなんとかなっているように見える

部分があります。送迎によって移動を賄っているケースは、比率としては決して

低くはありません。ただその送迎というのは、はっきりと数字に表れるものでは

ありませんが、する方もしてもらう方も非常に負担が大きいものです。する方は

当然、労力の負担、時間的な負担、それから安全を確保しなければならないとい

う負担など、いろいろあるわけです。してもらう方も、気持ちのうえでの負担と

いうのはそれなりにあるわけです。 

しかも地方では、高齢者が高齢者を送迎しているという実態があって、ある地
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域で周りの高齢の方を送迎しているという 60代の方と話をした時に、「10 年後

の俺の面倒は、いったいだれが見てくれるんだろう」というようなことをおっし

ゃっていました。10 年後になると、次の人がやってくれるかというと、地方の

実態では次の人がいないのですね。60 歳代ぐらい以上の人しか住んでないよう

なところが、かなりあります。そうなってくると、送迎は今、何となく成り立っ

ているけれど、本当に将来続けられるのかというと、非常に危ういところがあり

ます。 

 

マイカー普及で地域構造が変化 
マイカーが普及したことによって、地域の構造もかなり変化してきました。い

わゆる市街地の空洞化というのは、まさにそういうことです。車で行くことを前

提に、広い駐車場を持った敷地に集客施設が立地をすると、街中に人が集まらな

くなります。鉄道がだんだん、その機能を小さくしていった非常に大きな理由が

これです。昔は、街というのは鉄道の駅が中心になって、駅の周辺に人口も経済

も集中していたのですが、マイカー中心の社会の中で分散をしていって、駅周辺

が空洞化をしていき、駅の存在が小さくなり鉄道が廃れていくといったような

流れが各地で続いてきました。 

しかもマイカーは直接、行きたい所に行って、用事が済むと帰ってしまいます

ので、街に人が滞留することがありません。従って、それによって街の活気が失

われていくといった悪循環がずっと続いてきました。 

ではこうした中で、今後もマイカーを便利に使い続けられるかというと、一つ

大きな危機的な要素があります。今、全国的に進んでいることなのですが、ガソ

リンスタンドが次々と廃業しています。人口減少によって需要が減ったという

こともありますし、車の燃費の向上やハイブリッド車の普及によって給油の頻

度が減ったということもあります。それに加えて、地下のタンクが 40年を超え

ると更新をしなければならないのですが、そこにお金がかかるとなると、個人経

営の小規模ガソリンスタンドでは経営は成り立たないのです。特に地下タンク

の改修を機に店を閉める高齢の経営者がかなり多くて、だんだん大規模なセル

フスタンドに集約される傾向があります。 

現実に長野県辺りですと、ガソリンを入れに行くために 20㌔㍍ぐらい走らな

ければならないといった地域も、かなり出てきている状況です。ですから今後も

マイカーを楽に乗り続けられるかというと、そうでもなさそうだという面も見

えてきます。さらに今、原油価格も上がっています。 

 

ドライバー不足が深刻化 
一方で公共交通機関の方はどうかというと、先ほど申し上げましたように、全

国的にドライバー不足が非常に深刻化しています。ですから、必要な運転者がい
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ないために、需要があったとしても、あるいは新たな計画で路線延長や新設をし

たいということになっても、どこかを減らさないと新しいことができないとい

う状況にあります。人の問題で、できないのです。 

路線バスが減便したり廃止したりする理由というのは、以前は利用者が減っ

て赤字だから止める、減便をするということだったのですが、今はどちらかとい

うと、乗務員が回らないから減らす、というふうに変わってきています。コミュ

ニティバスのような行政からの委託の事業も、事業者にとっては固定収入にな

る話なのですが、だんだん人の問題で受けられないということになってきてい

ます。 

タクシーの場合はバスよりもっと深刻で、どんどんタクシードライバーの高

齢化が進んでいるほか、会社自体が後継者不足で撤退するタクシー事業者も多

くなってきています。福島県の例ですが、最寄りのタクシー営業所まで 30㌔㍍

から 40 ㌔㍍ ぐらいというケースもざらに出てきています。隣の新潟県でも、

タクシー空白地域がかなり出てきています。そうなってくると、いざ移動が必要

な時に移動する手段がない、ということになりかねません。 

タクシーが迎えに行けない地域というのも結構、出てきています。例えば、街

中にタクシーの事業所があって、街中からどこかへ行ってくれと言われれば、当

然行きますが、限られた人で回さなくてはいけないとなると、遠方のどこそこに

迎えに来てほしいと言われても、「それは申し訳ないが行けません」というタク

シー事業者が増えてきています。 

そうなってくると、例えば、「このエリアはこのタクシー会社が事業区域とし

て持ってます」と言っても、実際には「こちらには行けない」というようなケー

スが、少なからず出ています。実態と認可上の区域が、実際には変わってきてし

まっているということがあります。 

この次に書いてあるスクールバスの時間にタクシーを出さないというのは、

スクールバスの運行をタクシー会社に委託しているケースが全国で結構ありま

すが、スクールバスを運行する朝の時間帯は、ドライバーがみんな、スクールバ

スの運転に行ってしまうので、普通のタクシーが出せないという話です。 

こういうような状況が続いてきますと、本当に皆さんが公共交通を必要とす

る 5年後とか 10年後には、もう事業がもたないというような状況になりかねな

いのです。そうなってくると、その限られた需要に対して、計画的かつ適切にサ

ービスを配置しないと、多分、地域の公共交通は持続できないという状況になる

と言えます。乗務員が回らないというのは非常に大変なことで、大都市圏の東京

近辺でも乗務員が回らないから廃止したり減便する、という傾向が出てきてい

ます。 

あるいは路線は維持するけれども、土日祝日は全部運休にさせてもらいたい
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とか、生活路線を優先するとなると、本来であれば、収益を上げられるはずの高

速バスや貸切バスを削らざるを得ない、というようなことになってしまいます。 

もう背に腹は代えられなくて、本来だったら収益になるはずのバスのラッピ

ング広告を、自分の会社の乗務員募集で埋め尽くしているようなケースも少な

からず出てきているという状況です。 

よくマスコミで、今後は自動運転の時代になってくるので、ドライバー不足な

どの救済策になるのだというような論調で書かれることがあるのですが、本当

に期待できるのかというと、技術的には、自動運転の技術は現在でも相当なレベ

ルにはなっていますが、実際に普及させようと思うと、かなりいろいろなハード

ルがあります。技術的な到達と、だれもがその恩恵に与れる“普及”というのは

違いますので、本当に実用化をできるかというさまざまなテストを経て普及す

るには、やはりあと十数年必要だろうと思います。 

さらに勘違いされやすいのですが、自動運転と無人運転は違いますので、人が

要らなくなるには、さらにいろいろなハードルをクリアしなければいけない。と

いうことになると、目前の担い手不足には多分、間に合いません。将来的には自

動運転、無人運転の時代は順次来るでしょうが、これが今の課題解決にはおそら

く間に合わないと思います。 

今の段階というのは、一定の前提条件のもとで社会実験を繰り返しながら、そ

の成功体験を積み重ねていくことによって、将来につなげていくという位置付

けになるのだろうと思います。ですから、過大な期待を自動運転にはしないでほ

しいというのが、私の考え方です。そうなってくると、このままでは人の問題で

地域の足が守れなくなる可能性が高いということです。 

私は山口県山口市の交通政策に 20年ぐらい関わっているのですが、山口市で

は、もし担い手がいないために必要な移動手段が確保できないとすれば、それは

既にバス事業者やタクシー事業者といった民間事業者の問題ではなくて、地域

社会全体の問題だという位置付けの下に、ドライバー確保のきっかけ作りを行

政もいっしょにやろうということにしました。 

私も直接、関わっている山口市公共交通委員会の主催で、バスとタクシーの運

転体験会を実施しました。残念ながらコロナ禍で、ここ 2 年できなかったので

すが、その前に 2回ほどやりまして、市内のバス・タクシー事業者と山口運輸支

局が協力した形で、関心を高めるところまではできたかな、と思ってます。です

から、こういう機会も必要なのだろうと思っています。 

 

コロナ禍が追い打ち 
ここ 2 年ぐらいのコロナ禍で、かなり交通事業が打撃を受ける結果になりま

した。だいたい 2020年度は、鉄道や乗合バス、タクシーの収入が、一昨年度比
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で 60 ㌫から 70 ㌫くらいにまで減少しました。それだけでも非常に厳しい状況

で、現在、だいたい 70 ㌫から 80 ㌫ぐらいのレベルまで戻ってきていますが、

この間に人の移動、人の行動は明らかに変わりました。生活のうえでの外出、例

えば、通院や買い物の頻度がかなり低下しています。過去には週に 2 回、3 回、

買い物に行っていた人が、外出自粛みたいな中で「じゃあ、１回にしとこうか」

となって、1回にしてしまったら、それでなんとかなってしまった、となりまし

た。 

そうなると自粛が解除されても、週１回で済ませるというようなことになっ

てしまいます。それから、コロナ禍でテレワークなどが普及したことによって通

勤や出張が減少した、といったこともあります。夜間、飲み歩くといったような

行動がかなり減少した結果、今のように少しずつ状況がよくなってきても、人出

はあまり元に戻っていない、という現実があります。 

東京などでも、以前は 22時、23時ぐらいの電車が非常に混んでたのですが、

今はどちらかというと、その時間帯の電車がガラガラで、もっと前の時間帯の方

が混んでいるというような実態があります。おそらく、これ以上、元に戻らない

のではないか、2019 年ぐらいに比べて、7 割、8 割ぐらいのところで戻りが止

まるのではないかという予想がされていて、私もそんな感じかなと思ってます。 

今日、私は東京から北陸新幹線で来ましたが、観光流動なども、金沢に行く観

光客はそれなりに戻ってきているかなという感じはしました。ですが、やはり戻

り切ったという感じはなくて、従来だったら朝の下りの速達性のある列車につ

いてはほぼ満席の状況だったのが、そこまではいっていないというようなこと

を考えると、まだちょっと様子見のところがあるかと思います。そういう意味で

いうと、やはり先が見えない状況に変わりはなさそうだということが言えるか

と思います。それがそのまま、事業者の厳しい経営に影響してくるわけです。 

バス事業の場合、収入の柱だった高速バスや貸切バスが減少したままの状況

になっています。高速バスは現在、全国的な平均を取るとだいたい半減ぐらいの

状態で推移してます。それから貸切バス事業は、この写真にあるように、車庫に

びっしり貸切バスが動かないでいるような状況は、何とか脱しましたけれども、

学校の修学旅行などが少しずつ戻ってきているとはいえ、今でもやはり稼働率

は 19年度比でいうと 30㌫程度までしか戻ってないという状況があります。 

そうしますと、そこで収益を得て生活路線を何とか維持するという内部補助

ができなくなってしまいます。そうなると生活交通に影響が出てきます。さすが

に今のところある程度の規模の路線バス事業者の廃業はありませんが、1年半も

コロナ禍が続いたことによって、タクシーや貸切バスの事業者では全国で廃業

したケースが 100件以上、出ています。 

鉄道や乗合バスなどでも、少しずつスケールダウンをせざるを得ない状況に
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なっています。つまり、減便をしたり、あるいは一部の路線を廃止したりという

ようなことをせざるを得なくなってきています。事業者によっては従業員の賞

与や給料に手を付けざるを得なくなってきたケースも出てきています。そうな

ると、いい人材が確保できなくなるので、コロナが収まったとしても、先に説明

した人材不足の問題はずっと残ってしまって、もしかしたらさらに深刻化して

しまう恐れが出てきています。 

 

車内感染の危険性 非常に低い 
バスやタクシーには“密”というイメージがあって、利用を控える人も少なか

らずいます。しかし、バスやタクシーでの車内感染の事例というのはほとんど出

ていませんし、バスやタクシーの乗務員の乗務中の感染事例もほとんどないと

いうことからすると、車内感染の危険性は非常に低いし、換気を含めいろんな感

染対策も十分に実施されています。 

マスクの着用や会話を控えるといった対策を徹底していれば、公共交通の利

用は安心なのだということです。ただ、そのことをいかに分かってもらうかとい

う辺りも重要なことで、この写真のように「バスは安全ですよ、安心ですよ」と

いうことをラッピングして走ってるケースもあります。事業者やバス協会など

の発信はなかなか見てもらえない部分がありますから、やはり自治体などから

も「公共交通は安心である」というような発信を是非してもらいたいと思ってい

ます。 

私が地域公共交通会議などで関わっている市には、ホームページから「公共交

通は安全安心」ということを発信してもらいました。そうすると、それを見てく

れる人はいるので、少なくともバス会社が発信する情報よりも自治体が発信す

る情報の方が、広がりは出てきているような気がします。 

この写真は私がプロデュースをしたのですが、バスをワクチン接種の会場に

してみました。車内をカーテンで仕切ったり、長机を置いたりして、そこでワク

チンを打ちました。なかなかワクチン接種会場がないようなところに、会場の方

から走って行くというようなことを、やってみました。 

これは、山口県柳井市の離島にフェリーでバスを持って行って、バスの中を会

場にしてワクチン接種を行ったものです。バスの機動性を活用すると、いろんな

ことができるという事例として、報告しておきたいと思います。 

この後、もう少し詳しく説明しますが、今後、地域での真剣な議論が必要にな

ってきます。国の法律改正などもあって、地域でできることがいろいろ増えてき

ています。いろんな手法が容認されてきていますので、どんな方法を採用するか

という選択肢は増えているのは事実です。ただ、その分、自治体も本気で考えて

いかなければいけないし、だんだん個人のニーズに近づいた議論になってきま
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すので、地域住民の参加が不可欠になってくることが言えるだろうと考えてい

ます。 

こうした動きというのは、このような厳しい状況になる少し前ぐらいから、単

発ではありますが、いろいろな所で生まれてきています。この写真は、福島県会

津若松市で地域の人たちが中心になってバスを走らせているケースです。こう

いった事例が少しずつ出てきているという傾向はあります。 

今までのところが、現状の公共交通を取り巻く状況と、それにおける問題提起

的な部分なのですが、では今後、何を考えていかなければいけないかということ

について、これから話を進めていきたいと思います。 

 

まちづくりに交通を活かす 
大きく 3 つのポイントがあって、一つは交通だけに問題を限定しないという

ことです。先ほど、マイカーによる地域、まちづくりのとの関連の話をしました

が、交通というのはまちづくりに直結する話ですので、いかにその地域のまちづ

くりの中で交通を活かしていくかという視点が必要になってきます。 

交通というものはネットワークで機能するものですので、単発の、例えば、こ

のルートが維持されたから、それでいいというような話ではなくて、地域の中で

ネットワークを構築することで、全体の移動が賄えるようにするという考え方

が必要です。 

二つ目は、ドライバー不足などいろいろ問題提起をさせていただきましたが、

資源は限られています。限られた資源をいかに有効に活用するかということを、

これからは考えていかなければならないのです。その時は必ずしもバスやタク

シーとなど既存の公共交通との関係だけではなく、さまざまないろんなモード

がある中で、それらとのコラボしていくようなこと、あるいは繋げていくことで

ネットワークを作っていくようなことも考えていかなければなりません。 

最近では、後ほどふれる MaaS などという言葉があります。MaaS の本来の

目的は、さまざまな移動サービスの仕組みがある中で、それを超えて地域の中で

のサービスを総合化するというものです。そういったような視点で、全体的によ

り利便性の高いものを作っていくといったことを考えていかなければなりませ

ん。 

次から次へと新しいものを導入できる時代ではなくなっています。ですから、

今あるものなど、さまざまなものをトータルで眺めながら、上手にそれらを活用

するという考え方が必要になってくると思います。今までの生活交通は、バスや

タクシー、その中間の乗合タクシーやデマンド交通など、いろいろなモードがあ

ったわけですが、これからはそういった形態だけではなくて、その地域に何が合

っているのか、何ができて何ができないのか、この手段は何ができて何ができな
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いのか、といったことをきちんと見極めながら、知恵を出していくことが必要な

ってくると考えています 

 

今あるものを最大限活用 
ネットワークというものはどういうふうに作るのかということですが、まず

は今ある公共交通の評価と、それを持続させる方法はないか、ということを考え

ることです。今、あるものを最大限に活用するというのが、実は最も効率的で、

かつ経済的なやり方であることは間違いありません。新しいものを導入するに

は、それに見合った経費がかかりますし、手間もかかります。そういったことを

考えると、今あるものをいかに活用できるかというのは、非常に大切な視点です。 

ただ、すべて現状を維持するのが適切かどうかということは、きちんと評価を

して、こうにした方がいいということであればこう改善する、という視点はもち

ろん必要なことです。例えば、あまり人が乗っていないバス路線があったとして、

こういうふうに変えたら、もう少し活用できるものになるのではないか、と考え

られるのならば、その方向で少し議論してみるというようなことが、まず必要で

はないかと思います。 

鉄道なども同じことです。鉄道というインフラ資源は、非常に重要なものです。

これを活用できるのであれば、十分に活用する方法を考える方が、全体で考えた

時には経済的です。そういう中で、ここにはスクラップ・アンド・ビルドと書き

ましたが、この地域にとって今後、本当に必要なところに、既存の公共交通の資

源を集中させていくことも必要です。 

例えば、限られた人材でやらなければならないということなどを考えると、あ

まりそれを拡散させるよりは、本当に必要なところ、本当にその鉄道やバスが機

能を果たせるところに資源を集中させていくことが大切です。鉄道やバスはあ

る程度の需要を集約させることで、一番機能が発揮できます。そういう機能を発

揮できる限界を超えたところについては、別の手法を考えながら、それを集約で

きるところに結びつけていくということです。 

つまり、バス路線や鉄道を基幹、ひとつの“幹”の部分にして、そこに“枝”

となるべき交通手段、あるいはさらに“葉っぱ”となるべき交通手段をくっつけ

ていくのです。そうすると全体が一本の木のようになって、交通のネットワーク

ができている、というような形です。それをどういうふうに効果的に作っていく

かといった議論をしていただくのが、一番その地域の交通ネットワークにとっ

てはいいやり方だろうと思います。 

つまり基幹となるものをしっかりと作り、そして基幹のところまで行けば、例

えば、町であるとか、その地域の重要拠点などに行ける、という手段はきちんと

確立しておいて、そこに地域の交通手段を結びつけていくという形です。 
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乗り継ぎを厭わない 
この写真は、東京の一番山奥の檜原村という村です。村には 2 つの谷があっ

て、川沿いに都道が走っていて、そこにはバス路線が通っているのですが、その

路線バスから離れた地域にも集落があります。その地域の足を確保するのに、過

去の考え方だと、バス路線をそこまで伸ばそうというような話になったのでし

ょうが、バスでやっていくのが難しいということで、その地域の中を走る乗合タ

クシーを新たに作って、路線バスが走っているところまで誘導する手段として

活用することにしました。乗合タクシーと路線バスが結節するこのバス停で、都

道を走っている路線バスに接続をさせるという形のネットワークを作りました。 

こういうことを考えた時に必ず出てくるのが、「なるべく乗り継ぎしたくない」

「直接、町まで行ってほしい」という声です。沿線からは当然、そういう声が出

ます。乗り継ぎなしにそのまま行くことができれば、それに越したことないのは

事実です。しかし、ここに路線バスが走っていて、この地域の中を回って人を集

めてくる乗合タクシーも町まで行くとなると、路線バスの方が細ってしまいま

す。路線バスに乗る人がいなくなるということです。 

この路線バスはそれなりの距離を走っていて、沿線の集落をかなりカバーし

ていますので、沿線の集落の人たちははこの路線バスに移動手段を頼っていま

す。乗合タクシーのある集落の人たちは町まで直接行けていいかもしれないま

せんが、路線バスが細ってしまったら結果的に、バス路線沿線の人たちがバスを

維持できなくなって困ってしまうことになります。 

というようなことを、地域の中でいろいろと議論しました。その結果、「これ

は乗り継いでもらって、このバスをきちんと維持できるように育てていくべき

でしょうね」ということになりました。しかし、乗り継ぎが大変なのは事実だか

ら、「じゃあ、こうしましょう」ということで、何をやったかと言いますと、乗

合タクシーは山間の集落でお客さん集めて、ここまで来ます。バスが来る 5 分

前ぐらいに着くように、ダイヤを設定しました。 

田舎のことですので、遅れることはありませんから、ちゃんと時間通りに着き

ます。乗合タクシーはバスが来る 5分前に着いて、止まったまま待ってます。雨

が降ったり、雪が降っていたら、「お客さん、タクシーの中で待っててください」

というわけです。5分経つと、ちゃんと定時にバスが来ます。バスが来ると「お

客さん、バスが着きましたよ」と、すぐ目の前で乗り換えをしてもらいます。 

このような方法を取ることによって、いわゆる“乗り継ぎ抵抗”というものを

なくすことができました。今のところ運賃については、“通し運賃”が認可上、

なかなか難しいので、その代わりに乗り継ぎを前提に、距離も短いことから、乗

合タクシーでここまで来る分の運賃は 100 円としています。あとは普通にバス
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運賃を払っていただくという形を採ることにしました。 

乗合タクシー自体もそこそこの利用があるのですが、この結果、地方バスとし

ては珍しいことに、この路線バスなどに 2 か所、こういう乗り換え場所を作っ

たことによって、4㌫ぐらい利用者が増えました。 

何もしなかったら、おそらく毎年 3 ㌫ぐらい減っていくのが一般的な地方バ

スの状況でしたので、かなり実質的に利用する人が増えたというふうに言って

いいかと思います。 

それから少し時間が経って、沿線の人口が減ってしまいましたので、また利用

は少し減っていますが、こういう方法を採ったことによって、路線バスを育てる

と同時に、利便性を高める乗合タクシーが成り立ったというケースです。 

 

重要な交通結節点 
これは、この地域に合わせて行ったことですので、このやり方がすべてに通用

するわけではありませんが、こういう組み合わせによって複数の地域の利便性

を高めるという方法は、いろいろ考えられるということです。 

そういう時に、それぞれを結節させる場所が非常に大切です。それが交通結節

点ということなのですが、いわゆる基幹の路線、例えば、鉄道を基幹の路線と考

えれば、交通結節点は駅ということになります。その基幹の路線の沿線に、乗り

継ぎができて、待てる場所を作っていくというのは、ネットワークを作ってく中

で結構、大きな要素になります。 

実際に、新たにそういう結節点を作ったケースが、ここにある写真 2枚です。

これは岩手県の盛岡市で、あるところまではたくさんの基幹バスの本数が出て

ます。そこから先にも、結構あちこちに集落が散らばっているので、今までは町

から全部の集落にそれぞれバスを出していました。そうすると、一つのルートに

ついて、1時間に 1本も出せないという状況でした。 

これを、その付け根のところに交通結節点を作って、そこまで町中から基幹的

な路線で運ぶことにしました。そこから先は、その先だけを走るバスに乗り継い

でもらうことによって距離は短くなりますから、それぞれの方面へのバスは 30

分に 1 本ぐらいに増やすことができました。乗り継ぎを容認していただく代わ

りに、全体の利便性を高めることをやったケースです。 

「乗継場所的によいから」というだけで、何にもない場所につくったターミナ

ルだったにもかかわらず、こうやって乗り継ぎができる場所ができると、人が滞

留することが分かったので、7、8 年経つとコンビニができて、ファッションセ

ンターしまむらまでできて、人が集まる拠点に変わりつつあります。 

下は埼玉県ときがわ町で、幹線と支線を乗り継ぐ、あるいはデマンドタクシー

も乗り継げる場所を新設したケースです。 
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こういった乗り継ぎがきちんとできるようなターミナルを作るというのも一

つの方法なのですが、それだけではなくて今まであるものを活用するという方

法もあります。地方のコンビニはかなり広い駐車場があって、大型車も入れるよ

うになっていますので、そういう場所にバス停を作って、幹線のバスと支線のバ

スを乗り継ぐ場所にするとか、道の駅の一角にバスターミナルを作って乗り継

ぎ拠点にするとか、いろんな工夫をしているケースがあります。 

また乗り継ぎをするには、待ってもらうということが必要になりますので、バ

ス待ちのスペースなどについても、いろいろ工夫をしているケースがあります。

こちらの京都市の事例はちょっと大掛かりになりますので、どこでもできるよ

うなものではないかもしれませんが、中にコンビニまである待合施設を作った

例もあります。 

こちらの鳥取県倉吉市の事例は市街地の銀行が、自行の駐車場にバス待ちの

人のための待合所を作ってくれました。駐車場には 10台分ぐらいの区画がある

のですが、この銀行の考え方は面白くて、マイカーで来て駐車場に停める人はだ

いたい１人で乗って来るので、駐車場の回転率とバスで来るお客さんの数を考

えると、１区画を潰してバス停にしてバスを待ってもらっても、十分お客さんの

ためになるというのです。非常に面白い事例です。 

こんなふうに地域の企業なども、いろいろな話をする中で協力してくれれば、

より使いやすい公共交通ができる可能性があるということです。 

 

複数の交通モードが連携 
それから、資源を有効活用しようという考え方の中では、複数のモードを連携

させるというのも大切です。実は路線バスとスクールバスが同じようなところ

を走っているというケースはたくさんあります。路線バスがガラガラになって、

それからしばらくしたらスクールバスも、だんだん子供が減って満杯ではなく

数人しか子供を乗せずに走るようになって、それでもそれぞれに運転手がいる

というような状況が各地で見られます。 

ドライバー不足というのは、路線バスだけの問題ではなくて、スクールバスの

運転手もなかなか確保できないようになっています。路線バスの退職者が運転

している場合もありますので、高齢化してしまっています。そういう中で考えた

ら、両方を統合する方法もあるのではないか、ということで、今は各地でいろい

ろな研究をしています。 

実際にこの事例などでいうと、路線バスが走っている一本道の途中に集落と

中学校がありますので、路線バスを中学校の方まで入れて、学校の前で乗り降り

ができるようにして、スクールバスとしても活用するというものです。やり方は

いろいろあって、例えば、定期券代を教育委員会が負担するようなやり方もあれ
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ば、通学の生徒であるという証明書を提示して、無料で乗るような方法などもあ

ります。 

そういう形で路線バスに生徒を乗せて、スクールバスを兼用させる方法、ある

いはスクールバスとして走っているバスに、地域の人たちがいっしょに乗るよ

うな方法を採っているなど、いろいろなケースが出てきています。ただ、いろい

ろと課題もあって、学校統廃合をした時の条件として「スクールバスを出します」

としているケースや、お金の負担が縦割りで、バスは交通を担当している部署が

所管し、スクールバスは教育委員会が所管しているといったことで、なかなか調

整がうまくいかないケースもあります。 

あるいは保護者が、一般客が混乗することにアレルギーがあって、子どもの安

全というようなことを強硬に言うケースもあって、なかなか進まないという面

があります。特にコロナ禍で、生徒以外の人が乗ることに対するアレルギーが少

し強まったような感じもあります。ただ、地域の移動手段を確保するということ

で言うと、もはや、そんなことを言っている事態ではないということも、理解し

てもらう必要がありそうだと考えます。 

 

空きスペース有効活用 
もう一つは、まったく違うモードとの連携です。貨客混載という言い方をする

のですが、「バスの空いているスペースに、荷物、貨物を載せてしまえ」という

考え方です。 

運送業界も今、ドライバー不足が厳しい状況にあります。それから、ドライバ

ーの過重労働も問題になっている時期でもあります。そこで、バスが往復すると

ころと同じところをトラックが往復しているのであれば、大した量の荷物でな

ければ、バスも満杯になって走っているわけではないので、空いているスペース

に載せようという考え方です。 

実際にどういう形でやっているかというと、こちらは宮崎県の割と大掛かり

なケースです。バスの車内も少し改造して、荷物用のスペースを用意しています。

クール便用のスペースなんかも作っています。この地域は、ヤマト運輸のほか、

日本郵便とも契約をして、郵便物も運んでいます。積み下ろしをヤマト運輸の人

がやって、バスの中に積み込みます。この路線は終点まで 50 ㌔㍍ を走るので

すが、終点で現地のヤマト運輸の人が荷物を受け取って、集配はヤマト運輸でや

るという仕組みです。 

同じようなことを、普通の路線バスにこのような荷物用のボックスを据え付

ける簡易な形でやってるケースも結構、増えてきています。おそらく全国で 30

カ所ぐらいは、こういう貨客混載をバスでやっているケースがありますし、鉄道

でも最近は貨客混載がかなり進みつつあります。 
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ですから、いわゆる公共交通機関の空いたスペースを使って荷物を運ぶとい

う形は、今後も進んでいくだろうと思います。一部ではタクシーを使ってやって

るケースも出てきています。私は逆に今後は、末端部の細かな集配をする車に、

1、2 人の乗客を乗せるような仕組みをつくれないか、ということを研究してい

て、いろいろ各地に提案をしたりしているところです。そういうものをいろいろ

と組み合わせることによって、今ある資源をもっと活用した形で移動手段の確

保ができるのではないかと思っているところです。 

こういうふうに、いろいろなものの組み合わせによる地域公共交通のネット

ワークづくりが、これからは非常に大切になります。 

 

進むニーズの分散化 
今後、だんだんと人口も減っていきますし、ニーズが分散して少量のニーズが

あるというような状況が増えてきます。乗合タクシーやデマンド交通は有効な

手段ではあるのですが、少ない人をそのニーズに合わせて輸送しますので、コス

トが非常にかかるやり方をせざるを得ないことになります。 

特に利便性を高めたり、あるいはサービスを拡大したりすると、膨大な財政負

担が生じる可能性があります。それをどうするかという問題がひとつ。それから

人の問題も含め、そういった少数分散型の交通ニーズに対して、バスもタクシー

も対応できない地域が今後、増えてくる恐れがあります。 

その場合、地域の共助で何とかしようという考え方が、全国各地で出ています。

その考え方の方向性は正しいのですが、本当に安全確保をしつつ持続的に無理

なく地域の足を確保できるのか、地域で十分議論していただきたいと思います。 

最初に申し上げた通り、国の制度もだんだん変わってきていますので、いろい

ろな方法が出てきています。例えば、交通空白地有償運送、福祉有償運送、ある

いはライドシェアのような形も含め、いろいろな手法が考えられるようになっ

てきています。 

ただ、実態をいろいろ見てみると、「老老送迎」と言う人がいるように、どん

な方法を採るにしても、地域に高齢者しかいないため、高齢者が高齢者を送迎す

るような実態が出てきています。 

また、それぞれの手法には特性があって、単純に利便性や機動性が優れている

から採用できるかということでもなくて、安全管理や運行管理のノウハウ、担い

手がどういう状況にあるのか、コストはどのくらいかかるのか、あるいは本当に

持続できるような仕組みなのかどうか、この辺が総合的に判断されないと決断

するのは難しくなります。 

また、デマンド交通なども含め、小規模な交通モードで地域全域をカバーしよ

うというのは、ちょっと無理があります。そういう意味でもネットワークにメリ
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ハリをつけて、鉄道やバスなどを基幹交通として上手に活用していく必要があ

るかと思います。 

需要をどれだけ集約するのか、あるいは個人のニーズにどれだけ近づけるの

かといったことを図式化すると、ざっくりとこんな感じになるかと思います。デ

マンド交通の説明をする時に作った図なので、デマンド交通の部分が少し大き

めに書かれてます。デマンドのやり方の中にも、定時定路線でやる方法から、ま

ったく時間もルートも定めずにやるような方法まで、いろんなものが現実には

あります。こういうふうに個人のアクセス、つまり個人ニーズにどれだけ近づけ

られるかということで言うと、一般タクシーに近い方法では代わりに単位コス

トが大きくなります。 

全体のコストから見ると、やはり鉄道が一番大きく、タクシーやデマンドにな

るとかなり全体のコストは下がってきます。その代わり、利用する人 1 人当た

りのコストで見ると、明らかに上がってくるわけです。だから、タクシー料金が

高いという話をよく聞きますけれども、やはり 1 人の運転手が 1 人のニーズに

対して、ドア・ツー・ドアで移動するサービスを提供するということから言えば、

運賃がある程度高いのは仕方ないというか、当たり前のことで、妥当な話なので

す。 

 

何を重視し だれが負担するか 
ですから、そういうことを考えた時に、どこを重視し、だれがどういうふうに

負担をするかといったことを考えていくことが、非常に重要なことになります。

今、全国的にはデマンド交通が注目されています。個々のデマンドに応じて運行

しますから、よりドア・ツー・ドアで移動ニーズに近づけられます。 

あるいは、「予約がなければ運行しないのだから、空気を運ぶ無駄を省くこと

ができます」といったようなメリットがアナウンスされているわけです。ただ、

複数のデマンドを同時に満たすということになると、定時性や速達性を考えれ

ば、一定の許容範囲を持ってもらわないといけないということになります。それ

から、こういうシステムになっている以上、1人でも予約があれば、回送で迎え

に行ったりしなければならないケースが出てくるとなると、空車運行はゼロに

ならないので、効率化にも限度があります。 

それから、予約があることを予測して、乗務員を待機させておかなければなら

ない、といったようなこともあります。現実には全国的に見ると、デマンドを乗

り合いで複数の人が乗って利用しているケースは非常に少なくて、統計を取る

と 2人以上が乗っているケースは多分、2割ぐらいにしかなりません。そうなっ

てくると、乗り合いを前提として、運賃を 300 円とか、せいぜい 500 円ぐらい

に安く設定していますから、利用する側にとっては単なる“安いタクシー”にな
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ってしまっているケースが少なからずあります。 

問題になった事例として、山口県宇部市の例を紹介します。街中から 7 ㌔㍍

ぐらい離れた山間の集落までデマンドを設定していたのですが、毎回 1 人のお

ばあちゃんを空で迎えに行って、町まで乗せて行って、おばあちゃんが帰るとき

に、また 1人だけ乗せて集落まで行って、降ろしてから空で帰る、ということを

繰り返していました。運賃は 1 回 300円なので往復 600円払うのに対して、行

政負担が 3,000円ぐらいかかっていました。 

さすがにこれは正しい税の使い方ではないだろうということで、運行してい

た事業者も「これは本来の姿じゃない」というような提案をした結果、今は普通

のタクシーを行かせるような手法に変わっています。 

財政負担でデマンドをやるのであれば、みんなに適切な財政負担だと思って

もらえるような範囲でやる必要があります。私は財政負担で運行するなら、せめ

て時間を決めるということはやるべきだと思います。 

本当に自分の行きたい時間に行きたいのであれば、普通のタクシーを利用し

てくださいという話です。財政負担でやるのであれば、例えば、何時の便、何時

の便というふうに時間を決めて、それに予約をして乗ってもらうというような

ところまでかな、と思っています。デマンドが注目されて、全国で増え続けてい

ますが、もっといろいろ議論して考えていかなければならないというふうに思

います。 

 

タクシー活用の生活交通も 
これに対して実は、一般のタクシーを活用した生活交通というものもありま

す。タクシーというのは、いわば究極のデマンドです。自分の好きな時間に好き

な場所に呼んで、自分の行きたいところまで行ってもらって、それに対して発生

する運賃を払います。その運賃が高いかどうかというぐらいの違いです。実はタ

クシーというのは、事業者さえちゃんとあれば、使える交通手段です。 

長野県豊丘村では、一定の条件を満たす村民に利用証を交付しています。エリ

アは村内全域と、隣町の総合病院や鉄道駅、大型スーパーがある辺りを含めた範

囲に決まっていて、利用証を受けた利用者は普通にタクシーを呼んで使います。

今は初乗り運賃が変更になって変わりましたけれど、利用者は 1 回、タクシー

に乗るに当たって、当時の初乗り相当の 700 円を負担します。あとはメーター

料金との差額を村が負担しますという仕組みを作りました。 

なぜこのやり方が優れていたかというと、利用者は普通にタクシーを呼んで

乗るだけなので、事業者も村も特別な仕組みを作る必要がなくて、利用証を発行

するだけです。ですから、新たな投資はまったくありません。仕組みも単純です

から、事業者は普通に認可運賃で輸送して、認可運賃のうち 700 円は利用者か
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らもらって、残りを村からもらいますから、普通に営業利益が得られます。 

利用者の方も、こういう仕組みでやると、生活の知恵をいろいろ考えるわけで

す。タクシー運賃負担は 700 円ですので、2 人で利用すれば 350 円ずつでいい

わけです。そういうことを考えますから、「いっしょに行こうよ」というお誘い

をするわけです。2人で用事を済ませる、3人で用事を済ませるということによ

って、ある程度、需要も集約されて行政負担が減ります。でもタクシーの需要は

それなりに残るわけです。 

それがこの写真のタクシー会社ですが、この会社の社長は「豊丘村では一定の

仕事がいつもあるから、ここから撤退する予定はありません」とはっきり言うの

です。タクシーという既存の仕組みを上手に使ったことによって、タクシーの撤

退も防げれば、地域の人のニーズもかなり満たせるものができたということで

す。 

こういうふうな工夫をすることによって、デマンドをわざわざ新しくやるこ

ともなかったというケースもあるということです。一般のタクシーを上手に使

うという方法もいろいろあります。 

今後はタクシーがなかなか行けないような地域も増えてきますから、そうい

うところでは地域の中で、例えば NPO が自家用有償をやるというようなケー

スが、これから全国でも増えてくるでしょう。 

 

すべてを賄おうとしない 
これは岩手県北上市の事例で、ここに停まっている車は地域の NPO が、「自

家用有償」と言って自家用車で運賃をもらって運行する方式を、正式に認可を得

てやっているものです。 

計画を作る時に、こういうものができるのだったらと、ついついこれで全てを

賄うと考えてしまいますが、持てるノウハウやマンパワーの状況によって、出来

る範囲は限られてきます。この NPO も登録している運転者の 8割ぐらいは 60

歳以上と、それなりに高齢です。そういう中で、あまり長距離を運転するのは安

全上、どうなのかということがあります。 

また、登録している運転者の数に限りがありますし、全員が一度に運転を担当

できるわけでもないので、あまり長距離を走ってしまうとサービスが提供しに

くくなります。つまり、次にだれかが利用したいという時に、「まだ町に行って

戻って来ていませんよ」というような話になるということです。 

それでは本来、地域のためになりません。せっかくこの地域までは、町からバ

スが走っているのだから、町からこのスーパーまではバスを使ってもらって、こ

こから地域の中は NPO の自家用有償の車が送迎する形にしましょうというこ

とで、バスと接続する形を作ったのが北上市のやり方です。 
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そのことによって、無理なく続けられる仕組みになりました。ですから、役割

分担を図ることが大切です。北上市の場合は自家用有償ですが、このほかに地域

の共助によって、ボランティアで無料送迎をするような仕組みもあります。 

しかしこれもあまり広範囲になると、安全上の問題などがいろいろ出てきま

す。ですから共助であれば、「ご近所に限り、バス停まで」などという形にして、

バスで太いパイプを一つ作っていくというようなやり方が、多分一番持続的で

地域の役に立つやり方なのだろうと思います。 

それともう一つは、地域の中でこういうふうにボランティアや NPO 等でや

る場合、私は相談を受けるといつも、安全管理ができる人を仲間に入れたらいい

と提案をしています。多分、地域の中にバスやタクシーの OB がいらっしゃる

のではないかと思います。かつてバス会社で働いたことがある人、タクシー会社

で働いたことがある人は、何かあった時にどうすればいいかという術を知って

ます。本当に何かあったときに、どこにどういう連絡を取ればよいかとか、どう

いう処理をすればいいかということをきちんと分かっていますので、それが安

全かつ持続的なものにつながっていくということです。そういうこともしなが

ら、いかに地域の中で続けられるものを作っていくか、ということです。 

これはちょっとおまけですが、地域の中にはおそらくさまざまな移動手段が

存在しています。企業の送迎バスであったり、病院の送迎バスであったり、自動

車学校の送迎バスであったり、あるいは学校の送迎バスといったものです。それ

ぞれ人材と資源を使って、コストをかけてやっているのですが、なかなかコスト

や人材の確保が難しくなってるケースもありますので、地域の中のこういった

ものを洗い出してみて、うまく活用できるものを上手に活用するような考え方

も必要かなと思います。 

実際にやっているところもあります。自動車学校の送迎バスなどは、自動車学

校のサービスの範囲ということですが、地域の人に乗ってもらうということを

やってる地域もあります。 

 

どこまでを公共交通とするか 
それから、どこまでを公共交通として考えていくのかということも、少し難し

いところです。これは先ほどの北上市の自家用有償ですが、本当にドア・ツー・

ドアでしか移動できない人を、いわゆる公共交通で救うのは難しいです。これは

福祉輸送サービスでカバーすることが必要になってきます。 

福祉有償という制度もありまして、実はこの北上市の NPOも自家用有償をや

りながら、福祉有償も使い分けをしてやっています。福祉サービスでしかカバー

できないような需要以外の一般的な移動ニーズについては、公共交通とそれを

補完するようなサービスの組み合わせによるネットワークでカバーすることに
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なりますが、今はいろいろな手法があります。 

例えば、社会福祉法人のような施設の送迎自動車が空いているのを使って、例

えば、「週に 1回、地域の人の送迎をしてもらう」というような地域貢献事業を

行ってもらうなど、いろいろ活用できるものはあります。いずれも無償でないと

法律的に難しいので、できる範囲を地域できちんと見極めながら進める必要が

あります。 

そういう社会福祉法人が「週に 1 回ぐらいだったらサービスができます」と

言ってくれたのを、ありがたいから「週 3回、4回にしてくれ」と言っても、そ

れはできないかもしれません。この辺は地域できちんと見極めていく必要があ

ります。 

どんな手法を採るにしても、必ずしも金銭的なものだけでなく手間など、一定

の負担が生じてくるので、それぞれがその負担を分担しながらやっていくのだ

ということを認識する必要もあると思います。 

最初に免許返納の話を申し上げましたけれども、中山間地域などで農業など

をやっていると、農業用の車を動かさなければならないので、免許返納まではい

かない人もそれなりにいるのは事実です。でも最初に申し上げたように、いつま

でも運転できるわけでもないし、運転できる範囲は狭くなってきます。 

だとすれば、公共交通を一軒、一軒の前まで走らせるのは難しいので、公共交

通が走っているところまでは公共交通を利用してもらって、そこに小さな駐車

場を設けておいて、地域の人たちは、その拠点となる駐車場、例えば 300 ㍍ 先

のバス停のところまでは車で来てもらって、そこに車を置いてあとはバスで町

へ出てもらうそんな仕組みを作れないかと思っています。 

 

マイカーも上手に使う 
私が山口県山口市で進めているのが、バス停の近くに数台停められる駐車場

を作っておいて、軽トラでいいからそこまで乗ってきて、そこに止めてあとはバ

スで町に行ってもらうという仕組みです。今、4箇所ぐらいに増えました。 

これをやったところ、最初はそういう習慣がないので、なかなか使う人がいな

かったのですが、2年ぐらい続けてみたら、毎日 3台、4台ぐらいの自家用車が

止まるようになりました。地域の人に聞いてみると、この方式だったら車の運転

は地域の中の短距離だけなので、本人も安心できるほか、何よりも家族が一番安

心できるそうです。 

本当は、お父さんに町まで車を運転してほしくないのですが、本人が「車で行

く」と言うから、今までは車で行かせていたけれども、そこに駐車場があるのだ

から、「お父さん、あそこまでにしてよ」「分かった。じゃ、あそこに止めてバス

で行く」と言ってくれて、家族が一番安心できるようになったそうです。 



  【第１回講座】 

21 

 

私は、この方式はもう少し全国に広げられるのではないか、と思っています。

そのことによって、バスの利用者もそれなりに増えていくということもありま

すし、マイカーがすべてダメというわけではないので、マイカーを使うなら上手

に使うという考え方の中で、こういう方法もあるだろうということを、今後あち

こちで提案していきたいと思っています。 

これはおまけです。世界各地にはいろいろな移動手段がありますので、今、日

本でできなくても、何か考えるヒントになるかもしれません。このキューバの事

例なんて、スゴイでしょう。トラクターの後ろに客席を付けて、そこにお客さん

乗せて走っています。これはアジアの国々でよく見ますが、自転車の横にサイド

カーを付けてお客さんを乗せています。このようなものも含め、いろいろ検討の

余地はあるということをちょっと見ておこう思います。 

 

信頼関係と共通認識を 
これからの取り組みについて言うと、まず地域住民が当事者として参加する

ことが必要だということです。行政だけで考えても、ニーズに合ったものはでき

ません。地域住民が自ら考えて作る、それから育てる。そういう意識を持って取

り組むと、自分たちの作った交通機関だという意識も出てきますから、それが利

用促進にもつながります。 

それから関係者の責任分担と信頼関係を作っていくということです。行政と

運行する事業者、あるいは住民が、意見交換の場を作って本音をぶつけ合うよう

な機会をなるべく作ることです。さらに繰り返し議論することで、だんだんそれ

ぞれの本音が分かってきますから、信頼関係ができてきます。私はここ 20年ぐ

らい、いろいろと各地の交通政策などに関わってきましたが、一番思うことは、

それぞれの主体の信頼関係がきちんとできたところが、一番うまくいっていま

す。ですから、それを作っていくことが必要です。 

それから意見や議論がすれ違ってはいけないので、先ほど言った MaaS です

とか、AI デマンド、共助、自動運転といった新しい言葉に当たったときは、そ

れがどういうものかということに共通認識を持って話をしていかないといけま

せん。名前だけにひかれて、それを導入することが目的になったりしがちになり

ます。この辺はちょっと注意が必要と思っています。 

それから、なるべく視野の広い議論をしていく必要があります。財政負担をど

うするかということはもちろん、直接の受益者でない人の感じ方を考える必要

があります。とかく、直接利用する人や、こういう交通機関がほしいと思ってる

人だけで議論が進みがちなのですが、財政負担をする以上、広く市民が関係して

きますので、例えば、正しい財政負担のあり方としてはどの辺まで負担してもよ

いのか、直接の受益者がどのくらいの割合で負担すべきなのか、といったことを
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きちんとしないと、あとでしこりを残したり、続かなくなったりします。この辺

はやはり大切なことと思っています。 

私も先ほど申し上げた通り、山口市などでいろいろやってきておりますが、行

政が一方的に作って与えた地域交通には、現実に合わないケースが多くありま

す。赤字の部分を漫然と 100 ㌫行政が補助する仕組みでは、だれも何も考えな

くなります。それで成り立ってしまうので、工夫もしなくなります。そうではな

くて、地域主体でいろいろと議論をして決めていくことが大切です。地域の人た

ち、あるいは交通事業者も、どこの部分をどれだけの負担をするかということを

議論して決めていく。そのことによって、地域の人たちも頑張れる部分は頑張る

し、行政から助けてもらう部分は助けてもらう。そういったことをしながら、地

域にとって一番よいものを作っていくということが必要と思います。 

この図は山口市の仕組みですが、細かく説明すると大変ですので、後ほど見て

いただければと思います。こんなふうに、地域の人たちが一生懸命、地図を前に

して、「あそこは、こういうふうに通ったら行けるのではないか」「ここには、○

○さんのおばあちゃんが移動できなくて困っているから」というような話をい

ろいろして、乗合タクシーのルートを決め、手作りの開業式をやりました。全部、

地域で手作りしたのです。 

私も開業式の前日に行きましたが、ここにあるティッシュの花は 10人ぐらい

のおばちゃんが集まって、一生懸命作って飾りました。こういうことをやると、

この地域の自分たちの乗合タクシーという意識がすごく強まります。決して黒

字になるようなものではありませんが、利用者は常にいるというものができて

きます。そういうことはやはり考えていかなければならないことで、私が関わっ

たところだけの紹介ですが、各地で地域主体の乗合タクシーなどができてきて

います。 

だだ一方で、最近、見えてきた“壁”もあります。取り組んでいる地域の人た

ちもだんだん高齢化をしているにもかかわらず、初期の人がそのまま続けてい

て、その人たちもみんな高齢になってしまっているケースがあります。後継者を

どう育てるかという課題です。キーマンになる人がいると非常にうまく進むの

ですが、半面、そのキーマンに頼りすぎてしまうと、その人が疲れてしまったり、

あるいは何らかの都合で続けられなくなると、運行自体が続かなくなるという

ことが見えてきました。 

あと、人口減少はどこでも進んでいます。地域の中の人口減少が進むと、利用

者を増やすことには限界が出てきます。例えば、こういうデマンドタクシーなど

でも、毎日のように通院で利用していたおばあちゃんが入院してしまったり、亡

くなってしまったりすると、乗車率がものすごく変わります。「あの人、毎日乗

っていたけれど、最近乗らないね」と聞いてみたら、いつも病院に旦那さんの看
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病でデマンドタクシーに乗っていたのが、旦那さんが亡くなって行く必要がな

くなってしまった、というようなこともあります。 

乗車率が変わるということは当然、収入も変わってきます。もともとのパイが

小さいだけにそういう 1 人の動向に左右されるようなケースが多くあります。

常に運営の仕方や負担の方法などを見直していかなければならないということ

があります。人手不足の問題なども出てきますので、本当に一つひとつの課題を

細かくクリアしていかなければなりません。 

 

無理なく続けられるように 
ではどうするかということですが、画面に書いてあることは今までお話しし

てきたことですので、読んでいただければと思います。論点として、こんなこと

があると思います。どんな目的を優先して、その公共交通をつくる、あるいは育

てていくか、ということです。やはり、ターゲットがある程度、分かっていない

と、適切なサービス提供ができません。財政負担を含めて、どれだけコストを掛

けられるのかということも一つの大きな論点になります。 

無理なく続けられるのはどんなやり方なのか、担い手の動かし方などいろい

ろあります。無理なく続けられるやり方でないと、どこかでつまずいてしまいま

す。例えば、共助などについても、最初の時は皆、使命感を持って始めるのです。

「地域のために役立ちたい」「あの人のためにやりたい」と言って始めるのです

が、それを続けていく中でだんだんと義務になり、義務が負担になるケースもあ

ります。それだけに、過大な負担をその人にかけるような仕組みを作ってはいけ

ません。こういうことも常に考えながらやっていく必要があります。 

そういうことを考えながら、毎日運行するのか、週何回運行するのか、何時間

に 1本か、1日何便運行するのか、カバーするエリアや目的地といった必要なサ

ービスのボリュームが決まっていきます。 

また、定時定路線型がいいのか、いわゆる予約型のデマンド型がいいのか、と

いうことも議論しなければなりません。ドア・ツー・ドアのデマンド型は利便性

が上がりますが、どうしてもコストがかかりますので、きちんと議論する必要が

あります。 

デマンド型は予約をしなければなりません。この予約に対する抵抗というも

のは決して小さくないので、この辺をどうカバーしていくかということもあり

ます。それから共助などで、個人に近づけることは望ましいのでしょうが、みん

なの協力で成り立っているのだということとの折り合いを、どうつけて仕組み

を作っていくか、ということも考えることが必要です。 

これは意外と意識されていないことですが、地域の中に入って行けば行くほ

ど、小型の車でやるようになります。一般の乗用車と同じサイズの車で、公共交
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通的な移動手段を確保することになります。そうなってくると、小型であるが故

の利用者心理というものがあります。 

皆さんも、乗用車で知らない人と乗り合わせる状況というものを考えてみて

ください。知らない人といっしょに狭い空間にいることが気詰まりだというよ

うなことがあると思います。逆に知っている間柄でも、狭い集落、狭い地域であ

ればあるほど、「あの人とは乗りたくない」ということがあります。実際にあっ

た話ですが、過去の歴史の中で、この地域とあそこの地域の人は水利権でいろい

ろ争いをしていて、「あそこの連中といっしょに乗るのはいやだ」「同じの車を使

ってやるのはいやだ」とか、そんな話が出てきたりするのです。小さい車であれ

ばあるほど、です。小さめの車でも、マイクロバスのように真ん中に通路があっ

て、両側に座席があるような車だったら、あんまり考える必要はないのですが、

普通車のようにすぐ隣り合わせ、あるいは出入りする時に、前の人にちょっとよ

けてもらわなければなければならないような車の場合は、どうしてもそういう

問題が出てきます。だから、デマンドに乗り合わないのです。 

そういうことも考えていくと、小型車を使う時に、どんな方法だったらうまく

折り合いがつけられるかといった議論も、実は必要なのです。その辺のことは多

分あまり気にされたことがないと思いますので、その話を最後にしておきます。 

あとは公共交通を楽しくすることもいろいろ必要です。これは私が住んでい

る東京都のバス会社が毎年、多分再来週ぐらいからやるのですが、12 月になる

と 2 台ぐらいのバスの乗務員がサンタクロースの格好をして乗ります。クリス

マスバスという名前です。 

これもクリスマスに市民バスを装飾したケースです。公共交通そのものを楽

しくすること、それから話題になることで知ってもらうこと、知ってもらったこ

とによって意識してもらい、「公共交通にはこういうものがあるのだ」「公共交通

はこんな使い方ができるのだ」ということを分かってもらうのが狙いです。 

今では、働き盛りの世代が子供のころからマイカー世代になっていますので、

公共交通は意識されていないことが多いのです。ですから、公共交通をきちんと

認識してもらうという取り組みも必要になってきています。私はこういうこと

が大好きなので、あちこちでイベントを仕掛けたりしています。そういう利用促

進の考え方も非常に大切だということを最後に申し上げて、少し時間をオーバ

ーしましたけれども、私の話を終わりにさせていただきたいと思います。 

 

ご清聴ありがとうございました 

 

 


