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「地域交通問題について」 
講師 愛知大学地域政策学部非常勤講師

                   （元東海自治体問題研究所事務局長）

可児 紀夫

4 月 14 日（土）アイプラザ豊橋において、可児紀夫さ

んを講師にお招きし、地域交通問題をテーマに第 4 期地

方行財政講座(第三回目)を開催しました(参加者 22 名)。 

 可児紀夫さんは、長年にわたり交通問題を研究されて

みえます。地方交通問題は、過疎化、高齢化により深刻

になっています。交通手段は買い物など生活を支える最

も基本的なものです。全国の事例も交えながらお話して 

いただきました。

講演要旨は次の通りです。

 今日は地方交通がどのようになっているかお話し、ご批評をいただきたい。

 話の内容は、五つに分けてみたい。

 つ目に、地域交通の衰退の現状とその本質は何かということ。

 つ目に、地域交通の法律と制度。

つ目に、交通とは何かということ。

 つ目に、事例研究。

つ目に、地域交通に対する提言、という順序でお話したい。

Ⅰ 地方交通の衰退―現状と本質

最初に、私の問題意識を言っておかなければならない。それは、地域交通がこ

会報 : 「東三河くらしと自治」 
2018 年 4 月 30 日 第 66 号 

発行 : 東三河くらしと自治研究所 
発行人 : 宮入興一 (代表世話人) 
住所 : 豊橋市中柴町 100-1 
東三河労連内 : 0532-54-2011 



東三河くらしと自治研究所・会報             年 月 日 号

れだけ悪くなったのは、戦後 年の国の交通政策の誤りにあるということ。大

きくは二つの点で。一つは、 年代、バス路線の廃止が続いたとき、マイカ

ー中心の交通政策を改めず、総合的な交通対策を打ち出さなかったこと。アメリ

カは事例で紹介するポートランドのようにちゃんと対策をしている。

もう一つは規制緩和を推進したこと。戦後、国は地方自治の理念をないがしろ

にして政策を進めてきた。

地方自治の参加と自治という理念が交通政策の中に生かされていない。今、地

域の皆さんの声を行政が聞かないという状況がある。国は住民の参加も含めて地

域公共交通活性化協議会を作った。ところが、協議会を作ったことが住民参加と

いうことで、行政は広く地域の人に顔を向けていない。

月末で島根県の三江線というのがなくなったが、赤字だから仕方ないという

民主的と言われる研究者もいる。しかし、現地に行ってそれはまちがいだという

ことがよくわかった。乗れないような状況を作っている。特に、長い路線は国が

責任をもって地方鉄道を守っていくべきだ。研究者と主権者である私たちがそう

いうことはおかしいと指摘していくそれぞれの責務がある。

最後は、公務労働の誇りです。最近の国会の状況を悔しく思う。我々は、地域

の皆さんが来たときは克明にメモをとった。あとから誰がみてもわかるようにし

ていた。記録を残しておき、仕事に誇りを持って言えるようにしていた。それが

ないがしろにされている。

月 日に、東北をまわって、自治体職員と話をしてきたが、「いつまで復興

交付金を使うのか」と国から迫られることがつらいと職員は言う。もっと公務労

働に誇りをもって働いていくようになればいいと思っている。

最初に地域における交通問題にどんなものがあるかをお話したい。研究者や国、

自治体の方々は公共交通の衰退だけを言われる。私は、通学路の安全問題も含め

た地域の交通安全の確保も重要な地域の交通問題と思う。通学路の事故現場であ

る亀岡、豊中、横浜、猿投などを歩き、自治体の職員と話したが、交通事故は警

察の問題だと言う。現場の共通点は狭い道路を自動車がスピードを上げているこ

とによる事故である。交通量の削減、歩行者中心の施策など総合的に地域の交通

を考えるべきだ。

番目は公共交通の衰退に伴う生活困難、買物難民だとか病院に行けない人の

問題がある。もう一つは、これから本当に考えなければならないのは、公共交通

に乗れない人たちの交通をどうするかということである。国の政策はまだまだ不

十分。少子高齢化社会に向けて一番大きな問題ではないかと思う。

また、運輸事業の労働組合と一緒になって政策提言したが、劣悪な労働条件が

事故を起こすということもあり、運輸事業の労働条件の改善等も地域交通を考え

ていくうえで大きな課題である。
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また、社会の問題を探っていくと、交通問題がひそんでいることがたくさんあ

る。東日本大震災のときに病院に通えないのは、タクシーはお金がかかるという

ことなど背景に交通問題があった。学校統廃合の中のスクールバスの問題もある。

介護の問題でも外出支援をどうしたらよいかという交通問題がある。これも地域

における交通問題。こういうふうに幅広く地域の交通を考えていくべきだ。国は、

公共交通の活性化を目的に地域の交通を論じているが、地域の交通問題を総合的

にとらえていくことが大切である。

では、戦後 年、どのような政策を国はしてきたのか、表にしているが、大

きく分けると、戦後すぐに道路運送法ができ、バス事業等運輸事業は需要と供給

の調整の中、国と運輸事業者が許認可をつうじて地域の交通を守ってきた。自治

体が地域の交通を考えるということでなく、国が運輸事業者の許認可行政をつう

じてということが、公共交通活性化法ができるまでおこなわれた。その後、行政

改革の問題が出て、規制緩和をすべきだということで運輸事業についても規制緩

和の時代がきた。そうするともうからないところはやめていく。当時、名鉄は待

ってましたとばかりに地方鉄道を廃止していった。それまでは少なくとも地方鉄

道の廃止をするときは自治体の意見をききながら丁寧に対応してきた。ただ届け

出を出せば廃止できるという規制緩和の時代になった。戦後最初に公共交通が衰

退したのはマイカーが出てきた 年～ 年頃からである。第二回目の衰退が、

この規制緩和のあと 年代からである。

このような状況になり、国は公共交通を活性化する法律を作り、自治体にその

対応をおしつけた。国の交通政策には地方自治、住民参加がないと話をしたが、

実は、戦後 年に制定された道路運送法にはアメリカの民主化の影響があっ

たと思うが、住民も入った協議会の設置規定があった。これが 年に廃止さ

れ、民主的な事項をなくした道路運送法が今に至っている。

 地域交通の仕組みは、表にあるように、地域交通で一番公共性が高いものとし

て、鉄道、路線バス、コミュニティバス、デマンド交通がある。これらは道路運

送法に基づいた運輸事業者である。

 この他は、過疎地において自家用自動車で地域の交通を守るとか、ボランティ

アの方が高齢者を移送する。スクールバスに一般の方も一緒に乗ってもらうとか、

自家用自動車で輸送している。これら自家用自動車による輸送は公共福祉以外の

禁止事項です。戦後 回、地方交通の危機があった。 年代と今である。

年代、国は今と同じように自家用自動車有償運送で地方自治体に輸送をゆだねた。

私たち、全運輸省労働組合は当時、抜本的な総合交通政策と財政措置制度の確立

を講じることを当局に求めました。

 その当時のやり方が今も続いている。その状況がさらに や地域のボラン

ティアが地域の交通を住民のために確保するという自家用自動車による有償運
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送やボランティア輸送にすすんでいった。本来なら自家用自動車でやることでは

ない。国、自治体が責任をもって運輸事業者により地域の交通を確保すべきとい

うのが、安全で安心した地域社会を作っていくことだと思っている。

公共交通全般をみると、バス路線は規制緩和後、 年から 年の間には

万１千キロくらい廃止された。地方鉄道は 年以降 年間で キロも廃

止された。というようなことが規制緩和政策のなかでどんどん進んできた。そし

て、どういう状況が生まれたかというと、国は地域の交通を守るというのは自治

体の仕事と言ってきたものだから、自治体がコミュニティバスやデマンドタクシ

ーを導入してきた。

 しかし、これからは公共交通にも乗れない状況が生まれてくる。これから公共

交通に乗れない人たちをどういうふうに外出していただいて社会参加してもら

うかということが大きな課題であるのに、国はまだ福祉タクシーの導入やボラン

ティア輸送くらいで公共交通の活性化だけに的を置いて、公共交通に乗れない人

たちへの対応はまだまだ不十分な状況である。アメリカでさえ、パラジェットサ

ービスとして公共交通に乗れない人のためのサービスが法律で規定されている。

こういうような現状があるということを頭に入れながら地域における交通政策

を作っていく必要がある。

交通問題というのは、地域の公共交通の問題だけなく地域の交通安全という問

題がある。交通事故の現場をよく見るが、まだまだ改善されず、事故の反省、検

証、教訓が生かされていない。もっと交通量を少なくし、歩道を拡幅するなりい

ろんな政策を考えることが事故から学ぶ教訓ではないか。横浜の通学路での児童

の交通事故は、 歳の方が猛スピードで、通学路で待っていた子供たちに突っ込

んだというもの。これもニュースは高齢者の問題になっている、認知症だからと

か、運転者のミスだけが問題になっている。しかし、事故現場は特急駅に近く、

毎朝、狭い道路を駅に向って多くの人が急ぐ。そこへ車を通す。バスは通ってい

いとしても朝夕は車を通さないという交通政策も考えるべきではないか。

自治体の方たちはこれらの事故については交通政策ととらえず、交通安全の問

題は警察の問題だというふうにとらえている。私は、交通量を遮断するとか、歩

道を拡幅するとか総合的な交通政策が地域の交通安全を確保すると考える。

Ⅱ 地域交通の法律と制度

地域交通の法律の体系では、まず日本国憲法がある。次に、憲法の理念を具現

化する基本法があり、それを実現するための総合的な法律や制度体系が望ましい。

しかし、現状はそうなっていない。

最近の交通行政の推移をみると、 年にバス事業等運輸事業の競争による

サービス向上をめざす需給調整廃止の規制緩和が行われ、その政策により、地域
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の交通が衰退すると国はあわてて公共交通を活性化しなければならないという

ことで、 年に公共交通活性化法を作った。そのあと、基本法が必要という

ことで、 年に交通政策基本法を作った。  

交通政策基本法を作った背景は、当時、民主党の政権以前から私たち労働組合

は運輸関連労組と話し合いをして交通基本法を作るべきだと政策提言をした。そ

れを生かして、旧社会党系の民主党の議員の方たちが政権時に交通基本法を出し

た。交通権という権利意識はなかったが、日本国憲法を具体化する法を作ろうと

いうことで法案を出したが結局できなかった。しかし、民主党政権が倒れ、自民

党政権も基本法を作らなければならないということで、交通政策基本法を作った。

これは官僚と政治家が民意を聞かずにつくった法律だと思っている。憲法の理念

を具現化した法律ではない。スポーツ基本法は民意を反映した憲法を具現化した

基本法だと思う。これが法律の流れである。

もう一つ、国土交通省が推進する政策にコンパクトシティ政策がある。コンパ

クトなまちづくりをしようという政策である。 月に富山市の路面電車の担当者

に話を聞いて、コンパクトシティの本質がよくわかった。個人的な意見だという

前置きがあったが、自治体の職員は周辺の旧町村の地域のことを誰も考えていな

いと感じた。「周辺地域の交通なんか考えるんですか」というように受け止めた。

コンパクトシティ政策とは中心市街地だけを考えた都市政策に思えた。しかし、

私たちはどうあるべきか考えていかなければならない。

 

Ⅲ 交通とは何か

せっかくの機会であり、改めて交通とは何かということを考えたい。

どういうような政策理念をもっていくべきか。一つは、交通権という基本的人

権の問題。交通は基本的人権だと思う。公共政策というのは日本国憲法の理念を

実現するもの。であるから交通政策についても日本国憲法の理念を実現する。と

くに交通というのは暮らしの中で一番大切なものだ、基本的人権だ、というよう

なことを理念の中心にして政策を作っていくべきだと思っている。

 交通を歴史的に捉える必要がある。江戸時代以前から歴史的にとらえると、物

資の輸送だとか、人の交流だとか情報の交流だとかというのがあって、その中か

ら人間社会を形成してきた。長野県木曽町にいくと、江戸時代、街道や人が交差

する場所で、人の交流による交通が文化や問題意識を高めたのではないかと思う。

情報が入ってくるし交流がある。そこに交通の意義があるのではないかと思う。

また、交通は時代を切り拓いてきたというようなことも言えるのではないか。交

通の定義に関する先行研究が多くあるが、一番的確な定義は、 年にマルク

スが定義づけた交通は何かというもの。なぜかというと交通を社会経済との関係

でとらえていること。さらに、異なる文化の接触と交流をすることによって文化
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の発達を刺激したと文化と交通をとらえている点である。したがって、交通とは

コミュニケーション、人と人との交流を表す言葉ではないかと思っている。しか

し、交通を明治時代からみてみると、満州や朝鮮、台湾に鉄道を作るとかいうよ

うに戦争の用具であったことも思い出さなければならない。安保法制をみても運

輸事業者が介在させられるということもあるように交通が一つまちがえれば戦

争のためのものとなっていくということもふまえるべきだと思っている。

地域交通政策という場合の地域のとらえ方も非常に大切だと思う。一言でいう

と生活圏が地域だと思う。例えば、小学校区の生活圏のコミュニティの単位とか

自治体の単位とかいろいろある。しかし一番、地域交通政策のなかで注意しなけ

ればならないのは、生活圏という地域のとらえ方が必要ということ。例えば、自

治体の職員は行政区域としての自治体を中心とする。地域の住民の生活は、隣の

まちと生活圏を形作っていることがある。そういう意味では政策を作るには地域

の生活がどうなっているかを踏まえて政策を作っていくことが必要ではないか。

地域をとらえるときに一番注意しなければならないのはどういうような生活圏

を形成していくかということが大切ではないかと思っている。

コンパクトシティのコンパクトなまちを作る単位としては、地区センターにか

かわるようになって、小学校区のなかで地域の交通をどういうふうにしていくか

を第一義的に考えていってはどうかと思っている。こういうように地域のとらえ

方を一つまちがえると政策をあやまると思っている。調査に行った南信州広域連

合のような形で、生活圏を一つにする場合には、合併するのでなくて、交通政策

で一緒になって業務をやっていくというような、他の自治体と一緒になってやっ

ていく政策とか取り組みができるのではないかと思っている。こういうような地

域のとらえ方も大事ではないかと思っている。

次に、交通政策における理念。三つの政策の理念について話したい。

一つは交通権という理念である。

 交通権学会は、重度障がい者の方たちの「私も外出したい」という思いがきっ

かけになって学会がつくられたときいている。「国民の交通する権利」と呼んで

いる。交通権とは、憲法の 条の移住移転、及び職業選択の自由、 条の生存

権、 条の幸福追求権、これらを

集合した新しい人権だというふう

に考えている。私はさらに付け加

えるならば、交通は戦争にも狩り

だされるということもあるので、

憲法の前文にある平和共存権、そ

して、住民参加と自治の地方自治

の本旨が生かされてはじめて交通
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権が実現されるのではないかと考えている。学会では、交通権を実現するために

交通権憲章を作っている。交通権は人間の夢と喜びを可能にすることを謳ってい

る。このような交通権の概念を生かして政策をつくっていくとことが大切と思っ

ている。

もう一つは、クロスセクターベネフィットという理念である。 年、イギ

リスで発表された考え方である。例えば、公共交通という公共に多額の金を出費

した。そのことにより、交通利便が向上し、多くの高齢者の皆さんが社会参加を

するようになり、元気になった。社会全体をとらえると大きな利益を及ぼしてい

る。「ある部門でとられた行動（出費も）が、他部門に利益（節約）をもたらす」

という考え方に基づいて、公共交通が赤字だからだめだということでなく地域全

体、まち全体で交通をとらえることが大切。

木曽町の交通政策。これは当時の田中町長が話されたことだが、「人が住んで

いなければ国土は守れない」、そして「山村に住んでいる人たちの生活を守るに

は、命の交通網が大切だ」という理念で、木曽町に生活交通システムを作り上げ

られた。町長の意向をふまえて職員の皆さんも頑張られた。職員が地域に入って

話し合い、交通事業者の中に入って路線など事業計画を交通事業者と一緒に考え

た。そういう職員がたくさんおられる。すばらしい政策ではないかと思っている。

公共交通はまちづくりの土台である。「公共交通がしっかりしていないと医療も

福祉も教育もがたがたになる」と町長は述べていた。こういうような理念をいか

した交通政策をつくっていくことが必要ではないかと思っている。

Ⅳ 事例研究

 事例研究では、ポートランド、ソウル、岐阜市、木曽町、玉城町、朝日町、岡

山市の両備バスをとりあげた。 紙面の都合上省略させていただきました。土

井靖範・可児紀夫・丹間康仁編著『増補改訂地域交通政策づくり入門』自治体

研究者 年発行をご覧ください。

Ⅴ 地域交通への提言

こういうような状況の中で、どうしたらいいか。私は考えていることを、次の

１０の提言にしている。

提言１ 交通権を保障した交通基本法の制定

提言２ 交通権を政策理念とした総合的な交通政策の確立

提言３ 住民参加・自治の拡充を図る交通基本条例と地域交通政策の制定

提言４ 交通基金創設による財政制度の確立と総合的な交通行政組織の確立
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提言５ 運輸安全委員会の独立と交通運輸の安全確保と労働環境の改善

提言６ 人口減少・高齢化社会に向け、安全で安心できる制度設計の提言

提言７ クルマ社会からの脱却をめざし、自動車事故を撲滅する政策提言

提言８ 防災と一体化した物流のモーダルシフトや事業者の協同化の提言

提言９ 自然災害を被っている地方鉄道など公共交通の維持制度への提言

提言 独立検証機関による運輸事業の規制緩和政策など国土交通行政の検証

（上記提言の詳しい解説は、『増補改訂地域交通政策づくり入門』に記載されています。）

<当日、会場から出された主な質問と答え> 

 蒲郡は循環バスが東三河で一番遅れている。形原地区の循環バスは 年たつ

が、地元の方ががんばって、利用者が増えている。それ以外の地域は蒲郡市がま

ず地元がと言っているので、一向に進まない。議会で質問すると、市長は総代が

１年ごとに交代するので熱意が続かないと言った。追及すると副市長が責任をも

ってやると答弁した。

 情報と専門性を持ちえない総代にやれというのは無理。市の職員が話し合い

や検討する場をつくり、参加と自治で交通を考えることが大切。住民は持ってい

る情報は少ないから。まずは、市の人に勉強会するからと言って呼び出す、そこ

に名鉄バスの人も来てもらって一緒に話し合いをしたらいいと思う。私は、地域

の交通を確保するためには、①住民の参加と自治、②交通事業者、行政、市民な

どの協同、③それぞれの責務を果たすことが重要と考える。

 名鉄が廃線していった理由は、補助金？

 補助金の問題ではないと思う。名鉄には運営費補助は出していない。バスも

そうだと思う。廃止の理由は別にあると思う。当時の岐阜県各地の鉄道路線の廃

止をみると、経営能力がないのではないかと考えたくなる。交通事業者の英知も

大切だと思う。

 補助金が出されているところは、多いところだと予算の何パーセントまでく

らい？

 木曽町で 億４千万円くらい。過疎債とか特別交付税が出ている。町の負担

額は少ない。

（この他にも、たくさんの質問が出ましたが、紙面の都合上省略させていただきました。）

テーマ「地方行財政の新しい動向について」

日時：5 月 12 日(土)  13：30～16：30             
会場：アイプラザ豊橋３０７会議室       


