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特 集

持続可能な 
地域交通のあり方

１．コロナ禍で大打撃

　鉄道やバス ・ タクシー等を総称して、ここでは公

共交通と言う。

　我が国で猛威を振るっているコロナ禍で、公共交

通の経営は大きく毀損している。しかし、公共交通

の経営状況の悪化は今に始まったことではない。

図－１はコロナ禍直前の2019年度の地域鉄道とバス

の事業者収支をみたものである。鉄道もバスも８割

弱の事業者が赤字であった。既に厳しい経営状態に

あったことがわかる。現在は、この状況に加えてコ

ロナ禍の影響を受けて、先行きは厳しい状況１）とな

土　�井 �　　勉

一般社団法人グローカル交流推進機構　
理事長

持続可能な公共交通の構築に�
取り組むために

●●
●● ポイント

・コロナ禍の影響が未来を先取りして、公共交通は存続の瀬戸際。
・�公共交通は利用に際して、免許が不要など誰もが利用できる交通手段として自動車にはない役割を�
担う
・公共交通の役割を果たすためには、公的支援が必要
・公的支援を定量的に評価する方法としてクロスセクター効果を提案
・今の判断 ・活動が公共交通の未来の姿を決める

　　　　　　　　　　　　　　
１） 地域公共交通総合研究所：「第３回公共交通経営実態調査報告書」，2022年３月．
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図－１　地域鉄道とバス事業者の経営状況（2019年度）
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ることが推測されている。

　鉄道やバスの運行を担っている公共交通事業者は

民間企業である。赤字企業が多いのに、公共交通の

運行が継続できているのは、なぜだろうか？

　一つは、事業者が持つ別の収益事業などから得ら

れた資金を公共交通事業の赤字の補填に投入するこ

と（内部補助と言われている）で、運行を支えてい

るからである。もう一つは行政からの補助金 ・ 委託

金などの支援を得て運行を継続している場合がある。

さらに、こうした支援だけでなく、各事業者では継

続的な運行を行うために、運行や維持管理、間接部

門等におけるコストを下げる努力を続けている。こ

うした支援とコスト削減により、現在の運行が維持

されているのである。

　なお、コスト削減の一環で、人件費等の抑制が行

われている。この結果、ドライバーの待遇は悪化す

ることになり、ドライバー不足の一因になっている

ことも忘れてはいけない２）。

２．公共交通の役割の確認

　公共交通を高齢者の移動を支える福祉的な交通手

段だと考えている人々は少なくない。しかし、公共

交通が移動を支えている人々は高齢者だけではない。

　例えば、図－２は2010年の国勢調査 ・ 佐賀県の結

果のうち、通勤 ・ 通学における利用交通手段を見た

ものである。これより、通勤では８割と自動車利用

が多く、鉄道 ・ バスは合わせても５％程度である。

しかし、通学では鉄道 ・ バスを合わせて35％の人々

が公共交通を使っていることがわかる。通学をする

人たちにとって鉄道 ・ バスは不可欠の移動手段で 

ある。

　また、次に示すように公共交通は自動車では、実

現ができない役割がある。

①利用に際して特に資格や免許が不要（非排除性）
　運転免許証を持てない高校生等も利用ができるの

　　　　　　　　　　　　　　
２） 厚生労働省賃金構造基本統計調査（2020年）で路線バス運転手の平均年収は427万円（全国平均436万円）で減少

傾向にある。
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図－２　通勤 ・通学時の利用交通手段（佐賀県「地域公共交通計画」より）

 出典：国勢調査  出典：国勢調査
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で、通学する高校の選択肢を拡大することが可能と

なる。また、心身の障害のため免許を持つことがで

きない人々も、公共交通を利用して一人で移動する

ことで、就職などの機会を得ることが可能になる。

もちろん、自動車の運転が重荷になってきた人々に

対して、公共交通による移動手段の提供によって免

許返納を支えることができる。

②潜在需要の顕在化
　免許など持たない人達の移動では、家族などによ

る送迎に頼ることがある。しかし、送迎をしてもら

う場合には気兼ねや遠慮が働いて外出の頻度が低下

し、外出が潜在化することが報告されている３）。そ

れに対して一人で外出ができるような公共交通があ

れば、潜在化している交通需要が顕在化して外出が

増加する。外出が増えることで、個々人の心身の健

康の向上なども期待できる。さらに外出先のまちに

おいて、賑わいの増加効果などが考えられる。

③人々を「束ねて」運ぶことができる
　１台のバスでは乗客50人程度を運ぶことができる。

鉄道であれば更に多くの人々を運ぶことが可能であ

る。公共交通は人々を束ねて運ぶことで、自動車の

ような個別の輸送に比べて都市空間の効率化を図る

ことができる。また、多様な目的を持つ人々を束ね

て運ぶことで、様々な施設の立地や人口の集積を促

進することができるので、都市構造のコンパクト化

や、都市機能の集積により、歩いて活動ができるま

ちづくりに寄与することが可能となる。

　また、人々の移動を束ねることで、個別に輸送す

るよりも環境負荷が小さくなることも公共交通の重

要な特性である。

④路線があることで安心感等を提供する
　公共交通を利用しない人々にとっても、路線が存

在することで他の地域とつながっていることを空間

的にも精神的にも認識できる装置となっている。路

線があることで、いつでも使うことができるという

安心感を提供することにもなる。

⑤さらに多様な役割を持つ
　他にも公共交通は、自分で運転しなくても良いの

でお酒が飲めることや、交通事故の被害者だけで 

なく加害者になる可能性も自分が運転している時よ

りもはるかに小さくなる。地理不案内で遠方から来

訪する観光客などの受け皿としても重要な役割が 

ある。

　こうして公共交通は人々の移動を支え、存在する

ことで地域社会の安寧を支え、住み続けたい地域づ

くりに寄与している。

３．�公共交通の役割を定量的に評価する－�
クロスセクター効果

　公共交通の持つ多様な役割の評価について、これ

までは利用者数などの指標とともに外出促進による

健康への寄与がある等の定性的な説明が中心であっ

た。定性的な説明も重要であるが、例えばコミュニ

ティバスに行政から年間3,000万円の補助が行われて

いる場合、その補助金額が適切かどうかについて定

性的な説明や利用者数などだけでは、財政担当者や

議会からの理解を得ることが困難な場合も多い。

　そこで公共交通が持つ多面的な役割を定量的に評

価する方法としてクロスセクター効果の分析を行う

ことに取り組んできた。クロスセクター効果の詳細

　　　　　　　　　　　　　　
３） 土井・西堀・安東・石塚・白水・中矢：『「愉しみの活動」に対して生活に身近な「都市の装置」が果たす役割：

活動内容と会話に着目して』，大阪大学 COデザインセンター「Co★Design5」，pp.45-64，2019年３月．
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は参考資料４）等を参照いただくとして、概要を述べ

ると、行政から補助を得て運行している公共交通が

仮に廃止された際に、これまで公共交通を利用して

きた人たちの移動を確保するために、通学や通院等

に関して別途交通手段を準備するための費用を算出

し、その合計金額と補助金との差を比較することで

役割 ・ 価値を定量的に把握するものである。

　したがって、クロスセクター効果の算出範囲は、

公共交通の持つ多様な役割の中でも行政の財政支援

に関わるものとしている。こうすることで、補助金

の意味 ・ 意義が定量化できるので、公共交通政策を

推進する際の判断材料を提供することができる。

　なお、行政部門以外の公共交通の効果（例えば、

個人にとってはフレイル予防、社会的にはまちの賑

わい等）の定量化の手法についても、現在別途検討

をしている。

４．公共交通を支えるために

　これまで公共交通は民間事業者がビジネスとして

運行をしてきた。しかし、今後を考えると、大都市

圏の一部を除いて民間事業で運行を続けていくこと

には無理がある。

　では、誰がどのようにして支え、より使いやすい

ものとしていくことが望ましいのであろうか。

　そこで公共交通の役割を踏まえると、人々の生活

を支えるインフラストラクチャーとして公的に支え

る部分と、民間企業がビジネスとして運行する部分

に分離することが望ましい。鉄道で言うなら、線路

や鉄道施設の保有や管理に関する下部と、運行に関

する上部を別の主体に分ける「上下分離方式」と言

われるものである。これにより鉄道事業者は施設管

理などのコスト負担を切り離すことができるので、

経営の自由度が高くなり、運行サービスを充実する

ことが期待される。上下分離方式については、国内

でも事例が増加している。

　また、上下分離を推進するだけでなく、そもそも

今後の公共交通については公的に支える必要がある。

そのためには財源が必要となるが、現在の枠組みか

ら公共交通を支える財源を増額することは容易では

ない。この点について、新たな財源を確保する仕組

みとして滋賀県で取組が進められている「地域公共

交通を支えるための税制」（交通税）５）は重要な問題

提起である。

５．おわりに

　我が国の公共交通は民間企業による経営モデルが

成立し、サービスがしっかりと提供されてきた。し

かし、今や人口減少社会の進行やコロナ禍によるラ

イフスタイルの変化などを踏まえると、公共交通の

在り方は大きな変曲点上にある。現在の判断が今後

の公共交通のあり方を決めると言っても過言では 

ない。

　公共交通の関係者 ・ 利用者だけでなく、様々な人々

とこれからの移動の仕組みについて議論を拡げ、望

ましい方向を見い出していくことが急務である。

　　　　　　　　　　　　　　
４） 国土交通省近畿運輸局：地域公共交通活性化シンポジウム in 関西（2022年度）でクロスセクター効果について
YouTubeでわかりすく語っています。https://www.youtube.com/watch?v=gW3lHodxMF4

５） 滋賀県税制審議会答申（2022年４月）：https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5316336.pdf




