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(社)日本都市計画学会関西支部 平成 21 年度 第３回講演会

「かしこい交通とまちづくり」を考える

～「丹波篠山えこりんプロジェクト」からエコなまちづくりに向けた交通のあり方を探る～

■日時・場所

日時：平成 22 年 2 月 6 日（土）14:00～16:30 
場所：神戸市教育会館 大ホール

■プログラム

◇基調講演

丹波篠山えこりんプロジェクトから「エコなまちづくりと交通」を考える

西田純二氏(㈱社会システム総合研究所代表)
◇パネルディスカッション

「かしこい交通とまちづくり」を考える

コーディネーター 土井勉氏(神戸国際大学教授)
パネリスト 土屋樹一氏(JR 西日本レンタカー＆リース㈱営業企画部長)

金野幸雄氏(（社)ノオト代表、篠山市副市長)
米田裕美氏（兵庫県広報専門員）

西田純二氏(㈱社会システム総合研究所代表)

■概要

基調講演では、「丹波篠山えこりんプロジェクトからエコなまちづくりを探る」と題し、兵

庫県における都市計画道路や駐車場施策の見直しを背景に、電動レンタサイクルを中心とし

た社会実験を実施した経緯、プロジェクトの内容、今後の課題などをご講演いただきました。

パネルディスカッションでは、二酸化炭素排出量の少ない交通手段であるレンタサイクル

可能性、他都市への水平展開、交通をまちづくりの中心に据えつつ「かしこい交通」と「生

き生きとしたまちづくり」をどのように進めていくのかについてご議論いただきました。

交通を入り口(種)として、低炭素型で活力あるまちづくりをどう進めていくかついて、色々

なアイデアが飛び出し、多くの示唆に富む講演会になりました。

詳しくは、以下の議事録のとおりですが、まちづくりをはじめる祭として数々の社会実験

が展開された「丹波篠山築城四〇〇年祭」の中で芽生えたレンタサイクル事業が、今春から

本格的に事業展開されるとのこと。赤い自転車が、この地域のソーシャルキャピタルをさら

に強固にし、篠山市の観光ビジネスモデルに無くてはならないツールになっていくのではな

いか。バスなどの公共交通を補完するコミュニティサイクルとしての水平展開の可能性や意

義が高いのでは。と、いろんな種（レンタサイクル）の育て方を連想させてもらえた講演会

でした。

なお、この講演会は、兵庫県のご後援とご協力を得て実施しました。

企画担当 一宮大祐
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■基調講演

「丹波篠山えこりんプロジェクトから“エコなまちづくりと交通”を考える」西田純二氏

（１）「えこりんプロジェクト」のきっかけ

このプロジェクトのきっかけは大きく２点。①丹波篠山がすばらしいからこのプロジェク

トができたということ。②このプロジェクトは経済産業省の委託事業として、CO2削減を目

的として実施したこと。

今回自転車を導入した篠山は、JR 篠山口駅から数キロのところに篠山城下町がある。神
戸、大阪、京都から自動車でだいたい１時間の位置にある。鉄道では京都からは少し迂回が

必要ではあるが、交通利便性の良いところで、しかも田園風景が残る都市である。ところが、

特に高速道路による利便性が高いため、自動車でお越しになる方が増えてしまった。この課

題意識が、このプロジェクトを始めるきっかけのひとつ。

経済産業省の委託事業（低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事

業）があり、自動車による来訪を公共交通にシフトさせること、自転車の利用によって自動

車利用を抑えることを目的に応募した。また、丹波篠山築城四〇〇年祭と組合せた企画とし

て進めた。

（２）「えこりんプロジェクト」の政策的背景

政策的な背景としては、兵庫県が進める都市計画道路網見直しと駐車施策の見直しがある。

篠山城下町にはいくつかの駐車場が点在するが、駐車場に停めてその近くを巡り次の目的

地にまた自動車で移動するという観光形態が主となっていて、あまり回遊性がないという実

態がある。街中まで自動車で進入されるので、商店街がある二階町などでは、広くない道路

に多くの観光客と自動車が混在することになり、自動車が回遊性の阻害となるばかりか危険

な状態にもなっている。このほか、武家屋敷の並ぶ御徒士町や妻入商家群の並ぶ河原町など

観光資源があるが、何れも狭い道路幅員しかないので、通過交通をできるだけ排除したいと

いうのが課題認識である。

こうした課題を解決するために、モータリ

ゼーションの進展にあわせて市街地内に計

画された大規模な道路網を、歴史的なまちな

みと共存し回遊性を高める道路網に見直す

提案が行われていたことが政策的背景のひ

とつである。あまり自動車に頼り過ぎないま

ちづくりがどうあるべきか、駐車場をどこに

配置してどのように街中に入ってもらうの

か。進入経路や観光案内をどうするか。まち

を味わうための空間づくりをどうするのか。

といった視点で検討されている。

これまでの中心市街地駐車施策においては、商業施設などに駐車場整備を義務付けて、渋

滞を引き起こさないために十分な駐車場を確保する方向だった。しかし、その結果、都市計

画駐車場に空きが見られ十分活用されていない、自動車にシフトしすぎて駅前の歩行者や自

転車で行ける空間にお客を呼び込めない、といった状況をつくった。そこで、兵庫県では、

平成 19 年に委員会を設置して、駐車場整備計画ガイドプランを策定した。その中で、公共
交通の利用促進、歩きやすくひとが集まるまちづくり、地球環境、都市空間の効率的利用と

いった視点で検討され、駐車場が十分整備された地区では、建物単位ではなく駐車場を地区
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単位で確保していくという考え方が示されている。これはフリンジパーキングに繋がる考え

方で、今回のプロジェクトでもこの考え方を活かしていて、篠山の市街地から少し離れたと

ころに駐車場を置き、そこから回遊していただく、あるいは自転車でさらに遠くへ足を運ん

でいただくために、駐車場のすぐそばにレンタサイクルを配備した。

駐車場整備計画ガイドプランでは、さらに、買い物をした人には駐車場料金が割り引かれ

るが、公共交通を使った人にも還元されると公共交通の利用促進に繋がるという考え方が示

されている。今回の篠山では、公共交通で来た人、自転車を使ってもらった人にポイントを

出してはどうかと商業店舗の関係者と話を進めた。これをもう一歩進めて、複数の駅でも使

えるようになると、電車で行っても駐車場と同じように買い物ポイントが使えるようになり、

公共交通の利用促進やパーク&ライドに繋がる。
（３）「えこりんプロジェクト」の概要

このプロジェクトの目的は CO2排出量削減であるが、その結果、まちの活性化に逆行する

ことのないよう、中心市街地の活性化、観光振興に繋がるやり方を模索した。より沢山の人

に来てもらって、CO2削減に繋がるものということで、電動アシスト自転車に着目した。

・バッテリー管理では、充電ができたものから順番に出せるよう、充電及び貸出しのシス

テム化のための実験を取り入れるとともに、ソーラーシステムによる充電を行った。

・GPSロガーの貸出しは、電動アシスト自転車の行動を把握し、まちづくりに活かすデー
タにしようとの考えで導入した。このナビには、一般の観光案内にはない自転車ならで

はの場所を案内するなどの工夫を凝らした。「もう一度使いたい」と再訪される方もおら

れ、好評をいただいた。行動を分析すると、「このお店の次はどこに」という傾向とか、

どこで迷っているかなどのデータが得られた。

・地域エコポイント（丹波篠山えこりんカード）を導入し、自転車でお店を何軒か周って

ポイントを貯めると、自転車の利用料金が 200円割り引かれるサービスを導入した。
・自転車が路線バスの利用を奪ってはいけないので、JR 篠山口駅にバスの利用案内をす
るシステムを導入した。

・レンタサイクルは、JR 篠山口駅、城下の大手前駐車場など４箇所のサイクルポートで
貸出しを行い、自動管理を導入した大手前サイクルポートではどの型の自転車が何台空

いているかが携帯電話で確認できるサービスも提供した。そして、自転車を単に貸出す

というのではなく、黒枝豆やしし鍋の提供など、色々なイベントと絡めて盛り上げてい

った。

（４）「えこりんプロジェクト」の効果

・「えこりん」を実施した結果、駐車場がないお店や自動車が入らない狭い路地などにも入

り込めるようになり、お店や町屋を楽しんでもらえるようになった。

・ロガーの軌跡をみると一日に 20kmあるいは 30kmも走っている方が多い。 
実際には自動車で行動する距離なので、自動車から自転車へのシフトがかなり見られた

のではないかと思われる。70 代男性（４人）の移動データを見ると、で JR 篠山口駅、
丹波並木道中央公園、城下町、駅というように長距離を使われている事例がある。親子

のグループでも長距離利用の傾向が見られるが、普通の自転車だと一番体力のない方に

あわせての行動になるが、電動アシストが体力差を埋めてくれることが寄与しているの

ではないか。

・レンタサイクルやコミュニティサイクルとポイントカードを組み合わせは、特に駐車場

のないお店にとっては有効な販促ツールになるということがわかった。
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ポイントカードによりかなりの方が複数店舗を回られた。お客様が増えたというお店が

半分以上で、社会実験後も続けてほしいという加盟店は 86%であった。
・バスの案内システムは、公共交通利用促進に効果があったかとアンケートしたところ、

81%が効果あり、ほとんどの人に効果が認められた。このシステムのおかげで、バス利
用の問い合わせに対応する駅員さんの負担が減ったというご意見もいただいた。

・レンタサイクル（端末交通手段）の提供により、今まで自動車で帰省されていた方がか

なり電車に転換されたと見られる。

80 歳ぐらいのおばあさんが生涯学習センターに自転車で行くといった行動を見ると、
「バス路線がなくなったら次はコミュニティバス」ということではなく、コミュニティ

サイクルがバスの抜けた分を補完する可能性があるのではないか。帰省で墓参りに利用

された例では、「往きはタクシーでも良いが、お墓まで帰りに迎えに来てもらうのは場所

の説明が難しいので自転車を選択した」ということ。

・レンタサイクルは、都会の駐輪問題を解決する有力な手段にもなる。

事業者の方に聞くと、通常の駐輪場に比べてレンタサイクルは、自転車が 1.5～1.8回転
する。また、自転車を手前から詰めておいてどんどん出していく仕組みなので、同じ場

所でも３倍程度の利用を捌けるとのこと。

・CO2削減効果は、全体で約 53t。参加者一人当り 15kg（ガソリン換算で 6.4L）だった。
（５）今後に向けて

・事業の継続実施への要望が強い（観光協会や店舗からの声あり。後ほど金野さんから）

・エリアを少し広げて実施できるのではと考えている。また、他の地域への展開のために

も、具体的な駐車施策との連携を図っていく必要がある。

・過疎地においては、コミュニティバスに補助を入れる発想を、レンタサイクルに応用で

きるのではないか。

（６）自転車交通の内外事情

・国土交通省のデータによると、自動車利用は２～５km が最も多い。自動車の利用トリ

ップは 20～30kmまでがほとんど。今回の社会実験結果から、電動アシスト自転車の導
入で、こうした自動車利用が自転車に転換する可能性が見えてきた。

・日本では自転車の利用率が世界の各都市よりもに高く、30%という都市もある。自転車
普及率は大阪府で約 7割の世帯が、兵庫県は約６割の世帯が保有している。これをうま
く使っていく施策も求められている。

・高齢化に伴い、安全に乗れるという感覚からか、電動アシスト自転車に傾斜する傾向が

ある。実際、原動機付自転車よりも電動アシスト自転車の販売台数の方が多くなってい

るとのこと。 
・欧州、アジアでは韓国・中国・台湾でコミュニティサイクルが進んでいる。アメリカで

も近年レンタサイクルが増えてきている。

・スペインのセビリアでは LRT 駅の傍にサイクルポートがある。韓国ではリバーサイド
を楽しむ手段としてレンタサイクルが提供されている。台湾では、地下鉄と自転車の連

携が進んでいて、中でも高雄では、ボディの小さな自転車を貸出し、地下鉄持ち込みも

できるようにしている。
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■パネルディスカッション

土井氏：交通問題というと「自動車の渋滞問題」がこれまでの認識で、渋滞緩和のために道

路や駐車場をつくってきた。

しかし、それでいいまちができてきたの

か。環境やにぎわい、まちづくりをどう

するかという視点に立って考える転換

点にきている。

また、高齢化が進んで、自動車を自由に

使えない人が増え３割を占める。自動車

以外の交通手段も含めて、バランスをど

うするか。「肥大してきた自動車トリッ

プのこの部分を、鉄道やバスに移した方

がもっと自由に動けるのではないか」と

いうことが、今日のテーマ「かしこい交

通とまちづくり」を考えることに繋がる。

交通のバランスは、まちをどうつくって

いくかということと関係性が強いので、

あわせて考えていく必要がある。

電動アシスト自転車はある学生の「ヒュ

ーッ」という表現に象徴されているが、

加速が良い乗り物であり、鉄道、バス、

自動車、自転車などに次ぐ新たな交通手

段になり得るもの。

今年の１月７日神戸新聞社説で、「えこりんプロジェクト」は、自転車が地域振興の

手段となることを示す社会実験だったと取り上げていただいた。安全対策などで課

題も残るとの指摘もあるが、そのとおり。また、都市政策の一環としての手本にな

るのではとも書いていただいており、これまでの対策からこれからは政策に変えて

いかなくてはならないといことで“わが意を得たり”というところ。

自己紹介を兼ねて、パネリストの皆さんから話題提供をお願いしたい。

土屋氏：駐輪は個人の自転車を停めるのでその人しか使えないが、レンタサイクルはみんな

でシェアするので、少ない土地をみんなで有効に使える。

駅リンくんは 19 店舗で一日平均約 6,200 人の利用。JR 西日本の未利用地を活用し

た事業。100～150 ㎡に 200 台程度を詰め込み、磁気カードなどで貸出ししている。

年間で見ると、冬は利用が少ない。夏場は、通勤通学以外に観光などの利用もある。

料金は、定期利用の場合月 2,000 円前後（周囲の駐輪料金を見て設定）で、一回利

用は 300 円である。シルバー人材センターの方に管理をお願いし、手前からどんど

ん使ってもらえるように、詰めてもらっている。このため、お客様の移動が少なく、

一気に必要な時間帯でもスムーズに対応できる。

通勤・通学に使われた自転車が夕方戻ってきて、夜は帰宅の足になる。良い店で 1.8
回転、悪いところでも 1.4～1.5 程度の回転。駐輪機が不要なため、同じ面積で駐輪

場の 2.5～３倍程度の配車が可能となる。シェアしていただくことで、土地が有効

利用でき、不法駐輪を減らすことにつなげていける。また、鉄道で来て足がないと

電動アシスト自転車

自動車

自転車

鉄道

バス

距離

コスト，利便性，

長

中

短

低 中 高

徒歩

電動アシスト
自転車
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いう場合にも利用してもらえるので、鉄道の活性化にも効果がある。そういう意味

では、鉄道事業者といっしょにやっていくことが大事。

レンタサイクルができるとバス利用者

が減るといわれるが、実はそうではなく、

うまく共存できると考えている。バスが

10 分間隔だと便利で雨にも濡れないの

でシフトはしない。一方、30 分とか 40
分間隔にもなると、自分の利用したいと

きにバスがないので、自転車にシフトす

る傾向にある。

わかりやすい例として明石の事例

を示すと、北東側はほとんど利用さ

れていない。運転免許更新センター

方面にバスの便数が 10 分間隔ぐら

いであり、ネットワークが強い。坂

があるという事情もあってか利用

されていない。一方、西側は、バス

のネットワークが弱く、レンタサイ

クルの利用が増えている。

東加古川は、普通しか止まらない、

乗降客数が多くない駅であるが、利

用が伸びている典型例。南北にバス

路線がなく、コミュニティバスはあ

るが昼間しか運行していないというのが要因と考えられ、鉄道にアクセスするため

の手段として、３km 圏まで利用されている。

それから、市役所などが駅から離れているところ、伊丹や姫路などでは、ちょっと

した申請などに利用される傾向がうかがえ、一時利用が多い。 
こうした傾向から言えることは、バスのお客様を奪うのではなく、バスが対応でき

ていないところで支持されていく事業であると考えている。

JR 西の未利用地がなくなった場合の事業用地の確保、バス路線の動向や休日も含

めた運行状況を見ながら二次的交通機関として補完、乗り捨てをしたいといった多

様なニーズ、観光利用（姫路や彦根）といった課題に対応するためには、これまで

の単独型事業から、今後は、他者との協同事業への展開が重要だと考えている。

米田氏：兵庫県の HP に広報専門員のページ「ひょうご☆キラリ旅」がある。この取材で、

昨年９月に篠山で「えこりん」を体験する機会を得た。 
ひとつめは、自動車で移動したら味わえない、時間を楽しむことができたこと。

JR 篠山口駅から電動アシスト自転車を借りて城下町に向かったが、自転車に乗る

ことで、自動車の場合は点としての観光素材だったもの繋がり、旅をひとつのスト

ーリーとして楽しめ、篠山の良さがより良く伝わってきた。まだ暑い時期だったの

で、電動アシスト自転車は出だし軽やかで爽快感がたまらない。稲刈りの風景や香 
りをごちそうに、涼しく走ることができた。都会に出た者であるからこそ感じる田

舎のなつかしさ、田舎の良さ、季節感を感じることができた。自転車だと気に入っ 

明
石

駅リン明石店駅勢圏（定期利用）

市内居住者

市内従事者

2km

１km

H20年12月現在

居住者 55名

従事者 118名

合計 151名

3km

48名

11

【凡例】

1～2人

3～5人

6人～



7

た風景に出会うと立ち止まって、写真を

撮ったり風景を楽しんだりすることも

簡単である。（右の写真は、稲刈りの途

中で木陰にて休憩中の老夫婦の様子）

ふたつめは、自転車そのものが楽しいこ

と。 
武家屋敷の御徒士町では、馬に乗った武

者の気分で自転車に乗るという追体験

ができた。また、利用者同士のコミュニ

ティみたいなものが芽生え、同じ赤色の

自転車に乗っている人に会うと挨拶し

たり、どこに行ったかといった会話が弾

んだりした。「えこりん」をきっかけに

ちょっとした輪が広がる。

「えこりんカード」はお得感がいいし、

旅の思い出になる。帰宅後に HP で算出

すると、この日の行動だけで１万２千グ

ラムの、レジ袋換算で 5,840 枚の CO2

削減になっていた。見える化によって、

社会に貢献した実感が湧く良いシステ

ムだ。おかげで、普段レジ袋削減に努めることも大切だが、自動車で出張せずに電

車で行ったことの重みが良くわかった。

金野氏：このプロジェクト、地元の評価は非常に高い。 
城下町に行かれるものと考えていたが、

紅葉の名所、お墓参り、丹波焼の立杭な

ど想定外の行動も見られた。食べ物に専

念される方、田園風景を楽しまれる方、

運良く秋祭りに出くわした方など、色々

おられたと思う。集落の外れに樹が植え

られていることの空間的な意味を知っ

ていると一層興味深いだろうし、村の祠

にだれかが花を活けていることを感じ

ることができる。

昨年４月から 10 月に、丹波篠山築城４００年祭を開催。これから１００年のまち

づくりをどうするかという、「まちづくりを始めるまつり」にした。日本人が忘れ

かけている大切な感性を再創造する、次世代につなぐ新しい暮らしをデザインする

という狙いで実施。外向けのキャンペーンはしなかったが、「えこりん」などの個

別のイベント PR の効果で、例えば、大書院への入り込みが４割増となる結果とな

った。

この４００年祭の中で、補助金を最大 50 万円出すということで協賛事業を応募し

たところ、厳しい審査を経て 60 の事業が市民主体で実施された。そのひとつが河

原町のアートフェスティバル（空き家にアーティストが展示）で、９日間で２万人
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を集客した。まち歩きイベントでは、商店街だけで延長 2.5km あるので、「えこり

ん」を利用される方も多かった。観光ループバス事業も新たに生まれた。

このように、市民も行政も、４００年祭を機に、これからの１００年に向けた色々

な実験をした。３月 14 日のシンポジウムでその締めをする予定。

「えこりん」の加盟店は、ミシュランのように、楽しんでいただける店が厳選され

ている。そこへ自転車で訪れるとポイントがもらえ、さらにお得、という仕掛けに

なっている。

このほかに、12 戸のうち７戸が空き家の丸山地区の集落再生（古民家宿泊施設のリ

ニューアルやレストラン誘致など）も社会実験として実施。

こうした取り組みによって、交通手段と

その行き先での暮らし体験といったこ

とをトータルに創り出す社会実験とす

ることができたのではないか。

ということで、レンタサイクルは継続し

ていきたい。しかし、事業性が課題。50
人規模のサイクルポートに１人張り付

けるのでは赤字になる。レンタサイクル

だけでは無理で、色々な事業とセットで

１人が張り付くというビジネスモデル

を構築していくとうまくいくと考えている。

新政権の緊急雇用をレンタサイクルで応募したところ採択されたので、４月以降、

サイクルポートに張り付く人件費の問題はクリアできた。持続可能な形態に持って

いくまでのつなぎとして、事業（自転車操業
．．．．．

）ができることになった。

土井氏：ひと通り話題提供が終わったので、西田さんから、コメントや基調講演の補足など

をお願いしたい。

西田氏：他所でもレンタサイクル事業をというときの留意点をふたつ。

自転車を貸出すだけではプロジェクト

は成立しない。神戸新聞社説にも指摘が

あるが、安全走行の空間づくりが難しい。

道路の土羽など空いているところを使

って案内版（A3 サイズ）を設置したり、

おすすめルートを地図などで案内し、自

動車との混在を避ける工夫をした。色々

やってみると、自動車は遠くに視線があ

るが、自転車は近くを見ているので、

1.5m 以下の低いところに案内看板（道 
交法などに基準なし）を置くと、うまく棲み分けができることがわかった。

国交省や環境省のモデル事業は比較的うまくできているが、経産省のモデル事業は、

予定調和型の事業にしかお金が出ない。しかし、社会実験はやってみないとわから

ない。事業の制度設計上、改善の余地がある。

土井氏：自転車は環境や健康の面でいい乗り物。しかし、色々な問題点がある。安全走行路
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の研究成果などは多く行われているが、自転車にとって適切な誘導看板などの研究

は意外にされていない。今回得た知見を今後、一般化していけば、様々な知恵とし

て使っていける。

社会実験の制度に関して、行政機関は慣れていない。目的をしっかり持ってやって

いくことが大事。今回は、自転車をツールとして何ができるのかを実験したのが良

かった。

水平展開の話も大事。二巡目は、こんなところにも使えるのではというような視点

で、土屋さんから紹介してほしい。

土屋氏：篠山では休日利用は多いが、平日の利用がない。採算ベースに乗せるためには、高

校生に使ってもらうなどの改善が必要。

城下町については、だいたいが駅から離れている。他地域にもノウハウを提供でき

るのでは。

土井氏：社会実験をする場合に、有料か無料かの議論があるが。

土屋氏：無料は意味がない。料金を取ってこそ実際の動きを捉えることができる。今回、神

戸市内からの需要が弱かったということがわかったが、有料にしたからこそつかめ

た結果で、無料にすると本来の需要で無いものを拾ってしまい問題。

土井氏：一歩進んだ環境問題という視点で何か。 
米田氏：CO2 削減の見える化に加えて、何かいいことをしたときのインセンティブがあると

いい。つまり、自転車利用そのものへのインセンティブということ。

自転車に乗って得たポイントを寄付できるなどのカーボンオフセット、環境省のエ

コアクションポイントと組み合わせていくとさらにリピート率が増える気がする。

土井氏：欧州では、制度がうまくできていて、上手に回っている。

金野氏：もっといいポイントカードにしていきたいと検討中。CO2 削減のインセンティブの

提案は是非実現していきたい。

自転車がカッコイイとかライフスタイルになってくるととても良い。また、うまい

組み合わせが大事。平日は NT から駅に向かう人、高校生には駅からの登校に使っ

てもらう。そして、休日利用とも組み合わせていくというような。

赤い自転車が田園風景とマッチして良かった。地元では、赤い自転車が走るだけで

生き生きして見えると評価され、継続してほしいと言われている。

土井氏：丸山地区の再生におけるハードル。それを乗り越える際の工夫は何か。 
金野氏：ひとつは資金調達。市の財政が厳しい中、市の補助金は入れられない。今回は、国

の補助金と銀行借入、市民ファンドによって資金調達した。行政に頼らず、地域の

人が誇りを取り戻し、暮らし続けられるようにすることが大事。そのためには、今

後、市民ファンドなどの仕組みが必要となる。

もうひとつは旅館業法が邪魔をする。旅館業法が想定していないような宿泊形態な

のだが、簡易宿所の基準が適用されることになって、不都合が生じてしまう。こう

したことは、一つひとつ乗り越えていきたい。

西田氏：実験であってもレンタサイクルについて無料はやめるべき。今回のプロジェクトで

は、最初は経産省から国費で整備して有料で貸すのはいけないと言われた。しかし、

そんなことをすると、社会実験が市場を乱してしまう。駅前で自転車預かりをして

おられる方もあり、そのお客を奪い、実験が終わったらさよならということでは、

地域社会が壊れてしまう。協議の末、料金収入を国に返還すること、有料の先例が
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あったことでようやく認められたが、「適性価格で実験して市場をつかむ」というこ

とが大切。

放置自転車の問題について。日本では自転車が安いのであちこちに放置されるが、

一日平均 10 分も使っていない。これをシェアリングしてはと考えるが、そのため

には、駅前やマンションの駐輪場をシェアリングの資源にしていく必要がある。そ

のインセンティブとしては、駐輪場の設置義務を半分にするなどが重要になる。 
土井氏：今の話は、レンタサイクルというより、コミュニティサイクルやコミュニティバイ

クに近い話。これを公共交通としてシステム化していくと、私的な交通手段が公共

的なものになっていく。そして、より持続性のある仕組みにしていくことが望まし

い。そういった視点でご意見をお願いしたい。

土屋氏：バスの需要を喰ってまでレンタサイクルという気はない。

大阪市の赤バスが一例であるが、コミュニティバスの中には、昼間のお年寄りの足

の確保という点はわかるが、需要をきちんと把握しているのかと思う事例もある。

それよりも、30 分とか 60 分といった決まった間隔で運行する。それで不足するサ

ービスはレンタサイクルで補うというように、公共交通機関として認知される仕組

みとして、組み合わせていく必要がある。

土井氏：利用者としてこうなったらという視点で何か。 
米田氏：交通 IC カードを持っていないので、切符で行くと「えこりん」が 500 円に割り引

いてもらえず、700 円である。ワンコインならありがたい。

500 円とか 700 円は一日楽しみたいレベルの料金。モデルコースでもいいので、そ

のためのコンテンツがほしい。篠山市に住んでいる方と話すと、意外とまちの魅力

に気づいていないと言われているので、モニターツアーが効果的かもしれない。外

部モニターが行った場所を洗い出し、新たな魅力づくりをするとか。「まちの魅力再

発見」がキー。一日楽しめる、見るべきものがある、そんなまちづくりになればと

思う。 
それから、市民に「自転車によるまちづくりを推進している」ということをわかっ

てもらうようにすべき。自動車運転者にそれを認識してもらう必要がある。

普段、自転車を利用している愛好家のひとりとして言うと、車道を走れというルー

ルだが、自動車運転者のマナー（違法駐車など）もあって走りにくい。自転車の走

行環境の改善が必要。

金野氏：料金に関しては、一日、半日、3 日など色々検討したい。

今回、まちづくりを交通の視点から見ることができた。レンタサイクルはまちづく

りの有力なツール。地域やイベントによっては、「歩き」だけでは移動性についての

限界もある。

仮設型レンタサイクルセットを運んでイベント主催者に貸出すことができると、移

動性を補完できる。これからはカーシェアリングなども出てくるだろう。今回のプ

ロジェクトで、そういう色々な発想で、まちづくりに別の光を当てることができる

という勉強ができた。

西田氏：今回は国の委託事業で事業をスタートした。「公共」という語の「共に」がうまく回

ったプロジェクトになった。自転車の周りで色々な人が関わり合い、そして当初の

想定以上の活動をすることができた。共に
．．

プロジェクトができてよかった。
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土井氏：まちづくりは色々な分野があるが、交通はその真ん中にあるもの。どのような交通

手段を中心にした交通体系にするかによってまちが変ってくる。

篠山での今回の試みは、クルマに代わる手段を何にするかについての壮大な実験だ

ったが、その結果、新しいまちの魅力が増えてきて、交通自体も換わってきた。こ

のように、交通手段をまちづくりの中に位置づけていくべきである。

道路の使い方の問題も色々あるが、最終的にはお金の使い方をどうするかというこ

と。国からもらう、市民が出すなど色々な形があるが、うまく見直せば、お金はま

だまだあるように思える。

アメリカでは、交通反則金や、ガソリン税からは 20%を程度を公共交通に回してい

る。欧州でもそうしたルールがある。日本の鉄道による運輸収入は新幹線などの特

急料金も含めて年約６兆２千億円。バスによる運輸収入は年６千から７千億円程度

である。一方、道路特定財源は約５兆円。道路特定財源の全てが充当されるとほぼ

タダということだが、どういうバランスにして使いやすくしていくかが「かしこい

交通」「生き生きとしたまちづくり」に繋がっていく。これからの議論に期待した

い。 
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■講演会を終えて

土屋樹一氏

様々な立場の方が集まりたいへん有意義な議論ができたと思います。地域の利用実態にあっ

た交通体系を考えることは、公共交通全体が厳しい環境に置かれている昨今は特に重要です。

このような状況下において交通事業者だけでなく利用者、自治体関係者、学識経験者が一度に

介し利用者目線で議論をすることにより、持続可能な交通体系の確立が可能であると考えてい

ます。今回の篠山市での貴重な体験を活かし、他都市への水平展開にもチャレンジできればよ

いと考えています。ありがとうございました。

米田裕美氏

今回は、利用者として主に観光という視点から参加させてもらいましたが、他のパネラーの

皆さんの発言・提案を目からうろこの気持ちで聞かせて頂きました。「丹波篠山えこりんプロジ

ェクト」から発信される“交通手段”としてのレンタル自転車の可能性、そこから広がる“ま

ちづくり”の構想に、普段から自転車を愛用する一人として期待が高まります。ありがとうご

ざいました！

金野幸雄氏

まちづくりは、交通だけではダメだけど、交通ヌキでは語れない。それぞれの町に合った、

町を元気にする交通体系を探っていかないといけないですね。篠山には赤い自転車がピッタリ

でした。それに、実に多彩な顔ぶれによるチームプレーが実験を成功に導きました。結局のと

ころ、エリアマネジメントの発想が重要だと改めて感じました。皆さまに感謝！

西田純二氏

「丹波篠山えこりんプロジェクト」は、地方都市における自転車活用の方策を示す、非常に

よい社会実験だったと思います。成功した点も反省点もたくさんあります。今後、同じような

課題をお持ちの自治体や地域と意見交換しながら、他のエリアにもこのような取り組みが広が

っていくことを願っています。この意味で、今回の講演会、討論会は大変有意義だったと思い

ます。関係者の方々に感謝しています。

土井勉氏

どんな議論になるのかスリリングでしたが、篠山市における交通体系を変えようという壮大

な実験と、その成果についてパネラーの皆さんから平易に語っていただき、楽しく有意義な場

になったことと思います。


