
（社）日本都市計画学会関西支部 平成 24 年度 座談会（第１回）概要 

 
■日時・場所 

日時：平成 24 年 11 月 11 日（日）13:30～16:50 
場所：大阪市立総合生涯学習センター  第２研修室（大阪駅前第２ビル６階）  

 
■プログラム 

◇話題提供 

話題①：公共交通の民営化を巡る諸課題  
～公営バスと民営バスのサービス水準と採算性  等～  

西田  純二氏（（株）社会システム総合研究所代表）  
話題②：2010 年の近畿圏パーソントリップ調査速報値から見えてきたこと  

～高齢者トリップの変化、交通環境が生み出す雇用のﾐｽﾏｯﾁ 等～  
土井  勉氏（京都大学特定教授）  

話題③：需要逓減時代における官民の役割分担のあり方  
～最近の欧州の公共交通の動向、富山市の成果と背景  等～  

          宇都宮  浄人氏（関西大学教授）  
 ◇座談会 

参加者：22 名（話題提供者３、一般参加 14、企画委員５、構成は研究者･コンサルタント・
鉄道会社員・電力会社員・公務員など）  



■話題提供の記録 

 第１回座談会の概要並びにスライド資料を参照 

 

 

■座談会の記録（詳細） 

司会：自己紹介方々、本日テーマに関して課題認識あれば披露を。  
S 氏：素人の考えだが、100 円で全国のＬＲＴやバスが利用できるようになったら、１つの産

業というだけでなく、国の経済も立ち直るのではないかな。とおかしなことを考えていた。

また、エコではないのかということも含めて今後取り組むことが大切ではないか。  
M１氏：山陽新幹線は大阪から博多までで年間で３千 500 億円の収入が有る。  
O 氏：今日話題のパーソントリップ調査のデータ、大阪の御崎町ぐらいまでは２割位まで公共

交通が分担率を保っているのが、和歌山に来るといきなり７％位にまで落ちてしまう。郊

外の住宅団地を維持管理して行くのは公共交通が不可欠。  
M２氏：大阪府域はそこそこ鉄道が有るから良いと、都市計画区域マスタープランの見直しを

真面目に考えていない。郊外の過疎地で市街地から車でしか行けない処もある。大きな課

題である。  
土井氏：大阪府下にはニュータウンのオールドタウン化が山のように有る。今やらないといけ

ない。  
M３氏：大都市における人口減少も問題であるが、ほんとに小さな市町村の場合、こういう公

共交通問題が生じると、地方部の人口減少問題はもっと切実。  
特に集落再編、住む場所を変えてくださいという話を出さざるを得ないような場合もあ

る。高槻市の日吉台などはかなり大変らしい。しかし、財産権、居住したいという希望が

有って調整が難しい。実際に故郷を捨て去るということは、どのように考えて行かなけれ

ばならないのか、常に考えている。  
Y 氏：過疎地における公共交通という問題の中には、当然、限界集落をどうするのかという側

面もある。  
M３氏：大阪市の協働まちづくりを今一生懸命やっている。今日教えて貰ったことは、オペレ

ーションコストを下げるのはネットワークを維持する為であって、全部を潰して空白区域

を作ることではないということ。それを橋下市長に伝えたいと思う。  
土井先生が言われる若者移動活性化はとても深刻な問題。ネットワークをきっちりと維

持して、若者が活動し易いような、産業イノベーションを起こせるような、そういう地域

づくりを各地でする必要があるのではないか。  
マネジメントを手放した大阪市の行く末を案じている。  

S１氏：鉄道沿線でも、本線沿線と、支線の沿線、または鉄道駅から距離が離れた地域、鉄道
駅が無い地域もある。そういう地域では人口減少であるとか、地価の下落、加えて児童数

の減少、高齢化も進展している。そういう意味からも、地域の活力を維持して行くことが、

今後かなり難しくなることが予想される中で、交通、特に公共交通というのが、非常に重

要な切口になる。  
S２氏：公共交通、交通の在り方というか、ソフトなものの戦略的な捉え方が、どうも欠けて

いるのではないかなと、前半の話題で痛感した。  
U氏：博士課程で PFIの研究をした。組織形態をいじって色々なものが上手くいくのかという、

失敗事例を研究している。民間を入れても全て上手くいく訳ではないということが、実は



結果としてかなり出ている。  
大阪市を含めて民営化というか、民間を入れれば何でも上手くいくという風潮があるの

が、非常に怖いと思っている。  
司会：宇都宮先生からプラスアルファで、運輸連合についてお教え願いたい。  
宇都宮氏：運輸連合で一番メジャーなところはドイツだが、勿論イギリスとかでも都市圏を中

心に共通運賃とかなされている。実はドイツは比較的都市圏は公営企業、又は公の市が

100％出資の公企業が直営に近い形でやっているのが現状。  
ただし、ドイツ鉄道や地域鉄道に民間参入は開始しており、今度ベルリンにフランチャ

イズ制を導入できないかという検討がされている。ベルリンは大阪の環状線に相当する旧

国鉄の形態を執る S バーンの整備が悪くて、車両を１回取り替えないといけないという大
問題があって、そのままドイツ鉄道に任せられるのか、何か別の形でやれないだろうかと

いう議論が発生した。  
それから、ドイツの独占委員会は、ドイツ鉄道が強い体制で本当に良いのかという議論

が行われているのが現状。言い換えれば、ドイツの運輸連合はかなり公ががっちりやって

いるというイメージがある。  
公がやっているから上手くいっているかということについては、多分、共通運賃制度や

ゾーン性が図られ、一定程度旅客が伸びているということから見ると、日本よりは上手く

いっていると思うが、実は運輸連合の境界の処にいくと調整はすごく大変の様だと聞いて

いる。そういう意味では何処でも調整は大変。でもそれを乗り越えてやるかどうかにかか

っているのかなと思う。  
フランスに関しては、上下分離とかがかなり進んでいる。都市圏の連合体が、都市圏全

体で共通運賃とかを図っているという意味では、ドイツの運輸連合に似た形かなと思う。

ヴェオリアにしても、元々は公的な主体がかなり関与した企業であることは間違いない。

水道事業という、従来から公共事業の一端を受託する形で育った企業で、突然、ベンチャ

ー企業が拾いに行って活性化したという形ではないことも事実。  
ただ、それだけを言うと、所詮そうかと皆さん思ってしまうので、むしろ私は、そうい

う背景はあるけれども、フランスのパリ市交通公団がマンチェスターの運行を取りに行っ

ている、或いは、フランス国鉄がイタリアのベンチャーとか、フェラーリといった幾つか

その手の企業と組んで、イタリア国鉄に対抗する真っ赤な特急列車を入れるとか、出自は

色々な背景は有るのだが、そういう形で動きが海外では展開しているということをクロー

ズアップしないといけないかなと思っている。  
一方で、日本に関して言えば運輸連合という形が良いかどうかはともかく、初乗り運賃

をその都度取りながら、個々の経営体の連携をしようと思っても出来ないでいることは、

やはり宜しくないのではないか。私は京都に住んでいるが、外来の客からすれば、地下鉄

の四条駅と阪急の烏丸駅が同じ処であることすら分からないし、経営を少し変える余地は

有るだろう思う。そうなった場合、初乗り運賃をその都度取っていることをやめると、当

然収入が落ちる。そうなると民間企業としてはそういうことをやろうとするインセンティ

ブが無くなる訳だから、ある程度そこには公的関与も必要なのかなという感じで、公的な

関与を基にプールする形で、後はどう配分するか、調整するかという努力が必要になる。

そういう仕組みを真剣に考えていかないと、本当の意味での公共交通離れみないなことが

起こってしまって、にっちもさっちも行かなくなる状況になってからでは遅いだろうなと

思う。  



西田氏：全く私の考えと同じ。民間に任せて全部解決するかというと全くそうじゃない。公共

交通のサービスを行うことに対する責任は公が持たないといけない。  
ただ、その中に、民間が市場競争の原理で競う部分を作っておかないといけない。これ

を、市域のバスサービスを全部交通局が担って競争の無い形になると、頑張らなくても首

にならない、給与が保障されている、そんな条件で事業なんか出来る訳がない。  
バスサービスに関して世界で一番成功しているのは、恐らくソウルだと思う。これは皆

さん取り上げているとおりで、ソウルは民間に任せていたバスの運行を準公営にしている。

民間のバス事業がサービスしていた時代は、輸送の集中する路線に運行が集中し、その幹

線バスがパアーっと散って支線に行くのだが、都市内の幹線の部分には多くのバス会社が

路線を引くものだから、団子運転になってしまう。加えて自動車交通の削減をやらなかっ

たために、渋滞がひどくなった。準公営の後はソウル市が専用のバスレーンを引いて、委

託運行に切り替えた。といってもそれは簡単な委託運行ではなく、結構その中でもバス事

業者の競争が担保されるようになっている。  
競争して運行させる代わり、一定のサービスをしたバス事業者には、ソウル市が委託費

を保障する。こういう形にすると、市内の渋滞が一気に解消に向かい、市民の満足度の評

価がぐっと上がって、バス事業者の経営も安定してくる。  
バスと地下鉄の乗り継ぎを一定料金となるシステムを入れたものですから、地下鉄の方

も輸送が増える。当然ソウル市の負担はあるが、それ以前の地下鉄に対する補助金等の負

担総額とバス事業者への補助金の負担を合わせると圧縮されていると聞く。  
このように、サービスをどの様にやるかは公的機関がもっと責任を持ってやっていかな

いといけない。ソウルのバスレーンの大規模な整備はある意味の上下分離、バス経営上下

分離に近い概念で成功した例かもしれないが、それをやっていかないといけないと思う。  
運賃弾力性の話があったが、初乗り運賃の問題は大きく、、シームレスに乗り換えが出来

ないということ。乗り換えにおける初乗り運賃の負担が大きいから。乗り換え運賃を設定

して、きちんと路線間の乗り換えが出来るようにするだけでバスの利用者はぐっと増える

はず。こういった問題は民間に任せていても実現出来ないので、公的機関が関与して、運

賃を含めたネットワークを日本でも作らないといけない。  
司会：ヨーロッパに行くと時間チケットである。さっと乗り換えられるので良い。観光もワン

ディじゃなくて 24 時間チケット。夕方着いて、翌日の昼頃まで使えるシームレスな資源
になっている。  

西田氏：特にドイツで公共交通の量が増えている理由のひとつは、このソフト施策だと思う。

事業者が経営統合しなくても、行政側の指導で、あるエリア内で１日、１時間のチケット

を出すという仕組み。  
韓国もこれをやった。成功しているところはこれをやっている。ここに向かいたい。ス

ルッと KANSAI を活用すると、もしかしたら可能性が有るかも知れないが、残念ながらま
だそういう施策にはなっていない。ちょっと残念。  

M２氏：あるやってくれそうな会社がシームレス化の話を運輸局、鉄道局に持っていったら、
問題に触れたくないという最大の抵抗があってできなかった経緯がある。どうやったら日

本の中でシームレス化が出来るのか、障害を取り除いていけるのか、国の審議会の中でも

１０年前に取り上げようとして、結局消えてしまった。  
日本の場合は根本がそこに在りそうなので、どういうアプローチをしていくと良いのか

考えないと、国の考え方を変えられない。  



I 氏：ドイツとかフランスは日本のように国が関与しているのか。  
宇都宮：そういう意味では公的関与はかなり強い。ドイツの場合は、お金の出所は連邦

が非常に多い。このためかつては国が関与していた。  
ただ、９０年代以降、もっと地域化しようという方向になってきて、地域によって、連

邦からお金が出るけれども、それをどう使うかということを、より地方分権化する方向で

進んでいる。  
運輸連合といえども、微妙に地域によって温度差があることも確か。ただ、最低限の、

ゾーン運賃であるとか、初乗りが要らないとか、そういったところは基本的にシステムと

して出来上っている。  
シームレス化に国が触れたくないということだが、こうした国の態度については、交通

事業者が「国の責任だ」と言っている面も無いかなと感じる。結構、色々な方に聞くと、

行政の責任にしているが、行政の方に聞くと事業者にプッシュされてそう言っている感じ

がする。要はだれが悪いというよりも、関係者全員がそこまで意識が持てないでいるとい

うことだと思う。  
何故意識が持てないでいるかというと、理由は減った収入をどうするのかということ。

それを公が関与するとなると、役員が送り込まれたり、トップが入るとか、そういうこと

を事業者はすごく嫌う。嫌うことを不合理だというつもりはなくて、そういう行動、動機

付けというか、行動パターンを認めたうえで、そこにどういう誘因を持たせるのか、イン

センティブを持たせるかが重要。  
公的関与のための財源ついては、今、日本の公は持っていない。ドイツだったら連邦か

らの補助金が有る。フランスであれば交通税と言われる交通負担金のプールがある。それ

が日本には無いと言われている。私は実は有ると思う。道路に比べたら全然小さい額です

から。先ほどの話ですけど、数千億円かをかければ、バスが全国 100 円になる位ですから、
無い無いと言っているのも、実は努力不足だと思っている。  

土井氏：利用者が減って困っているのは東京以外のエリア。東京の人たちは何を考えているか

といえば、今も混雑緩和を考えているが主流だ。例えば朝の時間帯は課金をして利用者を

減らすことを考えている時に、私達は何を言っているかというと、関西の私鉄は、1995
年から運賃改定していない。なぜ関西は改定出来ていないのかというと、上げたら利用者

が減っていくかもしれない。だから運賃改定できない。上げることが出来ない。下げるこ

となんて、尚更出来ない。ということで、事業者は足がすくんでいる。  
国の方はどうかと言えば、地方の公共交通は助けないといけないのかもしれないが、「3

大都市圏は上手くいっているだろう」ということで、認識にギャップが有る。しかも財源

が無い。まあ適当にやっておきなさいっていうのが、私が感じていること。  
これは変えないといけない。何処から変えないといけないかというと、まず、これだけ

困っていることをキチンと国にも言っていかなければならない。では、僕たちはキチンと

言えているかというと、どうもお金が無いからくださいよと、何となく私達も、鉄道事業

者も、バス事業者も言っているにすぎない。本当に必要なものだということをキチンと、

はっきり言っていかないといけない。例えば、それが若者の話とか、そういうことで意識

というか、私達が高齢社会を支えるということは、高齢者を支えるのでは無くて、社会を

支える訳ですから、社会を支えるために交通がどれだけ役割を果たしているかということ

をキチンと伝えていくということが大変重要だと思う。そういうものに対してどれだけお

金が要るのかが、具体的な金額を積み上げると、もっと説得力があると思う。でないと、



何となくお金が無いから頂戴にしか聞こえなくなってしまう。  
S３氏：宇都宮先生が説明されたスライドの中で、ヴェオリア社が独占的に多く参入している

他国と比べ、イギリスは唯一外れているが、これは何故か。  
宇都宮氏：正直、よく分からない。イギリスはフランスにあえて壁を作っているということは

無いだろうし、実際、マンチェスターは、パリの交通営団が運行を受託した。バスも含め

ると、フランス系企業もイギリスに参入していたケースある。逆に、イギリス系の企業が

どこか他所に行っていたというケースもあるようだ。  
S３氏：独占的に国を越えてヴェオリア社が参入している。同じ会社が入っていくことによっ

て、ヨーロッパ全体が、それぞれ国によって体系が違うと思うのだが、ある部分共通した

取り組みになっていく様な気がしてならない。  
そういうこと、で私はイギリスが日本の参考になるのではないかなと。  

宇都宮氏：なるほど。共通した取り組みかどうかはわからないが、彼らは一定の補助金の下駄

を履いた上ではあるが、交通サービスプロとして収支の合うマーケットに参入している。

ヴェオリアは当時コネックスだった時に、岐阜鉄道が廃止になる時に日本にも来た。いよ

いよ日本にも交通の外資参入かと騒がれたが、ヴェオリアの人は「岐阜は上下分離では無

く、インフラのお金を出してくれない」と分かった途端、商売にならないということで、

あっさり帰ってしまった。そういう話もある。  
西田氏：もう私用で帰らないといけないので、１つだけ話をさせてほしい。今、日本で事実と

して進みつつあるいる高齢化現象であるが、この高齢化社会に至るまでの間に、ここ３０

年位、日本が歩んできた歴史を考えないといけないと思っている。日本の交通事業者の経

営改善やコスト意識に関しては、自動車や電機メーカなどに比べると極めて甘いと思って

いる。宇都宮先生も感じておられると思う。  
何故かというと、実は当たり前のことで、需要追随型で料金を上げて良い環境でずっと

経営していたから。高度成長期には、実は金を使うことが交通事業者に課せられた経営だ

った。運賃認可制のために赤字にしないと運賃値上げが出来ない仕組み。これは役所の会

計制度でも多分こういうことが有っただろうと思う。年間予算を使わないといけない。こ

ういう時代を３０年間送ってきた後で、この２０年位全く違う逆方向の経営が必要になっ

てきている。ところが、これまでは鉄道会社の役員の多くは、高度成長期の成長体験が中

心だった。。そういう時代に係長から課長を過ごされた方が多かった。本当にリスクを取っ

て何かをやって、新規に事業を起こした経験が交通事業の経営者の中に殆どいない。これ

は民間も役所についても同じ。公営交通事業者だけではなくて、役所の中にも同じような

文化があって、長年、需要追随型の計画をずっとやってきている。  
ところが産業界には稲盛さんのように、過去には存在しない分野で自分が一世一代で、

新しい技術を開発し、世界を市場にゼロからものをつくってきた方もいる。メーカはそう

いう風にして高度成長期を乗り切ってこられた。新規に何かやって、仕掛けて市場をつく

るということをやってきた。  
都市計画とか、交通計画とかいう分野全体が、今まで需要追随型でやってきたのではな

いか。需要追随型の事業経験しか無い人が、じゃあこれから何をしようかという時に、本

当に何が出来るのだろうか。もっとはっきり言うと、トップを変えない限り出来ないよう

に思う。違う分野から持ってくるとか、そういう意味ではリスクを負って市場を開拓して

きた経験を積んでいない方は、今早く若い人に世代交代をしてしまう。危機感を持って、

違う価値観で経営できる人にバトンタッチしていかないと。５０歳台以上の人が幹部組織



を握っている会社、組織は駄目だと思う。役所が駄目なのは、やはり年功序列型で、世代

交代が遅い。鉄道会社も世代交代は遅い方だ。。  
だから、少子高齢化社会を議論するには、今、私たちはこれまでどういう道のりを歩ん

で、今ここにあるかということをもう一度念頭に置いて、根本から解き方を考えないとい

けない。世代間闘争を若い方にしかけて頂かないと、根本からは良くならないかもしれな

いと考えている。お先に失礼することをお許し願いたい。  
Y１氏：鉄道会社は鉄道部門とその他部門とで全然違う。鉄道会社の本流は非常に保守的で、

不動産部門は沢山失敗している。鉄道部門とその他部門は全然経営体質が違うから、鉄道

会社としては人材が若いけれど、鉄道部門としては安全安心が一番というのは仰るとおり。 
土井氏：これまでは利用者が増えていたので、安全運行などが主要な課題であり，こうした管

理が上手な人が経営層になる。これまでは、これで円滑な運行ができていたので良かった。

しかし、現状とこれからは、新たな模索をする時代である。  
M３氏：運輸省が認可の権限を握っているからではなくて、運輸省は安全の方だけ。黒字会社

には値上げは認めないという方向で経済産業省が非常に厳しかったので、運賃が上がって

いかなかった。ところが、1973 年に石油ショックが来て、何でも良いから上げてしまえと
いう話になって、ここでバス会社がガンガン値上げして、鉄道会社もそう、お客さんが減

ってしまった。数字的に見るとその時に自転車が一気に増えている。  
そういう流れの時に西田さんの話はとっても大きくって、じゃあどうするのか。次に考

えないといけないことで、いくらドイツやフランスを見ても、それは答えが出て来なくっ

て、彼らは彼らの歴史事情の中で、例えばミッテラン政権の中の交通税の話であるとか、

ドイツに於ける上水道とか、電気、ガスなどの公営企業の問題とか、それぞれ色々な経緯

があるのだが、その一方で、日本には日本の有利な点が有る訳。  
例えば、大阪市では交通局のマネージメントの中で、極めて非効率なオペレーションを

やっていた。いえばネットワークを潰すようなオペレーションをしていた。でも、よくや

っていた。その中で一体的にやっていたオペレーションを今回手放すことになった。とこ

ろが同時にマネージメントも一気に手放すことになった。で、空白が一杯出来てしまって、

日本でいよいよ大都市で交通空白が出来る実験が、今年、来年始まろうとしている。都市

計画学会の誰もこのことに関心を持たないとしたら、都市計画学会は何をしているのかと

いう風に素人の私は思う。  
では、何が必要か。お金の問題もそうだが、そもそもマネージメントを市民の議論を入

れて出来るプラットホーム自体が無いし、それを作ろうともしない。そこのところをどう

していくのかということを誰も言わない。皆で議論する場をどうやって作っていくのかと

いう枠組みが無いのに、お金を入れる議論だけではいけない。  
宇都宮氏：仰るとおりだが、いくつか今の話に反論したい。  

行政にしても、企業にしてもインセンティブ、何らかの動機付けが無いと、私は動かな

いのではないかなと。そうした時に、お金という言葉が良いかどうかはともかくとして、

今までは鉄道事業でも、公益事業は公と接することが彼らの成長を支えていた。動機付け

があった。  
かつて私は金融にいた。金融にいると、銀行のトップは大蔵省と一番仲が良い人がトッ

プになれた。何故なら、大蔵省の許認可を得ることによって店舗数を増やしたり、日本銀

行から貸し出しを得ることも出来た。これが動機付け。ところが、自由化されて大蔵省の

認可が無くなってくると、今度はそういう人ではいけなくなる。そこで初めて組織が変わ



ると思う。  
私は行政がこう動いた方が良いという議論だけでは中々動かないと感じている。むしろ、

何らかのお金、税制も含めて、後ろで皆が動けるインセンティブをどう持たせるのか。そ

れはお金だけでは無くて、法律もある。交通基本法という議論があるけれども、従来では

縦割りで行政の仕事が済んでいたところが、例えば、有る程度横断しないと行政の仕事が

閉じなくなると、行政はそっちをやらざるを得なくなる。そういう裏で動かす仕掛けとい

うものが必要なんだろうなと。その場合、第一にはお金というものが動くであろうし、勿

論、行政で有れば法律的な方向性が１つあるのかもしれない。そこを少し考えないといけ

ないのかなという気がした。  
あと、マネージメントという点についていえば、金融では現実的に、1980 年代後半から

90 年代の自由化の中で、そもそも物凄い人材が流動化し始める。大きな銀行が潰れるとい
う、そういう意味ではショックが大きかったけれども、それによって、人材が流動化し始

めた。そこでやっと変わってきたのかなという気がする。多分、鉄道事業者で、例えば事

業者間で人材が流動するっていうことはあまりないないのではと思っている。  
ちなみに、フランスで何故ＬＲＴがどんどん進んでいるかというと、その世界のプロが

どんどん動いている。最適な、最も良かれとするように人材の流動化みたいなものもやっ

ていかないといけない。海外の歴史と日本の歴史は違うけれども、ある種、そういう仕組

みが出来てくれば良いのかなという気がする。１つの答えにはなら無いのだが。  
S１氏：１つ、初歩的な質問を。公営でバス事業をやっていない場合のバス事業に対する補助

に関連して、運賃原価という考え方について聞きたい。  
多分、今は昔ほど縛られてはいなくて、上限値を決めるために参考値とされているのだ

ろうけれど、運賃原価のような考え方は外国には無いのではと思うがどうか。  
宇都宮氏：例えば公的な原価の算定法にヤードスティック法というのがあるが、あれも海外か

らの輸入。そういう意味では発想はそんなに変わらない。  
海外も同じようにフルコスト原価なのかヤードスティック法か、上限には同じような議

論があり、コスト掛るよねと悩んできた歴史が有ることも事実だと思う。  
S１氏：不思議なのは、一両当たりに乗れる人数が変われば、同じ１km 当たりのコストが同じ

であっても、１人当たりの運賃設定が変わるのではないか。恐らく、バスであれば昭和 40
年代に沢山乗っていた時代と、今のようにそんなに乗っていないのとでは、１両１km 走

らせるコストが同じであっても、運賃は変わって当たり前なのかなという気がする。その

辺りの因果関係が明確なようで、明確でないところがあるのかなと。  
その辺りが縛られていないものであったならば、先ほど話が有ったように、公共側が一

か八かどんとお金を入れて、一律運賃を下げてみてとかいうことも出来るのではないかと

思うが、その辺りが分かりそうで、分からない仕組みだなと感じている。  
土井氏：上限じゃないか。だから、下げる分には構わないのでは。  
S１氏：実際には上限しか許可じゃないといいながら、８掛け内に納めているとかいうのが暗

黙に有るのかなと思う。  
宇都宮氏：そこはグレーの部分だと思うが、僕はやってもらった方が良いと思っていて、海外

なんかも、先ほど西田さんが言われたように、フライブルグの家族何人で幾らみたいなも

のが非常に安い訳ですよね。公的資金がドンと注ぎ込まれている訳ですから。  
M３氏：何でも出来ますよね。  
宇都宮氏：上限さえ守れば何でも出来る。多分、暗黙の何とかと言っている世界が、我々外部



の人間からすると、お役所と事業者で何となく握っている感じがしないでもない。  
Y１氏：総額原価であれば、収入予想と支出予想があって、そこでどれだけ設定するかで、費

用の方は効率化しろと査定が入ってきて、もっと下げられるでしょうという話になる。基

本的に運賃にしても、大体収入と支出が見合うところで決まるということが原則。助成が

無くなってしまう。何年かは有るが、その後は続きませんよということになってしまう。

タクシー運賃の決まり方は分からないところが有るけれども。  
S３氏：尼崎市バスと阪神バスが錯綜している地域が結構ある。昔、阪神バスは距離によって

どんどん運賃が値上がりしていくたシステムだったが、今は何処まで乗っても 200 円と一
律になっている。宝塚から大阪まで乗っても 200 円である。  
また、ピタパを連動させて、乗り継ぎが前より安くなるなど、また地域自治体と折合を

つけたドライバー返上高齢者への措置の導入など、民間では上手く利便性と地域のバラン

スが図られている。一方、公営である尼崎市バスというのは、最近乗降客が減少してガラ

ガラというイメージがある。一般に、公共交通のみに頼らざるを得ないゾーンでは最近高

齢者の優遇措置としての無料化や免許証を返上したシルバードライバーに限って無料にな

るシステムを導入しているところが多い。それによって、高齢者が沢山住まわれている地

域のバス路線が極端に赤字になってしまい、大阪市もそうだがそれに対する運行をどうす

るのかという問題も発生している。  
悪循環のような気がするが、公共が運営されているバスというのはこれからどうなるの

か。安心して暮らすためには、高齢者が多いような地域分析をキチンとされて、黒字路線

とのバランスをより合理的に考え、需要と供給のバランスをうまく図る一方でサービスの

提供に関することを厳しく精査することが本当に成されているのか、専門ではないので良

く分らないが、そのような疑問がある。  
司会：私の後で、土井先生と宇都宮先生から、今後につながる話をしてもらって、しめたい。  

２年前の企画事業で、篠山の電動アシスト自転車の社会実験をテーマに講演会をしてい

る。ホームページに議事録を載せている。その際に、土井先生から「もう少しお金（道路

特定財源）を上手に廻したら公共交通がうまくいく」というまとめをして頂いたことがあ

る。この講演会で駅リンくん（レンタサイクル）をやっておられたＪＲの土屋さんが出さ

れたスライドがあるのだが、明石の商圏の話で「バスの弱い所に駅リンくんは入っていま

すよ」と説明された。完全に民間に任せてしまったら、今日の話の裏返しではないが、隙

間産業になって歯止めが効かなくなる。そこをどうするのかということ。  
神戸大学の喜多先生が公共交通サービス区域という考え方を出されている。これも一つ

の手かなと。先ほどのプラットホームの話、西田さんが言われたこととも関連するけれど

も、交通計画と都市計画を一体的にやる。その時にサービスをイメージしながら用途地域

とかとキッチリ組み合わせをしないと上手くいかないのかな。行政側はそういうグランド

をつくるべきではないのか。ちょっと、そんなことを思っている。  
土井氏：神戸電鉄の粟生線の話。神戸電鉄の粟生線に乗っているのは 700 万人弱。年間１０億

円の赤字が出ている。運賃収入が２０億円位。支出が３０億円位、その内の１０億円位が

鉄道を維持するお金だと言われている。上下分離をしたら、１０億円は下の部分になる。

だから、運輸収入の 10 億円で電車を動かすことが出来る。１０億円の赤字は消えてしま
う可能性がある。この赤字と言っていることがマインドを下げているような気がして、「そ

れは地域を維持するための投資・必要な予算」と考えればよい。言い方一つで変わる訳で

はないが、「赤字、赤字」と言っていると、世の中に対して大きな顔して歩けない。粟生線



を本当に地域が残したかったら、700 万人をもう少し乗って貰うようにして、上下分離す
る。あまり乗っていない電車に対して、上下分離かバスに代えるかどうかは地域で議論し

て、地域の負担で決めていくことで良いのかもしれない。  
   粟生線は 700 万人乗っているので、単純にバスで代替は難しいかなと思う。今日は、上

下分離とか色々話があったけれども、具体的なもので考えていく方が、今は神戸電鉄粟生

線の話をしたけれども、皆さんが考えておられる具体的な話をする方が何をしたら良いの

か、知恵を分かち合える。できたら、そういうことをして行ったらどうか。  
宇都宮氏：私も同じような話を。粟生線どころか、路線距離約７km で 360 万人乗っている近

鉄の内部･八王子線が廃止されようとしている。近鉄はバスに切り替えると言っている。富

山ライトレールよりも輸送密度は高いと考えられるのに、廃止されようとしている。  
近鉄からすれば今まで丸抱えだから、赤字だと言っている。しかも、運輸局は近鉄が言

っているからしょうがないと考えているに違いない。地元はそれに何とか抵抗しようして

いるが、「ＢＲＴ」なる新しい言葉が躍っている。具体的な例として是非考えて頂きたい。

そういうこと言ったら、富山ライトレールは要らないよねという話になってしまう。  
司会：需要を上げて、投資して得た資産を如何に上手く使いきるか。そういう料金設定も良い

のでは。  
宇都宮氏：更に１点だけ。赤字は運営や維持のためにお金が掛ると思っている人も多いかもし

れないが、神戸電鉄粟生線の議論、多分、その多くは金利負担である。たまたま過去に凄

い借金をしていた分、ウッディタウン線とか作った分の金利負担がかなり影響している。

バランスシート見て言っていないけど、ＢＳとＰＳみたいな、何が負担かということを考

えたうえで、赤字か黒字かという議論をしなくてはいけない。  
K：粟生線の上下分離の議論では、「上下分離は赤字のすり替えだ」という話があった。赤字の

建て替えが行政だろうという議論が多くて、確かに神戸電鉄の赤字は６割が金利負担と過

去の投資に対する減価償却である。今回支援スキームを組む中では、「３年後には鉄道事業

を黒字化しよう」という絵を描いてやったので、正直、上下分離と同じ位の効果があると

シミュレーションを行い、支援した。そのスキームを維持するには、利用者数を維持、改

善することが必要。  
＜16:50 閉会＞司会：一宮大祐（企画委員）  


