
地域の「くらしの足」、
本当に守っていけますか？

―あきらめず、本気で向き合えば
できることはたくさんあります―

2018年度北海道運輸局地域公共交通人材育成研修
2018年12月6日 於：ACU（北海道札幌市）

話題提供者 大井 尚司
（大分大学経済学部門／減災・復興デザイン教育研究センター復興デザインユニット、

総務省「地域人材ネット」地域力創造アドバイザー）
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話題提供の内容（大まかな構成）

第1部 なぜ公共交通に乗らない（転換しない）のか

第2部 「隗より始める」

第3部 「ひとりではない、全員が考える」

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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第1部 なぜ公共交通に乗らない（転換しな
い）のか

第2部 「隗より始める」

第3部 「ひとりではない、全員が考える」

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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めずらしいですがワークを行います

【ある日、みなさんがクルマを使えなくなった（クルマが
なくなった）とします】

以下の問いに答えてみて下さい。

その後、グループで意見交換してみて下さい。

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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ワーク①

現在の自宅の最寄りのバス停（バス停名、バス会社）を
知っていますか？

（知っている場合）そのバス停から自宅の略図と所要時間
を書いてみてください。

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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ワーク②

バス停を知っている場合、そのバス停からどこに行けるか
書いてください。わかれば運行頻度（日に何本、時間何
本）も。

一番よくいくところへ、いくらかかるか、何分かかるか書
いてみて下さい。

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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ワーク③

1週間の生活を書いてみてください（移動が絡むもの中心に）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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見本 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

活
動
内
容
（
時
系
列
で
）

730自宅発
↓バス
830－1200
病院、買物
↓バス
帰宅昼食
↓車
1400－1600
公民館で書道教室
↓車
1630ｰ
自宅



ワーク③続き

先ほどの表にかかれている活動のうち
１）公共交通ですでに移動している活動を除いて、公共交
通での移動に代えることができるもの

２）公共交通では達成できない移動（活動）

を抽出して、その理由をまとめてみてください。

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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ワーク③続き

１）公共交通ですでに移動している活動を除いて、公共交
通での移動に代えることができるもの

２）公共交通では達成できない移動（活動）とその理由

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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なぜこのようなことを聞いたのでしょうか

「免許返納」はいつやってくるか？

「公共交通を使う」は誰でもできるのか？

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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なぜこのようなことを聞いたのでしょうか

「免許返納」はいつやってくるか？
自主返納：身体機能が劣る前に返すケースはレア？

強制返納に近い返納：認知症、身体機能低下 → 突然来ることが多い

⇒「いつかは返す」の判断ができる前に返させられる可能性も

「公共交通を使う」は誰でもできるのか？
病気入院、歩行困難 → 物理的に不可能

認知症、障がい、視力面 → レベルによるが厳しいことが多い

昔使っていた →「杵柄」ではない、昔と今の公共交通は違う
⇒「いつか使う」と言っているうちに使っておかないと使えなくなる

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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つまり

今（公共交通機関を）使っていない、使う気がないから…
⇒ 本当に将来使いますか（頭は固くなる一方）

車が運転できない時点で移動ができないかも
どうせ使えない、使い物にならない、って本当ですか？

いつか使う、その気になったら使えるから…
⇒ その時まで公共交通があると思いますか？

自分が使わず他人に使え、って傲慢では？
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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参考：車を保有するコスト（JA共済HPより）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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※計算条件
自動車保険は6等級新規/26歳以上/車両保険なしを
想定
燃料代は、ガソリン1Lを130円、月間走行距離を
800km、車種別燃費を軽乗用車：15km/L、コンパ
クトカー：12km/L、ミニバン：9km/Lで計算

→この表から見ても

軽自動車：約31,889円／月
普通車 ：約37,045円／月
＋これに車両本体入れると
７万～８万／月 かかる計算



参考：車を保有するコストー保有しなかったら

カーシェアリング（タイムズカープラスの場合）
入会金1,000円＋月会費1,080円（75分：15分×5走行可能）＋206円／15分
※ガソリン代・保険料は不要（免責保障別途）、長時間パックの場合は走行距離制限があり

→ 1時間の使用であれば 824円
レンタカー（1500㏄クラスの場合）

6時間3,000円～5,000円程度（距離制限なし）＋免責保障1,000円程度＋ガソリン代
→ 距離によるが1時間当たり1500円程度（燃費15km/l、走行距離30km/hとして、ガソリン150円で計算）

タクシー 熊本交通圏の場合
初乗（普通車）最初の1.5kmまで 660円、327ｍ迄毎に 80円。時速10km以下の運行時間について2分00秒毎に 80円

→ 2キロだと約800～900円（キロ当たり約400円）
5キロだと約1500円（キロ当たり約300円）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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自主返納、どの程度使いたい？（日本自動車工業会調査結果より）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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いつまで運転？（日本自動車工業会調査結果より）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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やめるきっかけは？（日本自動車工業会調査結果より）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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やめる条件は？（日本自動車工業会調査結果より）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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結果から理解できることとは

運転の「限界」に関する周囲と本人の認識にズレ
⇒ やめられる」ことはわかっている
⇒ ただ「まだまだ運転できる」と思っている（その年齢が高い）
やめるのは「必要性がない」か「体力低下」
⇒ どちらも、「入院」などの状況までは返上しない？
・・・とすれば、公共交通に乗るどころではない（例外はタクシー）
「公共交通が安くなったらやめる」
⇒ クルマにかかるコストがいかに過少認識か
（そして公共交通がいかに「コストが高く」認識されているか）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「地域」のやっていることとは・・・

免許返納：支援制度はできつつある

⇒ ただ、意外と「一過性」のものも少なくない

公共交通施策：改善策講じるも、利用者減で不便な方向に

⇒ 少なくとも、全盛期ほどの利便性はない

まちづくりの視点：住宅開発、大店舗立地、生活施設立地

⇒ 公共交通が不便なところに進行（新たな空白地発生）

経済的な側面：企業立地、産業立地、雇用

⇒ クルマがないと働きにも行けない現実
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「クルマを取り上げる」が本当に可能？

生産年齢：「ほぼ」不可能
⇒ 労働や子育てに不可欠（＋通学、家庭内の安寧？）

「そろそろ」高齢者：「やや」不可能
⇒ 「取り上げる」ことへの大いなる抵抗（まだ若い！）

定年後の自由を謳歌したい

高齢者： 「実は」不可能？
⇒ 身体機能低下を補う「クルマ」という移動手段

地域の生活機能低下を補う「クルマ」という道具
そして、「取り上げられる」頃には自主的な生活が不成立？

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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NHKニュース（山形）の記事より

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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出かけることを欲している
でも行けない不安

（車依存、子や孫依存）
出かけることで
こんな効果も！



高校生でも通学問題が：通学パターンの変化

学校の郊外移転（用地確保、統廃合など）
→「不便」な方へ流動が一致
→公共交通での対応に不向き
→自家用車化、渋滞
自動車による通勤と通学の一本化？
定期代が自己負担→家計にはきつい
通勤と同じ→ならば送迎（通勤手当は出る）
長距離化？短距離化？
学区の撤廃→所得・学力でどちらにも振れる
私立学校の営業戦略としてのスクールバス送迎

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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沖縄タイムス 2017.03.07記事（抜粋）

困窮世帯の高校生29％、バイトで家計助けながら通学 沖縄県調査

沖縄県は６日、家庭の経済状況が進路や生活に与える影響などを調べた「高校生
調査」の中間報告を発表した。手取り年収などを世帯人数で調整した等価可処分所
得が１２７万円に満たない「困窮世帯」の割合を２９・３％と算出。困窮層の高校
生はアルバイトなどの就労経験が非困窮層より１８・２ポイント高い４７・１％で、
使い道は「家計の足し」が３３・７％を占めた。学校の行事や昼食代、交通費に充
てる割合も非困窮層より７・７～１２・９ポイント高く、家計を助けながら、学校
生活の必要経費を自力で賄う困窮層の厳しさが浮かび上がった。

経済的負担で進学あきらめ 62％
２０１５年度の県小中学生調査で明らかになった沖縄の子どもの貧困率は２９・

９％で全国の２倍近くに上ったが、高校生も同様に約３割が困窮状態で暮らす深刻
な状況だ。

卒業後の進路希望を尋ねると「進学」は困窮層で６６・１％と非困窮層を１２・
８ポイント下回った。「就職」は困窮層が１８・９％で非困窮層（８・２％）の
２・３倍。就職の理由は６２％が「進学費用が高い」と経済的負担の重さを挙げ
「自分の成績では行きたい学校に行けそうにない」と学力の問題と答えた生徒も４
４・１％いた。

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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つまり

「取り上げる」「転換する」には代替策の検討を
クルマと全く同じ利便性、は無理
→ 「移動の100％」は補えなくても、一部の移動を除けば「置き換

えられる」移動は存在
→ 認知・身体機能のあるうちに「慣れる」策が必須（特に高校生）

「移動」だけの視点・代替案では不十分
→ 移動は目的があって成立： 目的地、目的の問題（特に通学はプラスαも）

→ 公共交通で移動できないまち。生活を作らない政策と民意形成

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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第1部 なぜ公共交通に乗らない（転換しない）のか

第2部 「隗より始める」

第3部 「ひとりではない、全員が考える」

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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先ほどのワークから＝「隗より始めよ」！

理由はあるにせよ、自分が動いていなかった？

⇒ 「まったく転換できない」移動はないはず

自分がわからないものを人に勧められるか

⇒ 私が公共交通を使うことにこだわるのはここ

思い込みを消せば、理解し、勧められる

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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皆さんにできること、結構あるかも：
公共交通「利用促進」・まちの活性化のポイント

学校への通学、職場への通勤
→ 「まずバス・鉄道を使ってみる」：賢くなる、運転手（企業）を支える、経済が活発化

「もっとうまい使い方を考える」：将来に引き継ぐ、面白くなる、皆が使える

コンビニ・スーパー・ネットショップで買い物
→ ネットからリアル店舗へ： 地域経済を支える、まちが寂れない、住みたい街になる

「運ぶ」行為に感謝： 運び手になる人が増える、生き生きするまちになる

免許・車のある人も
→ 車は上手に使う： たまには歩く（公共交通に乗る）と身体にも環境にも良い

場合によっては、他人の移動を支える

車がなくても住める街・生活を考える： こども・お年寄りの目線でみるまち

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「隗より始めた」例

「コミバス協議会」「大人の社会見学」（大分県豊後大野
市）

会議後バス乗車体験（熊本県天草市）

ヘビーユーザーに出向き「地域検討会」（大分市）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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大分県豊後大野市：
会議利用者もバスを使わせる⇒それを周囲に伝播

交通会議の下部組織で「コミバス協議会」設置
地域代表でコミバスに関する深い議論を実施
でも代表は乗っていない（現役でないと無理）
⇒年1回1か月定期を配布、レポートを協議会で報告義務

…「誰かの声・目線」「他人事」から「自分ゴト」へ

利用促進を「地域主導」で行うきっかけの形成
＝「大人の社会見学」事業の継続実施
地元高校＋市（事業者）＋大学の連携で利用促進イベント企画実施

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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公共交通を活用した“おでかけ”きっかけづくり

「大人の社会見学」（大分県豊後大野市）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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高校生と一緒にやっています

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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事前準備（大学生が高校に出向いて
一緒に授業＝「課題研究」）



天草市・南さつま市：交通会議後バス利用

交通会議メンバーはバス非利用者、の現実
交通ダイヤに合わせても、クルマで来る
→「公共交通なんか知らん」では議論にならない

現地・現場を知っての議論の効果はてきめん
現場を理解：利用実態把握、地域把握
異業種からの理解（タクシーがバスを知る）
⇒会議メンバーが関心を持ち、議論の質変化

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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行政が汗をかくと使う人もついてくる
：大分市「地域検討会」の取り組み

•出席者はあくまで利用者（自治委員も出席）

•地域ニーズの把握（行先、頻度、目的）、
ダイヤ改変の協議、利用率の説明、増便可
能性の提示など

＝「地域で・利用者（住民参加）で『創る』
交通」の意思決定機関として機能

• 2012年11月より各地区で実施（年1回以上）
•検討会の結果でダイヤ改定実施した地区も
あり 2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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第1部 なぜ公共交通に乗らない（転換しない）のか

第2部 「隗より始める」

第3部 「ひとりではない、全員が考える」

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「全員が考えた」事例

結束を強める取り組み

①宮崎県門川町（日向東臼杵）、熊本県天草市

②移動手段をすべて網羅（熊本県天草市、人吉球磨）

③自発型（福岡市柏原三丁目、北九州市枝光）

学ぶことで総力戦を実践（紹介は省略）

勉強を協議会公務化（宮崎県門川町、鹿児島県南さつま市）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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結束を強める取り組み

①宮崎県門川町（日向東臼杵）、熊本県天草市

協議会メンバーでの懇親会実施（全主体、事務局も参画）

⇒ 本音で語り、闘う意欲を結束

＊ 利益相反の関係＝第三者を入れることが必須

勉強会の参加予算を交通会議予算で承認させる

⇒ 勉強を本気でせざるをえない＋政策反映が期待

⇒ 勉強会での発表事例にコンバートされるケースも

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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結束を強める取り組み

②移動手段をすべて網羅
空路、海上タクシーも網計画に包括（天草市）
最初空路はなかった⇒入れたら連携策の議論が活発化
＊本来の網計画は「全モードのネットワーク構築」

鉄道の協議会からバス、タクシーへ（人吉球磨地域）
人数が多くなった部分は分科会等で対応
鉄道の網計画は全国的には少ない（北海道こそやるべき）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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結束を強める取り組み

③自発型
福岡市柏原三丁目、北九州市枝光、函館市「Ｊバス」
⇒ 行政の制度（の制約）を「待たない」

現場から行政の制度をバージョンアップできる

大分市富士見が丘、福岡県大野城市
⇒ 非利用者も利用者を支えられる仕組みへの昇華

（「他人事」から「自分ゴト」へ）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「免許なくても地域で生活可能」ーここまで本気に
なれるか（交通事業×地域×商店街）

北九州市枝光「おでかけ交通（やまさかタク
シー）」

地域を見た事業者（地縁ベース）

⇔ 利用客・地域が動く仕掛け

協力と責任分担（市・地域・事業者）

自分たちで運営、を原則で制度化

＊他地域はここが弱く実験止まり

結果

商店街の振興（大型SCに勝てる）
劇場の誘致（銀行の跡地）

一般タクシーも利用増に

常客の見守り支援までつながる

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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地域の資源を大事に

函館市陣川あさひ町会「Ｊバス」
利用者をつかむ・ニーズをつかむ

→ 町内会で「発掘」
それに動く人がいる

リソースをつかむ

→ 既存路線・スクールバスと連携
既存バス会社を選択

その他

→ 町会主体で運行（現在は一般路線へ昇格）
財源は補助金なしで自主確保
地域に認知（＋バス会社にもプラス）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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全員主導の典型例＝福岡市柏原三丁目

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）

43

地域、事業者、行政のタイアッ
プ

地域で利用意識醸成、取り組み

１年の実証運行を経て本格運行

市の財政支援は半年だけ

→市の支援制度変更を促した！

既存資源活用が有効、の立証

「要る」人が議論し、汗を流し、
つくりあげたもの

広報作り、広告取って、地域内
消費までやれるか？



2018/12/0
6

北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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地域が
バスの
ために
最大限
取組み

地域がバス
のために最
大限取組み

地域がバス
のために最
大限取組み



2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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団地の再生は移動から
― それを誰がどう担うか：大分市の例

＝公共交通を使わない人も、巻き込むことは可能 ―

富士見が丘団地「おでかけ交通」（移動支援ネット）
家からの「ラストワンマイル」が地形上ハードル

→ ゆえに家を手放す、要介護、引きこもる、孤独死、空き家、・・・

当初の検討：自家用車で無償輸送
→理想はさておき、安全安心持続可能性に懸念
→（市等の働きかけもあり）タクシー委託へ変更

＊ 地域も認識してくれたのが大きい

持続可能性への取り組み：使う人も、使わない人も

利用者による定期的な懇話会実施

路線バスとの連携

運行経費を自分で集める：古物・資源回収⇒収益で運行支援＝使わない人も支援2018/12/06
北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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交通だけで見ない：他の政策との組み合わ
せ

福岡県大野城市「ふれあい号」

◎コミュニティ政策（＝住民参画前提の取り組み）に移動をセット

バスでカバーできない地区の存在とその対策

→ 実は『地域コミュニティ』支援の一部に位置付け

自治会内で「地域に役立ちたい」人と「移動が大変」な人のニーズのマッチング
（「縁」づくり）

→ 責任や組合せで市が黒子として活動、 既存手段との調整（バス、タクシー、隣接市バス）

資金調達を自治会に （店舗からの協賛金なども地域がとりに行く）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）

47



２コースをそれぞれ週3日運
行（１日４便）

ボランティア23人で運営
20人/日が利用
日常生活に必要な場所を経由
（スーパー、病院、郵便局、金融
機関）

←ここから広告収入確保
隣接する市のコミバスと連結

2018/12/
06

北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）

48１０．“ふれあい号”の運行ルート



学ぶことで総力戦を実践

◎きちんとしてないところに限って「学んで」いない
勉強会参加も協議会予算化（宮崎県門川町、鹿児島県南さつま市）

⇒前者はゼロから県第1号の網計画を策定
後者は事業者が（珍しく）評価している事例に昇華

「予算／時間がないから行かない」は言い訳では？
業務として大事と思っているのか？
わかっていないなら学ぶのは当然では？
ただのものから有益な知識は得られない

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「みんな参画」が交通政策基本法の趣旨

※詳細は『運輸と経済』２０１４年６月号参照

◎基本として
交通事業者に任せておけば → ×！

自治体の責任でしょう → ×！

俺たち使わないし → ×！

なくてもいいじゃない → ×！

☞「誰かのせい」も「みんなの無関心」もダメ

もっとダメなのは「与える交通」「供給される交通」になること

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）

50



ニーズ把握＋責任と負担、でつくりあげる

「作ったら乗る」「待っていたら乗る」客はいない

少子高齢化と生産年齢人口の減少、目的地の減少、高齢者も含め「マイカーが当たり前」の時代への対応

「担い手」は居続けてくれない

交通事業者の経営破たん・事業縮小、いったん去った事業者は二度と戻らない怖さ

「廃止が決まったらどうしたら？」⇒そこまで放置したら最後

モラルハザードとの戦い：「利用者の声」「交通の実態」？

アンケート・利用者代表の声＝「真の叫び」ではない 利用者＝責任がない限り「負担なき受益と浪費」を求め続ける

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）

51

これまでの「常識」の転換が必要
「テマ・ヒマ・オジャマ」の実践＋「みんな責任分担」



基本法の趣旨に立ち返ると・・・ではどう動く？

※詳細は『運輸と経済』２０１４年６月号参照

事業者 ＝ 長期的視点・プロ目線で「提案」

（こころ）自社の利益を考えてむしろ「逆提案」すべき 制度を使って事業提案する大チャンス（せ
ねば損）

地域・住民＝「プレイングマネージャー」 アタマ・カネ・アシを使う主体

（こころ）必要ならば自分で求める、動かなければ残らない

自治体 ＝ 交通＋他政策を横断で考える

（こころ）「まちづくり」「長期計画」との一体化 自分のまちだけ考えない＝人の動きが最優先

都道府県・運輸局・学識 ＝ 中立的立場

※注意※

「学識」は「採否決定権者」でも、都合のいい理屈をつける「便利屋」でもない（行政の勘違いが最近ひどい）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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国の制度活用（「網計画」）の本当の意味

端的に言えば「お金」と「路線維持」のため
「網」＋「再編」認定＝補助制度の優遇措置→狙いたい ＊ただし、これはなかなか困難

神聖不可侵？な民間事業者の幹線を見直すきっかけ

＊ 単一市町村では重荷、県も事業者も手一杯

【※ただし、自治体は交通事業者ではないことに注意！】

「あし」に対する考え方を変えてほしい（と意図）
「まち」があっての「あし」という考え ＝ 生活圏単位の発想、立地適正化計画との連動

「あし」整備ありきにはお金を出さない、という意思＝ これまでの補助事業の反省

都道府県・市町村・事業者の意識改革も意図

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「網」計画のポイント
（※名古屋大学・加藤博和先生の講演資料より一部引用）

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築

＝ 一部でなく全体（ネットワーク）を考える

（単なるコミバス計画やデマンド交通計画ではダメ）← 連携計画の反省

タクシーや自家用有償運送も対象とすることを推奨 ← 基本法の趣旨反映

特に既存路線バスを見直すツールとして「再編事業」新設

コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携

＝都市再生特措法、中心市街地活性化法との連動を推奨

「コンパクトシティを目指さないと（＝立地適正化計画を出さないと）網形成計画は
出せない」わけではない（非都市部の場合「小さな拠点」）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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網計画

作る
再編実施

計画

作る
国の

認定

受ける

受けられ

ない
作らない

作らない 確保維持改善事業（従前の制度）で対応

このパターン
になったら優
遇措置あり

従前の制度も残っているが

優遇措置は新制度の計画のみ
優遇措置適用のパターンは

国の認定が必要 ＝ハードル高い！

このパターンだからと
いって再編してはいけ
ないわけではない



近年の問題（こんなのでいいのか？）

計画そのものの問題
調査報告自体がいい加減 （必要な調査をしていない、分析不足、地域理解不足）

調査報告が大半、構想の説明が少ない

「（誰が、いつまでに）何をしたいか」が分かりにくい ←計画とは何ぞや？のレベル

策定プロセスの問題
費用と中身の相関関係？ ←自治体が書き直してもよい（Ｋ市の事例）
策定業者のスキル （学習能力よりも自分の事例のコピーが優先化されている気がする）

査定する行政の能力 ←丸投げ、勉強しない、いい加減かも判断できず

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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計画は「創って」からが出発点

「作る」＝作業の結果、「創る」＝気持ちを込める＋生み出す

『計画「書」』： 「コンサルの業務終了」の証拠

『計画』： 地域の足に対する「気持ち」「覚悟」を地域の総意で表現したもの

→ 「創る」という姿勢で関係者が臨めるか（委員構成の内容（要件）をもう一度確認を）

誰の気持ちを込めるのか

コンサルや事務局の「ご都合」で作った計画は破たん必死

有識者は判断者でもなければ錦の御旗でもない

委員の「創意・総意・相違」を腹を割り議論し、覚悟を決め、実行する

「念書」が計画
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「創った後」問題その１

なぜ実行しない？

実行しないと無意味！ ← 計画に「どう実行するか」を包むことが肝要

＊再編計画がないと実行できない、ではない（確保維持改善事業でも可能）

やっぱり補助金替わり？コミバスデマンド計画？

公共交通維持の補助金代わりではない ←過去の事業の反省
網計画・再編計画は「自立のため」です： 期間が決まっているのは予算都合だけではない

計画自体の「出来不出来」の査定がない現状

－必須項目の充足以外はチェックなし ＊第三者評価委員会：一応見ます。

交通事業者を「その気にさせる」ことが出来たか ←これが怪しい
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「創った後」問題その２

担当交代後、コンサル業務終了後の問題
計画＝遺言・拘束事項 ←経緯等も含め伝承？
計画策定の年次が終わると・・・

交通会議予算の急減、実行体制脆弱化、・・・
これまでの会議と同じレベルへ（回数、内容、等）

⇒このままでは昔のように制度を変えられ予算が減らされます。それ
でもいいですか？

有識者がいないと内容を引き継げない協議会はまずい
（いないＯＲ交通を知らない人を入れるのは、もっとまずいですが）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「住民主導」「住民主体」は美談？

福岡県小郡市の事例（毎日新聞の記事より転載）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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たしかに
「タダ」「安い」
は助かりますよね
（病院送迎が典型）



福岡県小郡市の事例（週刊東洋経済の記事より転載）

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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事業者のせいですか？
規制緩和は問題でも、
乗らなかったの、誰で

すか？

たしかに
すごいことですが



「住民主導」「住民主体」のリスク

以下のリスクを地域が背負えるか？
「主導」する人がいるのか
「主導」する人の適性
「実戦で担う」人がいるのか
「これらをサポートする（＝乗る）」人がいるのか
これらの人が「いつまで」居続けるのか
本当に「住民」がしないといけないのか

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「住民主導」「住民主体」の本質

以下のリスク・本質を行政も背負えるか？

コスト削減の便法ではない

⇒ やったとたんに補助などの対象から外れる

きれいに見えるが結局「おまかせ」になる

⇒ 交通政策基本法に反する

担い手がいなくなったら？

⇒ 事業者を退かせた以上は二度と戻らない
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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実は多様な輸送形態

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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いまさらですが、おでかけ（交通）の意味とは

「移動」の価値とは何か？＝それを支える（不可欠な）のが「交通」

暮らし・地域にとっての位置づけは？ ← 派生需要だが必要不可欠

４つの「ケン」：発見、知見、経験、健康 ← 引きこもり、痴呆、・・・の防止策

なぜ車でなくて公共交通機関（含むタクシー）か

車は個の世界、交通機関は共の世界 ←車では雇用は生まない

一人で移動してコミュニケーション採れるか ＝ 安否確認から地域創生まで可能に

地域の「持続可能性」を担保するための必要最低条件

「交通」が「持続」だけならビジネスどまり ← 交通「事業」だとここで止まってしまう

「ポジティブフィードバック」になる「負担」 ← だから「地域」で「主体的に」「支える」

「地域」が持続しなくていい、という人がいるか？

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「網計画」の先にあるもの
ー 使ってもらい続けるための情報の出し方

「誰の」目線で考えるか：「与える交通」は最悪
「謙虚さ」があるか ←「利用者目線」と言いながら「非利用者」が考える？
どのレベルに合わせるか：趣味人か、玄人か、素人か ⇔ 無関心な人は調べない！

「何が必要か」の選択
全部出さねばならない？ ←そう思ったら「できない」「しない」の始まり
不要情報多、必要情報少？ ←目的、「痒いところ」がわかっていない
「どう情報を出すか」：目的とターゲットに合わせて
デジタルでないほうが良いものも→ターゲティングの必要性
素人向けはすぐわかり、玄人は調べられる、が理想

交通が情報を出さない、という選択も（観光、医療、商業など）
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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その先を考えるキーワード①

（キーワード１）「テマ・ヒマ・オジャマ」

どこかで「手抜き」した時点で、使われないものになる
（例）ばら撒き、説明会の回数と規模

リターンに極端な差が出ることの怖さ

短期か長期か（短期ではロス、長期回収）

リスクも含めた全員の覚悟が必要
交通は一過性ではない：長期で残すもの

→リスクなきリターンはない
計画は始まりであって終わりではない『約束』

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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その先を考えるキーワード②

（キーワード２）「相違・総意・創意」
「相違」を中途半端に放置しない
計画時点でここすら認識できていない？⇒そのまま放置？乗り越える？＝

ここがカギ

乗り越えた結果の「総意」の「持続」
つながり、交流、対話を常に繰り返す 時間はかかるが不可欠

「総意」から「創」れるか
機械的に作った結果で終わるか、気持ちを入れた「持続可能な地域
づくり」になるか

2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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その先を考えるキーワード③

（キーワード３）「理解する」
聞かない、行かない、知ろうとしない＝論外
「理解」には「聞く」ではなく「聴く」姿勢
「理解」に必要なのは「学び」の継続
わらをつかむのではだめ 「近くの専門外より遠くても専門家」を

「問題」と「課題」
→両方の理解を必要

「協力者」をつかむには「理解」が必須
2018/12/06北海道運輸局研修2018（大井＠大分大）
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「網計画」の先にあるもの
―住民理解のためのワークショップ

わかる人にファシリテートしてもらったほうが良い
→最初は市の職員、コンサルなどが学んで実践
徐々に市民に渡していく（場数とトレーニング必要）

声の大きい人、趣味人はダメ（自分の（価値観での）話しかしないから）

※簡単で分かりやすい本：柴田久(2017)『地方都市を公共空間から再生する』学芸出版社p.208以下

「有識者（もどき）」が一番曲者
例①理想像しか言わない → 現場経験がないから：実績の確認を

例②利用者代表と変わらない → 専門外（かマニア）の人に頼むから（それでも良ければ結構です）

旅費確保してでも専門家のほうが良い（謝金は二の次）

※大事だというなら、きちんと日程調整してください
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「網計画」の先は「くらしの足を『創る』」こと
―「相違」から「総意」「創意」へ、「遅延」から「地縁」へ―

「つなぐ」ことの重要性：つなげば「創れる」

自治体・事業者・モードという狭い世界で考える時代は「遅延」

⇒「生活圏」「地縁」で「つなぐ」；人、モード、金などを組み合わせ

適切に「つながる」かの重要性：「相違」はつながって「総意」に
つなぎ方を学ぶ：地縁、支援、応援 ⇒適切な「導き手」「場」が大事

相違を総意に、そこから「創る」へ（←気持ちを込めて）

「つなぎ続け」「創り続け」「学び続ける」ことの重要性

継続は力なり：見ている人はいます←気持ちが大事

「（地）縁」「総（意）」「創（意）」は継続してこそできる結果
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話題提供のまとめ

第1部 なぜ公共交通に乗らない（転換しない）のか

☞ 制約はあるが「利用できない」との思い込み（＋自信のなさ）大

一部からの転換が、結果として持続可能への一歩

免許返納・高齢者・高校生は「待ってたら乗れ（ら）ない」層に

第2部 「隗より始める」

☞ 他人に進める（動いてもらう）のは自分が動いてから

動かない地域・人に、「動き」は起きない

第3部 「ひとりではない、全員が考える」

☞ 独断・偏見・先入観・無関心・安易な制度批判が「活性化再生法違反」を生む

総力戦は「できること⇒創り出す」の寄せ集め、あとはやるかどうか
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ご清聴ありがとうございました
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総務省「地域人材ネット」地域力創造アドバイザー
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