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【【要要    旨旨】】  

  

わが国では人口減少・少子高齢社会を迎え，地域の活力を持続することが極めて厳しい状

況になる中，地域公共交通活性化・再生法の施行により，地域のモビリティ確保に向けた取

り組みは市町村が中心となって，多主体との連携により進めるべきとの方針が打ち出されて

いるが，思惑に叶った取り組みにはつながっていないのが現状である。 

本研究は，兵庫県が長期に渡って阪神地域という都市圏を対象に総合的な交通政策をめざ

して交通環境改善施策に取り組んできた変遷，及び具体的な施策内容と成果を明らかにする

ことにより，わが国において複数の自治体から構成される都市圏で交通政策を実現するため

には，広域行政が中心となって関係者と連携して取り組む意義を明らかにするとともに，都

市圏において交通政策に取り組む際の広域行政が果たす実務的役割についての有益な知見を

提供することを目的に，研究を行った。 

その結果，広域行政が都市交通環境改善施策展開の柱となる交通基本計画を策定した上で，

都市圏の交通関係のステークホルダーを一堂に集めた実行組織を設立し，計画に位置づけら

れた施策の実効性を担保することが交通政策展開の基盤として重要であることを示した。ま

た，兵庫県川西猪名川地域における多年度にわたる MM を中心とした施策の継続的な取り組

み，及び阪神都市圏広域バスマップをきっかけにした公共交通利用促進の継続的な取り組み

を取り上げ，計画立案から実施までに至る内容と成果について明らかにすることにより，広

域行政が主体となって運営する実行組織が地域を巻き込みながら，多主体の連携によって継

続的な交通政策の展開を可能とすることを示した。さらに，自治体の交通政策実務経験者が

都市圏レベルで連携したいくつかの活動を取り上げ，実務者同士の交流促進の場の継続が次

世代の交通政策実務者を育成し相互連携する役割の一端を担うことや，わが国で総合的な交

通政策を実現するためには，新たな制度設計として交通に特化した交通ガバナンスが必要で

あること，持続可能な交通政策のビジョンを示す法律を制定して交通政策に取り組む必要が

あることを示した。 

これらの研究を通じて，都市圏において交通政策の実現に対し最も重要となるのは，広域

行政の実務担当者の意志と地域・行政・交通事業者等の合意形成であり，広域行政が主体と

なることにより，関係者間の円滑な合意形成を図る場を持続的に機能させることができ，こ

れにより問題意識の共有と適切な施策実施に対する意識の共有が図れるとともに，合意形成

の場を通じて交通政策を実現する上で必要な人材の育成や強化，情報やノウハウの継承を心

がけることが極めて重要であるという知見を明らかにした。 
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第第１１章章  序序  論論  

1-1 研究の背景と目的 

欧米をはじめとする先進的な都市では，クルマ社会の急速な進展により生じた都市問題の

弊害を反省し，クルマ中心から人中心の総合的な交通政策に重点を置いた都市再生が行われ

てきた。これら海外の都市再生の事例は，いずれも明確な法制度のもと，地方への財源移譲

を伴った実効性のある政策意図により行われており，その流れは確実に市民にも浸透してい

る。特に，欧米ではかれこれ 40 年も前から，地方分権化の流れとともに地域の持続可能性を

高めるため，広域的な空間計画の重要性とそれを実行するための広域ガバナンスの重要性が

認識され，その中で都市圏を単位に交通計画を策定し都市政策が進められてきた。 

一方，わが国においては，ようやく近年になって交通に関する新しい法制度が議論され，

今まさに施行をめざそうとする段階にあるものの，総合的な交通政策に関する制度は未だ発

展途上にあるといわざるを得ず，相変わらず権限と財源が国に集中していることから，地方

自治体では総合的な交通政策に本来業務として関わろうとする意識づけが困難であり，規模

の小さな自治体をはじめとして交通政策を専門に担当する組織がない場合が多いだけでなく，

とりわけ公共交通については担当する専属職員もいないことが珍しくない。したがって，こ

れまで多くの地方自治体では，総合交通体系の構築をめざす計画が検討・策定されてきた事

例こそ見られるものの，交通計画といっても実質的に自動車交通計画を指すことが多く，道

路特定財源をもとに道路整備は着実に進められてきた一方で，公共交通整備を含めた総合交

通体系を構築するための施策を展開してきたとはいえない。 

そのような状況において，兵庫県阪神地域（阪神北地域・阪神南地域）では，阪神・淡路

大震災以降，兵庫県が交通政策に関する基本構想と都市部の交通環境改善のための計画を策

定するとともに，交通計画に基づく施策を継続的に進め，着実にその成果を上げてきた。 

本研究では，兵庫県が長期に渡って阪神地域という都市圏を対象に総合的な交通政策をめ

ざして交通環境改善施策に取り組んできた変遷，及び具体的な施策内容と成果を明らかにす

ることにより，わが国においても複数の基礎自治体から構成される都市圏で交通政策を実現

するためには，広域行政が中心となって関わる意義を説くとともに，わが国の都市圏におい

て交通政策に取り組む際の広域行政が果たす実務的役割について明らかにする。 

さらに，関西において交通政策に携わる自治体の実務担当者の広域連携による研究成果を

明らかにすることにより，わが国における交通政策に対する課題認識を踏まえた総合的な交

通政策に必要な計画・実施主体，及び制度設計に関する提言内容について考察し，わが国の

都市圏における交通政策の実現に向けた知見を示すものである。 

なお，本研究では，既に村尾(2010)1)が用いている“物語文”(1)の手法を取り入れ，計画策
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定から具体の施策実施までの一連の取り組みについて，特に実務担当者が経験した主観に基

づく洞察，直感，勘などについて言葉を通じて語ることにより，取り組みの経緯や内容，苦

労から成果と課題に至るまで，伝承と共同化が可能な知識へ変換することを念頭に置きなが

ら記述する。 

1-2 研究の構成 

本研究の構成については，以下に示すとおりである。これをフローチャートにして流れを

表したものを図－1.2.1 に示す。 

第２章では，都市圏における交通政策の実現に向けた広域行政の実務的役割に関する関連

研究として，広域行政や広域ガバナンスが関わる交通政策のほか，都市圏における交通政策

や地域公共交通制度，TDM や交通社会実験，MM など個別の交通環境改善施策を取り上げた

既往の研究についてレビューするとともに，本研究の位置づけについて述べる。 

第３章では，全国で行われた交通社会実験事例を通じて得た知見から都市交通環境改善施

策推進の課題について整理し，広域行政において都市交通環境改善施策を展開するきっかけ

となった当時の実務担当者の課題認識について整理する。 

第４章では，広域行政による交通政策実務の展開への基盤づくりとして，広域行政におけ

る交通計画の立案・検討の流れを示し，施策展開の柱となる交通計画の策定，施策の実効性

を担保するための実施体制について述べることにより，基盤づくりの必要性について明らか

にする。 

第５章では，地域住民の参画と協働による都市交通環境改善の取り組みとして，多年度に

わたって地域で施策を実施してきた枠組みについて述べるとともに，施策内容とその成果を

通じ，多年度にわたって施策を継続する意義について知見として明らかにする。 

第６章では，地域の NPO を含む多主体の連携による公共交通利用促進の取り組みとして，

施策を実施するための手順や核となる実施体制の構築，継続的に施策を実施するための戦略

と工夫について明らかにし，施策を継続する意義について知見として明らかにする。 

第７章では，阪神地域において兵庫県が主体となって交通政策に携わった取り組み，及び

関西の交通政策担当者による広域連携による活動を踏まえ，都市圏で交通政策の実現に向け

て広域行政が主体的に取り組む意義と課題を整理し，その役割について考察する。 

第８章では，関西広域において日常業務を越えた場で地方自治体職員が主体となった交通

政策の実現に向けた実務的な研究活動を通じ，わが国における交通政策の実現に向けた新た

な広域連携のアプローチについて考察する。 

最後に，第９章では，本研究の結論としてまとめと今後の課題について言及する。 
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図－1.2.1  研究の構成 
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【補 注】 

(1) 野家 2) によれば，“本人にのみ接近可能な私秘的「体験」は，言葉を通じて語られることによっ

て公共的な「経験」となり，伝承可能あるいは蓄積可能な知識として生成される”，“経験は「語

る」ことを通じて伝承され，共同化される”“経験を伝承し共同化する言語装置をわれわれは「物

語」と呼ぶことができる”“物語文とは，時間的前後関係にある複数の出来事を一定のコンテク

ストの中で関連づけるような記述であり，過去時制で語られる”“われわれの経験の記述は基本

的に物語文という形式に則してなされると考えてよい”と述べている。 

【参考文献】 

1)  村尾俊道：総合的な交通政策としてのモビリティ・マネジメントの実現過程に関する研究，京

都大学大学院博士論文，2010.3 

2)  野家啓一：物語の哲学，pp.80-89，岩波現代文庫，2005. 
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第第２２章章  既既往往のの関関連連研研究究とと本本研研究究のの位位置置づづけけ  

本研究のテーマである都市圏における交通政策の実現に向けた広域行政の実務的役割に関

する研究に関連するものを大きく整理すると，①自治体の交通政策に関わる広域行政，広域

連携，あるいは広域ガバナンスについて着目したもの，②都市圏における交通政策について

着目したもの，③TDM 社会実験やモビリティ・マネジメントなど個別の交通環境改善施策に

ついて着目したもの，に分類される。 

本章では，3 つの関連研究テーマ別に既存研究について概観するとともに，交通政策にかか

るわが国の現状を踏まえ，本研究の位置づけについて述べることとする。 

2-1 広域行政による交通政策に関連した研究 

2-1-1 広域行政の定義 

1999 年から始まった平成の大合併は，「市町村の合併の特例等に関する法律」に基づく国・

都道府県による合併推進に関する規定が削除された 2010 年 3 月で一応の区切りがついた(1)。

その間に基礎自治体の市町村の数は 3,232 から 1,727 へ大きく減少した（2011 年 10 月現在

では 1,719 市町村）。 

星野(2001) 1)，横道(2011) 2)によれば，地方自治における広域行政は，町村合併促進法（1953

～56年）を皮切りに本格化し，1969年には「広域行政圏」という圏域行政が国の要綱に基づ

き展開されてきたが，従来の広域行政の狙いは自治体の行政サービスの行財政能力の向上に

あったとされる。この広域行政圏は，1960年代の半ばから始まったモータリゼーションとこ

れに伴う日常生活圏の拡大に対応するために構想されたものである。 

一方，これまでは複数の市町村における政策連携を行う際に「広域行政」という言葉が用

いられてきたが，最近では「広域連携」という言葉が用いられることも多いが，横道(2011)3)

によれば，広域行政が市町村の区域を越えて行われる行政活動（行政サービスの提供）に着

目しているのに対して，広域連携はそのような広域的な行政活動を行う協力関係のあり方に

着目しているとされる。 

永良(1972) 4)は“広域行政とは本来的には，市町村または都道府県の区域を越えて広域的に

処理されるべき行政の総称に過ぎない”とし，川相(2000) 5)は“広域行政は，二つ以上の地方

公共団体の区域を越えて特定の行政事務を広域的に処理する仕組みを指す”としている。 

本研究では，これまでの地方自治法による広域行政の定義を踏まえつつ，2 つ以上の複数の

地方公共団体の区域を越えて広域的な事務を行う行政組織を「広域行政」と定義する。この

定義に従えば，複数の市町村から構成される都道府県，複数の都道府県を管轄する国の地方
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機関も広域行政ということができる。また，本研究では広域連携も広域行政と同義とする。 

2-1-2 広域行政の必要性 

広域行政が要請される背景について，片山(2001) 6)は基礎的自治体の区域と住民の生活圏域

がずれていること，さらに地方分権と圏域の広域化がズレを拡大させることを指摘している。 

実際，高度経済成長期以降の交通網の整備や最近の情報通信手段の急速な発達・普及によ

って，住民の活動範囲は行政区域を越えて飛躍的に広域化しており，広域的な交通体系の整

備，公共施設の一体的な整備や相互利用，行政区域を越えた土地の利用など広域的なまちづ

くりや施策に対するニーズが高まってきているなか，市町村は広域化する行政課題への的確

な対応に迫られているため，その事務事業によっては，複数の地方自治体が協力して実施す

ることにより，より効率的で，かつ質的にも向上した事務処理が可能となる 7) 。これらを踏

まえ，総務省では，具体的に広域的な取り組みを進める方法の一つとして，市町村が連携調

整して取り組む広域行政の必要性を位置づけている。 

2-1-3 広域行政にかかる制度の発展 

広域行政にかかる制度にはいくつかの形態があるが，法制度に定められた法人の設立を要

する広域行政のしくみとして，主に一部事務組合と広域連合があるほか，地方開発事業団や

全部事務組合，役場事務組合などの制度がある。 

一部事務組合（1888 年創設，1911 年拡充）は，地方公共団体が事務事業の一部を共同処

理するために，協議により規約を定め，構成団体の議会の議決を経て，都道府県が加入する

ものは総務大臣，その他のものは都道府県知事の許可を得て設置される特別地方公共団体で

あり，一部事務組合の成立により，その事務は構成団体の権能から除外されて一部事務組合

に引き継がれる。現在，一部事務組合は全国で 1,572 団体ある。 

一方，広域連合は，様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応するとともに，権限委譲

の受け入れ体制を整備するため，1994 年 6 月の地方自治法改正により 1995 年 6 月に施行さ

れた制度である。広域連合は，都道府県，市町村，特別区が設置することができ，地方公共

団体がその事務事業で広域にわたって処理することが適当であると認められるものに関し，

広域計画を作成し，必要な連絡調整を図り，総合的かつ計画的に広域行政を推進することと

なっている。現在，広域連合も都道府県が加入するものは総務大臣，その他のものは都道府

県知事の許可を得て設置される特別地方公共団体であり，広域連合の成立により，その事務

は構成団体の権能から除外されて広域連合に引き継がれる。現在，広域連合は全国で 115 団

体あり，一部事務組合と比較すると，国，都道府県から直接に権限または事務の移譲を受け

ることができることのほか，地域住民と広域行政との関係をより密接にするため，広域行政

への地域住民の直接参加を可能とすることによって住民によるコントロールを確保するしく
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みが追加された。 

2-1-4 既往研究の整理 

矢嶋ら(2010)8)は，まず広域的な政策の意義として，地域の持続可能な発展が今日的な課題

としての中心的なテーマであり，①環境上の負荷による影響を抑え，②同時に経済的活力の

維持と，③社会や生活の質的持続性をめざすことが地球規模での要請とされていることを挙

げた上で，欧米で進む制度について概観するとともに，日本において広域ガバナンスを進め

るための課題について，米国の MPO（都市圏計画機構）やフランスの SCOT（地域統合計画）

の事例を出しながら，広域的調整に対する強力なインセンティブ装置を設けなければ広域的

調整は難しいこと，構成する自治体を離れた独自の広域行政でなければ当事者意識を持って

広域的な政策運営に取り組めないこと，広域計画に位置づけた事業に予算が優先して箇所付

けされるしくみにして実効性を持つように制度設計すること，広域調整にかかる費用（時間，

人員，金銭）が十分に手当てされないと調整が滞ることを考察している。遠藤ら(2010)9)は，

都市圏ガバナンスにおける自治体間連携について取り上げ，米国を中心に自治体間連携によ

って広域的な問題に対応していこうという動きが主流になりつつあるとした上で，交通や土

地利用に代表される都市活動について，「地域間の外部性」と呼んで，単独の基礎自治体だけ

で解決することが難しいために，より広範囲を管轄する上位政府か，複数の自治体が協力し

て解決にあたることが正当化されると述べている。また，城所・片山(2010)10)は，広域都市

圏に関する近年の代表的議論をレビューするとともに，選考する EU 諸国における取り組み

を整理するとともに，広域都市圏を大都市圏，連坦広域都市圏，地方都市圏に分類した上で，

日本における広域都市圏形成の特徴について考察しており，一定規模を有する広域都市圏は

多くの場合，県境を越えた連携による広域ガバナンス構築が難しいことを示唆している。 

一方，欧米においては，1990 年代頃から広域の空間計画の重要性が認識されるようになり，

2000 年代に入ると各国で広域計画の整備が進むようになるとともに，自治体間調整のガバナ

ンスのしくみの重要性も認識されてきた。秋元ら(2009)11)は，地域の持続可能性を高めるため

には広域的に問題を捉えることが必要であるとした上で，土地利用，交通，環境など多岐な

分野にまたがる広域計画に関するフランス，イギリス，及び米国の制度とガバナンスの特徴

について整理しており，いずれも広域ガバナンスによる広域計画の必要性について法的に義

務づけていることを示すとともに，日本における広域計画のガバナンスの課題について，組

織面，対象範囲と分野，制度・財政面から考察し，広域連合制度の活用を提案している。広

域連合が日本で十分に活用されていない理由として，制度の画一性や自主財源の不足，調整

のインセンティブがないという指摘 12) を踏まえ，広域連合を広域の土地利用や交通計画の計

画主体とすることや広域連合による計画を事業補助の条件とすることなどにより十分活かせ
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ることを示唆している 13)。荒井ら(2009) 14)は，ドイツ，イギリス，フランスにおける近年の

都市施設計画関連制度の改正について取り上げ，そのいずれも行政区域にとらわれない範囲

で広域計画を策定できる新たな制度としくみが強化されていることを紹介している。荒井ら

(2010) 15)は，都市圏レベルで複数の基礎自治体が共同策定する広域空間計画制度が確立する

ドイツとフランスを取り上げ，都市圏の交通計画を含めた広域調整の実態として，フランク

フルト広域都市圏，ルール地域，リヨン大都市圏，レンヌ都市圏の事例を整理し，日本にお

ける計画体制や計画策定の進め方，対象範囲などについて示唆している。馬場(2009) 16)は，

同様にオランダにおける広域調整事例を取り上げ，国・州・自治体の役割について述べ，岡

井・大西(2009) 17)は，フランスの都市圏の都市整備に関する総合的な方針を定める戦略的計

画である SCOT（地域統合計画）に着目し，ストラスブール都市圏における大規模施設の調

整事例を取り上げている。 

2-2 都市圏における交通政策に関連した研究 

2-2-1 国の新たな総合的な都市交通対策 

国では，1997 年 5 月 16 日に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」

の中で，1997 年度から「都市圏交通円滑化総合計画」(2)で都市交通を円滑化し，都市の快適

性，利便性，都市環境の向上に資するため，通勤圏域などを対象に，通勤・業務交通需要を

見直すなど具体的な目標を掲げ，都市圏の交通円滑化を図るとともに，環境問題等交通に起

因するさまざまな課題を解決するために，従来の道路整備等による交通容量の拡大施策に加

え，交通需要マネジメント（Transportation Demand Management：以下，「TDM」という）

施策及び公共交通機関の利用促進などマルチモーダル施策の組み合わせによる総合的な都市

交通対策を推進することが盛り込まれた。 

　交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策
　　Ｐ＆Ｒ，時差出勤，相乗り，企業シャトルバス　等

　マルチモーダル施策
　　都市交通サービスの向上　等

交通容量の拡大政策：バイパス・環状道路の整備等

公共交通機関の再編成等利用促進
路面電車の整備支援　等

 

図－2.2.1  国の新たな総合的な都市交通対策 18) 
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また，国の審議会でも，都市交通の再整備の観点から，都市交通のあり方と整備推進方策

について提示しており，この中で総合的な都市交通のあり方として，公共交通を「都市の装

置」として活用すべきこと，都市内道路網の形成を進めるとともに自動車交通の適正化を図

るべきこと，中心市街地等の地区交通を再構築するべきことなどを位置づけ，具体的には「総

合都市交通計画の充実」とあわせて，初めて「パッケージアプローチの導入」や「交通実験・

試行の導入」など 10 項目の推進方策について提言した 19)。 

このように，わが国において国レベルで交通体系整備に関する新たな考え方が示されたの

は，1996～1997 年度の時期であった。 

2-2-2 まちづくりにおける公共交通の位置づけ 

近年，国の審議会では都市計画のあり方において，中心市街地の空洞化をはじめとする都

市問題を解決する方策として，多くの人にとって暮らしやすい都市づくりを行う観点に立っ

て，広域的サービスを担う商業，行政，医療，文化等の諸機能の立地を集約し，自動車に依

存しないアクセシビリティを確保するような「集約型都市構造」に転換するための「都市構

造改革」が必要だと述べられている 20)。あわせて，これらを実現するための方向として，都

市内公共交通については，地下鉄やニュータウンの通勤新線等，経済成長と人口増に対応す

る新たな施設の整備に重点が置かれ，生活や地域を支える公共交通については，交通事業者

の自主努力に委ねられてきたことから，特に路面電車やバスについてはサービス水準が向上

せず，利用者の減少を招き，廃止されたものも多いため，今後は自動車交通から公共交通に

適切に誘導する利用促進施策や走行空間整備など，公共交通の導入や重要拡大に対する支援

を充実させる必要があると述べられている 21)22)。 

 

図－2.2.2  今後望まれる拡散型から集約型都市構造への再編イメージ 23) 
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このように，都市を支える公共交通が位置づけられ，まちづくりと交通事業の一体的な取

り組みの必要性が明らかになってきた。 

2-2-3 地域公共交通活性化・再生法の施行と都道府県の役割 

これらの流れを受けても，地域における鉄道やバスなどの公共交通がおかれた状況はます

ます厳しくなってきたことを踏まえ，地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地方を

創出するため，2007 年 10 月に『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律』（以下，「活

性化・再生法」という）が施行され，地域公共交通の活性化・再生に関して，国による市町

村を中心とした地域関係者の連携による取り組みを総合的に支援するしくみが創設された 24)。 

加藤・福本(2008)25)は，活性化・再生法の施行は公共交通の考え方を収益事業から公益事

業へと180°転換するもので，市町村が果たすべき役割の拡大が意図されていると指摘する。

活性化・再生法の制定により，法定協議会を設置して「地域公共交通総合連携計画」を策定

すれば，国の補助制度が拡充されることとなったことから，全国各地で「地域公共交通活性

化・再生総合事業」の活用によって，多くの市町村が法定協議会を立ち上げ，計画策定・実

施を進めることとなった。 

一方で，加藤・福本(2010)26)は，単一市町村を対象とした協議会や連携計画が多く，地域

全体の公共交通ネットワークを扱うものは少ないと指摘し，これは地域公共交通網全体の自

動車に対する競争力を高めることを主眼においた国の活性化・再生法の想定と，大半の市町

村が考えている公共交通政策の目的とが整合していないとしている。さらに，活性化・再生

法では都道府県の位置づけが全く行われていないことから，地域公共交通会議や活性化・再

生法定協議会のメンバーとして都道府県の担当者が委員になっておらず，検討状況をほとん

ど把握できていない県も存在すること，都道府県が地域公共交通に果たす役割が不明確であ

ることが指摘されている。 

さらには，2009 年より議論されてきた交通基本法の閣議決定（2011 年 3 月）を踏まえ，

2011 年度からは「地域公共交通確保維持改善事業（生活サバイバル戦略）」という新しい枠

組みが創設されるなど，国による法制度の姿は急速に変わりつつあるが，制度改革により旧

事業で進めていた施策が頓挫せざるを得ないなど，地方自治体からは必ずしもいい評価を受

けていないことも事実である。 

2-2-4 既往研究の整理 

(1) 国内を対象とした研究 

2007 年 10 月の活性化・再生法施行後は，地域公共交通に関する実施事例が急速に増加し

たことから，国内において数多くの研究事例が出てきた。 

喜多・岸野(2010) 27)は，活性化・再生法施行後の 2 年間に全国で 250 余りの自治体等が法
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定協議会を設置して「地域公共交通総合連携計画」（以下，「連携計画」という）という名の

地域公共交通計画の策定に着手したことを述べるとともに，連携計画に対する認識が不十分

なために，地域の抱える問題の本質に踏み込めていない，あるいは総合的な視点に基づく計

画策定ができていないことを指摘しつつ，地域の公共交通が交通産業から社会資本に変化し

てきたこと，自治体の責任の下に計画を立案すべきことを示唆している。山口ら(2010) 28)は，

活性化・再生法の下に実施した事業評価を行った結果，本来地域づくりの手段であるべき公

共交通が単に実証運行に止まって終わり，それ自体が目標となってしまっていること，市町

村において人材不足や情報不足により取り組みが不十分であることを指摘している。また，

塩士ら(2010) 29)は，全国の地方自治体を対象に，公共交通活性化の課題認識と取り組み状況

を把握した結果，特に市町村合併した多くの自治体で取り組みがされていることが明らかに

なり，自治体が広域化した際の公共交通のあり方が課題になっていることが窺える。岸野

(2010) 30)は，連携計画を策定する現場の実情や自治体の悩みについて把握した結果，必ずし

も交通計画の専門家でない自治体担当者が単に類似事例にならって問題の対策を検討しがち

なこと，連携計画が活性化・再生事業を実施するための「手続き」となってしまっているた

めに問題も多いことを指摘している。 

また，樋口・藤井(2009) 31)は，やはり全国の市・区レベルの都市を対象とした「総合交通

計画策定状況に関するアンケート調査」を実施しており，自治体の状況把握を行った結果，

交通計画を策定済みの自治体が 23％ある一方で，54％の自治体では計画策定の予定がないこ

とがわかり，その理由として「予算がない」「専門部署がない」「必要ない」「手が回らない」

が挙げられており，交通政策に対する組織や人材不足の現状が指摘されている。山崎ら

(2011)32)も同様に，全国の自治体アンケート調査により 2010 年度時点の国の法制度下で地方

自治体が展開する地域公共交通サービス確保の検討実態を整理し，地域公共交通計画の策定

割合が高くないこと，地域公共交通を検討するための法定協議会の設置率も比較的少ないこ

と，地域公共交通政策を担当する自治体職員が全庁的にきわめて少ないことが浮き彫りにな

ったことを指摘している。 

これらに対して，五十川ら(2009) 33)は，地域のモビリティ確保に向けた全国の先進的な取

り組みを行う自治体や交通事業者などを対象にアンケートを行い，事業を行う際において実

施体制や組織の設置・運営，計画策定・実施，人材や計画技術の面から留意点についてとり

まとめ，国のマニュアル化のための基礎資料としている。さらに，花田ら(2011) 34)は，山口

市における「山口市市民交通計画」が打ち出したコミュニティ交通は住民が主体となる新し

い交通体系の方針に基づいて取り組まれたコミュニティタクシーについて取り上げ，地域の

モビリティ確保に向けた合意形成上の工夫やポイントとして，コーディネータの存在の重要

性，住民が当事者意識を持ち続けることなどを示唆している。小林ら(2011) 35)も同様に，山
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形スマイルグリーン号（デマンドバス）の事例，京都よるバスの事例を通じて，多様な主体

の参画による地域モビリティを確保するための合意形成プロセスに関して考察し，機運醸成

段階，計画・準備段階，運行段階における取り組みの工夫について紹介している。国土交通

省では，2008年3月に「地域の自立的発展のためのモビリティ確保に向けた検討の手引き」36)

を作成し地方に配布したが，上記の一連の成果をもとにして計画立案のための情報やノウハ

ウ不足で課題を抱える市町村担当者を対象に，毎年バージョンアップした手引書(2009) 37) ，

(2010) 38) ，(2011) 39)を作成・提供している。 

都市圏を対象とした個別の事例としては，宮尾ら(2007) 40)が静岡県岳南都市圏における長

期交通計画の策定と交通戦略の連携について取り上げ，長期交通計画の策定に向けた実施体

制と進行管理について述べているほか，北村ら(2009) 41)は，広域圏における連携計画策定の

事例として南信州地域 15 市町村を取り上げ，連携計画を広域的に策定する際の留意点と課題

を考察した結果，広域圏における交通計画は住民の生活実態に合わせた公共交通の確保が可

能になるという役割があるものの，構成自治体の中で公共交通に対するニーズが大きく異な

るために取り組み姿勢に温度差があること，地域間における利害関係の調整は連携計画策定

の上で避けられないこと，広域全体の交通課題に対する関心が低く議論が深まらない傾向が

あることなどが指摘されている。 

(2) 海外を対象とした研究 

一方，表－2.2.1 は欧米各国と韓国・日本における地域公共交通に関する法や制度について

整理したものであるが，欧米における事例についてみると，早くから広域の空間計画の重要

性が認識されるようになり，各国で都市圏単位の広域計画の整備が進み広域ガバナンスのし

くみも整備されてきており，基本的に交通政策は都市圏単位で進められてきている。 

望月(1998) 42)は，フランスの地方分権制度と国・県の役割について概説した上で，都市圏

総合交通計画（PDU）や交通統合機関（AO）の役割や考え方について述べ，フランスでは都

市全域における生活環境の質と利便性の確保，活気あふれる都心部の維持が都市計画，交通

計画の基本であることを示している。板谷・原田(2004) 43)は，フランスで軌道系交通の導入

を実現したオルレアン都市圏の事例を取り上げ，具体的な PDU の策定と運営組織，財源や補

助金の流れ，合意形成過程との関係を明らかにした上で，日本への示唆として①都市圏全体

に関する交通計画を効果的に策定し実行するためには権限の一括化が必要であること，②都

市圏の交通に関わる多くの主体が意思決定に関与するしくみが円滑な合意形成に必要である

こと，③効果的な計画実施には財源制度を計画制度と連携させる必要があること，④国全体

で制度が機能するようなシステムを整備して都市圏の負担を大きくさせないことを挙げてい

る。中村ら(2007) 44)は，フランスのナンシー都市圏の PDU の内容について概観している。高
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見・原田(2009) 45)は，同様にイル・ド・フランス地域圏の土地利用・交通戦略について取り

上げ，同圏域において自動車依存を減らすために高質で効率的な公共交通網を整備すること

など新しい交通政策を実施して，フランスが温暖化対策を進めていることを示している。 

表－2.2.1 各国の地域公共交通に関する制度 

 日本 フランス ドイツ イギリス アメリカ 韓国 

交通権・移動権を

規定した法律 
なし 交通法典 

(2010) 
なし なし なし なし 

地域公共交通

にかかる計画

制度を規定し

た法律 

地域公共交通

の活性化・再

生に関する法

律(2007) 

交通法典 
(2010) 

※LOTI 移管 

近距離公共交

通地域化法 
(1996) 

2000 年交通

法 

都市公共交通法

(1964)（MPO の策

定手続きを規定） 
総合陸上輸送効率

化法(1991)
（ISTEA：MPO を

充実強化） 

大衆交通育成

利用促進法

(2005) 

上記計画の策

定の義務化の

有無 
任意 

1996 年改正国

内交通基本法に

より 10 万人以

上の都市圏で策

定義務化 

近距離交通地域

化法で策定を義

務化，計画の策

定にかかる催促

は州法で規定 

2000 年交通

法で策定を義

務化 

MPO と州が長

期計画を策定

することを義

務化 

義務化 

地域公共交通

にかかる計画 
地域公共交通

総合連携計画 
都市圏交通 
計画(PDU) 

交通計画 地方交通計画 
(LTP) 

交通計画(TP) 

大衆交通基本計

画（国） 
地方大衆交通基

本計画（地方） 
地域公共交通に

かかる特別な財

源（中央政府） 
なし なし エネルギー税 

鉱油税（州政府に

配分，一部を公共

交通に使用） 
ガソリン税 

交通税（政令

により配分） 

地域公共交通に

かかる特別な財

源（地方政府） 
なし 

都市圏交通機

構(AOTO)に
交通税(VT)の
課税権を付与 

近距離交通地域化

法の制定に伴いエ

ネルギー税の一部

を連邦から州の財

源に委譲 

道路利用者や職

場駐車場への駐

車にかかる課税

権限を付与 

公共交通運営団

体に交通区域内

における売上税

の課税権を付与 

交通誘発負担

金（主として

交通安全施設

整備） 

地域公共交通

にかかる補助

制度 

地域公共交通活

性化・再生総合

事業(2010) 
地域公共交通確

保維持改善事業

(2011) 

トラム等のイ

ンフラ整備に

対する補助 

地方交通助成

(GVFG)に基づ

く地域公共交通

の関連施設に対

する補助 

LTP の審査・

評価を通じた

補助 

SAFETEA-LU
に基づくガソ

リン税の配分

制度 

地方分権交付

税（一般会計）

等による支援

あり 

出典：国土交通省調べ 

次に，原田(1998) 46)は，イギリスにおける都市圏交通計画「交通政策プログラム」（TPP）

のしくみと役割，具体的な事例としてレスター都市圏における交通政策を取り上げ，その交

通戦略について示している。加藤ら(2003) 47)は，より具体的にイギリスの新たな交通計画の

しくみと国と地方の役割について整理し，2000 年交通法により TPP に代わって地方交通計

画（LTP）の策定が義務づけられ，地域レベルでは地域交通戦略（RTS）に基づいて交通政

策を進める流れになってきたことを示すとともに，イギリスの事例から国，地域（都市圏），

地方自治体の 3 つの段階ごとに交通計画を策定すること，交通計画システムに関する地方分

権が中央主導で進められるべきことを示唆している。太田・原田(2004) 48)は，この中で具体
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的に West Midlands 地域における都市圏交通計画について取り上げ，計画立案プロセスごと

に問題点が存在することを指摘している。岸野ら(2009) 49)は，イギリスの LTP を念頭に置い

て交通計画の策定を行った青森県平川市の事例を取り上げ，LTP に基づく地域公共交通マス

タープランの意義と有効性について考察しており，その結果マスタープランの有用性が確認

された一方で，国や都道府県がそれをきちんと推進するためのしくみを作ることが重要であ

ることを指摘している。 

屋井(1998) 50)は，米国の都市圏交通計画のしくみについて取り上げ，米国で横断的な交通

計画づくりを行ってきた都市圏計画機構（MPO）による都市圏の交通計画体系，地域交通計

画実現のための財源確保方策，合意形成手法について述べている。村木・須永(2010) 51)は，

具体的に米国のオレゴン州における土地利用計画と交通計画の連携によるCO2排出量削減に

着目して考察しているが，この中でオレゴン州が土地利用計画と連動した交通計画で温暖化

対策進める理由として，温室効果ガス排出量の 35％を交通が占めていることが挙げられると

ともに，オレゴン州における広域行政の重要性から，日本でも都道府県などが中心的な役割

を担って交通計画と土地利用計画の連携を行う必要があり，地方分権の流れの中で広域的な

行政の役割は限定的になってきているものの，基礎自治体では限界のある役割を担うことを

今後の都道府県に求めている。 

青木(1998) 52)は，ドイツの都市圏における交通計画制度のしくみについて取り上げ，具体

的にはバーデン・ヴュルテンベルク州及びミュンヘン市の交通計画について述べているが，

ドイツでは独自の権限と財源を持って計画や交通行政を行っていることから，公共交通の整

備・運営にも手厚い制度があることを示唆している。三寺・本多(2010) 53)は，地方分権化型

社会は確立しているスイスのバーゼル市の事例を取り上げ，市民の 95％が公共交通サービス

について満足している状況であること，バーゼル市に住み続けたい理由のトップが公共交通

サービスの充実であり，これ以上改善する必要はないという意識であることを示している。

福島(2002) 54)は，カナダにおける広域ガバナンスによる交通政策として，ブリティッシュコ

ロンビア州のバンクーバー広域都市圏を取り上げている，同都市圏では，広域バンクーバー

行政機構（GVRD）が進める広域成長管理計画の実現をめざす中で，広域交通機構としてト

ランスリンクという組織が設立され，独自の財源を確保しながら，公共交通の整備・運営，

広域幹線道路の整備・維持管理，TDM，大気保全を行う役割を担っていることが紹介されて

おり，広域都市圏においてトランスリンクのような広域交通機構が地域道路交通と公共交通

を所轄しながら，TDM を含めた統合交通システムの確立を可能としていることの重要性を示

唆している。 

そして，Nakagawa・Matsunaka(2006) 55) (1998) 56)はこれら欧米各国と日本，韓国の道路・

鉄道・空港に関する交通政策と財源制度について比較研究を行い，阪井(2008) 57) 58)もこれら
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欧米各国と韓国・日本における都市内交通計画制度について比較研究を行っており，各国の

特徴ある都市圏交通計画制度のしくみについて抽出するとともに，集約型都市構造をめざす

日本に対し，海外の都市圏交通計画のしくみを参考に機能強化することを示唆している。 

2-3 ＴＤＭ社会実験やモビリティ・マネジメントなど個別施策に関連した研究 

2-3-1 ＴＤＭと交通社会実験 

(1) ＴＤＭとは 

TDM（交通需要マネジメント）は，交通事故や道路渋滞，大気汚染，公共交通の衰退とい

った交通問題，中心市街地の空洞化に代表される都市問題，地域コミュニティの分断・減少

や子どもの遊び場減少などの社会問題への対応策の一つとして，誰かが道路交通に対する需

要サイド，すなわち自動車利用者に働きかけて，自動車の使い方，移動・輸送の仕方など交

通行動を変更してもらうことにより，問題を解決していこうという手法である。マルチモー

ダル施策とあわせて複合的に実施することがより効果的であり，都市の交通環境を改善した

り，地域の活性化をしたりするための極めて重要な施策として位置づけられる。 

●相乗り（カープー
　ル、バンプール
　または シャトルバ
　ス）
●フレックスタイム・
　時差通勤・通学
●交通マネジメント協
　会（ＴＭＡ）などの
　奨励
●ロードプライシング
●相乗り車優先レーン
　（ＨＯＶレーン）の
　整備
●駐車マネジメント
　など

●バスの使いやすさの
　向上（バス路線の道
　路整備、バスレーン
　のカラー舗装化、バ
　ス停のハイグレード
　化等）
●パーク＆（バス）ラ
　イド、パーク＆ライ
　ド駐車場等の整備
●バス専用・優先レー
　ンの設定、ＰＴＰＳ
　（公共車両優先シス
　テム）等の整備
●共同集配の実施や共
　同集配センター、ロ
　ジスティクスセン
　ター等の整備
　など

●道路交通・駐車場情
　報の提供
●公共交通機関の再編
　成等利用促進
●地下鉄等の整備支援
●ＬＲＴ（路面電車）
　の整備支援
●新交通システム・都
　市モノレールの整備
　支援
●トランジットモール
　の導入
●自転車利用の促進
●自転車レーン、自転
　車駐車場整備
　など

●空港、湾岸、駅等の
　交通拠点へのアクセ
　ス強化
●鉄道と高速バスの結
　節強化
●バリアフリーの歩行
　空間の整備
●駅前広場の整備
●歩行者支援施設の整
　備
　など

交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策

マルチモーダル施策  

図－2.3.2  交通需要マネジメント施策とマルチモーダル施策 

しかし，長年交通計画に携わる一部の研究者や実務者にこそ TDM という概念が浸透して

いるとはいうものの，交通に携わる多くの行政担当者や交通管理者に果たして TDM の本質

が理解されているといえるであろうか。残念ながら，TDM を推進しようとしている行政内部

においてさえ，TDM は「道路交通円滑化の一手法」という認識を持たれているに過ぎないこ

とが多い。また，行政ベースで検討されている TDM 調査を担当するコンサルタントに TDM

の本質が理解されているかといえば，残念ながらごく一部を除いて極めて疑わしいのが現実
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である。その結果として，行政による適切な取り組み不足や不適切な調整や広報を招いてい

ることから，住民や企業，道路利用者等に対して TDM を浸透させる状況からはほど遠いと

いうのがわが国における現実の姿である。 

原田(2002) 59)もいうように，TDM の本質は単に“自動車交通を抑制する”というだけでは

なく，抑制と併せて公共交通機関のサービス水準の向上を図ることが不可欠であり，個人の

交通行動に対する満足度を犠牲にしないことが求められる。現実に，TDM により交通行動を

変更する人々より交通行動の変更を行わないで自動車利用を継続し続ける人々の方が渋滞緩

和の便益を受けるというような不公平が生じているのがわが国における TDM の姿であり，

適切な TDM といえる状況にはない。 

(2) ＴＤＭと社会的ジレンマ 

TDM に代表される都市交通環境改善に関する取り組みは，従来の“自動車中心”の考え方

から“公共交通中心”の考え方へと，都市交通に対する意識を大きく変えるものであるため，

行政関係者はもとより住民との合意形成を図ることが大きなポイントとなる。しかしながら，

これらの取り組みは人々の行動の変化，あるいは習慣の変化を求めるものであることから，

住民の理解と協力がなかなか得られないことがほとんどである。 

藤井(2003) 60)は，ロードプライシングを実施すれば，自動車交通量を削減することができ，

これによって交通混雑は解消し，公共交通のサービス水準が向上するとともに，地球温暖化

ガスは削減されるだけでなく，都市交通システムの改善や環境対策に充てることができるの

に，実際にはオスロやシンガポールといったほんの一部の都市に限られている理由として，

ロードプライシングの実施は政治的な合意が取れないからだと指摘している。また同時に，

TDM とは一人ひとりの私的な便益は低下してしまうものの，それによって社会全体の便益の

向上を期待する交通政策であると述べながら，TDM は一人ひとりの自動車利用者にとっては

私的な便益の低下をもたらす迷惑な交通政策にしか過ぎないために，人々は TDM の実施に

反対し，その実現が難しいことを指摘している。 

TDM をめぐるこういった構造は「社会的ジレンマ」と呼ばれており，北村(1998) 61)の指摘

にあるように，例えば道路整備により新規交通容量が増加するにも関わらず，道路混雑がい

っこうに解決しないのは，自動車利用そのものが社会的ジレンマを構成するからである。そ

して，藤井(2002) 62)が指摘するように，TDM を巡る社会的ジレンマを解消する方策として期

待されている有力な方法の一つが交通社会実験である。それは，交通社会実験が手続き的に

公正な方法として位置づけられ，多少の痛みが伴うとしても，住民に受け入れられる可能性

を持っているからである。 
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(3) 交通社会実験の定義 

旧建設省道路局では，交通社会実験の定義について「大きな影響を与える可能性が高い新

しい交通施策の導入に先立ち，現実の社会において場所と期間を限定して施策を試行（実験）

するとともに，試行結果の評価を行い，施策を本格的に導入するか否かの判断材料を得るこ

と」63)としている。これを踏まえ，実際に交通社会実験を実施した岡山市，福井市等では，「社

会的に大きな影響が考えられる新しい交通施策を検討する際に，場所と期間を限定して実際

にその施策を行い，本格的に実施するかどうかの判断材料を得ようとするもの」64)65)と定義

した。 

一方，土木学会では溝上ら(1998) 66)が，「社会実験の定義は実に様々であり，統一的なもの

はないようであるが，実社会に対してある交通条件を一定期間働きかけて理論上の仮説を検

証する手続き」と定義している。 

(4) 交通社会実験の歴史 

やはり溝上ら(1998) 67)によれば，海外における交通社会実験としては，1975 年にノッチン

ガム市（英国）が交通実験都市を宣言し，さまざまな交通社会実験を開始している。以降，

ノッチンガム市では，さまざまな地域で交通社会実験が行われており，実験の結果は総合的

に評価され，市民にレポートが公開されているが，効果が実証されなかったり，市民の合意

が得られなかったりして，施策が導入されないケースも多い。 

一方，国内における社会実験としては，1969 年に旭川市で実施された「旭川買物公園」の

実験が最初とされる。これは，自動車交通を規制して道路を買物公園化するという，当時と

しては大胆な実験であったが，その後 1970 年代から全国的に交通社会実験の取り組みが実施

されてきたが，90 年代に入って道路・交通政策の中に TDM 施策が位置づけられ，1994 年に

旧建設省で「総合渋滞対策支援モデル事業」が創設されるとともに，1997 年 6 月の道路審議

会建議及び都市計画中央審議会答申において「実験・試行の実施」が推奨されたこととあわ

せて，1999 年に始まった旧建設省の交通社会実験に対する助成制度など積極的な支援が開始

されたことを受け，90 年代後半以降は全国各地で TDM 施策に関する数多くの社会実験が実

施されるようになった 68)69)。 

(5) 社会実験の意義 

交通社会実験は，1998 年に策定された『新道路整備五箇年計画』の中の「道路施策の進め

方の改革」の一環として初めて位置づけられ，TDM など都市交通環境改善施策の実施効果を

事前に評価する手段として，公共交通機関を活用した中心市街地活性化や交通まちづくり等，

総合的都市計画のための一プロセスとして認知されつつある。新規性，先進性があり，かつ

有効性が高いと思われる施策について，社会実験を実施することにより，効果が把握できる
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とともに，計画の検証や見直しを図るといったこれまでにない柔軟性の高いシステムを提供

することができる。また，社会実験は地域住民や地元の関係者の参加を伴うことから，事業

計画についてより明確な形で意見を問うことができるとともに，事業についての理解と協力

が得られやすく，合意形成の促進に役立つという意義がある。 

(6) 国による交通社会実験に対する支援制度 

日本における社会実験に対する支援制度についてみると，旧建設省道路局では，1999 年度

から公募制度を導入しており，交通社会実験支援制度への応募資格は，国とともに実施主体

として実験ができる地方公共団体，NPO 法に基づくボランティア団体などとなっている(3)。

たとえば，2003 年度の場合，実験応募の書類受付期間が 2003 年 4 月 1 日から 25 日までで，

実験を実施する地域を管轄する地方整備局において書類を受け付けている(4)。申請された社会

実験は，施策の新規性や有効性等の観点から比較検討され，道路局による懇談会の議論など

を踏まえ，実施地域及び実施内容を決定している。 

一方，2001 年度からは旧運輸省を中心に総合政策局や警察庁交通局など 4 者の連名で，

「TDM（交通需要マネジメント）実証実験」公募制度を創設し，主に公共交通を中心とした

TDM 施策の助成を開始した。実施計画案は地方公共団体又は地方公共団体の部局が構成員と

して含まれる団体において申請できることとなっており，たとえば 2003 年度の場合，提出期

限が 2003 年 5 月 30 日となっている。応募のあった実施計画案については，都道府県警察本

部，地方整備局及び地方運輸局の支援を十分に踏まえて認定することとなっており，その際

に有識者からなる「交通需要マネジメント等実証実験に関する懇談会」において推薦され，

TDM 実証実験のより効果的な運営等について助言をもらえるものとなっている。 

2-3-2 ＭＭとバスマップ 

(1) モビリティ・マネジメントとは 

モビリティ・マネジメント（Mobility Management：以下，「MM」という）施策が全国的

に注目を集めてから久しく，既に数多くの取り組み事例が出てきている。 

藤井(2008) 70)によれば，MM とは“当該の都市や地域の『豊かさ』の増進を目指して，一

人一人の移動や地域全体の交通流動状況を，一歩一歩改善していく，一連の取り組み”をい

い，具体的には“ひとり一人のモビリティ（移動）が個々の組織・地域のモビリティ（移動

状況）が，社会にも個人にも望ましい方向に自発的に変化することを促す，コミュニケーシ

ョンを中心とした多様な交通施策を活用した持続的な一連の取り組み”と定義し，主に対象

を居住者，学校，職場，特定路線沿線への取り組みにより区分している。MM は広く欧州や

オーストラリアで普及し始めたが，藤井(2006) 71) によれば，日本において「モビリティ・マ

ネジメント」という用語が公の場で使用されたのは 2004 年 1 月のことであり，その歴史はま
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だ浅い。上記の定義にもみられるように，MM は｢コミュニケーションを中心｣としていると

ころに大きな特徴があり，あくまでもコミュニケーションを中心に据えた施策展開によって，

人々の｢自発的｣な行動の変化を期待するものである 72)。 

MM の導入経過や先導的事例に関しては，村尾(2010) 73)ほか数多くの文献によって研究報

告されており，2005 年に土木学会から「モビリティ・マネジメントの手引き」74)が刊行され

て以来，「モビリティ・マネジメント～クルマと公共交通のかしこい使い方を考えるプロジェ

クト～」パンフレット(2006) 75)，「モビリティ・マネジメント実務の手引き」(2006) 76)，「モ

ビリティ・マネジメント」パンフレット(2007) 77)，「モビリティ・マネジメント入門」（2008）

78)，「モビリティ・マネジメントのすすめ」(2008) 79)などが発行され，今や全国の自治体担当

者が MM 施策に取り組める環境が整備されてきたといえる。 

(2) バスマップ 

欧米をはじめとする国々では，ターミナル駅に降り立てば，駅前の案内所には有償・無償

の別は抜きにして公共交通に関する案内マップが置いてあり，誰でも簡単に入手でき，公共

交通を利用しやすい環境が整っている。一方で，鈴木(2007)80)は，わが国におけるバスにか

かる情報提供の現状を分析することにより，基礎的な紙ベースの路線図や時刻表が事業者か

らは入手しにくいこと，バスの系統番号がないあるいは統一されていないこと，事業者が提

供する情報と利用者が必要とする情報にギャップがあることなど，バスの情報案内に関する

課題を抽出した上で，全国において市民団体等により制作されているバスマップについて詳

しく紹介している。 

近年わが国では，バスマップは公共交通利用促進を図るための MM ツールとして，全国の

市町村で作成されており，さまざまな事例研究も行われているが，藤井(2010)81)は，多くの

都市における公共交通マップの意義について，“「公共交通の利用者の利便性の向上」という

点よりもむしろ「非公共交通利用者の行動変容」や「公共交通利用促進」という点において

の方が重大であるということすらできる”と述べるとともに，適切な公共交通マップを準備

することが MM の成功において何よりも求められている重要な条件の一つだと指摘する。 

2-3-3 既往研究の整理 

わが国では，交通政策の実現のために有効とされる交通社会実験が 1990 年代半ばから事例

が増加したことから，1990 年代後半頃から社会実験に関連する研究が出てきている。 

溝上ら(1998) 82)は，交通計画に対する住民参加型社会実験の有効性について検討しており，

札幌市，広島市や金沢市の事例から社会実験を実施するための課題について，実験関係者の

合意形成には費用がかかること，社会実験に対する評価を適切に行うこと，住民をはじめ関

係者の役割分担を検討することなどを指摘している。溝上ら(1999)83)は，さらに札幌市，鎌
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倉市，松江市，奈良市，浜松市などの事例を踏まえ，社会実験を実施する際の課題について，

設計段階から終了後の段階にまでおいて概観している。中村ら(2005)84)は，全国で社会実験

を実施した主体にアンケート調査を行うことにより，社会実験の種類，実験後の動向，実施

主体者の意識を把握した結果，公共交通に関連した施策が多いこと，国の支援制度を利用し

た事例が多いこと，実験後の本格実施に至る事例は約 3 割であることが明らかになるととも

に，実施予算は課題であるものの，社会実験が交通政策実施への合意形成を促進するための

手段として有効であると認識されていることが示唆された。また，本田・北村(2003) 85)は，

全国の事例を踏まえて，行政担当者の立場から交通社会実験の現状と課題について整理して

いる。 

次に，本研究に関連する MM に関する既往研究としては，主に都市圏を対象にした MM，

あるいは比較的長期にわたって実施された MM について取り上げるものとする。村尾・中川

(2008)86) ，村尾ら(2009)87)は，いずれも京都都市圏を対象にした職場 MM 施策について取り

上げ，いくつかの工業団地の通勤者への MM を実施する上での実行過程における留意点や知

見について整理し，関係者が課題認識を共有すること，協議会組織の運営工夫すること，コ

ーディネータの存在が重要であることを指摘し，行政担当者など人材育成の重要性を述べて

いる。 

一方，MM による長期的効果を検証した研究としては，染谷・藤井(2006) 88)による兵庫県

川西市・猪名川町を対象にしたトラベル・フィードバック・プログラム（Travel Feedback 

Program：以下「TFP」という）(5)の実施 1 年後における被験者の行動変容分析があり，TFP

実施から 1 年後の自動車利用が約 10％減少維持し，公共交通利用が約 10％増加維持している

ことが示された。また，松村(2008) 89) は，大阪府吹田市を対象に実施したワンショット TFP

による長期的効果を分析した結果，既存住民に対するワンショット TFP は態度・交通行動の

変容効果がみられなかったが，転入者に対するワンショット TFP では効果が検証され，1 年

後，3 年後の時点でも効果が継続していることが明らかになった。横溝・森本(2010) 90)は，宇

都宮市を対象に実施した TFP の実施 1 年後と 3 年後の行動変容の持続性から路線バス利用の

経年変化を検証した結果，1 年後から 3 年後の間に減少に転じる可能性があるものの，3 年後

でも MM 実施前と比較してバス利用頻度が高くなっていることが明らかになった。東ら

(2009)91)は，京都市右京区における「おでかけマップ」を用いた継続的な MM の取り組みを

紹介しているが，内容の紹介に止まっている。 

また，具体的な MM ツールとして制作したバスマップ事例としては，志場ら(2007) 92) が和

歌山都市圏公共交通路線図“wap”を取り上げ，市民団体が制作の取り組みを通じて考察し

たバスマップの意義や効果，方向性について述べ，松浦・松村(2009) 93)が大阪府枚方市の交

通まちづくり活動で制作したバスマップを取り上げ，各関係主体の役割と主体間の関係性を
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明らかにしている。また，古市ら(2007) 94) が京都府南部地域で取り組んだバスマップ“お出

かけマップ”を取り上げ，杉浦ら(2007) 95) が愛知県清須市で取り組んだバスマップについて

取り上げ，それぞれバスマップがバスの利用促進に与える有用性について言及している。 

2-3-4 兵庫県阪神地域における施策事例に関する研究の整理 

兵庫県において実施されてきた交通政策に関わる事例研究は，わが国では珍しく長く継続

的に実施されてきたことから，下記のとおり数多く存在する。 

本田・北村(2003) 96)は，行政の実務的立場からみた兵庫県の TDM 施策への取り組みに対

する現状について整理するとともに，全国各地のヒアリング調査により交通社会実験の課題

について考察・検証を試みた結果，TDM を推進していくためには，現行の行政を中心とした

枠組みには限界があり，交通をより広域的に考えるための広域行政機関や NPO を組織化する

ことが不可欠であること，TDM 推進スタッフの育成・強化を図ること，TDM に関する情報

やノウハウの蓄積を図ることが必要だと指摘している。 

兵庫県が川西猪名川地域において複数年度にわたって展開した一連の MM 施策については，

各関係者により様々な視点で積極的に研究報告されており，土井ら(2003) 97)，土井ら(2004) 98)

は，被験者分類のための考え方，MM 実験の取り組みについて分析し，分類を行う IM 法(6)

の適用により効果的に自動車利用の削減を促すこと，TFP によって自動車利用時間の削減に

効果があること，インセンティブに一定の効果があることを明らかにした。染谷ら(2004) 99)，

藤井・染谷(2005) 100)は，TFP 効率化に関しても分析を行っており，TFP の実施 3 ヶ月後に

おいて，公共交通利用が 2 割以上増加し，自動車利用時間が 2 割弱減少していることを明ら

かにした上で，事前のアンケート調査による被験者分類には一定の妥当性があることを実証

している。また，染谷・藤井(2006) 101)は，同様に TFP の長期的効果に関する研究を行った

結果，1 年後においても自動車トリップ数が約 1 割減少し，公共交通トリップが約 1 割増加

していることを示唆し，TFP により自動車利用抑制に対する態度や実際の交通行動が変化し，

長期的に継続して効果があることを示唆している。一方，三宅ら(2006) 102)は，川西市清和台

団地で行った MM ワークショップで用いたプログラム「買い物ゲーム」について取り上げ，

その効果について分析した結果，買い物に着目した施策の有効性が示されるとともに，ワー

クショップによって女性被験者に顕著な行動の変容傾向が見られたことを示唆している。そ

して，木内ら(2006) 103)は，これら同一地域において多年度にわたる一連の MM の取り組みに

ついての成果と課題を考察しており，協議会の存在により TDM 施策を進める必要性に共通

認識が醸成されていたこと，施策を進める専門家，行政担当者，コンサルタントの間に MM

実施に対する熱意が共有されていたこと，コミュニケーションのとれた固定メンバーで施策

を進めることができたことが大きな要因であることを示唆する一方で，継続的な財源確保等
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を課題として挙げている。 

また，兵庫県が進めてきた阪神都市圏における公共交通利用促進に向けた取り組みに関し

ては，松原ら(2008) 104)，本田ら(2009) 105)がそのツールとして制作した広域バスマップについ

て意義や課題について述べるとともに，市岡ら(2007～2010) 106)～109)は 2005 年度以降地域交

通に関わるステークホルダーで構成する協議会で継続的に取り組む広域バスマップ，バス乗

り継ぎ情報提供システム，これらを利用した社会実験や MM イベントの展開について取り上

げ，それぞれの施策の内容を紹介するとともに，協議会活動が継続することによる効果を示

唆している。 

このように，兵庫県阪神地域において実施されてきた交通政策に関わる事例研究は数多く

あり，本田ら(2009) 110)をはじめ，Honda et al.(2011) 111)，本田ら(2011) 112)は，これまで進め

られてきた施策を包括するとともに，特に施策の継続性に焦点を当てて，その計画段階や実

行段階における戦略と工夫について述べている。 

2-4 本研究の位置づけ 

本章では，本研究に関連する内容として，自治体の交通政策に関わる広域行政，広域連携，

あるいは広域ガバナンスについて着目したもの，都市圏における交通政策について着目した

もの，TDM 社会実験やモビリティ・マネジメントなど個別の交通環境改善施策について着目

したものをレビューしてきたが，既に国内外の交通政策に関わる事例を取り上げた研究は数

多く存在し，特に近年では，国土交通省から施策を進める中心として期待される主に市町村

担当者に向け，「地域モビリティ確保の知恵袋」という形で地域の成功事例を詳しく紹介する

動きも出てきた。また，現在までの地域公共交通活性化・再生法や交通基本法を取り巻く流

れからは，わが国では地方分権の流れをくんで市町村が中心となった交通政策への転換を図

ろうとしているように見える。 

しかし，わが国においても道路を中心とした交通基盤の整備拡充とモータリゼーションの

進展に加えて，人々の価値観や生活様式の多様化に伴って生活行動や交通行動，経済活動の

範囲は行政区域を越えて広域化し，地域に対するニーズも広範化・高度化している。したが

って，地域の持続可能性を高めるためには広域的に問題を捉えることが必要であり，交通政

策を考える上においても，単独市町村に止まらず都市圏レベルで検討・実施していくことが

求められている。 

これまで見てきたように，欧米諸国においては制度の変遷を見ても，既に少なくとも 1990

年代頃から，交通計画を含めた広域の空間計画の重要性が認識され，広域都市圏で交通政策

を進めてきたことが明らかになっている。そして，それまで進めてきたクルマ重視の交通政
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策を改め，持続可能な都市再生を実現するために，人の移動を中心とした大胆な交通政策へ

の転換を試み，実際に成果を上げてきた。クルマ依存を改めて持続可能な都市再生をめざす

流れは，既に中国や韓国など東アジアの都市再生にも見ることができ，日本が世界から大き

く立ち後れ始めていることが危惧される。近年においてもわが国の交通政策は，依然として

クルマ依存を軸足に置いたものから抜け出せず，特に地方都市をはじめとした全国で公共交

通の衰退が加速しており，これに伴って交通弱者が増加し，クルマを運転できる層との差別

化が大きく進んでいるのが現実である。 

本研究は，最近のわが国の法制度検討・施行前から，兵庫県が主体的に都市圏を構成する

基礎自治体である市町や公共交通の担い手である交通事業者，地域の NPO 等との連携によっ

て，広域で取り組んできた交通政策の成果について取り上げたものであり，広域計画から施

策実施までの一連の取り組みについて，野中・竹内(1996) 113)が企業の知識創造論の中で説く

「“暗黙知（Tacit Knowledge）”を“形式知（Explicit Knowledge）”に変換すること」(7)を

念頭に置きながら，実務担当者の視点からその経緯や内容，苦労から成果までを知見として

とりまとめた。一方，主に自治体担当者が施策実施の参考とするいわゆるマニュアルは「“形

式知”→“形式知”」としてまとめたものであり，例えばベストプラクティス集のような成功

事例を寄せ集めたマニュアルから読める形式知だけでは，実際にはうまく施策を進めること

はできず，実際に施策に関わった実務担当者の“暗黙知”といわれる経験や勘といったもの

を“形式知”に変換する作業を通じて暗黙知の共有を図ることにより，初めて他の自治体が

交通政策を実践する際の有益な知見となると考える。長谷川ら(2011) 114)は，“主観的な経験の

物語を聞くことや読了することで，聞き手もしくは読者が物語られた経験に含まれる暗黙知

を獲得することが可能になることが指摘されている”“主観的経験の物語は，（中略）形式知

のような普遍性を目指す知識ではなく，文脈に埋め込まれた形で，つまり暗黙知の意味的豊

かさを失うことなく，知識を伝達することが可能となるためである”と述べている。また，

プランニングのための伝承においては物語を重要視していくことがきわめて効果的であるこ

とも指摘されており，本研究の対象である兵庫県阪神地域における実践事例を“物語”(8)とし

て描写することにより，暗黙知を形式知化することができ，今後他の都市圏においても交通

政策を実現するための活力の増進が期待できると考える。 

兵庫県が阪神地域において取り組んできた交通政策は，これまで欧米で広域都市圏を対象

に展開されてきた政策の進め方に近く，構想・計画を策定した上で具体的な施策を実践し，

かつ短期間でなく継続的に，また他府県とも連携しながら施策が成果を上げてきた事例は，

わが国では極めて数少なく貴重なものである。本研究において，約 10 年という期間にわたっ

て交通政策実務に携わった担当者の目で，これら一連の取り組み成果から見えてくる広域行

政の実務的役割について明らかにした知見を物語としてとりまとめることは，これまでの研
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究では行われてこなかった独自性を有しており，今後日本の都市圏において交通政策を実現

する上できわめて有益な知見を提供できるものと考える。 

【補 注】 

(1) 2010 年 4 月 1 日に，旧・合併特例法に代わって新・合併特例法の改正法が施行された（「市町村

の合併の特例等に関する法律」から「市町村の合併の特例に関する法律」に名称変更）。法の目

的も「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められている。 

(2) 都市圏交通円滑化総合計画は，都市圏の交通円滑化を図るとともに，環境問題等交通に起因する

さまざまな課題を解決するために，交通容量拡大策に加え，交通需要マネジメント（TDM）及

びマルチモーダル施策を組み合わせて総合的な対策を推進する計画であり，概ね 10 万人以上の

人口規模をもつ都市圏を対象としている。 

(3) 2011 年度の「道路に関する新たな取り組みの現地実証実験（社会実験）公募要領」（国土交通省

道路局）によれば，実施主体は国土交通省と連携して実験を実施し，関連する関係者（市町村，

都道府県，国道事務所または地方整備局等，有識者，警察，NPO 団体等）からなる協議会等と

なっており，協議会等には関連する地方公共団体，及び国土交通省国道事務所または地方整備局

等が構成員（オブザーバーである場合も含む）に含まれることが必要とされる。 

(4) 2011 年度の場合，公募申請書の受付期間は 2011 年 9 月 5 日から 21 日までとなっている。 

(5) トラベル・フィードバック・プログラム（TFP）とは，MM の中でもとりわけ中心的なコミュ

ニケーション施策として位置づけられるもので，行動プラン法やフィードバック法，経験誘発法

などのコミュニケーション技術を援用しつつ，複数回の双方向のコミュニケーションにより，対

象者の交通行動の自主的な変化を期待するコミュニケーション施策である。115) 

(6) この場合，IM 法の TFP では，最初のアンケート調査において，被験者が動機をもつか否か，

すなわち行動を変える意図（以下，「行動意図」という）を持つか否かを尋ね，行動意図を持た

ない個人に対しては，それ以後のコミュニケーションの対象から外すという対応をとった。また，

行動変容の行動意図の有無を尋ねる最初のアンケート調査の時点で，被験者の公共交通利用の状

況を尋ね，既に公共交通を利用していない人々に対してのみ，公共交通の無料チケットを組み合

わせたコミュニケーションプログラムを実施した。116) 

(7) 野中・竹内(1996) 117)によれば，文法にのっとった文章，数字的表現，技術仕様，マニュアルと

うに見られる形式言語によって表すことのできる知識を「形式知」と呼ぶ一方で，より重要なの

は形式言語で表すことが難しい「暗黙知」と呼ばれる知識だとする。暗黙知は人間一人ひとりの

体験に根ざす個人的な知識であり，信念，ものの見方，価値システムといった無形の要素を含ん
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でいる。主観に基づく洞察，直感，勘がこの知識のカテゴリーに含まれ，個人行動，経験，理想，

価値観，情念などにも深く根ざしている。そして，日本企業の知識創造の特徴は，暗黙知から形

式知への変換にあるという。 

(8) 例えば，藤井ら(2010) 118)によれば，“「物語」とはある行為がある帰結をもたらしたという「解

釈」を提示するテクストなのである。つまり，物語は「解釈」の集積として提示されるものであ

る”と述べ，長谷川ら(2011) 119)は，物語を「具体的な出来事や経験を取捨選択し，順序立てて

物語ったもの」と定義している。 
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第第３３章章  地地方方自自治治体体ににおおけけるる都都市市交交通通環環境境改改善善施施策策実実施施にに向向けけたた

課課題題認認識識  

本章では，まず全国の交通社会実験事例を通じて得た知見から都市交通環境改善施策推進

の課題について整理し，その後兵庫県において都市交通環境改善施策を展開するきっかけと

なった当時の実務担当者の課題認識について振り返る。具体的には，まず阪神地域において

施策実施を行うために，国から示された交通体系整備に関する新たな考え方に基づいて，全

国的にさまざまな TDM の交通社会実験が行われていた先行事例を通じ，広域行政の実務担

当者がどのような課題を認識し，それに対し都市交通環境改善施策の実施に向けてどのよう

にして課題を克服すべきと考えたのかについて，当時の思いを交えながら，事例から得られ

た知見とともに整理する。 

3-1 全国の地方自治体における交通社会実験先行事例 

兵庫県においては，全国で都市交通環境改善の本格的な取り組みが始まる 1990 年代後半よ

り少し早い 1995 年 10 月に，総合交通体系の整備指針として「ひょうご 21 世紀交通ビジョ

ン」を策定した。この中では，社会潮流の変化と阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ，従来の

交通需要追従型・問題対応型の個別交通施設整備だけでなく，利用者・生活者の視点からの

交通のあり方，地域や都市の特性に対応した交通のあり方などに配慮した交通体系の整備方

針が提案された。 

詳細は第４章に後述するが，兵庫県下で交通渋滞が最も激しく，震災からの創造的復興を

めざしていた阪神地域では，交通整備の基本方針を示した「ひょうご 21 世紀交通ビジョン」

をもとに，交通政策の基本計画として「都心交通渋滞改善計画」を 1998 年度に策定し，その

後具体的な施策の実施に移る方策について模索していた。そこで，阪神地域においては，TDM

施策を中心とする都市部の交通環境改善施策を実施するにあたり，TDM のもつ社会的ジレン

マを解消する方策として交通社会実験が期待されていたことから，まず全国で実施されてい

る交通社会実験に着目することとした。 

全国の地方自治体において実施された交通社会実験の中から選んだ先行事例は，自動車交

通の利用を抑制する TDM 施策を伴った公共交通の利用環境を改善する目的で行われ，かつ

比較的住民が実験の計画・立案に主体的に関わる「住民参加型」の代表として考えられる表

－3.1.1 に示す 4 つの交通社会実験である 1)。これら 4 つの先行事例に対しては，いずれも交

通社会実験の前後に，兵庫県の実務担当者がそれぞれ社会実験を担当した職員を訪問して直

接ヒアリングを行い，地方自治体の現場で苦労する実務担当者の生の意見を聴取することに
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より，阪神地域において都市交通環境改善施策を実施するための知見とした。 

表－3.1.1  全国の交通社会実験に関する先行事例 

対象 目 的 実施期間 
浜松市 トランジットモール(1)（バス） 1999 年 3 月 15 日（月）～28 日（日） 

金沢市 
バス専用レーン終日化 
トランジットモール（バス） 

2000 年 10 月 10 日（火）～15 日（日） 

岡山市 
路面電車〔ＬＲＴ〕の延伸を想定

した車線削減 
2001 年 2 月 17 日（土）～20 日（火） 

福井市 トランジットモール（路面電車） 2001年10月12日（金）～11月4日（日） 
 

3-1-1 わが国初のトランジットモール社会実験における苦労と課題 

(1) 社会実験実施の概要 

浜松市では，1997年度からまちづくり交通計画調査でトランジットモールの検討が始まり，

11年3月に全国で初めての本格的なトランジットモール社会実験が実施された。実験の詳細に

ついては，伊豆原ら (1999) 2) ，久保田ら(1999) 3)のほか，袴田(1998) 4)，堀(1999) 5) ，鈴木

(1999) 6)，久保田(2001) 7) ，高橋(2002) 8)に詳しく報告されており，中心市街地のメインスト

リートである鍛冶町通りの270m 区間を対象に，６車線を２車線に変更して自動車通行規制を

行い，トランジットモール化等を実施している。実施主体は，行政や地元関係者等により構

成される「中心市街地交通管理計画策定協議会」である(2)。 

市担当者へのヒアリング(3) によれば，実験当時は都市計画課都市交通係（後に，交通政策

課に組織格上げ）の4名（課長，課長補佐，担当2名）が実験を担当した。浜松市はもともと

国の新しい政策に対する実験都市として位置づけられているが，モール化は昭和61年から計

画を進めてきており，既に社会実験前から土日のみではあるが自動車規制を行うことにより

歩行者専用モールを実施していた。また，TDM 及び関連施策については，1998年よりさま

ざまな取り組みが行われており，追って2001年には国の定める「交通円滑化総合対策実施都

市圏」として指定を受けている。トランジットモール実験は，そのモール化とは別に旧建設

省から「TDM モデル事業」として市で実施するよう指示があって実施することとなったもの

であり，社会実験の予算は国の補助，県と市の負担によるものであった。 

(2) 施策実施の工夫 

ヒアリングによれば，交通社会実験の実施期間中に，市内中心部への自動車交通の分散を

図るため，市内郊外 5 カ所で 620 台分の駐車場を確保してパークアンドバスライド，中心市

街地内の駐車場 2 カ所で 40 台の電動自転車を配置してパークアンドサイクル，警察庁がバス

専用レーン 5.2km 区間で PTPS（公共車両優先システム）の導入等をあわせて実施するとと

もに，交通規制が大幅に強化されることから，ポスター6,000 枚とチラシ 3,000 枚をはじめと



－ 35 － 

する積極的な広報活動を実施した。 

(3) 社会実験の苦労と課題 

社会実験では交通規制を伴うため，計画段階から静岡県警との協議が大きなポイントとな

り，1998 年 3 月から 1999 年 1 月までの 11 ヶ月間に約 20 回もの協議を行っている。あわせ

て，実験による影響が大きい商業者，地元自治会，駐車場組合とも，1997 年 12 月から 1999

年 1 月までの 14 ヶ月間に約 30 回もの協議を行っている 9)。 

特に，ヒアリングによれば，市としては県警との協力体制を築くのが非常に難しく，トラ

ンジットモール区間の鍛冶町に横断歩道を一つ設置するのにも，交安委員会協議には非常に

苦労したとのことであった。一方，商業者に関しては，経済的に余裕のない商業者の反対が

最も厳しく，実験による損害が出た場合に営業補償してくれるのかというような意見が出て

きた。実際に商店の客として自動車利用者が多いわけではないにもかかわらず，商業者は自

動車の総量抑制には大反対であり，協議には非常に苦慮したとのことであった。 

  

写真左：文献 10)／写真右：2002 年 5 月 30 日筆者撮影 

写真－3.1.1 浜松市におけるトランジットモールのイメージと実際のモールの状況 

(4) 施策の推進体制 

浜松市では，さまざまな交通施策を推進するため，「オムニバスタウン計画推進協議会」「浜

松市中心市街地交通管理計画推進懇談会」「浜松都市圏交通円滑化総合計画推進協議会」「浜

松 21 世紀都市交通会議」を設立している。このうち，ハード整備推進を目的とした「浜松都

市圏交通円滑化総合計画推進協議会」は，浜松市が事務局となり地元の自治会長が会長を務

めており，ＰＩを前面に出した組織となっている。また，2000 年 11 月に設立された「浜松

21 世紀都市交通会議」は学識経験者をアドバイザーとして，商工会議所，ＪＣ，婦人団体等

市内各種団体や，関係機関として建設省浜松工事事務所長，静岡県浜松土木事務所長，県警

浜松中央警察署長など 20 名から構成されている。 
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市担当者とのヒアリングでは，施策の推進組織を設立する場合，設立当初から反対者を入

れることが不可欠で，利害関係者がお互いに議論し納得してもらう意義が大きいとのことで

あった。したがって，地元の利害関係者さえ賛成に回れば，必ず施策は前に動くということ

であり，ともすれば心地よいところへ逃げていきがちな市民に対して，市民自身が当事者と

して施策を考える方向に議論を持っていくことが大切であることということが理解できた。 

3-1-2 複数の施策を組み合わせた交通社会実験における苦労と課題 

(1) 社会実験実施の概要 

戦災や大災害を受けなかった金沢市では，旧市街地において生活道路や都市計画道路の拡

張改良が思うように進まなかったため，慢性的な交通渋滞問題に対して早急な道路整備が望

めないことから，早くから TDM 施策に取り組んできた11)。この姿勢は警察と道路管理者の一

致したものであり，今日にも受け継がれてきた。 

 
資料：金沢市 

図－3.1.1  金沢市における交通実験 2000 のメニュー 

その流れの中で金沢市では，石川県と共同で，公共交通の利用促進，中心市街地の賑わい

創出，及び将来の新しい公共交通システムの導入に向けた交通状況の評価を目的に，2000年

10月に「出かけよう、まちへ！考えよう、バスの魅力！ 交通実験2000」（図－3.1.1は実験

のチラシ）を６日間にわたって実施した。実験の詳細については，牧村(2001) 12)ほかに詳し

いが，中心市街地の香林坊地区を中心とした地域を対象に，バス専用レーンの拡大（時間延
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長と区間延伸），終バス時間の延長，パークアンドバスライド，休日のトランジットモール実

験などを実施している。実施主体は，石川県と金沢市である。 

市担当者へのヒアリング(4)によれば，実験当時の金沢市の TDM 施策実施にかかる人員体制

は，石川県 4 名（課長，主幹，担当 2 名：うち 1 名は金沢市からの出向），金沢市 3 名（課長：

国土庁からの出向，課長補佐，担当 1 名）が専任で張りついており，主に県側は国や警察と

の調整，市側は地元調整で動いていた。TDM の社会実験を実施するためには，最低限の人数

として 7 名程度は必要と認識されており，社会実験は国の補助，県と市の負担によって実施

されたものである。 

  

写真：2000 年 10 月 12 日筆者撮影 

写真－3.1.2(1)  金沢市における交通実験 2000 の様子(1) 

  

写真：2000 年 10 月 12 日筆者撮影 

写真－3.1.2(2)  金沢市における交通実験 2000 の様子(2) 

(2) 社会実験の苦労と課題 

ヒアリングによれば，社会実験の実施までには，行政関係者との調整等でたいへんな苦労

があり，特に県警との調整においては，最初は何ヶ月間も門前払いの状態だったが，県警の

本部長が異動で交代してからようやく対応が軟化した。また，国道管理者である建設省北陸

地建も都市局サイドは概ね理解を示してくれたが，道路局サイドが絶対に反対であり，社会
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写真－3.1.3  岡山市における交通社会実験の様子 

写真：2001 年 2 月 17 日筆者撮影 

実験に対する必要性について理解してくれるまでに長い時間がかかった。社会実験実施の 5

ヶ月前の時点では，国とも警察とも全く調整がつかない状態だったため，それ以降は最低 2

回／週ずつは北陸地建，県警に通って実験に対する理解を求めた。その結果，タクシー協会，

バス協会，商工会関係者の賛同をとること等，多くの厳しい条件がついたが，その都度規模

の縮小や内容変更などをしながら何とか実現までこぎつけたのが実際であり，1 ヶ月前まで実

験が本当に実施できるかどうかは自信がなかった。自治体サイドでもなかなか調整がうまく

つかないこともあったが，金沢市長が終始積極的に TDM 施策を実施する意志を持っており，

最終的にはすべてを敵に廻してでも受けて立つというトップの心意気が担当者を支えてくれ

た。実験を通じて，社会実験の実施は交通事業者と市の信頼関係が非常に重要だということ

を認識させられることとなったが，金沢市では両者の信頼関係ができあがっているからこそ，

社会実験を実施することができた。ヒアリングでは，実務担当者からこのような意見を聞く

ことができた。 

なお，金沢市のトランジットモール実験は，所轄の警察署長判断で可能な「臨時的なイベ

ント規制」という位置づけになっているとのことであったが，これは浜松市で実施されたト

ランジットモール実験でも同様である。担当者によれば，道路交通法上所轄権限で可能な交

通規制の種類が「イベント規制」に限られるため，地元の警察は交通実験のための交通規制

では許可を下ろすことができないとのことであった。ちなみに，社会実験区間内のバス交通

量は，片方向約 1,000 台／日であり，トランジットモール区間は休日の少ない時間帯でも片

方向で約 50 台／時のバス便があるとのことであった。 

3-1-3 路面電車の LRT 化を想定した初めての車線削減社会実験における苦労と課題 

(1) 社会実験実施の概要 

岡山市では，ＪＲ岡山駅から岡山市役所までの市役所筋約 1km の区間を対象に，路面電車

をＬＲＴとして延伸するために，現在 6 車線の道路のうち，中央分離帯寄りの東西各 1 車線

を削減し，バリケード，カラーコーン等で閉塞

して 4 車線に変更（交差点付近では右折車線を

確保）する交通社会実験を 2001 年 2 月に 4 日

間実施した 13) 。車線の減少による交通量の変

化，自動車の流れに与える影響，自動車運転手

の意識等についても調査している。実施主体は，

岡山市が主体となり，国（建設省・運輸省），

県，市，商工団体，自動車・バス・タクシー・

トラック関係団体，交通事業者，市民団体，地
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元関係者等により構成される「岡山市交通社会実験実行委員会」（事務局：岡山市都市整備局

都市計画部都市計画課）である（図－3.1.3 は実行委員会による広報チラシ）。 

市担当者及び市民団体へのヒアリング (5) によれば，計画段階では下記①～③の 3 案があっ

たが，本来望んでいた①②案の場合，警備員の数が多くなることや，実験を道路工事という

ことにしないと事故時における警備員の保険が適用されないなどの理由により，社会実験を

中央分離帯の道路植栽補修工事という名目で警備員をつけて実施することになった。 

① 現況 6 車線のうち東側歩道寄りの 1 車線を多目的な実験空間とし，西側は中央分離帯寄

りの車線を削減する案 

② 現況 6車線のうち東西両側歩道寄りの各 1車線の計 2車線を多目的な実験空間とする案 

③ 現況 6車線のうち中央分離帯を挟む東西各 1 車線の計 2 車線を多目的な実験空間とする

案 

結果としては，すべての交差点において，従前の右折車線が確保されていたことから，右

折車による交通渋滞はまったく見られなかった。また，並行する道路での渋滞もほとんどな

かったことから，迂回する自動車交通での影響もほとんどなかった。社会実験は，国の補助

と市の負担によって実施したものである。 

 
資料：岡山市 

図－3.1.3  岡山市における交通社会実験の広報チラシ 
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(2) 社会実験の苦労と課題 

ヒアリングによれば，実施主体は岡山市であるが，岡山県は社会実験に対して非常に消極

的であり，費用負担もなく，実行委員会にも一度も出席してもらえなかった。一方，岡山県

警と岡山市役所の間には人事交流があるため，警察との調整は比較的スムーズだった。ただ

し，岡山市長が TDM といった交通関係には興味がないことから，交通社会実験にもあまり

力が入っていないのが非常に残念だということであった。 

3-1-4 路面電車によるトランジットモール社会実験における苦労と課題 

(1) 社会実験の概要 

福井市では，自動車社会の到来に伴い自動車交通量の増加が進み，中心市街地への流入部

における渋滞や駐車場不足によるアクセスの低下が進み，あわせて大型商業施設の郊外立地

なども進んだことから中心市街地の活性化が大きな課題となっていた。そこで 1999 年に「中

心市街地活性化基本計画」を策定し，「プラス 1 時間楽しむまち」を目標に位置づけた。これ

を踏まえ，2001 年 10 月～11 月の 24 日間にわたり，「乗って歩いてまち遊び in ぷらっとモ

ール」社会実験を実施した（図－3.1.4 は広報チラシ）。 

 
資料：福井市 

図－3.1.4  福井市における交通社会実験の広報チラシの一部 

社会実験の詳細については，高間(2002) 14)，鈴木(2002) 15)，服部(2002) 16)ほかに詳しいが，
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通称駅前電車通りの200m を対象に，トランジットモールやセミモールによる歩行者空間ネッ

トワークを構築するとともに，福井鉄道沿線のパークアンドライド，路面電車によるシャト

ル便の運行などを実施している。事業主体は，学識経験者をはじめ，地元商店街，民間団体，

一般市民代表，交通事業者，国，県，市の関係機関等で構成する「ふくいトランジットモー

ル社会実験協議会」（2000年11月設立）である。同協議会は，実験に向けた協議調整を行い実

施計画を策定するとともに，地元商店街や鉄道事業者，警察との個別協議を進めた。さらに，

市民の意識啓発を図るために3回のフォーラムを開催し，公共交通とまちづくりについて考え

る気運を高めたが，そうした活動により「ふくい路面電車とまちづくりを考える会（ＲＯＢ

Ａの会）」という市民グループが誕生するに至っている。 

  
写真：2001 年 10 月 21 日筆者撮影 

写真－3.1.4  福井市における交通社会実験の様子 

市担当者へのヒアリング(6)によれば，2000 年 11 月に設立された「ふくいトランジットモ

ール社会実験協議会」の構成員は，学識経験者 2 名，商工経済団体 2 名，地元商店街 1 名，

交通事業者 3 名，市民団体 1 名，一般公募の代表 4 名，民間団体 1 名，関係行政機関（国・

県・市） 8 名，福井市関係部局 5 名であり，実験実施本部事務局は福井市都市政策部都市整

備推進室である。社会実験は，同協議会が約 1 年間議論してきた結果に実現したものである。

社会実験は，当初は国の予算だけで実施する予定だったが，国に対する全国からの補助要望

数が多かったことから大幅に減額されたため，急遽市の補正予算で対応することとなった。

また，この社会実験は，2003 年度の「賑わいの道づくり事業」による駅前電車通りの整備着

手に向け，路面電車の将来のあり方を検証するために行うこととしたもので，当初は旧型路

面電車だけで実施する予定だったが，急遽名古屋鉄道の新型 LRV を使うことにしたことで，

注目度が大きく変わったとのことであった。 

(2) 社会実験の苦労と課題 

ヒアリングによれば，福井市では国土交通省道路局の社会実験公募制度を利用したため，
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都市局メニューではなく道路局メニューとなってしまったことから，パークアンドライドな

どの道路局サイドから見た施策を増やさざるを得なくなり，道路局のスタンスを満足させる

ためのメニューを検討するのに苦労したほか，国の予算が大幅に減額されたことにより，市

の補正予算を確保するのにも苦労した。一方，行政は人通りが増加すれば成功と位置づけて

いるが，商店街の商店は売上げ増の効果を要望しているため，社会実験が始まってから，商

店から文句が出てきている。商店街は，社会実験には同意してくれたが，本格実施は別問題

という認識を持っており，電車通りについて，本来市民の空間なのに自分たちの空間だとい

う意識を強く持っている。 

行政としては，本音は路面電車を活用したまちづくりをしていきたいと考えているが，現

在のクルマ中心社会の中で，路面電車を活用したまちづくり（トランジットモール化）を前

面に打ち出していくのは，現実的にはなかなか難しいものがある。 

道路交通法にはトランジットモールの規定がないため，県警から厳しい安全対策が求めら

れたことにより，今回の実験では本来のトランジットモールの形にはなっていないが，これ

でも県警には最大限譲歩してもらい，警備員を張り付けることで信号は付けずに済み，なる

べく歩行者との融合化を図れるよう考慮してもらった。警察庁からは社会実験に対して協力

要請の通達が出ており，事前には本庁から見学にも来たが，実際に地元警察ではトランジッ

トモールについては抵抗が非常に強く，今回の社会実験では県警協議が最もたいへんな協議

だったといえる。ヒアリングでは，実務担当者からこのような苦労や課題についての意見を

聞くことができた。 

3-2 先行事例から得られた知見と施策実施に向けた課題 

村尾ら(2010) 17)や本田ら(2010) 18)は，これまでに地方自治体が総合的な交通政策を進める

うえでの課題について，自治体の本来業務として位置づけられてこなかった交通政策を進め

る組織や人材の問題，関係者が多岐にわたることによる合意形成の難しさの問題，交通政策

にかかる権限や財源の問題などを指摘しているが，総合交通政策とはいかないまでも，4 つの

都市における交通社会実験事例を通じた知見を整理することにより，自治体が実施する都市

交通環境改善施策展開に向けて，十分な共通の課題を抽出することができたと考える。 

以下では，まず全国 4 つの都市における交通社会実験事例から得られた知見について整理

した上で，そこから考察される課題について述べることとする。 
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3-2-1 全国の交通社会実験事例から得られた知見 

(1) 施策の実施体制に関して得られた知見 

4 つの交通社会実験事例を見ると，実施体制に関しては，浜松市，金沢市，岡山市ともに交

通政策課という組織が設置されており，施策の推進体制がしっかりしている。福井市も交通

政策課ではないが都市整備推進室に専属の担当者が配置されていた。また，金沢市の事例に

あるように，主に県は国や警察との調整，市は地元調整で動いているとあったように，県と

市の連携体制も見逃せない知見である。 

また，実施体制という意味では，組織だけでなく施策担当者の問題も大きい。事例を見る

と，浜松市，金沢市，岡山市，福井市とともに，優秀なキーマンが存在し，いずれも施策実

現に対する熱意が強く感じられた。それとともに，専属の部署があることから，複数の担当

者による推進体制がしっかりしていた。TDM 施策を実施する場合には，多くの利害関係者と

の調整が必要となることから，施策に関わって奔走する特定個人の並々ならぬ苦労がなけれ

ば，実験自体が成立しないことが感じられた。 

(2) 関係者間の合意形成に関して得られた知見 

行政間・行政内の調整に関しては，浜松市，金沢市，岡山市，福井市ともに，社会実験の

実施に至る過程で最も苦労したのは，一般市民よりも国や警察である。特に，TDM 政策に関

する社会実験には必ず交通規制が伴うことから，いかに警察の協力を得られるよう調整でき

るかが大きな鍵を握っている。4 つの都市の中で唯一岡山市では，岡山県警との間に人事交流

があるとのことから比較的障害が少なかったという担当者の指摘があった以外は，いずれも

たいへんな苦労があったように，特に市町村の場合には大きな課題である。行政間の合意形

成の難易度によっては，実験規模の縮小や実験内容そのものを大きく変更せざるを得なくな

っており，本来の施策を実施することが困難になってしまう。 

(3) 予算に関して得られた知見 

施策を実施するための予算に関しては，仮に国の制度を活用するとしても，たとえば道路

局の公募だと年度初めの 4 月募集・締め切りであり，実際に補助が決まって金額も確定する

のは上半期の後半以降となることから，実験は実質的に秋以降でなければ実行ができない。

また，いったん予算が付いてしまえば，年度内予算執行という制約があることから，仮に関

係者の調整ができなかったとしても，無理矢理何らかの実験を実施しなければならないのが

現実である。さらに，公募件数によっては，施策の実施に必要な予算が必ずしも確保される

わけではないことから，不足分を自治体が負担するか，実験内容そのものを変更せざるを得

なくなっていくことから，あらかじめ自治体が自らの予算を確保しておくことが成否の重要

な鍵となる。 
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(4) 情報公開及び参画と協働に関して得られた知見 

情報公開や参画と協働に関しては，岡山市の場合，実験前の企画段階から市民団体が大き

く関与し，公的にも実験の実行委員会に参画し，行政・交通事業者間の調整のパイプ役を果

たしたことから，大きな混乱もなく無事実験を実施することができた。また，福井市では，

社会実験の検討過程で市民が参画する協議会を活用することにより，積極的な情報公開を行

って市民の参画を促し，施策を応援してくれる市民組織が創設されたことにより，社会実験

が大きく前に動くことになった。このように，情報公開を行いながら参画と協働を促し施策

を進めていく手法は非常に重要である。 

溝上ら(1999)19) は，社会実験を通じて住民への施策説明が容易になるとともに，実験した

施策に対して住民の反応を直接知ることができ，TDM 施策全体について住民自らに考えても

らうきっかけになることを指摘する一方で，実験を効果的に行うには事前ＰＲが重要で，実

験結果についても情報をできるだけ早く広く広報することの重要性を指摘している。 

3-2-2 地方自治体の都市交通環境改善施策実施に向けた課題 

(1) 施策の実施体制に関する課題 

TDM は交通政策の柱の一つとして位置づけられるが，実際に施策を推進する上では交通に

関わる関係者が非常に多岐にわたり数多く存在することから，非常に調整に手間がかかるが

故に，専従の担当者の存在なしには施策を進めることは難しい。 

ところが，表－3.2.1 に示すように，都市交通環境改善施策を進めようと考えた阪神地域と

播磨地域の各市町の施策を担当する部署について把握してみると，両地域ともに交通政策担

当部署はほとんど存在しないことがわかった。市の中枢として政策全般を受け持つ「企画」

や「政策調整」といった部署が担当している市町が多く，都市交通環境改善施策が多くの業

務に埋もれ，片手間仕事にしかなりえない事実が明らかになった。 

表－3.2.1  兵庫県内市町の都市交通環境改善施策担当部署（2002 年度） 

担当部署 市 町 名 
交通政策 姫路市，加古川市 

企 画 
伊丹市，猪名川町，龍野市，高砂市，加西市，小野市，三木市，

稲美町，播磨町，太子町，市川町，揖保川町 
政策・調整 尼崎市，宝塚市，川西市，明石市 
都市計画 西宮市，芦屋市 
その他 三田市，夢前町 

（注）阪神地域・播磨地域の都市交通環境改善協議会への参画市町を対象にしたものである。 

また施策の担当者という点においても，県内では TDM 施策を実施する必要性に対する県

内部，県と国，市町との温度差が大きく，交通政策そのものに対する意識の違いも大きい。

規模の大きな市はまだしも，小さな町で交通政策という広域的な取り組みを考えることは，
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現実的には厳しいといわざるを得ない。一部の実務担当者にこそ TDM という概念が浸透し

てきたとはいうものの，まだ交通に携わる多くの行政担当者や交通管理者に TDM が浸透し

ているとはいえない。そのため，現実にはよほど特定の個人の意気込みや熱意がない限り，

TDM を推進することはできず，TDM 施策の実施そのものに極めて重い負担がかかってきて

いる。 

加えて，行政では定期的な人事異動があり，それも 2～3 年という短い周期で行われるため，

せっかく協議会等の場で有益な情報交換を行っても，TDM に対する担当者の意識や知識の継

承が行われないため，その都度施策が足踏みしてしまっていることは大きな課題と認識しな

ければならない。 

(2) 関係者間の合意形成に関する課題 

協議会設立の経緯等詳細については，第４章に詳しく後述するが，阪神地域では TDM を

推進する組織として，多くの関係者からなる協議会を設立したが，協議会の設立までには関

係行政機関との調整だけで 1 年以上もの歳月を費やし，たいへんな苦労があった。その原因

は，TDM が従来の道路建設の流れを妨げるのではないかという不信感，いったい誰がイニシ

アチブをとって協議会を運営していくのかという懐疑的な思いなど，行政間において国・県・

市という階層による縦割り，道路と公共交通，あるいは交通管制など担当する権限による縦

割りが生んだ行政同士の壁の厚さによるものであった。 

施策の実施にあたっては，道路管理者や交通管理者の権限を最大限に尊重しなければ実行

が不可能となることが明確だったため，協議会の事務局として国（道路，運輸），県警，県交

通政策の担当が併存して参画することで最終的に決着したものの，合意形成を図るためとは

いえ，施策に対する調整等に費やす実務担当者のエネルギーは極めて膨大である。 

(3) 予算に関する課題 

地方自治体においては，財政状況が極めて厳しくなる中で，都市交通環境改善施策の推進

は，道路建設のような安定的な予算制度がないため，予算的な措置が全く保証されていない。

一方，たとえば国の社会実験助成制度活用への期待は大きいが，国の公募期間が 4 月(7) であ

るのに対し，地方自治体の予算要求は前年度 9 月から 12 月にかけての時期でタイミングが合

っていないことから，次年度における国の補助の有無が確定しない中で財政部局と社会実験

費用について予算要求しなければならないため，財政的担保のない予算要求説明となってし

まい，施策実施を阻む大きな弊害となっている。また，国の予算はその年度の応募件数によ

って大きく左右されることから，計画どおりの施策内容を実施するための不足分については，

地方自治体が負担しなければならないため，場合によっては計画の縮小や内容の変更など，

本来の実験の趣旨を大きく逸脱する可能性が出てくる。 
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そもそも国の現行制度では単年度の社会実験しか認められていないことも考え合わせれば，

国の補助をもらわずとも施策が実施できるよう，前年度から自治体の単独予算を確保してお

くことがたいへん重要なポイントとなる。 

(4) 情報公開及び参画と協働に関する課題 

昨今では，公共施策に対する情報公開は当たり前のものとなっており，特に地域の住民や

道路利用者に影響の大きい TDM を含む都市交通環境改善施策に関わる情報公開は積極的に

行われなければならないが，関係者の多い都市交通環境改善施策の取り組みについては，ま

だまだ内部的な議論に止まっているのが現状であり，まだ情報公開に対する行政側の意識は

極めて消極的といわざるを得ない。 

社会実験をはじめとする施策展開のためには，地域の住民や道路利用者に TDM の必要性

を理解してもらった上で自らの参画を促し，行政との協働により進めることが不可欠となっ

てくることから，施策の企画段階からどのような形で地域に参画してもらうのかを考えなが

ら体制づくりをしていくことが課題であるということを認識することが重要なポイントとな

る。 

3-3 まとめ 

兵庫県阪神地域において都市交通環境改善計画を策定し，施策展開に移ろうと準備してい

た 2001～2003 年度当時，全国の交通社会実験事例を通じて得た知見は，その後の施策の進

め方に大きな影響を与えることになったといっても過言ではなく，実際に施策を遂行する実

務担当者が都市交通環境改善施策推進の課題認識を持つことは非常に重要で，後々の施策実

施に向けて非常に大きな意味があった。 

全国の地方自治体における交通社会実験先行事例から，施策の実施体制，関係者間の合意

形成，予算，情報公開及び参画と協働という視点から，それぞれ得られた知見を整理してき

たが，地方自治体における都市交通環境改善施策の実施に向けた課題についてまとめを行う

と以下のとおりである。 

(1) 実施体制に関する課題 

都市交通環境改善施策を実施する上での実施体制に関する課題としては，ほとんどの地方

自治体では「専従の交通政策担当者がいない」ということに尽きる。交通に関わる施策では，

ステークホルダーが非常に多いため，TDM 施策を担当する担当者にはより意気込みや熱意が

必要とされるが，実際には特定の個人に極めて重い負担がかかっている。交通施策の実施に

あたっては物事を一つ動かそうとするだけに調整に時間がかかるため，他の業務との掛け持

ちや個人で施策を進めていくことは現実的ではなく，少なくとも交通政策に関わる組織を立
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ち上げ，複数の専従できる担当者を張り付けることが必要で，担当者の意識や知識の継承を

図っていかなくてはならない。 

(2) 関係者間の合意形成に関する課題 

施策実施において，関係者間の合意形成に関する課題としては，TDM 施策に対する国と都

道府県，都道府県と市町村，国と警察などの行政間の調整，及び行政組織内部の調整が非常

に難しいということが挙げられる。できるだけ円滑に関係者の合意形成を図るためには，少

なくともステークホルダーが一堂に会して議論し，意見調整ができる場をつくるということ

が必要となる。加えて，交通の広域性を勘案し，例えば対象とする都市圏に隣接する自治体

を巻き込む柔軟な組織づくりをめざすことが必要である。 

(3) 予算に関する課題 

施策の実施に向けた合意形成が円滑に進んだとしても，実行するための予算の確保が次な

る大きな課題として立ちはだかっている。地方自治体においては財政状況が極めて厳しい中

で，計画立案や社会実験も含めた施策のための予算措置がまったく保証されていない。自治

体の中で，施策実施に対する予算の優先順位を高めることはもちろん，財政部局に対して安

定した財源を確保するために，できるだけ国からの継続的な予算付けをもらうことが望まれ

るが，それにも増して自治体が自らの単独予算を確保しておくことが必要となる。 

(4) 情報公開及び参画と協働に関する課題 

そして，施策実施においては，住民や道路利用者等に施策の必要性を理解してもらった上

で参画を促し，関係者の一員として協働により進めることが大切であるが，交通関係者の意

識はまだ不十分だといわざるをえない状況である。したがって，少なくとも施策に関する十

分で適切な情報発信が行われることが必要であり，どのような形で具体的に地域に参画して

もらうかを考え，常に情報交換を行いながら取り組みを進めていくことが求められる。 
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【補 注】 

(1) トランジットモールは，①中心市街地の活性化，②道路交通環境の改善，③公共交通サービスの

向上を目的に，歩行者専用のショッピングモールにＬＲＴやバスなど路面を走行する公共交通を

導入した都市の商業空間である。 

(2) 中心市街地交通管理計画策定協議会：学識経験者，建設省，運輸省，静岡県警察本部，静岡県，

地元関係者，浜松市で構成。 

(3) ヒアリングは，2002 年 5 月 30 日に兵庫県土木部交通政策課が浜松市交通政策課を訪問して実

施したものである。 

(4) ヒアリングは，2000 年 10 月 16 日に兵庫県土木部交通政策課が金沢市交通政策課を訪問して実

施したものである。 

(5) ヒアリングは，2001 年 2 月 17 日に兵庫県土木部交通政策課が岡山市都市整備局都市開発部交

通政策課及び RACDA を訪問して実施したものである。 

(6) ヒアリングは，2001 年 10 月 21 日に兵庫県土木部交通政策課が福井市都市整備推進室を訪問し

て実施したものである。 

(7) 2011 年度の場合，公募申請書の受付期間は 2011 年 9 月 5 日から 21 日までとなっている。 
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第第４４章章  広広域域行行政政にによよるる交交通通政政策策実実務務展展開開のの基基盤盤づづくくりり  

本章では，広域的な都市交通環境改善施策連携が展開されている兵庫県阪神地域を対象と

して，これまでの施策展開の基盤づくりについて整理する。具体的には，交通計画の立案か

ら組織の創設を経て施策実施に至るまでの一連の流れについて，実務担当者の目で時系列で

関連づけながら整理することにより，広域行政が交通環境改善施策を展開する上での有用な

知見を提供する。 

4-1 研究の対象地域 

兵庫県は北の日本海と南の瀬戸内海に面し，また淡路島を持って南は太平洋にも面してい

る。その地理的条件や気候をはじめ，大都市部から，中山間地，農山漁村も存在し，あらゆ

る点で日本全土の多種多様な特色をもつことから，古くから“日本の縮図”と呼ばれてきた。

昔は摂津（神戸・阪神），播磨，但馬，淡路，丹波という 5 つの国からなっていたが，今も大

きくはこれらの地域に分かれ，各地域の中にはそれぞれいくつかの都市圏が存在している。 

 

図－4.1.1  阪神地域（阪神北地域・阪神南地域）の位置 

大阪府 

京都府

岡山県 
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当然のことながら，都市圏ごとに交通特性も異なり，東は近畿の大阪府と京都府，西は中

国の鳥取県と岡山県，南は橋を介して四国の徳島県と接していることから，交通に関しては

常に広域的な移動が生じているというのが現状である。 

4-1-1 阪神地域の概要 

兵庫県阪神地域は，7 市 1 町（尼崎市，西宮市，芦屋市，伊丹市，宝塚市，川西市，三田

市，猪名川町）から構成されており，東は大阪市，大阪府西部の池田市，豊中市，西は神戸

市の間に位置している。1975 年までは急激な人口増加がみられたが，1975 年以降は漸増傾

向となり，現在は約 170 万人の人口を擁する都市圏となっている。しかし，今後は横ばいか

ら減少に転じる予測となっている。また，地域別にみると，阪神北地域（伊丹市，宝塚市，

川西市，三田市，猪名川町）では人口の伸びが今後も続くのに比して，阪神南地域（尼崎市，

西宮市，芦屋市）では今後も減少傾向がますます大きくなる（図－4.1.2～4.1.3 参照）。 
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出典：ＩＴを活用した阪神都市圏公共交通利用円滑化調査報告書（2007）1) 

図－4.1.2  阪神地域における地域別人口の推移と将来予測 
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出典：ＩＴを活用した阪神都市圏公共交通利用円滑化調査報告書（2007）2) 

図－4.1.3  阪神地域における年齢 3 区分別人口の推移と将来予測 

阪神地域の南部はほぼ全域市街化されており，市街地の大半は住宅地となっている一方で，

臨海部には大規模な産業集積がある。北部はいずれも丘陵地を中心にニュータウン開発が行

阪神北 阪神南
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われ，自然と調和した快適な居住環境や芸術文化，教育，福祉などの分野で拠点的な施設の

集積が進んできた。主要鉄道駅周辺地区や主要幹線道路沿道地区には商業機能が集中する。 

4-1-2 阪神地域の交通現況 

阪神地域の道路網は，国土軸である東西方向に高速道路や国道など幹線道路が集中してお

り，南北を結ぶ幹線道路網は極めて弱い。一方，鉄道網はＪＲ西日本，阪急，阪神をはじめ，

比較的密なネットワークが形成されており，鉄道駅を中心にバスのネットワークも広がって

いることから，大半の地域は公共交通でカバーされており，公共交通機関の利便性は高い地

域であるといえる（図－4.1.4 参照）。 

 
出典：都市交通環境改善社会実験検討調査報告書（2005）3) 

図－4.1.4  阪神地域における鉄道駅勢圏とバス勢圏 
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阪神地域における人の流れを地域間流動についてみると，大阪市，神戸市，および北大阪

との交通の割合が大きいが，大阪市間との流動のみ 10 年間で減少していることがわかる。ま

た，地域内の流動では複数の市町間をまたぐ移動がかなりの量で発生している（図－4.1.5 参

照）。 

  
資料：第 4 回京阪神都市圏パーソントリップ調査（2000） 

図－4.1.5  阪神地域における地域間流動の状況（地域内外・地域内々） 

一方，2002 年 8 月に兵庫県阪神北県民局が実施した「公共交通のあり方に関するアンケー

ト」調査から，阪神地域における住民の公共交通利用実態についてみると，鉄道利用者の目

的地は大阪府内（55％），隣接市町（7％），神戸市内（6％）等など大半が広域移動として使

われている。路線バスの目的地についても，同じ市町内以外では隣接市町（15％），大阪府内

（6％），地域内の他市町（5％）など，複数の市町をまたいで移動しているのが実態であるこ

とがわかる（図－4.1.6 参照）。 

しかし，阪神地域における人の動きについて着目すると，図－4.1.7 に示すように代表交通

手段の構成比の推移では，年々自動車の利用割合が増え，徒歩の割合が大きく減少している。 

また，阪神地域における自動車交通の問題点の特徴としては，地域全体で交通渋滞が発生

しているが，特に府県境や市境の橋梁付近や，南北を結ぶ幹線道路網が極めて弱いことから，

南北方向の道路，国道等幹線道路への流入交差点での渋滞発生が顕著となっている。 
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出典：公共交通のあり方に関するアンケート／兵庫県阪神北県民局（2002）4) 

図－4.1.6  阪神地域における公共交通利用時の目的地 
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資料：第 4 回京阪神都市圏パーソントリップ調査（2000） 

図－4.1.7  阪神地域における代表交通手段別構成比の推移 

図－4.1.8～4.1.9 に示すように，「公共交通のあり方に関するアンケート」調査から，阪神

地域における公共交通を利用しない理由についてみると，路線バスは「マイカーが便利だか

ら」（26.6％），「運行本数・時間帯が悪いから」（20.7％），「目的地に行くバスがないから」

（16.6％）などが多い。鉄道は「道路網が整備され自動車による移動が便利になったから」

（22.3％），「自動車に比べ移動時間がかかる」（19.4％）など道路整備によるものと，「料金

が高いから」（13.4％），「駅に向かうバスの輸送サービスが悪いから」（12.8％）などが多い。 
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出典：公共交通のあり方に関するアンケート／兵庫県阪神北県民局（2002）5) 

図－4.1.8  路線バスを利用しない理由（阪神地域） 
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出典：公共交通のあり方に関するアンケート／兵庫県阪神北県民局（2002）6) 

図－4.1.9  鉄道を利用しない理由（阪神地域） 

4-2 交通計画の立案・検討の流れ 

兵庫県では，1995 年 1 月 17 日に起こった兵庫県南部地震による「阪神・淡路大震災」以

降，交通問題に対応するために，それまでの交通基盤整備一辺倒であった総合交通計画を大

きく見直し，交通体系の整備指針として新たな交通基本構想を策定した。総合的な交通政策

という観点から，都市部においては交通渋滞を緩和するための一方策として，ハード施策の

継続だけでなくソフト施策を軸に据えた新たな交通環境改善施策の展開へと舵を切ることと

なった。 

兵庫県が取り組んできた交通政策の実務展開のうち，まず交通政策に関する構想・計画の

立案及び検討の流れについて整理すると，図－4.2.1 に示すとおりである。 
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2006年3月

交通基本構想（2030年目標）

公共交通施策推進に関するプログラム（2015年目標）

 

図－4.2.1  兵庫県における交通政策の基本構想と個別計画立案の流れ（1996～2007 年度） 

4-2-1 基本構想及び基本計画 

兵庫県では，1985 年度に「兵庫県総合交通計画」を策定し，これに基づき県内の交通基盤

整備を積極的に進めたが，“バブルの崩壊”をはさんで，価値観の多様化，ゆとりや豊かさ志

向の高まり，高齢者の社会参加が進む中，交通に対するニーズが高度化してきた。一方，環

境問題やエネルギー問題が大きくクローズアップされるなど，交通を取り巻くさまざまな問

題が生じてきたことから，住民，事業者，行政がそれぞれ協働しながら人と環境に配慮した

交通を実現していくことが必要となってきた。このため，生活重視社会の構築と安全で均衡

ある県土の形成という 2 つの視点から“共生型ネットワーク社会づくり”をめざし，2030 年

に向けての交通体系の整備指針として，1995 年 10 月に「ひょうご 21 世紀交通ビジョン」（以

下，「交通ビジョン」という）を策定した。兵庫県総合交通計画がいわゆる交通基盤整備計画

であったのに対し，交通ビジョンは方向性を示した内容となっていることから，交通体系整

備の基本構想として位置づけることができる。 

その後，交通ビジョンを策定して約 10 年後の 2006 年 3 月には，さまざまな面において社

会情勢が予想以上に急速に変化してきたことを受け，公共交通に特化して交通政策を推進す



－ 58 － 

るための整備プログラムとして「ひょうご交通 10 カ年計画」が作られることとなった。 

4-2-2 交通基本構想で示された施策の方向性 

(1) 交通基本構想の内容 

交通ビジョンは，“阪神・淡路大震災”の教訓を踏まえ，安全でエネルギー効率の高い鉄軌

道の再評価，自然や環境にも配慮した生活重視型の交通体系の形成，代替性を備えた災害に

強い交通ネットワークの整備などの観点から，従来の交通需要追従型・問題対応型の個別交

通施設整備だけでなく，利用者・生活者の視点からの交通のあり方，地域や都市の特性に対

応した交通のあり方などに配慮した交通体系の整備方針となっている。 

(2) 基本理念と基本目標 

交通ビジョンでは， “生活の中に交通が溶け込み 交通を介して交流が拡がり 交流を通

して地域が活きづく”ような交通の実現をめざすことを基本理念とし，図－4.2.2 に示す 5 つ

の基本目標を定めている。この中で，特に 1995 年 1 月に起こった“阪神・淡路大震災”の経

験を踏まえ，すべての人の安全で自由な移動を支えるとともに，環境への負荷が少なく景観

との調和を図ることができる“人と自然に配慮した交通の確立”と，利用者のニーズの多様

化・高度化に対応するとともに，ゆとりや豊かさが実感できるよう，地域の個性を活かした

“快適で多様な交通の創出”をめざすとしたことは，交通ビジョンの大きな特徴であるとい

える。 

ひょうごの拠点性を高め，国内外との交流を促進する交通体系

生活圏の広域化に対応した交通体系の拡充

地域の活動を支援する交通体系の強化

人と自然に配慮した交通の確立

快適で多様な交通の創出

 

図－4.2.2  ひょうご 21 世紀交通ビジョンの基本目標 7) 

(3) 新しい交通体系構築の考え方 

そして，これらの基本目標を実現するために，新しい交通体系構築の考え方として，従来

からのハード中心の広域交通体系整備と地域交通体系整備に加えて，これらに共通して包み

込むようなイメージで“交通体系の質”を向上することを掲げた。具体的には，「安全，安心」

「快適，個性」「円滑，便利」「地域，暮らし」に着目し，ソフト施策も含めて行政だけでな

く交通事業者や県民の理解と協力を得ながら展開する施策を打ち出した。 

この中で，新しい技術と手法による進化した交通の追求として，「交通需要マネジメントの
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推進による交通の円滑化・効率化」が位置づけられ，公共交通機関への誘導による自動車交

通の都心集中を回避することや，ロードプライシングの導入などの方向性も示された（図－

4.2.3 参照）。 

１）安心して利用できる交通体系の確立

２）環境と調和した交通への転換

３）快適で個性あふれる交通空間の創造

４）新しい技術と手法による進化した交通の追及

　・情報通信技術の活用による簡単で便利なサービスの提供
　・交通需要マネジメントの推進による交通の円滑化・効率化

５）生き生きとした地域と暮らしへの支援

 

図－4.2.3  交通体系の質を向上するために打ち出した施策 8) 

4-3 施策展開の柱となる「阪神地域都市交通環境改善計画」の策定 

兵庫県では，県全域の交通基本構想として位置づけられている「ひょうご21世紀交通ビジ

ョン」が策定された直後から，県下の各地域を対象に具体の計画づくりに着手することとな

ったが，その中でまず自動車交通の集中により交通事故や渋滞，大気汚染等の環境問題の改

善が求められ，震災からの創造的復興を図る必要がある阪神地域における交通基本計画とし

て，過度な自動車依存が引き起こす都市部の交通問題を解決するために，TDM 施策を中心と

した交通計画検討に入り，学識経験者等による懇話会での議論を交えた後，1999年3月に「都

心交通改善計画（阪神地域）」（2004年3月に「都市交通環境改善計画（阪神地域：改訂版）」

として改訂）を策定し，同計画に基づいて TDM 施策を中心とした交通環境改善施策の実施

に取り組むこととした9)10)。 

(1) 計画策定の枠組み 

1997年度から始まった阪神地域における都市交通環境改善計画の検討は，学識経験者と関

係行政機関によって構成される「阪神地域都心交通渋滞改善懇話会」（以下，「懇話会」とい

う）により，２年間かけて検討が進められた。懇話会は，学識経験者４名と近畿運輸局，近

畿地方建設局，及び兵庫県警察本部の課長クラスの計８名により構成(1)されるとともに，懇話

会の下部組織として行政機関（県関係部局と県警の課長補佐クラス，及び阪神地域７市１町

の課長クラス）で構成される懇話会ワーキンググループ会議(2)を設置した。同懇話会の特徴は，
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それまでの審議会等とは異なり，学識経験者として若手で新進気鋭の専門家を登用したこと

にある。1997～1998年度の２年間で懇話会６回，ワーキンググループ会議６回を開催し，関

係者と十分な議論を重ねながら，計画策定を行った。そしてこれ以降，兵庫県において都市

交通環境改善にかかる計画策定の際には，いずれも学識経験者と行政機関等から構成される

組織を設置して，常に施策展開に有益な助言を求めるとともに，国内外の 新情報の提供を

得ながら計画づくりを進めるスタイルを採用している。 

(2) 計画の基本方針 

都市交通環境改善計画では，従来の交通量の円滑な処理といった供給中心の考え方だけで

なく，公共交通機関への転換等により交通需要をコントロールし，既存の交通施設ストック

を有効活用していく TDM 施策の考え方を重要視している。この TDM 施策には交通規制等に

よる交通行動変容の誘導施策と併せて，複数の交通機関連携や公共交通利用促進による交通

行動変容の誘導施策を含んでいる。 

交通需要マネジメント
（ＴＤＭ）施策

＋

マルチモーダル施策

＋

モビリティ・マネジメント
（ＭＭ）施策

市街地に流入・通過する自動車交通のコントロール

既成市街地に流入する自動車交通に対す
る公共交通への転換

主要な幹線道路の効率的利用

市街地での公共交通・歩行者・自転車優先の交通シ
ステムの形成／交通機関の連携システムの形成

公共交通システムを補完する徒歩・自転
車の利用促進

利用しやすい公共交通の運行・運営シス
テムの導入

体系的な公共交通システムの形成と公共
交通の利便性向上

交通結節点の整備

自発的な交通行動変容への支援

 

図－4.3.1  都市交通環境改善計画の基本方針 

2002～2003 年度にかけて実施した都市交通環境改善計画の改訂時には，当初の策定時点と

比較して，都市交通施策の動向として，自動車から徒歩や自転車への誘導をはじめ，公共交

通の役割への期待，バリアフリーやユニバーサルデザインといった思想の浸透など，国の方

向性が「より人を重視した交通施策へ」と変わってきたこと，及び第２章で述べたように，

社会実験や実証実験制度の普及により積極的に TDM 施策が推進されてきたことや交通行動

変容を促す心理学的なアプローチ手法の導入が行われ始めたことから，いち早くモビリテ
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ィ・マネジメント施策についても新たな検討対象施策として位置づけ，都市交通環境改善計

画の基本方針と施策体系を再構築した（図－4.3.1 参照）。 

(3) 施策実現のための工夫 

阪神地域の各エリアにおける交通渋滞等の問題点や交通特性・土地利用特性などの地域特

性を考慮しつつ，主に阪神北部地域の「内陸部から既成市街地に流入する自動車交通を公共

交通機関へと転換を図るゾーン」と，阪神南部地域の「円滑な自動車交通を確保しながら公

共交通の充実を図るゾーン」に区分し，それぞれの特性に応じ長期的な視点からみた望まし

い交通環境改善施策をその整備方針として示した。 

整備方針をもとに，各市町の担当者で構成されるワーキンググループ会議に諮り，①施策

の必要性からの検討，②施策の実現性からの検討，③施策実施による効果の検証とパッケー

ジアプローチの検討，の 3 つの視点から，施策を実施すべき箇所・区間を具体的に抽出した

うえで，施策の全体像を即地的に示したものを「都市交通環境改善計画」とし，市町ごとに

取り組むべき検討対象施策を体系別に明確に定めた。また，市町ごとに代表的な施策を少な

くとも 1 つ以上ケーススタディとして取り上げ，机上ではあるが計画の実施検討を行い，実

現への課題にまで言及することにより，市町に対して施策実現のためのインセンティブを与

えた。2004 年の計画改定時には，より具体的に施策の取り組み方針案を示している（図－4.3.2

参照）。特に，阪神地域における交通の特性から，広域的な視点で施策検討し，点でなく線，

あるいは面で実施する施策を示している。 

同時に，自動車の利用が制約される TDM 施策は社会的ジレンマの側面を持ち，自動車利

用者の賛成が得にくい交通政策であることから，まず社会的合意形成に向けた組織づくりを

行うとともに，社会実験を試行するなどにより住民の参画を促しながら施策の本格実施につ

なげていくことを目標と定めた。なお，兵庫県は TDM を広義で捉え，都市交通環境改善計

画において TDM を強く打ち出すのではなく「都市交通環境改善」という言葉で説明してい

る。 
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出典：都市交通環境改善計画検討調査業務〔東播磨地域〕報告書（2004）11) 

図－4.3.2  阪神地域における都市交通環境改善施策の取り組み方針（案） 
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(4) 市町等との検討会の実施 

さらに県内部に向けては，土木部の重要施策として新たに「都心交通渋滞改善施策の推進」

を打ち上げ，図－4.3.3 に示す計画策定後の全体計画を説明しながら，県全体において施策の

重要性と継続性を訴えた。 

具体的な取り組みとして，学識経験者等による懇話会は基本計画策定と同時に役割を終え

たため，1999 年度には県と市町による「都心交通渋滞改善計画検討会」を設立し，阪神地域

の行政が連携しながら，基本計画で取り上げた TDM 施策のケーススタディ実施に向け，パ

ッケージアプローチや社会的合意形成のための組織づくり，交通実験の実施等，事業化のた

めの検討を行い，2000 年度以降には検討会での検討結果等に基づき，交通社会実験の実施等

に向けた具体的な取り組みを行うことを宣言した。実際，同検討会は，計画策定時の懇話会

ワーキンググループ会議の担当者レベルで構成して，事業化検討の取り組みが進められた。 

1997年度～98年度 1999年度 2000年度以降

計画策定
（県主体）

事業化検討
（県市共同）

事業実施

都心交通渋滞改
善計画基本計画
のとりまとめ

ＴＤＭ施策の実
施に向けての事
業化検討

・パッケージアプローチの検討
・社会的合意形成のための組織
　づくりの検討
・交通実験の実施の検討　等

ＴＤＭ施策の実
施に向けた具体
的な取り組み

懇話会 検討会 新たな協議会組織へ

 

図－4.3.3  県内部に向けて施策の継続性を示した全体計画 

(5) 計画の深度化－尼崎地域におけるＬＲＴ整備計画の検討 

これら都市交通環境改善施策の継続的な取り組みとともに，震災後に兵庫県が温かいコミ

ュニティが息づく“人間サイズのまちづくり”を基本理念とする「まちづくり基本条例」を

制定し，誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりを進めることとなったことを受け，“人間

サイズのまちづくり”をめざすために，県内における 21 世紀の新しい公共交通システムとな

る LRT（Light Rail Transit：次世代型路面電車システム）の整備指針として，学識経験者等

9 名から構成される｢ひょうご LRT 整備基本構想研究会｣ (3) に諮りながら，2000 年 3 月に「ひ

ょうご LRT 整備基本構想」を策定した 12)。 

同基本構想の中では，県内で 10 カ所のＬＲＴ導入候補地域として位置づけたが，このうち

尼崎市の 3 つの都市核（阪急塚口・ＪＲ尼崎・阪神尼崎）と尼崎臨海部を結ぶ路線について

は，次年度に計画の深度化を図るため，学識経験者等 11 名から構成される｢尼崎地域ＬＲＴ



－ 64 － 

整備基本計画研究会｣ (4) に諮りながら，県と尼崎市の連携のもとに国土交通省の支援を得て，

「尼崎地域 LRT 整備基本計画」策定の取り組みを実施することとなった（図－4.3.4 参照）

13)。 

 
資料：尼崎市パンフレット 

図－4.3.4  尼崎市の 3 つの都市核を結ぶ LRT 整備基本計画 

「ひょうご LRT 整備基本構想」で抽出された LRT 路線構想のうち尼崎市を含めた阪神地

域における４路線の構想については，「都市交通環境改善計画」の中で都市交通環境改善施策

として盛り込まれており，中長期的な取り組みとして位置づけられている14)～18)。また，「尼

崎地域 LRT 整備基本計画」は採算性検討まで終了していたが，その後就任した新しい知事の

政策方針転換やまちづくりに対する状況の変化等により検討そのものが見直しとなり，具体

的な成果が得られずに今日に至っているが，検討当時は国内における LRT 導入検討の も先

鋭的な取り組みであったことから，国土交通省の全面的バックアップを引き出し，全国的に

も大いに注目されるプロジェクトとして位置づけられていた。 

 (6) 対象地域の拡大－播磨地域における「都市交通環境改善計画」の策定 

兵庫県では，「ひょうご21世紀交通ビジョン」に基づき，阪神地域に続いて，県下で自動車

利用の多い中播磨地域及び東播磨地域においても，阪神地域と同様の手法により，過度な自

動車依存が引き起こす都市部の交通問題を解決するために，TDM 施策を中心とした交通計画

検討を行い，播磨地域においても「都市交通環境改善計画（中播磨地域）」（2003年3月），「都

市交通環境改善計画（東播磨地域）」（2004年3月）を策定し，同計画に基づき交通環境改善施
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策の実施に取り組みがスタートしている。 

4-4 施策の実効性を担保するための実施体制 

(1) 阪神地域都市交通環境改善協議会の設立 

都市部の交通環境改善施策の実施にあたっては，企画段階から道路交通・公共交通等多方

面の関係者との連携をもとに，道路利用者や住民との合意形成を図りながら戦略的に実施す

ることが必要不可欠となるため，「都市交通環境改善計画」で明記されたとおり社会的合意形

成に向けた組織づくりを行い，2001 年 12 月 20 日に，学識経験者，国・県・市町，交通管理

者，公団に交通事業者（鉄道・バス）を含めたメンバーで構成する「阪神地域都市交通環境

改善協議会」（以下，協議会）を設立し，施策実施に向けた取り組みを行う体制を整えた。 

特に，協議会では，施策の対象エリアである阪神地域に隣接する大阪府と神戸市にオブザ

ーバーとして参画してもらっていることが大きな特徴であり，広域化する交通施策を進める

上で十分に調整機能を果たしている。 

協議会の設立により，阪神地域の交通に関わるステークホルダーが一同に介する機会がで

き，交通に関するあらゆる施策に対する意見調整が可能となった意義は大きい。 

■ 阪神地域都市交通環境改善協議会の構成メンバー（設立時） 

学識経験者 北村 隆一教授（京都大学大学院工学研究科土木システム工学専攻） 

 新田 保次助教授（大阪大学大学院工学研究科土木工学専攻） 

国土交通省 国土交通省 近畿運輸局 企画部 地域交通企画課長 

 国土交通省 近畿運輸局 兵庫陸運支局長 

 国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路計画第二課長 

 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道工事事務所長 

 国土交通省 近畿地方整備局 阪神国道工事事務所長 

 国土交通省 近畿地方整備局 近畿幹線道路調査事務所長 

交通管理者 兵庫県警察本部 交通部参事官兼交通企画課長 

 兵庫県警察本部 交通部 交通規制課長 

兵 庫 県 兵庫県 県土整備部 企画調整局 課長（交通政策担当） 

 兵庫県 県土整備部 土木局 道路計画課長 

 兵庫県 県土整備部 土木局 道路保全課長 

 兵庫県 県土整備部 土木局 街路課長 

 兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市計画課長 

 兵庫県 県民生活部 環境局 大気課 特殊公害対策室長 

 兵庫県 阪神南県民局 県土整備部 主幹（企画調整担当） 
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兵 庫 県 兵庫県 阪神北県民局 県土整備部 主幹（企画調整担当） 

市   町 尼崎市 企画財政局 企画部長 

 西宮市 企画財政局 都市計画部長 

 芦屋市 建設部 参事（都市計画担当部長） 

 伊丹市 企画財政部長 

 宝塚市 土木部長 

 川西市 企画財政部長 

 三田市 企画財政部長 

 猪名川町 企画推進室長 

公 団 関 係 日本道路公団 関西支社 保全部 交通技術課長 

 日本道路公団 関西支社 建設第一部 企画調査課長 

 阪神高速道路公団 計画部 調査課長 

交通事業者 西日本旅客鉄道㈱ 大阪支社 総務企画課長 

 阪急電鉄㈱ 鉄道事業本部 鉄道計画室長 

 阪神電気鉄道㈱ 鉄道事業本部 運輸部長 

 神戸電鉄㈱ 常務取締役 鉄道事業本部長 

 能勢電鉄㈱ 取締役 鉄道事業部長 

 北神急行電鉄㈱ 専務取締役 

 阪急バス㈱ 常務取締役 自動車事業部長 

 阪神電気鉄道㈱ 自動車部長 

 神鉄バス㈱ 取締役社長 

 神姫バス㈱ 取締役 バス事業部長 

オブザーバー 国土交通省 近畿地方整備局 姫路工事事務所長 

 大阪府 土木部 交通道路室 道路整備課 交通計画補佐 

 神戸市 企画調整局 調査室（地域交通施策担当） 主幹 

事 務 局 兵庫県警察本部 交通部 交通規制課 係長 

 国土交通省 近畿運輸局 企画部 地域交通企画課 企画第二係長 

 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道工事事務所 調査課長 

 兵庫県 県土整備部 企画調整局 課長（交通政策担当） 主幹 

 兵庫県 県土整備部 土木局 道路計画課 課長補佐兼道路環境係長 
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表－4.4.1  協議会（2001 年 12 月 20 日）設立に向けた調整の経緯 

年度 月  日 相手方 年度 月  日 相手方 
9 12 近畿地方整備局（企画部） 9 18 兵庫県警察本部 

10 5 近畿地方整備局（道路部）  19 尼崎市，芦屋市，西宮市  
 25 近畿地方整備局（道路部）  25 近畿地方整備局（企画部） 

11 10 近畿地方整備局（道路部）  26 兵庫県警察本部 
 13 近畿地方整備局（道路部）  27 近畿地方整備局（道路部） 
 16 近畿地方整備局（企画部）  27 阪神北県民局 

12 7 近畿地方整備局（道路部） 10 4 県道路計画課 
 7 近畿地方整備局（企画部）  9 兵庫国道工事事務所 
3 19 近畿地方整備局（道路部）  9 伊丹市，三田市 

2000 

 19 近畿地方整備局（企画部）  10 近畿地方整備局（道路部） 
4 23 近畿地方整備局（道路部）  11 兵庫国道工事事務所 
5 10 西宮市  12 宝塚市，猪名川町 
 16 姫路市  16 兵庫国道工事事務所 
 18 近畿地方整備局（道路部）  17 ＪＲ西日本 
 29 兵庫国道工事事務所  17 学識経験者（新田助教授） 
6 1 近畿地方整備局（道路部）  18 近畿運輸局 
 1 県道路計画課  18 学識経験者（北村教授） 
 4 学識経験者（新田助教授）  23 近畿地方整備局（道路部） 
 7 近畿地方整備局（道路部）  26 姫路市 
 11 県道路計画課  30 川西市 
 12 近畿地方整備局（道路部） 11 1 近畿地方整備局（道路部） 
 12 大阪府  6 兵庫国道工事事務所，能勢電鉄 
 20 近畿地方整備局（企画部）  9 芦屋市，阪神バス 
 20 県道路計画課  12 阪急電鉄，阪急バス 
 25 姫路工事事務所，県大気課  13 兵庫国道工事事務所・兵庫県警察

本部・県道路計画課 
 26 県道路計画課  13 阪神電気鉄道 
 27 県道路計画課  14 姫路工事事務所，姫路市 
7 3 近畿地方整備局（道路部）  14 中播磨県民局 
 10 近畿地方整備局（企画部）  16 兵庫地区渋滞対策協議会 
 11 伊丹市  19 加古川市  
 12 姫路工事事務所  19 西播磨県民局，東播磨県民局 
 13 兵庫国道工事事務所  20 加西市，高砂市 
 17 姫路市  21 香寺町・福崎町・市川町・夢前町 
 24 県道路計画課  21 姫路市交通局 
 26 兵庫国道工事事務所・近畿地

方整備局（道路部） 
 22 阪神高速道路公団  

8 17 尼崎市  22 龍野市・新宮町・太子町・揖保川

町・御津町 
 24 近畿地方整備局（道路部）， 

近畿地方整備局（企画部） 
 28 揖保川町 

 24 西宮市，尼崎市  29 兵庫県警察本部，日本道路公団 
 30 兵庫国道工事事務所・姫路工事事務所  30 神戸電鉄 
 31 近畿地方整備局（道路部） 12 3 北神急行 
 31 近畿地方整備局（企画部）  4 神戸市，山陽電鉄 
9 4 近畿地方整備局（道路部）， 

県道路計画課・大気課 
 5 兵庫県警察本部 

 5 姫路市  6 兵庫陸運支局，神鉄バス 
 11 姫路市  7 大阪市（※協議会には不参加） 
 13 学識経験者（新田助教授）  11 兵庫県警察本部 
 17 学識経験者（北村教授）  18 学識経験者（北村教授） 

2001 

 18 姫路工事事務所，神姫バス 

2001 
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(2) 協議会設立までの道のり 

都市交通環境改善施策を実施するため，社会的合意形成に向けた組織として，あらゆるス

テークホルダーが集まる「阪神地域都市交通環境改善協議会」（以下，「阪神協議会」という）

が設立されたが，第２章でも触れたとおり，事務局の実務担当者は阪神協議会の設立までに

関係行政機関との調整に 1 年以上もの歳月を費やし，たいへんな労力とエネルギーを費やし

ている（前表－4.4.1）。 

特に，国の道路部局と 20 回，企画部局と 9 回，国の出先機関と 12 回の協議を行っている

が，調整に時間がかかった大きな原因は，一つには TDM を中心とした都市交通環境改善施

策を推進することが従来の道路建設の流れを妨げるのではないかという施策面での不信感で

あり，一つには県の交通政策の担当者がイニシアティブをとって阪神協議会を運営していく

ことに対する組織面での反対意見など，行政の縦割りによる弊害がもたらしたものであった。

あわせて，道路局の方針として TDM を含めた「都市圏交通円滑化総合計画」は道路管理者

側で責任を持って実施しようと考えていること，阪神協議会も道路局が仕切る必要があると

いう認識を持っていること，交通事業者を参画させることへの抵抗が強かった。 

阪神地域は国道 43 号の尼崎公害訴訟を抱える地域だけに，当時はすでに国が主体の「兵庫

地区渋滞対策協議会」が立ち上がり，国道を中心とする交通円滑化対策として社会実験を実

施しようとしていたが，国では「阪神都市圏交通円滑化総合計画」を策定するための部会を

立ち上げようとしていた時期でもあり，策定部会と県の阪神協議会の役割分担が明確化しな

い中で，国の TDM に対する拒否反応の大きさも影響したのではないかと考えられる（図－

4.4.1 は兵庫県が国に提示した協議会の連携イメージ）。阪神協議会の名称についても多くの

議論があり，「交通円滑化」あるいは「TDM」ということばを付けたい国の道路サイドと，

あくまでも「都市交通環境改善」を目的に活動したい県サイドとの間でなかなか歩み寄りが

できなかった。 

これらの紆余曲折があったことから，阪神協議会の事務局についても長い議論があり，当

初は兵庫県交通政策課が単独で事務局とする案であったが，国から少なくとも道路部局がイ

ニシアティブをとるよう強い意見が出され， 後まで調整に難航した。しかしながら，粘り

強い説得と理解を求めた結果， 終的には国の道路部局（国道事務所）と公共交通部局（近

畿運輸局），交通管理者（兵庫県警），県（交通政策課及び道路計画課）の 5 者による連名と

することで合意形成するに至った。一方，実質的な事務局は当初の思惑どおり県交通政策課

が担当することで決着し，あわせて会長に学識経験者を充てることも合意に至った。 
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○○市（町）
都市交通環境改善
推進実行委員会
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都市交通環境改善
推進実行委員会

阪神地域
都市交通環境
改善協議会

阪神都市圏
交通円滑化総合計画

策定部会
懇談会　等

兵庫地区渋滞対策協議会
県主体

国主体

《
連
　
携

》

 

図－4.4.1  国の協議会と阪神地域都市交通環境改善協議会の連携イメージ 

4-5 協議会の運営と実践的な施策展開への工夫 

協議会は構成員が多いため，主に各地の情報提供や意見交換の場として機能させ，個別の

交通環境改善施策を実施する際は，柔軟で効率的な運営を図れるように，地元の道路利用者

や地域住民も含めた施策の関係者で構成される部会（実行委員会）を別に設置し，具体の計

画検討・実施を行う姿勢を盛り込んだことが大きな特徴である（図－4.5.1）。 

阪神地域
都市交通環境
改善協議会

情報提供・意見交換

都市交通環境改善協議会

○○市（町）部会

都市交通環境改善協議会

△△地区部会

都市交通環境改善協議会

▲▲駅周辺地域部会

施策実施
段　階

施策検討・具体協議

○○市（町）
都市交通環境改善
推進実行委員会

△△地区
都市交通環境改善
推進実行委員会

▲▲駅周辺地域
都市交通環境改善
推進実行委員会

施策実施・社会実験実施  

図－4.5.1  阪神地域都市交通環境改善協議会の全体構成イメージ 
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なお，阪神地域と同時に，播磨地域（8 市 10 町：当時）を対象とする「播磨地域都市交通

環境改善協議会」も設立されており，こちらの協議会は播磨地域における都市交通環境改善

施策を実施する機能をもちながら今日に至っている。 

1999 年 3 月に「都心交通渋滞改善計画（阪神地域）」を策定し，2001 年 12 月に協議会を

設立して以降，阪神地域では計画の趣旨に従って年に数回の阪神協議会を開催するとともに，

具体的な施策を実施するために部会兼実行委員会組織として「川西猪名川地域都市交通環境

改善協議会」（第５章）や「阪神都市圏公共交通利用促進会議」（第６章）を創設し，都市交

通環境改善施策を継続的に実施し，あるいは公共交通利用促進のバスマップを作成するなど

の実践的な取り組みを継続することとなる。 

阪神協議会では，県内以外の新しい都市交通環境改善施策や社会実験の取り組みについて

も報告があり，あるいは情報交換したりすることにより，メンバーの自治体相互の意識向上

が図られている。また，国関係者にとっては，新しい制度や補助メニューなどに関する情報

提供の場としても活用されており，交通事業者にとっても行政関係者との交流を図る貴重な

組織として位置づけられていることからも，阪神地域において協議会で活動してきたことに

は大きな意義がある。 

4-6 まとめ 

以上のように，本章では兵庫県が阪神地域を対象に取り組んできた交通政策の実務展開に

ついて，交通基本構想から始まり，施策展開の柱となる交通基本計画の策定の流れ，施策を

実行するための実施体制について検証してきたが，広域行政による交通政策の実施に向けた

計画策定と計画を実行するための体制づくりに関する知見についてまとめると，以下のとお

りである。 

(1) 交通基本計画の策定に関する知見 

阪神・淡路大震災以降の兵庫県における交通政策の実務展開についてみると，まず交通体

系整備の基本構想を策定することにより，全県を対象とした明確な理念と目標を掲げ，新し

い交通体系構築の考え方として，それまでのハード整備中心の交通体系整備だけでなく，ソ

フト施策として TDM や公共交通への誘導など自動車抑制の考え方を示したことが大きな意

識改革につながった。 

次に，基本構想に基づいて，県下の各地域において計画づくりに着手したことにより，そ

れぞれの計画にはソフト施策の考え方が反映される結果となっているが，その中で阪神地域

における「都市交通環境改善計画」を策定するにあたっては，若手で新進気鋭の学識経験者

を専門家を登用し，行政メンバーとの真剣な議論を交えながら，大胆に“より人を重視した
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交通政策” へ舵を切り，積極的に自動車抑制を促す TDM や MM を新たな施策体系の中に位

置づけたことが，その後の施策展開の重要なポイントとなった。また，実際に施策実施にあ

たる市町の担当者で構成するワーキンググループ会議で議論しながら，市町ごとに取り組む

べき施策を体系別に明確化し，検討の中で実際にケーススタディとして取り上げて，計画の

実施検討を行って課題にまで踏み込むことにより，施策の具体的なイメージを持たせて実現

へのインセンティブを与えることができた。これをもとに，例えば尼崎市においては，LRT

整備計画にまで具体的に計画を深度化したように，市町が自ら時代の先取りをする施策への

取り組みを行うなど，個別にも大きな効果があったといえる。 

なお，本研究では取り上げていないが，兵庫県では同じ県下の播磨地域においても阪神地

域と同様の取り組みを実施しており，都市圏の基礎自治体に対して，大所高所から新たな交

通政策を進める広域行政としての明確な意思を伝えられたことも重要な視点である。 

(2) 施策の実施体制の確立に関する知見 

一方で，基本計画の策定に止まらず，継続して取り組みを進めることを示すため，県と市

町の担当者で構成される検討会を立ち上げ，内部で事業化への具体的な議論を始めるととも

に，施策の実効性を担保するため，基本計画に基づいて社会的な合意形成に向けた組織づく

りに着手した。それまでにはない規模の交通に関するあらゆる関係者が集まる大きな組織づ

くりとなったことから，さまざまなステークホルダーとの調整に極めて多大なエネルギーと

労力を必要としたが，結果的には当初の思惑を反映した構成メンバーからなる協議会組織と

して「阪神地域都市交通環境改善協議会」を設立することができたことは，計画づくりに続

く次なるステップとなり，施策実施に向けた大きな成果であったといえる。 

協議会では，構成団体の各担当者が定期的に集まり，地域内における施策に関する情報提

供や他地域の先進事例を交えた情報交換などを積極的に行うことにより，特に市町の担当者

への施策に対する理解や学習の機会を提供しているほか，国の担当者にとっては制度の説明

を行いながら意見の集約が可能となるなど，それぞれにとって活用の場として機能している。

また，同協議会では，阪神地域に隣接する大阪府や神戸市にオブザーバーとして参画しても

らっていることが他にはない大きな特徴であり，隣接地域との調整は都市圏で交通政策を進

める際の必要に大切な視点である。実際に阪神地域では，その後協議会が機能したおかげで，

個別の施策実施の際には施策を円滑に進めることができたということがいえる。 

同協議会は，設立以来約 10 年が経つが，現在もその活動は継続されており，協議会活動を

通じてさまざまな情報交換を行いながら交通政策に関わる情報の共有化を図っているところ

である。 
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【補 注】 

(1) 阪神地域都心交通渋滞改善懇話会は，学識経験者として北村隆一（京都大学大学院工学研究科教

授），新田保次（大阪大学大学院工学研究科助教授），正司健一（神戸大学経営学部教授），弘本

由香里（大阪ガスエネルギー・文化研究所）の 4 名（すべて当時の所属・職）と国土交通省近畿

運輸局地域交通企画課長，同近畿地方建設局企画部広域計画調査課長，道路部道路計画第二課長，

兵庫県警察本部交通部交通規制課主幹の 8 名により構成。 

(2) 阪神地域都心交通渋滞改善懇話会ワーキンググループ会議は，尼崎市企画財政局企画課長，西宮

市企画財政局都市計画部都市計画課長，芦屋市都市計画部次長，伊丹市企画部企画調整室主幹，

宝塚市道路部道路整備室道路政策課長，川西市企画財政部政策室主幹，三田市企画財政部企画管

理課長，猪名川町企画推進室建設担当課長，兵庫県警察本部交通部交通規制課課長補佐，兵庫県

土木部道路建設課課長補佐兼計画調査係長，同道路補修課課長補佐兼交通施設係長，街路課課長

補佐兼改良係長，都市住宅部計画課課長補佐兼都市施設第１係長，交通政策室副室長から構成。 

(3) ひょうごＬＲＴ整備基本構想研究会は，北村隆一教授（京都大学大学院工学研究科），小谷通泰

教授（神戸商船大学商船学部），正司健一教授（神戸大学経営学部），平山京子氏（プランニング・

オフィス・カーサ），中尾正俊氏（全国路面軌道連絡協議会専務理事）の 5 名の学識経験者と，

国と県警本部の 4 名で構成。 

(4) 尼崎地域ＬＲＴ整備基本計画研究会は，北村隆一教授（京都大学大学院工学研究科），森津秀夫

教授（流通科学大学情報学部），小谷通泰教授（神戸商船大学商船学部），正司健一教授（神戸大

学経営学部），樋口信子氏（樋口都市設計）の 5 名の学識経験者と，国・県・市の 6 名で構成。 
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第第５５章章  地地域域のの参参画画とと協協働働にによよるる都都市市交交通通環環境境改改善善のの取取りり組組みみ  

第４章では，広域行政による交通政策実務の現状と課題として，兵庫県阪神地域における

計画づくりと組織体制づくりの変遷について述べた。ここ10年近く，交通政策の中でもモビ

リティ・マネジメント（Mobility Management：以下「MM」という）施策が全国的に注目

を集め，その取り組み事例も増加してきた。MM の導入経過や先導的事例に関しては，村尾

(2010) 1) ほか数多くの文献でこれまで研究報告されてきているが，MM 施策はまだ歴史が浅

く，特に同一地域で多年度にわたって広域行政が中心となって継続的に実施された事例は京

都府の事例 2) 3)などに限られており，きわめて少ない。 

第５章では，そのような中において，全国的には珍しく継続的な都市交通環境改善施策の

一つとして，2001年度から継続的に MM を中心とした都市交通環境改善施策を実施し，かつ

成果を残してきた川西市北部・猪名川町南部地域（以下，「川西猪名川地域」という）の事例

について取り上げ，本田ら(2009) 4)，Honda et al.(2011) 5) ，木内ら(2006) 6)をもとに，川西

猪名川地域の施策を研究として取り上げた土井ら(2003) 7)，土井ら(2004) 8)，染谷ら(2004) 9)，

藤井・染谷(2005) 10)，染谷・藤井(2006) 11)，三宅ら(2006) 12)による既往研究も踏まえ，実務

担当者の目で時系列で取り組みを関連づけながら，その経緯，内容と成果を検証することに

より，広域行政が MM 施策に関わることによって，地域にとってどのような効果があったの

か，またどのようにして地域を巻き込みながら行政や交通事業者が連携して交通政策を推進

すれば，継続的な施策実施が可能となるのかなど，多年度にわたる施策の成果を知見として

明らかにする。 

5-1 取り組みの概要 

(1) 都市交通環境改善施策実施の背景 

川西猪名川地域では，1960年代からニュータウン開発が進められ，近年まで大幅な人口増

加が続いてきた。開発のために能勢電鉄が延伸される一方で，人口増加に伴う自動車交通量

の増加に対応するため，特に一般国道173号，主要地方道川西篠山線をはじめ南北方向の幹線

道路を中心に大規模な道路整備が進められてきたものの，朝ラッシュ時を中心に既成市街地

への流入部で特に交通渋滞が著しく，継続的な交通対策が求められていた。 

そこで前述のとおり，2001 年度に主要地方道川西篠山線沿線において，行政や交通事業者

が TDM 施策として，一部区間でバス優先レーン，PTPS が導入されるとともに，日生中央駅

にパークアンドライド駐車場，キスアンドライド駐車場を整備するなどの交通対策が実施さ

れたことから，近畿運輸局の呼びかけで 2002 年 1 月から 2003 年 12 月まで国土交通省の
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「TDM（交通需要マネジメント）実証実験」制度を活用して，「川西猪名川地域における都

市交通環境改善対策実証実験」を実施することになった（図－5.1.1 参照）。 

 

N 

・パス優先レーン（Ｈ13年） 
清和台～火打一丁目交差点 
南行７：00～９：00 

・PTPS（Ｈ13 年） 
 清和台営業所～市役所西交差点 
 南行７：00～９：00 

パーク＆ライド駐車場 1003 台 
キッス＆ライド駐車場   50 台 
 Ｈ13 年整備 

能勢電鉄 日生中央駅 

能勢電鉄・阪急電鉄 
 川西能勢口駅 

・PTPS（Ｈ17 年） 
 日生中央～清和台営業所 
 南行７：00～９：00 

清和台 4400 戸 

つつじが丘 500 戸 

猪名川パークタウン 

2700 戸 

日生ニュータウン 

4500 戸 

JR 
 川西池田駅

 
出典：モビリティ・マネジメント実務の手引き(2006) 

図－5.1.1  川西篠山線沿線に導入されたバス優先レーン及び PTPS 区間 

(2) 施策の実施体制の確立 

2002 年 1 月に取り組みが始まった「川西猪名川地域における都市交通環境改善対策」実証

実験であるが，当初は事務レベルで協議・調整をしていたが，いよいよ本格的に実験が動き
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出すことになり，同 4 月に準備会として「川西市・猪名川町における交通環境改善対策実証

実験」実行委員会，同 6 月に実質的な第 1 回目の協議会として，行政と交通事業者のみによ

る「川西・猪名川地域都市交通環境改善部会」を招集した。 

しかし，その後川西猪名川地域を対象に，社会実験として本格的な MM を実施する方向性

が打ち出されたことから，実験を円滑に実施するためは，専門家の指導の下，関係者が一堂

に会する協議会が必要であるとの認識から，「阪神地域都市交通環境改善協議会」の傘下で取

り組む最初の部会兼実行委員会組織として，国土交通省近畿運輸局，川西市，猪名川町，兵

庫県，兵庫県警察本部，川西警察署，大阪府，阪急バス，能勢電鉄，阪急電鉄，学識経験者

から構成する「川西猪名川地域都市交通環境改善協議会」（以下，「川西猪名川協議会」とい

う）（事務局：兵庫県）を設立することとした（表－5.1.1 は設立当時の構成メンバー）。 

川西猪名川協議会は 2002 年 12 月 19 日に立ち上がり,これ以降川西猪名川地域の都市交通

環境改善施策を継続的に進めていくための母体として，大きな原動力となって動き出した。 

表－5.1.1  川西猪名川地域都市交通環境改善協議会の構成メンバー（設立当時） 

区 分 組    織    名 

学識経験者 大阪大学大学院工学研究科教授 

国土交通省 

近畿運輸局企画振興部企画課，交通環境部環境・安全課，自動車交通部旅

客第一課，鉄道部計画課，神戸運輸監理部総務企画部企画課，神戸運輸監

理部兵庫陸運部輸送課 

交通管理者 兵庫県警察本部交通部交通規制課，兵庫県川西警察署 

兵庫県 
健康生活部環境局大気課，阪神北県民局宝塚土木事務所企画調整担当，管

理第１課，道路整備課，道路保全課 

大阪府 土木部交通道路室道路整備課 

市 町 
川西市企画財政部政策室，市民生活部生活文化室環境創造課，土木部土木

管理室交通対策課，猪名川町企画部企画政策課 

鉄道事業者 阪急電鉄㈱都市交通事業本部都市交通計画部，能勢電鉄㈱鉄道事業部 

バス事業者 阪急バス㈱経営企画室，自動車事業部 

事務局 兵庫県県土整備部県土企画局交通政策課，土木局道路計画課 
 

(3) 多年度にわたる都市交通環境改善施策の変遷 

表－5.1.2 は川西猪名川地域において実施されてきた都市交通環境改善施策の変遷につい

て示したものであるが，2001 年度に主要地方道川西篠山線沿線の川西市北部地域と猪名川町

南部地域において，一部区間でバス優先レーン，PTPS（公共車両優先システム）を導入する

とともに，能勢電鉄日生中央駅（猪名川町）にパークアンドライド駐車場とキスアンドライ

ド駐車場を整備するなどの交通対策が実施されたことを受け，「川西猪名川地域における都市

交通環境改善対策」実証実験を実施することになった。また，実証実験として施策のパッケ
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ージ化を図るために関係機関が合同して協力し，川西篠山線に導入されていた PTPS（公共

車両優先システム）設置区間の延長，路線バスへの DPF 装着，低硫黄軽油の供給，VICS（道

路交通情報通信システム）エリアの拡大・MOCS（車両運行管理システム）の導入という複

数の施策実施とともに，引き続き全国に先駆けて公共交通利用促進に対する大規模な MM 施

策を実施するなど，さまざまな形で継続的に施策実施が進められ，今日に至っている。 

表－5.1.2  川西猪名川地域で実施されてきた都市交通環境改善施策の変遷 

2001 年度 
まで 

主要地方道川西篠山線の整備 
・バイパス整備〔都市計画道路川西猪名川線〕 
・バス優先レーンの設置（清和台～火打１：南行き） 
・バス優先レーンのカラー舗装化 
PTPS の導入（清和台営業所～市役所西 約 7.2km：南行き） 
路線バスへの DPF 装着，VICS の導入 
日生中央駅 P&R 駐車場・K&R 駐車場の整備 

2002 年度 
VICS エリアの拡大，MOCS の導入 
路線バスへの低硫黄軽油の供給 
MM〔TFP 社会実験〕プレアンケート調査 

2003 年度 
MM〔TFP 社会実験〕の実施（沿線 NT） 
PTPS の延長（日生中央～清和台営業所 約 6.6km：南行き） 

2004 年度 

川西能勢口駅前のバス運行改善施策評価 
日生中央駅 P&R 駐車場の利用促進アンケート 
MM ワークショップ（川西市清和台自治会） 
バスロケーションシステムの導入 

2005 年度 MM ワークショップ（川西市清和台自治会） 

2006 年度 
川西市東谷小学校 MM 授業 
MM ワークショップ（多田グリーンハイツ自治会） 
学校教育 MM 用交通環境学習教材の作成 

2007 年度 川西市東谷小学校 MM 授業 
2008 年度 川西市牧の台小学校 MM 授業 
2009 年度 川西市牧の台小学校 MM 授業 

※ ゴシック体は MM 施策を表す。 

特に，MM 施策については，木内ら(2006) 13)に詳しいが，地域の 4 つのニュータウン住民

を対象にした MM として TFP（Travel Feedback Program）社会実験に始まり，川西市清和

台自治会及び多田グリーンハイツ自治会を対象にした MM ワークショップ，地域の小学校に

対する交通環境学習のMM授業など，地域全体で多年度にわたってMM施策を継続している，

全国的に見てもきわめてまれな事例と位置づけられる。 
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5-2 地域住民を対象にした大規模な TFP 社会実験 

川西猪名川地域では，さまざまな MM 施策を継続してきたが，2002 年度から 2004 年度に

かけて実施した地域の 4 つのニュータウン住民に対する TFP 社会実験に関しては，いくつか

の文献 14)15)16)により，施策が自動車利用の抑制や公共交通の利用促進に対して効果があるこ

とを明らかにしている。 

ここでは，地域住民を対象に実施した大規模な TFP 社会実験の事例について，川西猪名川

協議会が設立されて以降の経緯から結果までを時系列で整理することにより，その成功要因

について考察する。 

5-2-1 実施に至る経緯 

(1) 実証実験の効果測定 

川西猪名川地域においては，行政，交通管理者，交通事業者により構成する川西猪名川協

議会が主体となって，国土交通省の TDM 実証実験制度を活用して，2002 年 1 月から 2003 

年 12 月まで「川西猪名川地域における都市交通環境改善対策実証実験」を実施してきたが，

実験の最後に施策の効果測定を行う必要があった。効果測定の内容として，当初は川西猪名

川地域の住民を対象に，これまでに実施してきた都市交通環境改善施策についての“認知”

と，それに対する“効果の確認”を行うアンケート調査を企画していたが，そのアンケート

調査では TDM 施策の認知向上にはなっても，具体的な交通行動が変わるための十分な取り

組みにはならないと予測されたことから，事務局の兵庫県ではより効果的なアンケート調査，

あるいはそれに類する調査の必要性があると考えていた。 

一方，全国各地で行われていた TDM 社会実験の実施事例をみると，行政の強制力によっ

て実行したり，社会実験そのものが目的化してしまうなどにより，事例の大半が中途半端な

イベントに終わってしまい，市民の反対等によって本格施行に至る前に挫折するという状況

が多く見られたことを踏まえ，住民のニーズや行動に対する社会的な意味を一人ひとりが理

解することをめざす「態度変容型の交通計画」17)手法の導入が極めて重要になってくると考

えていた。 

そこで，川西猪名川地域における実証実験の効果測定を行うにあたっては，施策の認知や

効果確認に加えて，施策の効果を高めるための調査を実施する方がより望ましいのではない

かと考え，近畿運輸局に企画提案を行って協議・調整した結果，社会心理学的アプローチに

よる TFP 社会実験（当時は「公共交通利用促進に対する説得的コミュニケーション社会実験」

あるいは「社会的交通マネジメントによる TDM 社会実験」と呼んでいた）18)を実施すること

となった。 
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(2) 予算の確保 

2002 年当時はまだ全国的に大規模な MM 施策事例がほとんどなかった中で，川西猪名川

地域で TFP 社会実験を実施することになったことから，国（近畿運輸局）による「公共交通

活性化総合プログラム」の予算がついたが，対象とする規模が大きく調査内容が多岐にわた

ることから，国の予算だけでは十分とはいえなかったため，兵庫県では実験による道路環境

汚染物質の低減効果測定，及び住民の環境意識調査を実施するという目的で，道路部局に対

して粘り強く予算確保に対する説得を試みた結果，大気環境調査（環境対策）費から道路予

算を流用することにより予算確保が可能となったため，TFP 社会実験のプレアンケート調査

を実施することとなった。結果的に，川西猪名川協議会のメンバーとして環境部局や道路部

局が関与してもらっていたことが予算の確保に大きく貢献したといえる。 

なお，2002 年度調査だけでなく，2003 年度以降の MM 施策の実施についても，すべて国

の「公共交通活性化総合プログラム」予算と兵庫県の単費による共同調査という形で推進し

ている。 

(3) 協議会メンバーの合意形成 

前述のように，当時 MM 施策は全国的な事例がほとんどなかったため，TFP 社会実験につ

いて協議会での取り組みと位置づけるためには，協議会構成メンバー間での合意形成を諮る

必要があったことから，2002 年 12 月 19 日の川西猪名川協議会開催時に，藤井聡助教授（東

京工業大学：当時，現京都大学教授）による「TDM と態度変容の交通計画」と題した MM

講演会を実施し，まず協議会メンバーの共通認識を醸成した。 

(4) 県と市町との役割分担 

TFP 社会実験は，基本的には兵庫県が中心となって実施したが，例えば 2003 年 1 月に実

施したプレアンケート調査の際に必要となった対象者の抽出作業，アンケートの郵送回収作

業は，ニュータウン住民から見た場合に地元の自治体がきちんと関わっていることが重要な

ポイントであると判断し，回収の窓口については川西市及び猪名川町に担当してもらったほ

か，送付用封筒の準備や送付先宛名シール貼り等の作業もそれぞれ市町の担当者に協力を仰

いで進め，住民からの問い合わせにも丁寧に対応する体制をとるなど，きめ細かなコミュニ

ケーションをとって役割分担できたことがその後のTFP社会実験が成功した重要な要素であ

るといえる。 

5-2-2 施策実施の対象地域と手順 

(1) 対象地域 

図－5.2.1 に TFP 社会実験の対象地域を示す。社会実験の対象地域は，川西猪名川地域に

位置する日生ニュータウン，猪名川パークタウン，つつじが丘住宅地，清和台団地の 4 つの
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ニュータウンである。これらはすべて地域の幹線道路である県道川西篠山線あるいは県道川

西三田線沿いにあり，自動車利用から公共交通への利用転換を促す際に受け皿となる路線バ

スのサービス水準が高かったことが選定理由である。 

 

 

図－5.2.1  川西猪名川地域のうちＴＦＰ社会実験の対象地域 

(2) 実施の手順 

TFP 社会実験の流れとして，まず 2003 年 1～2 月にかけて TFP プレアンケート調査を実

施したが，これは地域住民の交通行動の実態の把握（パーソントリップ調査の補足）とこれ

まで地域で実施してきた TDM 施策についての認知状況や評価の把握を目的とするものであ

り，引き続き次年度に実施する TFP 社会実験の実施に向けて，環境や交通に関する意識や継

続調査への協力意向等についても調査を行ったものである。 

次に，プレアンケート調査の結果をもとに，TFP 社会実験の対象者の抽出を行うとともに，

TFP の効果検証のためのグルーピングを行った。 

その後，2003 年 6 月から 12 月にかけて，3 度のアンケート調査を含めた本格的な TFP 社

会実験を行い，さらに 2004 年 9 月にはその長期効果を測定するために再度アンケート調査を

実施した。 

川西篠山線

能
勢
電
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多田グリーンハイツ 

川西能勢口駅
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5-2-3 プレアンケート調査 

(1) 調査の実施 

TFP 社会実験に先立ち，対象地域のニュータウン住民に対して「都市交通と環境に関する

アンケート調査」（以下，「プレアンケート調査」という）を実施した。プレアンケート調査

は，2003 年 1 月末から 2 月上旬にかけて，川西市及び猪名川町の住民基本台帳より無作為抽

出した 2,010 世帯（抽出率 15%）に対し，1 世帯当り 4 票ずつの調査票を郵送配布し，郵送

回収した。その結果，表－5.2.1に示すように，地域住民 687世帯・1,532票（世帯回収率 34.2％）

もの協力を得ることができたとともに，引き続き実施する継続アンケート調査への協力意向

も 2 つの市町をあわせて 931 名という予想を上回る協力者に恵まれることとなった。 

表－5.2.1  プレアンケート調査の配布数・回収数 

 川西市 猪名川町 計 
配布数（世帯） 1,000 1,010 2,010 
回収数（世帯） 347 340 687 
回収率 34.7% 33.7% 34.2% 
回収票数 766 766 1,532 
継続協力者（TFP 対象） 444 487 931 

※継続協力者：TFP 社会実験の対象者 

(2) 調査時の工夫と苦労 

プレアンケート調査は，TFP 社会実験の事前調査というだけでなく，都市交通環境改善対

策実証実験の効果測定も兼ねていたことから，これまでに協議会が取り組んできた施策の認

知度を確認する内容も含まれるため，アンケート調査票は 8 ページにも及ぶ冊子となったこ

とから，調査の実施にあたっては，調査票の回収率を上げるための様々な工夫が凝らされて

おり，実際そのために実務レベルではさまざまな苦労があった。 

例えば，個人情報保護法の施行により，無作為抽出で郵送したプレアンケート調査票の郵

送先住所リストが市町から提供されなくなったことから，アンケートの回収率が下がること

を覚悟したうえで，調査票のいちばん最後に敢えて「住所」及び「名前」の記入欄を設け，

新年度に実施する TFP 社会実験（3 回のアンケート）に対して協力意向のある住民自らに記

入してもらう様式とした。その代わりに，アンケートの回収率を極力上げるために，封筒は

すべて川西市及び猪名川町の封筒を使用するとともに，専門家の適切な指導を受けながら細

心の注意を払って文章を練り，できるだけ丁寧な対応を心がけた。結果的には，世帯回収率

で 35％近い予想以上の高い回収率と 931 名もの TFP 社会実験に対する協力意向が得られ，

本格的な TFP 社会実験を実施することが可能となった。 

一方で，これらの苦労が生じたことにより，実務担当者としては実験の初期段階から MM
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を実施するためにはいかに丁寧に対応しなければならないかなどのノウハウを身につけるい

い経験を得ることができたことは大きな成果であった。 

(3) 調査の結果 

プレアンケート調査における回答項目のうち，MM に関連する調査項目についての結果を

見ると，環境意識と交通意識に関する設問から，約 95％の住民が環境に配慮した行動が大切

と回答しており（図－5.2.2(1)），環境意識が強く，約 80％の住民には自動車による移動を抑

制しようという意図があり（図－5.2.2(2)），約 90％の住民に公共交通による移動をしようと

する意図がある（図－5.2.2(3)）ことがわかった。 

全くそう思う
66.1%

少し思う
28.6%

あまり思わない
0.9% 全然思わない

0.3%

どちらともいえな
い

4.1%

 

図－5.2.2(1)  一人ひとりが環境に配慮することが必要だと思いますか 

そう思う
39.3%

ほんの少しなら
思う

49.7%

全然思わない
11.0%

 

そう思う
29.6%

ほんの少しなら
思う

53.9%

全然思わない
16.5%

 

   

しかし，そういった意図に反し，実際の交通行動としては，自動車利用が多く公共交通の

利用回数が少ない人の方が多い（図－5.2.3～5.2.4）ことから，意識と行動の実態にはズレが

あること等が明らかになった。 

図－5.2.2(2) 
クルマでの移動を控えてみようと少し

でも思っていますか 

図－5.2.2(3) 
できるだけ公共交通で移動してみよう

と少しでも思っていますか 
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図－5.2.3  1 週間あたりのクルマの利用回数 
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図－5.2.4   1 週間あたりの公共交通の利用回数 

(4) グルーピング 

プレアンケート調査の結果をもとに，引き続き実施する TFP 社会実験の対象者の抽出を行

うとともに，TFP の効果検証のためのグルーピングを行った。TFP の効果検証は，次のよう

な視点で実施した。 

① TFP による働きかけを行う人と行わない人を比較することにより，TFP の有効性を検

証する。 

② 個人の交通行動に基づき，環境負荷や消費カロリーをフィードバックすることの効果を

確認する。フィードバックを行わなくとも効果が確認できれば，実施コストの削減を図

ることが可能となるため。 

③ 公共交通を利用する意図のない人に対して MM による働きかけを行った場合の反発（リ

アクタンス）の度合いを確認する。もしリアクタンスが小さければ，MM の実施対象者

の選別をする必要がなくなり，コストの削減を図ることが可能となるため。 

④ 公共交通の利用経験のない人への公共交通お試しチケットの配付に対する効果を確認

する。もしお試しチケットの配付が必要なければ，コストの削減を図ることが可能とな

るため。 
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表－5.2.2  対象者のグルーピング 

意図ありグループ 
 意図なしグループ 

公共交通利用経験(1)あり 公共交通利用経験なし 

制 御 群 
意図なしグループ 
228 名×1/6＝38 人 

意図ありＰＴありグループ
472 名×1/5＝95 人 

意図ありＰＴなしグループ
132 名×1/5＝27 人 

チケット配布
有 

－ － 
意図ありＰＴなしグループ
132 名×1/5＝27 人 簡易

TFP 群 チケット配布
無 

意図なしグループ 
228 名×1/6＝38 人 

意図ありＰＴありグループ
472 名×2/5＝189 人 

意図ありＰＴなしグループ
132 名×1/5＝26 人 

チケット配布
有 

－ － 
意図ありＰＴなしグループ
132 名×1/5＝26 人 

TFP 群 
チケット配布

無 
意図なしグループ 
228 名×1/6＝37 人 

意図ありＰＴありグループ
472 名×2/5＝188 人 

意図ありＰＴなしグループ
132 名×1/5＝26 人 

※ここで，「意図あり」とは「自動車利用抑制意図」(2)と「公共交通利用意図」(3)の両方を持つ人をあらわす。

「意図なし」とは「自動車利用抑制意図」もしくは「公共交通利用意図」を持たない人をあらわす。 
 

5-2-4 TFP 社会実験 

(1) 実験の実施 

TFP 社会実験は，グルーピング（表－5.2.2）の結果抽出した 717 名の住民を対象に行うこ

ととなり，図－5.2.5 に全体フローを示すように，2003 年 6 月に 1 回目のアンケート調査を

実施した後，8 月に TFP によるコミュニケーションとフィードバック，9 月に 2 回目のアン

ケート調査，11 月にフィードバック，12 月に 3 回目のアンケート調査を行った。その後，長

期効果を測定するために，再度 2004 年 3 月にフィードバックを行うとともに，9 月に 4 回目

のアンケート調査を行った。なお，1 年後の長期効果測定については，国及び県の予算が確保

できなかったことから，東京工業大学と連携することにより実施された。 

それぞれの配布物に対する回収率は表－5.2.3 に示すとおりであり，各回とも極めて高い回

収状況であった。 

表－5.2.3  ＴＦＰ社会実験にかかる配布物の配布・回収状況 

内容  配布数 回収数 回収率 
アンケート調査Ⅰ 

Wave1(2003.6) 

3 日間の交通行動と環境意識

の測定（事前） 
717 549 76.6% 

TFP による働きかけ

(2003.8) 

公共交通利用のための情報提

供と行動プランの作成 
389 312 80.2% 

アンケート調査Ⅱ 

Wave1(2003.9) 

3 日間の交通行動と環境意識

の測定（事後：短期効果） 
502 417 83.1% 

交通診断カルテ１

(2003.11) 

アンケート調査Ⅱに対する結果

のフィードバック 
154 － － 

アンケート調査Ⅲ 

Wave1(2003.12) 

3 日間の交通行動と環境意識

の測定（中期効果） 
417 362 86.8% 

交通診断カルテ２

(2004.3) 

アンケート調査Ⅲに対する結果

のフィードバック 
138 － － 

アンケート調査Ⅳ 

Wave1(2004.9) 

3 日間の交通行動と環境意識

の測定（長期効果） 
362 295 81.5% 

 



－ 86 － 

 

図－5.2.5  川西猪名川地域における TFP 社会実験の全体フロー 

制御群 
（TFP 無） 

簡易 
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群 

TFP 
群 

自動車利用抑制意図または公共交通への転換意図のないグループ（意図なしグループ） 

自動車利用抑制意図と公共交通への転換意図があり，公共交通の利用経験（PT）があるグループ 
（意図あり PT ありグループ） 

自動車利用抑制意図と公共交通への転換意図があり，公共交通の利用経験（PT）がないグループ 
（意図あり PT なしグループ） 

ＴＦＰ(Travel Feedback Program)による働きかけ 

・「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」説得小冊子， 

「行動プラン票」，「おでかけマップ」，「バスの使い方シート」， 

時刻表の送付等 

フィードバック（交通診断カルテ） 

交通行動結果のフィードバック 

（CO2排出量，カロリー消費量） 

チケット配布 

 

チケット配布 8 月

ＴＦＰによる

働きかけ 

（コミュニケー

ション・アンケ

ート） 

フィードバック（交通診断カルテ1） 

交通行動結果のフィードバック 

（CO2排出量，カロリー消費量） 

11 月

フィードバック（交通診断カルテ 2） 

交通行動結果のフィードバック（CO2排出量，カロリー消費量） 

アンケート調査Ⅰ（３日間の交通行動測定と交通環境意識）Wave1（2003.6） 

アンケート調査Ⅱ（３日間の交通行動測定と交通環境意識）Wave2（2003.9） 

アンケート調査Ⅲ（３日間の交通行動測定と交通環境意識）Wave3（2003.12） 

アンケート調査Ⅳ（３日間の交通行動測定と交通環境意識）Wave4（2004.9）
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(2) TFP の効果検証 

TFP の短期効果及び中期効果については，文献 19) 20)で詳しく結果報告・分析しているが，

実験全体での TFP の効果を見るため，アプローチの違いを無視して，TFP による何らかの働

きかけ（TFP 及び簡易 TFP による働きかけ）を行った住民全体についてその効果を確認する

と，自動車利用を控えようという意図（行動意図）及び重要性の認知度が向上しているとと

もに，自動車利用時間は 113 分から 80 分へと 29％減少し，公共交通の利用回数は 87 回から

113 回へと 30％増加した。また，それらの変化は，時間を経過するほど強くなっていた。 

表－5.2.4  ＴＦＰ全体（ＴＦＰ及び簡易ＴＦＰ）の効果 

ＴＦＰによる働きかけを行った被験者全体
■意識 ■行動

行動意図 重要性認知 自動車利用時間 公共交通利用回数

104→110→113 97→99→102 113→90→80 87→109→113
（注１）数値は制御群を100とした時の値であり，左から「事前→事後→中期効果」を表している。

（注２）行動意図とは実際にクルマ利用を控えようという意思・意図を表す。

（注３）重要性認知とはクルマ利用を控えることの重要性の認知度を表す。  
 

また，公共交通利用意図があって公共交通利用経験がある住民についての TFP 全体（TFP

及び簡易 TFP）の効果を見ると，表－5.2.5 に示すとおり，自動車利用時間は 138 分から 81

分へと 41％減少し，公共交通利用回数は 99 回から 115 回へと 16％増加しており，TFP の効

果が確認できた。 

表－5.2.5  ＴＦＰ全体（ＴＦＰ及び簡易ＴＦＰ）による交通行動の変化 

公共交通利用意図あり・公共交通利用あり
自動車利用時間 公共交通利用回数の変化

138→83→81 99→107→115  
 

グルーピング時に設定した項目別には，①意識と交通行動の両面とも，TFP による働きか

けにより一定の自動車利用抑制効果と公共交通利用促進効果が見られること，②簡易 TFP に

よっても，一定の自動車利用抑制効果と公共交通利用促進効果が見られること，③自動車利

用抑制や公共交通の利用促進に関して意図を持たない住民に対して働きかけを行っても反発

行動は見られないこと，④チケット配布などのインセンティブの付与には一定の効果がある

こと，という効果検証をすることができた。 

さらに，長期効果については，染谷・藤井(2006) 21)で詳細に結果報告・分析されているが，

1 年後においても TFP によって自動車トリップ数が約 10％削減し，公共交通トリップ数が約

9％増加していることが確認されたことが示されている。 

一方で，コストパフォーマンスの高い手法であったとしても，地域住民の多くを対象にし

て TFP を実施するには高額な費用を必要とすることから，施策として本格的に実施していく

には相当の財源を確保する必要があることが課題として挙げられることとなった。 
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(3) 施策成功の要因 

このように，川西猪名川地域における大規模な TFP 社会実験は，施策が自動車利用の抑制

や公共交通の利用促進に対して一定の効果があることが明らかになったが，実験を振り返っ

て成功の要因について考察すると以下のとおりである。 

第一に，施策の中心となる実務担当者の熱意が必要であることが基本となるが，それとと

もに MM を成功させるには，専門家の適切な指導のもとに，担当者のチームワークが不可欠

であり，本施策では各関係機関の担当者同士が綿密なコミュニケーションをとりながら進め

たことが大きな要因として挙げられる。 

第二に，プレアンケートをはじめとして計 5 回の住民アンケート調査を実施したが，すべ

て川西市と猪名川町の封筒で郵送・回収を行い，質問対応の窓口としても責任を持って対応

したことにより，その信用力・公共性などから施策を円滑に進めることができた。 

第三には，MM では住民への情報提供ツールとして公共交通利用のための情報は不可欠で

あるため，施策実施時において交通事業者の協力は極めて重要となる。本施策でそれを可能

にしたのは，川西猪名川地域には当初から TDM 施策に取り組む「川西猪名川地域都市交通

環境改善協議会」という組織があり，専門家と事務局の密接な連携のうえに行政と交通事業

者の協力体制ができあがっていたことから，協議会が実施主体となって MM 施策を推進する

ことができたことである。 
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5-3 地域と行政の協働による住民を対象にした小規模なＭＭワークショップ 

5-3-1 施策実施の経緯と概要 

2003 年度に実施した大規模な TFP 社会実験では，兵庫県で初めての MM 施策として一定

の成果が出た一方で相当な予算確保が必要となることも明らかになったため，この課題を踏

まえ，2004 年度には TFP のアンケート調査結果から対象とした 4 つのニュータウンの中で

地域の交通問題に対する環境意識が最も高かった川西市清和台地区コミュニティ(4)を対象に，

地元との協働でワークショップ形式による小規模な MM を実施することとした。 

川西市清和台地区コミュニティのある清和台団地は，図－5.2.1 に示すとおり幹線道路であ

る主要地方道川西篠山線がニュータウンの真ん中を貫いており，川西バスターミナル方面へ

の路線バスの運行頻度が極めて高いため，日頃から通勤・通学・買い物等でバス利用が極め

て多く，一方で交通環境や交通安全に問題意識を持つ住民が多い地域である。 

MM 施策は地域住民の交通行動変容が目的であるが，できるだけ低コストで効果的な施策

を展開するためには地域の協力が欠かせないことから，まず地域で中心となってくれるキー

マンとなる人材を発掘するとともに，前年度に行った TFP 社会実験の際に情報提供ツールと

して使用した「おでかけマップ」を地域でより使いやすいものに改訂することを目的に集ま

ってもらい，地域住民との協働で MM に関するワークショップを開催したことが本施策の大

きな特徴となっている。 

なお，図－5.3.1 は MM ワークショップ実施の流れについて示したものであるが，本施策

は当初，川西市域だけでなく猪名川町域での実施も検討・準備したが，最終的には短期間で

の自治会住民の募集が困難との結論に達したため，川西市域の清和台及び北陵の 2 つのコミ

ュニティを対象として実施の準備が進められ，さらに住民募集の段階で北陵コミュニティで

は参加希望者が十分集まらなかったことから，2004 年度の開催を見送ることとなった。 
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ワークショップ対象候補の自治会・コミュニティのコアメンバー
との意見交換（協力要請・事前調整）

ワークショップ対象候補の自治会・コミュニティの選定

住民向けＭＭワークショップの開催方法の検討

協議会ＭＭワーキング（兵庫県・川西市・猪名川町）における
事前調整

コミュニティを通じた住民向けＭＭ参加者の人選
（清和台地区コミュニティ）

住民向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
実施内容の詳細検討

地元向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
第２回「環境にやさしい交通について考える会」

●「かしこいクルマの使い方」についてディスカッション
●「おでかけマップ」改訂版のディスカッション
●今後の取り組みについてディスカッション

地元向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
第１回「環境にやさしい交通について考える会」

●環境・交通と健康等について
●「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」の体験
●「おでかけマップ」改訂版のディスカッション

 

図－5.3.1  清和台地区コミュニティにおけるＭＭワークショップの流れ 22) 

5-3-2 施策の内容 

川西猪名川地域では，清和台地区コミュニティの住民を対象に，ワークショップ形式によ

る MM「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」展開の取り組みを実施したが，これ

は参加したコミュニティの住民自身により「環境にやさしい交通について考える会」という

名称が付けられ，地域の住民約 20 名の参加を得て実施することができた。 
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・開催日時 

第 1 回ワークショップ 2005 年 2 月 19 日（土） 午前 10 時～12 時 

第 2 回ワークショップ 2005 年 3 月 26 日（土） 午前 10 時～12 時 

・開催場所：清和台第 2 自治会館（川西市清和台西 2 丁目） 

・コーディネータ：大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦助教授 

・スタッフ（ファシリテータ含む）：兵庫県交通政策課，阪神北県民局宝塚土木事務所，川

西市政策室，コンサルタント 

・技術指導：松村助教授，東京工業大学・藤井聡助教授（当時），神戸国際大学・土井勉教

授（当時） 

・視察：国土交通省近畿運輸局，京都府交通対策課担当者 

 

 

 

 

 

 

写真：2005 年 2 月 19 日筆者撮影 

写真－5.3.1  「環境にやさしい交通について考える会」開催中の様子 

(1) 第１回ワークショップ 

第 1 回ワークショップの内容は，環境にやさしい交通に関する情報提供のほか，前年度

（2003 年度）に実施した清和台地区住民自身の交通行動について考えるとともに，地域の交

通課題について話し合いながら，前年度の TFP 社会実験時に交通行動変容ツールとして配布

した「おでかけマップ」の改訂版を作成するために住民同士で意見交換と議論を実施した。 

この中で，当日の宿題として，参加者自らのクルマの利用時間に対する CO2削減目標を宣

言してもらうとともに，具体的な減らし方，平日 2 日と休日 1 日（計 3 日間）の交通行動と，

おでかけマップに対する改善意見を記入した「個人ワーク」（図－5.3.2）を提出してもらうこ

ととした。 

表－5.3.1  第 1 回ＭＭワークショップの構成 

プログラム 時間 
イントロダクション 5 分 
協議会の紹介 15 分 
環境・交通と健康等についてのレクチャー 20 分 
おでかけマップの改訂について 5 分 
かしこしクルマの使い方についてのディスカッション 70 分 
まとめ 5 分 
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(2) 第２回ワークショップ 

第 2 回ワークショップの内容は，前回に宿題として提出された 3 日間の交通行動とワーク

ショップ前に報告してもらった交通行動を比較することにより，実際に CO2削減，カロリー

消費がどの程度変化したかを「交通診断カルテ」（図－5.3.3）として提示し，自らの交通行動

とかしこいクルマの使い方について住民同士による意見交換と議論を実施した。あわせて，

宿題で出された住民の意見・要望を反映した「おでかけマップ」に対して，再度意見交換と

議論を行った後に，それぞれグループ発表を実施した。さらに，おでかけマップの改訂にと

どまらない新しいバスマップの作成や，マップ以外での情報提供等次の展開についても議論

した。 

表－5.3.2  第 2 回ＭＭワークショップの構成 

プログラム 時間 
イントロダクション 5 分 
かしこしクルマの使い方についてのディスカッション 40 分 
おでかけマップの改訂についてのディスカッション 40 分 
チーム別発表 20 分 
まとめ 15 分 

 
(3) ＭＭワークショップの結果 

ワークショップ参加者のうち，ワークショップ前の事前アンケートと第 1 回ワークショッ

プ時のアンケート調査で回答を得られた 10 名の参加者について，2 回の交通行動を比較する

と，3 日間の平均自動車利用時間が 71％減少するという結果が得られた。 

表－5.3.3  交通機関別利用時間の変化  

交通機関 ワークショップ前 
第 1 回ワークショップ 

実施後 
マイカー 170 分 49 分 
バイク 13 分 16 分 
路線バス 7 分 0 分 
電 車 7 分 7 分 
徒 歩 72 分 73 分 
自転車 7 分 12 分 

 
ただし，この結果については，ワークショップに参加した住民から以下の指摘があったこ

とから，天候や特殊要因も影響している可能性も否定できない。 

・2 回のアンケート時では条件に違いがあるのではないか。例えば，天気等の条件が揃って

いない。 

・冬の寒い時期であることから，あまり活動的でない。 

・ウォーキングイベントがあったため，徒歩での移動が多くなった可能性がある。 

 
－71% 
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図－5.3.2  清和台地区コミュニティ住民に対する「個人ワーク」 

 

図－5.3.3  清和台地区コミュニティ住民の「交通診断カルテ」 

写真－5.3.2 
ワークショップのディスカッション 
アウトプット例 
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5-3-3 地域住民の反応 

「環境にやさしい交通について考える会」の開催については，清和台自治会が発行する「せ

いわだい にゅーす」（2005 年 2 月 20 日号）の第 1 面記事（図－5.3.4）として大きく取り上

げられ，ワークショップに参加しなかった住民に対しても，施策についてのＰＲとなったほ

か，ワークショップ開催後にも関連する記事が「せいわだい にゅーす」で取り上げられた（図

－5.3.5，図－5.3.6）ことから，その反響はたいへん大きかったといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.3.4  取り組み内容を伝える「せいわだい にゅーす」（2005 年 2 月 20 日号） 
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図－5.3.5  取り組み内容を伝える「せいわだい にゅーす」（2005 年 3 月 6 日号） 

 

図－5.3.6  取り組み内容を伝える「せいわだい にゅーす」（2005 年 4 月 17 日号） 
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図－5.3.7  川西猪名川地域の「おでかけマップ」 （実際はＡ３判両面） 
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5-3-4 まとめ 

MM ワークショップを実施した後，地域住民の手で改訂した「おでかけマップ」は 2005

年度に印刷し，清和台自治会を通じて全戸配付され，自動車の利用抑制や公共交通の利用促

進への働きかけを行うこととなっただけでなく，隣接する猪名川町からも住民の声により「お

でかけマップ」の配布依頼があるなど大きな効果が得られたが，これに止まらず清和台自治

会では「環境にやさしい交通について考える会」という交通環境改善のための組織が立ち上

がり，地元で継続して MM に取り組みたいという機運が生じたことが何より大きな成果であ

ったといえる。 

(1) 成功のポイント 

本ワークショップが成功したポイントとしては，まず次のような背景があったからと考え

られる。 

・地域の中央を幹線道路が縦断していることから，日頃から通過交通が多く，地域住民が

自動車交通に対する問題意識を持っていたため，自動車交通削減についてのインセンテ

ィブが働いていた。 

・前年度の TFP 社会実験の被験者となった自治会役員が川西猪名川協議会の存在を知ると

ともに，交通環境改善に自ら積極的に取り組むなど，MM 施策に対して地域として関心

を持っていた。 

・前年度に作成した TFP 社会実験の公共交通情報提供ツールとして使用した「おでかけマ

ップ」が存在し，その改訂作業という取り組みやすいテーマが存在した。最初からマッ

プを作成しようと思えば，もっとワークショップを多く開催する必要があった。 

上記背景を踏まえた上で，次に大きなポイントとして挙げられるのは，ワークショップの

取り組みを企画段階から実施段階にわたって事務局である兵庫県と川西猪名川協議会メンバ

ーの川西市が綿密に連携しながら地元に対応するとともに，ワークショップをサポートする

専門家である学識経験者，及びコンサルタントとの間でうまく役割分担を行いながら協働し

たことにある。 

図－5.3.8 はワークショップの流れに合わせて実施した関係者間の打合せや協議，川西猪名

川協議会の実施状況について示したものであるが，相当数の頻度で関係者がコミュニケーシ

ョンを行いながら施策を進めた。残念ながら，川西市の清和台地区コミュニティのようにワ

ークショップの開催にまでは行き着かなかったものの，猪名川町でも同じスタンスで関係者

との協議を行いながら，並行して取り組みを進めていた。また，本ワークショップの定量的

に把握できた効果としては，事前・事後のアンケートに協力の得られた 10 名について，3 日

間の平均自動車利用時間が 71％減少したことが挙げられるが，それよりもむしろ大きな成果 
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2004年度

2005年度

ワークショップ対象候補の自治会・コミュニティのコアメンバー
との意見交換（協力要請・事前調整）

ワークショップ対象候補の自治会・コミュニティの選定

住民向けＭＭワークショップの開催方法の検討

協議会ＭＭワーキング（兵庫県・川西市・猪名川町）における
事前調整

コミュニティを通じた住民向けＭＭ参加者の人選
（清和台地区コミュニティ）

地元向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
第１回「環境にやさしい交通について考える会」

地元向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
第２回「環境にやさしい交通について考える会」

●環境・交通と健康等について
●「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」の体験
●「おでかけマップ」改訂版のディスカッション

●「かしこいクルマの使い方」についてディスカッション
●「おでかけマップ」改訂版のディスカッション
●今後の取り組みについてディスカッション

住民向けＭＭワークショップの展開方法の検討

地元向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
第３回「環境にやさしい交通について考える会」

5/7　学識者打合せ
5/12　事務局打合せ
6/22　事務局打合せ
8/18　事務局打合せ
9/9　事務局打合せ
9/15　川西猪名川地域協議会

10/27　事務局打合せ
11/12　県・川西市打合せ
11/17　県・川西市打合せ
12/1　事務局打合せ
12/6　学識者打合せ
1/7　県・川西市打合せ
1/11　県・猪名川町打合せ

12/16　県・川西市打合せ
12/22　コミュニティ連合会長打合せ

1/19　清和台コミュニティ打合せ
1/19　北陵コミュニティ打合せ

2/14　県・川西市打合せ
2/15　学識者打合せ
2/19　第１回ワークショップ

3/11　近畿運輸局打合せ
3/14　事務局打合せ
3/18　学識者打合せ
3/25　川西猪名川地域協議会
3/26　第２回ワークショップ

住民向けＭＭワークショップ（清和台地区コミュニティ）
実施内容の詳細検討

2/1　川西猪名川地域協議会
2/8　学識者打合せ
2/10　県・川西市打合せ

 

図－5.3.8  ＭＭワークショップの流れと関係者間の打合せ等の実施状況 23) 
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としては，取り組みを継続実施していきたいという地元の機運を醸成できたことにあるとい

える。 

(2) 課題の考察 

一方で，課題を挙げるとすれば，本ワークショップの参加者は 60 代以上が大半を占めてお

り，年齢層に偏りがあったため，今後は幅広い年齢層の参加が求められる。実施時期につい

ては，やはり関係者の調整に時間がかかったことから，結果的に年度末の 2～3 月での実施と

ならざるを得なかったが，季節的には自由目的での外出が比較的少ない時期であることから，

個人の交通行動を見直してもらうきっかけとしては，必ずしも適当な時期とはいえないため，

今後は春や秋の行楽シーズンなど外出機会の多い時期での実施が望ましいと考えられる。 

また，本施策では自動車利用が減少した反面，公共交通の利用促進にはつながらなかった。

この要因としては，参加者の大半が 60 代以上であったことから，地区外への外出頻度が低か

ったことも影響していると思われ，今後は自動車利用を抑制するだけでなく，公共交通の利

用促進意欲を醸成するような工夫が必要であるといえる。 

清和台地区コミュニティでは，地元組織の活動が活発である上に，もともと住民が地域の

交通課題についての問題意識を持っていたことから，積極的な協力が得られた。しかし，今

後も MM 施策への積極的な取り組みの協力が期待できる一方で，もともと地域住民が日頃か

ら感じている県道川西篠山線の通過交通の増加がもたらす弊害等の交通課題に対し，行政を

中心に川西猪名川協議会としてどう対応していくのかについての検討が必要であることを認

識させられた。これに対し，清和台地区コミュニティと同じようにワークショップ実施を試

みた日生ニュータウン（川西市）の北陵コミュニティでは，十分な参加希望者が集められな

かったことから，施策を断念せざるを得なかった。地域の自治会組織等の活動状況や地域の

交通課題についての問題意識はそれぞれ異なることから，このような住民参加型の MM 施策

を清和台地区以外にどのように展開していくのかは検討課題として残された。 
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5-4 地域と行政の協働による住民を対象にした大規模なＭＭワークショップ 

5-4-1 施策実施の経緯 

2004 年度に清和台地区で実施した小規模な MM ワークショップ『環境にやさしい交通に

ついて考える会』は参加者に好評で，地域で何らかの取り組みを継続したいという意向があ

ったことから，2005 年度には「環境にやさしい交通について考える会」と川西猪名川協議会

が連携して，より多くの住民に参加してもらえる MM の取り組みとして，食材輸送と買い物

交通手段による環境負荷をゲーム形式で学ぶことができる「買い物ゲーム」を用いたイベン

ト形式の MM ワークショップ『買い物から環境と交通を考える集い』を実施することとなっ

た。 

前年度は兵庫県の主催であったのに対し，本ワークショップは清和台自治会の主催となり，

企画段階から自治会の住民代表の参画を得て，専門家である学識経験者，川西猪名川協議会

メンバーの兵庫県と川西市が協働して取り組んだことが大きな特徴であり，参加者だけでな

くワークショップ不参加の世帯に対しても TFP による働きかけを実施することができた。 

5-4-2 施策の内容 

前年度と同様，川西市北部の清和台地区コミュニティの住民を対象に，川西市の清和台自

治会文教部，国土交通省近畿運輸局と共同で，ワークショップ形式による MM「かしこいク

ルマの使い方を考えるプログラム」展開の取り組みとして，MM ワークショップ『買い物か

ら環境と交通を考える集い』を開催したところ，清和台地区コミュニティの 64 名もの住民の

参加を得ることができた。 

この MM ワークショップは，普段の生活に身近な「食」を対象に，簡単な買い物ゲームを

通じて，参加者が楽しみながら環境と交通を意識した「かしこいクルマの使い方」について

学ぶことができる取り組みであり，自治会全体を対象とした比較的大規模な参加型の MM 施

策としては，全国でも初めての取り組みと位置づけられた。 

・開催日時：2005 年 11 月 27 日（日） 午前 10 時～12 時 

・開催場所：清和台第４自治会館 

・講師：大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦助教授（当時，現：同准教授） 

・スタッフ：清和台自治会文教部，兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所，国土交通省近畿

運輸局，コンサルタント 

・協力：環境にやさしい交通について考える会（川西市清和台自治会），川西猪名川地域都

市交通環境改善協議会 

(1) 取り組みのねらい 

同じ食材でも，その産地によって輸送距離が異なるために環境負荷が異なることや，ハウ
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ス栽培等旬以外の食材では環境負荷が高いことを理解してもらい，一人ひとりの食生活の選

択が交通環境に影響を及ぼすことを理解してもらう。さらに，買い物の際の交通手段選択が

環境に大きな影響を及ぼすことについても理解してもらい，買い物には徒歩・自転車や公共

交通機関を利用し，過度な自動車利用を抑制するよう働きかけることがねらいである。 

(2) 取り組みの流れ 

取り組みの流れは，表－5.4.1～5.4.2 に示すと

おりであるが，会全体の司会は自治会役員が担当

し，自治会長の挨拶に続いて，松村助教授から買

い物ゲームのルールや趣旨を説明し，まず住民が

グループに分かれて買い物ゲーム（グループディ

スカッション）を行った。買い物ゲームでは，10

グループ（1970 年：5 グループ／2005 年：5 グル

ープ）に分かれ，買い物ゲームに取り組んだ。このゲームは，準備された模擬的な食材（写

真－5.4.1 参照）から，一定の条件（値段，食材の種類）のもとにグループ別に献立を考え，

グループディスカッションを行いながら，仮想的に食事をつくってもらった。 

表－5.4.1  買い物から環境と交通を考える集いの構成 

プログラム 時間 
自治会長挨拶（司会：自治会文教部担当） 5 分 
プログラム 
〔買い物ゲーム・講演・グループ発表・講評〕 

90 分 

閉会挨拶（近畿運輸局） 5 分 
 

表－5.4.2  MM ワークショップ当日の流れ 25) 

 

写真－5.4.1 買い物ゲームの食材カード 24)
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次に，松村助教授からフードマイルズについての解説や食材と環境・自動車利用に関する

解説，及び交通行動と二酸化炭素排出量の関係等について講演があり，その後グループごと

に，作った仮想食事で使用したそれぞれの食材から，その食事全体の環境負荷（フードマイ

ル）を計算し，さらに買い物の際の交通手段による環境負荷を加味した結果をとりまとめた

ものをグループごとに発表した。 

そして，最終的な結果を他のグループと比較することにより，食事や使用している食材，

買い物の交通手段により，環境負荷がどのように変化するかを実感してもらった。 

   
写真：2005 年 11 月 27 日筆者撮影 

写真－5.4.2   「買い物から環境と交通を考える集い」開催中の様子 

5-4-3 地域住民の反応 

『買い物から環境と交通を考える集い』の開催に際しては，当初から清和台自治会文教部

の積極的な関与があったことのほか，清和台自治会が発行する「せいわだい にゅーす」（2005

年 10 月 16 日号）の第 1 面に開催案内が掲載された（図－5.4.2）。自治会ニュースでは，『「環

境にやさしい交通について考える会」の後続活動として，「買い物から環境と交通を考える集

い」が動き出しました』とあり，地域自らが能動的なことが文面から見て取れ，たいへんう

れしい反応であった。 

また，ワークショップ終了後のアンケートによる意見をいくつか示すと，次のとおりであ

り，この取り組みについて極めて評判が良かったことがわかる。 

・ゲーム感覚で楽しかったです。子どもと一緒に参加させて頂き，子どもは環境に対して

知識が深まったようです。また機会があれば参加したいです。（40 代女性） 

・今まで買い物と環境や交通の関係はほとんど考えたことがありませんでした。特に貴い

物は環境への影響なんて全く結びつかないものとばかり思っていました。今回の集いと

小冊子のおかげで「なるほど」と納得しました。専業主婦もやさしい環境つくりに貢献

できる道が見えてきたように思います。（50 代女性） 

・とても身近な内容から，環境や交通を考えることができて，大変勉強になりました。日

常の買い物はなるべく清和台内でするようにしていましたが，これからもそうしたいと 
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図－5.4.2  取り組み内容を伝える「せいわだい にゅーす」（2005 年 10 月 16 日号） 

思います。（40 代女性） 

5-4-4 ＭＭ講演会による施策の効果測定 

MM 講演会（ワークショップ）による施策の効果測定については，三宅ら（2006）26) に詳

しいが，『買い物から環境と交通を考える集い』の開催前（10 月）及び開催日（11 月 27 日）

に，地域住民の買い物行動や環境意識等を把握するための事前アンケート（図－5.4.3）を実

施した。あわせて，参加者を含めた清和台自治会の住民を対象に，「買い物から環境と交通を

考えてみよう」という冊子（図－5.4.4），及び事後アンケート（12 月）を行い，MM の効果

測定・分析を行った。ワークショップに参加した「WS 群」，ワークショップには参加しない

が自治会に配布したリーフレットを読んだ「リーフレット群」，リーフレットを読んでいない

「統制群」の 3 群に被験者を分け，WS 前後の各指標の変容を比較した（効果測定の流れは

図－5.4.5 参照）。 
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図－5.4.3  清和台自治会文教部発行の案内チラシと事前アンケート 

   

図－5.4.4  配布されたリーフレット「買い物から環境と交通を考えてみよう」 
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図－5.4.5  施策の効果測定の流れ 

比較の結果については，図－5.4.6 に示すように買い物に着目して開催した MM ワークシ

ョップによって，特に女性被験者に顕著な行動の変容傾向が見られた。買い物というテーマ

を取り上げたことにより，特に主婦をはじめ女性に対して顕著な効果が得られたことから，

自動車利用増加の要因の一つである女性ドライバーの交通行動の変化を促す可能性が期待で

き，大きな意義を持つものとなった。今後は，例えばＰＴＡや婦人会といった女性を中心に

構成される対象に対して，より効果的なアプローチが期待できると考えられ，自動車利用増

加の大きな要因の一つと考えられる女性の利用増加に対して，施策の実施は大きな意義を持

つのではないかと思われる。 

60 

65 
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図－5.4.6  女性被験者の清和台外への自動車利用分担率 
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5-4-5 まとめ 

MM ワークショップは，企画段階から清和台自治会の積極的な協力がもらえたため，地域

と行政，事前に何度も専門家が集まって，周到な協議・調整が可能であった。お互いに意見

を出し合って，取り組みの活性化を図れたことに大きな意義があるといえる。 

なお，MM ワークショップ『買い物から環境と交通を考える集い』の開催結果については，

図－5.4.7～5.4.8 に示すように兵庫県が清和台自治会文教部名で両面カラー版チラシ（Ａ４サ

イズ）を作成し，自治会を通じて住民全戸に配布して広報することにより，ワークショップ

に不参加の世帯に対しても TFP による働きかけを実施した。チラシの中では，結果とあわせ

て，表面には参加者住民の意見や不参加だが小冊子を読んだ住民の意見を掲載するなどによ

り，MM 施策としての精度を高めており，施策全体として工夫を凝らした。 

広域行政の兵庫県が地域住民の前面に出ることにより，地元の川西市に対する普段の要望

的雰囲気がなくなったことも，極めて大きな意義であったといえる。 
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図－5.4.7  「買い物から環境と交通を考える集い」の開催報告チラシ（表） 



－ 108 － 

 

図－5.4.8  「買い物から環境と交通を考える集い」の開催報告チラシ（裏） 
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5-5 交通事業者と行政の連携による地域住民を対象にした小規模なＭＭワークショップ 

5-5-1 施策実施の経緯 

2006 年度には，清和台団地を対象に実施した MM ワークショップで培ったノウハウをも

とに，清和台に隣接する多田グリーンハイツ自治会を対象に，小規模 MM ワークショップを

実施した。多田グリーンハイツは，能勢電鉄に沿って開発された古いニュータウンであるこ

とから，日頃から能勢電鉄の利用者が多いものの，ニュータウンから最寄り駅までの高低差

が激しいため徒歩でのアクセスは厳しく，駅までのアクセスに路線バスに頼らざるを得ない

住民が多く，路線バスの運行頻度や料金に不満を持つ住民が多い地域である。 

 

 

図－5.5.1  多田グリーンハイツの位置 

これら背景の中で，多田グリーンハイツ地区は，清和台団地より少し古く 1970 年代に開発

された成熟したニュータウンであり， 

①川西市域ではすでに MM 施策の取り組みを行ってきた清和台，大和団地と並んで地域コ

ミュニティ活動の活発な地域であること 

②最寄りの能勢電鉄平野駅からの路線バス運行は昼間時でも 1 時間に 6 本程度あり，一定

多田グリーンハイツ 

清和台 

つつじが丘

若葉地区 

平野駅

日生中央駅

川西能勢口駅JR 川西池田駅
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の公共交通のサービス水準が満たされていること 

③費用負担は阪急電鉄・阪急バス・能勢電鉄の交通事業者 3 者によるものであったが，川

西猪名川協議会の取り組みとして，2005 年度末から 18 年度初めにかけて，アンケート

形式の MM 施策がすでに実施されていたことから，地域住民に対して継続的な働きかけ

が望まれたこと 

④以前から地域住民の中にコミュニティバスに対するニーズがあったのに対し，前年度に

川西市のコミュニティバス検討調査が頓挫したことから，住民の中には不満があり，市

としても地域に対してフォローをしていきたいという意向があったこと 

の理由から，川西猪名川協議会による新規の都市交通環境改善施策の一環として取り組むこ

ととなった。 

5-5-2 施策の特徴 

多田グリーンハイツでは，2004 年度に清和台地区で取り組んだ小規模ＭＭワークショップ

の事例を参考に，地域の「おでかけマップ」作成を目的にした MM ワークショップを開催す

ることとしたが，行政だけでなく川西猪名川協議会メンバーの 3 つの交通事業者（阪急電鉄，

阪急バス，能勢電鉄）と行政（兵庫県・川西市）が連携して取り組んだことが大きな特徴で

ある。利用者が年々減少する鉄道・バスに対する課題を解決するため，MM ワークショップ

の企画段階から地域住民のニーズを把握しながら公共交通の利用促進につながる施策を検討

したことにより副次的な効果を狙ったものである。 

それまで川西猪名川地域において実施されてきた MM 施策は，幹線道路の渋滞対策に重点

が置かれていたことから，対象エリアとしては西側の県道川西篠山線・川西三田線沿道のニ

ュータウン地区が選定されてきたが，本施策は交通事業者が自社の利用促進を狙って実施す

るため，幹線道路から少し外れながらも，一定の鉄道利用の見込める古いニュータウンが対

象として選定されたもので，この当時は交通事業者が主体となってＭＭに取り組んだ先進的

事例として位置づけられた。 

しかしながら，本施策では MM ワークショップを実施したものの，自治会と行政の間で事

前の調整が思うようにうまくいかず，行政の思惑と自治会役員の問題意識がかみ合わなかっ

たことから，問題意識を持った積極的な参加者が集まらず，単に「おでかけマップ」を改訂

するだけの作業で終わってしまった事例であるため，ここでは課題の考察から施策実施に対

する知見を明らかにする。 

5-5-3 施策の内容 

川西市の多田グリーンハイツ自治会及び自治会を包括する緑台・陽明地区コミュニティ推

進協議会の住民を対象に，2004 年度の清和台自治会と同様のワークショップ形式による MM
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「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」展開の取り組みを実施した。 

・開催日時 

第 1 回ワークショップ 2007 年 2 月 11 日（日） 午後 2 時～4 時 

第 2 回ワークショップ 2007 年 2 月 25 日（日） 午後 2 時～4 時 

・開催場所：多田グリーンハイツ第 1 自治会館 

・コーディネータ：大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦助教授 

・スタッフ（ファシリテータを含む）：阪急電鉄，兵庫県交通政策課，阪神北県民局宝塚土

木事務所，コンサルタント 

多田グリーンハイツ自治会では，それまでにも他のワークショップについて開催経験があ

り，これまでも特に参加者の事前申し込みを受け付けずに開催していたことという自治会役

員の進言により，自治会役員の判断で事前の参加申し込みは不要ということで実施した。地

域住民への告知は，①自治会理事会への告知は案内チラシを作成し，1 月 7 日および 2 月 4

日の自治会理事会でワークショップ開催について情報を提供，②老人会に対しては公共交通

への依存度の高いと考えられる高齢者に対する PR のため，自治会から老人会に情報提供，

③全住民への案内については，自治会の広報紙にワークショップの開催と参加者募集の記事

を掲載することにより情報提供することとした。 

(1) 第１回ワークショップ 

自治会役員の進言に従って事前申し込み方式をとらなかったものの，第 1 回ワークショッ

プは参加者がわずか 5 名（男性 4 名，女性 1 名）という状況であり，スタッフの方が多いと

いう低調ぶりであった。 

  
写真：2007 年 2 月 11 日筆者撮影 

写真－5.5.1  第 1 回ワークショップ開催の様子 

ワークショップでは，クルマのメリット・デメリットに関するディスカッション，過度な

クルマ利用抑制のための動機付け情報の提供，「おでかけマップ」作成についてのレクチャー，

「おでかけマップ」についてのグループディスカッションという順序で進められた。 
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(2) 第２回ワークショップ 

第 2 回のワークショップは，12 名の参加者（男性 8 名・女性 4 名，うち男性 3 名は第 1 回

からの継続参加者，それ以外は第 2 回で新規参加）を得て実施した。 

  
写真：2007 年 2 月 25 日筆者撮影 

写真－5.5.2  第 2 回ワークショップ開催の様子 

第 1 回ワークショップでは，「おでかけマップ」のベース図をもとに議論を行い，ここで自

治会住民から出た意見を踏まえて作成したマップ案をもとに，第 2 回ワークショップでその

改善案の検討を行うとともに，最終的に完成した「おでかけマップ」の配布方法や活用方法

について議論した。 

5-5-4 施策の課題 

本施策では，2 回のワークショップを実施したものの，単に「おでかけマップ」を改訂する

だけの作業で終わってしまい，清和台地区のように MM 施策にまで至らなかった。まとめと

して，その課題について言及する。 

① ワークショップの実施までに，6 月と 10 月の 2 度の協議の場を持ったが，地域の交通

問題を担当していない自治会長とコミュニティ推進協議会の会長としか議論ができな

かったため，行政側が地域の交通問題を把握できなかった。当初から，交通問題を担当

する役員との事前調整をするべきであった。 

② 県道川西篠山線沿線のように，事前にアンケート調査を実施したこともなく，地域住民

の交通行動や交通に関する意識について把握できていなかったため，具体的な提案がで

きなかった。多少コストがかかっても，事前に地域の状況を把握すべきであった。 

③ 数年前に川西市が能勢電鉄平野駅前に駅前広場を整備したため，地域として懸案だった

鉄道アクセスの問題が大きく改善されており，以前より満足度が高くなり，課題認識が

薄れていた。 

④ 川西猪名川協議会メンバーのうち，行政と交通事業者のみで取り組んだため，協議会と

しても取り組みの優先順位が高くならなかった。他の地区で取り組んでいた施策に比べ

ると，取り組みに対する深度化が図れていなかった。 
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5-6 地域の小学校を対象にした交通環境学習 

2006 年度からは，多田グリーンハイツ自治会を対象にした小規模 MM ワークショップと

は別に，川西猪名川地域の小学校に対する MM の新たな取り組みとして，川西猪名川地域協

議会メンバーの能勢電鉄，川西市，兵庫県の連携に加え，学識経験者，川西市教育委員会の

協力により，能勢電鉄沿線の川西市立東谷小学校で交通環境学習に着手した。具体的には，

高学年を対象に教材を用い，小学生が自分たちの生活と環境問題，社会問題の関わりを理解

してもらうとともに，家族で自動車利用について話し合うことにより，地域全体の交通行動

の変容を促す施策として位置づけ，取り組みを始めることとしたものである。 

ここでは，交通環境学習の概要とともに，本施策で特徴的な実施までの過程，及び継続的

な取り組みとするための工夫に焦点を当てて知見を明らかにする。 

5-6-1 施策の概要 

川西市の能勢電鉄沿線に位置する川西市立東谷小学校の 5 年生児童を対象に，地域交通を

題材にした学校教育に関する第一人者である大阪大学大学院松村助教授の協力と指導の下，

能勢電鉄，兵庫県，川西市が連携して実施したものであり，具体的には能勢電鉄が 2006 年度

日本民営鉄道協会の補助事業として学習教材を作成し，これを兵庫県阪神北県民局，川西市

との協働で実施した取り組みである。 

  
写真：2007 年 1 月 30 日筆者撮影 

写真－5.6.1  「交通ゲーム」による交通環境学習の様子（東谷小学校） 

・開催日時 

2007 年 1 月 30 日（火） 10:45～15:35（第 2 限・第 3 限・第 5 限・第 6 限） 

・開催場所：川西市立東谷小学校 多目的室 

・テーマ 

「交通ゲーム」による交通環境学習（地域交通を題材とした体験的学習プログラム） 

・参加児童：５年１組，２組，３組，４組 



－ 114 － 

・授業担当：大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦助教授 

・スタッフ：能勢電鉄，兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所，コンサルタント 

5-6-2 特徴的な実施までの過程 

交通環境学習は，既に 2005 年度までに大阪府豊中市，枚方市，和泉市，京都府久御山町な

どで先行して行われ，ノウハウが蓄積されるとともに，それぞれ一定の成果を上げていた。

また，川西猪名川地域協議会メンバーの大阪府からも協議会で比較的詳細な事例報告を受け

るといった流れの中で，協議会を通じて取り組みの必要性を議論し，関係者に協力を依頼す

るなどにより機運を醸成し，2006 年度に実施することとした。 

表－5.6.1 は，東谷小学校における交通環境学習の準備から実施までの過程についてとりま

とめたものであるが，年度初めの 4 月中旬から関係者協議を開始し，当初から常に専門家の

意見を踏まえ，最も重要と位置づけた川西市教育委員会との調整を経て，随時川西猪名川地

域協議会で報告を行った上で，あくまでも学校教育という視点を尊重し，現場の小学校と何

度も協議しながら，慎重に取り組みを進めた。 

表－5.6.1  交通環境学習の準備から実施までの過程 

4 月 19 日 学識経験者・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
5 月 10 日 学識経験者・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
5 月 31 日 川西猪名川地域協議会（大阪府から交通環境学習の先行事例の紹介） 
6 月 20 日 学識経験者・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
6 月 28 日 学識経験者・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
8 月 1 日 川西市教育委員会・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
10 月 10 日 学識経験者・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 
10 月 17 日 東谷小学校・学識経験者・能勢電鉄・コンサルタント打合せ 
11 月 22 日 川西猪名川地域協議会（能勢電鉄より中間報告） 
11 月 30 日 学識経験者・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント打合せ 

12 月 18 日 
東谷小学校・学識経験者・能勢電鉄・兵庫県阪神北県民局・コンサルタント

打合せ 
1 月 30 日 東谷小学校・交通環境学習 MM 
3 月 8 日 川西猪名川地域協議会（能勢電鉄より実施報告） 

 
特に，準備段階において教育委員会及び小学校に対しては，本施策が地域交通を題材とし

た「体験的学習プログラム」であり，交通という生活にとって最も基礎的な社会基盤をテー

マにしたプログラムを通じて，環境問題や福祉，地域社会についての理解を深めたり，公共

心の育成を図ることを目的としていることを説明した。また，プログラムはいろいろな教科

で学校の授業計画に応じて柔軟に対応可能であり，交通ゲームや買い物ゲーム，温暖化防止

実践プログラム，地域の形成や鉄道乗車体験といったメニューもあることから，学校に合っ

た学習テーマを提供できることも伝えた。 
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5-6-3 施策の結果と学校側の反応 

東谷小学校の 5 年生を対象にした交通環境学習は担任教師からもたいへん好評で，地域の

交通問題に関心を持ってもらえたことは大きな成果であった。授業の終了後に意見交換を行

った際に，担任教師からの意見をいくつか示すと以下のとおりである。 

・駅名だけでなく位置がわかって，子どもたちに興味をもってもらえた。 

・社会的ジレンマということばを覚えることができて良かった。 

・クルマが環境に悪いことがわかった。 

・お年寄りのことを考えていなかった。 

・クルマ利用が多かった班と少なかった班の対比を子どもたちに理解させられればもっと

いいと思った。 

交通環境学習については，東谷小学校第 5 学年の学年通信「銀河」2 月号に大きく掲載さ

れ，児童を通じて各家庭にも配布されたことから，地域全体の交通行動の変容を促す MM 施

策への第一歩として意義のある施策となった（図－5.6.1～5.6.2 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.6.1  交通環境学習の内容を伝える学年通信「銀河」（2007 年 1 月 31 日号） 
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図－5.6.2  交通環境学習に対する児童の感想（学年通信「銀河」，2007 年 1 月 31 日号） 
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5-6-3 施策拡充への仕掛けづくり 

兵庫県阪神北県民局では，東谷小学校での交通環境学習を機に実務担当者が継続的に他の

地域にも施策を広げたいという思いから，学校教育 MM 用交通環境学習教材として「買い物

ゲーム」「交通双六」の２種類と，それぞれのゲーム内容を解説した学校用 PR パンフレット

を作成した（図－5.6.3 は「交通双六」PR パンフレット）。(5) 

その後，本施策が川西猪名川地域協議会やその親協議会である「阪神地域都市交通環境改

善協議会」の場において紹介されたこともあり，小学校対象の交通環境学習の取り組みにつ

いては，2007 年度以降も東谷小学校のほか，川西市立牧の台小学校等でも実施され，川西猪

名川地域における MM 施策の継続的な取り組みにつながっているほか，加古川市の小学校で

交通環境学習を実施する際にも同教材を貸し出す機会が生まれるなど，施策拡充への仕掛け

づくりとしては一定の効果があったといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.6.3  学校教育 MM 用交通環境学習教材「交通双六」PR パンフレット 
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5-7 まとめ 

以上のように，本章では継続的に実施されてきた川西猪名川地域における都市交通環境改

善の取り組みについて，さまざまな視点から知見を整理した。川西猪名川地域では，全国的

には珍しく，多年度にわたり数多くの MM 施策を継続的に実施することができたが，以下で

は継続的施策展開に関する知見，及び地域住民の参画と協働に関する知見をまとめるととも

に，MM を実施する行政の実務担当者を対象に，県内の他地域あるいは全国に発信するため

の手引きの作成についても言及することとする。 

(1) 多年度にわたる継続的施策展開に関する知見 

多年度にわたって施策が進めてこられた理由として，①地域の交通問題解決を図ることを

目的としてTDM施策等の都市交通環境改善施策を実施してきた川西猪名川協議会が 2002年

度から存在し，協議会構成員の間に施策をより効果的に進める必要があるという共通認識を

持っていたこと，②MM 施策実施の上で中心となる専門家としての学識経験者や行政の実務

担当者，あるいはそれをサポートするコンサルタントの間に，川西猪名川地域における MM

施策への取り組みに対する熱意が共有されており，チームワーク良く進めることができたこ

と，③綿密なコミュニケーションをとりながら進めたこと，④長年にわたってコミュニケー

ションのとれた固定メンバーで臨むことができたこと，が挙げられる。 

例えば，これまで継続的に MM 施策を実施してきた清和台地区においては，地元住民がよ

り主体的な役割を果たしながら MM 施策を展開できる可能性が期待できるが，このような先

進的な取り組みをしてきた川西猪名川地域での知見は，交通環境改善を図る必要のある他の

都市圏や他の地域に拡大していく際に大いに参考になるものと考えられる。 

(2) 地域住民の参画と協働に関する知見 

もう一つ，川西猪名川地域において多年度にわたって施策が進めてこられた理由として，

川西市清和台自治会をはじめとする地域住民の積極的な参画と協働があったことが挙げられ

る。地域住民の積極的な参画を促すためには，交通問題に対する住民の意識が高いことはも

ちろん，企画段階から実施段階にわたって行政担当者が綿密に地元とコミュニケーションを

とることにより信用を得ることができ，しばしば専門家も交えてうまく役割分担を行いなが

ら進めていったことが大きい。また，普段から住民との距離が近い川西市や猪名川町の担当

者ではなく，兵庫県という広域行政の担当者が地域住民の窓口になって接することにより，

住民側にとっても適度な距離関係で話を進めることが可能となった。 

一方で，せっかく醸成された信頼関係をもとにした MM の取り組みも，行政の予算や公平

性の観点から継続できないというジレンマもあり，いかに地元中心に施策を展開していくの

かという点は，依然として大きな課題として残っている。 
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(3) モビリティ・マネジメント実務の手引き 

MM はコミュニケーションを基本とする施策であるが故に，コミュニケーションを誤ると，

対象者との信頼関係が損なわれてしまうこともあり得る。また，十分な予算を確保し，入念

な準備を経て実施できない場合は，成果が得られるどころか逆効果となり，施策をしない方

が良かったという可能性も出てくる。これらを踏まえ，兵庫県ではこれまでに川西猪名川地

域において実施してきた MM について，施策に関わってきた学識経験者の指導を得ながら，

実務担当者の協力を得て，経緯やその過程における試行錯誤，得られた知見に関してドキュ

メントという形で整理して『モビリティ・マネジメント実務の手引き』（2006 年 3 月，兵庫

県発行）をとりまとめた。 

これは，県内各地域あるいは全国の他地域において MM 施策を実施する行政等の担当者が

実務を推進する際に，間違いや勘違いを極力なくすことを目的に作成することになったもの

であるが，更にいえば川西猪名川地域で MM 施策を進めてきた実務担当者の思いが詰まって

いる 27)。この冊子は，土木学会編『モビリティ・マネジメントの手引き～自動車と公共交通

の「かしこい」使い方を考えるための交通政策～』の内容に加えて，行政実務担当者が MM

施策についてより具体的なイメージを把握できるように，今後 MM を展開する個々のエリア

に応じた形で，創意工夫を加えた MM を実施するための参考図書としてまとめたものであり，

県ホームページ(6)から全国の実務担当者がいつでもダウンロードして活用できるように配慮

している。 

また，同時に兵庫県では，主に県下の市町担当者等を対象に，MM 施策の狙いや効果につ

いて理解を求め，更なる MM 施策展開に向けた働きかけを行う目的で，「モビリティ・マネ

ジメント」パンフレット 28)もあわせて発行するなど，川西猪名川地域の複数年にわたる多様

で継続的な取り組みから県を上げて積極的に MM を展開していこうという流れにつながった

ことは，施策を継続してきたことの大きな取り組みの成果の一つであったということがいえ

る。 



－ 120 － 

【補 注】 

(1) 公共交通利用経験：2002 年度プレアンケート調査の“最近１週間で公共交通を何回利用しまし

たか”，という設問に対して，1 回以上の回答があった対象者を公共交通利用経験あり（PT あり）

と定義し，0 回と回答した対象者は公共交通利用経験なし（PT なし）と定義した。 

(2) 自動車利用抑制意図：プレアンケート調査の“「クルマでの移動を控えてみよう」と少しでも思

いますか”，という設問に対して，「ほんの少しなら思う」「そう思う」と回答した対象者を“自

動車利用抑制意図あり”と定義した。 

(3) 公共交通利用意図：プレアンケート調査の“「できる限り公共交通で移動してみよう」と少しで

も思いますか”，という設問に対して，「ほんの少しなら思う」「そう思う」と回答した対象者を

“公共交通利用意図あり”と定義した。 

(4) 清和台地区コミュニティ：川西市では複数の自治会を束ねた組織として「コミュニティ」があり，

おおむね小学校区程度の大きさで，市内に 13 のコミュニティがある。各コミュニティには，施

策ごとに体育，文化，福祉，安全等の部会も設置されている。 

(5) 交通環境学習教材及び学校用 PR パンフレットは「交通双六」「買い物ゲーム」の 2 種類で，買

い物ゲームの教材は，「食材カード」「交通手段カード」「買い物先カード」「ゲーム盤」で構成さ

れ，各 12 セットを製作した。一方，交通双六の教材は，「交通手段カード」「ゲーム盤」「配付資

料」で構成され，それぞれ必要数が製作された。 

(6) 兵庫県ホームページ「モビリティ・マネジメント実務の手引き」 

URL：http://web.pref.hyogo.jp/hn04/hn04_1_000000004.html（最終確認：2012 年 2 月 1 日） 
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第第６６章章  地地域域ののＮＮＰＰＯＯをを含含むむ多多主主体体のの連連携携にによよるる公公共共交交通通利利用用促促

進進のの取取りり組組みみ  

都市圏において総合的な交通政策を推進するためには，TDM 施策とあわせて公共交通の利

用促進施策も実施することが必要であることは，第３章で述べた。これまでわが国では，公

共交通の利用促進を図るために体系的な公共交通システムの整備や公共交通の利便性向上が

求められてきたが，公共交通利用に関する情報発信についていえば，個々の交通事業者がそ

れぞれ自社の視点から行ってきた面がある。特に，鉄道に関しては時刻表情報や運行情報が

出版物としても発行されるなど，比較的利用者に認知されている状況にあるが，バスに関し

ては各バス事業者が情報発信している情報が必ずしも利用者に行き渡らないだけでなく，た

とえば鉄道駅にアクセスする複数のバス会社の情報が一元的に提供されていないなど，利用

者の視点で情報提供されてきたとはいえない状況にある。 

そのような状況から，都市圏レベルで複数のバス会社の情報を一元的に提供するツールと

して，1998 年に岡山市で市民団体 RACDA（路面電車と都市の未来を考える会）が初めて，

利用者である市民自らが主体となったバスマップを発行して以来，全国各地で公共交通の利

用促進に対する取り組みとして，市民団体が中心となってバスマップを制作・発行しており，

いずれも利用者から一定の評価を得ている。ただし，毎年継続的に発行されているものは福

井，松江，広島の事例に限られる 1)。また，2007 年 10 月に『地域公共交通活性化・再生法』

（以下，「活性化・再生法」という）が施行されて以降は，全国の市町村で関係者による協議

会が設立されて地域公共交通総合連携計画が策定され，バスを含めた公共交通マップが MM

のツールの一つとして急速に発展することになり，自治体が主体となった制作事例も相当数

に上り，例えば近畿圏だけでも 43 の市町村で作成されている 2) 。しかしながら，活性化・再

生法が市町村主体の枠組みであることから，本来マップといえば生活交通圏に見合った地域

情報・住民サービスとして継続的に提供されるべきものが，市町域内限定でかつ国の補助に

伴って発行される事例がほとんどで，近畿圏の事例でもわずか3年継続した事例が京丹後市，

舞鶴市，日高川町（いずれも 2008～2010 年度）の 3 市町にとどまっている 3) 。 

バスマップについては，これまでいくつかの研究や報告事例があり，例えば志場ら(2007) 4) 

は和歌山市の取り組みを紹介，バスマップの効果と方向性や課題を述べ，杉浦ら(2007) 5) は

愛知県清須市の取り組みを紹介，バスマップがコミュニティバスの利用促進に与える役割に

ついて言及し，市岡ら(2007) 6)，松原ら(2008) 7)，本田ら(2009) 8) は阪神都市圏の取り組みか

ら，それぞれバスマップの意義や役割と課題について考察したり効果について検証したりし

ている。一方，MM ツールとしてのバスマップ事例としては，例えば居住者向けに古市ら

(2007) 9) が京都府南部地域の取り組みについて，松村(2008)10) が大阪府吹田市の取り組みに
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ついて，職場向けに萩原ら(2008) 11) が京都府宇治市の取り組みについて，それぞれの施策の

中でマップを紹介し，いずれもその有用性を述べている。さらには，平沢ら(2007) 12) が来訪

者向けバス案内情報の改善という観点からいくつかのバスマップを分析・検証した事例があ

る。しかし，これまでの既往研究ではバスマップ制作・発行の継続というものに視点を当て

たものはなく，バスマップの制作過程における戦略，あるいはバスマップを継続する枠組み

を構築するための工夫について踏み込んだ研究は見られない。 

いずれにしても，交通政策を推進していくためには，行政だけの枠組みでは限界があり，

事業者や実務者，地域の NPO などの協働作業により，交通をより広域的に考えるための連携

の枠組みを組織化することが重要であり，これにより予算面，人的面，技術面において効率

的で持続可能な取り組みが可能になると考えられる。花田ら(2011)13)，小林ら(2011)14)も，交

通事業者や行政のみに依存した地域のモビリティ確保がますます厳しい状況になる中では，

多様な主体の参画・連携による地域のモビリティ確保がこれからの重要な課題となってきて

いることを指摘している。 

これらを踏まえ，本章では都市圏において広域行政が中心となり，NPO や交通事業者を含

む多様なステークホルダーが連携しながら，地域の利用者ニーズに対応した地域全体の公共

交通の最適化を図るため，公共交通の利用促進に向けた取り組みを行って成果を上げた事例

として，兵庫県が阪神地域において 2004 年度から継続的に実施してきた「阪神都市圏広域バ

スマップ」（以下，「広域バスマップ」という）の制作について取り上げ，実務担当者の目で

時系列で取り組みを関連づけながら広域バスマップの制作の過程と成果を検証し，行政や事

業者だけでなく地域の NPO を含む多主体が連携した取り組みを継続するための戦略と工夫

について明らかにするとともに，公共交通利用促進施策の継続の意義について考察すること

により，他の都市圏においても地域の利用者ニーズに対応した交通政策を推進するための有

益な知見を提供する。 

6-1 取り組みの背景 

約 170 万の人口を擁し一大都市圏を形成する阪神地域 7 市 1 町（尼崎市，西宮市，芦屋市，

伊丹市，宝塚市，川西市，三田市，猪名川町）には，鉄道駅が 82，バス停留所に至っては約

1,650 カ所も存在し，鉄道 5 社，バス 8 社局あわせて 13 もの交通事業者が公共交通のサービ

スを行っている地域である。このように，比較的バスの利便性が高い阪神地域であるが，バ

スの利用者は年々減少している（図－6.1.1 参照）。モータリゼーションや少子高齢化など社

会的な環境が大きな原因と考えられるが，バスが日常から利用されない原因の一つには，バ

スがわかりにくいことが挙げられる。 
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出典：ＩＴを活用した阪神都市圏公共交通利用円滑化調査報告書（2007）15) 

図－6.1.1  阪神地域の関連バス事業者別年間輸送人員の推移（1985 年を１とした指数） 

図－6.1.2に示すように，阪神地域では複数のバス事業者が営業エリアを棲み分けるような

形で路線バスを運行している。一方，阪神地域における利用者からみた公共交通ネットワー

クの問題点については，既に市岡ら(2007) 16)でも指摘しているが，市民の移動ニーズとバス

の路線設定が必ずしも合致せず，バス路線・系統や時刻表などの情報が事業者ごとに行われ，

乗り継ぎ情報等もわかりにくいほか，同一箇所でありながら事業者ごとにバス停名が異なっ

ていたり，バス路線が交差する箇所に停留所がないことから，バス同士の乗り継ぎが不便な

ケースがあるなど，事業者本位のバスが利用者を減少させてきた面がある。また，これまで

事業者はそれぞれ自社の運営を最優先にバラバラに料金や運行ダイヤを決めているだけでな

く，運賃体系や運賃収受システムが事業者ごとに異なり，乗り継ぐ際に初乗り運賃が課され

るなど，利用者にとって必ずしも使いやすいものとはなっていない。兵庫県が阪神北県民局

管内４市１町を対象に行った県民アンケート調査でも，県民から路線バスに対する利用のし

にくさが数多く指摘されている17)。阪神地域のバスは，路線設定にとどまらず，乗り換えに

よる初乗り運賃の加算，不便な接続の問題等があり，それらが利用者の減少にもつながって

いるものと考えられた。 

バスは市民の生活を支える公共交通機関として最も身近な存在であるにもかかわらず，鉄

道のようにはその情報が利用者に正確に伝えられていない。鉄道は地図に記載され，発着の

時刻も情報発信されている一方で，バスは地図に路線やバス停が記載されている例があるも

のの，バス停の正確な位置はわからず，多くの場合利便性の高いバス路線も１日に数本程度

しか走らないバス路線も同じような表現しかされていない。また，バス会社によって提供さ

れる路線図は，バス会社ごとに都合良く簡略化されているだけでなく，自社の路線しか記載

されていないことがほとんどである。 

このような現状をふまえ，阪神地域では公共交通の利用促進を行う観点から，兵庫県阪神

北県民局が中心となって，地域・行政・事業者等からなる協議会を組織し，まず利用者に必
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要な情報を掲載した広域バスマップを制作することとした。 

 

出典：都市交通環境改善社会実験検討調査業務報告書（2005）18) 

図－6.1.2  阪神地域における路線バスのネットワーク 



－ 127 － 

6-2 初期段階における戦略と工夫 

広域バスマップの制作では，単に一過性の取り組みに終わらせないために，企画段階から

継続を視野に入れた体制，予算，手順，手法といった戦略と工夫が必要と考えた。 

図－6.2.1 は，広域バスマップの企画・制作から初版発行までの初期段階と位置づけた企画

段階と実施段階 2 ヶ年の流れを示したものである。以下，この流れに従って初期段階におけ

る広域バスマップの戦略と工夫について述べる。 

バス事業者ヒアリング調査の実施 全国バスマップ先進事例調査の実施

地域のNPOとの協働2005.2

検討体制の構築2005.4～9

広域バスマップの内容検討2005.7

サンプル版広域バスマップの配布2006.3

アンケート調査による効果検証2006.8

広域バスマップの発行・鉄道駅での配布2007.3

WEB版バスマップ・バスマップブログ作成・運用開始2007.4

補
助
制
度
の
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図－6.2.1  広域バスマップの企画・制作から初版発行までの流れ 

バスマップの制作作業を最も効率的に進めるため，地域内で運行するバス事業者へのヒア

リングを実施するとともに，全国バスマップ先進事例調査を実施したうえで内容の検討を行

い，県民の参画と協働という観点から地域の声を反映されるために，1 年目はサンプル版のバ

スマップを地域に配布し，アンケート調査により効果の検証を行い，2 年目に地域住民の意見

を十分に踏まえた上で，自治体及び事業者との調整を図った後に初版を発行する手順とした。

また，紙版バスマップで掲載しきれない情報については，並行して WEB 版を作成・運用し

て補完することとした。 

広域バスマップは，2006 年 3 月に試作のサンプル版を作成し，これにアンケート調査票を

添付し，5,000 部を宝塚市，伊丹市におけるバス路線の沿線自治会に配布し，アンケート調査

票を回収して，広域バスマップサンプル版に対する意見聴取を行った。この結果，おおむね

評価が得られたことから，関係者で議論を重ねて改良を行い，2007 年 3 月に初版の広域バス

マップ 45,000 部を発行し，地域内の鉄道駅をはじめ，市役所などの行政機関などで配布した

ところ，最初の約 3 ヶ月でほとんど在庫がなくなるほど好評であった。 
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その後，広域バスマップは毎年 3 月に改訂版を発行しており，2009 年 3 月発行の第 3 版か

らは「えきバスまっぷ。」という名称で鉄道駅や行政機関において配布されている。 

6-2-1 企画段階における戦略と工夫 

(1) 地域のＮＰＯとの協働 

自社の路線しか掲載されず都合良く簡略化された事業者本位のバス路線図と異なり，地域

で運行される全てのバス会社の路線や頻度とバス停が一目でわかる利用者本位の情報提供を

行うバスマップとするためには，企画段階から県民や利用者の意見を採り入れながら，協働

作業によりバスマップの制作を進めていくことが重要であり，さらに後年度も継続的に運

用・改善していくためには，行政主体ではなく地域がその取り組みを自ら実践し，運用する

主体としくみが必要であると考えた。 

このような公共的意義のある取り組みを担う主体としては，地域の NPO が考えられる。幸

いにして，阪神地域には多くの NPO があり，この中で特定非営利活動法人宝塚 NPO センター

がまちづくりに実績のある中間支援 NPO として他の NPO や市民活動の情報を集約する機能

を果たしており，行政との連携実績もあることから，新たな視点で広域バスマップを制作，

運用していく主体として期待できた。そこで，兵庫県では初期段階から宝塚 NPO センターと

協働して，その制作に向けた協議会の準備会を開催しつつ取り組みを進めることとした。 

広域バスマップ制作の取り組みに対する宝塚 NPO センターの参画については，松原ら

(2008) 19)に詳しいが，取り組みの最初にバス路線の現況把握とバスの問題点を体験するため，

2005 年 3 月 12 日に NPO の主導により“はじまりは宝塚”と題して宝塚市南部地域をバス

でめぐる市民参加型のツアーが実施された(1)。 

(2) 事業者ヒアリング調査の実施 

広域バスマップの制作を最も効率的に進めるため，まず事前調査として，管内のバス事業

者 8 社のうち，バス停数で阪神地域全体の約 65％を網羅する伊丹市交通局，阪急バス，阪神

電鉄バスの計 3 社に対してヒアリング調査を実施し，制作に向けた下記の課題を把握し方針

を確認した。 

・ 複数のバス事業者間を横断する利用者本位の情報提供を行うためには，行政主導による

きっかけづくりと，市民や NPO などバス利用者からの意見を背景とした推進のしくみ

づくりが不可欠 

・ バス停については事業者自身が把握しきれていない情報もあるため，現地踏査による情

報収集と確認が必要 

・ 古い情報をそのまま掲載していると利用者から苦情が出るため，その防止対策として適
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切な頻度でバスマップを更新し，掲載データの出典や責任範囲の明記も必要 

・ バスマップの制作費用については，バス協会などを念頭にバス事業者負担以外の費用支

出の可能性を検討 

・ 検討体制としては，行政が立上げを主導し NPO が参画して進めていくことは十分可能 

(3) 全国バスマップ先進事例調査の実施 

1998 年に岡山の市民団体 RACDA（路面電車と都市の未来を考える会）がバスマップを発

行して以来，全国各地で市民が主体となったバスマップが作成されるようになり，15 年から

は｢全国バスマップサミット｣が毎年開催されるようになり，市民レベルの情報交換が活発に

なった 20)。 

広域バスマップの制作にあたっては，利用者本位の観点から市民レベルのバスマップを先

進事例と位置づけ，①バス利用者にわかりやすい情報提供として様々な工夫がなされている，

②対象エリア内のすべてのバス路線など公共交通機関を網羅している，③複数のバス事業者

が路線を持つエリアを対象としている，という条件を満たす岡山，広島，松江，福井のバス

マップ (2)を先進事例として抽出した。これら 4 都市のバスマップ制作者に対するヒアリング

調査もしくはアンケート調査を行い，表－6.2.1 に挙げる知見を得た。 

表－6.2.1  全国バスマップ先進事例調査で得られた知見 

マップ表示方法 

・バス路線と道路や鉄道など地理的情報が同時にわかる表示が重要である。 
・ベースマップは，既往地図や住宅地図を参考に作成しなおすか，国土地理院の

了承を得て地形図をベースマップとするかどちらかである。 
・バス行き先の方面別に色分けし，場所と連動した路線番号を導入することで，

統一されたわかりやすい路線表示ができる。 
・バス停は，バス事業者からの情報だけに依存せず現場確認が重要である。 

路線図以外の掲

載内容 

・主要停留所や駅前広場の乗場案内は全て掲載されている。 
・独自に優良バス停を認定して記載している例もある。 
・マップを販売する場合，利用者が買いやすい価格設定が必要となる。 
・小中学校に配布している例もある。 

作成費用・収支 

・バス協会から協賛金を得ている例，国土交通省が買い取り保証をした例，環境

団体から支援を得ている例，県・市・バス協会から定期購入予約を受けている

例など，さまざまな方法で費用を捻出している。 
・収支としては，協賛等とマップ販売収入で，マップ印刷費を回収するのがやっ

とであり，マップ調査や作成，デザインの費用等は，作成主体のボランタリー

な活動に負っている。 

検討体制と情報

収集 

・NPO や市民の力の活用が望まれる。 
・発行スタッフのサポート役として，バスマニアの存在は大きく，マップのデー

タ作成に協力してもらえる人材を探すことが課題。 
・行政は立上げができても継続運用できない。市民活動としてどう広げていくか，

体制づくりがポイントである。 
・ダイヤや路線改正に連動して定期的に更新することが重要。 

 

これら知見の中で，次の 4 点を特に参考にすべき知見として判断し広域バスマップに反映

することとした。 
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・ 短期間でのバスマップ制作には相当な専門知識が必要となるため，バスに詳しい専門家

を確保して協力してもらうことが極めて重要である。 

・ ベースマップは国土地理院の地形図か既往の道路地図とし，鉄道や主要道路等の地理情

報を掲載し，デフォルメせずに 1/25,000 等の正式な地図を採用する方が良い。 

・ 市域を色分けし，山や公園，河川を着色する。バス停留所は省略せずにすべて記載し，

主要ターミナルの情報と拡大図は裏面に配置し，煩雑なターミナルを表現する。 

・ バス事業者同士の連携はこれまでほとんど行われていないのが実態で，ライバル会社の

情報が掲載される印刷物に事業者の費用負担を求めるのは難しい。 

 
なお，先進事例調査で得られた知見のうち，検討体制として NPO や市民の力を活用する点

については，すでに宝塚 NPO センターと連携していたが，行政では継続的運用が難しいため

に市民活動としてどう広げていくかの体制づくりが重要だという指摘に関しては，取り組み

の中で模索することとした。 

6-2-2 実施段階における戦略と工夫 

(1) 検討体制の構築 

企画段階における事業者ヒアリングと全国先進事例調査の知見として得られたうち，バス

マップの継続で重要となる実施段階のしくみとしては，まず検討体制の構築である。 

広域バスマップの作成にあたっては，企画段階から地域の NPO の参画と協働により，事前

に全国の市民団体が主体となって作成されたバスマップについて事例調査を行うなど，これ

までの行政主導型とはやや異なる進め方を行ってきたが，いよいよ 2005 年度当初から本格的

に取り組みを行うにあたって，本格的な実施体制を図－6.2.2 に示すような形で構築した。 

阪神都市圏広域バスマップ検討部会

阪神都市圏広域バスマップの作成

地域の自律的活動支援プロジェクト検討会
〔バスマップ検討ワーキング〕

ＷＥＢ版バスマップ・バスマップブログの作成

バスマップ専門家会議

阪神都市圏公共交通利用促進会議

阪神地域都市交通環境改善協議会

連携

2005.9設立

2005.6設立

 

図－6.2.2  広域バスマップ制作のために構築した検討体制 
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(a) 阪神都市圏公共交通利用促進会議 

企画段階における知見をふまえ，阪神地域全体を対象に TDM 施策や公共交通利用促進施

策を検討する｢阪神地域都市交通環境改善協議会｣の部会組織として，2005 年 9 月 6 日，国土

交通省近畿運輸局，兵庫県，伊丹市，宝塚市，川西市，猪名川町，阪急バス，阪神電気鉄道

バス，伊丹市交通局，尼崎市交通局，宝塚 NPO センターで構成する｢阪神都市圏公共交通利

用促進会議｣（以下，｢促進会議｣という）（事務局：兵庫県阪神北県民局）を設立した。 

促進会議は，阪神地域全体を対象に TDM 施策や公共交通利用促進施策を検討する「阪神

地域都市交通環境改善協議会」の部会兼実行委員会組織として位置づけることにより，比較

的短時間で組織を立ち上げることができた。2005 年秋にスタートした促進会議は，翌年秋に

は広域バスマップの制作に加え，地域全体で乗り継ぎ利便性を向上した使いやすい公共交通

システムを構築する施策の検討・実施などより広範な取り組みに進化させるため，構成員に

学識経験者 2 名(3)，尼崎市，西宮市，芦屋市，鉄道事業者 5 社（ＪＲ西日本，阪急電鉄，阪

神電気鉄道，神戸電鉄，能勢電鉄），神姫バス，スルッと KANSAI が加わった組織体制に大

きく拡充した。同時に，広域バスマップの制作については，新たなワーキング組織として｢阪

神都市圏広域バスマップ検討部会｣（現：バス部会）に引き継がれた。 

表－6.2.2  阪神都市圏公共交通利用促進会議の構成メンバー（設立当初） 

区 分 組    織    名 

学識経験者 神戸国際大学経済学部教授，神戸大学大学院経営学研究科長 

利用者代表 特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセンター 

国土交通省 

近畿運輸局企画観光部交通企画課，交通環境部消費者行政・情報課，自動

車交通部旅客第一課，鉄道部計画課，神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送担当，

近畿地方整備局建政部都市整備課，近畿地方整備局企画部広域計画課 

兵庫県 
県土整備部県土企画局交通政策課，阪神南県民局西宮土木事務所企画調整

担当，阪神北県民局宝塚土木事務所企画調整担当 

市 町 
尼崎市都市政策課，西宮市都市計画課，芦屋市都市計画課，宝塚市道路政

策課，川西市交通対策課，三田市政策課，猪名川町企画政策課 

鉄道事業者 

西日本旅客鉄道㈱大阪支社営業課，阪急電鉄㈱都市交通事業本部都市交通

計画部，阪神電気鉄道㈱鉄道事業本部運輸部，能勢電鉄㈱鉄道事業部，神

戸電鉄㈱鉄道事業本部 

バス事業者 
阪急バス㈱自動車事業部，阪神電気鉄道㈱自動車部，尼崎市交通局経営企

画課，伊丹市交通局総務計画課，神姫バス㈱バス事業部計画課 

ＩＣカード事業者 ㈱スルッとＫＡＮＳＡＩ 
 

(b) 地域の自律的活動支援プロジェクト検討会 

行政・事業者主体の促進会議とは別に，宝塚 NPO センターが WEB 版バスマップ及びバス

マップブログの作成に取り組むため，2005 年 6 月 14 日に｢地域の自律的活動支援プロジェク
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ト検討会〔バスマップ検討ワーキング〕」（以下，｢検討会｣という）（図－6.2.3）を立ち上げ，

兵庫県も検討会メンバーとして参画しながら，後に促進会議と連携する形で作業を進めた。

検討会には，宝塚 NPO センターと連携する地域の各種 NPO や大学，ICT（情報通信技術：

Information and Communication Technology）事業者などが参画し，促進会議で取り組む紙

版の広域バスマップに対する意見交換も相互に行うなど，広域バスマップの制作全体にわた

り重要な役割を担った。 

 

図－6.2.3  ｢地域の自律的活動支援プロジェクト検討会｣組織図 

(c) バスマップ専門家会議 

広域バスマップの制作を進める行政，NPO，事業者ともに広域バスマップ制作のノウハウ

がほとんどない中で，検討会の傘下に，全国の先進事例調査結果から得られた知見を活かし，

高度な専門知識を持つ地理学や環境経済学などを専門とする大学の若手研究者を中心とした

｢バスマップ専門家会議｣ (4)を組織化した。彼らは他地域のバスマップ作成の経験もあったこ

とから，それぞれの専門的見地から広域バスマップに対するノウハウや助言をもらいながら

効率的に制作を進めることができた。 

(2) 広域バスマップの内容検討 

広域バスマップの大きな特徴としては，行政（兵庫県，近畿運輸局）主導の促進会議と NPO

や専門家による検討会が協働して紙ベースの広域バスマップを作成するとともに，検討会で

はさらに紙版を補完する WEB 版バスマップ及びバスマップブログを並行作業で制作したこ

とである。広域バスマップは，2005 年度に促進会議に 3 回と検討会に 13 回，及び「バスマッ

プ専門家会議」に 3 回，計 19 回の会議に諮り，利用者，事業者，国，県，市町の意見を集約

しながら，約 1 年かけて検討を進めた。 
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広域バスマップは，制作作業を行う促進会議と問題意識を持ちつつ知識の豊富な検討会の

メンバーが相互に密に連携しながら情報共有が図れる検討体制により制作作業を効率的に進

めることを可能とし，これらが有機的に機能したことにより，下記 4 点に挙げる特徴を持つ

先進事例の知見と専門家のノウハウを生かした極めて質の良いバスマップを短期間で作成す

ることが可能となった。 

・ 国土地理院の25000分の1地形図をベース図面として，A1判サイズの折りたたみ式とし，

必要情報として市町境界，道路（概ね一般県道以上），鉄道，河川・海，地域のランド

マークをトレースした。 

・ 表面にバス路線図（図－6.2.4左），裏面に主要バスターミナル周辺の詳細なバス路線図

（系統ごと：図－6.2.4右），主要バスターミナルの乗り場情報（図－6.2.5左）とそれぞ

れのターミナル別バス系統別行き先・ルート情報（図－6.2.5右），バス乗り場別系統別

料金情報を掲載した。 

・ 路線図は，すべてのバス路線を対象に，ほぼバス会社別に異なる9色で路線を表示する

とともに，昼間時の1時間あたりの運行本数（4便／時以上，2～3便／時，1便／時以下）

を目安に3段階の太さで表現した。 

・ 路線図には，バス停，系統番号，バスターミナルをすべて表記し，主な公共施設や学校，

病院，主な商業施設なども表記した。バスターミナルや起終点のあるバス停は，区別し

やすいよう特にわかりやすく表現した。 

  

図－6.2.4  阪神都市圏広域バスマップ（左：路線図・抜粋 右：詳細図の一部） 
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図－6.2.5  阪神都市圏広域バスマップ 
（左：バスターミナルの乗り場情報・抜粋 右：バス系統別行き先・ルート情報） 

(3) サンプル版バスマップによる効果検証 

促進会議で検討を進めた後，2006年3月に広域バスマップのサンプル版5,000 部を印刷し，

アンケート調査票を付けて兵庫県の大型封筒に同封し，阪神地域で鉄道空白地域と位置づけ

られている伊丹市西部（5 つの自治会：1,800 部），宝塚市南部（2 つの自治会：1,500 部），

川西市・猪名川町の一部（計 900 部）の住民を対象に配布した。 

アンケート調査の内容は，バス利用の有無をはじめ，バスマップの評価（見やすさ，使い

やすさ，内容），バスマップを有料化した際の購入可能な料金負担額，バスマップの改善点，

個人属性，自由意見とした。アンケートの回収は県ならびに伊丹市と宝塚市が行い，回収票

により広域バスマップに対する意見を徴収し，効果検証を行った。 

アンケート調査結果については松原ら(2008) 21)に詳しいが，アンケート調査結果（図－6.2.6

～6.2.8）によれば，回答数は 623 人で，年齢別には 70 代（29.1％），50 代（24.7％），60 代

（15.1％），40 代（13.0％）の順となっており，バスの利用頻度については「バスをほとんど

利用しない」（56.0％），週 1 回程度（23.1％）であったが，「バスマップの見やすさ」「バス

マップの使いやすさ・中身」については概ね良い評価を得た。一方，自由回答欄への記述が

264 人と多くの意見があり，バスマップのコンパクト化（冊子や分冊化）を望む意見をはじ

め，高齢者層のみならず非高齢者層からも文字の大きさは極力大きくすることを望んでおり，

紙面の都合上変更は難しいが，時刻表や始発・終発時刻の掲載要望の意見も多く見られた。 
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40代
13.0%

30代
12.5%

20代
3.7%

50代
24.7%

60代
15.1%

80歳以上
1.8%

70代
29.1%

10代
0.2%

【年齢】

回答数
623人

 

ほとんど利用しな
い

56.0%

週1回程度
23.1%

週2～3回
11.4%

ほぼ毎日
9.5%

【バスの利用頻度】

回答数
623人

 
図－6.2.6  アンケート調査結果（回答者の年齢とバスの利用頻度） 
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図－6.2.7  アンケート調査結果（バスマップの見やすさ評価） 
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図－6.2.8  アンケート調査結果（バスマップの使いやすさ評価） 
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(4) 初版広域バスマップの鉄道駅での配布 

効果検証で地域住民から評価が得られたことから，翌 2006 年度に入って促進会議で再度議

論を重ねて改良を行い，1 年後の 2007 年 3 月に初版の広域バスマップ 45,000 部を制作・発

行することができた。 

広域バスマップはできるだけ公共交通利用者に広く周知したいという目的から，圏域の鉄

道駅ＪＲ西日本 15 駅，阪急電鉄 14 駅，阪神電気鉄道 7 駅，能勢電鉄 3 駅において配布し

た。また，市役所・町役場等の公共施設でも配布し，広報を通じて積極的に PR に心がけた

ことから新聞各紙に記事が掲載されたため，わずか 3 ヶ月で在庫がなくなるほど好評で利用

者の支持を得た（例えば図－6.2.9，広域バスマップは図－6.2.10～6.2.11 参照）。 

  

図－6.2.9  広域バスマップ発行を伝える新聞記事 
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図－6.2.10  阪神都市圏広域バスマップ（表面） 
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図－6.2.11  阪神都市圏広域バスマップ（裏面） 
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6-2-3 補助制度の活用 

広域バスマップの制作は企画段階から 2 ヶ年を予定していたため，兵庫県が国土交通省，

宝塚 NPO センターと事前に十分調整しながら戦略的に予算の確保に努め，それぞれ役割分担

して費用負担したことが大きな特徴である。具体的には，2 ヶ年の全体計画書を一括して兵庫

県が作成し，紙版バスマップの制作費用及び促進会議の運営費用については兵庫県の単独費

と国土交通省の｢公共交通活性化総合プログラム｣制度による補助で充当するとともに，WEB

版バスマップ及びバスマップブログについては，別に｢公共交通活性化総合プログラム｣制度

を活用して，宝塚 NPO センターが直接委託を受けるとともに，(財)ニューメディア開発協会

｢先進的情報技術活用モデル事業｣による助成金，兵庫県社会福祉協議会｢ひょうごボランタ

リー基金行政・NPO 協働事業助成｣を活用することにより，NPO が制作主体となって作業を

進めた。 

6-3 ＮＰＯ主体によるバスマップの WEB 化 

(1) WEB 版バスマップ及びバスマップブログ 

広域バスマップは，紙版バスマップで掲載しきれない情報への対応，及び圏域外の利用者

への対応として，WEB 版バスマップ（以下，｢WEB 版｣という）(5)及びバスマップブログ（以

下，｢ブログ｣という）(6)を宝塚 NPO センターが主体となって作成することにより，より使い

やすいものにすることとした。WEB 版及びブログは，国土交通省の「公共交通活性化総合プ

ログラム」制度を活用して，宝塚 NPO センターが委託を受け，主体となって行政との協働に

より作業を進め，2007 年 4 月から WEB 版とブログの本格運用を開始した。 

WEB 版とブログの両者は WEB 上で連動しており，特にブログは NPO 発信の地域情報の

一つとして，バス利用者のほか地域住民の利用者も多いことから，WEB 開設以来 2011 年 12

月末現在で 266 万アクセス（1 日平均約 1,500 アクセス以上）22)を超える優れたツールとし

て認知されている。行政主体で作成した紙ベースの広域バスマップは掲載できる情報が限ら

れ，発行部数も限られる一方で，WEB 版とブログでは地図だけでなくバス停の詳細情報，時

刻表情報，バス停付近の地域情報まで発信しており，地域密着の極めて利用しやすい公共交

通情報提供ツールとして公共交通の利用促進に貢献している。 

地図（アナログ情報）と WEB（デジタル情報）をリンクすることにより，掲載できない情

報も WEB 上に掲載できるため，利用価値が大きく広がっている。また，ブログだと一方的

な情報発信ではなく双方向性を持った情報交換が可能で，単に利便性向上に止まることなく，

地域の課題を顕在化させる機能として発展する可能性も秘めている。 
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図－6.3.1  バスマップブログ画面 

(2) ブログの作成方法と効果 

阪神地域における約 1,650 カ所のバス停情報を網羅するバスマップブログの作成について

は，金森(2008) 23)，松原ら(2008) 24)に詳しいが，ブログを作成するためのバス停調査は宝塚

NPO センターの職員と専門家会議の若手研究者及びその学生らで実施されたが，地域のすべ

てのバス停に関して，写真撮影をはじめ，ベンチや上屋の有無，トイレや周辺施設，バリア

フリー対応であるかどうか，などの項目が調査された。2006 年 2 月にプレ調査が開始されて

から，同 3 月のブログ試行運用を経て，2007 年 4 月の本格運用開始直前まで，約 1,650 カ所

のバス停調査とブログへの入力作業が行われた。WEB 版は紙版のバスマップと同じ情報を

WEB 上に掲載し，ブログへの検索を支援しており，WEB 版のホームページ上のバス停をク

リックするとブログの該当ページにリンクするしくみとなっている。ブログには，バス停ご

との調査項目のほか，時刻表情報（バス会社の時刻表へのリンク），バス停周辺の地図情報が

用意されており，バス停の周辺施設などにホームページがあればそのリンクも可能となって

いることから，地域密着の公共交通情報提供ツールとして定着し，公共交通の利用促進に貢

献している。また，宝塚 NPO センターが運営する地域ポータルサイト「地域安心お助けネッ

ト（現：関西ええこと.mot）」(7) からは，施設や店などへのアクセス情報を記載する場合に，

バスマップブログへのリンクを張ることによって利便性を高めるなど，地域情報とバス停情
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報との相乗効果を生んでいる。 

ブログについては，2007 年 4 月から「バスマップ調査隊探検記」と題したバスを利用して

地域の公園や施設を紹介する紀行シリーズも開始され，公共交通の利用促進を図る新しい試

みとして評価されている。 

  

図－6.3.2  WEB 版バスマップの公開を伝える新聞記事 

6-4 継続段階における戦略と工夫 

企画段階における戦略と工夫でも述べたように，広域バスマップは当初から一過性ではな

く継続することを視野に入れて取り組みを進めてきたが，初期段階から継続段階に移る際に

は，何より発行主体としての地域と行政，交通事業者の連携・協働と適切な役割分担，及び

発行費用を確保するしくみが継続の鍵となる。以下では，継続段階における広域バスマップ

の戦略と工夫について述べる。 

(1) 関係者の連携・役割分担と NPO への版権移譲 

バスは事業者ごとに異なるタイミングで時刻やルートの変更，バス停の変更，あるいはバ

ス系統の統廃合などを実施することから，情報が古くなる可能性が高いため，阪神地域にお

いては，2007 年 3 月に初版のバスマップを発行して以降，促進会議の構成員であるバス事業

者から情報提供を受け，促進会議バス部会の関係者で協議・調整しながら，毎年 3 月を目標

に年 1 回の改訂作業を行い発行している。特に，2009 年 3 月発行の第 3 版からは，紙面の都
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合上それまで掲載できていなかった三田市域を追加するなど大幅な改訂を行うとともに，名

称も「阪神地域えきバスまっぷ。」と変更し発行を継続してきている。 

広域バスマップ継続の戦略として，制作・発行が軌道に乗るところまでは兵庫県が主導す

るものの，行政から地域の NPO へ更新作業を移行することが将来的に持続可能な体制と考え

ていたため，初期段階から国土交通省と協議・調整した上で，当初は広域バスマップの版権

を兵庫県が持ちつつ，後年度 NPO に版権を移譲することとしていた。実際，2007 年 5 月 16

日に兵庫県と宝塚 NPO センターの間で『｢阪神地域えきバスまっぷ｡｣の協働運営に関する覚

書』を締結することにより版権を移譲し，2008 年度からは発行主体が NPO に移った (8)。 

現在まで，広域バスマップは促進会議の事務局である兵庫県阪神北県民局が促進会議の運

営とバスマップ更新にかかる関係者間の連絡・調整を行い，改訂作業の実務は NPO が行うと

いう形で発行主体である促進会議内の明確な役割分担により，その継続を持続可能なものと

している。 

       

図－6.4.1  阪神都市圏広域バスマップの表紙 
（左から初版，第 2 版，第 3 版，第 4 版） 

(2) 改訂版発行費用の確保 

バスマップを含めた公共交通利用促進施策に関しては，初期段階では国の補助制度が活用

できても，軌道に乗った後の継続段階になると補助制度が適用されないことから，阪神地域

でもいかに促進会議の構成団体が費用負担して発行するかが継続できるか否かの課題と考え

られていた。 

サンプル版と第 1 版は国と兵庫県が負担し，第 2 版は兵庫県が全額負担して発行したもの

の，第 3 版の発行に際して，促進会議が広域バスマップを継続的に発行するために，①促進

会議構成メンバーによる買い取り（無料配布），②広告収入による制作（無料配布），③有料
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化（有料配布），④促進会議構成メンバーによる分担金支出（無料配布）などの検討がされた

が，実際には第 3 版から買い取り方式により発行している。買い取り方式は版権を NPO に

移譲したことにより可能となったもので，促進会議の構成員である県及び市町，事業者にとっ

てはそれぞれ年度の予算に見合った部数を購入することができるようになり，NPO にとって

も必要部数分の印刷だけを行うための費用は確保されていることから，現時点においては持

続可能な継続方法として機能している。 

なお，表－6.4.1 に実際の広域バスマップの発行部数と費用負担内訳を示すが，NPO に版

権移譲後は，いずれも兵庫県が主体的に費用を負担した上で，例えば 2010 年度では各市町，

事業者が 100～2,500 部を買い取ることにより，広域バスマップを改訂した。 

表－6.4.1  広域バスマップの発行部数と費用負担内訳 

年度 版数 部数 
行政負担 

（買い取り部数） 
事業者負担 

（買い取り部数） 
2005 サンプル版 5,000部 － － 
2006 第 1 版 45,000部 － － 
2007 第 2 版 25,000部 － － 

2008 
第 3 版 

（※NPO 版権移譲） 
40,000部 

行政計113万円 
（各市町100～2,000部） 

事業者計75万円 
（各100～10,000部） 

2009 第 4 版 50,000部 
行政計146万円 
（各市町100～2,000部） 

事業者計89万円 
（各100～10,000部） 

2010 第 5 版 31,000部 
行政計127万円 
（各市町100～2,500部） 

事業者計28万円 
（各100～1,000部） 

 

6-5 広域バスマップの継続による意義 

兵庫県が主体となり阪神地域で継続発行してきた広域バスマップについて，初期段階から

これまでの戦略と工夫について述べてきたが，最後に本章では広域バスマップの継続による

意義について考察する。 

(1) 広域バスマップの継続を可能とするしくみ 

前章まで述べてきた戦略と工夫について改めて整理すると，大きく 2 つのしくみが機能し

て継続を可能にしている。 

一つはバスマップ発行主体としての関係者の連携・協働と適切な役割分担である。広域バ

スマップの継続については，初期段階から紙版は促進会議という協議会の場を通じ事務局と

各構成員，及び NPO 法人ソーシャル・デザイン・ファンド（以下，｢SDF｣という）が相互

理解のもとに適切な役割分担をしながら協働していく体制を構築しており，今後も継続の大

きな力になっていくものと思われる。 

もう一つはバスマップ継続のための費用負担のしくみである。広域行政としての兵庫県が

都市圏における公共交通利用促進の観点から広域バスマップの総発行費用の半分強を負担し
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ながら，促進会議の構成員が協調して可能な範囲で費用負担して買い取るという協力体制が

構築されている限りは継続できる。一方，WEB 版の維持管理は，SDF が所有・運営する WEB

情報発信システム(9)を利用して基本コストを抑え，継続的な更新が安価でできる WEB 加工技

術を採用し，かつメンテナンスを地元の WEB デザイナーと連携することにより持続可能な

体制を構築している。ブログも SDF が運営する地域情報ポータルサイトのコンテンツの一つ

とすることにより維持管理経費を最小化しており，行政ではできない工夫により管理してき

たことが大きい。 

(2) 広域バスマップの継続による意義 

阪神地域においては広域バスマップの発行により，市域を越えて移動する利用者ニーズに

応えることができるようになったことはもちろんのこと，広域バスマップをきっかけに促進

会議を立ち上げ，長年にわたって構成員が連携・協働しながら地域の利用者ニーズに対応し

た公共交通の利用促進に向けた取り組みを行ってきたことにより，利用者本位のバス利用促

進に向けた意識も徐々に向上してきている。例えば，尼崎市内では尼崎市交通局と阪急バス

がこれまで異なっていたバス停名称を統一する 25)，あるいは複数事業者の同じ名称のバス停

が近くにある場合に WEB 上で乗換地図を掲載する（図－6.5.1 参照）といった，これまでに

はなかった利用者の視点に立ったバス交通サービスの向上が図られ始め，促進会議で長年議

論を続けてきた効果が出てきた。 

 

図－6.5.1  交通事業者による利便性向上に向けた取り組み（同一名称バス停での乗換図）26) 
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また MM 施策としても，宝塚市が転入者を対象に市役所で広域バスマップを配布する取り

組みを始めたほか，藤井(2010) 27)が MM の展開においては広域バスマップだけでなく狭い地

域マップも各地域で準備することが重要だと指摘するように，阪神地域では広域バスマップ

をベースにして西宮市版バスマップ｢にしきたいこいこマップ｣や，市バスを持つ伊丹市交通

局と尼崎市交通局が市内版バスマップを制作し，転入者向け MM を試みるなど，これまでに

はなかった新しい施策展開を見せている。 

① にしきたいこいこマップ 

例えば広域バスマップをもとにして，西宮市では西宮市版の広域バスマップ「にしきたい

こいこマップ」が発行された。この「にしきたいこいこマップ」は，兵庫県が全面的に協力

し，｢阪神都市圏公共交通利用促進会議｣（以下，｢促進会議｣という）（事務局：兵庫県阪神北

県民局）メンバーの西宮市と阪急電鉄が協力して，広域バスマップをベースにして 2008 年

11 月に発行したバスマップで，西宮市全域をはじめ，隣接する尼崎市，芦屋市，伊丹市，宝

塚市などの広域バスマップと，阪急西宮北口駅周辺図と西宮中心地区バスマップを組み合わ

せて掲載した地域版バスマップであり，大規模 SC や市内の公共施設で配布することにより，

市民や自動車利用者に対し自動車から公共交通への利用転換を図ろうとする試みである。 

② 公営事業者が作成する市内版バスマップ 

伊丹市交通局（2010 年 4 月発行）や尼崎市交通局（2010 年 10 月発行）でも，広域バスマッ

プをベースにして独自に市内版バスマップを制作し，転入者向けの MM を実施する事例が出

てきた。 

このように，阪神地域では各自治体が目的に応じ，促進会議を通じより多くの住民や利用

者を対象にしたバスの利用促進に向けた取り組みも定着しつつあり，広域バスマップの制作

をきっかけに促進会議の構成員が役割分担し協力することにより，個々にさまざまな形で公

共交通の利用促進施策を展開し始めていることこそが都市圏で関係者が継続して取り組んで

きた最も大きな意義であるといえる。 

6-6 施策の継続に対する課題 

広域バスマップ作成の取り組みは，これまでのところ苦労しながらも継続することができ

たが，これをさらに継続していくためには，本田ら(2009)28)が指摘するようにいくつもの課

題がある。 

(1) 予算の確保 

国の「公共交通活性化総合プログラム」など補助制度の活用により，全国的に地方自治体
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が中心となってバスマップを制作する事例が出てきたものの，広域バスマップについては，

促進会議の構成員である県及び市町，事業者にとってはそれぞれ年度の予算に見合った部数

を購入することができるようになったとはいえ，逆に言えば予算に見合っただけの部数しか

発行することができないのが現状であり，在庫がなくなった場合の利用者からの希望には応

えられていない。これまでも初版の制作に対する国の補助制度はあったが，継続して改訂・

発行するための補助はないことから，毎年改訂版を発行するためには，促進会議に参画する

市町や交通事業者が協力して費用負担することが本当に持続可能なしくみとして必要となる

が，行政・事業者ともに促進会議への予算措置が難しい現状にある。今後もより持続可能な

発行ができるしくみづくりについての継続的な議論が求められる。 

また，SDF が運営するバスマップブログについても，最低限の維持管理こそ行われてきた

が，本格運用されてから 4 年が経ち，バス停に関する情報が古くなりつつある中で，SDF に

よる運営経費の支出だけでは運用が厳しい状況にあるため，今後は例えば紙版バスマップを

有料化して駅等で販売し，その収入によって新たな更新費用を捻出する方向性を出すなどの

検討も始まっている。 

(2) 人材の育成・確保と継続的体制の構築 

地方自治体では交通政策を専門に担当する組織がない場合が多く，中でも公共交通につい

ては担当する専属職員もいないことが多い。そのため，バスマップの制作や公共交通の利用

促進施策を進める体制と人材を確保し，事業継続のノウハウや蓄積されたストックを円滑に

引き継ぎ発展させるためのしくみを作ることは課題である。特に，専門家や地域の NPO とコ

ミュニケーションをとりながら調整を図る事務局機能のポテンシャルを維持することは大き

な課題である。 

阪神地域では，これまで兵庫県が中心となり地域の NPO に実務を委ね，促進会議を通じて

広域バスマップの制作・発行を進めてきたが，本来は海外の都市のように地方自治体あるい

は広域都市圏が事業者と共同で公共サービスとして制作・発行し，地域と協働で継続してい

くことが望ましい。しかし，現状では行政だけでは継続的な運営が難しいため，当面は地域

の NPO や市民団体，大学からの人材協力が不可欠であり，より持続可能な枠組みを模索しな

がら，公共交通の利用促進につなげる体制づくりが急務となってくる。 
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6-7 まとめ 

欧州をはじめとする海外においては，ターミナル駅では当たり前のようにバスマップが無

料で入手できるが，日本では残念ながらバスマップを見つけることのできる駅はきわめて少

なく，依然としてバスに関する情報はほとんど知ることができないのが現状である。 

本研究では，阪神地域において兵庫県が 2004 年度から取り組んで 8 年目に入った｢阪神都

市圏広域バスマップ｣の初期段階から継続段階における制作・継続するための戦略や工夫につ

いて述べるとともに，取り組みの継続による意義として公共交通の利用促進施策の更なる展

開についても考察した。全国の都市で制作されているバスマップの事例は数多いが，その継

続が困難な状況にあることを考えると，阪神地域のように広域バスマップの制作をきっかけ

に多様な関係者がうまく役割分担して連携し，各自治体が目的に応じ，協議会活動を通じて

より多くの住民や利用者を対象にした公共交通の利用促進に向けた取り組みの展開を図って

きたことは注目すべき事例であり，本研究で示した広域バスマップの継続の戦略と工夫に関

する知見は貴重なものであると考える。以下では，これまでの取り組みの中から，特に実施

体制及び施策の継続に関する知見についてまとめる。 

(1) 実施体制に関する知見 

都市圏において公共交通の利用促進を進めるためには，行政や交通事業者だけが主体とな

るのではなく地域が自ら取り組みを実践して運用するしくみが必要であり，地域の NPO など

利用者の立場で参画できる組織とともにステークホルダーが一堂に会する協議会で取り組む

必要がある。地域，行政，交通事業者がそれぞれの役割分担で協議を重ねながら取り組むこ

とにより継続的な取り組みにつなげることが可能となる。ただし，協議会は地域や行政と事

業者をつなぐという役割から自治体が主体となる必要があり，特に複数の自治体からなる都

市圏では圏域を束ねる広域行政が主体となり，専門家，地域，交通事業者，行政など多様な

ステークホルダーとの調整を図ることにより，効率的で継続的な運営が可能となる。 

(2) 施策の継続に関する知見 

阪神地域においては，広域バスマップの継続発行を行ってきたが，広域バスマップはそれ

自体が目的というわけではなく，あくまでも公共交通利用促進のためのツールである。した

がって，協議会を通じて広域バスマップに関する議論が継続されることもさることながら，

広域バスマップをきっかけにして構成メンバーが地域の利用者ニーズに対応した公共交通の

利用促進に向けて議論を続けてきたことに大きな意義があり，実際に事業者や行政がさまざ

まな形で連携，共同しながら，公共交通を利用しやすくする取り組みを行う施策が出てきて

いる。すなわち，施策の継続により，協議会に参画する構成メンバーの意識が徐々に変革し

ていくことこそが大きな成果ということができる。 
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【補 注】 

(1) 阪神バスで行く Blog スタート～モブログと TB 企画で「バスマップ」を作りたい～（宝塚 NPO

センターブログ）URL：http://voluntary.jp/weblog/myblog/38098/1902701（最終確認：2012

年 2 月 2 日） 

(2) 岡山は｢ぼっけえ便利なバスマップ｣，広島は｢バスの超マップ｣，松江は｢どこでもバスブック｣，

福井は｢ふくいのりのりマップ｣。 

(3) 促進会議の座長は土井勉教授（神戸国際大学経済学部〔現：京都大学大学院工学研究科〕），副座

長は正司健一教授（神戸大学大学院経営学研究科長〔現：神戸大学副学長〕）。 

(4) 専門家会議の大学メンバーは，松原光也（関西大学大学院），井上学（立命館大学大学院），南聡

一郎（京都大学大学院），湯川創太郎（京都大学大学院），曽我傑（関西大学大学院），霞上さお

り（立命館大学）。 

(5) WEB 版バスマップ URL：http://sdf.or.jp/ekibus/busmap/（最終確認：2012 年 2 月 2 日） 

(6) バスマップブログ URL：http://www.hnpo.comsapo.net/ busmap/（最終確認：2012 年 2 月 2

日） 

(7) 現在は，宝塚 NPO センターに代わって，特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド

が運営している。 

(8) 2010 年 1 月 29 日に，兵庫県と宝塚 NPO センター，特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・

ファンド（SDF）の 3 者覚書締結により SDF に広域バスマップの版権を移譲するとともに，現

在は宝塚 NPO センターに代わって SDF が WEB 版及びブログを運営している。 

(9) SDF が運営する WEB 情報発信システム：「関西ええこと.mot」 
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第第７７章章  交交通通政政策策のの実実現現にに向向けけたた広広域域行行政政のの意意義義とと役役割割  

本研究では，前章までで兵庫県が阪神地域において長年に渡り取り組んできた都市交通環

境改善施策の具体的な内容と成果の一端について，実務担当者の目で時系列に一連の取り組

みを関連づけながら明らかにすることにより，都市圏において交通政策を推進するための道

筋について示してしてきた。 

本章では，まず第４章から第６章において兵庫県が取り組んできた阪神地域における都市

交通環境改善施策展開の変遷についてまとめ，近年わが国において地方分権が進められ，交

通政策の実現に向けて市町村が主体的に取り組む方向性が打ち出される流れの中で，都市圏

（生活交通圏）においては単独市町村ではなく，広域行政が主体となって交通政策に携わる

意義について明らかにするとともに，今後の課題についても言及する。さらに，人材の育成

やノウハウの継承を目的に，広域行政の交通政策担当者による広域連携による取り組みであ

る「関西交通政策実務者懇話会」の活動について取り上げ，都市圏レベルの実務者同士の交

流の場が次世代の実務者を育成する役割の一端を担うこと，あるいは次世代の担当者同士が

新たに連携する役割を担うことなどを明らかにする。 

7-1 阪神地域における都市交通環境改善施策展開の変遷 

表－7.1.1 は，兵庫県阪神地域における都市交通環境改善施策展開の変遷についてまとめた

ものであるが，本研究でこれまでに見てきたように，阪神地域においては 1995 年度に立案し

た交通基本構想「ひょうご 21 世紀交通ビジョン」で示された新しい交通体系構築の考え方を

ベースに，兵庫県が中心となって地域に属する 7 市 1 町を巻き込みながら，1998 年度に策定

（2003 年度に改訂）したプログラム「都市交通環境改善計画（阪神地域）」によって地域の

方向性を示すとともに，プログラムに位置づけられた具体の施策を実践するために関係者が

一堂に集まって社会的合意形成を図るための「阪神地域都市交通環境改善協議会」を 2001

年度に組織化し，さらにその部会組織として「川西猪名川地域都市交通環境改善協議会」（2002

年度）を創設し，川西猪名川地域を対象にした数多くの継続的な MM 施策を展開するととも

に，「阪神都市圏公共交通利用促進会議」（2005 年度）を創設することにより，全域を対象に

した阪神都市圏広域バスマップによる公共交通利用促進の継続的な取り組みを行ってきた。

いずれの取り組みも，地域を巻き込みながら，関係者の連携により地域の交通環境を改善す

る成果を上げてきた。 

このように，わが国において，構想・計画から実施に至るまで体系的に，かつ継続的に交

通政策を実践してきた事例は他になく，阪神地域の事例を通じて広域行政による交通政策推
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進の意義や役割について明らかにしておくことは極めて貴重な知見になるものと考える。 

表－7.1.1  阪神地域における都市交通環境改善施策展開の変遷（～2009 年度） 

（川西猪名川地域） （阪神地域全体）

1995 ひょうご21世紀交通
ビジョン

路面電車サミットin広島

1996

1997 都心交通渋滞改善計画
懇話会

路面電車サミットin岡山

1998 都心交通渋滞改善
計画（阪神地域）

交通社会実験（浜松市）

1999 ひょうごＬＲＴ整備
基本構想

都心交通渋滞改善検討会
ＬＲＴ整備基本構想研究会

路面電車サミットin豊橋

2000 尼崎地域ＬＲＴ整備
基本計画

尼崎地域ＬＲＴ整備基本計
画研究会

交通社会実験（金沢市）
交通社会実験（岡山市）

2001 阪神地域都市交通環境
改善協議会

バス優先レーン導入
ＰＴＰＳ導入

日生中央駅Ｐ＆Ｒ・
Ｋ＆Ｒ駐車場整備

交通社会実験（福井市）
路面電車サミットin熊本

2002 川西猪名川地域都市交通
環境改善協議会

都市交通環境改善
対策社会実験

ＴＦＰプレアンケート

2003
都市交通環境改善

計画
（阪神地域：改訂版）

ＴＦＰ社会実験
ＰＴＰＳ区間延長

レンタサイクルフリーデー
阪神高速池田線料金

低減社会実験
〔大阪府との連携協働〕

路面電車サミットin函館
バスマップサミットin岡山

2004

小規模ＭＭワーク
ショップ（清和台）

ＴＦＰ長期効果測定
バス運行改善施策評価

バスロケ導入

路面電車サミットin高知
バスマップサミットin福井

2005 ひょうご交通10カ年
計画・アクションプラン

阪神都市圏公共交通利用
促進会議

大規模ＭＭワーク
ショップ（清和台）

能勢電鉄沿線ＭＭ
ＰＴＰＳ区間延伸

阪神都市圏広域
バスマップ

（サンプル版）
バスマップサミットin松江

2006
阪神都市圏

公共交通利用円滑化
調査報告書

小規模ＭＭワーク
ショップ（多田ＧＨ）

東谷小学校
交通環境学習

阪神都市圏広域
広域バスマップ（初版）

路面電車サミットin長崎
バスマップサミットin仙台

2007 東谷小学校
交通環境学習

広域バスマップ（第２版）
えきバスねっと。

バスマップサミットin広島

2008 牧の台小学校
交通環境学習

広域バスマップ（第３版）
えきバスねっと。拡大
えきバスびじょん。
エコ～るdeおでかけ

路面電車サミットin福井
バスマップサミットin新潟

2009 牧の台小学校
交通環境学習

広域バスマップ（第４版）
バスでエコー
有岡小学校

交通環境学習

バスマップサミットin沖縄
ＬＲＴ都市サミットin広島

全国的な動き
（抜粋）

兵庫県における都市交通環境改善施策展開の変遷
年度

計画の立案 組織の創設
実施施策
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7-2 広域行政による交通政策推進の意義と課題 

(1) 広域的な移動ニーズに応じた広域調整 

昨今のように地方分権が進展する中では，単独の自治体の範囲を越えるような都市問題に

対しては，自治体間の広域連携によって広域的な調整を図っていくことが必要であるが，特

に通勤・通学トリップをはじめ買い物や通院などの自由トリップも含めた交通行動は，府県

や市町村という行政区域内では完結せず，実際都市部においても地方部においても，鉄道や

バスなど公共交通が複数の自治体をまたがって運行している場合が多いが，地域交通にかか

る交通計画は府県単位，市町村単位で立案・実施されることが多いため，隣接自治体同士で

さえ交通政策の連続性が担保されていないのが現状である。 

阪神地域においても，7 市 1 町がそれぞれ自立した基礎自治体として行政運営を行う一方

で，住民は市町の境界を意識することなく移動しており，阪神地域内はもとより東は大阪府

西部や大阪市，西は神戸市とも隣接しているため，交通政策に取り組むためには必ず広域的

な調整が伴ってくる。そのため，兵庫県は「阪神地域都市交通環境改善協議会」に大阪府と

神戸市に参画を要請し，実行組織の「川西猪名川地域都市交通環境改善協議会」にも大阪府

に参画を要請した。これまで取り組んできた TDM や MM 施策の事例，広域バスマップの事

例では，すべて市町間相互，事業者間相互等の調整が必要となったため，これら協議会を通

じて広域行政が必要な都道府県や市町村と調整を図ることにより，広域的な移動ニーズに対

応した施策も比較的短期間に実施することが可能となった。 

第２章でも述べたように，わが国では「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が

施行されて以降，地域公共交通の活性化・再生に関しては市町村を中心とした地域関係者の

連携による取り組みを促進する方向が打ち出され，実際に全国各地で「地域公共交通活性化・

再生総合事業」の活用によって，多くの市町村が法定協議会を立ち上げ，計画策定・実施を

進めている。しかし，現実には単一市町村を対象とした協議会や連携計画が多く，広域的な

都市圏単位での公共交通ネットワークを扱うものが少ないため，実際の交通行動圏域との乖

離が起こっているものが少なくないことから，今後の制度のあり方については既に問題提起

を言及する研究 1) も見られるように，今後は広域行政が積極的に関与するなど，より広域的

な視点から交通政策を進めることが求められる。 

欧米の事例をみると，都市圏の中心都市が広域ガバナンスの主体となるケースが多く見ら

れ，実際に都市圏で交通政策に取り組んでいる事例も多く見られるが，わが国の場合には都

市圏で交通政策に取り組む自治体が少ない上，広域連合といった広域ガバナンスで取り組ん

でいる事務事業の中に交通を対象にしたものもない(1)ことを踏まえると，広域的な移動ニーズ

に対応した交通政策を実施する際には，国の地方機関や都道府県をはじめとする広域行政に
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その役割が求められる。 

(2) 利害の異なる関係者間の合意形成 

地域で総合的な交通政策に取り組むためには，まちづくりを行う市町村，運輸監理を行う

国，道路管理を行う国・都道府県・市町村，交通管制・交通規制を管轄する公安委員会，公

共交通を運行する事業者，地元住民など，きわめて多岐にわたる利害の異なるステークホル

ダーとの調整が必要とされるため，その調整に長い時間がかかるなど，合意形成は困難を極

めている。特に，公共交通の利用促進を図る際に TDM 施策とのパッケージアプローチは欠

かせないが，自動車の交通規制を行う権限を持つ公安委員会（警察）との調整は も大きな

壁であり，社会実験でさえ実施までの道のりは険しい。 

これらを踏まえ，兵庫県では阪神地域において数多くのステークホルダーが一堂に会する

「阪神地域都市交通環境改善協議会」を設置し，できるだけ円滑に総合調整ができるしくみ

を作ってきたが，本研究に見てきたように，協議会を母体とした実行組織が機能し，既に多

くの成果が出ている。都市交通環境改善施策では交通問題が生じる原因地域・発生地域と，

交通施策を実施する地域が異なることが多いため，利害関係から合意形成ができずに施策実

施が困難となることが多いが，例えば川西猪名川地域においても，交通の流れで上流の交通

発生源に位置する大阪府（能勢町・豊能町），猪名川町と下流の渋滞発生箇所に位置する川西

市との間に生じていた利害関係を県が調整することにより初めて，自動車利用を抑制する

TDM 施策と公共交通の利用促進を図る施策を効果的に組み合わせて実施することができた。

このように，都道府県など広域行政が関係者と連携した協議会の運営や関係者間の調整など

について実務的な役割を果たすことによって，市町村間のほか公共交通の監督官庁である国

土交通省や交通管理者である公安委員会との相互調整が可能となって施策実施が図りやすく

なる。 

さらにいえば，都市圏全体で交通環境改善施策を実施しようとした場合には，費用面から

も技術面からも市町村単位で単発の施策を実施するのではなく，複数の市町村が同じ施策を

連携して進めることでスケールメリットが出てくるだけでなく，国の補助も受けられやすく

なり，競合関係にある事業者の協力も得られやすくなる。 

(3) 人材の育成及び情報・ノウハウや技術の蓄積 

村尾ら(2010) 2)あるいは本田ら(2010) 3)も指摘するように，地方自治体では総合的な交通政

策に取り組む意識や組織がなく，専任職員が不在で人材の育成・集積も行われていないなど，

交通政策に取り組む体制が整っていないのが現状である。地下鉄やバスを運行する公営の交

通局をもつ自治体でさえも，公共交通をまちづくりの一部としてコントロールする組織がな

いことが多く，国土交通省の報告 4)でも，市町村のおよそ 9 割では公共交通を担当する専任
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担当者がおらず，どのようにして交通政策に携わればよいのかわからない状況にあると指摘

されている。 

一方，阪神地域における事例で示してきたように，広域行政が協議会の運営を引っ張り継

続的な取り組みとすることにより，ステークホルダーの横の連携が生まれることから，担当

者同士を通じて人材の育成が図られるとともに，担当者の情報・ノウハウや技術が都市圏全

体として蓄積される流れが生じることから，担当者の個人的な負担も小さくなる。また，協

議会が地域における交通政策の長期的な方向性を示して継続的な活動を展開することにより，

可能な取り組みから連携・協力して実践しようとする意識が醸成されるなど，交通政策に関

わる実務担当者の意識変革につながる可能性が高くなる。 

(4) 広域バスマップに続く公共交通利用促進施策の展開 

阪神地域においては，これまでに広域バスマップ制作の取り組みを多年度にわたって継続

してきたが，協議会活動を通じて都市圏全体を対象とした広域バスマップに続く公共交通の

利用促進に向けた施策展開の動きも始まっている。 

広域バスマップは，もともと当初から制作すること自体が目的だったわけではなく，阪神

地域において公共交通利用促進を進めるに当たって起爆剤となるツールとして位置づけスタ

ートしたが，実際に公共交通の利用促進を図るためには，広域バスマップの制作・配布だけ

でなく，複数のバス事業者が乗り入れるバスターミナルにおける一元的でわかりやすいバス

情報の提供，複数事業者のバス停留所の共用やダイヤ調整などによるバス同士の乗り継ぎ，

バスと鉄道の乗り継ぎ利便性の向上，初乗り料金抵抗の低減などハード・ソフト両面の施策

を進める必要があるが，兵庫県では促進会議の発足当初から関係者で施策の検討を行い，『阪

神都市圏公共交通利用円滑化調査報告書』としてとりまとめている 5)。 

このうち，鉄道駅におけるバス乗り継ぎ情報提供を行う目的で，2007 年度に阪神地域の鉄

道駅 3 ヶ所（阪神尼崎駅，阪急西宮北口駅，JR・阪急宝塚駅）を対象に，公衆無線 LAN と

インターネットを用いてパソコン端末あるいは携帯端末を利用したバス乗り継ぎ情報提供シ

ステム「えきバスねっと。」を導入し 6)，2008 年度には「えきバスねっと。」導入駅を 7 ヶ所

（JR 尼崎駅，JR 伊丹駅，阪急塚口駅，阪急伊丹駅を追加）に拡大するとともに，新たに鉄

道駅 3 ヶ所（阪神尼崎駅，JR 尼崎駅，JR 伊丹駅）を対象に，それぞれ改札口付近に大型モ

ニターを設置したバス乗り継ぎ情報提供システム「えきバスびじょん。」（図－7.1.1 参照）を

導入するなど 7) 8)，促進会議に参画する交通事業者の協力を得ながら，IT 技術を活用した多

様な情報提供システムの導入に挑戦しており，利用者からの評価を得ている。このように，

促進会議で位置づけた公共交通利用円滑化のための施策の中から関係者が知恵を出し合い，

少しずつではあるが都市圏全体での施策展開の取り組みが実績を上げてきている(2)。 



－ 156 － 

 
出典：「えきバスびじょん。」と「えきバスねっと。」～概要と維持管理～（2011）9) 

図－7.1.1  阪神地域の鉄道駅 3 ヶ所に設置された「えきバスびじょん。」と画面情報（JR 伊丹駅） 

(5) 広域的な施策展開への可能性 

兵庫県主体による「阪神地域都市交通環境改善協議会」の取り組みにおいては，隣接する

大阪府や神戸市が協議会のメンバーとして参画していることにより，阪神地域に先行して大

阪府や神戸市が実施する都市交通環境改善施策に対し，兵庫県が連携・協働して実施する取

り組みがいくつかある。 

例えば，2003 年 11 月に大阪府と兵庫県が連携した取り組みとして，大阪府が TDM 施策

展開の一環として実施していたレンタサイクル無料体験「レンタサイクルフリーデー」があ

り，大阪府域の 33 箇所とあわせて，阪神地域の 3 箇所でも新規に実験を実施することとなっ

たものである。これは，レンタサイクルの便利さを多くの県民に実感してもらうとともに，

ノーマイカーデーのキャンペーンを行うことを目的として，レンタサイクル事業者の協力を

得て，11 月 20 日のノーマイカーデーにあわせ，主に鉄道利用者を対象にレンタサイクルを

無料体験してもらう施策である（図－7.1.2 参照）。 

このような広域的な施策については，マスメディアの注目度も高くなるとともに，大阪市

方面へ通勤・通学者の多い阪神地域の居住者特性から，極めてＰＲ効果の大きい施策として

位置づけられ，広域行政が主体となって取り組む中で実現する広域的な施策拡大の事例の一

つとして挙げられる。 

また，兵庫県と大阪府との連携・協働という面からいえば，第５章で取り上げた川西猪名
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川地域における「地域住民を対象にした大規模な TFP 社会実験」実施の際には，大阪府が事

務局を担当していた「北大阪地域渋滞対策検討委員会」がちょうど同時期に取り組んでいた

「阪神高速池田線を活用した一般道路の渋滞緩和実験」において，兵庫県が実施した川西猪

名川地域のTFP社会実験プレアンケート調査で協力意向のある住民 117名を大阪府側のアン

ケート調査のモニターとして採用するという広域連携の事例もある。 

  

図－7.1.2  大阪府との広域連携施策「レンタサイクルフリーデー」のチラシ 

このように，協議会を通じて施策展開していると，自治体同士が相互に工夫をしながら効

率的に交通政策を進めることにつなげられる可能性もあり，広域行政が都市圏において広域

的に取り組む効果が発揮された事例として意義づけられるものである。 

(6) 今後の課題 

しかしながら，阪神地域の取り組みを踏まえ，都市圏における交通政策を持続的に進めて

いくためには，今後いくつかの課題を解決しなければならないことも忘れてはならない。 

第一に，地方自治体には財政的な余裕がなく国の支援制度も大幅に縮小されてきたことか

ら，交通政策を実現するために，いかに継続的な事業予算を確保するかは大きな課題である。

阪神地域においても，これまでは兵庫県が主体的に予算を確保して施策の継続を図ってきた

面があるものの，今後は例えば協議会の運営経費も含め，市町や事業者にも適切な費用を負

担してもらう必要も生じてくる。 
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第二に，地方自治体がいかに組織として交通政策をサポートする体制と専属の人材を確保

するかは，依然として大きな課題として挙げられる。阪神地域の例をみても，自治体の担当

者は人事異動により毎年春には入れ替わるため，担当者が交代した構成団体を中心に，いか

にして施策実施のノウハウを組織内で円滑に引き継ぐしくみを作るのか，例えば前任の担当

者が一定期間サポートできる体制を構築するなど，課題を克服するしくみが求められている。 

第三に，施策実施の原動力となるステークホルダーの合意形成の場として機能する協議会

の事務局がいかに専門家や地域とコミュニケーションをとりながら協議会をうまくリードし

ていくのかが課題として挙げられる。阪神地域においても，県のほか実務をサポートするコ

ンサルタントも含めた事務局の果たしてきた役割が極めて大きいことを忘れてはならず，単

に事務局の担当者同士の引き継ぎだけにとどまらず，人材面，情報面，技術面において周囲

のバックアップを含めた事務局の継続性が常に議論となっている。 

第四に，協議会の事務局も含めて，協議会を通じて施策を進めてきた実務担当者の熱意や

思いをどのようにしてできるだけ忠実に繋いでいくのかは課題である。阪神地域においても，

川西猪名川地域において都市交通環境改善施策を継続して実施する大きな原動力となった

「川西猪名川地域都市交通環境改善協議会」がその役目を半ばにして解散となってしまった

ことは極めて残念な結果であり，単に報告書やマニュアルを読むだけでは，施策展開の必要

性や実務担当者の熱意や思いはうまく伝わらないことから，これらを関係者で共有・継承で

きるしくみづくりが求められる。 
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7-3 関西交通政策実務者懇話会への発展 

(1) 設立の経緯 

これまでも，交通政策を継続的に進める上で重要な要素の一つに「人材の育成・強化」及

び「情報・ノウハウや技術の蓄積・継承」があることを指摘してきたが，阪神地域で実施し

ていた都市交通環境改善の取り組みや当時開催されていた市民フォーラム(3)への出席を通じ，

京都府，大阪府，兵庫県の交通政策担当者間では人的な連携交流ネットワークが築かれてお

り，業務を通じてさまざまな情報交換を行っていた。各担当者はいずれも人事異動により担

当を離れた場合，業務で培った自身のノウハウを次の担当者へ如何に伝承するかを課題認識

として持っていた。また，そもそも都市交通環境改善施策はルーチンワークではないことか

ら，異なった施策を進めるたびにさまざまな課題や大きな壁にぶつかることが多いため，時

には専門家の意見や示唆をもらうとともに，同じ立場で交通政策に関わる実務者同士が気軽

に意見交換できる場づくりの必要性が議論となっていた。特に，交通政策のように組織や人

材に問題がある場合，同じ組織内で縦の連携が難しいという場合には，実務者がうまく横の

連携をとることによって，効率的で効果のある取り組みを継続展開していくことも一つの解

決策として考えられる。 

このような実務担当者の危機感から，2006 年 5 月に京都府と兵庫県の交通政策担当者が呼

びかけ人として主宰することにより，関西において交通政策に関わる国や府県，市町村の担

当者，交通事業者，コンサルタント，研究者を対象に，課外活動としてアフター・ファイブ

に勉強会と懇親会を組み合わせた「関西交通政策実務者懇話会」（以下，「実務者懇話会」と

いう）というネットワーク社会型の活動を始めることとなった。 

(2) 実務者懇話会の意義 

実務者懇話会は，参加者から会費を徴収しない活動であるため，開催地を京都，大阪，神

戸といった都市の無料で借りることのできる会議室を提供してもらっており，学識経験者あ

るいは実務者からの 1 時間程度の交通政策に関する話題提供と意見交換の後，懇親会を開催

するという形式で実施している。 

ようやくわが国もネットワーク社会になったが，久(2010)10) によれば，“ネットワーク社会

の構築にとって重要なのは，つながりを生み出す「プラットフォーム」の存在だといわれ，

ネットワークをつくるには，呼びかけることが必要になる。呼びかけに呼応してくれる人が

いれば，そこにつながりが生まれるが，こうした呼びかけの場や機会となるのが「プラット

フォーム」である”とあるが，実務者懇話会はまさにその典型であるといえる。 

実務者懇話会は，会則はつくらず，日頃多忙な実務者，研究者が気軽に自由に参加できる

ことをめざし，参加者それぞれが仕事の立場を忘れて，積極的なギブ・アンド・テイクをモ
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ットーに活動してきた。やはり久(2010) 11) によれば，“ネットワーク型には上下関係がなく，

つながる者同士が対等な関係となっている。そのため，情報の流れ方も水平の情報交換とな

る。また，誰とつながるかも一人ひとりの意思に委ねられた自発的なものである”とあるよ

うに，幸いにして，関西においてはこのようなネットワーク型の活動である実務者懇話会の

趣旨に賛同する仲間が増えたこともあり，表－7.2.1 に示すとおり 2006 年の設立以来 2011

年 12 月までに計 18 回の開催を数え，今後も精力的に継続していく予定となっている(4)。 

表－7.2.1 関西交通政策実務者懇話会の開催経過 

回 開催年月 開催地 参加者 話題提供のテーマ 
1 2006 年 5 月 大阪 22 懇話会設立交流会 
2  6 月 〃 22 正便益不採算 
3  8 月 京都 22 交通対策から交通政策へ 
4  10 月 大阪 16 交通政策に関する予算確保・人材確保 
5  12 月 〃 17 海外レンタサイクル事情 
6 2007 年 2 月 京都 16 モビリティ・マネジメント継続に対する課題 

7  3 月 大阪 21 
実務者向け「地域公共交通の活性化・再生新法及び関連支援

制度」の解説 
8  4 月 神戸 24 日本的都市公共交通運営スタイルの今後 
9  7 月 大阪 29 交通環境学習 
10 2008 年 2 月 〃 22 誰でもできる地域交通の住民協働による実践手法 
11  5 月 〃 37 新しいバスシステムの構築に向けて 
12 2010 年 1 月 〃 19 都市再生・元気再生と交通 
13  4 月 〃 35 やればやるほど楽しい公共交通施策 

14  10 月 〃 32 
交通基本法及び地域公共交通確保維持改善事業に関する情

報提供 
15 2011 年 1 月 枚方 37 やっぱり必要，公共交通！ 
16  4 月 大阪 35 京都市バスでの 近の取り組み 
17  6 月 長岡京 43 中山間地域に学ぶ？ 公共交通志向のまちづくり 
18  9 月 神戸 35 地域交通の考え方と役割分担～菊池市の事例から 

 
Nonaka・Takeuchi(1995) 12) によるナレッジマネジメント（知識経営）では，各人が持つ

経験や勘など言葉などで表現が難しい“暗黙知”が重要とされ，暗黙知を共有するためには

「場」の存在が鍵であるとするのが「場の理論」であるが，実務者懇話会はその「場」を提

供している取り組みといえる。 

実務者懇話会の意義としては，村尾ら(2010)13)にも指摘されるように，地方自治体職員と

国，交通事業者，コンサルタントなどの交通政策に関わる実務者が業務の受注者，発注者等

の関係から，施策に関わる本音の話がし難い関係者が一堂に会し，まじめに腹を割った話が

できる環境を作ったことが大きい。また，関西における各府県の市町村担当者同士の交流を

はじめ，行政担当者と交通事業者担当者の交流などを促すことにより，それぞれの実務展開

につながっていることも大きな意義として挙げられる。 
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(3) 成功の要因 

実務者懇話会が成功した要因としては，以下のような点が挙げられる。 

・広域行政に所属する交通政策の実務担当者が呼びかけ人として主宰したことにより，業

務を通じてつながりのある行政（国・他府県・各府県の市町村），交通事業者，コンサル

タントなど，さまざまな組織の幅広い年齢層の実務者が集まった。 

・広域行政職員による手弁当の集まりであり，会員規約も会費の徴収もない緩やかな集ま

りであったことから，参加者にとって敷居が低かった。 

・会費を徴収しないことから，京都，大阪，神戸などの都市を巡回しながら，それぞれ関

係者から会議室を提供してもらい，懇親会も基本的に段取りを依頼するなど，関係者が

事務局的な役回りを分担することにより，参加意識が高まった。 

・近畿運輸局の職員が毎回のように参加するほか，講師の学識経験者にボランティアで話

題提供者として協力してもらえたことにより，参加者の参加意欲を高めることができた。 

特に，ここでも京都府と兵庫県という広域行政の実務的立場で交通政策を担当していた 2

人が呼びかけ人となり，大阪府を巻き込んだ形で活動を始めたことが極めて大きな成功の要

因となっている。 

(4) 実務への効果 

実際，兵庫県阪神地域において広域バスマップの制作をはじめ，乗り継ぎ利便性を向上し

た使いやすい公共交通システムを構築する施策の検討・実施など広範な交通政策を進める目

的で，2005 年 9 月に｢阪神地域都市交通環境改善協議会｣の部会として設立された促進会議で

あったが，2007 年 4 月に促進会議を立ち上げた事務局担当者が人事異動することとなった。

その際，施策の継続性に危機感を抱いた実務担当者が新しい事務局担当者を実務者懇話会に

誘導することにより，人的ネットワークやノウハウの継承を図ることができ，比較的早期に

業務の継続につなげることを可能とすることに寄与した。 

兵庫県だけでなく，京都府や大阪府，京都市や神戸市などの担当者にも同様の傾向が見ら

れることから，実務者懇話会の長年にわたる継続的な開催が次世代の実務者を育成する役割

の一端を担い，次世代の担当者同士が新たに連携する役割も担うという大きな効果をもたら

している。 



－ 162 － 

7-4 まとめ 

本章では，都市圏における交通政策の実現に向けて，広域行政による交通政策推進の有効

性という面から，阪神地域における兵庫県の取り組みを通じて，広域行政が交通政策に主体

的に取り組む意義について明らかにするとともに，実務者による広域連携の取り組みである

「関西交通政策実務者懇話会」の活動について取り上げ，これらの意義と役割についても明

らかにした。 

① 阪神地域では，関係者が集う協議会を通じて広域行政が必要な都道府県や市町村と調

整を図ることにより，広域的な移動ニーズに対応した施策も比較的短期間に実施する

ことが可能となったように，広域的な移動ニーズに対応した交通政策を実施する際に

は，国の地方機関や都道府県をはじめとする広域行政に広域調整の役割が求められる。 

② 都市交通環境改善施策では交通問題が生じる原因地域・発生地域と，交通施策を実施

する地域が異なることが多いため，利害関係から合意形成ができずに施策実施が困難

となることが多いが，阪神地域では広域行政が関係者と連携した協議会の運営や関係

者間の調整などについて実務的な役割を果たすことによって，市町調整のほか国土交

通省や公安委員会との相互調整などを可能とし施策実施が図りやすくなった。 

③ 阪神地域では，広域行政主体による協議会等を通じたステークホルダーの横の連携に

より担当者のノウハウや技術が都市圏全体として蓄積され，担当者の個人的な負担が

小さくなるとともに，協議会が地域における交通政策の長期的な方向性を示すことに

より，交通政策に関わる担当者の意識変革につながった。 

④ 阪神地域では兵庫県と大阪府による連携事例が生まれたように，広域行政が主体とな

って取り組む広域的な施策については，マスメディアの注目度も高くなるとともに，

極めてＰＲ効果の大きい施策も実現する可能性がある。 

⑤ 広域行政の交通政策実務者が主宰する実務者懇話会は，地方自治体職員と国，交通事

業者，コンサルタントなどの交通政策に関わる実務者が一堂に会し，まじめに腹を割

った話ができる環境を作ったことがその成功要因として大きいだけでなく，関西にお

ける各府県の市町村担当者同士の交流をはじめ，立場を超えた実務者同士の交流の場

を継続的に提供することにより，それぞれの実務展開につながり，次世代の交通政策

実務者を育成する役割の一端を担い，次世代の担当者同士が新たに連携する役割も担

うという大きな効果をもたらした。 

一方で，交通政策の実現に向けては，協議会の運営を含めた継続的な予算の確保，実施組

織・体制や専属の人材の確保，事務局のコミュニケーション能力，施策に対する実務担当者

の熱意や思いの継承が今後の課題として挙げられることも明らかにした。 
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【補 注】 

(1) 2011 年 4 月 1 日現在の全国にある広域連合 115 団体を見ると，わずかに南信州広域連合の事務

事業に「広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に必

要な連絡調整」という記載があるのみである。例えば，関西広域連合の場合，取り組んでいる事

務事業は広域防災，広域観光・文化振興，広域産業振興，広域医療，広域環境保全，資格試験・

免許等，広域職員研修の 7 分野となっている。 

(2) 交通社会実験として，ＰＣ・携帯端末で利用できる「えきバスねっと。」，鉄道駅設置型の「えき

バスびじょん。」を導入している。URL：http://www.ekibus.net/info/ 

(3) 「京都の公共交通の未来を創る市民フォーラム」の内容については，村尾ら(2010)14) に詳しい。 

(4) 「関西交通政策実務者懇話会」の設立当初から現在までの活動内容の詳細については，

http://homepage1.nifty.com/wanpaku/policy/を参照。 
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第第８８章章  交交通通政政策策のの実実現現にに向向けけたた新新たたなな連連携携ののアアププロローーチチ  

海外の先進的な都市では，クルマ社会の急速な進展により生じた都市問題の弊害を反省し，

クルマ中心から人中心に転換して総合的な交通政策を行い，広域的なアプローチにより持続

可能な都市再生が行われており，今や欧米を中心に世界中で多くの成功事例を見ることがで

きる。これらをみると，いずれも新しい法制度のもと地域が重要視され，地方分権による地

域への権限と財源の移譲を伴った政策意図が存在し，政治や行政主導の市民を巻き込んだ大

きな流れとなっている。 

わが国においても，長く停滞する都市問題を解決するためには，国と地方の役割分担を明

確にした上で地方分権を進め，地域が自らの権限と責任で迅速かつ的確に，持続可能なまち

づくりを進めることが叫ばれている。広域的なアプローチにより持続可能なまちづくりを進

めるためには，交通政策の果たす役割は極めて重要であり，特に地域が予算と人をつけて交

通政策を進めるしくみをつくることが必要である。 

このような背景を踏まえ，2008 年度から 2 ヶ年にわたり，持続可能な都市・地域の再生に

不可欠な総合交通政策を実現するために，どのような枠組みや制度設計が必要となるのかに

ついて，関西において交通政策に携わった経験のあるさまざまな立場の地方自治体職員が中

心となって，土木学会関西支部共同研究グループ「地方分権による総合的な交通政策に関す

る研究会」（以下，「交通政策研究会」という）を結成し，主に行政側の視点により議論を展

開した。交通政策研究会では，現在の都市・地域が持つ課題認識を踏まえ，諸外国の事例を

調査・分析したうえで，総合交通政策に一体的に取り組むための新たなしくみについて検討

するとともに，折しも民主党による政権交代が行われ，国レベルで交通基本法の制定に向け

た取り組みが始められたことから，あるべき交通基本法についての提言活動を行った。 

本章では，本田ら(2010) 1) をもとに，関西において展開されてきた交通政策研究会の活動

について取り上げ，地方自治体職員が主体となった交通政策の実現に向けた新たな広域連携

のアプローチとして，日常業務を越えた交通政策に関連する研究活動を通じて議論された，

わが国の交通政策に対する課題認識，総合交通政策を実現するために必要と考えられる計

画・実施主体としての広域ガバナンスの必要性，制度設計のあり方，及び交通政策のビジョ

ンを示す法律として「交通基本法」に期待される理念と変革すべき交通政策の制度設計に関

する内容を考察することによって，都市圏における交通政策の実現に向けた有益な知見を示

そうとするものである。 
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8-1 交通政策研究会の設立経緯 

地方分権による総合的な交通政策を実現するための枠組みや制度設計について検討するに

は，実際に地域の現場で交通政策に携わったことのある実務経験者で，かつ問題意識を持っ

た地方自治体職員による議論が必要である。 

そこで，前章「関西交通政策実務者懇話会」に参加していた自治体職員，及び「特定非営

利活動法人持続可能なまちと交通をめざす再生塾」（以下，「再生塾」という）の主催で 2007

年 8 月から始まった第 1 期再生塾研修会基礎コース(1) に参加していた自治体職員に呼びかけ

た結果，表－8.1.1 に示す都道府県職員 3 名と市町村職員 5 名が集まることとなった。この 8

名に加え，学識経験者 8 名，コンサルタント 2 名の計 18 名が集まり，2008 年 4 月から土木

学会関西支部の共同研究グループ「地方分権による総合的な交通政策に関する研究会」を設

立，議論をスタートすることとなった。 

表－8.1.1  交通政策研究会に参加した地方自治体職員 8 名の内訳 

都道府県 京都府，大阪府，兵庫県 

市 町 村 
兵庫県神戸市，尼崎市，西宮市 
大阪府豊中市，京都府京丹後市 

 

表－8.1.2  交通政策研究会の活動経過 

回 年月日 議題・論点 
1 2008. 5. 27 自治体からみた交通政策の課題 
2  6. 24 交通政策の課題，総合交通政策の適正規模 
3  7. 30 海外事例文献調査のポイント 
4  9. 5 交通政策に関する海外事例報告 
5  10. 10 地方分権と交通政策の関係 
6  10. 29 課題の洗い出し，公共交通活性化・再生法 
7  11. 21 京都府京丹後市長及び市ＰＴとの意見交換 
8  12. 8 韓国における事例報告 
9 2009. 1. 15 研究会活動方針の再確認 

10  2. 20 2009 ワークショップ，研究会中間報告のイメージ 
11  3. 12 研究会の中間成果報告 
12  5. 18 海外事例，日本の現行制度の課題の整理方法 
13  7. 23 研究会報告書のストーリー，今後の進め方 
14  8. 26 交通政策に対する課題の再確認 
15  10. 1 研究会報告書のとりまとめに向けて 
16  11. 10 広域連合，交通基本法のイメージ 
17  12. 17 広域連合の内容・役割・組織，交通基本法 
18 2010. 1. 19 研究会提言書の構成イメージ，具体的なまとめ方 
19  2. 16 研究会提言書の内容，民主党の交通基本法案 
20  3. 18 2010 共同研究グループワークショップの内容 
21  4. 23 2010 ワークショップ，土木計画学の論文 
 2010. 5. 22 2010 ワークショップ（土木学会関西支部） 
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交通政策研究会は 2008 年 5 月から約 2 年間，いずれもアフター・ファイブの午後 7 時か

ら約 2 時間，およそ 1 回／月の割合でメンバーが集まり，通常業務の合間を縫って合計 21

回にわたり議論を展開した。 

8-2 交通政策に対する課題認識 

総合的な交通政策を進めるうえでの課題については，村尾ら(2010) 2) にも詳しいが，まず

交通政策研究会では，わが国において総合的な交通政策がなぜ進まないのか，何が課題とし

て挙げられるのかについて地方自治体職員が意見を出し合い整理したところ，下記のとおり

大きく 4 つの論点が浮かび上がった。 

(1) 交通政策にかかる組織・人材 

第一に，これまでの交通政策は国が権限と財源を持って進めてきたことから，ほとんどの

地方自治体では交通政策が自治体行政政策の中で本来業務として位置づけられていないこと

が挙げられる。すなわち多くの地方自治体では，総合的な交通政策に取り組む組織がなく，

専任職員が不在で人材の集積・育成も行われていないなど，交通政策に取り組む体制が整っ

ていないのが現状といえる。地下鉄やバスを運営する交通局をもつ自治体でさえも，公共交

通をまちづくりの一部としてコントロールする組織がないことが多い。 

国土交通省の報告 3) でも，市町村のおよそ 9 割では公共交通を担当する専任担当者がおら

ず，どのようにして交通政策に携わればよいのかわからない状況にあると指摘されており，

交通政策研究会での論点が裏付けられる結果となっている。公共交通は交通政策の大きな柱

の一つであるにもかかわらず，大半の市町村では公共交通に取り組む部署も担当者も不在と

いうのが現状である。 

したがって，地方自治体では首長の強いリーダーシップか，特定の個人の意気込みや熱意

がない限り，継続的に交通政策を推進することは困難といえ，交通政策に関わる実務担当者

はもともと母数が少ないことに加え，短い周期で行われる人事異動により，せっかく得た知

識や技術を継承していく体制になく，年度が変わるたびに施策が“一からのスタートの繰り

返し”となることが多い。 

(2) 交通行動圏域と行政区域の不一致 

第二に，日本の市街地が行政区域の境界を越えて拡大し，一体的な都市圏を形成している

中で，通勤・通学トリップをはじめ買い物や通院などの自由トリップも含めた住民の交通行

動圏域は基礎自治体の区域内では完結せず，府県をも含めた複数の自治体をまたぐことが多

いにもかかわらず，地域交通にかかる施策は，都道府県単位または市町村単位で計画され実

施されることが極めて多いため，住民の移動ニーズと自治体の進める交通政策が一致しない
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ことが多く，さらに地方分権と生活圏域の広域化はこの不一致を一層拡大する可能性が高い。 

都市部においても地方部においても，鉄道やバスなど公共交通は複数の自治体にまたがっ

て運行している場合が多いが，自治体ごとに取り組む交通政策が一致しないことが多いため，

隣接都市同士でさえその連続性が担保されているとは言い難い。 

(3) 困難を極める合意形成 

第三に，地域で総合的な交通政策に取り組むためには，まちづくりを行う市町村，運輸監

理を行う国，道路管理を行う国・府県・市町村，交通管制・交通規制を管轄する公安委員会，

公共交通を運行する事業者，地元住民など，きわめて多岐にわたるステークホルダーとの調

整が必要とされるため，その調整に長い時間がかかるなど，合意形成は困難を極めている。 

特に，公共交通の利用促進を図る際に TDM 施策とのパッケージアプローチは欠かせない

が，自動車の交通規制を行う交通管理者との調整は最も大きな壁であり，中でも市町村が主

体の TDM 施策において，その上位行政体である都道府県警察との合意形成を図ることが極

めて険しいのが現実である。 

(4) 交通政策にかかる権限・財源 

第四には，交通政策を実施しようとする地方自治体において，施策を進めるための必要な

権限及び財源がないことが挙げられる。 

関西では公共交通ネットワークが発達しているにもかかわらず，乗り換えのたびに料金が

かかって自由な移動が妨げられているという実態があることに対し，公共交通による移動を

大幅に改善するためには，例えば乗り換えにかかる運賃割引制度を導入することが考えられ

るが，割引に対する原資を事業者に押しつけることはできないため，政策運賃割引にかかる

減収分については，地方自治体が補填するなどの政策とセットであることが前提となってく

る。しかしながら，公共交通の運賃については，国が一定の関与を行うしくみになっており，

地域が都市政策上必要な運賃設定が自由にできるしくみにはなっていない。 

また，地方自治体では，交通政策を推進するための独自財源が担保されておらず，担当者

が施策実施のためにエネルギーを費やして予算要求しても，庁内における施策の優先順位の

評価が相対的に低いため，財政部局には理解を得られないことが多く，毎年の予算確保が極

めて困難な状況にある。近年は，国による公共交通活性化総合プログラムや「地域公共交通

活性化・再生事業」の実施に伴う補助制度が拡充してきた面が多少あるものの，いずれも最

長で 2～3 年の時限的措置であること，制度の改正により 2011 年度から大幅に補助が縮小さ

れたことなどにより，施策の継続性が保証されているとはいえず，補助が切れたら施策が自

然消滅という状況が起こっている。 
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8-3 海外事例から学ぶ 

第２章でも既に概観したとおり，欧米をはじめとする諸外国における交通政策や交通計画

制度に関する研究・報告については，阪井(2008) 4) などをはじめ数多く見られる。 

交通政策研究会では，収集できる範囲でメンバーそれぞれが海外における総合交通政策に

関する事例を整理した。なお，収集資料を整理する際には，諸外国と日本とでは風土も考え

方も異なるため，各事例の成功要因だけを参考にすることにした。このうち，表－8.3.1 はイ

ギリス，フランス，ドイツ，アメリカ，韓国において地域交通の地方分権化など交通政策に

ついて位置づけた法制度，交通計画，実施主体，法の理念，財源について，簡単に整理した

ものである。これらの国では，1970 年代以降にいずれも交通に関する基本的な法律を制定し

たうえで，法に基づいて地方分権により地域が主体的に交通計画を策定し，主に都市圏単位

で交通政策が進められている。 

また，イギリスでは持続可能な交通，統合交通，フランスでは交通権，ドイツでは移動弱

者への配慮，アメリカではモビリティの効率化，燃料消費・大気汚染の最小化，韓国では交

通政策による総合的な調整強化，交通機関の効率的な交通体系の構築など，交通政策に対し

てそれぞれの国が明確な理念を掲げるとともに，財源として国（中央政府）や州政府による

予算補助，あるいは交通負担金制度，都市交通特別会計，交通基金といった地方自治体の自

主課税権により交通政策を推進している。 

表－8.3.1  交通政策について位置づけた海外の法制度等の事例 

 イギリス フランス ドイツ アメリカ 韓国 

法律／年 
2000 年交通法／

1985 

国内交通基本法／

1982 
交通法典／2010 

自 治 体 交 通 助 成

法／1971 
近 距 離 公 共 交 通

地域化法／1996 

連邦法 
陸 上 交 通 輸 送 効

率化法／1991 

交 通 効 率 化 法 ／

1999 
都市交通整備促進

法／2005 

交通計画 
地方交通計画（ＬＴ

Ｐ） 

都 市 圏 交 通 計 画

（ＰＤＵ） 

公 共 旅 客 近 距 離

交 通 需 要 計 画 ／

整備計画 

地域交通計画（ＲＴ

Ｐ） 

都市交通整備基本

計画 

公共交通政

策担当組織 

公共交通執行委員

会（ＰＴＥ） 
都市圏連合 

広域交通連合（広

域 都 市 圏 総 合 交

通経営体） 

都 市 圏 計 画 機 構

（ＭＰＯ） 

市・郡，広域交通

圏域連合あり 

主な理念 

生活の質，持続可

能な交通，統合交

通，公共交通の優

先，社会的効率性

（≠採算性） 

交通権 

（基本的人権） 

生存配慮（移動弱

者への配慮） 

モビリティの効率

化，燃料消費・大

気汚染の最小化 

交通政策による総

合的な調整強化，

交通機関の効率的

な交通体系の構築

財源 

中央政府の予算補

助（計画評価と成

果主義），自主課

税権 

自主課税権（交通

負担金制度） 

中央政府・州政府

の予算補助 

中央政府・州政府

の予算補助，自主

課 税 権 （ 交 通 基

金） 

中央政府の予算補

助 ， 自 主 課 税 権

（都市交通特別会

計） 

出典：阪井(2008) 5) をもとに追加・修正して加工 
 

これら海外における交通政策の制度変革の象徴として位置づけられるのが LRT（Light 

Rail Transit：次世代型路面電車システム）であり，一部の例外を除いて，LRT は都市圏に
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おける基幹的な公共交通機関として計画され，その運営は都市圏ごとに行われている。 

欧米を中心に，日本では未だに時代遅れの公共交通と認識される路面電車が LRT として生

まれ変わり，人にも環境にもやさしく，誰もが移動しやすいユニバーサルデザインの公共交

通として再評価され，都市再生の切り札として次々に導入されており，上記のうち韓国を除

く 5 カ国においても，LRT を都市圏の基幹的な公共交通機関として位置づけて都市再生を図

っている都市が少なくない。図－8.3.1 は，1978 年以降の LRT の新規建設都市数の推移を示

したものであるが，カナダ・エドモントンで 1978 年に最初の LRT が登場して以降，30 年あ

まりの歳月の中で新規に LRT が開業した都市はこれまでに世界で 120 都市に迫り，今後も毎

年のように開業するという勢いである。 

1978年以降のＬＲＴ開業都市
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出典：宇都宮・服部(2010) 6) 

図－8.3.1 世界におけるＬＲＴ開業都市の推移 

日本に先んじて，1970 年代から過度なクルマ依存が引き起こした都市問題に直面した欧米

では，「サステイナブル・シティ（持続可能な都市）」を旗印に，クルマ中心のまちづくりを

反省して，LRT の導入を柱に歩行者や自転車，公共交通を優先して受け入れるヒューマンス

ケールのまちづくりへと，その方向性を修正してきたものであり，「都市空間利用の再配分」

と呼ばれている。新たに LRT を整備した都市の多くでは，モータリゼーションで疲弊した都

市が再び人と環境にやさしい空間へと変貌を遂げ，まちには活気がよみがえり，人々の生活

の質（Quality of Life）が大幅に向上したことが知られている。 
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8-4 広域都市圏における交通政策を推進する広域ガバナンスの必要性 

(1) 交通に特化した広域ガバナンスの提案 

関西において交通政策に関わった経験のある地方自治体職員がコアとなる交通政策研究会

では，地方自治体職員による課題認識をもとに，海外の先進事例を踏まえて議論するなかで，

少なくとも京阪神都市圏を含む関西における広域都市圏において総合交通政策をめざすため

には，現行の府県や市町村という行政区域の枠組みでは，自治体間を越えた調整が困難で時

間を要することから，地域住民や公共交通利用者の移動実態を踏まえた生活圏域に対応した

交通計画を策定し，その実施・調整主体となり，専門性と継続性を持つ交通に特化した広域

ガバナンスが必要ではないかとの提案に至った。 

なお，関西においては分権型社会を実現するために，滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・

和歌山県・鳥取県及び徳島県からなる「関西広域連合」が 2010 年 12 月 1 日に設立され，防

災や観光など 7 分野において広域的連携の取り組みが始まっていることから，交通政策研究

会の提案では，交通分野に特化した広域ガバナンスを別に「交通圏域連合」という名称で位

置づけることとした。 

(2) 交通圏域連合の必要性 

図－8.4.1 は京阪神都市圏の都市特性を踏まえ交通行動圏域をイメージ化したものである

が，大阪市，神戸市，京都市が存在する京阪神都市圏の都市の交通特性を分析すると，府県

を越える移動の実態，都市間の強い相関関係などから，交通行動圏域に応じた広域的な連携

の必要性が見えてくる(2)。 

大阪府

京都府

兵庫県
滋賀県

奈良県

和歌山県

姫路市

和歌山市

大津市

京都市

神戸市

大阪市 奈良市

堺市

後背地

府県境界

 

図－8.4.1 京阪神都市圏における交通行動圏域のイメージ 7) 

京阪神都市圏における交通圏域連合内の交通政策については，大きく京阪神都市圏広域で

実施する計画，各都市圏で実施する計画，市町村で実施する計画というように，階層性を持

たせることが必要である。また，対象とする交通の目的別に計画主体が異なっても良いし，

通勤・通学などのピーク時の交通と買い物・通院などのオフピーク時の交通で計画主体や権
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限が異なっても良い。京阪神都市圏以外を考える場合でも，大都市圏，都道府県，中核市な

ど圏域の大小や中心都市の違いはあるものの，交通行動圏域は都市圏単位の階層的な枠組み

が基本となることから，総合的な交通政策は交通圏域連合で進めていく必要がある。 

8-5 交通基本法に期待される理念と変革すべき制度設計の内容 

わが国の交通にかかる法制度は，都市成長期におけるシビルミニマム確保に向け効率的な

インフラ整備を進める時代には，国を主体とした中央集権方式により一定の役割を果たして

きた。しかし，都市成熟期に入った現在では，国内の地域ごとに抱える課題内容と大きさに

差異があるため，その解決方法も異なるが故に，市民生活の質と地域経済の持続性を維持・

向上していくためには，従来のような個別の現行法制度だけで施策を進めるしくみは見直さ

れるべきではないかと考える。 

交通政策研究会では，交通圏域連合の必要性を踏まえたうえで，わが国で総合的な交通政

策をめざすために，国以外の広域的自治体，基礎的自治体にどのような権限や役割分担，連

携が必要なのかという制度設計のあり方について議論を深めた結果，わが国に欠けている持

続可能な交通政策のビジョンを示す法律をつくることが必要であるとの結論に至った。 

図らずも，国土交通省では交通政策全般にかかわる課題，将来の交通体系のあるべき姿，

交通にかかる基本的な法制のあり方等について検討を行うため，2009 年 11 月から「交通基

本法検討会」を開催するとともに(3)，「交通基本法」の制定に向け幅広く国民からの意見を募

集しようと，2010 年 2 月 1 日から 3 月 2 日までの間，パブリックコメントが実施された(4)。

交通政策研究会では，このタイミングを提言の一つの機会と捉え，国が検討する「交通基本

法」制定の取り組みに対し，同法に反映すべき内容について改めて議論し直し，意見集約し

た内容について，2010 年 3 月 3 日に国土交通省道路局及び都市・地域整備局の担当者をはじ

めとする関係者に直接説明を行う機会を得た。 

ここでは，交通政策研究会における議論，国土交通省担当者等との意見交換を通じ，地方

自治体の立場から交通政策のビジョンを示す法律として，わが国の「交通基本法」に期待さ

れる理念と変革すべき制度設計に関する内容について示す。 

(1) 交通基本法に期待される理念 

① 交通政策のビジョンと基本方針を明らかにする 

最も重要なことは，国としての交通政策のビジョンと基本方針を法の前文で明確にしたう

えで交通基本法を制定することである。海外の事例でも，いずれも国としてめざす方向や理

念を明確にしており，幹になる交通基本法と具体的な交通手段ごとの法律（運用法）との体

系をはっきりと位置づけることも求められる。 
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② 交通の優先順位を明確に打ち出す 

交通基本法の基本理念として，国民に対して法律の意図をわかりやすく示すことが必要で

あり，特に公共交通の位置づけについて明確化することが求められる。 

本来は，環境的に持続可能な交通という意味で，理念の中に自動車交通の抑制を明確に打

ち出す交通基本法にする必要があるものと思われるが，特に地方部等では現実的に自動車が

なければ生活できない地域も多いことも踏まえると，まず過度な自動車利用抑制にインセン

ティブが働くよう，交通の優先順位を明確に打ち出すことが求められる。 

③ 公共交通を社会的共通資本と位置づける 

豊かな経済生活を営み，優れた文化を展開し，人間的に魅力ある社会を持続的，安定的に

維持することを可能にするような自然環境や社会的装置は「社会的共通資本」と呼ばれ 8)，

道路，公共交通などの社会インフラのほか，教育，医療などの制度資本が社会的共通資本の

重要な構成要素であるとされる。一方，わが国では，公共交通は民営主体で経営されてきた

ことから，経営が悪化してきた近年においても採算のみで存廃が判断されることから，地方

部を中心に全国的に公共交通を維持することが不可能となってきているのが現状である(5)。 

したがって，わが国が持続可能な地域社会をめざすためには，交通基本法の理念の中に公

共交通を社会的共通資本として位置づけることが求められる。 

(2) 交通基本法として変革すべき制度設計の内容 

① 交通政策の役割分担 

総合的な交通政策の実現に向け，国の扱う範囲と交通圏域連合を含めた地方の扱う範囲を

きちんと仕分けすることが求められる。特に，地方自治体では組織と人材なしには総合的な

交通政策の実現は不可能であり，交通政策に人と金を投入せざるを得ないしくみにしていく

必要があるため，交通基本法には交通政策を地方自治体の本来業務としてきちんと位置づけ

ることが求められる。また，政策の実効性を担保するには，韓国・ソウル特別市で交通改革(6) 

を計画・実施した「ソウル市政開発研究院（SDI）」のように，政策立案から意思決定，実行

にまで責任を持つ専門家組織を地方自治体で設置できるよう，法に位置づけることが望まれ

る。 

② 都市圏単位での交通政策の計画・実施 

現行の都市計画は，都道府県境，市町村境で計画の整合がとれていないのが最大の課題と

認識されている。これを踏まえると，交通基本法は都市計画の課題が繰り返されない法とす

る必要がある。したがって，交通基本法は現行の地方制度や行政区域を前提とした枠組みに

とらわれずに，地域の交通行動の実態に即した広域的な都市圏（生活交通圏）単位で交通政

策を進めるべきであり，その実施主体となるべき交通圏域連合についても法の中に明確に位
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置づけることが求められる。 

③ 財源の明確な位置づけ 

交通基本法で位置づけられる交通政策の実施にあたり，これまでどおり国が財源を調達す

るのか，一部でも地方自治体が直接財源を調達できるようにするのか，あるいは地方自治体

の新たな財源として，諸外国のように混雑税，ロードプライシング，駐車違反の反則金等 TDM

を含めた交通管理による自主課税権を創設するのかなど，財源の確保については最も重要な

ポイントになることから，交通基本法の中に明確に位置づけることが求められる。あわせて，

これら予算は圏域で交通計画を策定しなければ確保できないしくみとするなど，単なる事業

補助とは異なる政策的な支援のしくみを位置づける必要がある。 

④ 交通管理政策の新たな位置づけ 

海外事例を見ると，凶悪犯罪等を扱う国家警察や都道府県警察と交通警察は完全に役割を

分離している事例が多く，交通管理については基礎自治体に権限が委ねられていることが多

く，日常の交通規制などは市の権限となっている。また，韓国の都市交通整備促進法のよう

に，TDM を法律で明確に規定し，例えばロードプライシングや交通違反金を公共交通の運営

に充当するといった事例もある(7)。 

わが国の交通管理は都道府県警察に権限があることから，交通規制を伴う TDM 施策を実

施するには多大なエネルギーが必要で，交通実験は可能でも本格実施まで至らない場合が大

半である。総合的な交通政策として必要な TDM を実施するために，交通管理者の位置づけ，

交通管理にかかる権限をどのように整理するかは重要な視点であり，交通基本法には交通政

策を進める自治体が TDM を実現できるよう現行の交通管理の制度設計と制度運用のあり方

を変革し，取り締まり権限の役割分担の再構築等についても位置づけることが求められる。 
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8-6 まとめ 

本章では，交通政策研究会の活動について取り上げ，地方自治体職員が主体となった広域

的な取り組みを通じて，わが国における交通政策の課題を鑑み，総合交通政策を実現するた

めに必要と考えられる計画・実施主体と制度設計について考察した。 

その結果，関西はもとよりわが国で総合的な交通政策を実現するためには，移動実態に即

した広域都市圏で交通政策に取り組むことが必要であることから，欧米と同様に専門性と継

続性を持つ交通分野に特化した広域ガバナンスが必要であること，持続可能な交通政策のビ

ジョンを示す法律を整備し，現行法との体系づけを明確にした上で，法の中には交通政策に

おける国の役割と地方の役割の範囲を明確に仕分けして，都市圏単位で交通政策を進めるし

くみや，政策の実効性を担保する組織と財源のしくみを明確に位置づけること，地方が TDM

を実施するための交通管理のしくみについて位置づける必要があることを示した。 

阪神地域の取り組みにおいても，隣接する地域との調整が生じてきた場合には，兵庫県よ

り広域のガバナンスの枠組みによる交通政策が必要とされることから，今後わが国において

は交通政策研究会が提案した交通圏域連合など実効性のある適切な範囲を対象にした執行機

関が交通政策を実現できるような制度とすることが求められる。 

一方で，2009 年に国から示された「交通基本法案」では，交通政策に対する国や都道府県

の役割のほか，交通基本計画は国，都道府県，市町村がそれぞれ策定する旨の条文が盛り込

まれていたのに対し，2009 年から 13 回にわたって開催された「交通基本法検討会」を経た

後の条文においては，政府が進める地域主権の主旨に反するという理由から，地方自治体に

よる交通基本計画に関する条項は削除され，交通政策における地方の役割が極めて不明確な

内容に修正されるなど，「交通基本法」に関する今後の行方が憂慮される。 
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【補 注】 

(1) 第 1 期再生塾研修会基礎コースの活動については，正司ら 9)，村尾ら 10) を参照。 

(2) 本田ら(2010) 11) では，2 府 4 県からなる京阪神都市圏には人口 10 万人を超える都市が 40 都市

あるが，平成 17 年国勢調査結果から都市の中心性による類型化を行うと，①大阪市は京阪神都

市圏の中心として，府県境を越えた計画調整の必要があり，市域内における交通政策は，周辺都

市からの昼間人口の流入にも対応できるよう計画する必要がある，②神戸市，京都市，姫路市，

和歌山市の 4 都市は県庁所在市または地域中心都市で，自市域を中心とした交通政策を計画でき

る都市であるが，市域に接する都市についても交通政策の計画対象として一体的に計画する必要

がある，③それ以外の都市は，自市域への流入もある一方で流出も多く，一定の中心性は持つも

のの他都市の影響も受ける都市で，他都市との関係を考慮した交通政策の計画調整が必要な都市

であると分析している。 

(3) 「交通基本法検討会」については，国土交通省ホームページ「交通基本法検討会について」URL：

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000040.html を参照。2009 年

11 月 13 日に第 1 回検討会が開催され，2010 年 6 月 7 日（第 13 回検討会）まで開催された。 

(4) 「交通基本法」については，2011 年 3 月 8 日に閣議決定・上程されたものの，2012 年 1 月現

在でも未だ国会で継続審議とされており，次期通常国会で審議されなければ廃案となる可能性が

高いとされる。 

(5) 地方部のローカル線を中心とした旅客鉄道では，2001 年度から 2009 年度までに全国で 33 線の

計約 635km が廃止され，2007 年度における 96 のローカル線の鉄軌道営業損益は，黒字計上の

鉄道は 26 社だけで，残り 7 割強の 70 社が赤字計上という状況である 11)。 

(6) 韓国・ソウル特別市の交通改革については，「ソウル市のバス再編における合意形成プロセス」

（第 32 回運輸政策セミナー，平成 20 年 3 月）ほかに詳しい。 

(7) 韓国の都市交通整備促進法第 15条から第 32条は，TDMについて規定された内容となっており，

ロードプライシングや交通誘発負担金，地方都市交通事業特別会計等についても定めている。 
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第第９９章章  結結  論論  

(1) 研究のまとめ 

本研究では，広域行政が進める交通政策の事例として兵庫県阪神地域における都市交通環

境改善施策の成果について示し，都市圏における交通政策の実現に向けた広域行政の実務的

役割について有益な知見を提供することを目的に研究を行った。 

まず，第２章においては，本研究における広域行政の定義を明確にするとともに，海外に

おける広域ガバナンスによる広域計画や交通政策のほか，都市圏における交通政策，TDM や

交通社会実験，MM など個別の交通環境改善施策を取り上げた既往の研究や国内外における

交通政策の制度に関する既往研究についてレビューを行うとともに，本研究の位置づけを示

した。 

次に第３章では，全国の先進的な交通社会実験事例を通じて得た知見から都市交通環境改

善施策推進の課題について整理し，実施体制に関する課題として，ほとんどの地方自治体で

は「専従の交通政策担当者がいない」ということ，関係者間の合意形成に関する課題として，

TDM 施策に対する国と都道府県，都道府県と市町村，国と警察などの行政間の調整，及び行

政組織内部の調整が極めて難しいということ，予算に関する課題として，できるだけ国から

の継続的な予算付けをもらうことが望まれるものの，自治体が自らの単独予算を確保してお

くことが必要となること，情報公開及び参画と協働に関する課題として，住民や道路利用者

等に対し少なくとも施策に関する十分で適切な情報発信が行われることが必要であり，どの

ような形で具体的に地域に参画してもらうかを考え，常に情報交換を行いながら取り組みを

進めていくことを指摘した。 

第４章では，兵庫県における交通計画の立案・検討の流れを示し，施策展開の柱となる交

通計画の策定，施策の実効性を担保するための実施体制についてまとめ，広域行政による交

通政策実務の展開への基盤づくりの必要性について明らかにした。 

具体的には，兵庫県では交通基本構想の中でハード整備中心の交通体系整備だけでなく，

ソフト施策として TDM や公共交通への誘導など自動車抑制の考え方を示したことが大きな

意識改革につながり，これに基づいて策定した交通基本計画では，大胆に“より人を重視し

た交通政策へ”舵を切り，積極的に自動車抑制を促す TDM や MM を新たな施策体系の中に

位置づけたことが施策展開の重要なポイントとなったことを示し，それにとどまらず計画の

実施検討を行って課題にまで踏み込むことにより，市町の担当者に実際の施策の具体的なイ

メージを持たせて実現へのインセンティブを与えることができたことも示した。加えて，施

策実施への社会的な合意形成に向けた組織づくりに着手し，さまざまな利害関係者との調整
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に極めて多大なエネルギーと労力を要しながらも，結果的に「阪神地域都市交通環境改善協

議会」を設立することができたことにより，施策実施に向けた次のステップとなったことを

示した。 

第５章では，兵庫県が川西猪名川地域において多年度にわたって MM 施策を実施してきた

事例を通じて，広域行政が主体となった地域住民の参画と協働による都市交通環境改善の取

り組みの成果をその知見として明らかにした。 

具体的には，地域の交通問題解決を図ることを目的として TDM 施策等の都市交通環境改

善施策を実施してきた「川西猪名川地域都市交通環境改善協議会」が存在し，協議会構成員

の間に施策をより効果的に進める必要があるという共通認識を持っていたこと，MM 施策実

施の上で中心となる専門家としての学識経験者や行政の実務担当者，あるいはそれをサポー

トするコンサルタントの間に，川西猪名川地域における MM 施策への取り組みに対する熱意

が共有されており，綿密なコミュニケーションをとりながらチームワーク良く進めることが

できたこと，長年にわたってコミュニケーションのとれた固定メンバーで臨むことができた

ことが継続実施できた大きな理由であり，川西市清和台自治会をはじめとする地域住民の施

策への積極的な参画と協働があったことが理由として挙げられるが，企画段階から実施段階

にわたって，県の担当者が綿密に地元とコミュニケーションをとることにより信用を得るこ

とができ，専門家も交えてうまく役割分担を行いながら進めたことが継続的な取り組みにつ

ながったことを知見として整理した。 

第６章では，兵庫県が阪神地域において実施してきた「阪神都市圏広域バスマップ」制作・

継続の取り組み事例を通じ，地域の NPO を含む多主体の連携による公共交通利用促進の取り

組みの成果と課題について，その知見として明らかにした。 

具体的には，実施体制に関する知見として，地域が自ら取り組みを実践して運用するしく

みが必要で，地域の NPO など利用者の立場で参画できる組織とともにステークホルダーが一

堂に会する協議会で取り組む必要があること，都市圏では圏域を束ねる広域行政が主体とな

り，地域，行政，交通事業者がそれぞれ役割分担し協議を重ねながら取り組むことにより，

継続的な取り組みにつなげることが可能となることを示した。 

また，施策の継続に関する知見として，広域バスマップはそれ自体が目的ではなく，あく

までも公共交通利用促進のためのツールであり，広域バスマップをきっかけにして協議会の

構成メンバーが地域の利用者ニーズに対応した公共交通の利用促進に向けて議論を続けてき

たことに大きな意義があり，実際に事業者や行政がさまざまな形で連携，共同しながら，公

共交通を利用しやすくする取り組みを行う事例が出てきていること，取り組みの継続により

協議会に参画する構成メンバーの意識が徐々に変わっていくことこそが大きな成果であるこ

とを示した。 



－ 180 － 

第７章では，交通政策の実現に向けて，都市圏において広域行政が主体的になって交通政

策に携わる意義について明らかにするとともに，今後の課題について整理した。 

具体的には，都市圏全体を対象とする交通政策では，広域的な移動ニーズに対応した交通

政策を実施する際には，国の地方機関や都道府県をはじめとする広域行政に広域調整の役割

が求められること，広域行政が関係者と連携した協議会の運営や関係者間の調整などについ

て実務的な役割を果たすことによって施策実施が図りやすくなることを示すとともに，広域

行政主体による協議会等を通じたステークホルダーの横の連携により，自治体担当者や事業

者のノウハウや技術が都市圏全体として蓄積され，担当者の個人的な負担が小さくなるとと

もに，協議会が地域における交通政策の長期的な方向性を示すことにより，交通政策に関わ

る担当者の意識変革につながることを示した。一方で，今後の課題についても考察した。ま

た，広域行政の交通政策実務者が主宰する「関西交通政策実務者懇話会」の活動について取

り上げ，懇話会を通じた実務者同士の交流促進がそれぞれの実務展開につながっているとい

う意義について示し，この継続的な開催が関西における次世代の交通政策実務者を育成する

役割の一端を担っていることも明らかにした。 

最後に第８章では，交通政策の実現に向けた一つの新たな広域連携のアプローチとして，

関西の地方自治体職員が主体となった「地方分権による総合的な交通政策に関する研究会」

の活動について取り上げ，わが国で総合的な交通政策を実現するためには専門性と継続性を

持つ交通分野に特化した広域ガバナンスが必要であること，わが国に欠けている持続可能な

交通政策のビジョンを示す法律として交通基本法が必要であることについて，地方自治体の

交通政策担当者の視点から幅広く考察した。 

 

本研究では，実務担当者が経験した主観に基づく洞察，直感，勘などについて言葉を通じ

て語り，一連の取り組みについて過去から時系列で追いかける手法を用い，その経緯や内容，

苦労から成果と課題に至るまでについて，暗黙知を形式知へと変換することを念頭に置きな

がら“物語”として描写することにより，都市圏における交通政策の実現に向けた広域行政

の実務的な役割を明らかにすることができたと考えている。 

とりわけ，都市圏における交通政策の実現に対し最も重要となるのは，広域行政の実務担

当者の意志と地域・行政・交通事業者等の合意形成であり，その合意形成を図る場として実

務者や専門家の連携組織である協議会が必要不可欠となる。それらの成果を長期間にわたる

実経験を踏まえた上で具体的に示した事例はこれまでになく，海外では一般的な都市圏単位

での交通政策の取り組み事例も日本ではまだ少ないことから，本研究で明らかにした広域行

政が主体となった取り組みは貴重なものであると考える。 

また，このような合意形成の場は，一般的には設立当初は比較的うまく機能しても，地方
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自治体の実務担当者は毎年人事異動があるうえ，交通事業者も担当者が継続的に同じ施策に

関わることはまれであるため，持続的に機能させることは難しい。したがって，協議会の運

営においては，関係者の円滑な人材ネットワークを構築し，問題意識を共有し適切な施策実

施に対する意識の共有を図るとともに，合意形成の場を通じて交通政策を実現する上で必要

な人材の育成や強化，情報やノウハウの継承を心がけることが極めて重要であることも本研

究では実例を通して明らかにしており，日本の他地域の取り組みに対しても有用な知見であ

ると考える。 

本研究で導かれた知見に基づき，阪神地域以外の都市圏においても，広域行政が継続的に

交通環境改善施策の推進に取り組み，自動車の適切な利用とあわせて，公共交通の利用促進

を誘導するための実務的役割を果たすことができれば，交通政策の実現が図られることを確

信する。 

(2) 今後の研究に向けての展望 

交通政策を実現する上で，今後は時代の要請に応じた計画の見直しを行う必要が出てくる

ものと思われるが，交通政策を推進する協議会における成果をこれまでの実務的な技術とし

て蓄積し，いかに次の計画に反映していくかは重要な視点である。 

一方で，都市圏における交通政策を持続的に進めていくためには，地方自治体における交

通政策の継続的な事業予算の確保，交通政策をサポートする組織・体制と人材の確保，施策

実施の原動力となる協議会事務局の継続性，施策に対する実務担当者の思いや熱意の継承と

いった大きな課題が存在することを認識する中で，わが国では地方分権の流れの中で「地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行され，早晩「交通基本法」も制定・施行さ

れる流れにある。これら新たな制度により，広域行政の都市圏における交通政策に対する関

わり方がどのように変化していくのかについて注視しながら，今後もさらに継続して研究を

進めていきたい。 
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