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120523 交通基本法シンポジウム

（司会） 入り口にもちょっと通知を出させていただきましたけれども、本日は「Ustream」

でこのシンポジウムを中継させていただきます。後半に会場との質疑の時間を取りたいと

思っておりますが、ご発言等は「Ustream」で流れますので、どうぞご承知おきをいただ

ければと思います。よろしくお願いします。

本日はこれから「交通基本法シンポジウム～交通基本法を廃案にしてよいの？～」を開

始いたします。ご来場いただきまして、ありがとうございます。

早速ですけれども、資料の確認から行いたいと思います。まず交通基本法と左上隅に書

いてある 2 枚組の資料、それから、冒頭、交通基本法に関する環境、人権の観点からの提

言と書いてある一連の資料ですね。5 枚組です。後半には「良好な自転車交通秩序の実現の

ための総合対策の推進について」に対する意見書がとじられております。

そして、最後に同じようなタイトルですけれども、交通基本法に関する二弁意見書とい

う、1 枚から始まっている一連の資料です。これが 5 枚となります。この中には各パネリス

トの提供資料が入っております。

そのほかにばらばらな紙として、質問、意見用紙、それから、アンケート用紙が 1 枚ず

つあるはずです。もし不足の資料がありましたら、受付の方にお尋ねいただければと思い

ます。本日、休憩なしで 2 時間のシンポジウムを行いますけれども、途中で登壇者への質

問を回収させていただきます。アンケートは終了時にお書きいただければ大丈夫です。ぜ

ひご協力いただければと思います。

それでは、早速、開演させていただきたいと思いますけれども、まず主催者を代表いた

しまして、当第二東京弁護士会副会長よりごあいさつを差し上げます。

（加藤） 皆さん、こんばんは。第二東京弁護士会、環境保全委員会担当副会長の加藤真

美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大切なお時間、貴重なお時間を

割いてお越しいただきまして、ありがとうございます。本日、「交通基本法を廃案にしてよ

いの？」という交通基本法シンポジウムを行いますけれども、実はこちらは昨年度から企

画されておりました。当第二東京弁護士会、環境保全委員会の都市交通部会が発案しまし

て、昨年度からこちら、交通基本法を徹底解剖ということで企画をしておりましたけれど

も、昨年の大震災によりそのまま延期になってしまっていたところ、待ちに待って今のタ

イミングを持ちまして、本日、実現したという経緯があります。

本日の構成ですけれども、まず最初に第二東京弁護士会、それから、日弁連の担当者に

よりまして基調報告というものをさせていただきまして、その後、辻元清美様、古倉宗治

様、佐藤清志様、それから、工藤一彦委員によるパネルディスカッションを行います。そ

れでは、本日は貴重なお時間をありがとうございます。充実したパネルディスカッション、

それから、議論ができますようによろしくお願いいたします。
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（司会） ありがとうございました。それでは、基調報告の方にまいりたいと思います。

基調報告を行いますのは、日弁連環境委員会委員の中島敏委員、それから、当会環境保全

委員会委員の木内秀行委員です。2010 年および今年度、当会が交通基本法にも関連する 2
つの意見書を公表していますので、それについて、簡単に 30 分弱ぐらいご報告をさせてい

ただいて、その後、パネルということにさせていただきたいと思います。では、よろしく

お願いします。

（中島） ただ今、ご紹介にあずかりました、日弁連と二弁の環境委員会委員をしていま

す中島敏と申します。本日は交通基本法に関するシンポジウムです。シンポジウムの基調

となるのが二弁（第二東京弁護士会）で公表いたしました交通基本法に関する意見書です。

資料といたしましては、先ほども紹介されましたが、交通基本法に関する環境、人権の観

点からの提言というのがあります。これを見ていただきながら、また、レジュメもお配り

してあると思いますので、レジュメに沿ってお話をしていきたいと思います。

まず、交通基本法に関する弁護士会の意見書として、この第二東京弁護士会が一昨年の

11 月 16 日に公表いたしました意見書。この意見書には交通基本法はこうあるべきだという、

第二東京弁護士会としての法の試案も付いております。そして、さらに 12 月 16 日に日本

弁護士連合会もまた交通基本法に関する意見書を公表しております。本日は第二東京弁護

士会の交通基本法試案、および、意見書に沿ってお話を進めていきたいと思います。

まず、交通基本法の世界的な流れですが、ご存じの方も多いと思いますが、1982 年にフ

ランスで交通基本法、いわゆる LOTI というのが成立いたしまして、さらに 2000 年にはイ

ギリスで交通基本法、TRANSPORT ACT が成立しております。これはいずれも両国で政権

交代があり、政権交代に伴って、従来の交通政策を根本的に変えようという動きから成立

したものです。

日本においては2000年ごろから交通権学会を中心として交通基本法をつくろうという運

動がありましたけれども、国会に提出されたのは 2006 年に民主党と社民党が共同で提出し

た交通基本法案が最初です。これは 2009 年に国会の解散に伴って廃案になりました。その

後、政権交代がありまして、2010 年の初めから再び交通基本法の討論が広く行われるよう

になりました。

そして、2010 年 3 月に国交省の交通基本法の制定と関連施設の充実に向けてという中間

整理が公表されまして、3 回にわたって意見募集が行われました。我々としてはこのころか

ら交通基本法の問題に本格的に取り組みまして、約半年余りを経て、同じ年の 11 月に試案

と意見書を公表したわけです。その後、12 月に国交省の案ができ、さらに、翌年 2 月とレ

ジュメには書いてありますが、3 月 8 日のミスプリですので訂正していただきたいと思いま

すが、閣議決定がなされました。現在も国会で継続審議中です。

弁護士会の意見書の観点。弁護士会の意見書をご紹介する上で観点についてですが、ま
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ず交通の現状がどういうものであるか。どのような問題点があるのか。人権と環境の観点

からどのように変えていかなければならないのか。この観点から交通基本法の問題に取り

組んでおります。

その検討で 3 つ大きい問題があると考えておりました。まず第 1 は交通、特に道路交通

は自動車の利便性の反面として、公共交通の衰退。それから、車を使わない、移動手段を

持たない人々の増加。町づくりに対する渋滞等によるマイナスの影響というものがはっき

りしてまいりました。

第 2 点として、弁護士会が取り組んできた問題として、人権の問題からの問題点がある

と考えました。交通事故死、あるいは、公害、身体障害というような言葉で表されている

生命の侵害、あるいは、身体の侵害ということが自動車を中心とする道路交通で 50 年間に

わたってずっと続いてきた。これはやはり弁護士としても看過できない問題であるという

意識を強く持っております。

二弁の意見書の 2 ページ目にあります表 1 を見ていただきたいのですが、交通事故とい

ってもその 9 割は道路交通事故です。2009 年では 4,900 人台。これは 24 時間死者のみの

統計ですけれども、道路交通がずばぬけて人身被害を与えています。その 90 数パーセント

は自動車が加害者となっているというのが現状です。意見書の 2 ページを見ていただきた

いのですが、特に交通事故死亡者に占める歩行者、あるいは、自転車走行者、いわゆる交

通弱者の割合が日本は極めて高い。この 2011 年の最新の統計では 50.2 パーセントが歩行

者と自転車です。これは欧米先進国に比べると異常といえるほど特異な現象です。日本の

場合には歩行すること、道路を歩くことが自動車を運転するよりもはるかに危険だという

異常な現実があります。

第 3 に環境および公害の観点からの問題です。温室効果ガスの排出、あるいは、自然破

壊の現状が今、大きな問題となっているのは皆様ご存じの通りです。意見書の表 3 では温

暖化ガスの排出割合の問題が出ています。温暖化ガスの排出の約 20％は自動車によってな

されているという現状があります。

以上のような現状を踏まえて、従来の交通の問題点を洗い出して、これからどういう交

通秩序をつくっていくかというのがこの意見書の内容です。

具体的に我々の試案の条文に沿ってお話をしていきたいと思います。レジュメの 2 ペー

ジの（3）というところに記載されていますけれども、試案の構成は、まず第 1 として、第

1 条で今、申した交通の現状に対する基本認識を掲げる。第 2 に、このような現状をこれか

らどういうふうに変えていくべきかという内容を 2 条以降に掲げております。第 2 条とし

て、移動する権利。移動する権利は日本国憲法に由来する。憲法 25 条、22 条、13 条を中

心とする権利の一環であるということを位置付けるべきであるとしています。

さらに第 3 として、この 2 条に定めた移動する権利というのは、移動における安全性が

十分確保されていないという現状に顧みるならば、やはり安全、快適に移動する権利でな

ければならない。そのことを意見書は強調しております。この具体的な施策の内容として
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は、14 条、15 条、17 条等にありますのでご覧いただきたいと思います。

それから、第 4 として、環境負荷の少ない交通手段への転換。これは先ほど申した交通

が環境に大きな負荷を与えているという現状を変えていかなければならないという認識に

基づいております。15 条にもその具体的な内容が規定されております。

そして、第 5 として、第 4 条に総合的政策の必要性。今まで道を造る、あるいは、自転

車対策をするというような個別のことがいろいろ議論されていたわけですけれども、交通

という 1 つの体系の中でおのおのの交通手段をどういうふうに位置付けていくのか。その

とき、歩行者、自転車、公共交通、あるいは、自動車がどういう意味を持つのか。それを

総合的に明らかにするということが不可欠であろうという観点です。

ここに掲げた 5 つの論点に基づいて、（6）に書いてあるように、国、地方公共団体、さ

らに事業者等の責務について規定をしてあります。以上のような弁護士、あるいは、市民

の目線から見たあるべき交通基本法についての体系的な試案であると考えております。こ

の意見書と試案は市民団体や国交省の担当官ともいろいろ意見を交わすのと平行して作っ

たわけですけれども、全て第二東京弁護士会の HP 上に公開し、また国交省にも提出して

います。

これが二弁の交通基本法の体系です。日弁連の意見書も基本的にはこれと同じ立場に立

っております。翌月に日弁連も意見書を採択しまして、これも国交省に提出しております。

それは同じ人権と環境の観点から提出したものです。日弁連の方で加えているのは町づく

りと交通との関係、さらに環境負荷との関係で物流の問題についても言及しているという

点で若干の違いがありますが、基本的には同じ理念に基づくものです。日弁連の意見書も

日弁連の HP に公開しています。以上が交通基本法の意見の紹介です。

若干時間が残っているので、簡単にそれ以降、現在の問題について討論している内容を

ご紹介したいと思います。まず、今回のテーマ「廃案にしてもよいのか？」というのはど

ういう意味でとらえるかは受け取られる方によって違うと思います。反語として廃案にし

てはいけないというのか、廃案したらだめなのか、してもしなくてもいいじゃないかとい

うような意見もあると思います。それをこのシンポジウムの中でいろいろ討論をしていく

ことが有益ではないかと思います。

それから、交通基本法政府案について、あとでまた古倉先生等からご報告があると思い

ますが、我々が率直に言って不満としているところは、まず第 1 に安全の問題を交通安全

基本法に全部丸投げしてしまっているという点が一番大きい問題だと思います。交通安全

基本法は 1970 年、まさにマイカーブームが始まるときに制定されたもので、自動車の交通

をいかにスムーズに進めていくかという、そういう観点が色濃く残っています。

具体的に言うと、例えば、9 条に歩行者は道路を通行するに当たって法令を励行するとと

もに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならないというような条項があ

ります。これは歩行者が自動車の運行を妨げて、ハンドルを切るのを誤らせて事故を起こ

すとか、そういうことはしてはいけないというような、そういうふうに読めるわけで、こ
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れはとても時代錯誤。現代においてこういうのが生きているというのは大変遺憾に思いま

す。

交通安全基本法に基づいて、後で佐藤さんもお話しになるかもしれませんが、「交通安全

基本計画」というのを５年ごとに作っています。その中で自動車の安全と、もう 1 つは歩

行者、自転車等の交通弱者の安全を図るということを重点的な計画として述べています。

これは 2006 年の「第 8 次交通安全基本計画」に載っているのですが、果たしてそれは実行

されたのか。計画の内容は有識者によって作られて、内容としては大変結構なのですが、

実効性がなかったのは大変残念です。第 8 次計画と同じような内容が 2011 年の第 9 次計画

にも載っていますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。

例えば、2006 年の埼玉県川口市における園児 20 人の死傷事故。そして、ついこの間、

まだ忘れもしない 4 月 23 日に京都府亀岡市で起こった死傷者 10 名の事故。いずれもいわ

ゆる生活道路で起こって、生活道路における歩行者、あるいは、通学児童が危険な状態に

放置されていることがあからさまに露呈されました。

2006 年の段階でこのような重大な事故が起こったのですから、対策を講じなければなら

ない。そして、「交通安全基本計画」にも生活道路における歩行者の安全が重要だというこ

とが述べられているわけですけれども、2006 年と 2012 年 4 月の事件の間にいったい何が

変わったのか。何も変わってない。そのために交通被害者の中の歩行者、それから、自転

車もそうですが、の比率がどんどん上がってきている。こういう現状は非常に問題だと思

っています。

自転車についても後ほど古倉先生がお話しになると思いますけれども、根本的には道路

空間の再分配、自動車だけではなく、さまざまな交通手段に道路空間を再分配していく。

自転車が安心して走れるだけのスペースは、車線の削減を伴うことが多くの場合は必要だ

と思いますけれども、そういうことを大胆にやっていく総合的な交通政策がぜひ必要です。

このような総合的な交通政策に交通基本法が成立すれば役に立つかもしれない。しかし、

あるいは、交通基本法が成立しようとしまいと、こういう総合的交通政策というのはぜひ

日本で必要です。ヨーロッパでの交通基本法が政権交代に伴って、交通政策の新たな見直

しをやろうとして成立したその後も着実に時代は改善しています。これに対して日本は非

常に立ち遅れている。この危機感を持っております。 自転車についてもおそらく車線を

きちんと削減して、自転車というのはさまざまな速度で走る人たちがいますので、その人

たちが安心して共に走れるような広い空間を確保しないと絶対にだめだと考えております。

いずれにせよ、今回、辻元先生も来られていますし、新しい政権でまた交通政策を根本的

に見直す方向でぜひ政治家の方々も頑張ってほしいと思いますし、市民も我々もそれとと

もにたたかっていきたいと思います。以上です。（拍手）

（木内） 皆さん、こんばんは。第二東京弁護士会、環境保全委員会都市交通部会弁護士

の木内と申します。本日は二弁環境保全委員会における自転車における都市交通に関する
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取り組み、および、平成 23 年 10 月 25 日付警察庁通達に対する会長名義での意見書、これ

についてお話しさせていただきます。

交通基本法に関するシンポジウムで自転車に関すると取り組みをしゃべるというのも唐

突なように思われるかもしれませんが、これは訳がありまして、交通基本法は環境と人間

に配慮し、諸交通機関のバランスを考えた交通道路政策を定めるものと理解しています。

そういった発想は当委員会に関しては今に始まったことではなく、まさに自転車による都

市交通に関する取り組みを通じて形成されてきたということです。すなわち、環境と人間

に配慮したバランスを考えた交通政策、これを考えるに当たって、当委員会は自転車利用

を素材として考えてまいりました。

この PowerPoint をご覧いただきたいと思うんですけども、そもそも自動車中心の都市交

通によって、大気汚染、温暖化ガス排出という地球環境への負荷が 1 つあります。もう 1
つ、交通事故によって人間の生命、身体の侵害が生じると。これはまさに人権侵害そのも

のです。というように、自動車中心の都市交通によって、地球環境と人権にとっては危険

な状況が生じてきましたということになります。そういった地球環境と人権を配慮した交

通システムという交通基本法の理念にまさに合致する交通手段として、二弁都市交通部会

はその都市交通における自転車利用に着目いたしました。

人間の力をほぼ 100％使って、温暖化ガスを出さないと。温暖化ガスを出すとすれば、せ

いぜい人間の呼吸ぐらいなものだというような交通機関で、環境に優しい交通機関である

と。都市部における時間当たりの移動距離は実は自動車とほぼ同じであると。私自身が自

転車通勤をしておりますけれど、自転車通勤をして、自宅から職場までの移動距離、移動

時間がほとんど自動車と変わらないんですね。そういった意味で都市部における時間当た

りの移動距離は自動車と同様で、実は自動車と同様、実用的な交通機関であると。

さらに、移動の時間、一歩ペダルを踏み出すと、職場に向かって踏み出した瞬間、それ

は移動の時間だけではなく、トレーニングとレクリエーションの時間にもなるということ

で、人間にとっても優しい交通機関であると。

そういった特徴に着目して、都市交通における自転車利用に着目し、環境保全と人間の

生命、身体を守ると。そういうことを図ることを考えました。都市交通において自転車利

用に関する取り組みとして、第二東京弁護士会、環境保全委員会は平成 17 年にシンポジウ

ムを開催しました。「道路は誰のためにあるのか」。ここで自転車利用をクローズアップし

て、シンポジウムを展開しました。

さらに平成 19 年、警察庁交通局に道路交通法改正に関するパブリックコメントを出し、

合わせてシンポジウムを開催しました。自転車の走行空間などについて都市交通法が改正

されましたが、その当時、自転車は全部歩道に上げてしまえという声も警察庁の中にあっ

たやに聞いており、そういった動きと関連して、二弁都市交通部会環境保全委員会はかく

てはならじということで道路交通法改正に関し、パブリックコメントを送り、合わせて、

道路交通法改正をテーマとして、自転車の走行空間についてのシンポジウムを開催いたし
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ました。次の PowerPoint に移ってください。よろしいでしょうか。

そういった取り組みを踏まえて、平成 23 年 12 月 25 日付で警察庁が通達を出しました。

何に関する通達かというと、良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進という、

なかなか評価できる通達です。平成 19 年の当時においては、警察庁一部で自転車は歩道に

全部上げてしまえという、自転車の価値をまったく無視した意見がなされたころに比べる

と、それから 4 年もたつとだいぶ風向きが自転車利用に傾いてきまして、警察庁通達で良

好な自転車交通秩序の実現のために対策を推進しましょうという通達が出されました。

その中身は何かと申しますと、自転車は車道を走りましょうということを大原則として

認めた上で以下の 3 つ、大きく 3 つの政策に分けられるような施策を推進しましょうと。

まず第 1 に自転車走行環境の確立です。自転車レーンとか自転車道を整備しましょうと。

自転車レーンや自転車道の整備に当たっては、自動車車線を削減しますと。または、パー

キングメーターを撤去しますと。そういう具体的な施策にまで踏み込んで通達を出しまし

た。

そのほか、自転車、歩道通行の実施場所を見直しましょうと。歩行者の方々にとっては

実は歩道を走る自転車が最大の脅威であって、そういった自転車を歩道からどうやって車

道に移すか。または、歩道を安全な歩行者のための空間としてどうするかということまで

踏み込んだ見直しをします。それが 1 つ。

もう 1 つは、自転車利用者に対するルールの周知と安全教育の推進。警視庁が自転車 5
則といって安全走行のためのルールを周知させていますけども、そういった形で自転車に

関する基本ルールを周知しますと。交通安全教育を充実しますと。そのために自転車関係

事業者と連携をしますということを 1 つの柱にしています。

最後の柱として、自転車に対する指導、取り締まりの強化、街灯での指導、警告活動の

強化、違反を繰り返す利用者やノー・ブレーキ・ピストなどの悪質利用者の検挙というこ

とを第 3 の柱といたしております。そういう比較的評価できると思われる通達を警察庁が

出しましたということです。

二弁都市交通部会、および、二弁環境保全委員会はこの通達に対して、直ちに検討を加

えまして、基本的には評価できるものだと。自転車は車道であることを大原則とした上で

自動車車線の削減であるとか、自転車走行区間の見直しまで踏み込んで考えてあって、評

価できるものだろうと考えました。

その上でそういった大原則を徹底させて、自動車、自転車、歩行者のいずれにとっても

安全、円滑で地球環境にも優しい道路交通システム、まさに交通基本法の理念に合致する

ような交通システムの構築のために以下の 4 点を要望しました。そういった要望は環境保

全委員会での検討等をして、二弁会長名義での意見書という形で結実いたしました。

お手元にあります「交通基本法に関する環境、人権からの提言」と題した資料の 4 枚目

にその意見書があります。全体で 5 ページにわたる意見書でそれぞれについてかいつまん

で説明しますと、良好な自転車走行空間の確保。歩道の幅にかかわらず、歩道上の自転車
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走行は原則禁止。ノー・ブレーキ・ピストなどの違法自転車について、日常的に予防措置

を求めると。それから、最後に自動車、自転車、歩行者にとって、安全、円滑な交通シス

テムに立脚した自転車の走行空間を定めるべきであるというような意見を提供いたしまし

た。私からは以上です。ご清聴、ありがとうございました。（拍手）

（司会） 木内委員、どうもありがとうございました。それでは、当会委員による基調報

告はここまでといたしまして、これからパネルディスカッションの方に移りたいと思いま

す。登壇者の皆さん、どうぞ壇上にお上がりいただければと思います。そして、ここでマ

イクの方はやはり当会委員の藤田城治委員にバトンタッチしたいと思います。よろしくお

願いします。

（藤田） では、これからパネルディスカッションに移らせていただきます。私、シンポ

の司会をさせていただきます、環境保全委員会の藤田城治と申します。そうそうたるパネ

ラーにお集まりいただき、大変緊張しております。至らないところがあるかもしれません

が、お付き合いいただければと思います。

では、まず私から本日お集まりのパネラーについて、簡単にご紹介させていただきます。

なお、敬称ですが、皆さん「さん」付けで呼ばせていただきます。まず衆議院議員の辻元

清美さんです。

辻元さんのプロフィールにつきましては、皆さんご存じの通りだと思いますが、今回の

シンポの関連でご紹介しますと、今回の交通基本法の民主、社民党案の時代から作成にか

かわり、現在は国会の国土交通委員会の理事をお務めになっています。交通基本法に関し

て最も深くかかわっている国会議員と言うことができます。そして、この 5 月に『いま、「政

治の質」を変える』という著書を出版されました。その中で今の交通基本法の審議経過に

ついても詳しく触れられているということです。

次に工藤一彦さん、弁護士です。工藤さんは当環境委員会の元委員長で、都市交通部会

の元部会長です。高尾の天狗裁判などで代理人を務めており、ご自身は自転車ツーキニス

トでもあります。

次、3 人目の方が佐藤清志さんです。佐藤清志さんは交通事故遺族の会、事故防止ワーキ

ングチームに入っておられます。佐藤さんは、2003 年 5 月、当時 6 歳だったお嬢さんを交

通事故で亡くされました。道路を横断中に左折中の自動車にひかれるという大変痛ましい

事故でした。その後、佐藤さんが中心となって、歩者分離方式、つまり、歩行者が横断し

ている間は、交差点の自動車を全部止めさせるという形の信号機設置の署名活動を行い、

それを実現されました。今日は交通弱者の観点からのご発言がいただけると思っておりま

す。

最後に古倉宗治さんです。建設庁、東京工業大学助教授、民間都市開発推進機構都市研

究センターを経て、現在、株式会社三井トラスト研究所研究理事、また、麗澤大学の客員
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教授でもあります。自転車利用促進の論客でありまして、自転車活用推進研究会理事、あ

るいは、2006 年に警察庁がつくった自転車対策検討懇談会、そして、今、先月の 4 月に提

言が出されました、国交省での安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会の

委員を務められております。以上の 4 名のパネラーで進めていきたいと思います。

では、まず最初にこの 4 名のパネラーの方から基調的な発言としまして、ご発言いただ

きたいと思います。まず辻元さんの方から今の交通基本法の意義とか、あるいは、今の審

議状況について、10 分程度、時間が短いんですが、よろしくお願いいたします。

（辻元） 皆様、こんばんは。衆議院議員の辻元清美です。ご紹介いただきましたように

野党時代から交通基本法の作成にかかわり、政権交代直後に国土交通副大臣として責任者

になりまして取りまとめをしました。そして、今は国土交通委員会の衆議院の方の理事と、

あと、与党の民主党の国土交通部門会議の座長でこの交通基本法の責任者も務めておりま

す。国土交通部門会議座長というのは、昔の自民党時代だと国交部会部会長という、古賀

誠さんとか二階さんとか田中角栄さんがやってきたあの与党の同じ立場で私がやっている

というのは、やっぱり政権交代したのかなとちょっと思ったりします。

交通基本法につきましては、先ほど基調報告いただきました中でも今までの経過に触れ

ていただいておりますが、先ほどの資料の 2 ページを開けていただきまして、交通基本法

に関する経緯ということで、審議未了とか再提出して廃案とかで、ずっと野党時代は提出

し続けてまいりましたが、できませんでした。

政権交代した後、当時は前原国交大臣、私と馬淵さんが副大臣。私が運輸関係全般を取

り仕切ることになりました。当時は大きな問題、例えば、JAL の再建とかあったんですけ

れども、その大きな案件の 1 つの交通基本法を制定するというのを新しい国交省の柱にし

ようということで、全省挙げて各部局が集まりまして、検討会やヒアリングを積み重ねて

きました。

全省挙げてといいますのは、交通だけではなくて、町づくり、それから、ほかにも離島

航路など、公安局など、港などもかかわりますし、トータルに人の移動に着目して、住み

やすい町であったり、それから、住宅と交通の調和であったりということで、住宅局から

都市計画局から全部集まって議論を開始しました。

ところが、政権交代直後、国交省の方もどういう方々のヒアリングをして、どういうふ

うに進めていこうか案を出してと言って出てきたのは、やはり最初は事業者から話を聞く

ということだったんです。これではあかんと。利用者の立場に立って、まず今の交通の在

り方を検討していかないと何も変わらないんじゃないかということで、私たちは全部やり

直しということでさまざまな。

例えば、障害をお持ちの方であったり、高齢者であったり、環境配慮している人であっ

たり、自転車を促進していこうという方々であったり、エコ、コンパクトシティーをつく

ろうという町づくりの関係者であったり、NPO であったり、それから、離島航路、実際に
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船を運航されている船長さんに来てもらったり、さまざまな方々から移動ということにつ

いてのヒアリングを行いました。

しかし、後で申し上げますが、移動の権利という言葉を入れるか入れないかとか、いく

つかの論点がありまして、もちろん事業者の意見も聞きますので、そこで折り合いのつく

ところでしか、なかなか法律というのは、法案というのはつくれないという、そういう矛

盾も抱えつつ議論を進めていったという経過です。

下を見ていただきますと、基本法に基づく行政の展開の体系のイメージということで、

ご承知のように、基本法をつくると大きくいろいろなことが進んでいきます。環境基本法

もかつてなかったわけで、環境基本法ができてぐっと、地方自治体が環境条例をつくりま

すので、環境に対してのさまざまな施策が進みましたし、男女共同参画社会基本法ができ

て、各自治体でも男女共同参画についての取り組みが進んだり、DV に関する法律ができた

りということになりますので、やはり基本法というのは非常に大事だと思います。

また、この公共交通と流通、トラックなどもこの物と人の移動ということで交通基本法

の対象となるわけですけれども、掛かる予算というのは非常に日本は少ないんです。公共

交通に掛ける予算というのは。私たちが国交省に入ったときには、例えば、高速道路やダ

ムを造る 10 分の 1 にも満たないのが公共交通への予算配分でした。国交省の予算は 1.3 兆

円、20％削ったんですけれども、最初、コンクリートから人へということで削りましたが、

公共交通に掛かる予算は 1.5 倍に増やしたんです。観光など人が移動して生活を享受するよ

うな予算も、観光も当時は 2 倍に増やすとかしながら、町づくりとか移動するということ

に着目した施策は充実させていこうというふうにやりました。

しかし、まだまだ予算が少ないということで、下に個別法の制定と予算措置と行政運用

ということで、基本法をつくるということでさらに充実させていくことができるという思

いでつくってきました。

次のページを見ていただきますと、交通基本法に関連のある主な法律ということで、基

本法をつくりましたら、この関連する法律も改正を求められる点が出てきたり、改正した

方がさらに基本法の理念を補強することができるということで、これらの法律すべてにつ

いても見直しをするという方向で進めております。

その中でこの交通安全対策基本法、先ほどからご指摘をいただいておりました。ご指摘

の通りでこの法律そのものも見直さなきゃいけないし、これから、まだ審議が始まってお

りませんが、弁護士会の皆さんや各種 NPO など、いろいろな皆さんのご意見を聞きながら、

この審議の中でどれだけ担保していくか。また、付帯決議に入れていくのか。修正をする

のかというような議論も進めてまいりたいと思っております。

中身につきましては、次のページ、交通基本法、ここにいろいろ持ってきました。今回

の場合、基本的に理念という理念法的な骨格になっておりますけれども、国や地方自治体

や事業者の責務ということをはっきり決めました。そして、移動の権利に関しては 2 条や 3
条や 16 条にかみ砕いて書くということで、国民の生活の 2 条でしたら、「安定の向上、国
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民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることにかんがみ、将来に

わたってその機能が十分に発揮されることにより、国民、その他の者の交通に対する基本

的な需要が適切に充足されなければならない」とか。

16 条にも「国民等が日常生活および社会生活を営むに当たって必要不可欠な通勤、通学、

通院、その他の人、または、物の移動を円滑に」うんぬんかんぬんで、「交通手段の確保、

その他の必要な施策を講じるものとする」というようにかみ砕いて書いています。

理念と責務、それから、国が交通基本計画を策定して、閣議決定をするというふうにい

たしました。その時々によって、交通事情やさまざまな、先ほど事故という話もありまし

たけれども、改善するところは交通基本計画を毎年閣議で決めていくと。その際に経産大

臣、国交大臣、内閣総理大臣だけではなく、必ず環境大臣の意見を問うというような中身

にして、環境への配慮もしていきたいと。

次のページを見ていただきますと骨子案が出ております。そして、各国の地域公共交通

に関する施策についての資料もお付けしました。先ほどからフランス、イギリスの例はお

示しをいただいているようなんですが、また後で各国いろいろ、どういうように財源を捻

出するのか苦労をしていますが、ヨーロッパなんかでは非常に進んでおります。

今回は鉄道やバスなどの車両や、それから、船舶だけではなく、交通基本法の中に徒歩

と自転車を入れました。これは最初は入っておりませんでした。全部並列で同列で、徒歩、

自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機、その他の手段ということで、これは全部対等

に交通ということに着目をして施策を立てていく方向で入れております。

最後にもう 1 ページ見ていただきますと、今日も弁護士会で会を開いていただいており

ますが、これは 2 年ぐらい前なんですけれども、岡山で人と環境にやさしい交通をめざす

全国大会。これはご存じだと思いますが、ラクダという NPO などがありまして、全国で

NPO も参画して町づくりと公共交通の在り方をそれぞれの地域で自分たちの町に即して議

論していこうという動きとも連携しながら、この法律の審議をしていきたい。

ただ、国土交通大臣の問責というのが参議院で出てしまいまして、国土交通委員会が一

歩も進んでいないと。自民党、公明党の皆さん、頼みますよ。審議に応じてください。以

上、終わります。ありがとうございました。（拍手）

（藤田） 辻元さん、ありがとうございました。私たちも利用者の立場から交通の在り方

を見直すという。交通基本法に関しては基本的には歓迎すべきものというふうに見ている

んですが、ここではあえて現行案では不十分と感じる点などについて、工藤さんからお願

いしたいと思います。だいたい 5 分程度でいいですか。

（工藤） はい。第二東京弁護士会の環境保全委員会の委員をやっています工藤と申しま

す。あんまり時間がないようですので、現行案で不十分な点に絞ってお話をさせていただ

きたいと思います。まず、第二東京弁護士会の意見書の中では移動権というのを入れるべ
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きではないかとの意見を出しました。この移動権の内容としてどういうものを入れるべき

なのかということで議論してきたわけですけれども、この<1>、<2>の「安全、快適な移動

空間の確保の問題」と「公共交通機関等の選択、確保の問題」が必要なんじゃないかとい

うのが基本的な問題意識です。次、お願いします。

これは各交通手段別の死者数ですけれども、道路交通事故というのは 1 年間で 4,914 人。

しかも、これは 24 時間以内に亡くなった方のみに限った数字です。これに対して鉄道の事

故、これは踏切の事故とかホームでの人身事故みたいなものもすべて含んだ人数が328名。

海上交通の事故というのは 282 名、航空事故というのは 6 人となっています。これを見て

も分かります通り、道路交通、車による事故が非常に大きな割合を占めています。次、お

願いします。

これは先ほど中島委員からお話がありましたけれども、交通事故に占める歩行者、自転

車等の割合を示したものです。日本、スウェーデン、アメリカ、フランス、ドイツ、イギ

リスを対象とした統計です。この割合からいくと、日本は歩行者が 34.9％を占めているわ

けです。これに対して、スウェーデン、アメリカ、フランス、ドイツについては歩行者の

割合は 10％台、イギリスでも 2 割台ということで、日本は突出して高くなっています。

それから、自転車乗車中の死者数の割合についても日本は 14.1％を占めています。これ

に対しスウェーデンは高いと言っても 7.6％と日本の半分程度です。アメリカは 2％に満た

ない割合です。フランスも 3.5％です。ドイツが若干高くて 10.2％で、イギリスが 4.4％と

いうことです。これに対して自動車自動二輪乗車中の死亡者の割合ということでいきます

と、日本は自動車 32.6％、自動二輪 18.3％で、併せても 50.9％に過ぎません。このうち自

動車乗車中の死者の割合は歩行者の 34.9％よりも下回っています。これに対して、日本以

外の国を見てみますと、スウェーデンは自動車だけで 58．７％と 6 割近くを占め、自動二

輪の 22.4％を併せると 8 割を超えています。アメリカは自動車だけをみると 39.2％で日本

とそれほど違わないようにみえますが、自動二輪が 47.1％と非常に高い割合を占めており、

自動車と自動二輪を併せると 9 割近くとなります。フランスでは自動車 51.6％と自動二輪

32.1％でやはり併せると 8 割以上、ドイツも自動車 52.9％と自動二輪 22.3％と併せると 7
割以上です。イギリスも自動車と自動二輪が 7 割以上です。

欧米ではモーターの付いているものに乗っている人の死亡の割合が 7 割から 9 割近くを

占めるのに対して、日本では歩行者、自転車というモーターの付いていない人がほぼ半数

を占めているということです。歩行者の死者については中には自転車とぶつかって亡くな

る方もおられますけども、数的には微量で大部分は車が原因となっている事故ということ

だろうと思います。

車と車がぶつかって亡くなるというのは、車を運転している方は時間短縮便益というか、

早く行きたいという、そういう利益を得ている人がお互いにリスクを冒しぶつかって亡く

なるというのはまだ分かるんですけれども、歩行者とか自転車は時間短縮便益をまったく

得ているわけでもなくて、自動車、自動二輪が時間短縮便益のために冒しているリスクの
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被害者にだけなっているというのがこれを見ていただくと分かるかと思います。次、お願

いします。

もう 1 つの問題として、交通機関の選択の問題があります。これは先ほど辻元議員から

もお話がありましたように、障害者、高齢者、子供といった車を利用できない、利用が困

難な人にとって、公共交通機関というのは移動のための足として非常に重要なわけです。

これを奪われてしまうと移動することができない。

例えば、お年寄りなんかで公共交通機関がそばにないと移動することができない。移動

するのには、例えば、家族の車に乗せてもらうしかないと。家族に頼めないということに

なると、移動は難しいから家に閉じこもるしかないという人が多いわけです。

これについては「移動手段がないんだから我慢しろ」という考え方もあるかもしれませ

ん。しかし、自分が行きたいところに行く自由、移動して様々な活動をするなどして人生

を楽しむ権利があるはずなんですね。そういうことからいくと、移動ができなくなってい

るというのを放置しておくというのは許されないことであろうかと思います。次、お願い

します。

ここで問題なのがまず赤字路線の廃線化という問題です。日本では公共交通機関、鉄道

とかバスとかについては運賃収入で運営費を賄うという、独立採算制が採られています。

これは日本国有鉄道の経営再建促進特別措置法、今はなくなっている法律ですけども、そ

こではその事業の収支の均衡の回復を図るということを目的としてやっていたものという

ことで、あくまでも運賃収入でできないものは廃線化の方向に追い込まれていくわけです。

特にバスなんかについては、一方で 2000 年に貸し切りバス、それから、2002 年に乗り

合いバスの規制緩和が行われた関係で新規参入が容易になりました。また、他方で免許制

から許可制になったということで、廃止の自由も認められました。この結果、簡単に廃線

化もできるようになってしまったのです。新規参入が容易になり競合他社との競争により

収益が圧迫されると今まで黒字路線で得た収益で赤字路線の損失分を埋めていたのができ

なくなって、結局、赤字路線は廃線化に至らざるを得ないという、そういうような事案も

多いようです。

時間の関係もありますのでこの程度にしておきますけれども、これからの超高齢化社会

を迎え、クルマという交通手段を選べない人の割合が急激に増加していくことを考えると

現在の赤字路線廃線化が進行している現状はあるべき姿と逆向しているのではないかなと

いう印象を持っております。あとはほかのところでお話しさせていただければと思います。

終わります。

（藤田） ありがとうございます。では、次に佐藤さんから、交通事故被害者の遺族とし

て、道路、特に歩行者の安全確保のための活動にかかわってこられた佐藤さんの目線で見

たときに、今回の交通基本法に期待するところ、あるいは、改善を求めたいところについ

て、15 分程度でご発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。
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（佐藤） 本日はこのような席にお招きいただき、ありがとうございます。皆さんのよう

な学も何もない私が交通遺族という立場から本日は皆様の前でお話しさせていただきます。

私の場合は娘の道路交通被害なのですけれど、道路交通の被害、安全に特化した話になっ

てしまいますが、その辺はご了承いただければと思います。

まず初めに皆様に交通被害者遺族の話ということなので、どうしても身近なものではな

いと引いてしまう方がいらっしゃると思うのですけれど、ぜひとも自分の家族が被害に遭

ったときに自分はどう思うのか。そういう視点を頭の中にめぐらせながら聞いていただけ

ればと思います。

交通事故というものは当然のようにありますけれど、交通事故は犯罪であるということ

と同時に、あって当たり前のものであるのかということをいま一度、皆様に考えていただ

きたいと思います。昨年 1 年間、平成 23 年に 24 時間以内に亡くなった方は 4,611 人でし

た。毎年 1 月 2 日は新聞が休みなので、3 日の朝刊に前年の交通死亡者数が発表されるので

すけれど、今年の年頭には 11 年連続減少という形で報じられていました。

減少が 11 年連続というとよいニュースのように感じられるかもしれませんけれど、それ

でも 5,000 人近い方が亡くなっているということ。これをほかの交通機関で例えたならば、

ジャンボジェット機 500 人乗りならば、9 機以上が墜落して、乗員乗客すべて亡くならなけ

れば、この 4,600 人という数にはなりません。

そのような事態が起きたときに私たちは飛行機というものを利用できるのかと考えると、

とてもそういうことに至らないと思いますし、飛行機自体の運行が止まってしまうと思い

ます。しかし、これが道路交通上の被害であると、毎日のように繰り返し起きているのに、

私たちはその危機感さえ見失ってしまうのが現状だと思います。

私の娘に起きたのは、資料の方に新聞記事も載せてありますので詳しくはそちらで見て

いただきたいと思うのですけれど、国道 1 号線というとても広い幹線道路を平成 15 年の 5
月 24 日、だから、明日がちょうど命日になるのですけれど、青信号を待って、母親ととも

に共に自転車で横断中に、同じく青信号で左折してきた大型ダンプに横断歩道上で踏みつ

ぶされて命を奪われました。

12 トンの荷を積んだ大型ダンプにほぼ全身を踏みつぶされて亡くなってしまいました。

頭も完全につぶされて、原形がなくなるような、そういう状況で亡くなっている。これが

一般には簡単に交通事故というふうに表現してしまいますけれども、交通被害の実態なの

です。そういうことを頭の中に入れていただきたいと思います。

その被害を通して、私は交通被害というものについて、同じように被害に遭われた方々

とお話をしていくことなどでいろいろな認識、知識を得てきたのですが、そんな中で皆さ

んに 1 つ感じていただきたいことをここで話します。なぜ娘は青信号を渡っていて命を落

とさなければならなかったのか。これはもちろん加害者の不注意によるところがとても大

きなところですけれど、交通システムにも問題があるということをそのとき痛烈に感じさ
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せられました。

現行の信号システムでは歩行者が青信号で渡るときに、同じ方向で左折、右折してくる

車が進行し、横断歩道上で人と車が合流するために、交通ルールをしっかりと守っている

子供たちでさえ被害に遭っている。そういったことが日々繰り返されています。日本の交

通事故と呼ばれるものの半分以上が交差点上で起きている。交差点付近を入れれば、7 割、

8 割近いところが交差点付近で起きているということになります。

そして、そのような場所で、いざそういった被害があると、「青信号でも車が曲がってく

るから気を付けなければいけません」と大人たちは子供たちに言いますが、子供がどれだ

けそういった言葉に頭を混乱させられてしまうような状況にあるのかということを考えて

いただきたいと思います。

現状では配布したレジュメにも書いてありますけれど、交差点を横断するというのはい

ちかばちかで渡るしかない。車側の判断に委ねるしかない。そういう交通でのロシアンル

ーレットとでも言うべき状況にあるのではないかと思います。その意味からも、私は歩車

分離信号、歩行者と車を完全に分断する信号システムの普及活動に今、努めているところ

です。

歩車分離信号になることにより、歩行者の青信号が（注意をしなければならない）黄色

ではなくて、青であるということを子供たちにもしっかりと認識できるような、そういう

道路交通空間になるのではないかと思っています。今のまま青だからといって気を付けな

ければいけないというふうに言っていれば、その子供たちが今度、免許を取ったときにど

ういう運転をするのかということを考えてみれば、さらに車優先の社会になってしまうと

いう状況になると思います。

青でも車の顔色を見ながらでないと渡れないような、そういう状況をなくすために私は

子供の視点を特に強調して、今、交通に関して勉強しているところなのですけれど、子供

の交通被害というものはすべて大人側の責任ではないかと思っています。子供が絡む交通

被害というのは必ず子供が被害者で大人が加害者になります。

子供は免許を持ってないのですから、加害者になるということはあまりあり得ない状況

ではあると思いますけれど、それでもその子供たちが被害に遭ったときには、私たち大人

は「飛び出しではないか」とか、そういうことをすぐに論じてきます。

けれど、そういった被害の現状の部分というのはほとんどが先ほどもちょっと触れまし

たけど、生活道路というところで起きています。日本の被害というのはその生活道路とい

うところで多く、先ほどでいえば、自宅から 500 メーター圏内で半分近くの被害が起きて

いるということになっています。それを考えると、その道路交通の環境というもの、生活

道路というものをいま一度考えなければいけないのではないかと思います。

ここでちょっとグラフを見ていただきたいのですけれども、先ほど、交通死者数は 11 年

連続で減少したと言いましたが、交通死者はグラフのオレンジ色の部分なのですけど、1 度

ここ（平成 13 年）で止まったのが再び減少に転じ、11 年連続で減少していった。この数が、
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1 万 6,000 という数が出た昭和 45 年ごろの 3 分の 1 にまで減ったという形でよく表現され

ますけれど、交通発生件数を見てみますと、交通発生件数、これ（グラフの赤色）ですね。

これを見ると、その 1 万 6,000 人死者が出たときと今、下がってきてほぼ同じぐらいにし

かなっていないのですね、発生件数は。死傷者数とした部分（グラフの青色）でもそうで

すけれども、ようやく第 1 次交通戦争のところまで戻ってきたという段階でしかないとい

うことをこのグラフから考えていただきたいと思います。

亡くなった数が減っていったというのは、車側の中のシートベルトやらエアバッグなど

の向上、あるいは、救命救急の充実でどんどんと車に乗っている側の方は守られてきまし

たけど、先ほども繰り返し言いましたように、交通弱者の方の比率というものが非常に日

本は多くなっています。

先ほど数字で出ていましたが、資料の下のグラフで見てもらえば一目瞭然になると思う

のですけれど、歩行者、自転車まで、ここが交通死者、状態別のうちの交通弱者と呼ばれ

る方の死者なのですけれど、日本と車先進国の他国を比べると一目で分かるような違いが

出ていると思います。これだけ日本というのは交通弱者が交通事故死の中で幅を占めてい

るということになります。言い換えるならば、交通弱者が一番被害に遭っている。道路交

通社会の中で車を使ってない者の方が死者になる数が多い。そういう状況が日本特有の状

況です。

それを考えると、先ほど交通安全基本計画とかいう話も出てまいりましたけど、そうい

うものの内容が実際にどうなのかというところになっていきます。日本は交通安全基本計

画というのを 5 カ年計画で行なっていますけれど、平成 23 年からの 5 カ年計画で第 9 次と

いうものが今、始まりました。それ以前の第 8 次は平成 22 年に終わっているのですけれど、

そこでは年間死者数を計画年度内で 5,500 人以下にしていこうという目標が立てられてい

ました。それによって、その計画が平成 22 年より前倒して、平成 20 年にはその数が達成

できたということで、この交通基本計画は目標達成というふうに感じられているところが

ありましたが、その基本理念のところには人優先の交通安全思想というものが掲げられて

ありました。

しかし、この状況を考えてみると、人、その移動の原点である歩行者、交通弱者がどれ

だけ痛めつけられているのか。そういうことを考えると、基本理念に人優先という文字が

書かれていたその基本計画というものは失敗に終わっているというふうに私たちには感じ

られて仕方がありません。

平成 23 年から再び 5 カ年計画が今、スタートして、そこにも基本理念としてしっかりと

この人優先という文言が書かれておりますし、交通弱者がこれだけ被害に遭っているとい

う状況もかんがみて、シフトもこの交通弱者の方に今、警察や国交省、あるいは、自動車

メーカーなども目標の方向を変えているところです。それでも日本の状況というものを欧

米と比べた場合には、世界レベルからも見ても道路交通上の死者のゆがみというものがあ

るのではないかと思います。
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この基本法の中には海外への技術協力というようなことも書かれていますけれど、アジ

アではやはりこういう状況が今、いろいろな新興国で車がどんどんと出てきている中では

生まれつつあります。交通弱者軽視といったこういう状況がそのまま置かれていて、しか

も、死者は減っているというふうに歓迎ムードにしている私たちのような国が果たして海

外に向けて技術協力という形でちゃんとした発信ができるのかと考えると、私は疑問視す

るところがあります。今はこのぐらいにさせていただきたいと思います。（拍手）

（藤田） ありがとうございます。もう 1 つ、交通基本法の中では先ほどの辻元さんのご

発言でもあった通り、利用者の立場から、特に交通弱者の立場から、公共交通、あるいは、

自転車などへの分担ということも視点として盛り込まれております。そこで古倉さんの方

から自転車の利用促進の観点、または、さまざまな委員として活躍されてきた中で今回の

交通基本法について考えるところがありましたら、ご発言をやはり 15 分ぐらいでお願いし

ます。

（古倉） ご招待、ありがとうございます。過去 20 年ぐらい断続的ではありますけれども、

自転車促進方策を研究してまいりました。途中ではアメリカの連邦交通省の自転車担当の

審議官クラスの方が自転車担当で専任でおられ、ワシントンの連邦交通省まで行きまして、

いろいろ聞いてきたりしたこともあります。これを含めて様々な研究の成果を 2006 年にド

クター論文でまとめました。自転車利用促進ということでやっております。よろしくお願

いします。

まず自転車について考えていただきたい。これはほかの交通手段との関係も含めてです。

これを見ていただきますと、例えば、まちを走っている自動車は平均 1.3 人ぐらいしか乗っ

ていないんですね。体重を考えてみますと、だいたい 11.8 倍の車体を運んでいるというこ

とになります。これは電車でも航空機でもバスでも、バスが一番少ないんですけれど、そ

れでも、乗っている人の重さよりも車体の方が 1.8 倍重いということです。これはすべて化

石燃料を使うということになります。自転車はどうかというと、同じように比べると 0.28
倍ということで非常に軽い。化石燃料をほとんど使っていない状況になります。

自動車の方を見てみますと、わが国の CO2 の排出量は、さっきから地球環境の話が出て

いますが、運輸部門は第 2 位で 2 億トンということになるのですが、その半分ぐらいが自

家用乗用車です。自家用乗用車というのは必ずしも各家庭とは限らないですけれども、平

均して各家庭で計 4.8 トンぐらいの CO2 を毎年出しています。自動車よりも照明、家電製

品の方が多かったのですけれども、2009 年には逆転しまして、自動車の方が多くなり、一

位となった。この割合が約 3 分の 1、つまり、1.5 トンの排出をしているということになり

ます。

例えば、1 世帯で努力して何が一番削減できるかと考えると、1 日に 10 分車を控えれば、

588 キログラム、つまり、0.5 トン強ぐらいの CO2 が削減できる。これに対して、例えば、
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テレビとか冷房とかでやっても 32 キログラムとかこの程度でして、車をいかに自転車等に

転換するということが重要かということが分かっていただけるかと思います。

次に健康問題です。生活習慣病という名前が付いています。だいたい医療費の約 3 分の 1
が生活習慣病です。死亡原因でいくと約 3 分の 2 ということになるわけです。この生活習

慣病は、文字通り見ていただきますと、生活習慣を改めれば改善されたかもしれない病気

であるということです。

ということは、例えば、健康医療費の問題も含めまして、生活習慣病が財政を圧迫して

おります。これはアメリカでもそうですね。自転車の推進施策に審議官クラスを置いてい

たというのはこの財政を圧迫している健康を自転車利用促進により守らないといけないと

いう、こういう意識が強かったからです。生活習慣病はこれを改善して、防止する責務と

いうのは別に国だけではなくて、国民自らもあると思います。公から税金ばっかり垂れ流

して使うのではなくて、自ら改善するという責務もあると私は考えております。

じゃあ、自転車を使ったらどうなるのかということですけれども、例えば、死亡率です。

自転車通勤者とそうでない方でだいたい 4 割ぐらい死亡率が違うのですね。いろいろ出典

が書いてあります。これはすべてしっかりした医学論文に基づいたものです。疫学的に、

冠状動脈、心筋梗塞、糖尿病等が予防できるのですが、最近、2004 年ぐらいに大腸がんと

か乳がんについて、例えば、発症率を 4 割程度削減することができると出ております。生

活習慣病は、自転車をうまく使えば、改めることができるかもしれないという可能性が非

常に高くなってきているということです。

自転車じゃなくても、ほかにも運動があるじゃないかということですが、自転車の特徴

を簡単に 3 つ言いますと、一つは、通勤通学途中にできるため朝早く起きる必要がありま

せん。二つは、呼吸が切れませんので、がまんして乗る必要はありません。三つは、ひざ

にかかる体重は 3 分の 1 ぐらいで済むのですね。つまり、70％をサドルとハンドルで軽減

してくれます。それから、運動のメリットを比較してみますと、自転車とジョギング、水

泳についてみますと、緑色がメリットでして、医学の専門家の話でも自転車は 8 項目のす

べてについて運動のメリットがあるといわれております。例えば、泳ぎですと、確かにひ

ざが悪い人、腰が悪い人は可能ですけれども、それ以外については相当限定されるという

ことになっております。

そういうことを整理します。個人、企業、地域、国、地球というふうに主体別に考えて

みますと、例えば、経済的な側面、環境の側面、健康の側面、それから、時間の側面、そ

ういった面でそれぞれちょっとずつメリットは違っております。よく考えていただきたい

のですけれども、それぞれのメリットを考えたところ、これだけのメリットを持った交通

手段というのはほかにあろうかということです。自転車を研究しているからそういうこと

を言うのでなくても、私はそう信じております。

しかし、そういうメリットがあるにもかかわらず、自転車利用施策は進んでいないので

すね。なぜかといいますと、まず健康、環境、経済、特に最近は災害ですね。交通手段で
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最も災害時に即応できるのですね。例えば、一番大きいのは帰宅困難者がいても自転車で

帰れますね。それから、ほかにもいろいろな活動として、行政での活用、被災状況の把握

とか、いろいろな救助物質の運搬でも、わずかではありますけれども、たくさんの自転車

を導入すれば可能だということになります。

そういうことで災害にも使えるなどという大きなメリットがあるにもかかわらず、残念

ながら、いろいろな問題点、自転車は危ないという迷信、車依存、それから、自転車まち

づくりというのがあんまり理解してもらってない。それから、マナーが悪い、けしからん。

それから、体系的な取り組みも不足している。こういうことからどうしても自転車の位置

付けが低い。車と同等または、それ以下の位置付けしか得られてない。このために自転車

利用に対する配慮を欠く施策が多いのではないかと考えております。

そのために 1 つの施策として国のガイドライン委員会というのが出ました。私も委員で

参加させていただきましたけれども、これは時間の関係でまた後ほどご説明をさせていた

だきます。

次に、そういうことの中でどうしても私が一番やっていただきたいのは自転車の位置付

けですね。そして、これに基づく優遇策、つまり、例えば、自転車の問題というと、物理

的にどうしても車に対して優位でない。いろいろあります。脆弱な構造でして、はねられ

てもすぐに事故が起こって死亡者が出てしまう。

それから、手段間の明確な優劣がないのです。つまり、例えば、自転車は徒歩、公共交

通と並ぶ交通手段の 1 つというような言い方をしている分にはおそらく自転車は絶対に浮

かばれないと思います。やはり車道で相当程度の優遇策を施して、車道空間で自転車空間

を確保するだけの努力をしない限り、絶対、浮かび上がってこないと思っています。

それから、例えば、第 9 次交通安全基本計画では自動車から自転車へ転換を図ると総論

で書いてある。ところが、各論として、転換を具体的に直接推進する施策がどこにも見当

たらないのですね。それから、政治力がない。これは自動車工業会とか、いろいろなとこ

ろには力がありますけれども、残念ながら、車はエコだといって補助金が出ているけれど

も、もっとエコな自転車には例えわずかでも出ていない。それから、公共交通には赤字の

場合ですと補助金が出ますけれども、自転車利用のソフト施策には何ら補助金等の制度が

ないということです。

それから、継続した利用促進がされていない。1 回限り、走行空間、すなわちハードをつ

くればそれで終わりという考え方もあります。コペンハーゲンの自転車施策を見ますと、

特に管理の面で、例えば、雪が降ったら優先して除雪をしてくれるとなっています。こう

いうふうなことがあるからこそ、自転車利用が継続して行われているということになりま

す。

それから、自転車計画が国レベルでないのですね。例えば、他の先進各国、これは今日

はご紹介しませんけれども、すべて先進国は国の計画があります。日本では公共交通計画

とか高速道路計画はあるにもかかわらず、自転車計画はありません。自転車計画について
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は地方に任せっきりであり、これも特に位置付けが問題となるのですが、明確なものは国

レベルではありません。

結論から言うと、優遇の方法を、すべての場合で自転車を優遇しろとは私は申し上げま

せんけれども、一定の距離の範囲では自転車を優遇した施策として、手段間の序列を設定

する必要があるのではないかと考えております。

図のポートランド、これは世界でも 1、2 を争う、ロンドンと並んで自転車都市ですけれ

ども、交通手段の間の序列、つまり、自転車上位のヒエラルキーをちゃんと確保していま

す。もちろんトップは歩行者で、これは世界共通です。そして、2 番目に自転車が来て、公

共交通という順番をしっかり頭に置きながら、こういう場合はどれを優先して考えていく

か、又は、これが利用できないなら、次は下位の手段、さらに、次がだめなら、これとこ

ういうふうな消去法でやっていった方が合理的であると私は考えております。

世界の自転車施策の中では、例えば、ロンドンは自転車を公共交通より優先だというと

ころまで現れていますが、そこまでいくとちょっと問題があると思いますが、せめてコペ

ンハーゲンの位置付け(自転車の方が自動車より優位)ぐらいはお願いしたいなと思ってお

ります。

それでは、本当に自転車に転換できるのかについて考えます。

例えば、距離別に考えると、車交通というのは、5 キロメートル以内のものが全国でいく

と車交通全体の 5 割以上である、すなわち 5 キロメートル未満は半数以上だということで

す。次に、自転車が自動車より速く行ける距離というのは、ちょっと説明は省略いたしま

すけれども、5 キロメートルより少し短いぐらい距離であれば、自転車の方が時間的に早く

有利であると。これは世界共通でいわれている定説です。

ただし、一番大事なのはここですね。自転車が 15 キロメートルの速度を出さなければ達

成できません。つまり、歩道通行して徐行で 7.5 キロメートルの上限の制約では絶対にこの

有利さは出ないというのが 1 点。それから、自転車はそんなに距離を行けるのかについて

は、アンケート調査を何回もやりました。だいたい 5 キロメートル以上行けるという人が

このアンケートで 8 割ぐらい、その他でも 5 割以上の方は 5 キロメートル以上行けると答

えています。つまり、自動車交通が 5 キロメートル未満の距離が多くて、かつ、5 キロメー

トル未満では自転車が有利で、なお、かつ、この距離であれば自転車で行ける人がいっぱ

いいる。こういうことであれば、転換というのは現実性を帯びるのではないかと考えてお

ります。

最後になりますけれども、交通基本法と自転車についてです。まず、交通基本法は大変

失礼ですけれども、総花的―総花的というのはいっぱいあるけれども、どの花を見ても同

じように見えるという意味です。これは、例えば、環境とか役割分担とか交通安全とか、

いろいろ施策項目が書いてあるのですが、施策間の序列が無く、どれを見ても同じように

見えるのですね。

それから、重要な漏れというのを総論として指摘したいと思います。例えば、さっきか
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ら述べている交通手段の間の序列ですね。分担と書いてありますが、残念ながら、序列が

全然出ていないという点が 1 点。それから、交通安全というのがさっきから出ていますけ

れども、交通政策と一体、不可分なわけです。むしろ、交通政策をやるにはこれを一番最

初に出さないといけない観点でありますけれども、分離されてしまっている。

それから、3 番目、さっき言いました健康、そして防災の観点がない。さらに、国民は自

ら足を確保する自助努力をすべしというのを書く必要があると思います。つまり、徒歩と

か自転車など自ら確保した上で、しかし、足りないときはほかのところにお願いすると。

それは健康ともつながってくると思います。

それから、理念が抽象的、一般的過ぎというのはどういうことかというと、例えば、交

通安全の優先について、いくつか理念が述べてありますが、じゃあ、いったいどの理念を

優先するのかとか、そういうのがはっきりしませんというのが 1 つです。

それから、例えば、環境負荷低減の方向と書いてあるんですけれども、例えば、環境負

荷の低減が図られるような交通手段の選択を迫る、あるいは、推進するような施策を講じ

ると、そう一言書いていただければはっきり分かるのですが、選択は自由だなどといって

おり、そうなっていない。その他いろいろ具体的な方向が出てない部分があろうかと思い

ます。

結果的には場の提供といいますか、つまり、交通基本計画を定めるべしと書いて場の提

供のみに収まってしまっている。交通基本計画は、例えば、こういうことを書けとか、交

通分担率を書けとか手段の優劣を書けとか、1 つも書いてないのですね。単に行政に全部丸

投げになっているという状況です。

結論から言うと、法律で本来規定すべきであったかと思いますけど、もし困難なら、例

えばですけれども、付帯決議その他でぜひ具体的なものを出していただきたいと思います。

行政に、例えば、競争や自由な選択と書いてありますが、そのように任せてしまうと結局、

自由放任で施策不在ということにつながるということになっております。以上で私の提言

を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）

（藤田） ありがとうございます。それでは、ここから皆さんの議論を進めていきたいと

思います。まず私の観点なんですが、今回、もともとの交通基本法では移動権というもの

がうたわれていて、弁護士だからというのもあるんですが、非常に期待するところがあり

ました。フランスの交通基本法などでもその移動権というものが明示されています。です

が、今回の交通基本法案では、明文化は見送られたわけなんですが、その点について、ど

ういった背景があるのかというのを辻元議員からお願いします。

（辻元） 一言で言えば、国会を通すためなんですよ。今までどういうように言うか、皆

さんの条文の、先ほど申し上げた 2 条、3 条、16 条というのが移動権をかみ砕いて言って

いるわけなんですけれども、参議院でねじれ状況なので、自民党、公明党の賛成を得られ
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ないと成立しないというところで、この移動権という言葉を書くことで、国会での審議を

しても成立してないという可能性があったので、かみ砕いたということなんですね。

これは、私はかつて情報公開法を担当でつくりましたが、このときも知る権利という言

葉を入れたら、このときは自民党が了解しなかったというのがあるので、涙をのんで最初

は入れていたんだけど、知る権利をとして、知る権利ということに代わる言葉をずるずる

書いたから、非常に抽象的になってしまったんですが、私はあの時点で情報公開法を通し

た方がいいと判断して、それを良とし十何年前に情報公開法を成立させました。

政治というのは、もう本当難しくて、私も NPO、市民運動をしてきましたけれども、そ

こでは 100％のことを言えるんですけど、通さざるを得ないというようなところで各調整を

図って、これは今のところ各党、賛成していただけるんじゃないかというような背景があ

りました。以上です。

（藤田） 「権利を書くと反対される」というのは、例えばよくいわれる、訴訟が増える

とか、そういった理由ですか。

（辻元） そうですね。だから、各業界の方々も含めてものすごくロビイ活動をするわけ

ですよ。1 本の法律をつくるときに利害関係が錯綜します。そうすると、そういう声の大き

いところの意見を言って、反対するぞというような姿勢を示す党派や議員というのは必ず

出てくるんですね。ですから、最初、産んで大きく育てていく。ほかにも NPO 法を私は担

当しましたけれども、最初は財務省とかいろいろな抵抗に遭って、税制の優遇措置という

のは一切入らなかったんですが、今回 12 年ぶりかな、16 年ぶりに大きく欧米並みの税制優

遇が実現して。だから法律は改正を続けていく中で何とかいい方に近づけていくというも

のである特徴もあって、ですから、いろいろ業界や何やかんやからの圧力もあるし、その

中には自動車にまつわる業界もあれば、それから何か訴訟を起こされたら困るというよう

に思っている業界もあればというところです。

ただ、2 条と 3 条と 16 条を読んでいただいて、これで権利を保障しているということに

ならないというのであれば、またご指摘をいただきたいと思います。言葉にこだわると、

どうしても政治の場ではそんなことになってしまうというプロセスです。

（藤田） ありがとうございます。では、私たち弁護士会の意見では、やはり移動権とい

うものを入れるべきだという考えでいるのですが、工藤さんの方から、移動権というもの

が見送られたころによって何か趣旨が減退した点、あるいは移動権が反対に保障されてい

れば、こういうメリットがあるというところについて、説明いただきたいと思います。

（工藤） 先ほど申し上げたんですけれども、まず移動権の内容として、公共交通等車以

外の交通手段を確保するということと、次に安全な移動を確保するという、この 2 つを入
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れることを前提としてのお話になりますけれども、まず、現行法案の 7 条を見ますと、交

通の安全の確保ということで、交通の安全の確保に関する施策については、「交通安全対策

基本法、その他の関係法律で定めるところによる」と書いてあります。

ところで、現行法案の 1 条では、この法律は「交通に関する施策について、基本理念お

よびその実現を図るのに基本となる事項を定め」とあります。ここにいう基本理念の中で

も、交通安全は一番重要な点じゃないのかなというのが、我々が議論したところで、それ

を別の法律で規定しているからいいんだというのでは、やはりまずいと思います。現行法

案の後の方で基本計画というところも出てきますが、この基本計画のところでも、交通安

全に関する施策は、こちらの交通安全対策基本法の方に譲られる形になってしまっている

ためか出ていません。

また、交通安全を一番重要な基本理念とすべきだというのは、移動手段を選択する上で

も関係してくると思います。例えば、移動手段として自転車を選択する否かを判断すると

きに「車道は怖くて運転できない」と考えて自転車を選択できない人がたくさんいるわけ

です。そういう人の多くは車道上に自転車が安全に走行できる空間が確保されれば、自転

車を選択することになるはずです。そうすると「安全」を交通基本法の基本理念として掲

げ、基本計画に安全上の目標等を規定することが移動手段間における競争にも関係してき

ます。

そういうことからいって、この現行法案の 5 条には、「交通手段の選択にかかわる競争、

および国民等の自由な選好を踏まえつつ」と書いてあるわけですけれども、こういう選択

をする上で安全が確保されているというのが、まず大前提じゃないかなと考えています。

であれば、やはりこれは移動権を定めた上で、基本理念の最初に交通安全ということを持

ってくるべきではなかったのかなというのが、私どもの意見です。

それから、この選択にかかわる「競争」という言葉を使われている点も気になります。

やはり公共交通を使わないと移動できない人にとっては、本当は選択の余地がないわけで

すね。車の人は車で行けるからいいけれども、選択するということ自体ができない状況に

あるのを何とか改善してほしいというのが、この交通基本法の理念ではないのかなという

ふうに考えます。

このような移動権や環境の問題などを考えるとクルマから公共交通や自転車へのシフト

を目指していくべきで、「国民等の自由な選好を踏まえ」あるいは「選択にかかわる競争」

ということを言ってしまうのは、非常に問題じゃないのかなというふうに考えています。

これはやはり、移動権を権利として、こういう公共交通を選択する権利も含めるんだとい

うことであれば、クルマから公共交通機関や自転車へ誘導していく必要があるのであって、

自由な選択とか、競争に任せていてはいけないのではないかと考えています。

もう 1 つだけ申し上げますと、今まで車に過度に依存している交通システムだというの

が、我々の印象、考えているところなんですけれども、そこに至っている理由の一つとし

ては、まず、道路を造ることについてはすべて税金が投入されて、すべてではないかもし
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れないけど、その多くで税金が投入されています。

例えば、国道なんかを造ることに関しては、道路法で地方自治体の方が 3 分の 1、それか

ら、国が 3 分の 2 を負担するみたいな規定があって、さらにほかの法律では、それが 7 割

ぐらいまで国が負担するという法律があります。そういう制度があると、地方では 3 分の 1
出せば国道ができるという話になってくると、じゃあ、道路をつくってもらおうかという

話になってきてしまうわけですね。

一方、公共交通に対する補助、援助は、非常に限られたものです。これは、私もちょっ

と最近調べてみてびっくりしたんですが、例えば路線バスに対する補助金というのはいく

つか制度があるんですけれども、どうもそれを全部集めても数百億円程度ではないか。

（辻元） ◇……◇。

（工藤） そんな数字じゃないですか。ということで、本当にわずかなんですね。先ほど、

道路に関してどのぐらい投資しているのかということについては、市町村道、あるいは都

道とか、そういうものを含めるとまったく私は把握できないんですけれども、国道だけで

も数兆円支出されているわけです。それを同じ土俵で競争させるということ自体が、何か

無意味ではないのかという気がしています。

つまり、これをユーザーの立場から見ると、A 地点から B 地点に車で行くのか、それと

も電車、あるいは違うもので行くのかということを考えたときに、車で行くんだったらガ

ソリン代、あとは国道は無料だからそれで行けます。ところが、鉄道を利用すると利用料

金が高く取られますということになると、それは車の方が選択されるわけですね。ただ、

車がそういうふうに安く行けるというのは、税金が道路に投入されているから、つまり、

優遇されているから。つまり、道路ユーザー、車のユーザーは優遇されているけれども、

鉄道のユーザーはそういう意味では全然優遇されてない。

その仕組みとしては、これは、日本では公共交通に関しては事業者がやっているという

ことで、事業者に税金を投入するというのはどうかという意識が非常に強いわけなんです

けれども、これはやはり、公共交通、先ほどの移動の手段として、移動権を実現するため

の手段という、そういう公共的な性格を持っているということを考えると、税金を投入す

るというのは当然じゃないのかなというふうに私は考えています。

ところが、それが一般には、やはり、公共交通に税金を投入することについては、非常

に大きな抵抗がありますので、ここら辺について、これから高齢化社会を迎えてどうなっ

ていくのかということについて、やはり移動権ということを基本に、もう一度考え直す必

要があるんじゃないかなと考えています。そういう意味でも、この移動権ということに関

しては、もっと議論して国民全体でこの問題について考えていく必要があるんじゃないの

かなと考えています。以上です。
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（藤田） ありがとうございます。そして、もう 1 つ権利という部分に関していくと、や

はり安全性という部分が非常に重要なポイントになってくると思うのですが、今回、交通

基本法では、「交通安全に関しては交通安全対策基本法による」という位置付けになってい

ます。佐藤さん、その点について、どうお考えでしょうか。5 分ぐらいでお願いします。

（佐藤） 先ほど触れた交通安全基本法に基づく交通安全基本計画というものが、死者の

数だけを取って目標を達成しているというムードになっているということがおかしいと話

させていただきました。やっぱり交通弱者のところにしっかりと目がいかなければいけな

いのではないかなという思いをずっと持っていましたけれど、このところ立て続けに、交

通弱者、歩行者、特に子供たちの被害が起きてしまいました。

4 月 12 日には京都の祇園で暴走した軽自動車が、23 日には京都亀岡市で通学途中の被害

者。この亀岡市というのは、対策もいろいろとやっていたところなのです。なおかつ、WHO
でセーフコミュニティという、安全に関することをしっかりとやったところに、セーフコ

ミュニティという承認がされるのですけど、日本の市町村の中で初めてそれが承認された

市でもあるというように、とても安全に対して行き届いていたというか、いろいろと力を

入れていたところでさえ、こういうことが起きたということを、非常に重く見なければい

けないと思います。

その後にも関越道のツアーバスもありましたし、4 月の 28 日には千葉の館山で、バス停

で待っている子に突っ込んだ。あるいは、つい最近も大阪の玉造の方で、道路から参道に

曲がっていく右折車が、横断歩道上の子供をひいてしまう。こういうものが一つ一つ連動

して社会問題となっている中なので、今まで拾い上げられなかった事案も世に出てきて、

一般の人も知るようになりました。

しかし、例えば先日警察庁で発表されたゴールデンウイーク中の死者数というような枠

をくくると、結局は昨年よりも少なかったという論調になってしまいます。ここでちゃん

と、こういった個々の問題に目を向けなければ、たぶんこのままいってしまって、今年の

死者数もまた昨年よりも減少という形で、これだけの被害を私たちは感じながらも片付け

られてしまうということが起きてしまいます。

もう 1 つ、加えて 4 月 10 日に、私の地元の品川区内で、自転車に乗っていた女の子が T
字路を左に曲がるときに運悪く倒れてしまって、そこを走ってきた車にひかれてしまった

という死亡事案がありました。その場所は、公園にも児童館にもすぐ近くのところなので、

そういう場所付近をどうやって走らなければいけないのかということを、考えなければい

けないものだと思うのですが、関係者等の間では残念なことに、単に「飛び出し」と片付

けられてしまっているようです。

そういったことからも、人と車が共存する場所では、どうあるべきなのかというのを再

確認しなければいけないと思います。先ほど辻元先生の方から、5 条ではすべてを対等にと

いうふうに、いろいろな交通手段すべてが対等にという形で言われましたが、この対等と
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いう意味、私は交通弱者を過保護的に守っていこうということを言っているのではなくて、

そういう共存する区域の中では、すべての人が同じく、等しく安全であるためにはどうあ

るべきかということになっていく。全てが対等であれば、私は納得がいけると思います。

例えば、人、子供と車との自重を比べてみれば、重さもまったく違います。交通強者の

脅威というのは、運動エネルギーということで、その重さとスピードを掛けたものがエネ

ルギーとなって、その破壊力の差になります。そういうことを考えると、人と車が同じ場

所で共存するためには、どれだけ車が歩行者、弱者を配慮しながらその場所に入っていか

なければいけないのかというのを、しっかりと考えた上で共存されるべきではないかと思

っています。

古倉先生が話の中でも言われましたけど、優越、プライオリティー、優先順位というも

のを、やはりしっかりと共存領域では示されていかなければ、今後もこういった傾向は続

いていってしまうのではないかという恐れを私は感じています。

1 つ、先程のツアーバスの事件が、ちょっと特化したものと、高速道路上でもあるし、特

化したものというふうにとらえられがちなのですけど、あれは公共交通と言えるかどうか

はちょっと疑問なところもありますが、自家用車を利用していないで、乗合バスとかに乗

っているということを考えると、あそこで被害に遭われた方々も交通弱者、車を使わず集

団の中で移動していた交通弱者の被害だということを、しっかりと明確に私たちはとらえ

なければいけないのではないかなと思っています。

（藤田） ありがとうございます。次に、先ほど工藤さんの発言の中にもあったんですが、

道路であれば国の費用が、国道などであれば国の費用が 3 分の 2 ぐらい、そして自治体は 3
分の 1 ぐらいの負担で足りるというところがあります。今回の交通基本法では、自治体も

交通基本計画を策定するという考え方になっているのですが、例えば自治体が今まで通り、

自動車優先でいいんだというような判断をするときに、国はどういうふうなかかわりをし

ていくことを考えているか。辻元さんお願いいたします。

（辻元） 今の、この法律のつくりもそうなんですけど、皆さんご自分がお住まいになっ

ている市町村とか、23 区だったら、区の交通計画をご存じでしょうか。結局、勝負は自治

体になってくるんです。それぞれの自治体、富山は先ほど事例が出ましたけれども、あの

下で新しい市長が公共交通を充実させるという公約の下、路面電車を復活させたり、パリ

のヴェリブと同じように、市街地で自転車に乗ろうということで道路を整備し、そして自

転車を、各街角に自由に乗れる登録制の自転車を置いて促進するということで、今、富山

市なりに非常に業者と一緒になりながら改善していますよね。

富山市が独自に公共交通を守るということは、これは、みんなのためだから税金を入れ

るんだということで、安い運賃で税金を入れるということを市議会を通して決めていって

いるんです。このつくりもそうなんですけど、それぞれの自治体で協議会をつくろうとな
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っていまして、それぞれの関連の自治体、それから、そこに国の地方運輸局みたいなとこ

ろも入りますが、それから NPO や、コミュニティーバスなんかをやっている NPO もたく

さん出てきていますので、NPO とか住民の代表などが入った協議会をつくって、そこで地

域の交通をどうしていくかというテーブルをつくって、話し合おうという仕掛けになって

います。

よく、しない場合、国から命令してやらせるというのは今までのやり方なんです。その

自治体がやらなかったら、自治体の市議会や、それから住民がまず問題にしなければなら

ないんです。という、先ほど住民というか、国民の自覚という話で、よく私もそうなんで

すけど、うちの大阪府高槻市というところで、公共交通とか自転車を促進しようという NPO
がめっちゃ頑張っているんです。頑張っているところは改善されていくんですね。

先ほどあったように、コミュニティーをどうつくっていくかということ。これは公共交

通は誰かが与えてくれるものではなくて、市民参画で、やはり自分たちで自分たちの町の

公共交通を考えていこうという姿勢がない限り、できないと思うんですよ。ですから、そ

ういう意味で、自治体がやらない場合、じゃあ、国から、法律に書いたからできるかとい

ったら、そうではなくて、むしろボトムアップで、どういう市議会議員を選ぶのか。

この間、私、熊本市のシンポジウムに呼ばれたんです、交通基本法の。熊本市の市議会

議員が、交通基本法もできるし、自分たちの町の公共交通の在り方そのものを点検しよう

ということで、びっくりしたのは、私も行きましたけど、市議会議員、県会議員、市長、

それから、業者、それから、その NPO とかが来てシンポジウムをやったんです。市長も一

緒になってやっているんですよ。

そういうようなつくりで、やっぱり公共交通とかコミュニティーの再生をしていこうと

いうことが大事。国は道路についていえば、私は道路について、おっしゃる通り、さっき

言ったように公共交通にめちゃめちゃ少ないんですよね。この予算を増やしていきたいけ

ど、今の財政状況でどんどん予算を増やせるという状況では、トータルにないと。そうす

ると、道路を造るときに、これ、韓国がやった事例ですけれども、車が走るだけじゃなく

て、自転車道を必ず付けていくようなことを自治体単位で決めていく。そして、さらに、

バスレーンを付けると、ソウルがやりました。

一番、自家用車で移動するのが不便であり、定刻の時間に着けなくなって、自家用車を

やめようとだんだんなってくるという、そういう道路の敷き方みたいなもので淘汰してい

くことができる。公共交通を使ってもらうために、IC チップを入れたカードで地下鉄であ

ろうが、バスであろうが、全部 1 枚のカードで行けると。それで 7 回か 8 回やったと思う

んですけど、1 日に利用したらそれ以後ただになるんですよ。その分は税金で補填するとい

うふうになれば、自動車で行くよりもバスやら地下鉄で行った方がずっと安上がりだし、

かつ、定刻にバスレーンで着くと。あとは道路の渋滞なんです。

というようなさまざまな、おっしゃったような施策を組み合わせていくことで誘導して

いくこと。それから、1 人とか 2 人とかでソウルの市内に行くと、課徴金が取られる。自家
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用車を使う場合は何人以上じゃないと入りにくくするとか、そういう施策を総合的に各自

治体単位でまずやっていくと。モデルをつくりながら全国に広げていくと。国が号令一下

したからといって、なかなかできないんじゃないかと私は思っています。自分の町、点検

してください。自分の町でぜひ、自分の住んでいるところはどうなっているか、点検して

ほしいと思うんです。

（藤田） ありがとうございます。もう 1 つ、交通基本法で重要なポイントが、自動車、

公共交通、自転車、そして、歩行者。これらの分担という視点になってくると思います。

先ほど古倉さんの方から、優劣関係が決められてないということのご指摘がありました。

そして、今、古倉さんは自転車に関連して、委員会にかかわっておられるんですが、優劣

の視点がない故に、何か審議会の中で不十分なところとか、審議会の議論の状況を教えて

いただければと思います。

（古倉）基本的には今回の 4 月に提言をさせていただきました委員会ですが、相当程度、

満足といいますか、非常にいい内容になっていると。自分で手前勝手ですけれども思いま

す。ただ、私はだいぶ申し上げたんですけど、さっき申しましたように、自転車の位置付

けというのがはっきりしない。これを国レベルでしっかり示さないと、結局地方でそれを

具体的に採用するときに、例えば道路の車線をどう取るか、取り合いをするときに、対等

な関係と言われると、結局はもともとある車の空間の方がどうしても優先されてしまうと、

こういうことになるんじゃないかと思うんですね。

どんなことが議論されたかというか、細かいところの紹介はできないのですけれども、

大きくは 3 つ論点があります。1 つは、ネットワーク計画ということですね。つまり、自転

車は自転車道単独でレーンが 200 メートルあっても、これはほとんど意味を成さないわけ

ですね。ネットワークが出来上がらないとだめだということで、ネットワークに取り上げ

る路線をどうするかというのが、重要で、まずこのガイドラインの適用の対象です。

従って、ネットワークの計画に入らない路線というのは、この次の 2、3 の適用がないと

いうことになります。それでは、2、3 はどんなことか。2 番目は、走る空間ですね。いわ

ゆる単路といわれている走る空間ですね。これは、極端に言うと、規制速度が高い道路で

あれば、つまり、60 キロとかいう道路であれば、自転車道を造ってください (ただし、自

転車道といっても、従来問題点が指摘されたものと異なり、柵はなく、また、一方通行も

大きな選択肢とされているとともに、今後は一方通行を原則とすることを検討することな

っています)、規制速度が低いところであれば、40 キロメートルとかであれば、自転車レー

ンで結構です。

それでないところは、従来ですと、ここで普通は、歩道という言葉が出てくるのですが、

歩道が出てこないのですね。車道での混在ということになります。つまり、規制速度が低

く、かつ、自動車交通量が少ない道路は車道での混在になりす。ただし、そういつもいつ
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も空間を取れないでしょうから、矢羽根という、ちょっと矢羽根って見づらいかもしれま

せんが、こういうマークを付けて、いわゆる自転車指導帯といわれているものですね。こ

れは幅員が狭くてもいいということになっていて、これは混在ということを認める。

こういう 3 つの選択肢。ここには、原則としてですけれども、歩道とか自歩道を選択す

るというものはありません。ただし、道交法で幼児とか、つまり小さい子供さんとか、高

齢者は歩道を依然として通ってもいいということになっていますので、それはもちろん、

従前と同じということになります。つまり道交法の改正は入っておりません。

3 番目、交差点ですね。交差点は、今までは右折レーンがいっぱいあるのですね。これに

よって結局、交差点の手前から自転車レーンとか自転車道が造れなくなってしまっている。

これは、幅が足りないということですね。その場合どうするかというと、一番の発想のま

ず 1 つは、右折レーンをやめてしまえという発想です。ただし、右折レーンを使う車がた

くさんあった場合は、今度は歩道を縮小してくださいねということです。えっと思われる

かもしれません。ただし、歩道を通る歩行者が多い場合、又はある程度ある場合は、用地

買収で拡幅してくださいという順番になります。

今まで、このような交差点は、ほとんどが手前で歩道に上げて、歩道を通して交差点を

渡らせて、次にまた車道へ下ろしていた。こういうパターンだったのですが、そういう選

択肢は、少なくともこのネットワークの対象路線、つまりこれはイメージですけれども、

だいたい 1 都市当たり 60 キロから 70 キロとか、そういうイメージだと思うんですけれど

も、そういう路線についてはですが、要するに歩道へ上げずに矢羽根印で交差点を車道で

通行してもらう、つまり交差点をしのぐことになります。

ただし、あまりにも交差点が危ない場合、迂回路を考えるなど、別の方法はあるんです

けれども、一応、歩道を通らないで交差点の手前まではなるべく整備することが求められ

る。今まで自転車専用レーンを造ろうと思ったところが、交差点がだめだったら全廃、つ

まり、全部やめてしまえという発想があったんですが、そうじゃないですよということで

す。手前のぎりぎりのところまでは造ってもらって、それからあと矢羽根という法定外表

示で車道で交差点を渡り、渡ったらまた次、自転車専用レーン等ができると、こういうパ

ターンになるということです。

もちろん、ほかにも自転車横断帯を廃止するとか、それから自転車停止線、これを車よ

りも自転車 1 台分ぐらい前に持ってくるとか、こういうことも提言されております。従っ

て、走行空間も交差点も、これは歩道という概念がないということであります。これが大

きな特徴でありまして、日経新聞その他もこれについては非常に評価するという結果が出

ています。

ただし、一番大事な点が抜けているのは、どうしてもこれは各論の空間施策の 1 つです

ね。自転車の位置付けは今後の課題ということで、変な言い方ですけど、今後の課題に先

送りしてしまいました。というのは、地方に行ったときにどの程度空間を取るかとか、ど

ういうふうな取り方をするかというのは、どうしても地方にお任せせざるを得ない部分が
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あるのですね。そうすると、例えば国レベルでしっかり自転車を優先する。あるいは、少

なくとも交通弱者と自転車を優先するという位置付けがあれば、相当程度明確に進む可能

性があると考えられるわけですけれども、残念ながらそれは今後の課題ということであり

ます。

例えば、私はいろいろな地方の委員会に行って説明しましたところ、位置付けをしっか

りしないから、国の考えとかは分かりましたし、、それからほかの地域は別かもしれません

が、こと私の公共団体ではこれはできませんという人が結構多いのですね。なぜかといえ

ば、空間が狭いからとか、自転車を優先してその空間を確保できないなどいろいろ理屈が

あるのですね。

要するに、位置付けをもう一度しっかり出してやっていただくようにしていただきたい。

それから補助金なんかも、例えば、アメリカの連邦交通省で聞きますと、道路は高率です

が 8 割連邦が出すのですね。ところが、自転車道や自転車関係は 9 割。それから、自転車

通学については 100％というふうに、それぞれ自転車について優遇しているということであ

ります。やっぱりそれだけ、こういうものをしっかり造るためにもっと国が推進する意味

で補助金を出すとか、そういうことで奨励すればもっと空間を確保できるという地方も増

加すると思っています。以上です。

（藤田） ありがとうございます。会場からのご質問に、非常にいい質問が出されており

ますので、そちらも聞いてみたいと思います。申し訳ありませんが、ちょっと時間の都合

で全部の質問を取り上げることはできません。代表的なものだけになりますので、その点

はご容赦ください。

先ほど、古倉さんの方で予算措置うんぬんという話が出ました。そこの財政上の措置に

ついて、辻元さんに質問が来ております。移動の自由を保障するためには、当然予算措置

が不可欠ですけれども、基本法案についてはその点の記載がないのではないかと。予算措

置を講じることの重要性に対しての、辻元さんのご意見をお聞きしたいという質問が来て

おります。お願いいたします。

（辻元） 予算は多ければ多いほどいいんです。それはどういうことかというと、私、国

交省に入ったときに、例えばさっきのバスがありますね。バスって今、何キロ、年に廃線

になっているかご存じでしょうか。稚内から鹿児島までの距離が毎年廃線になっていって

いるのが、日本の現状なんです。

買い物弱者から始まって、病院に行けない。特に、いわゆる過疎地といわれているとこ

ろのバスがなくなっていっているわけですね。じゃあ、それを全部国のお金も入れながら

やるとどれぐらい掛かるかという、バスだけじゃないんですけど、試算をしたら約 2,000
億円掛かるという試算が出ています。

今は公共交通とかに掛けているのは100億円とかです。バスも鉄道も何から何まで。2,000
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億円の捻出は今の財政状況だと非常に難しいわけなんですけれども、予算を増やすという

ことで、やっと 200 億円に近づけるところまで、この間、どんどん予算が切られる中で増

やしていったというのが、今の現状をまずお話しするとそういうことなんですね。

そうすると、どうするか。切られていくバス。例えば、私のいる大阪市は、橋下さんが

市バスをやめろと。地下鉄も市営じゃなくて民営化しろと。赤字の路線は補助金を出さな

いと言って、大阪は切っていますでしょう。ものすごく困っているわけで、自治体レベル

でそれを決めていきますので、今の現状の中でとか、高齢者の無料バスは廃止しようとい

う自治体ばかりで、どんどん自治体で予算を削っていっているという状況になっているわ

けです。

ですから、国で予算を増やしたとしても、今、この 200 億円に近づけるのが精いっぱい。

もうごね倒しと言ったら悪いんだけど、いろいろな中で予算折衝でやって倍に増やしたと。

さっき申し上げたように、道路とかダムとかに使っている予算は、国交省で 1.3 兆円、2 割

削りました。20％、1 省の予算を削るということはものすごく大きなことなんですけど、ほ

か、厚労省の関係の年金とか、そこから削って公共交通に持ってこいというわけにはいか

ないから、中のやりくりでだけれども、国交省は予算を切れ、切れでしたから、切ったと。

ただ、公共交通に使うお金は増やせということで、倍近くにするのが今のところの精いっ

ぱいで、これ以上、1,000 億円、2,000 億円といったら、それはすごい額になりますので、

そこまで増やすことはできないと。

コミュニティーバスの支援とか、結局、路線バスを切られたところで、いろいろな取り

組みが地域、地域で始まっています。NPO がコミュニティーバス。コミュニティーバスと

かデマンドタクシー、要するにタクシーを相乗りして行くような制度とか、そういうこと

をしやすいような規制を緩和したり、それからコミュニティーバスに対しての補助を出し

ていくと。

しかし、このコミュニティーバスの維持も、補助だけで頼ったら全然営業もしませんの

で、その市町村、地域によってこういう取り組みがあるんですね。その町でバスを復活さ

せようということで、1 カ月間に 2,000 円分のバスのチケットを住民がみんな買うんです。

それで最低限の維持をするという取り組みをする中で、補助を一定出して維持していくと

か、いろいろな取り組みが NPO によってもなされているので、財源が苦しい中でのそうい

う工夫。それから、そういう NPO を促進するために、いろいろな人たちが寄付で賄うよう

なときには、税制の税額控除で寄付した人への半分税金が返ってくるという措置をしたり

ということも、今回、税制改正の中で盛り込んだんです。

ですから、これはバスだけじゃなくて、医療とか他の分野でも財政が非常に苦しい中で

どういうように、共助の部分を増やしていくことによって問題を解決していく。自助でや

るのはもうしんどいと、公助もお金がないとなると、共助の部分の仕組みを補強していく

ことでパブリックの部分を、私たちは新しい公共と呼んでいますけれども、生み出してい

くというところとの複合作用を期待して、いろいろやっているという状況です。以上です。



32

（藤田） ありがとうございます。そしてもう 1 つ質問の中で出てきたんですが、佐藤さ

んのおっしゃっていた言葉ですが、今の状況だと歩行者が自動車に気を使って歩かなけれ

ばならない。これを直して、歩行者を優遇するような仕組みはどのようにすればできてい

くのか。ちょっとお考えがあればお願いしたいというご質問がありました。まず、この点

については、佐藤さんからもう一度、手短にお願いしたいと思います。

（佐藤） 先ほどもちょっと触れましたが、歩行者はもちろん最優先に守られるべきもの

なのですけど、私はそれ以前に、等しく安全であるというためにはどうあるべきか。「等し

い安全」、まずそれを考えていただきたい。車と人が共存するところで等しくあるためには、

人の重さとスピード、それにどれだけ車側が近づけるかというとこと、速度を落とすのか、

そういうところしかないと思うのです。そして、配慮していく。もしぶつかったとしても

けがもしないような走り方。それこそ、人がいることを前提として、生活道路とか生活ゾ

ーンに入っていく、そのような考えを持つべき領域であるということを、まず大前提にし

てほしいと思います。

ようやく警察の方も、そういう被害をどうやってなくしていこうかということで、「ゾー

ン 30」という施策をヨーロッパに倣って取り入れていこうと、昨年、推進を各都道府県に

出したところですけれど、そのゾーン 30 も、ただ 30 キロ制限にしてく、今まで制限速度

がないところは 60 キロ出ていたのを、ただ 30 キロにしていこうということだけでは、30
キロ制限にするという意識だけでは何の意味も持ちません。

人と車がぶつかったときに、30 キロを境に一気に致死率が上がっていきます。そのバロ

メーターが 30 キロという速度なのですけれど、私の家の周りは細い道が多く、そのほとん

どがすでに 30 キロ制限になっています。しかし危険を感じています。

なぜなら、もちろん 30 キロで走らない者もいますけど、人に対しての配慮を持たずに走

っている車がいるからです。ゾーン 30 というのは、30 キロ制限、30 キロまで走ってよい

ということではなくて、30 キロ以下で走らなければいけない。それはどういう意味なのか。

人に対してどうあるべきなのかということをしっかりと認知した上で、ゾーン 30 というも

のが導入されなければ、今ある 30 キロ制限道路とまったく変わらない状況になってしまう

ので、そういう視点も 1 つ持たなければいけないのではないかと思っています。

もちろん歩行者を守るということはあってしかるべきなのですけど、まずは平等な安全

であるべきには、どうあるべきかというところをしっかりと車ユーザーが持って、人が生

活する領域の道には入っていってほしいと思っています。

（藤田） ありがとうございます。では、時間の関係もあって最後の質問となりますが、

やはり気になるところとしては、現在のなかなか不透明な政治状況の中で、この法案の行

方がどうなるのかというところです。国土交通委員会では今後どのような議論の展開が行
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われそうなのかという点について、辻元さんからご発言をお願いいたします。

（辻元） 見通しが立ってないんです。国土交通委員会では 11 本、今回法案がかかってい

ました。それで、継続審議は交通基本法だけだったんです。ところが、まだ 1 本しか取っ

ていなくて 10 本残っています。その中で問責決議というのを国土交通大臣に出されてしま

って、参議院で可決されたので、大臣が辞めない限り動かさないというように、少なくと

も自民党と公明党は言っています。

国交委員会の理事会では、他の党はやってもいいのと違うかと。私たちは、この間から

高速ツアーバスの事故を国交委員会を開いてやらないのはおかしいじゃないかと。人の命

をあんなに大事故で奪った事故について、しっかり委員会で審議しようということで野党

に呼び掛けましたが、これも参考人、関係者を呼んでの事情聴取のような、参考人質疑な

らいいけれども、国交省とか、大臣を呼んでの普通の委員会は開かないということで拒否

されたと。

ですから、まだ 1 回開いて、この高速ツアーバスの件も終わりになってしまっています。

ただ、これは、私たちは民主党の中の部門会議でワーキングチームをつくって、先ほど高

速ツアーバスなどの話の規制緩和ということが出ましたけれども、見直しをしていこうと

いうことで、今月中には見直しの方向性を一定示したいなと思って、委員会は開かれない

んですけれどもやっています。という状況です。

あと、さっき自転車の話があったじゃないですか。効用がありましたよね。もう 1 つ戦

争に勝てるという効用がある。ベトナムに行ったとき、ベトナム戦争って、私、自転車で

勝ったと思うんですよ。ゲリラが戦ったでしょう。ベトナムの人に聞いたんですよ。自動

車なんかないと。それで、米軍は大きな戦車とかでばーっと来るんだけど、ジャングルの

中、自転車を補強して物を運び、人が移動して、ゲリラはそれで戦ったんですって。だか

ら自転車というのは本当に意味があると私は思っている。

だから、大阪の御堂筋という、皆さんご存じですかね。どーんと目抜き通り。あれ、こ

の間まで国管轄だったんですよ。大阪市に移管するんだけど、だから私はあそこは広いか

ら、両方 1 車線ずつ自転車道にしようということをやっていたんです、それを実現しよう

と思って。象徴的なそういう自転車道をばーっとやって、みんな楽しいとなったら、もっ

と広がるのと違うかなと思って検討していたんだけど、そうするとタクシーはどこに止ま

ればいいんだとか、それから宅急便とかの集配の車は、じゃあ、自転車道を付けた場合は

どこに止まるんだとか、まあ、調整がかなり難しくて。しかしこれ、まだあきらめてなく

て、やろうとしています。ひょっとしたら 1 年以内ぐらいに、その大きな目抜き通りの 2
本が自転車道になるかもしれない。こうご期待ということで、やっぱりやれるところから

やって、自転車の場合は目に見える形でアピールする。こんなにいいよということをアピ

ールしていけたらいいなと思っています。
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（藤田） ありがとうございます。もう時間を超過しておりますので、シンポジウムはこ

れでお開きにしたいというふうに思います。この間、司会の私、至らないところがたくさ

んありまして、お聞き苦しいところもあったと思いますけれども、長時間のご静聴、大変

ありがとうございました。ではまた福井委員にマイクを戻します。（拍手）

（司会） パネリストの皆さん、本日は本当に充実した議論、短い時間の中でしたけれど

もありがとうございました。お話を伺っていて思いました。人間が自由にどこにでも移動

できるのは、素晴らしいことだなと。それと同時に、我々の生活道路、それが安全に人々

が交流できる場であれば、本当に素晴らしいことだなと。そういう新しい道の在り方、自

転車、自動車、公共交通、そしてもちろん歩行者のベストミックス。それはいったいどこ

にあるのか。我々は次の未来の世代に、いったいどういう道の在り方、交通の在り方を示

していくのか。それは我々の世代の責任なんだと思います。ぜひ、国会での活発な議論を

期待したいとともに、今日の議論が何かその一助になれば、また、こういうディスカッシ

ョンを皆さんと一緒に続けていければと思います。本日は本当にご来場、ありがとうござ

いました。またあらためて登壇者の皆さんに大きな拍手をよろしくお願いいたします。（拍

手）

では、これにて閉会いたします。

＜録音終了＞


