『どこにいても
主題

いつまでも』

「モビリティを保障して皆が住み続けられる街へ」

１．高校生の A さんは、夏休みを利用しておばあさんの家へ遊びに行きました。小さい頃
は家族に連れられていましたが、今回は鉄道やバスを使って一人で行きました。今回の
訪問を経て、小さい頃と今回とでは A さんから見たおばあさんの生活は違ったものに
見えました。A さんになったつもりで、ふき出しの中に言葉を書き入れてみましょう。
最寄り駅からおばあさんの家の近くまで行く
バスの時刻表

おばあさんと近所の家

②

①

おばあさんの話
『この地区に一番早くから住んでる隣の C さん
も旦那さんを亡くして 15 年そこら経つで
しょ。
お互い一人暮らしだから、声をかけ合っている
のよ。
』

おばあさん個人の乗り物

最寄り駅前の商店街

③

おばあさんの話
『バス停まで歩いていくのがたいへんなのよ。
それにバスの本数が少なくて、不便で。自動
車を一人で運転するのは不安で、免許も返納し
たいんだけど。でも、自動車が無いとねぇ…。
』

④
午前 11 時の
商店街の様子

２．吹き出しの中に書いた言葉を、近くの人と共有しよう。また、他の人の見方もふまえて
おばあさんが今後生活を送っていく上で困りそうなこと、場面について話し合い、出た
ことを書き出そう。
おばあさんが困りそうなこと、場面
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３．ＡさんはＢ市に住むおばあさんが直面する問題について調査を行い、その結果を夏休み
明けの授業で発表することにしました。以下の会話は、発表の前にＡさんがお父さん、
お姉さんと話した内容です。対話の中で空欄になっているところを、Ａさんやお姉さん
になったつもりで考えて書き入れてみましょう。
Ａさん ：お父さん。おばあさんの住んでいるＢ市について調べてみて、色々なことが分か
ったよ。
お父さん：どんなことが分かったのかな。
A さん ：これまで意識したことなかったけど、外出したりするのに困難な思いを抱えてい
る人や地域があるってことかな。
お父さん：Ａちゃん、大事なことに気が付いたね。そもそも、どうして困難な思いを抱える
人や地域が出てきてしまうのかな？
Ａさん

：それは、

①：資料Ⅰ（P.4）の情報・データ等から考えてみよう

からだと思うわ。
お父さん：なるほど。それじゃあ、Ａちゃんはそれに対してどうしていくべきだと思ったの
かな？
Ａさん

：私が思ったのは、

②：資料Ⅱ（P.4-5）の事例を参考に考えてみよう（評価できる点、新たな提案等）

ということよ。
お父さん：なるほど。いい考えだね。
お姉さん：二人で何を話しているの？

ふむふむ……。Ａちゃんの発表のキーワードとして

Ｂ市の「モビリティ」が挙げられるかもしれないね。
Ａさん

：「モビリティ」って？
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お姉さん：一般的には移動性や流動性と訳されているわ。Ｂ市で生活する人々が仕事や学校、
買い物、病院に行く、友達と遊びに出かけるといった日常を過ごす中で必要とな
ってくる移動が、どのくらいスムーズにできているか。逆にできないところを見
つけるための視点としても大事なものよ。
Ａさん ：「モビリティ」かぁ。誰にでも関わる問題だね。
お姉さん：そうだね。人間生きていればどこかで必ず移動する必要が出てくるし、子供から
大人、お年寄りまで関係する話よね。いつ、誰にとっても「モビリティ」が保障
されている社会が理想ね。
Ａさん ：よーし。発表の題名は「モビリティを保障して皆が住み続けられる街へ —Ｂ市
を事例に— 」にしよう。
お父さん：二人とも、なかなか議論が深まっているね。ただ、その理想をかなえるのは、実
際には難しいこともあるんじゃないかな。発表する前に、指摘されそうなことを
あらかじめ考えておくといいかもしれないね。
Ａさん ：指摘されそうなことかぁ…。
お姉さん：例えば、
③：②で考えた対応策を実現・継続するために、想定される課題を挙げてみよう

Ａさん

という指摘が出るかもよ。
：うーん、なるほど。それじゃあ、それに対しては

④：③で挙げた課題に対して、どのような解決策があるか考えてみよう

というふうに答えてはどうかな。
お父さん：その調子、その調子。あといくつか、ありそうな指摘や反対意見を出してみて、
さらに発表内容を深めていけるといいね。
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資料Ⅰ：Ｂ市の状況

おばあさんの家

バイパス
バス停

地元スーパー
Bマート
小・中・高校
小・中・
商店
街

B駅

大規模
小売店

道B
B鉄

線

B市域
B市内地区域

0

大学

人口構成とその推移

Ｂ市の地区

1km

世帯人員別一般世帯の割合の推移

地区別人口と高齢化率

地区別世帯人員数・自動車保有率

資料Ⅱ：Ｂ市での支援事例（広報誌より）
１）コミュニティバスの運行

B 市では２年前からコミュニティバスを導入。
民間バス会社の撤退や路線数削減が進む中、比較的小型で
小回りがきき、価格も 1 回の利用で 100 円と低額に抑え
て運行されている。このバスを利用しているというＥさん
は、
「自動車も自転車も乗らなくなったので、外出する際はとても助かっている」と話した。
ドライバーのＦさんは、
「毎日出動しており、やりがいを感じている。ただ、利用者それぞれで
違う乗降地点を覚えておくことや、効率の良いルートを考えるは大変。車内での待ち時間が多
くなってしまう人もおり、今後どう運行していくのが良いのか模索している」と話した。
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２）B マートの移動販売

経済産業省の「地域自立型買い物弱者対策支援事業」
を利用して、Ｂ市内の B マートが移動販売車 3 台を購入。
昨年９月から B 市内の３箇所週 2 回の移動販売を行って
いる。Ｂマートの担当者であるＣさんは、
「高齢者など、
足の遠のいていた常連さんにまた買ってもらえるように
なって嬉しい。お客さんのニーズをつかんで少量のスポット販売を軌道に乗らせたい」と
話した。利用者のＤさんは、
「近くまで来てくれるので助かる。週２回と定期的なので、そ
のくらいのペースで買い足す生鮮食品を購入している。自分の目で見て買いたいものを買
うというのは、思っていた以上に気分が晴れる。もう少し品数が増えればもっと嬉しい」
と話した。

４.＜関連トピックス＞ 高齢ドライバー対象の「限定免許」について考えてみよう。

高齢ドライバーによるクルマの運転事故多発に伴い、警察庁が 2022 年度をめどに
75 歳以上の高齢ドライバーを対象とした、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い
加速抑制装置が装着されたクルマ（「サポカー※」）に限って運転できる「安全機能付き
高齢者限定免許」を創設することを発表しています。
Ａさんのおばあさんもクルマの運転が不安になってきたことから、クルマの免許の返
納を考えているようです。しかしながら、実際にクルマのない生活が不便であることも
分かっているので、事故の不安さえ軽減できれば、クルマを使った生活を続けることが
できることでしょう。
このような安全機能付きのクルマに限らず、どのような限定免許制度があれば、高齢
ドライバーが安心して運転することができるか、みなさんで話し合ってみましょう。
どんな限定免許制度があれば高齢ドライバーが安心して運転できるだろうか

※サポカーとは
「サポカー」

：先進安全技術である衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマ

「サポカーＳ」 ：衝突被害軽減ブレーキに加え、高齢者に多いアクセルとブレーキの踏み間違い防止
機能を備えているクルマ
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教員の皆様へ
Ⅰ

はじめに

日本の都市人口率は 90％を超え、特に首都圏への人口集中が顕著となっている。一方、
地方都市や農山漁村部では、人口減少と少子高齢化に伴う諸問題が生じている。本教材では、
人口減少と少子高齢化に面している仮想上の地方都市を舞台に、そこで暮らす人々のモビリ
ティを保障するにはどうしたらいいか、ということに向けた学習活動を設定した。
生計を立てるための活動はもちろん、教育や医療、趣味、娯楽に至るまで、人が移動する
という事象は、決してなくならないものである。本教材は、高齢者の日常にひそむ潜在的な
モビリティの問題を、生活者の目線からとらえさせる活動を取りかかりとしている。次に、
ふかん

視点を広げて地域の全体像を俯瞰した上で課題点を見出す活動を配置した。さらに、いつ誰
にとってもモビリティが保障されている社会という理想を設定しつつ、それは実現可能なの
か、どうしたら実現できるのか、派生して生じる問題や対立し得る他の社会的課題と照らし
合わせた上で議論できる力を育みたい。

Ⅱ

学習目標

１．人口減少や少子高齢化の進む日本の地方都市にひそむ、モビリティが脅かされかねない
状況や、その状況が作り出される社会的諸条件を見出すことができる。
２．ある地域の空間的・社会的諸条件をふまえて、問題解決のために取り組まれていること
について評価したり、新たな取り組みの方向性を提案したりできる。
３．モビリティという概念の獲得と、モビリティの保障がなぜ重要であるかを考えることが
できる。
４．モビリティについて理想的な社会の状態を設定した上で、その実現可能性や、理想論に
派生して生じる問題や、対立する別の社会的課題を踏まえた議論ができる。

Ⅲ

授業の流れと解説

１．祖母の暮らすある地方都市「B 市」を訪れたという設定の下、その祖母の生活環境を生
活者の視点から捉えさせ、課題となる点を挙げさせる。
２．
「B 市」の全体像を、略地図や各種統計から読み取らせ、
「B 市」という地域の空間的・
社会的諸条件をふまえた上で必要な施策を提案させる。
３．生活上の移動の困難性がなぜ生じるのかや、その困難性をなぜ解決すべきなのかという
倫理上の重要性を確認した上で、モビリティの概念を獲得させる。
４．いつ、誰にとってもモビリティが保障されるという理想的な社会を築くには、その理想
をかなえるために新たに必要となる物事に加え、公私の財源上の問題や、他の優先すべ
き社会的課題などの側面から批判され得る。こうした物事との総合的な思考・判断を経
て、自分の考えを発表するまでの段取りを経験させる。
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【空欄の想定解答例】“⇒”以降では、議論を深めるためのさらなる視点を掲載しています。
１．Ａさんの気持ちになって
①朝や夕方は１時間に複数出ているけれど、それ以外の時間は１時間に１本かぁ。不便だなぁ。
おばあさんもこのバスをつかっているのかなぁ。
⇒現在のバスの運行状況でどの程度利用者ニーズを充足しているか、具体的な利用者ニーズを考えてみよう。そうでない
とすればどのような手段で補完していると考えられるでしょうか。
②普段の買い物も一緒に行ったりしているのかな。Ｃさんも自動車をもっていなし、最寄りのスーパーマーケットまで遠
いけど、その時はどうやって移動しているのだろう。
③小さい頃はもっと大きくて、賑わっているように感じたな。歩いている人も少ない気がする。バスでの移動が不便にな
ってきたことと関係しているのかなぁ。
⇒商店街が賑わいを失った要因として、どのようなことが考えられるでしょうか。
④たいてい車はおじいさんが運転していたな。おばあさんも運転できなくはないけど、不安だと言っているし…。バス停
までも歩くのも大変みたいだな。
２．おばあさんが困りそうなこと、場面
自転車での移動が中心だと、雨の日など悪天候時は外出しにくくなりそう／商店街がつぶれてしまったら、いよいよ大
変だと思った／隣の人の方が深刻では／おばあさんの健康状態、特に身体機能面が知りたい。それ次第では／おばあさ
んの家にインターネットはあるのか／通販を使えるように支援
⇒この生活環境において安全で健康的な生活を送るために不可欠な条件として、どのようなものが挙げられるでしょうか。
３．問題に直面している理由、解決方法
①Ｂ市は人口減少、高齢化が進み、高齢者のみの世帯も増えている。その高齢者はクルマの運転への不安からクルマを手
放したり、免許を返納したりして、クルマ移動が減っているらしい。特にＢ市の中北地区は、世帯人数も自動車保有台
数も少なく、また近くに商業施設もないことから、買い物等の外出で不自由を強いられているようだ。そのような時に
頼りにしたい公共交通機関も、過疎化の影響でバスなどの路線を廃止したり、便数を減らしたりしているため、利用者
は不便さを感じている。
②Ｂ市ではＢマートが移動販売車を巡回させたり、市営のコミュニティバスが運行されている。移動販売車もコミュニテ
ィバスも、高齢者を中心とした利用者はもちろんのこと、販売担当者やドライバーもやりがいを持っていることが分か
る。買い物という楽しみがあると、生活に張り合いがでるし、外出するのに使いやすい移動支援サービスがあるのは、
高齢者の健康寿命を延ばすにもいいことだと思う。今後もこれらのようなサービスを充実させていくべき。
これらをもっと便利なものにしていくためには、こんなことも考えたわ。移動販売については、もう少し品数が増えれば
という声があったので、移動販売で新しく持ってきてもらいたい商品をアンケート調査したら、お客さんの利用も増え
ると思うわ。コミュニティバスについては、ルートの考案が大変だという話があったので、ＡＩを搭載しよう。事前に
ルートが分かれば考える時間ができるのでは。待ち時間を公平にするためにタイムカードのようなものを作って優先乗
降などしてはどうか。
③どちらの取り組みも続けていくには、費用がかかるよね。移動販売は、車の購入費用を国が援助してくれたけど、ドラ
イバーの人件費や燃料代などが売り上げを上回ってしまうようでは長くは続けられないでしょ。コミュニティバスも、
Ｂ市の人口減少や高齢化で税収が減ってしまうことも予想されるから、このようなサービスを続ける余裕が無くなって
しまうかもしれないわね。このようなことにならないように、何をしていく必要があるのかな。
④移動販売はたいへん便利なので、このような地域社会の支援サービスを担ってくれる企業に、Ｂ市が援助する制度を設
けるのはどうか。またコミュニティバスも、人の移動が活発になれば地域経済も活性化されるので、地元企業から支援金
を募って運営資金に充てれば、継続しやすくなるのではないか。加えて、市の財政の安定のためにも、若い世代にＢ市に
住んでもらうための施策を考え、実行していくことも大事だと思う。
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４．想定される限定免許制度
海外の事例として、アメリカ合衆国カリフォルニア州では以下のような制限を設けた免許制度があります。
・高速道路運転禁止
・右側（助手席側）補助ミラーの追加
・日の出から日没までの運転（夜間運転禁止）
・時間帯の制限（例：ラッシュアワーを避ける等）
・適切な運転姿勢を確保するためのサポートの使用
・エリア制限

【参考】モビリティ確保・移動支援の取組事例
＊高齢者の移動支援には以下のような取り組みがあります。それぞれの特徴や普及への課題などを、資料Ⅱを参照するな
どして生徒の皆さんに提示して議論してはいかがでしょう。
公共交通機関の機能が低下している地方においては、運転免許を持たない住民、あるいは免許を返納した高齢者の移動
手段確保が大きな課題です。政府や自治体は移動手段の確保と公共交通の活性化・再生を目的に、こうした移動困難者
に向けた取り組みを進めています。しかし移動の自由は、
「他者の力を借りずに自らが自由に移動できる」ことであり、
そうした欲求を実現させることも重要な観点です。
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手段と主な目的
デマンドバス
No.33（ʻ13 年夏号）
・公共交通の代替
ライドシェア
No.45（ʻ17 年夏号）
・公共交通の代替
自動走行カート
No.46（ʻ17 年秋号）
・公共交通の代替
貨客混載バス
No.47（ʻ18 年春号）
・公共交通の路線維持
・運転手不足解消
相乗りタクシー
・混雑緩和
・運転手不足解消
サポカー／サポカーＳ
（セーフティ・サポート
カー）
・先進安全技術による事
故の防止
超小型モビリティ
No.44（ʻ17 年春号）
・観光産業活性化
一人乗り電動カート
No.52（ʻ19 年秋号）
・観光産業活性化

取り組みの内容・特徴
時間や乗降場所など利用者の要望（デマンド）に
応えるバスシステム

普及のための課題等
・相乗りのため直行しないこと
がある
・事前に利用時刻の指定が必要

乗りたい人と乗せたい人を結ぶシェアリングサ
ービスのタクシー

・利用は域内※に限られる
・事前の配車依頼が必要

自動電動カート（電磁誘導線の上を走る）で市内
を巡る

・走行ルートが決まっている
・運行時刻表に合わせる必要が
ある

バスが旅客と貨物を同時に運び、公共交通の路
線維持とドライバーの人手不足解消を図る

・ルート設定に自由度がない
・運行管理者が旅客と貨物、それ
ぞれにいなければならない

スマホアプリで複数の乗客をマッチングするシ
ステム
（現在は法律上不可だが、改正の動きがある）

・相乗りのため直行しないこと
がある

サポカー：先進安全技術である衝突被害軽減ブ
レーキを搭載したクルマ
サポカーＳ：衝突被害軽減ブレーキに加え、高齢
者に多いアクセルとブレーキの踏み間違い防
止機能を備えているクルマ

・サポカー限定免許導入を検討
・新車購入が必要で個人負担が
大きい

軽自動車以下のサイズで地域の手軽な移動手段
で、最高速度は 80km/h
誰でも運転可能で、歩道も車道も走行でき、かつ
普通免許を必要としない新たな規格のモビリ
ティ

・比較的高価格（1 台 80 万円
程度）
・個人所有が認められていない
・歩道の拡幅が必要
・現制度では車道を走行できな
い

※公共交通空白地有有償運送制度の適用地域
青字は日本自動車教育振興財団広報誌『Traffi-Cation』で特集記事として掲載
http://www.jaef.or.jp/6-traffication/index.htm
発行：公益財団法人 日本自動車教育振興財団／編集：㈱マーケティングインテリジェンス
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