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今回のテーマ
JR在来線の活性化に向けた課題と展望を探る

お話しする内容
1. 問題意識
2. JR不採算路線問題の現状
3. 鉄道業の苦境
4. 鉄道再生の方向性
5. 地域活性化による乗客増ー鉄道事業者と地域の連携

・群馬県の取り組み
・相模線沿線の関係自治体の取り組み
・御殿場線沿線の関係自治体の取り組み
・四国4県の取り組み
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1. 問題意識

・近年鉄道業界においても、株主価値重視の経営が進展

→公共性と利益確保の両立は難しい課題

・JR本州3社（JR東日本・JR東海・JR西日本）およびJR九州は上

場会社であるため、株主価値経営と不採算路線維持の両立
を求められている

・JR三島会社（JR北海道・JR四国・JR九州）は、国による支援制
度がある（経営安定基金、「三島特例」、「承継特例」）
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・しかし、JR各社にとって、亜幹線（俗称：羽越本線、奥羽本線な

ど幹線でも輸送密度が低い路線）、地方交通線の採算問題は
先送りできない課題に

→株主価値重視の傾向やコロナ禍により企業の生き残りを懸け
た戦いに
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2. JR不採算路線問題の現状

・1981年（昭和56年）、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法

に基づいて、バス転換が適当とする旧国鉄の特定地方交通線
83線を選定。

→JR化後に、バス転換45線or第三セクター鉄道転換38線

その後、利用者減少や災害などにより、さらに路線廃止が進行
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出典：国土交通省公表資料 https://www.mlit.go.jp/common/001344605.pdf 6



秋田県

一般会計予算：約5,600億円

人口：約94万人

面積：11,637.52㎢

交通：秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線、北上線、五能線、男鹿線、
田沢湖線、花輪線、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線、由利高原鉄道

鳥海山ろく線（秋田内陸縦貫鉄道および由利高原鉄道に対して運営助
成実施）

名所：角館、田沢湖、乳頭温泉、玉川温泉など



秋田県内ＪＲ線輸送密度（1日当たり人員）・旅客運輸収入
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路線名 営業キロ*1 特*2 観光*3 貨物*4 1987年度 2018年度 2020年度 1987年度比 2018年度比 運収*5

奥羽本線（幹線） 484.5 ○ × ○ 9,265 4,983 2,664 -71.2% -46.5% 5,410

羽越本線（幹線） 271.7 ○ ○ ○ 5,862 2,194 1,296 -77.9% -40.9% 1,236

田沢湖線（地方交通線） 75.6 ○ × × 4,109 7,023 2,553 -37.9% -63.6% 1,418

五能線（地方交通線） 147.2 × ○ × 1,402 631 425 -69.7% -32.6% 191

北上線（地方交通線） 61.1 × △ △ 1,147 311 219 -80.9% -29.6% 38

男鹿線（地方交通線） 26.4 × × × 4,610 1,877 1,543 -66.5% -17.8% 104

花輪線（地方交通線） 106.9 × × × 1,545 382 318 -79.4% -16.8% 85

*1 旅客営業線のみ（貨物線等は除外）
*2 ミニ新幹線および在来線特急
*3 観光列車（定期的運行のみ。団体臨時列車・単発の臨時列車・波動輸送等は除く）：○定期的運行有、△過去に定期的運
行有。ただし、奥羽本線では「リゾートしらかみ」が秋田-東能代間および弘前-青森間を経由する。
*4 貨物列車：○定期的運行あり、△過去定期的運行実績あり（JR貨物による第2種鉄道事業の設定有）、×無し（JR貨物によ
る第2種鉄道事業の設定無）
*5 旅客運輸収入：2020年度の数値。単位百万円

出典：JR東日本「路線別ご利用状況（2016～2020年度）」 https://www.jreast.co.jp/rosen_avr/pdf/2016-2020.pdf



秋田県内ＪＲ線輸送密度・旅客運輸収入の考察

・特急列車の運行がある路線では、コロナ禍の影響が大きい

→観光客・出張客がほぼ消失したことが原因？

・田沢湖線の落ち込みが特に顕著も、1987年度比では比較的健
闘。秋田新幹線開業効果大。コロナ禍による落ち込みは、利
用の大部分が秋田新幹線の通過客であることが大きな原因

・全体的な傾向として、特急列車の運行がない路線では通勤・通
学利用が主体のため、コロナ禍の影響は概ねほぼ限定的（た
だし、例外もある。後述）
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奥羽本線区間別輸送密度（1日当たり人員）

10
出典：JR東日本「路線別ご利用状況（2016～2020年度）」 https://www.jreast.co.jp/rosen_avr/pdf/2016-2020.pdf

区間 営業キロ*1 新幹線*2 特急*3 貨物*4 1987年度 2018年度 2020年度 1987年度比 2018年度比

福島～米沢 40.1 ○ × × 9,860 9,517 2,701 -72.6% -71.6%

米沢～山形 47.0 ○ × × 11,346 10,886 4,740 -58.2% -56.5%

山形～新庄 61.5 ○ × × 9,024 5,483 3,603 -60.1% -34.3%

新庄～湯沢 61.8 × × × 4,047 424 212 -94.8% -50.0%

湯沢～大曲 36.6 × × △ 5,404 1,831 1,171 -78.3% -36.0%

大曲～秋田 51.7 ○ ○ ○ 9,780 7,951 3,938 -59.7% -50.5%

秋田～追分 13.0 × ○ ○ 19,457 10,690 8,435 -56.6% -21.1%

追分～東能代 43.7 × ○ ○ 7,740 2,982 2,152 -72.2% -27.8%

東能代～大館 47.5 × ○ ○ 5,196 1,550 1,012 -80.5% -34.7%

大館～弘前 44.2 × ○ ○ 4,175 1,139 701 -83.2% -38.4%

弘前～青森 37.4 × ○ ○ 9,633 7,659 5,231 -45.7% -31.7%

*1 旅客営業線のみ（貨物線等は除外）
*2 ミニ新幹線
*3 通常の在来線特急
*4 ○JR貨物による第2種鉄道事業の設定有、△横手-大曲間のみ設定あり、×JR貨物による第2種鉄道事業の設定無



奥羽本線区間別輸送密度・旅客運輸収入の考察

・ミニ新幹線の運行がある路線では、コロナ禍の影響が大きい

→観光客・出張客がほぼ消失したことが原因？

・在来線特急の運行がある秋田-青森間のうち、コロナ前から乗
客減が著しかった東能代-大館および大館-弘前間でコロナ禍
の影響を大きく受けた（特急への依存度が高い区間と推定）

・秋田都市圏輸送、山形都市圏輸送、および弘前・青森間都市
間輸送で国鉄時代前後に輸送量が大きかった区間もJR発足後
30年間で乗客減が大きく進展
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3. 鉄道業の苦境

JR東日本 鉄道輸送量（人キロベース）

2021年3月期（2020年3月期比）

新幹線-64.7%（内、定期-19.8%、定期外-68.9%）

在来線-32.1%（内、定期-25.6%、定期外-44.9%）

新在計-37.5%（内、定期-25.5%、定期外-53.3%）

※定期外の減少顕著・・・観光利用減少がうかがえる

出典：JR東日本2021年3月期決算について https://www.jreast.co.jp/investor/financial/2021/pdf/kessan02.pdf



鉄道業の苦境

JR東日本 在来線地域別鉄道輸送量（人キロベース）

2021年3月期（2020年3月期比）

関東圏-32.2%（内、定期-26.1%、定期外-44.4%）

その他-31.1%（内、定期-14.2%、定期外-51.9%）

※その他は関東圏よりも定期外の減少緩やかな一方、
定期外の落ち込み顕著・・・地方圏の観光依存が徒に

出典：JR東日本2021年3月期決算について https://www.jreast.co.jp/investor/financial/2021/pdf/kessan02.pdf
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9%

86%

5%

JR東日本鉄道輸送量割合

（2021年3月期）*1

新幹線

首都圏在来線

その他在来線 74%

26%

JR東海鉄道輸送量割合

（2021年3月期）*2

新幹線

在来線

35%

51%

14%

JR西日本鉄道輸送量割合

（2021年3月期）*3

新幹線

近畿圏在来線

その他在来線

*1 JR東日本2021年3月期決算について https://www.jreast.co.jp/investor/financial/2021/pdf/kessan02.pdf

*2 JR東海2021年3月期決算補足資料 https://company.jr-central.co.jp/ir/brief-announcement/detail/_pdf/000041057.pdf

*3 JR西日本2021年3月期決算補足資料 https://www.westjr.co.jp/company/ir/financial/pdf/21/10.pdf

JR東首都圏在来線、JR東海新幹線がそれぞれ輸送量大半。JR西新幹線+近畿圏在来線で9割弱
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*1 JR東日本2021年3月期決算について https://www.jreast.co.jp/investor/financial/2021/pdf/kessan02.pdf

*2 JR東海2021年3月期決算補足資料 https://company.jr-central.co.jp/ir/brief-announcement/detail/_pdf/000041057.pdf

*3 JR西日本2021年3月期決算補足資料 https://www.westjr.co.jp/company/ir/financial/pdf/21/10.pdf

20%

76%

4%

JR東日本鉄道運輸収入

割合（2021年3月期）

新幹線

首都圏在来線

その他在来線 88%

12%

JR東海鉄道運輸収入

割合（2021年3月期）

新幹線

在来線 51%36%

13%

JR西日本鉄道運輸収入

割合（2021年3月期）

新幹線

近畿圏在来線

その他在来線

JR東新幹線+首都圏在来線、JR東海新幹線がそれぞれ運輸収入大半。JR西新幹線+近畿圏在来線で9割弱
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28%

72%

JR東日本定期・定期外収

入割合（2021年3月期）

定期

定期外

9%

91%

JR東海定期・定期外収入

割合（2021年3月期）

定期

定期外

18%

82%

JR西日本定期・定期外収

入割合（2021年3月期）

定期

定期外

3社とも定期外収入割合が過半。定期券購入を取り止めて、日常利用で乗車券への切り替え進展？（観光・ビジネスは減少）

*1 JR東日本2021年3月期決算について https://www.jreast.co.jp/investor/financial/2021/pdf/kessan02.pdf

*2 JR東海2021年3月期決算補足資料 https://company.jr-central.co.jp/ir/brief-announcement/detail/_pdf/000041057.pdf

*3 JR西日本2021年3月期決算補足資料 https://www.westjr.co.jp/company/ir/financial/pdf/21/10.pdf



コロナ禍のJR各社の経営状況（2021年3月期：単位億円）

17

JR東日本 JR東海 JR西日本 JR九州 JR北海道 JR四国 JR貨物

売上高 17,645 8,235 8,981 2,939 1,119 277 1,874

営業損益 △5,203 △1,847 △2,455 △228 △805 △259 25

経常損益 △5,797 △2,620 △2,573 △193 △446 △108 14

当期純損益 △5,779 △2,015 △2,332 △189 △410 △80 9

出典：『JRガゼット』2021年7月号

※△はマイナス



4. 鉄道再生の方向性

論点は大きく2つ

■鉄道事業者の自助努力による利益確保

・費用・資金支出削減（固定費の大きい鉄道業では限界あるが、減
便や路線廃止、設備投資減など）

・収益・収入増加（観光列車の運行、地域活性化による乗客増など）

■外部資金による鉄道支援

・補助金・助成金（鉄道事業者への直接支援、利用者への補助）に
よる路線維持や活性化（観光鉄道化を含む）

→鉄道の抜本支援を可能とする制度の創設は可能か？
18



費用・資金支出削減ーコロナ禍の影響による鉄道各社の減便

■JR秋田支社管内はほぼ減便なし（一部列車区間短縮あり）

■JR首都圏エリアは郊外路線を中心に概ね減便

・新幹線定期列車の臨時列車への格下げや運転取り止め

・幹線系統でも減便

19
画像出典：JR東日本公表資料https://www.jreast.co.jp/press/2021/timetable/



【廃線の事例】JR西日本可部線可部・三段峡間

2003年12月1日廃止

赤字額6億円→JR西日本の発行済株式総数200万株、1株当た
りの赤字額は300円（出典：「『一本の線 なぜ分ける』―可部を境に５億と６億円」『中国新聞電子

版』1999年3月9日付。https://web.archive.org/web/20070515114959/http://www.chugoku-
np.co.jp/jrkabe/dousuru/990309.html）

⇒コロナ前、JR西日本は順調に純利益を伸ばしてきたが、コロ

ナで暗転。京阪神・新幹線の利益で不採算路線の赤字を支え
る内部補助が不可能な状況に
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https://web.archive.org/web/20070515114959/http:/www.chugoku-np.co.jp/jrkabe/dousuru/990309.html


【廃線検討の事例】JR西日本芸備線

芸備線の在り方、４自治体と協議 ＪＲ西、岡山で５日

2021/8/2 22:39 中国新聞デジタル

ＪＲ西日本は２日、利用が低迷するＪＲ芸備線の庄原市と新見
市を結ぶ区間の今後の在り方を巡り、沿線自治体に申し入れ
ていた協議の場となる検討会議を５日に岡山市内で開くと発表
した。同社と広島県、岡山県、庄原市、新見市の５者が参加。
各地域の交通の現状やニーズの把握、利用促進策などが
テーマとなる。（後略）

21
出典：https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=779649&comment_sub_id=0&category_id=256



22出典：https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/data/open/cnt/3/10652/1/031119_youbousho.pdf?20211215110523



【路線復旧の事例】JR東日本只見線会津川口・只見間
平均通過数量：全線370人・不通区間49人（2010年度）

[不通区間収支の状況（2009年度）：単位百万円]
営業収益5・営業費335・営業損益-329

[復旧をめぐる経緯]
2017年6月 JRと福島県「只見線（会津川口～只見間）の鉄道復旧
に関する基本合意書及び覚書」締結

2018 年6月 起工式
2022年度上半期 復旧工事完了（予定）
2022年度中 営業運転再開（予定）

福島県が土地や鉄道施設を保有し、JR東日本が同社の車両で運行
23



収益・収入増加ー観光列車の運行

五能線「リゾートしらかみ」

運行区間：秋田-弘前・青森（五能線経由）

運行本数：1日3往復（定期臨時列車）

運行開始：1997年4月1日（前身の「ノスタルジックビュートレイン」
は1990年4月21日運行開始）

使用車両：キハ40系、HB-E300系気動車（2010年12月4日ダイヤ
改正から使用）

当初の運行目的：秋田新幹線の利用促進

24



五能線観光化に対する報告者の論評

JR旅客各社の路線網を「テーマパーク」、各路線を 「ア トラ クシ ョン」
と見立てて、旅客に「ア トラクシ ョン」（各路線）へ向かうためにJR旅

客各社の路線網を利用してもらうというアイデアの浸透を図ること、お
よび新幹線のアクセスネットワークとして在来線を強化することが地方
交通線・並行在来線の持続的運営のために必要である（大塚良治「JR
本州3社の地方交通線・並行在来線の持続的運営に向けた株主利益
の内部留保」『交通権』第28号、2011年5月、94頁）
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JR東日本路線網（テーマパーク）

首都圏

五能線
（アトラクション） 新幹線利用→JR東日本増収



JR東日本 五能線リゾートしらかみ旧型（外観）
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JR東日本 五能線リゾートしらかみ旧型（車内）
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JR東日本 五能線リゾートしらかみ新型（外観） 28



JR東日本 五能線リゾートしらかみ新型（車内）
29
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リゾートしらかみ乗車人員131,000人*1（2018年度）における訪問者割合と全体増収額（推定値）

出発地割合*2 JRシェア*3 訪問者割合*4 訪問者数*5 1人当たり増収額*6 全体増収額*7

東京 8.7% 66.0% 5.7% 7,467人36,000円 2.7億円

関東 12.0% 96.0% 11.5% 15,065人36,000円 5.4億円

東北 21.1% 14.2% 3.0% 3,930人21,000円 0.8億円

秋田・青森・他 58.1% ― 79.8% 104,538人5,000円 5.2億円

合計 100% ― 100% 107,411人 ― 14.2億円

*1 「JR東日本会社要覧2019-2020」39頁.
*2 「平成30年青森県観光入込客統計」
*3 府県相互間旅客輸送人員表（JR計÷全機関）
*4 訪問者割合は整数未満四捨五入としている．秋田・青森・他の訪問者割合は，首都圏・南東北・岩手を控除し
た後の残りの割合である．

*5秋田・青森・他の訪問者数は，東京・関東・東北を控除した後の残りの割合である．

*6 JR利用の場合の往復概算額

*7 全体増収額（億円）＝訪問者数×1人当たり増収額．四捨五入の関係で，合計は14.2億円にならない．



2018年度五能線収支（筆者推計）

金額（単位：億円）

営業収入（JR東日本公表数値）* 3.5

営業費用（筆者推計）** 16.8

営業損失（筆者推計） 13.3

**営業費用16.8億円=2019年3月期JR東日本鉄道事業営業費1.7兆円×五能線年間車両キロ約230万キロ÷JR東日本年間車両キロ約23億キロ（出典：「JR
東日本会社要覧2019-2020」27頁および「JR時刻表」から推計）

リゾートしらかみ運行による増収額・増加費用・営業利益増加額（全て筆者推計）

金額（単位：億円）

リゾートしらかみ運行による営業収入増加額 14.2

リゾートしらかみ運行による営業費用増加額*** 2.9

リゾートしらかみ運行による営業利益増加額 11.3

***営業費用億円= 2019年3月期JR東日本総費用2.8兆円×秋田新幹線年間車両キロ約5千万キロ÷JR東日本年間車両キロ約23億キロ×Rしらかみ運行
による営業収入増加額14.2億円÷（奥羽本線営業収入141.1億円×大曲-秋田間営業キロ51.7km÷奥羽本線営業キロ484.5k＋田沢湖線営業収入44.2億
円＋東北新幹線営業収入3,952.2億円×東京-盛岡間営業キロ535.3km÷東北新幹線営業キロ713.7km（出典：「JR東日本会社要覧2019-2020」27頁、 JR東
日本「路線別ご利用状況（2014～2018年度）、および「JR時刻表」から推計）

*出典：JR東日本「路線別ご利用状況（2014～2018年度）」

本ページの推計値は、JR東日本公表資料に基づき筆者が計算したものである。



画像：観光庁公表資料
https://www.mlit.go.jp/common/001441385.pdf



33画像：観光庁公表資料 https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html

訪日外国人2020年87.0%減
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鉄道事業の特性

消費者の特性で“需要の価格弾力性”が異なる・・・自腹の観光客は価格に
敏感（価格弾力性大）、通勤・ビジネス客は会社負担のため価格に鈍感
（価格弾力性小）→当面観光客向けの企画乗車券の発売で観光需要を確
保（例：JR東「えきねっと得だ値」を積極展開）・航空各社もLCCに注力

運賃

旅客数

観光客の需要曲線
＝価格の需要弾力性大

旅客数

運賃

通勤・ビジネス客の需要曲線
＝価格の需要弾力性小

運賃値上げ

旅客数減小 旅客数減大
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【若干の補足説明】
オンライン会議の普及で、出張客が完全に戻ることはないが、観光客の回復はコ
ロナ後に確実に期待できる

→観光客は価格弾力性が高いので、値下げで今のうちに顧客を囲い込みたいが、
急激な値下げはブランド価値を損ねる恐れも・・・航空大手はブランド価値維持
のため、別会社としてLCCを運営（レガシーキャリア（FSC）のブランド価値を維
持）

JR各社とLCCはレベニュー・マネジメントで固定費を回収できるギリギリの価格設
定を模索（空席のままで運行（運航）するよりも、1円でも取った方が得（でも、極
端な値下げはブランド価値を損ねるので、バランスの取れた価格設定が重要）

運輸業は多額の設備投資を要するため、有利子負債による資金調達に依存する
傾向

→有利子負債コスト（利払い）も固定費を構成するため、利払いを超える利益（イン
タレスト・カバレッジ・レシオ=（営業利益＋受取利息＋受取配当金）÷（支払利息
＋割引料））の向上を図る上でも、レベニュー・マネジメント重要
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5. 地域活性化による乗客増ー鉄道事業者と地域の連携

・群馬県の取り組み

・相模線沿線の関係自治体の取り組み

・御殿場線沿線の関係自治体の取り組み

・四国4県の取り組み
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群馬県の取り組み

・地域鉄道への支援（「群馬型上下分離」など）

・県内鉄道事業者間の連携

東京都内・周辺地域⇔栃木県足利市・群馬県桐生市に
対する東武鉄道の取り組み

→企画乗車券の発売、特急りょうもう号の停車駅増加に
よる利用促進、地元交通事業者との連携、行政主催勉
強会への参加など



桐生市 足利市

群馬県 栃木県

地域間連携

東武鉄道 ＪＲ

上毛電鉄 わたらせ渓谷鉄道

上信電鉄

バス事業者

交通事業者間連携

観光事業者

交通事業者・地域間連携

観光事業者・地域間連携

交通事業者・観光
事業者間連携

群馬県・桐生市・足利市を中心とする観光連携の構図



JR旅客会社・大手私鉄と中小私鉄の戦略的提携のイメージ

JR旅客会社・大手私鉄

中小私鉄

戦略的提携

JR旅客会社・大手私鉄は、自社の利用促
進策の一環として中小私鉄路線のPR等を

実施（利用促進策への取り込み）
大塚良治「鉄道事業者間の戦略的提携に基づく鉄道ネットワークの持続的運営への模索― 中小
私鉄の活性化を中心として―」『湘北紀要』第33号、2012年、77頁。



出典：東武鉄道資料 https://www.mlit.go.jp/common/000997698.pdf



出典：東武鉄道資料 https://www.mlit.go.jp/common/000997698.pdf



出典：東武鉄道資料 https://www.mlit.go.jp/common/000997698.pdf



東武伊勢崎・桐生線特急りょうもう号



北関東路線略図
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東武伊勢崎・桐生線に関わる主な動き

2006年3月18日 りょうもう号、一部列車の久喜停車開始
（JR東北本線との乗継利便性確保）

2017年4月21日 りょうもう号、リバティりょうもう号、全列
車の久喜停車開始

2018年11月1日 群馬県、東武桐生線利用促進社会実
験開始(同線内完結利用時の特急料金全額助成。同年
12月31日まで）

2020年6月6日 座席指定列車THライナー（久喜→恵比
寿、霞ヶ関→久喜）運行開始



出典：https://www.pref.gunma.jp/contents/100137512.pdf

https://www.pref.gunma.jp/contents/100137512.pd
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群馬県が東武桐生線の利用促進に力点を置く理由
桐生市の鉄道各線の現状 1日当たり平均通過数量（輸送密
度）（2017年度）・・・各線とも利用促進が課題

東武桐生線4,023人・・・2040年頃までに3,000人未満へ減少
上毛線1,819人・・・群馬県による補助金で存続
わたらせ渓谷線382人・・・群馬県・栃木県等による補助金で
存続

両毛線10,917人（2019年度）→7,686人（2020年度） ・・・・利用
は減少傾向

※旧国鉄バス転換基準・・・輸送密度8,000人以上「幹線」、
8,000人未満「地方交通線」、4,000人未満「特定地方交通
線」（バス転換が適当）
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群馬県・桐生市の危機感

桐生市内の鉄道路線の利用割合

通勤・・・いずれの路線も10%未満（残りはほぼすべて自家
用車）

→減便や廃線になったら・・・域内・域外との交流に支障
が出る

→普段使いの促進のほか、観光客の鉄道利用を促進

→隣接する栃木県足利市と連携し、ヘリテージツーリズム
を積極的に広報
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群馬型上下分離による鉄道事業者への支援

上毛電気鉄道・上信電鉄に対する「群馬型上下分離方式」による支援

一般的な上下分離方式は、運行主体（上）と線路等施設の保有主体
（下）が別の経営主体だが、「群馬型上下分離方式」は、経営主体を
分離しないまま、線路・電路・車両を社会資本とみなして、それらに
係る施設整備費や維持経費などを、県と沿線市町村で負担して支
援

わたらせ渓谷鐵道（第３セクター）に対する支援

県は安全対策に関する施設整備に対し、沿線３市は経常損失に対し
負担して支援

出典：群馬県県土整備部交通政策課「コロナ禍と公共交通利用促進について」（令和２年７月４日）http://www.racda-okayama.org/wp-content/uploads/2020/06/6a14bea9cf5eb72ec79444b90b6a1251.pdf
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特急料金無料化実験は過去にも

島根県松江市が、2010年10月1日～29日の平日に、「JR交通社会実
験」を実施

朝7時台に、特急・通勤快速が宍道駅・玉造温泉駅へ臨時停車し、両
駅の改札口付近で係員が松江駅までの無料特急券を配布

→一定の成果はあったが、市の財政事情もあり、本実験はこの回限り
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相模線沿線の関係自治体の取り組み

相模線沿線活性化協議会

活動内容：神奈川県、相模原市、茅ヶ崎市、海老名市、座間市、寒川町、相模原
商工会議所、茅ヶ崎商工会議所、海老名商工会議所、座間市商工会、寒川町
商工会とJR東日本（株）横浜支社が連携し、相模線と沿線地域の活性化を目
的とした、相模線の利用促進に繋がる取組を実施（平成29年度・平成30年度
「相模線沿線写真コンテスト」開催）（出典：神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f535308/p1111150.html）

相模線複線化等促進期成同盟会（ホームページ：http://www.go-go-
sagamisen.ecweb.jp/index.html）

JR相模線の全線複線化の早期実現を目指し、輸送力増強を促進するとともに、
沿線地域の発展を図ることを目的に、平成10年2月設立（出典：神奈川県ホー
ムページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f421112/index.html）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f535308/p1111150.html
http://www.go-go-sagamisen.ecweb.jp/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f421112/index.html
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相模線新型車両投入とワンマン化

平均通過数量（輸送密度）1987年9,268人→2018年度29,643人（30年余り
で3倍！JR東日本管内中、伸び率首位）

運行形態：全線単線・電化（1991年3月16日）

2021年11月18日 E131系電車500番台の営業運転を開始

2022年3月12日ダイヤ改正からワンマン化

【課題】沿線自治体は財政事情から資金を掛けない相模線活性化を模索
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御殿場線沿線の関係自治体の取り組み

御殿場線利活用推進協議会

JR東海御殿場線の利活用及び沿線地域の振興・発展を推進するとともに、御殿
場線の利便性の向上を図ることを目的として、沿線の12市町（神奈川県:小田
原市、大井町、松田町、山北町、静岡県:沼津市、御殿場市、裾野市、長泉町、
小山町、三島市）により組織（出典：御殿場市ホームページ
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-2/g-2-5/6437.html）

「ごてんばせんネット」

ホームページ：https://www.gotembasen.net/

Facebook：https://www.facebook.com/gotembasen.net

Instagram：https://www.instagram.com/gotembasennet/

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-2/g-2-5/6437.html
https://www.gotembasen.net/
https://www.facebook.com/gotembasen.net
https://www.instagram.com/gotembasennet/


54相模線・御殿場線周辺図

品川

橋本

東京新宿

茅ヶ崎

横浜

新横浜

八王子

立川
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沼津 熱海

国府津

甲府

富士

川崎
中央新幹線（2027年開業予定）

中央本線

相模線

東海道本線
東海道新幹線

東海道本線

東海道新幹線

身延線

御殿場線

横浜線

南武線



JR四国の状況と経営改善に向けた取り組み

・瀬戸大橋開業が輸送人キロのピークで、そ
の後高速道路延伸や人口減少で減少続く

・2009年の1000円高速で大きな打撃

・「四国における鉄道ネットワークのあり方に
関する懇談会」において、２０１１年７月、
「四国の鉄道ネットワークを維持する」とと
もに、「鉄道の抜本的な高速化を進める」
とする提言公表

・四国新幹線実現に向けた活動など取り組
みを進めている



出典：「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会II JR四国資料」（2019年10月18日） https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork.htm

https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork.htm


出典：「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会II JR四国資料」（2019年10月18日） https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork.htm

https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork.htm


JR四国の取り組み

58
出典：「中間整理」『四国の鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ』2019年10月 https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork/5-7.pdf#page=1



四国4県の取り組み

59
出典：「中間整理」『四国の鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ』2019年10月 https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/information/shikoku_trainnetwork/5-7.pdf#page=1
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JR四国とバス事業者の連携による路線の維持方策

2019年3月ダイヤ改正からJR牟岐線と徳島バス室戸・生見・阿南大阪線（高速バ
ス）の阿南-甲浦間で相互乗車開始

JR牟岐線阿南-海部間の列車本数削減による不便の緩和のためにJR四国の提
案でスタート。JRホームページに徳島バス南部の地域路線の時刻表も掲載



JR四国の地域鉄道事業者への協力

阿佐海岸鉄道DMV導入に伴い、牟岐線阿波海南-海部間の鉄道施設
を阿佐海岸鉄道へ有償譲渡

61



鉄道活性化の方策

人員削減

路線廃止

エキナカ店舗の充実

観光列車の運行

有料指定列車の運行

シェアオフィス事業の展開

費用を減らす

利用の少ない列車・駅の見直し

関係人口を増やす

収益を増やす

鉄道活性化(利益を確保して持
続可能な鉄道事業を構築する)



SWOT分析に基づくJR秋田地区在来線活性化戦略策定
分析対象

JR秋田地区在来線

機会（チャンス） 脅威（ピンチ）

・バリアフリー費用の運賃上乗せ制度 ・沿線人口
・感染症の発生・拡大

強み 積極的攻勢 差別化戦略

・秋田都市圏では東京の郊外路線並み
の輸送人員
・秋田新幹線が発着

・Suicaエリアの拡大（AkiCAとの連携）
・駅構内への行政施設の併設
・ユニバーサル料金制度導入の国への
働き掛け
・秋田近郊での新駅とまちづくり

・駅構内への利便施設の併設

弱み 段階的施策 専守防衛または撤退

・地方交通線の列車本数が少ない ・行政の補助による地方交通線の列車
増発や地域鉄道への列車乗り入れ

・利用の少ない駅の統廃合

分析対象

JR秋田地区在来線

機会（チャンス） 脅威（ピンチ）

強み 積極的攻勢 差別化戦略

弱み 段階的施策 専守防衛または撤退



64

23年夏、南阿蘇鉄道→豊肥線乗り入れへ JR九州が方針、設計着手

2021年11月26日 10時00分 朝日新聞デジタル（出典：https://digital.asahi.com/articles/ASPCT6WKJPCTTLVB00M.html）

JR九州は25日、熊本地震で被災した第三セクター、南阿蘇鉄道（南鉄、本社・熊本県
高森町）や沿線自治体が要望していた南鉄のJR豊肥線への直通乗り入れについて、
実現をめざす方針を明らかにした。先月、一部施設の設計に着手したという。23年
夏頃予定の南鉄全線再開に合わせ、乗り入れ開始をめざす。

JRや南鉄によると、立野駅（南阿蘇村）で南鉄の線路を豊肥線に接続し、南鉄の列
車をJR肥後大津駅（大津町）まで乗り入れる。事業費は4億2千万円。JRによると、
先月、立野駅の構内改良工事の設計に着手したという。乗り入れ開始時期は南鉄
の全線運行再開と同時を想定しているが、今後、両者で協議して正式決定する。

南鉄や沿線自治体でつくる南阿蘇鉄道再生協議会は昨年12月、直通乗り入れ実現
をJRへ要望。JRは前向きに検討すると応じていた。（後略）

https://digital.asahi.com/articles/ASPCT6WKJPCTTLVB00M.html


今回のまとめ

・人口減少やモータリゼーションの進展で地方の鉄道は苦戦。コ
ロナ禍がさらに追い打ち

・鉄道再生の方向性は「鉄道事業者の自助努力による利益確
保」と「外部資金による鉄道支援」の2つ

・鉄道バリアフリーに関する運賃上乗せ制度の創設はチャンス。
鉄道ユニバーサル料金制度（1乗車数円程度の運賃上乗せを
行い、徴収額を不採算路線維持に充当）の検討を（詳しくは、
大塚良治「私見卓見 鉄道の持続可能性を高める方法」『日本
経済新聞』2020年9月28日付朝刊）

・鉄道活性化を考える上で、ツリー図とクロスSWOT分析が有用

・在来線活性化に向けてステークホルダーの協働を
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鉄道事業者と地域の協力による不採算路線の活性化

鉄道事業者

地域住民自治体
協力関係構築

不採算路線の活性化・持続的運営

鉄道利用者（観光客含む）

利用回数増加＝リピーターに

サービス提供

おもてなし観光情報提供

出典：大塚良治『「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのか』東京堂出版、2013年、208頁



ステークホルダーの協働による不採算路線の活性化策

鉄道事業者

地域住民自治体

鉄道利用者・
沿線住民

経営者

株主
相互協力

赤字額の分担

出典：大塚良治『「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのか』東京堂出版、2013年、209頁



Fin
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