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災害時におけるバス輸送の
枠組みに関する一考察

佐藤 良太

研究助成報告

　地域の路線バスは、発災直後における避難のための輸送、他の交通機関が復旧するまでの代替
輸送、自家用車などを喪失した避難者の生活輸送、ボランティアに代表される外部支援者の復旧活
動などに至るまで、災害応急・復旧期において大きな役割を担っている。
　先般の東日本大震災でも、各被災地において路線バスは地域の復旧に大きな貢献を果たした。こ
れに伴い筆者らは、行政機関、バス協会、バス事業者を対象として応急・復旧期における当時の対
応と各機関との連携状況に関してインタビュー調査を行った。この調査より、行政機関とバス協会
の間での災害時輸送協定の有用性が示唆された。また昨今では、各地にて協定の締結が加速化し
ている状況にある。
　本稿では、災害応急・復旧期のバス運行に関するプロセスを定性的にまとめるとともに、災害時
輸送協定の締結状況について検討するものとする。

　路線バスは、地域の足として平時の交通権確保における役割はもちろんのこと、発災直後におけ
る避難のための輸送、他の交通機関が復旧するまでの代替輸送、自家用車などを喪失した避難者
の生活輸送、ボランティアに代表される外部支援者の復旧活動などに至るまで、災害応急・復旧期
の輸送に関しても大きな役割を担っている。桜井（2012）は、東日本大震災において、鉄道・道路・
港湾施設は大きな被害を受け、被災地での交通権が保障されなかったことを指摘しているが、この
ような中でも、路線バスは被災地において、道路事情の確認がとれ次第、当日または翌日などから
運行を再開するなど、公共交通の中でいち早く復旧を遂げている ( 牧野 2011)。また応急・復旧期
に新設・増発されたバスが、東日本大震災での被災地の復旧に大きく貢献したことを指摘されている

（例えば、鈴木 2010、谷川 2014、バスラマ 2011、佐藤・谷口 2015、佐藤・谷口 2016）。また、
東日本大震災以外にも、阪神・淡路大震災（毛利 2013）、新潟県中越地震（国土交通省 2005）、
熊本地震（内閣府 2017）など過去の多くの災害においても、代替輸送バスが運行されるなど、災
害対応における地域の路線バスが担う役割は大きいものである。
　一方、災害時におけるバス運行に関する枠組みについては、他の業界等と比較しても、整備が追
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いついていないケースが散見される。
　災害対策基本法では、公共性の高い事業を行っている諸機関を、国の施策に基づき災害時対応
を実施する指定公共機関に指定している。内閣府防災情報のページによると、平成 29 年 7 月時点
において、電気・水道・ガス・通信などのライフラインを担う会社や、国立研究開発法人などの研究
機関などの他に、交通関係では、JR 各社や主要空港運営会社、高速道路各社、物流会社、全日本
トラック協会などが指定公共機関として指定されている。しかしながら、災害時の輸送に大きな役
割を担うバスについては、その業界団体である日本バス協会をはじめ、大手バスグループ各社等に
ついても、その指定はなされていない。
　その他にも東日本大震災では、お風呂巡回バスや遺体保管所循環バスなど被災地内での需要で
隣接自治体が運行した貸切バスに対して、災害救助法適用自治体でないため、災害救助法の適用
外となり、隣接自治体の負担になるなどの例や、災害対応のために行政の依頼により開設した臨時
路線バスの赤字分について、事業者の負担となり被災もしている事業者が更に圧迫される例（佐藤・
谷口 2016）など、災害時におけるバス運行に関する枠組みには、依然検討の余地がある。また、
東日本大震災における路線バス応急・復旧期対応に関しては、福本ら（2012）による被災 3 県（岩
手県、宮城県、福島県）のバス会社の経営陣及び乗合バス担当者に対して当時の状況についてイン
タビュー調査を行った研究や、国土交通省（2012）による地域のモビリティ確保の知恵袋 2012、
などの文献が存在し、これらの知見より、バス事業者や行政による対応状況や課題が明らかとなっ
ているが、災害時における制度の枠組みに言及している研究や調査は少ないのが現状である。　
　災害時にバス輸送を実施する枠組みの一つに、各都道府県が制定する地域防災計画に基づいた
災害時輸送協定がある。本協定は、県と県バス協会の間で締結されるもので、1995 年の阪神・淡
路大震災以後、複数の都道府県で締結が行われてきた。主に、被災者の輸送、応急対策に必要な
人員・機材の輸送、ボランティアの輸送などを対象に、災害時に緊急輸送の必要が出た場合に、行
政機関が各県バス協会に対して輸送要請を行い、バス協会はその要請に従って、輸送体制を構築し、
会員事業者が輸送を実施する一連の枠組みの事である。ある県の例では、協力要請の方法、費用
の負担、平時において災害時共有可能な車両の報告、連絡窓口、他県への応援について協定に示
されている。東日本大震災での原発避難に関わる福島県での教訓などより、この協定締結を行う
県などが増えるなどその動きは加速化している状況である（例えば、福島民報 2013 年 11 月 21日、
神戸新聞 2015 年 12 月 3 日、朝日新聞 2017 年 3 月1 日、西部読売新聞 2017 年 3 月 7 日）。また、
市町村レベルでバス協会と協定を結ぶケースも出てきている。
　本稿では、筆者らが実施した被災地の行政機関、バス協会、バス事業者を対象のインタビュー調
査から、災害時輸送協定に関する部分を抽出し、その対応に関して考察を行う。また、災害時輸送
協定の締結が加速化している現在の状況について、アンケート調査を行った結果について、検討を
行うものとする。
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1.インタビュー調査

　東日本大震災の被災地において、バス運行において災害対応を実施した行政機関、バス協会、
バス事業者のキーパーソンについて、2011 年に筆者らが実施したものである。インタビュー方法は、
林ら（2009）が実施している災害エスノグラフィーの手法を用い、時系列に従った話題の展開に留
意した。以下の 6 つの問いをきっかけに、災害発生から時間経過に即して自由な発言を依頼する形
でインタビューを実施した。
　1) 震災発生時から数週間までの間、どのようなことをしていたか。
　2) 震災対応で最も印象に残っていること
　3) 震災対応で苦労した点、困った点
　4) 今回と同じように対応すると思う出来事
　5) 今回と異なる対応をしようと思う出来事
　6) もう少しこうすれば良かったというアイデアや工夫の余地がある出来事
なお本インタビューは録音しており、調査後筆者らが全文書き起こしを実施している。本稿では、
このインタビュー調査より、本助成研究の研究目的に沿った形で、災害時輸送協定の関連部分のみ
に着目して抽出・考察を行った。なお本稿の性質より、インタビュー対象者の所属等の詳細につい
ては記載しないものとする。
2.アンケート調査

　各都道府県とバス協会間で締結が加速化している災害時輸送協定について、その実態を調査する
ことを目的に実施した。調査は 2019 年 6 月に実施し、47 都道府県のバス協会に郵送でアンケート
票を送付し、32 のバス協会より回答を得た。調査項目は、以下に示す通りである。
ㅤ▷調査項目：バス協会職員数、協定締結の有無及び締結の予定、締結先、締結日、締結理由、　
　　災害対応の取り組み状況、過去の災害対応概要

　インタビュー調査対象となった県のうち、東日本大震災時、災害時輸送協定を締結していた県と
締結を行っていない県が存在していた。本章では、特に対照的であった 2 県（以下、協定有の県を
A 県、協定無の県を B 県とする）に着目して、行政機関、バス協会、バス事業者のインタビュー内
容から、災害時輸送対応の比較を行うこととする。
1.A 県（災害時輸送協定有）の対応

　A 県担当者は、発災当初の様子について「発災時はバス協会と打ち合わせの最中でした。打ち合
わせを中止し、それぞれ災害対応に入りました。すぐに県は情報収集体制に入りましたが、電話が
不通のため、バス協会並びにバス事業者に直接足を運び情報収集しました。震災後、数日は全職
員が 24 時間対応に当たりました。」と述べている。発災直後より、県がバス輸送に関してハンドリン

 Ⅱ.調査概要

 Ⅲ.災害時輸送協定の有無における災害時輸送対応の比較
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グを行うために、情報収集を開始していることが分かる。その後、A 県の災害対策本部には、県下
の市町村などから災害対応のための輸送依頼が届き始める。「災対本部のほうにあの車両の確保要
請がきて、であとその要請に応じてうちのバス協の方と必要なその日にちとか、台数とか行き先とか
そういったものをかなり頻繁にやってました。」と担当者は当時を振り返っている。輸送調整は、事
前に県とバス協会間で結ばれていた災害時輸送協定をベースに進められた。当時の輸送依頼フロー
を示したのが、図 1 である。
　各市町村から、県災害対策本部に輸送要請が集約され、県で要請について情報の一元化が図ら
れた後、その情報がバス協会に伝えられる。バス協会は、県が集約した輸送依頼を、会員事業者
に割り振った。A 県バス協会の担当者は当時について、「仕事ゼロだっていう会社さんずいぶんあり
ましたんで、極力、まんべんなく各社さんにこう緊急輸送の方もいきわたるようにですね、例えば、
13 台の仕事が入ってくればもう13 社に振り分けるような感じでやってましたんで、1 社にどんとやれ
ばそれは楽なんですけども。」と振り返っている。県とバス協会が調整に入ることにより、各バス事
業者には、対応できる程度の輸送オーダーが入る流れになった。佐藤・谷口 (2017) でも、路線バ
ス事業者には緊急輸送オーダーが急増した一方で、貸切バスをメインにしている事業者については、
震災直後、観光案件が全てキャンセルとなり、仕事がなくなったバス事業者が多くあったことを指摘
している。この状況を A 県ではバス協会の采配によって極力回避しようとしていたことが読み取れる。
県やバス協会の働きもあり、A 県のバス事業者の幹部は、災害時輸送依頼やその対応について、「市
または ( 県の ) 振興局さんの方かなり優先的に動いていただけましたので、私どもはそれ（災害時輸
送対応）に困ったというのはほとんどなかったです」と振り返っていた。また協定において、災害時
輸送の際の費用についても予め取り決めが行われていたため、費用の支払いについても事業者とし
て不安がなかったと推察される。
　なお、図 1でも示しているが、例外的には、沿岸部など津波による甚大な被害により、連絡手段
が無かった自治体において、直接地元のバス会社や営業所と調整するなどの対応があったことも、
被災営業所へのインタビュー調査から把握しているところである。

図1：A県の災害時輸送依頼フロー
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2.B 県（災害時輸送協定無）の対応

　B 県担当者は、「発災時は、庁内にいました。県庁も水道管の破裂など被害が大きかった。起き
た日には当然パニック状態ですので、何をやったらいいのかそういうのが頭の中では考えられなかっ
た記憶くらいでした。夜 12 時ごろにうちに帰り、翌日は休み、日曜日（3 月13 日）に出勤しました。」
と発災当初の様子を述べている。
　B 県は、県内全域のバス路線をほぼ大手 1 社のバス会社・事業者 A（子会社含む）で担っている
状況であった。そのため、災害時輸送依頼についても真っ先に路線バス大手の事業者 A に集中し、
その結果本社ではオーダーが捌き切れない状況に陥った。B県の災害時輸送依頼フローについては、
図２に示すとおりである。当時の状況について事業者 A の幹部は、「バラバラに要請が来てですね、
整理していくのに非常に困難を極めた」と振り返っている。また、特に困った件として無償の輸送依
頼が殺到したことを挙げている。「無償運送要請が続々出てきたが民間としてずっと続けて輸送を確
保しなければならないという使命がありますので、やっぱり無料は出来ない。」と話した。これは、
民営で公共交通を担う企業としては、当然の反応である。一方、被災自治体においては、災害救助
法が適用された場合、国の支援が適用になる事例もあるが、輸送依頼をする自治体職員もそこまで
気が回らず、そもそも災害救助法の適用がされるかの保障もない中で、費用の支弁については補償
できないが、避難やボランティアなどの輸送は確保したいという思いがあったと推察される。この時
の状況を踏まえて、事業者 A の幹部は、「本当は県あたりが音頭をとって、有事の時もしくは大震災
の時にバスをこういう風に提供してくださいというような協定があっても良いのかもしれませんね。」
と振り返っている。
　B 県バス協会職員は当時の状況を振り返って、「なかなか行政の方での、主導した、その、コーディ
ネート役、そういう全体を見た、指示を出せる所がなかった。もうそれぞれが、個別に。」と述べて
いる。B 県の災害時輸送対応について、その依頼を調整できる機能が無く混乱したことが伺える。
　一方、B 県担当者の見解は異なる。災害対応時には「各自治体における輸送の手配については特
に関わっていない」と話すが、「災害時の協定など結ばなくても、日頃から ( 事業者 A との ) 連携が
強いので、特に問題ない」としている。

図 2：B県の災害時輸送依頼フロー
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3.A 県（災害時輸送協定有）とB県（災害時輸送協定無）の対応の比較

　A 県と B 県の対応を比較すると、災害時輸送対応における初動体制や、その後の混乱の状況に
差が出ていることが読み取れる。この 2 県の混乱の状況の差は、次の 2 点に大きく集約されると筆
者は考える。　
　1 点目は県全体の災害時輸送体制のハンドリング役の有無である。A 県では事前にバス協会との
協定により、災害時輸送のオーダーが発生した場合は、一括でバス協会に依頼することが取り決め
られていた。そのため、東日本大震災ではこの枠組みに従って、行政とバス協会が災害時輸送のオー
ダーのハンドリングを行った。その結果、大小含めて県下のバス事業者に効率的に輸送依頼を実施
することができたと推察される。一方 B 県では、大手事業者に輸送オーダーが殺到し、1 社ではオー
ダーが捌き切れない状況となった。
　2 点目は、災害時輸送依頼における事業者に対する費用取り決めの有無である。A 県では協定の
中で、災害時輸送における費用負担について県が負担することが明記されている。一方で B 県では、
民間の公共交通企業に対して、市町村などから無償輸送依頼もしくは費用の支払いを保障しない輸
送依頼が殺到した。そのため一民間企業では対応しきれないケースもあり、その結果、初動期の交
通権確保に支障が出たと推察される。
　災害時輸送対応の初動体制や混乱の状況については、日頃からの行政機関とバス協会、バス事
業者間の付き合いの状況、被災状況、恒常的なバス路線数、地理的な問題などにも左右されると
推察される。しかしながら、最低限、災害時輸送協定のような枠組みの必要性を認識し、全国的に
整備することによって、一定程度、災害時の交通権が確保され、災害対応力を向上することができ
ると考えられる。

　本章では、災害時輸送協定の現状について、全国のバス協会を対象に行ったアンケート調査の結
果を示す。本調査では、32の協会から回答があり、回収率は68％であった。この32県分の回答結果、
及び回答が無かった県については、県の公表資料、新聞報道の情報を補足した上で、分析を行うも
のとする。
1. 災害時輸送協定の締結状況

　筆者の調査では、東日本大震災以前から、協定締結を行っている自治体は 4 県であった。最初
にこの協定を締結した自治体は、阪神・淡路大震災後の平成 8 年 12 月に締結を行っている。その後、
東日本大震災を契機に協定の締結が加速化し24県まで拡大している。補足しきれていない県もあり、
実際には更に多くの自治体で協定が締結されていることと推察される。
2. 災害時輸送協定の類型

　調査を進めると、協定の中身及び締結先について地域によって違いがあることが分かった（表１）。
協定の中身については、災害の種別を問わない災害輸送全般型の協定と、原発災害のみに特化し
た原発災害輸送特化型の２つに大きく分かれる。原発災害輸送特化型については、いずれも東日本
大震災以後に締結された協定であり、福島第一原子力発電所事故の教訓を得て締結されたものと

 IV.災害時輸送協定の現状
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推察される。また、災害輸送全般型の協定であっても、原発事故輸送については適用外とする県も
存在することが分かった（西日本新聞 2017 年 3 月 6 日）。
　また締結先の違いという面では、県と県バス協会の一対一で協定を締結するケース（単一県型）と、
複数県と複数県バス協会の、複数対複数で協定を締結するケース（複数県型）があった。複数県
型では、関西広域連合内の府県とその地域内のバス協会で包括的に締結する例や、島根原発の周
辺自治体とその域内のバス協会が包括的に提携する例があった。
　　　　　　　　　表1：災害時輸送協定の類型

3. 災害時輸送協定締結の検討

　アンケート調査より、現在は協定を締結していないが、今後協定締結を検討している県は 5 県あっ
た。その中で具体的に調整を始めているのは 3 県で、3 県とも原子力安全対策課調整を実施してい
た。これらは筆者の表 1の類型に基づけば、原発災害輸送特化型×単一県型に当てはまるものにな
ると推察される。その他に、畜産振興課と家畜伝染病発生時におけるバス輸送の協定の締結を検
討していると回答の県があったが、災害時輸送の枠組みとは外れるため、今回の考察には含めない
こととする。なお参考までに、家畜伝染病発生時のバス輸送協定についても、栃木県や岐阜県など
複数の締結済事例が存在することを示しておく。
　一方、協定締結を検討していない県は 7 県あった。その理由としては、議論の俎上にあがったこ
とがない（2 県）、県内の大手バス事業者と自治体の間で締結されている（3 県）、地域防災計画に
条文がある（2 県）、バス協会の災害対応リソースがないこと（2 県）が挙げられた。
なお、バス協会の災害対応リソースがないという点では、職員が少ないという実態もある。調査の
中で最もスタッフが多かった協会は、19 名の職員がいる一方、最も少ない協会では、1 名というと
ころもある。アンケートの回答のあった 32 協会の職員数の平均は 4.2 名（標準偏差：3.16）であっ
た。アンケートの自由記述欄では、「協会スタッフが少なく、会員事業者の被害状況を確認する程度
しかできない」との回答もあった。
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　本章では、Ⅲ章、Ⅳ章の調査結果を基に、災害時におけるバス輸送の枠組みの在り方について
考察する。
　Ⅲ章で触れた東日本大震災における A 県及び B 県の事例を鑑みると、災害時輸送協定が、災害
時のバス輸送対応に果たす役割は大きいと推察される。特に 2 県の比較から、各事業者からバス
を調達するハンドリング役、バス運行条件、責任範囲、運行費用それぞれを協定内で明示化し、対
応を実施できる体制を作っておくことが重要であったと考えられる。バス会社とバス協会、行政の
関係については、各県によって地域差があるが、少なくとも全県で自治体とバス協会間の協定締結
が進むことが、災害時の交通権確保の基礎になり得ると考えられる。また、IV 章で実施した災害
時輸送協定の類型で示すところの原発災害輸送特化型の協定を、締結または検討中の県があるが、
原発災害輸送のみならず、被災地からの避難や、支援者並びにボランティアの輸送なども考慮した
災害時の包括的な輸送協定として締結するのが望ましいと筆者は考える。
　また、単に協定があれば、災害時のバス輸送が確保されるという訳でもない。実際 A 県では、バ
ス協会が自治体などから依頼された輸送依頼を各会員事業者に振り分けていたが、それらの作業
は、職員わずか 5 名で実施されているものであった。そのため、A 県バス協会の職員は自らも被災
している中、全ての職員が 1 か月間休まずに対応をしたとのことであった。A 県と職員数が同程度、
もしくはそれより少ない人数のバス協会で、災害対応を実施することは、非常に負荷が大きいことが
容易に想像できる。また、アンケート調査でも職員のリソース不足により、災害対応に不安を感じ
ているバス協会の声もあがっている。これらの状況より、例えば、他県バス協会または、全国のバ
ス協会を取りまとめている日本バス協会から応援職員を派遣し、災害対応の負荷を分散するなどの
対策は、協定締結済の各県でも今後考える必要があろう。また、自治体等からの輸送依頼に対し
て、バス事業者自体が被災し依頼を受けられない事態も考えられる。そうした場合に効力を発する
のが、隣県、他県のバス協会にも支援を求めることができる災害輸送全般型×複数県型の協定であ
る。都道府県間では別途県職員の広域応援に関する協定の締結が進んでおり、関西広域連合の他
にも、北海道・東北８道県相互応援に関する協定や、九州・山口 9 県災害時応援協定などが存在
する。これらが締結された枠組みを活用し、災害輸送全般型×複数県型の災害時輸送協定の締結が、
関西広域連合以外でも促進されることが望まれる。また県同士でこのような枠組みがない場合でも、
災害輸送全般型の災害時輸送協定が、災害対応の職員の少なさなどの運用面も考慮した上で、全
都道府県で締結されることが望まれる。
　週刊ダイヤモンドにおける記事（2012）にて、岩手県北自動車、福島交通、茨城交通と、東日本
大震災の被災各地のバス事業者を抱えるみちのりホールディングスの松本順社長は、福島第 1 原子
力発電所の避難者輸送について振り返っている。本記事によると、当地が営業エリアである福島交
通は、3 月11日夜に国土交通省から避難輸送を協力要請された。政府は災害時に民間企業に避難
輸送の命令を出す権限について道路運送法 1) 等に定められており、それに基づけば、政府保証の下、
輸送を行うことができる。しかしながら国交省からは輸送命令は出ず、協力要請に留まった。要請
の場合は、事故や、放射性物質による健康被害が出た場合でも、自己責任になるとのことであった。
協力要請であれば会社として拒否をすることもできたという。そのため松本社長は、輸送命令に切り

 V.考察
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替えられないか国交省と交渉を行った。しかしながら、交渉しても協力要請から輸送命令に変わる
ことはないと判断した松本社長は要請を受け入れ、会社の責任において社員に出動の命令を出した。

「社会的使命感から、会社も社員も避難輸送に全力を挙げた。しかし、民間企業に、災害時の救援
活動を求めておいて、責任も負わせるのは無理がある。自衛隊や消防隊などと同じように、危険な
任務に就く災害時には政府の責任による命令であるべきではないか」としている。
　東日本大震災の原発避難者輸送のケースでは、道路運送法上で輸送命令について定義されてい
たものの、実際の命令を踏む手順について国として検討がされていなかった、または災害対応の実
情に沿う形で整備されていなかったと推察される。これらは、自治体任せではなく、国として対応し
ていかなければならない事項である。道路運送法や交通政策基本法を所掌する国土交通省や、災
害対策基本法、防災基本計画を所掌する内閣府などが連携し、既に加速化している都道府県の地
域防災計画に基づいた災害時輸送協定締結の動きと並行して、災害時輸送の枠組みを検討する必
要がある。災害対策基本法に基づく指定公共機関として、各県バス協会の上位機関である日本バス
協会を加え、包括的に災害時輸送対応ができる枠組みの構築の検討、道路運送法や防災基本計画
に基づいた国レベルでの災害時輸送協定の検討も視野に入れていく必要があると考えられる。

　本稿では、災害時のバス輸送の枠組みの１つとして、災害時輸送協定に焦点をあてた。アンケー
トなどにおいて調査をしきれていない地域については、引き続き調査を進める予定である。
　災害時におけるバス輸送について、加藤（2015）は、代替輸送に利用できるバス車両の調達困
難性、広域的にバス車両を調達することの困難性、災害時のバス車両の燃料確保の問題、政府と
バス事業者との連絡系統が十分確保されていないことなどを課題に挙げている。これらの課題の一
部は、本稿の分析による災害時輸送協定の締結の加速化で解消できる部分もあるが、長年の利用
者の減少や昨今の運転士の成り手不足によるバス路線の縮小や、国土交通省に登録している全バス
事業者のうち、日本バス協会に登録されているものは 4 割程度に過ぎないといった課題などの平時
の課題とも併せて考えていかなければならないものである。今後も、災害時の交通権確保に関する
課題について、平時からの取り組みや昨今の様々な災害事例なども踏まえて、分析を進めていきたい。

【注】

１）道路運送法における該当部分については、下記に抜粋する。
（運送に関する命令）
第八十四条　国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であ
り、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業
者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者（以下「一般貨物自動車運送事業者」
という。）に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運
送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきこと
を命ずることができる。

 Ⅵ.おわりに
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２　前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる
補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

（損失の補償）
第八十五条　前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
２　前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業
者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
３　前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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編集後記
　交通権学会 2018 年度第 33 回研究大会 (2018 年７月７日～８日、文京学院大学本郷キャン
パス ) は「交通政策基本法のもとで交通権憲章を改めて考える」を統一論題に行われ、活発な
議論が展開されました。本号は自由論題を含め大会での報告を中心に編集したものです。
　大会はおりしも「平成 30 年７月豪雨」さなかの開催になりました。そのため時間に遅れたり、
参加できなくなる方々も多くおられましたが、公共交通機関のあり方を考えさせられる大会で
した。さらに私事で恐縮ながら、公共交通空白地域の多い田舎に住む編集者の一人は近年「交
通権」と本学会の存在意義を痛烈に知らされています。
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