
鉄道をもっと身近に！

~ アート・買い物機能の搭載 ~

高知県立大学・文化学部3回生 

小野田莉彩 黒石百香 立原絵里歌 宗石萌



公共交通が危ない！でも・・・

もっと公共交通を便利に楽しくすれば、
みんなが利用するのでは？？

私たちはいつもは自転車や自家用車を移動手
段として使っている

便数が少なくて、不便！

わりと高い！

出典:朝日新聞デジタル



県内の人々の主な
交通手段は
自家用車

自家用車所持率（2021年現在）
世帯数  351,413台 保有台数 396,913台 
世帯当たり普及台数 1.129台
自家用車の普及につれて、公共交通の輸送人員の数が減少傾向にある。
高齢者の免許非保有者、免許返納の数は、近年大幅に増加している。 

高知県における保有台数と世帯
当たり普及台数

高知県における輸送人員

出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会 統計ダッシュボード（https://dashboard.e-stat.go.jp/）のデータを
加工して作成



高知県内の小中高校生
約65,550人

高知県内の65歳以上人口割合
およそ35%(赤線)

少子化で減少傾向＆学校の統廃
合で子どもの移動距離が増えて
いる

2045年42.73%になり、こ
れから生産人口の減少と共
に、高齢化は大幅に進む見
通し

自家用車を運転できない人は、大丈夫？

高知県への観光客数

コロナで減少しているが遠
方から来る観光客にとって、
公共交通は必要なのでは？
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「龍馬伝」

高知県『県外観光客入込・動態調査報告書』
・高知新聞のデータをもとに加工して作成



もしも、公共交通がなくなってしまったら・・・

病院の立地
デパート・スーパーの立地

公共交通がないと移動できない人が、「交通弱者に！」
学校の立地 観光施設の立地



65歳以上の人口＜24,4600＞
＋観光客の人口＜2,667,000＞
＋小中高生たちの人口＜30918+16999＋
17646＞
＝244,600＋2,667,000＋66,563＝2,978,163

年間約298万人が
公共交通が無くな
ると弊害が出る恐
れ！！！



とさでん交通やJRは、危機的状況！
• 四国旅客鉄道（JR四国） 
 当期純損失65億円
• 土佐くろしお鉄道 
 当期純損失3,774万9,000円
• とさでん交通 
 当期純損失7億8917万3497円

どの会社も深刻な
当期純損失を抱えている

コロナで
追い討ち
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 とさでん交通事業別収益の
割合

付帯事業 航空関連事業

軌道事業 乗合バス事業

自動車整備事業 高速バス事業

貸し切りバス事業

旅客自動車事業

新型コロナウイルス・人口の減少などからも、
鉄道事業は企業の稼ぎになっていない



公共交通の特徴を活かした魅力が生かされていない！！

新たな町・風景に出会える

決まった時間に必ず運行している

新たな人との出会いの場になる可能性

多くの人を一度に運ぶことが出来る

自分で運転する必要がない

無料になる
と、みんな

乗る

路線としては必要だ
ということ

無料以外に住民
にとっての魅力
はないのか？

本当は、魅力はもっとある…！
例えば…



今の公共交通は、負のスパイラル
利用者減少

赤字路線の
増加

公共交通の設備

不十分に

利用者の

満足度down

事業者の努力を効果的に
かつ利用者の意欲を高め
る方法が必要では？

自家用車
の所持率
UP…

利用者の生活
危機…

運
営

利
用
者

公共交通の
運営危機…



利便性に欠ける
中心部の買い物
状況

・電車通りに人口が少ない

・道路沿いに人口が少ない

→中心部の空洞化が進んで
いる現状、
生活しづらい環境が生まれ
ている！

事業所立地（スーパー）人口増減マップ

青線：JR
緑線：路面

• 線路沿いにスーパー
もなく、車社会に適
応した立地構造が出
来上がっている

• 車を運転できない住
民が買い物に困って
いる

• 買い物難民の発生、自
家用車がない人々は不
便を強いられる！

スーパーの
立地を見ると…



一方、JRは…

多くの観光客が利用し
ている
しかし、観光地に直結
していない！
→レンタカーや自家用
車を使う人が多くなる

JRが危機的状況に
なるのでは？

観光施設立地

青線：JR
緑線：路面

殺風景!!!!!



では、
どうすれば
よいのだろう？

住民にとって公共交通が
親しみがあり、生活の一端
を担う取り組み

       ＋

新たに話題性を呼ぶような、
新規利用者獲得としての取
り組み

が必要ではないか？



一つは、良心市電車！

交通弱者への直接的な
対策
＜電車内で買い物がで
きるようにしたらどう
だろう？？＞
余裕のない通勤・通学
時間でも効率的に買い
物できるようになる？

一つは、車内アート体験！

県外からの観光客向け＋県民
市民を観光客にする
＜電車内の景観を変えるのは
どうだろう？？＞
静かで窮屈な雰囲気が改善さ
れるのでは？

提案は２つ！



良心市を車内につくる！！
～コンビニ商品を車内に設置～

コンビニ費用の種類 金額目安
加盟金110万円（税込み）
 内訳:開店準備手数料55万円(税込)、研修費55万円(税込)
開店準備金約50万円（釣銭、営業許認可費用など）
加盟店サポート【光熱費の一部負担】
 光熱費50％を本部が負担。上限は1か月あたり25万円。

  販売機費 10～50万

＋鉄道内改装・設備整備費



• 電車内に、コンビニ商品を並べた自

販機を置く

• 無人でも販売できる！！

• 接触機会を最低限に抑えられる

• 運営側に販売手数料が入る

観光客には需要に
合わせたものを
売れると良い

（限定・特産品など） https://www.ac-illust.com https://www.irasutoya.com/?m=1 を利用し画像作成（立原）



車内でアート体験！

電車内で、アートキットを販売する

県立美術館や多様なアー
ティストなど様々な県内
外の方に携わってもらい、
高知の伝統工芸品を使っ
たキットの販売、作品の
展示を行う。
（地元民向けのイベント） イラスト：小野田

出典
https://mainichi.jp/articles/20210703/k00
/00m/040/059000c.amp 

出典 
https://www.asahi.com/amp/articles/ASK6Y3R7VK6YPLPB003.html



他にも・・・

《土佐漆喰》
土佐漆喰パネル

配布・展示時期：12～2月
費用：800円

キット内容：20㎝×20㎝のパネル（発泡スチ
ロール）、漆喰、コテ

協力依頼先：高知県立美術館

《土佐和紙》

土佐和紙イルミネーション

配布・展示時期：12月～2月

費用：700円

キット内容：和紙・豆電球・針金・紐

協力依頼先：いの町紙の博物館

具体的には、こんな
イベント

イラスト：小野田



効果のまとめ

・新規利用者が増える
・今ある路線の持続が可能に
・SNSを活用し、認知度を高め、
話題性を創出する
・市内外の人の生活に寄り添う

・買い物にかける移動など
の手間が省ける
・車内のインパクトから、
「もう一度乗りたい！」と
いう意欲を掻き立てる

・鉄道ならではの公共性・大量
性といった特性を生かし、地域
の文化に触れる機会を創出する。
・鉄道利用者を定期的に確保す
るだけでなく、学習として・地
域のPRとして・鉄道自体を観光
資源として活用できる。

・非日常感を観光客も住民も
味わえる
・乗車時間がより楽しくなる
・作品を気軽に観覧できる
（参観効果）
・交通自体が観光の目的地に
なる

良心市 アート
イベント

運営側

利用者側



ねらいと展望
企画のねらい
新規利用者を増やすためのきっかけづくり

今後の展望
・イベントを開催する列車として、アート以外の使い方が出来る可能性
・よさこい以外での集客効果の期待
・将来的に買い物難民のための移動販売の役割を担える可能性



ご清聴ありがとうございました

出典：
とさでん決算情報
https://www.tosaden.co.jp/download/?t=LD&id=870&fid=6639
JR四国決算公告
https://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/kessan/34_stage.pdf
土佐くろしお鉄道
https://b69acbbf-5e50-4f0d-9125-
dbaad1609c12.filesusr.com/ugd/06d37b_fa78bd076a624d7098f9cf041e41acd2.pdf
中心部の買い物難民解消へ！ (komei.or.jp)

毎日新聞 土佐くろしお鉄道の列車に七夕飾り 「コロナ禍終息」の願い乗せ | 毎日新
聞 (mainichi.jp)
朝日新聞 高知）園児が七夕飾り 土佐くろしお鉄道：朝日新聞デジタル (asahi.com)


