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北総鉄道高額運賃問題ついて
日本女子大学教授
細 川 幸 一

北総鉄道は今年 6 月 23 日に 2020 年度の決算報告の概要を発表し、創立 50 周年を迎える２
０２２年には累積損失を解消できる見込みとなったことから、
「当社線の運賃値下げの可能
性の検討に着手することで、これまで以上に京成グループ企業や自治体等の沿線関係者と
の連携を図りながら、当社及び沿線価値の向上に取り組んでまいります」と表明した。
同年度決算では、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減収減益となるも、営業
収益１３４億円、当期純利益は１２億円を確保。利子負債は着実に減少し、累積損失の解
消に目途がつき、今後は、ポストコロナに対応しつつ、運賃値下げの可能性の検討に着手
するとしたのである。
私は消費者問題としての公共料金問題を研究対象とし、北総鉄道の高額運賃についても関
心を持ってきた。そうした中、2012 年から 2 年間内閣消費者委員会委員を務め、その間に
公共料金決定のあり方について国交大臣等に建議を出した。そこでの国交省との交渉経験
等から、この問題について総括したい。

就職差別まで起こっている北総線高額運賃
「財布落としても定期券落とすな北総線」という言葉がかなり知られるようになった北総
鉄道（京成グループ）の北総線。その高額運賃はたびたび指摘されてきた。この言葉通り、
通勤定期 6 か月運賃を見ると、千葉ニュータウン中央駅から京成電鉄線に変わる京成高砂
駅までが 179,120 円（23.8 キロ。普通運賃 780 円）
、日本橋駅までだと京成、都営地下鉄を
乗り継ぐこととなり、253,320 円（36.0 キロ、普通運賃 1,150 円）だ。財布に 20 万円も入
っている人は稀だろうから、こんな言葉が登場した。
京成本線の運賃と比較すると京成上野駅―京成船橋間が 25.1 キロと千葉ニュータウン中央
―京成高砂駅間とほぼ同距離だが、
通勤定期６か月運賃が 90,940 円で普通運賃は 440 円だ。
やはり、北総線の高額運賃は明確だ。その京成電鉄も首都圏私鉄では高い方で、小田急電
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鉄で比較すると、新宿駅-鶴川駅間が 25.1 キロで通勤定期 6 か月運賃 65,020 円、普通運賃
が 350 円でその差はさらに広がる。
通勤については、通常、会社員の通勤代は会社から支給されるから影響はないという意見
もある。しかし、高額な通勤手当負担を嫌う企業が北総線の沿線住民の採用を拒んだり、
支払い額を制限したり、通勤経路の変更を求めるといった事態も指摘されている。また、
通学定期も高額であることから高校生・大学生等の子育て世代の交通費負担、リタイアし
た住民の文化的活動のための都心へのアクセス費用負担等も問題となっている。

運賃が高いのは北総線だけではないという指摘について
従来、
「北総線の運賃値下げを実現する会」（北実会）等の運賃値下げを求める市民運動が
こうした比較を通じて北総線の高額運賃を指摘してきた。それに対して、ほかにも北総線
のように高額運賃の鉄道はいくらでもある、運賃が高いことを承知で移り住みながら今更
それに文句を言うのはおかしいという反論も聞かれてきた。
たしかに、例えば田舎暮らしが好きだからと緑多い人里離れた場所に移住して鉄道運賃が
高いと批判するのはおかしい。しかし、千葉ニュータウンは千葉県及び独立行政法人都市
再生機構（UR）の共同施行による「新住宅市街地開発事業」で開発されてきた。
『東京都心
や成田国際空港との近接性を活かしながら、「住む」「働く」「学ぶ」「憩う」など、各種機
能の複合した総合的な都市』
（千葉県）なのだ。すなわち、一般労働者世帯に安価で快適な
住宅を提供することがその開発目的である。そうした施策によって移り住んだ労働者層を
中心とした住民が都心とを結ぶ主要鉄道の高額運賃に悩んでいるのだ。
また、運賃が高いことを承知で移り住んだという指摘も、初期に移住した住民には当ては
まらない。北総線は千葉ニュータウン建設開始に伴い、1972 年（昭和 47 年）3 月の都市交
通審議会（現在の運輸政策審議会）答申第 15 号が示した 2 本の東京都心直結ルートの一つ
だった。第 1 期線として千葉ニュータウン内の交通路整備（北初富・小室間）が優先され、
千葉ニュータウンと東京都心を結ぶことを目指して 1983 年（昭和 58 年）に第 2 期線の建
設が行われた。1991 年（平成 3 年）に京成高砂駅 - 新鎌ヶ谷駅間を開業し、千葉ニュータ
ウン中央駅から都心が直通となり、北総開発鉄道（北総鉄道の前身）、京成電鉄、東京都交
通局（都営地下鉄浅草線）
、京浜急行電鉄の 4 者による相互直通運転を開始した。これ以降、
下表のように運賃値上げがたびたび行われ、今日の高額運賃となった。
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表
年
１９８１

北総線運賃値上げの軌跡
北総線整備

運賃値上げ

第２期区間工事施工認可申請

（＜３ｋｍ）１１０円→１２０円

１９８３
１９８４

（＜３ｋｍ）１２０円→１３０円
小室～千葉ニュータウン中央開業

１９８５

値上げ

９．４％

１９８７

〃

４．２％

１９９０

〃

７．４％

１９９１

第２期区間竣工～営業運転開始

〃

６．８％

１９９５

千葉ニュータウン中央～印西牧の原開通

〃

１１．０％

１９９７

〃

（消費税改訂分 1.9％）

１９９８

〃

２０１４

〃

（消費税改訂分 2.79％）

２０１９

〃

（消費税改訂分 1.85％）

１０．1％

政策失敗のツケを沿線住民におしつけた結果としての高額運賃
北総鉄道が高額運賃である最大の理由は多額の債務にある。資本金２４９億円の北総鉄道
（旧・北総開発鉄道）は 2 期区間の施工により、鉄道・運輸機構に対して 1,141 億円とい
う債務を負った。この巨額債務の元利返済を続けることが、同社が存続していくための条
件となった。鉄道会社への公的支援としては、出資のほか、無利子や低利融資なども行わ
れているが、この面でも、千葉県内を通るつくばエクスプレスと比べて、北総への公的支
援は不十分であった。
さらに、千葉県、UR の計画に誤算が生じた。千葉ニュータウン（1966 年事業開始）は、
当初の計画では 2,912ha を開発して計画人口 34 万人を見込んでいたが、1970 年代のオイ
ルショックや 1990 年代のバブル崩壊などで縮小を余儀なくされた。実際の人口は約 9 万人
にとどまっている。当初予定の約 4 分の 1 の規模で、北総鉄道の集客の目論見も外れたこ
とになる。
千葉ニュータウンの失敗については、オイルショックやバブル崩壊などの社会的な要因が
多いが、同時期に多摩ニュータウン（1965 年）
、港北ニュータウン（1965 年）などが事業
を開始している。他のニュータウン計画と比較すると、千葉ニュータウンの失敗は社会情
勢だけが要因とは言えず、本来、千葉県と UR の責任は大きい。
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利用者の高額運賃負担の結果としての累積赤字解消
今年の 6 月 23 日、北総鉄道は、累積損失の 2022 年度中の解消にメドがついたとして「運
賃値下げの可能性の検討に着手」すると明らかにした。2020 年度決算は、乗客減によって
旅客運輸収入が前年度比 25.3％減の 94 億 7100 万円となり、これに伴って売上高に当たる
営業収益も前年度比 24.2%減の 134 億 4700 万円となったものの、営業利益は 22 億 1000
万円、純利益は 12 億 6100 万円と 21 期連続で黒字を確保し、ピーク時の 1999 年度に 447
億円だった累積損失は 31 億 5200 万円まで圧縮した。これによって、
「あと 2 年で累積損失
を解消できる見込みが立った」というのが、値下げ検討の表明理由だ。
同社の経営状態の推移をマクロ的に振り返ると、営業収益は毎年１００億円以上（２０１
９年度は約１７７億円）あり、２０００年度より 20 期連続黒字である。しかし、建設関連
に伴う借入金の額が多く、20 年９月(21 年 3 月)の時点で固定負債が約６５４億円（約６４
３億円）残っている。06 年３月末時点では債務超過額が日本全国の第三セクター鉄道の中
で第３位だったが、12 年度の中間決算にて開業以来の債務超過を解消し、その後も黒字経
営が継続している。北総の合理化努力もあるだろが、長年、高額運賃を利用者が払い続け
てきた結果だ。

値下げのための財源確保について
そこで気になるのは値下げ原資だ。ここでは、１．累積損失解消に伴う余裕財源の活用、
２．メタボ運賃の解消、３．京成等との契約の是正、の 3 点に分けて値下げ要因を考えて
いきたい。
１．累積損失解消に伴う余裕財源の活用
北総鉄道の値下げ検討の表明はこの点による。2020 年度北総鉄道の決算では、経常利益 18
億円、純利益 12 億円を計上している。
このことから 12 億円程度を値下げの財源にするとのでは予想がある。北総はメディアに対
して「通学定期の大幅値下げなどにより、沿線内への居住促進にもつなげていきたい」と
コメントしている。通学定期は会社員には手当が出る通勤定期と違って、子育て労働者世
帯の家計を直撃する問題であり、過去にも沿線自治体が財政支援をするなどして値下げし
てきた経緯がある。したがって、通学定期の大幅値下げを目玉にすることが伺える。しか
し、仮に 50％ほど値下げしてもその原資は 4 億円で済み、残り８億円を普通運賃や通勤定
期券値下げ原資とするとその値下げ幅は 10％ほどにしかならないという予想がある。
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2020 年度の北総鉄道の決算では、旅客運輸収入が 95 億円と対前年度(127 億円)比 32 憶円
減(25％減)となっており、経常利益 18 憶円、純利益 12 億円を計上しているが、このこと
は通常年度で考えた場合、運賃を 25％引き下げたと同じ意味を持つ。つまり、2020 年度決
算では、今の利益を確保しつつ 25％の運賃値下げができることを証明していると北実会は
主張している。
２．メタボ運賃の解消
京成高砂から北総線を通り成田空港を結ぶ成田スカイアクセス線の運賃の特徴は、下図の
ように極端な近高・遠安のカーブを描いており、途中の〝腹部〟が異様に大きくせり出し
ているため、
「メタボ運賃」と呼ばれる遠距離逓減運賃である。また、北総線区間はかなり
運賃上昇が大きく、同区間が終わる印旛日本医大から成田空港までは緩やかな上昇になっ
ている。親会社の京成本線はほぼ距離比例運賃を採用している（京成成田ー成田空港間は
加算運賃あり）
。

北総線（成田スカイアクセス線）と京成本線の運賃カーブ（北実会作成）

つまり都心と成田空港間を結ぶスカイアクセス線は JR 等と競合しているので、競争力をつ
けるために成田空港までの運賃を抑え、代わりに中間地点への運賃を高くしているとの指
摘だ。
「住民の犠牲の上に成田空港へ安く乗客を運んでいる」ということで、運賃値下げ運
動では、この運賃体系が鉄道事業法で禁止する差別的運賃だと主張されてきた。
住民が起こした値下げ裁判でもこの主張がされたが、裁判所は原告が「メタボ運賃」とさ
れる北総の遠距離逓減運賃について、全ての旅客に同様に適用されるから鉄道事業法で定
める「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」に該当しないとして退けた。こ
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こで問題になるのは、
「特定の旅客」の解釈だろう。住民でも旅行客でもこの運賃が適用さ
れるのは当たり前だ。問題は実態として沿線住民は毎日のように高額運賃を強いられてい
るということだ。市場で多くの競合他社製品がありそれを自由に選べる場合と違って、公
共交通サービスの利用者には立場の互換性が少ない場合もある。それをどのよう考えるか
が交通政策には必要だ。自由があると言っても、実際には限られたサービスを購入しなけ
れば生きてはいけない実態があるのを理解する姿勢こそが消費者政策の基本だ。交通政策
に消費者目線がないのだ。
筆者が内閣府消費者委員会委員であったときに鉄道運賃をはじめとした公共料金の適正水
準の在り方について検証し、国交大臣等に建議を出した（2012 年 2 月 18 日）。その過程で
有識者にこの問題について意見を尋ねた。例えば東海道新幹線は空路と競争関係にある東
京―新大阪間では速達性、本数、企画運賃などで優遇されているのに比べ、東京―静岡間
では、のぞみは１本も停まらず、1 時間にひかり一本、こだま 2 本があるだけで、運賃も硬
直的と言う例もあげて、競争がある区間では安く、競争のない（乗客が逃げられない）区
間では高く運賃設定することは公共料金政策上許されるのかという疑問だ。
ヒアリングしたのは、経済法が専門の舟田正之立教大学法学部教授、交通経済学が専門の
山内弘隆一橋大学大学院商学研究科教授だ。両教授ともそれぞれ競争政策、交通政策の立
場から「この指摘は難しい問題」とした。その上で、舟田教授は「一つは、両方の間で内
部補助があるかどうかを見ること、もう一つは、独禁法上の不当廉売に当たるかという問
題で、例えば競争対抗料金として新幹線料金を安くする場合、個別原価を下回っていない
かということは見る必要がある」と述べた。山内教授は、
「超過利潤をあげられないように
利潤規制はするけれども、最適な価格の構成は何かというと、やはり逃げる客には安く、
逃げない客には高くということになる。ポイントは利潤が超過かどうかだけだ」としつつ
も、
「指摘のように、結果的にそれの不公平感とか、差別価格的な要素が残るわけだが、こ
れをどこまで許容するかということだと思う」とした。そして、
「値下げについて介入する
のがいいのかどうかという問題はあるが、政策的にそういうものを誘導するのは一つのや
り方かと思う」とした。ただ、「競争がないから不利益を被っているのであれば、競争を入
れるという手があると述べた」
（ともに筆者要約）。
住民が主体となって計画し、鎌ヶ谷観光バスが運行する「生活バスちばにう」が北総線に
並行する路線を同線のほぼ半額の運賃で走っている。これこそ北総線の競争を促すもので
あるが、都心まで運行している訳ではなく、交通渋滞もあることから十分な競争が生まれ
ているとは言い難い。
北総鉄道にはメタボ運賃の解消を求めたいところだ。その方法としては、現在のメタボを
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解消するために単純に距離比例運賃を採用することがあるが、メタボ解消の分だけ運賃収
入が減ることになる。他方、運賃収入を減らさずに距離比例運賃を導入するには距離比例
の傾きを上げ、中間地点は安くする代わりに、長距離を値上げして帳尻を合わす方法があ
る。そうなると都心から成田空港への運賃が上がることから、JR 等との競争会計で不利に
なるので、京成、北総はそう簡単には受け入れないだろう。
しかし、現在のメタボの運賃体系はかなりいびつで意図的だ。多少なりとも是正する勇断
に期待したい。
３．京成等との契約の是正
この問題はかなり複雑でやっかいだ。千葉ニュータウン構想の失敗から、かなり複雑な鉄
道運行形態となった。京成の支配下にありながら、鉄道運行主体が複数あることに起因し
た契約の複雑さ、不明瞭さが北総線問題の本質でもある。
都心から成田空港に向かうのに京成スカイライナーを利用する旅行客も多い。かつてスカ
イライナーは京成本線を走行していたが、東京都心から成田空港へのアクセス改善を目的
に印旛日本医大駅まで通じていた北総鉄道北総線をさらに延伸して同空港に直結させた成
田スカイアクセス線が 2010 年 7 月 17 日に開業し、
スカイライナーはこちらを走り始めた。
それまで日暮里駅 ― 空港第 2 ビル駅間で 51 分かかっていた所要時間が 36 分へと大幅に
短縮されたが、これは北総線が当初から高規格で建設され、高速運行が可能であるからだ。
それゆえに建設費も莫大なものとなり、この建設費の償還などを背景に、並行する京成本
線などと比較し運賃が高額となっている要因でもあるのだが、この成田スカイアクセスに
係る鉄道事業者が複数存在し、複雑だ。
成田スカイアクセス線は、京成高砂―小室間で京成と北総線が線路を共用しており、設備
の保有者は北総で、京成は北総に線路使用料を支払っている。小室―印旛日本医大間の線
路は京成の 100％子会社である千葉ニュータウン鉄道（CNR）が所有しており、北総と京
成は小室―印旛日本医大間の線路使用料を CNR に支払っている。さらに印旛日本医大から
先は成田高速鉄道アクセスと成田空港高速鉄道が施設を保有している。
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第一種鉄道事業…自社が保有する線路で旅客または貨物の運送を行う事業
第二種鉄道事業…自らが所有する線路以外の線路を使用し、鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業
第三種鉄道事業…(1)線路を第 1 種事業者に譲渡する目的で敷設する事業
(2)線路を第 2 種事業者にもっぱら使用させる事業

この、京成が北総鉄道に支払っている京成高砂―小室間の線路使用料の金額の妥当性と、
CNR が所有する小室―印旛日本医大間の京成と北総の線路使用料の差が問題になってきた。
本来、企業は他社と契約するとき、契約内容が自社に有利になるようにするのは当たり前
だ。しかし、北総、CNR ともに京成の子会社であることから、京成に有利な内容で契約が
結ばれ、利益が京成に吸い上げられていることが北総鉄道の支出を不当に増大させ、それ
が高額運賃に結びついているというのが値下げ運動を展開する北実会の主張だ。
ここでは後者の CNR の線路使用料の差をみると、年間走行距離差は約 1.3 倍なのに、その
線路使用料はおよそ約 6 倍もの差があるのだ（2019 年度）。

CNR 区間線路使用料
京成 4 億 2866 万円（年間走行距離 49 万 km）
北総 24 億 7986 万円（年間走行距離 62 万 km）
走行距離は約 1.3 倍だが、使用料は約 6 倍の差
千葉ニュータウン鉄道は京成の 100％子会社であり、親会社である京成に安く貸して、北総
鉄道には不当に高く貸しているという構図だと北実会は主張する。
この差についてはたびたび北実会から北総鉄道に質問状が出され、回答が出ている。私企
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業間のプライベートな内容であることを理由に回答を拒否したり、国が認可したものであ
り、適正であるというだけの回答も多いが、明らかになった部分もある。
同じ線路使用料という名であるが、その性質は全く異なる（北総鉄道）のだという。北総
が CNR に支払う線路使用料は小室―印旛日本医大間で北総が収益する運賃収入相当額とい
う契約となっており、この契約を CNR の累積欠損の解消まで見直しはしないという協定
（1988 年）がある。これは北総がいくら収入を上げてもすべて線路使用料として CNR に
支払うということで一円も利益が上がらないという意味だ。一方、北総の収入が著しく下
がっても、その金額を支払うだけでよいということでもあり、
「実質的に受益も負担も生じ
ない仕組み」
（北総鉄道）だという。つまり、飲食業を営もうとする者が店を借りたとして、
100 万円の収益でも 1000 万円での収益でもすべて賃貸料として貸主に支払うという契約で
あり、たとえ、10 万円と収益が激減しても賃貸料は 10 万円で良いから、利益が出ない代わ
りに損もしないと言っていることと同じだ。こんなビジネスがあるだろうか。
CNR は施設を保有しているだけなので、この区間の運行は北総が行うが、そこで得た収益
はすべて線路使用料として CNR へ渡す。他方、線路・電路などの保守点検にかかわる費用
相当額を逆に北総が CNR から受け取っている。しかしこの内容についても私企業間の契約
であることを理由に明らかにされていない。
このことに関連して、北総は CNR が施設を所有する小室―印旛日本医大区間は高額の線路
使用料が原因で赤字を出していることが、東京地裁で行われた運賃認可取消訴訟（北総線
運賃二次訴訟）で明らかになっている。ちなみに CNR は従業員 2 名、社長は北総鉄道の室
谷正裕社長（国交省 OB）であった（最近になって、CNR 社長は京成取締役の田中亜夫氏
に交代）
。
このような契約について、CNR が累積損失を解消しない限り、現在の契約内容を変えない
との協定を盾に、北総は条件変更を拒んでいる。
となるといつ累積損失が解消されるかだが、2008 年度に約 21 億円だった CNR の累積損失
は 2018 年度に約 14 億円まで減少した。しかし、その後再び赤字が拡大して 2020 年度は約
17 億円となってしまっている。
さらに、2004 年に小泉改革で UR が鉄道事業を廃止したときに、京成が UR から鉄道事業
を 150 億円（時価評価額 193 億円。千葉県が 43 億円負担）で取得したが、北実会は、京成
がその受け皿として CNR を設立した際の資金調達を問題視する。CNR の資本をわずか
1000 万円という過小にして京成から 150 億円の借金をさせ、利率 2％という高い利息を取
っていることが、CNR の赤字が解消されていない要因だと批判する。2019 年度の決算では、
借入金残高は約 92 億円、支払利息約 2 億 3 千万円になっているという。
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逆に、京成高砂―小室間の線路については、北総が京成に線路を貸しているが、この区間
についての北総が受け取る線路使用料についても北実会は問題視している。
北総の経営の安定が最重要であり、過度な値下げ期待は禁物とする意見も聞かれる。しか
し、こうした契約が北総にとって不利な条件であるとすれば、それを是正することこそが
経営の安定に必要だろう。これら契約関係の見直しが進めば、値下げの原資もかなり大き
くなる。
仮に北総が CNR に支払う線路使用料を半額にできれば 12 億円ほどの値下げ原資となるが、
京成が支配する現在のスキームのなかでその是正は困難が予想される。だが、最近注目す
べき動きがあった。北総鉄道の室谷正裕社長は従来、京成の取締役であり、CNR の社長で
もあったのだが、今年 6 月の株主総会で京成の取締役を解かれ、CNR の社長職も解かれて
いる。これが値下げ検討の本気度を示すものなのか注目だ。

乗り継ぎによる運賃の高額化も課題
また北総線だけの問題ではないが、日本では鉄道事業者の数が多く、都市部では移動に複
数の鉄道各社の路線を乗り継がなければならないことも多い。そのため、各社間の直通運
転は進んでも、運賃は別個に計算され、初乗り運賃が幾度と加算され高額となる。最寄り
駅までバスを利用する場合はさらに高額だ。ちなみにソウルではゾーン別運賃制度が採用
され、それには鉄道とともにバスも含まれている。パリの定期券も同様だ。
北総線の場合も都心に出るのには京成、都営地下鉄と乗り継がなければならない。多少の
乗り継ぎ割引制度は導入されているが、さらに高額運賃となる原因となっている。初乗り
運賃加算の問題について筆者は以前から指摘してきたが、北総線の運賃値下げでも検討す
べきだろう。

蚊帳の外に置かれている消費者
筆者が消費者委員会委員時に国交省の担当者と議論していて感じたのは、国交省の「民間
事業者の行うことだから、国は基本的に口をはさめない」という態度だ。著しく不当でな
い限り、事業者の自由という立場で認可を与える。一方、鉄道事業者は国から認可された
ことをもって正当性を主張する。そこで消費者が司法に不当性を主張しても、司法もまた
行政が正しいものとの前提で判断を下す。結果、消費者は蚊帳の外だ。
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従来、公共料金については情報開示が不十分であり、料金決定への消費者の参画も不十分
であった。消費者が異議を申し立てようとして行政裁判を起こしても「原告適格」の壁に
阻まれて門前払いとなり、ようやく原告適格を認められても、裁判所は原告には冷たいこ
とが知られている。上智大学法学部楠茂樹教授は、
「刑事裁判で無罪を勝ちとるのに近い感
覚」とし、行政相手の訴訟で意見書を書いた経験を踏まえ、「行政は正しいことをやってい
るはずという考えから出発し、
『行政を逃す口実』があれば逃してあげるという裁判官のマ
インドがあると思う」と言う。北総線高額運賃問題でも二つの裁判が起こされているが、
ともに原告敗訴だ。
筆者は消費者委員会による建議の中で、情報の開示と消費者の料金決定過程の参画を求め、
ある程度の進展はあったが、まだまだであり、情報の開示においては核心の部分は「企業
秘密」を盾に進んでいない。

キーパーソンは斉藤国交大臣と熊谷千葉県知事
こうした中で、政治による解決が期待されるところだが、事業者に組織票を頼る保守政党
ははじめから頼りにならず、市民・生活者本位を標榜する野党は聞こえのよいことを唱え
るが、労組を組織票としている場合、日本の労組が企業内労組であることから、企業の利
益＝労働者の利益となり、これもまた頼りにならない。
なお、岸田政権になり、公明党の斉藤鉄夫衆議院議員が国交大臣となった。斉藤大臣は北
総鉄道に関心を持っており、過去にたびたび北総線高額運賃問題を衆議院の委員会質問で
提起し、国交大臣（当時）に高額運賃の解消を求めてきた。自らが国交大臣となり、解決
する立場だ。公明党は「小さな声を、聴く力」をアピールしてきた。この問題に対する声
を政治の場で取り上げてきた斉藤大臣のイニシアティブへの市民の期待は大きい。
2021 年 3 月 21 日の千葉県知事選で千葉市長であった熊谷俊人氏が知事に当選した。熊谷
氏は選挙期間中から北総線高額運賃問題について関心を示し、知事就任後の 5 月 13 日には
自身のツイッターで「北総鉄道沿線で重要な課題は北総鉄道の高運賃問題です。私は千葉
市長時代もこの問題を見続けてきました。鉄道会社にとって値下げは簡単なことではあり
ませんが、高運賃であることは事実です。県が株主として中長期的な経営計画を踏まえ、
改善に向けた努力をしなければならない分野と認識しています。
」と述べている。
6 月 23 日には、６月定例県議会で熊谷知事は「室谷正裕社長に高運賃問題を検討するよう
要請したところ『値下げの可能性の検討に着手したい』との話があった」と明かした。熊
谷知事は「他社の運賃体系に近付くよう県として会社に働き掛ける」と述べ、高運賃解消
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に期待感を示している。
9 月 22 日には、９月定例県議会で、室谷社長から検討状況の報告があったと述べた。会社
経営の持続性・安定性を確保できる範囲と断った上で、来年秋ごろに、通学定期運賃の大
幅値下げ、北総線内の移動促進に資する普通運賃値下げ－を検討していると説明があった
と明らかにした。熊谷知事は「県として運賃値下げが確実に実施されるよう会社に対して
働き掛けていく」と述べた。
北総鉄道の主な株主は京成電鉄（56.08%）、千葉県（22.28%）、都市再生機構（UR）が
（17.26%）だ。千葉県は株主として経営にモノ申すことができる立場であると同時に、北
総鉄道の経営方針が県民の利益に結びつくよう努力する義務があると言える。そこで、首
長の姿勢は重要だ。事実、わずかだが北総鉄道株を持つ印西市の板倉正直市長は株主総会
で運賃値下げを求めてきた。
懸案の北総鉄道が CNR に対して支払う線路使用料についても、
高額すぎるとして、それを引き下げ、その金額を原資として運賃を値下げするように迫っ
てきた。
そうした中で熊谷氏の千葉県知事就任で事態が大きく動きはじめた。北総線の高額運賃問
題は千葉県と UR の千葉ニュータウン構想の失策が主要な要因であり、多額の金銭的ツケを
沿線住民が長年支払ってきたおかげでようやく値下げできる状況になってきた。熊谷知事
には県民の代表として、他のニュータウン並みのアクセス負担とするために、先に述べた
累積損失解消に伴う収益の値下げ原資としての最大限の活用、住民を苦しめてるメタボ運
賃を解消するとともに、株主として北総鉄道の利益に直結する他社との契約関係を見直し
て適正な利益を確保し、さらなる値下げ原資を確保する努力をして、長年の住民の高額運
賃負担をねぎらい、そこから解放してほしい。

変わる首都圏鉄道の競争環境
従来、鉄道は並行する鉄道間での地域的競争が中心であった。首都圏でいえば、都内と横
浜を結ぶＪＲと京急、八王子を結ぶＪＲと京王、拝島を結ぶＪＲと西武といった一部の区
間では競争が起きていたが、他の多くの路線では競争はなかった。しかし、少子化が進み、
人口減が確実な中で、通勤、通学客の増大が見込めず、自らの沿線地域に住民を呼び込む
競争が激化している。
例えば、小田急電鉄は 11 月８日、子どもの運賃を 2022 年春から全線一律 50 円にすると発
表した（IC カード利用時）。最も運賃が高い新宿―小田原間は現在４４５円で３９５円（約
９割）の値下げとなる。小田急電鉄の担当者は NHK の取材に対して、
「 お客さまからは『や
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るね小田急』と言っていただきまして、そこは非常に満足している部分です」と述べてい
る。同社の試算では、子ども運賃の値下げにより、およそ 2 億 5000 万円の減収が予想され
るが、沿線に子育て世帯を呼び込むことや、外出の機会を促してグループの商業施設の売
り上げを伸ばすことで、会社全体として運賃の減収分を補いたいとしている。
首都圏域での乗客の奪い合い激化の象徴的運賃値下げである。こうした状況では北総のよ
うな高額運賃は確実に首都圏都市鉄道間の競争で勝ち抜くに不利だ。
また、コロナ禍の影響で消費者行動が激変する可能性がある。とくに成田空港への海外旅
行客の鉄道利用の需要はビジネス客を含めれば激減する予想がある。沿線住民を大切にし
ない成田スカイアクセス線の未来は暗い。
運賃の値下げが収入減につながるという視点だけでなく、それが首都圏での沿線住民確保
における競争力を高めるという視点で、北総、京成、沿線自治体が協力し、地域の魅力を
高め、結果として皆が潤う状況を目指すべきだろう。そのための国交省のイニシアティブ、
千葉県の役割は大きい。
斉藤鉄夫国土交通大臣とともに熊谷俊人千葉県知事の市民政治家としての意思と力量に期
待したい。
（東洋経済オンライン記事オリジナル版）
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