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アンケート結果の概要と考察 

兒山真也（兵庫県立大学経済学部） 
 

1. 今後の道路整備において、新規建設と維持管理のどちらを優先すべきかたずねた。「新規建設重

視」の回答は皆無。与野党ともほとんどが「バランスをとる」という回答。「維持管理重視」の

回答は野党の一部にとどまった。同一の質問文を用いた内閣府の世論調査（2006 年 7 月）では

「維持管理重視」が 37%あったのと比較すると、必ずしも新規建設抑制の姿勢は強くない。 
 
2. 「道路の中期計画」では道路事業量を 10 年間で 59 兆円としているが、道路事業量がどのくらい

必要かたずねた。明確な数字による回答は多くなく、特に野党には少ない。与党は「道路の中期

計画」並みまたはやや減額された数字となっている。10 年間で 59 兆円という数字に十分な根拠

がないという批判が当たっているとしても、10 年間で 59 兆円が多すぎるという主張も十分な根

拠に基づくものではない、あるいは熟慮されたものとはいえないように思われる。 
 
【参考】 

＊ 10 年間で 59 兆円という金額は巨額ではあるが、従来と比較するとむしろ小さい数字である。

第 11 次道路整備五箇年計画（1993～1997 年度）76 兆円、新道路整備五箇年計画（1998～2002
年度）78 兆円、社会資本整備重点計画（2003～2007 年度）38 兆円以下とされていた。 

＊ 今後、道路や橋梁の維持・更新費が増大することにも注意が必要である。『平成 17 年度国土

交通白書』によれば、社会資本への投資可能総額が 2005 年度以降、国管理分が毎年 3%減、

地方管理分が 5%減となれば、2022 年には更新ができなくなる。 
 
3. 道路事業費を「国際競争力」、「地域の自立」、「安全」、「環境」の各分野にどのような割合で配分

すべきかたずねた。「道路整備の中期計画」に示された割合を手掛かりとし、それに対する増減

の方向性と、おおよその大きさを知りたいという意図であったが、結果的には設問にやや無理が

あったようにも思われる。与党は中期計画に概ね沿いつつ、一部に「環境」重視などがみられる。

野党は「国際競争力」のポイントが概ね低い傾向にあるが、重視する分野は人それぞれであり、

一部には中期計画に沿う回答がみられる。 
 
4. 道路整備のための費用は、車を利用する人が大部分を負担するという考え方についての賛否をた

ずねた。「道路特定財源制度」という言葉は用いていないが、同制度の考え方への賛否をたずね

ていることにほかならない。与党はすべて「適切」または「やむを得ない」である。しかし意外

にも道路特定財源制度に反対している野党にも「適切」や「やむを得ない」という回答が複数み

られ、解釈に苦しむ結果である。道路特定財源制度に悪のレッテルを貼られ、冷静に論じられな

くなっているが、論理としてはいまだ一定の支持が得られることを示唆していると思われる。な

お、同一の質問文を用いた内閣府の世論調査（2006 年 7 月）では、「適切」17.2%、「やむを得な

い」62.5%、「不適切」16.2％である。 
 
5. 道路特定財源諸税の、暫定税率の存廃および水準をどうすべきかたずねた。自民はすべて「現状

維持」、公明は「引き下げ」、野党はすべて「撤廃」という明快な結果であった。 
 
6. 暫定税率が仮に存続した場合、その分の使途をどうすべきかたずねた。与党は概ね「交通政策全

般や環境政策に使途拡大」、野党は概ね「一般財源化」という回答であった。「道路整備のみ」、

「道路に関係する範囲」という回答はみられなくなっている。ごく最近までは一般財源化に反対



 - 2 - 

する世論が有力であり、それは例えば日本自動車連盟（JAF）などによる署名活動にも表れてい

る。しかしそうした世論が急速に変化し、政治家もそれを無視できなくなっているものと思われ

る。 
 
7. 道路特定財源諸税の、本則税率分の使途をどうすべきかたずねた。与野党とも意見は分かれた。

与党では「道路整備のみ」との回答がある一方、「一般財源化」との回答もみられた。野党では

「一般財源化」が多いが、「道路整備のみ」、「交通政策や環境政策に使途拡大」」など、暫定税率

分よりも使途の限定に向かう回答もみられた。 
 
8-1 自動車の社会的費用（温暖化、大気汚染、混雑、事故など）を、車を利用する人が負担するとい

う考え方についての賛否をたずねた。与党はすべて「適切」または「やむを得ない」である。野

党は意見が分かれているが、「不適切」が多い。経済学における「一方向外部不経済の内部化」

の考え方であり、総論としてはほぼ賛成と予想していたが意外な結果である。次の設問への回答

と合わせて考えると、「外部不経済」、「内部化」といった考え方にあまりなじみがなく、設問の

意図が一部で十分に伝わらなかった可能性もある。 
 
8-2 自動車の社会的費用の負担を、車を利用する人に求めるとすれば、どのような水準になるかたず

ねた。与党は現行課税水準並みか高くなるという回答が多い。野党は明確な回答は少ないが、現

行課税水準より低くなるという回答がみられる。これまでの自動車の外部費用の推計値をふまえ

ると、現行課税水準以上という回答は適切であるが、自動車の社会的費用はかなり大きいとする

回答が与党から出てきたことはやや意外であった。民主党は地球温暖化対策税を提唱しているが、

本調査の結果からは、地球温暖化対策税の水準は現行課税水準より低いものを想定していること

が示唆される。 
 
【参考】 

＊ 自動車の外部費用を厳密に推計するのは困難であるが、金本（2007）は欧米の文献調査をも

とに下表のような値を提示している。幅があるが、現行課税水準より高い可能性が大きい。

ただし温暖化に限定すれば、現行課税水準より低い。 
 

自動車の外部費用の推計値（ガソリン乗用車） 
燃料 1ℓ当たり（円/ℓ） 走行 1km 当たり（円/km） タイプ 外部費用 
中位値 下位値－上位値 中位値 下位値－上位値 

温暖化 19.0 3-32 2 0.3-3.4 

原油依存 4.8 0-12 0.5 0-1.3 

燃料関係 

小計 23.8 3-44 2.5 0.3-4.7 

大気汚染 10.0 1-30 1.1 0.1-3.2 

混雑 65.8 0-338 7 0-36 

事故 23.5 6.6-45 2.5 0.7-4.8 

道路損傷 0.9 - 0.1 - 

走行関係 

小計 100.2 8.5-415 10.7 0.9-44.1 

合計 124.0 11.5-463 13.2 1.2-48.8 

出所）金本良嗣（2007）「道路特定財源制度の経済分析」（日交研シリーズ A-430） 
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9. 「地方の道路整備」に含まれるのはどの地域の道路整備なのか、東京都、兵庫県、神戸市、姫路

市、豊岡市の道路についてたずねた。与党は東京都の道路を含め、ほとんどが「地方の道路にあ

てはまるものが多い」という回答であった。野党は意見が分かれているが、東京については「地

方の道路ではない」とする回答が多く、神戸市についても「地方の道路にあてはまらないものが

多い」という回答が多い。しかし兵庫県、姫路市、豊岡市については「地方の道路にあてはまる」

という回答が多い。一般的な国民の感覚は野党の回答に近いのではないかと思われるが、国道と

の対比で、都道府県道と市町村道を地方の道路と考えるとすれば、与党の回答ももっともである。

本調査により「地方の道路整備」が何を指すのか、共通認識がないことが確認できた。「地方の道

路整備」を論ずる場合は、何を指すのかより明確にされるべきであろう。 
 
10. 兵庫県下で整備が推進されている、北近畿豊岡自動車道1、大阪湾岸道路西伸部2、播磨臨海地域

道路3、鳥取豊岡宮津自動車道4について整備への賛否をたずねた。与党は概ね「推進すべき」と

の回答であるが、一部に「わからない」という慎重な姿勢もみられる。野党は意見が分かれてお

り、全体として道路整備抑制の方向性は明らかには見出しがたい。ただし、都市部である大阪湾

岸道路西伸部と播磨臨海地域道路について、凍結や中止など慎重な姿勢が目立つ。特に大阪湾岸

道路西伸部は、野党に推進の回答はみられない。一方で北近畿豊岡自動車道、鳥取豊岡宮津自動

車道については、野党の中にも推進の回答がみられる。 
 
【参考】 

＊ 国土交通省では道路事業の新規事業採択時評価、再評価、事後評価の結果を公表しており、

北近畿豊岡自動車道と鳥取豊岡宮津自動車道についても一部で評価が実施されている。下表

のように、B/C が大きい道路と小さい道路が混在する結果である。なお、時間価値を現行の

1/3～1/2 程度にすべきだとすれば、B/C が現状で概ね 2～3 に満たない事業は 1 を切るおそれ

がある。 
 
 事業名 延長 総費用 B/C 出所 

一般国道 483 号日高豊岡南道路 6.1km 276 億円 4.3 再評価（H18 年度事業継続箇所）

一般国道 483 号春日和田山道路Ⅰ 24.4km 1950 億円 1.4 再評価（H17 年度事業継続箇所）

一般国道 483 号八鹿日高道路 9.7km 592 億円 4.0 再評価（H17 年度事業継続箇所）

北近畿豊岡

自動車道 

一般国道 483 号春日和田山道路Ⅱ   1.9 再評価（H13 年度以前） 

鳥取豊岡宮

津自動車道 

一般国道 178 号香住道路 6.2km 414 億円 2.0  再評価（H16 年度事業継続箇所）

 
11. 兵庫県の道路整備と財源について自由意見を聞いた。意見は多様であり原文を参照していただき

たいが、自民党はほぼ、兵庫県において道路整備の要望は強く、必要性も高いという認識である。

ただし安全対策を重視する意見がある一方、企業誘致・地域活性化等を重視する意見もあり、重

                                                        
1 豊岡市から丹波市に至る約 70km の自動車専用道路。事業区間ごとに整備を進めており、2006 年 7 月には春日和田山道路が全線

暫定供用。http://web.pref.hyogo.jp/tj01/tj01_2_000000028.html 
2 大阪湾岸道路のうちまだ整備されていない名谷ジャンクションから六甲アイランドに至る約 21km の自動車専用道路。うち都市計

画決定が行われていない駒ヶ林南から六甲アイランド（14.5km）について手続が進行中。

http://www.kkr.mlit.go.jp/hanshin/jigyou/wangan/wan_01.html 
3 姫路から明石を東西に結ぶ約 50km の道路で、国道 2 号バイパスの渋滞解消等を目的とする。 
http://www.himeji-cci.or.jp/harimarinkai.php 
4 鳥取市から豊岡市を経て宮津市に至る約 120km の自動車専用道路。兵庫県内は約 46km。香住道路が 2005 年 3 月に開通、余部

道路と東浜居組道路が整備中。http://web.pref.hyogo.jp/tj05/tj05_5_000000009.html 
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点は一様でない。野党は、道路整備を推進する意見、他の分野との比較を重視する意見、幹線道

路整備はムダだとする意見など一様でない。地方への税源移譲に触れた意見もある。 
 
12. 暫定税率等をめぐる議論の進め方や混乱について自由意見を聞いた。意見は多様であり原文を参

照していただきたいが、自民党にはガソリン税引き下げは地球温暖化対策に逆行し、国際的に通

用しないという意見がみられた。野党は議論の活性化を評価する意見、野党の対案をよく議論す

べきとの意見、選挙を行うべきとの意見、道路のみの議論は課題の矮小化だという意見、再議決

による暫定税率復活を許さないという意見などがみられた。 
 


