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川口： 

みなさんこんばんは。大変大勢の方にお集まりいただきまして、ありがとうございます。さっそくで

すが、パネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。 

最初に、パネラーの方々に、それぞれ一言ずつコメントをしていただきたいと思います。 

 

久保田： 

さきほど、ありがとうございました。久保田でございます。今日は私、早めに静岡に着きまして呉服

町とか色々歩いていました。今回開業した、セノバ等にたくさんの人がおりました。街並みも非常にき

れいで、さっき私が紹介しましたが、ヨーロッパの街並みのような、日本にだってこんなに素晴らしい

まちがあるじゃないかと、非常に強い可能性を感じました。あの風景の中に例えばＬＲＴのようなもの

が走るっていうのは、全くの夢物語ではなくて、かなり現実的な課題、現実的なテーマになっていると

感じて、今日、心を昂ぶらせながらここに参りました。どうぞよろしくお願いします。 

 

五十嵐： 

静岡商工会議所の五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

話の前に、先ほど市長や副市長からもお話がありましたように、当研究会につきましては私ども経済

界が市のほうで 2～3年ですか、このＬＲＴの調査ばかりやっていると、お前らいいかげんにしろという
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中で、具体的にやるならやる、やらないならやらないとはっきりしろと。ＬＲＴは静岡都市レベルだと、

必要であろうということで私どもが要望を出したということで、市長が変わるといろんなことが変わる

らしくて、市長が変わったら即導入研究会という名前をくれたわけです。そういう意味では私ども経済

界といたしましては側面的なバックアップをしつつ、1日も早くＬＲＴが導入されることを祈っています。

いろいろな場面で協力できる範囲で一生懸命対応していきたいです。また、個々の意見は適時発言した

いと思います。今日は本当にありがとうございます。 

 

史絵．： 

みなさん、鉄道ジャーナリストの史絵．と申します。よろしくお願いします。 

私が鉄道ジャーナリストになったきっかけが路面電車です。今、路面電車は進化した路面電車のかた

ち、ＬＲＴとなって大変注目を浴びています。静岡市にももともと路面電車が走っていました。今、進

化した路面電車というかたちでＬＲＴが復活することを強く望み、今日来させていただきました。よろ

しくお願いいたします。 

 

三浦： 

静岡鉄道の三浦と申します。毎度ご利用ありがとうございます。今日は事業者の立場ということで、

このディスカッションに参加させていただきます。と同時に、私自身も静岡市民ですので、特にまちづ

くりと公共交通という視点が非常に前面に出てきている見方かなと思っています。そういう意味では新

しくなる、発展していく静岡のまちづくりを夢見るなかでどんなことがやっていけるのかという視点で

わくわくしながら参加させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

清水： 

子供の頃から電車の運転手になりたかった清水です。よろしくお願いいたします。 

 

川口： 

それではパネルディスカッションの本題に入っていきたいと思います。今回のパネルディスカッショ

ンですが、会場の方にも参加していただきまして進行させていただきたいと思っております。それでは

よろしくお願いします。 

 

司会： 

みなさんにお配りしたうちわを用意してください。まちみがきトークでも威力を発揮しましたこのう

ちわですが、このうちわを使ってみなさまに質問をさせていただきます。 

第 1 問目です。静岡市の公共交通についての質問です。静岡市では、鉄道・バス事業者とともに公共

交通の利便性や利用促進に取り組んでいます。また、環境対策や自動車を利用できない人の移動手段確

保のため、公共交通の重要性が高まってくると考えています。皆さんは公共交通として、電車とバスど

ちらが好きですか？ 
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(電車→緑色、バス→白色) 

 
電車が圧倒的に多いですね。9割ぐらいが電車、バスは 1割ということで、川口先生にバトンをタッチ

したいと思います。 

 

川口： 

そうですね、今こちらから見ていて 9 割くらい、正確には 89％かもしれませんけども、もっとバスが

多いかなと思っていましたが、電車が多いということが分かりました。最初は清水副市長にお聞きしよ

うと思いますが、今回のテーマが公共交通ということでありますので、公共交通がどうあるべきかとい

うことを、ちょっと抽象的かもわかりませんが清水副市長のほうからお考えをお聞かせください。 

 

清水： 

みなさんが今、うちわを上げていただいたように、路面電車って楽しいですよね。私は、大学の頃市

電で大学へ通っていました。大阪から私鉄で京都まで行って、そこで市電に乗り換えて大学まで行くの

で、だいたい 2 ㎞くらい路面電車に乗っていました。10 分くらいでしょうか。市電は私が 2 年生のとき

に廃止になりまして、バスになったのですが、バスに乗り換えたかというとバスを使わずに歩くように

なりました。30 分間無理にでも歩いて。電車がなくなってバスになると乗らなくなってしまうんですね。

私、バスは本当は好きなんですけども、バスは早いし冷房もあって快適なんですけれども、その当時は

市電は扇風機もなかったんです。でもなぜかバスは電車ほど楽しくないんですよ、電車が純粋に楽しか

ったからなんですが。 

先ほど実は、ＬＲＴに乗られる方の予測は少ないというお話をしました。特に清水はちょっと乗られ

る方が少ないなということだったんですが、これは交通機関、交通手段としてみた場合は確かに少ない

かもしれませんが、もし沿線にこれから楽しいお店とかも出来て、乗って楽しい電車になれば、じゃあ

乗ってみようかなという人が増えて、先ほど私が申しました予測がはずれてくれればいいんじゃないか

なと思っています。以上です。 
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川口： 

どうもありがとうございました。それでは、会場の方からも鉄道といいますか、電車がお好きだと話

がございましたけども。それでは、史絵．さんにお願いしたいのですが、電車が大変お好きだというこ

とでお聞きしていますが、電車の魅力はどういうところにあるんでしょうか。 

 

史絵．： 

さきほど路面電車が好きとお話させていただきました。路面電車は今、国土交通省さんの法律で決め

られている路面電車が 18 都市、19 事業者に存在します。思ったよりちょっと少ないので、東北地方は一

事業者もなく、これからどんどん復活してほしいなと思っております。 

路面電車の魅力はたくさんあるんですが、まず、観光名所に沿って走っている路面電車がとても多い

です。なので、初めてその都市に訪れた方でも観光を恐がることなく、この路面電車に乗ったら観光に

行けるんだという気持ちで乗ることができます。他にも、住宅街や商店街をぬうように走っているので

その商店街や住宅街に入って、その地域の人たちとの交流を楽しむことができます。地域の人たちが知

っている穴場のお店や美味しい食を楽しむこともできます。 

他にも、電車そのものが観光のように人気がある路線もあります。法律的には路面電車ではなく鉄道

なんですが、路面電車のイメージが強い神奈川県を走る江ノ島電鉄、通称江ノ電と呼ばれて愛されてい

る路線があります。そちらの江ノ電には 300 形という看板列車になっている車両がありまして、乗車し

た瞬間すごく驚くことがあります。車内の床が木で出来ているんですね。入った瞬間にタイムスリップ

したかのようなレトロな気持ちを味わうことができて、とても人気のある車両です。この 300 形に会い

に訪れる女性も多く、お子さんにも大変人気があります。このように路面電車は移動手段だけではなく

て、観光そのもののように扱われていることが多く、その都市を代表する象徴になっている魅力があり

ます。 

川口： 

どうもありがとうございました。今のお話からすると、交通なんですがまさにまちづくりの中にあっ

て、観光でありますとか我々の市民生活に多方面で密接な関係をつくるのがわかります。そういう意味

では先ほどの久保田先生のお話の中にありましたけども、我々の交通のパッケージという言葉で言われ

るんですけども、それは、例えば公共交通でありますと、路面電車あるいはＬＲＴ主体になりますけど

も、バスとの関係のネットワークでありますとか、全体の市からしてどうあるべきかということを公共

交通では考えなくてはいけないわけですね。 

それでは、具体的に 2問目をお願いします。 

 

司会： 

それでは、2問目にいきたいと思います。うちわのご用意をおねがいします。 

2 問目は新たな公共交通システムについての質問をさせていただきます。静岡市では、新たな公共交通

システムとして、ＬＲＴの導入検討を現在しております。ＬＲＴは路面電車を多機能化した交通システ

ムで、誰もが利用しやすく、環境対策や交通利便性の向上、まちの活性化に期待される乗り物、みなさ

んの前知識としてあると思います。導入に当っては、静岡・清水地区で各 40 億円～50 億円程度の費用が
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必要となります。導入すると、道路、公園などの設備は遅れることとなりますが、皆様はＬＲＴの設備

は必要ですか？ 

(必要→緑色、必要ない→白色) 

 

こちらから見ると、7割が必要、3割ぐらいが必要ではないという判断ではないかと思います。それで

は、川口先生にマイクをお渡しします。 

 

川口： 

そうですね、今 7割と言いましたが、この会場はＬＲＴとか路面電車が好きな方が 75％くらいですね、

だいたい。思いのほか、鉄道を整備したほうがいいんではないかというお考えではないかと思います。 

それでは、久保田先生にお聞きしますが、整備費用と期待される効果、そういう関係は非常に重要で

すので、そのへんの考えについてコメントしていただきたいと思うんですけれども。 

 

久保田： 

さきほどご紹介しましたフランスの小さなまち、あの都市の規模でだいたい 300 億円くらいで、ＬＲ

Ｔの整備だけで言えばもっと安いですけども、わざとＬＲＴ導入に併せて都市開発であるとか、道路を

わざわざ拡幅したりしてお金を投資したわけです。少なくともフランスの場合、過去のグルノーブルだ

とか、ストラスブールとかそういうところがそれで成功したから、莫大な投資をあのような小都市が出

来たのでしょう。なんでそういう投資が出来るかというと、副市長さんもおっしゃいましたが、沿線の

開発が進みます。ですので、その分の都市開発に伴う税収ですね、これが間違いなく増えます。導入に

よる経済効果がある意味証明されているということで、その投資が十分に回収可能であるという判断で

フランスはそれで定着しているということですので、プラスマイナスの議論のときにはそのことも考慮

していただく必要があると思います。以上です。 
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川口： 

そうですね、それに関しては私もドイツのフライブルグというまちに 3 回ほど行ったりして、行政の

方からお聞きしたんですが、最初の投資コストは、イニシャルコストは高いんですよね。で、そのコス

トを回収するためにはどうしたらいいかというのをそれぞれの都市がなさっていて、結果としては例え

ば観光などは分かりやすいんですが、それによって大勢の人がそのまちにいらしていただいて、いろい

ろ消費していただく、あるいは市民そのものも単なる経済効果だけではなく、自分のまちを誇りに思え

るということでドイツのまち、今日はフランスのまちを見せていただきましたけども、欧米はそういう

意味でかなりＬＲＴを導入して、成功した例が多いのかと思います。 

もうひとつは、これから高齢化する時代、あるいは子供のように運転出来ない人がＬＲＴの利便性に

よって利を得ることができるというようなことも、基本的なこととしては重要なのかと思います。 

それでは、次の質問をお願いします。 

 

司会： 

それでは、3問目にいきたいと思います。 

ＬＲＴの維持、経営の費用負担についての質問です。ＬＲＴを整備したその後の経営については、か

なり厳しいそうです。静岡地区でギリギリ、清水地区では経営が成り立たないという報告が先ほど副市

長の発表でもございました。つまり、利用者が少ないとのことです。皆様が大いに乗っていただくしか

ないということになります。皆様はＬＲＴが走りだしたらなんの目的がなくても、遊園地の乗り物感覚

で週に１回は乗車してくれますか？ 

(乗車する→緑色、乗車しない→白色) 

 

ＬＲＴのひとつの楽しみも感じて下さっている方がいるんではないかという結果です。それでは川口

先生にマイクをお渡しします。 
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川口： 

そうですね、実際利用しないという人が 55％くらいで、それでも、遊びで利用するという方が 45％く

らい居たかなという。実は遊園地気分で利用していただく方が 45％もいてすごいなと、実は驚いている

次第なんですね。 

この中で、今度は三浦専務さんにお聞きしますが、公共交通を維持していく上で市民の方の積極的な

利用が求められますが、そういう意味での利用促進策などについて、何か考えておられるような施策が

ございましたらお話をお願いしたいんですが。 

 

三浦： 

今、みなさんにお尋ねしましたように、利用促進策と申しましても根本的にはご利用が見込まれると

ころに路線を設定していただくというのが実は一番有効な利用促進策ではありますが、私ども事業者が

取り組む利用促進策というのは大きく分けて二つあるのかなと思っています。 

一つは、ご利用の障害となる具体的なことを改善していくという取り組みでありまして、これにつき

ましては物理的なところを手直ししていく、例えば、バリアフリーであるとか、乗換え・乗り継ぎがし

やすくなるようなシームレス化と言われておりますように、建物ですとか施設などを改良いたします。

いわゆるハード面での対策。それと、例えば観光などで頻繁に交通機関をご利用いただくときの運賃の

負担感をやわらげるような企画ものの乗車券、フリーきっぷとか発行してらっしゃる事業者さんいらっ

しゃいますが、そのような乗車券を企画する。あるいは、お好みのお時間にご利用いただけるように電

車やバスを増発するとか、運行時間を遅くまで終電を延長するとか、ソフトの対策などがあると思って

います。 

二つ目は、やはりご利用の動機を提供すること。どの商売もそうかと思いますが、消費者需要を喚起

するということだと思っています。交通の場合はいろいろ難しかったりしますが、たとえば私どもの静

岡清水線で取り組んでいる具体的な事例ということでご紹介申し上げますと、たとえばＮＰＯさんと連

携しまして清水地区の「まちあるきツアー」というのを実施したり、「サイクルトレイン」と称しまして

自転車をそのまま電車に積み込んでご利用いただけるようなサイクルトレインを運行したり、あるいは

電車の沿線のウォーキングを企画したり、色んな取り組みをしておるところであります。特に、ＮＰＯ

さんでは電車の利用ということで、電車ならではということで、清水の隠れた名店をはしごする「ほろ

酔いツアー」と銘打ったようなツアーを何回か企画していただいていまして、毎回なかなか人気がある

ようでございます。 

今、ＬＲＴとして検討されているルートとしますと、歴史のある建物や構造物を含んだ街並みがあり

ますし、あるいは港がありということで、観光やまち歩きに適したロケーションなのかなぁと思います。

例えば、そちらに縁のある衣装をまとって楽しく案内するアテンダントさんが乗務してお客様と一緒に

楽しんだり、あるいはイベントツアーの企画も楽しそうかなと思っているところです。 

 

川口： 

ありがとうございました。 

それでは次に史絵．さんにお願いしたいですが、史絵．さんの場合、ＬＲＴを乗ることを目的にいら
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っしゃることもあるのではないかと思いますが、いわゆる乗るだけで楽しいというのはどういう動機な

のでしょうか。 

 

史絵．： 

日本で本格的なＬＲＴとして開業した富山ライトレールなんですが、富山ライトレールは 7 色のカラ

ーの車両が走っています。虹のようなカラーと言われていて、この間富山に訪問しましたが、その時も

お子さんが「次何色来るかね、何色くるかね」とお母さんと話してとても楽しそうにうきうきわくわく

していました。その時はグリーンがきたんですが、電車が来たときにお子さんが小さいカメラを持って

撮影をしたりしていて、楽しんでいました。そのようにＬＲＴの車両はデザインに優れていて、車両だ

けではなくて、例えば、岩瀬浜の終点になるんですが、停留所では港町を走る富山ライトレールなので、

港をイメージした、マストの形をした停留所があります。そのようなところもデザインがとても優れて

いて、ひとつ楽しめる要素だと思います。 

ほかには、富山ライトレールさんもそうなんですが、他の各都市の路面電車でも電車を貸切ることが

できます。クリスマスにはクリスマストレインとか、この間 10 月ですとハロウィン電車、あとはワイン

電車、他には納涼電車ですね、夏には。あと、結婚式として車内を貸しきってパーティをすることも出

来ます。そういう楽しみ方もとても大切だと思って、思い出の１ページとして残ると思うんですね。な

ので、私も都電荒川線という東京都内を走る路面電車が大好きなんですが、その路面電車を何十回とな

く貸切りしまして、女子会などのパーティもやらせていただいています。そのような楽しみ方もありま

すので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

三浦専務さんには、ハード・ソフト面からの魅力的なプログラムを作るんだということと、史絵．さ

んはＬＲＴそのものといいますか、乗り物そのものの魅力と、それに関連するソフト、いろいろな工夫

をすることによってというお話をしていただきました。 

これは丁度タイトルにもありますけども、公共交通というのは、市民が育てて、まちを育てる公共交

通というタイトルになっておりまして、さきほど目的がなくてもなんとなく乗ってみようという方が例

えば 45％も、そんなにいなくても 40％でもいいと思うんですが、大勢の方が利用していただければ、当

然維持するにおいては楽というのは当り前なんですが。実際私がドイツとかフランスに行ったときに運

賃だけでまかなうのはだいたい良くて 45％ぐらいで、補助金等が半分を超しています。フランスもドイ

ツも大方の都市は補助金を出さないと、公共交通、とくにＬＲＴなど維持できないというお話。今もそ

うだと思うんですけど。そういう中で、さきほどいくらかかるというお話がありましたけども、それを

作った後で赤字にならないように、ただし、運賃だけはダメですので、企業などが協賛していただくと

いうこともあるのかなと思うんです。 

私が非常に印象に残ったのは、市民も定期券を買っていただく、先ほどお話したフライブルクなどは

90％を超える市民が定期券を買っています。ただし、定期券も何か魅力がないといけないので、フライ

ブルクで思い出すと、ひとりが持っていますと土曜・日曜は家族が 4 人までは乗れるとか、日本でいう
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定期券 1 枚で 1 人しか乗れなというのではなくて、やはり静岡も導入するならばソフト面、それによっ

て大勢の市民がＬＲＴを維持するために貢献をしていただくということも必要なのかも知れませんね。 

それでは第４問目をお願いします。 

 

司会： 

それでは、４問目にいきます。 

まちづくりの重要性についての質問です。ＬＲＴ導入の目的はＬＲＴを走らせることだけでなく、ど

のようなまちづくりを進めていくかが重要であります。環境、健康、交流、賑わいなどの観点を踏まえ、

将来のまちづくりビジョンを描いたうえでＬＲＴ整備とまちづくり施策などを一体的に行うことが必要

です。 

そこで皆様想像してください。オープンカフェで食事をしていると目の前をＬＲＴが走っております。

このようなまちに住みたいでしょうか？ 

(住んでみたい→緑色、住みたいと思わない→白色) 

 

住んでみたいが 8割強ですね。それでは川口先生にマイクをお渡しします。 

 

川口： 

8 割強、9割くらいいたでしょうかね。今日の久保田先生のスライドにもありましたが、カフェテリア、

ヨーロッパは広場がありますので、広場にカフェテリアがあってその前をＬＲＴが通って憩いの空間を

作るというスライドがございました。今日呉服町を歩いてきて、あんなに大勢の方がもしいらっしゃれ

ば呉服町と言わなくても、ＬＲＴが通っていればそれなりに動くオブジェといいますか、そういう魅力

的な光景があるかなと思いました。 

それでは五十嵐専務さんにお聞きしたいんですが、商工会議所でも、例えばＬＲＴが出来たときに民

間の沿道開発が重要になると思うんですが、民間の開発とからめて何かコメントをしていただきたいん

ですけれども。 
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五十嵐： 

今日も土曜日で人がいっぱい歩いていたと、静岡市民が歩くのはカッコいいんだけど、カフェテラス

で 1 時間座っていられるかなとちょっと疑問のところもありますが、いずれにしても今もひとつＬＲＴ

の逃げ込み論っていうのがあるんだろうという気がします。というのは、こういう閉塞された経済状態

ですから、何か新しいことをしたいということで、ＬＲＴさえ通ればみんな金持ちになるという誤解し

ている可能性があると危惧しています。さきほどからずっと言っているように、ＬＲＴというのはＡ地

点とＢ地点を結ぶものですから、やはり静岡の中心地が魅力的でみんな行ってみたいというような中心

地でないとＬＲＴが導入されても閑古鳥が鳴くだろうということです。私ども会議所は別にＬＲＴを重

点的に言っているわけではなくて、ＬＲＴに市民のみなさんが乗って魅力ある中心地へ行ってもらうと

いうようなまちづくりをひとつ、やっていただきたいなという思いでございます。 

ＬＲＴとは簡単に言いますと歩きの補助手段と。お年寄りが中心市街地を歩いていて、ここから向う

へ行くと 500ｍくらいあると、その時にＬＲＴが来たらちょっと乗ってその 500ｍのところでまた楽しむ

という、あくまでも歩きの補助手段がＬＲＴであるということを頭に置いていただきたいと思います。 

そういう中で、今先生のほうから経済界で活性化はどうというような話もございますが、早い話が経

済原則というのを簡単に言いますと人が動けば経済係数は増長します。人が動いて、金が動いて、物が

動くというこの繰り返しでございます。それがより魅力的で美しいまちであれば買物もグレードが上が

ってくるということですので、ここにいらっしゃる方々は世界でも貯金が多い人種ですので、外に出て

行って物を買ってもらうというのがＬＲＴはその手段というか、それを促進するのがＬＲＴ。ＬＲＴに

乗っていくと楽しいな、楽しい中心地があるなということが繰り返されてくると活性化してくるという

ようなかっこになります。 

この中で重要なのが経済界というのはビジネスチャンスがあればみんな立ち上がります。やはり、旗

を揚げるのは公共であげてくれと。公共が早く駅と駅、コース、何年に通すということになればみんな

鵜の目鷹の目で「あそこに何を作る、あそこに何を作ろう」というのは黙っていても経済界はやります。

そういう意味で地元のみなさんと十分協議をしながら 1 日も早くＬＲＴ計画を促進してほしいというこ

とでございます。以上です。 

 

川口： 

ということは、経済界としてはＬＲＴが早くやってくれれば民間というのは見逃さないでそればプラ

スであればすぐ動きますよというお話でした。 

それでは三浦専務さんにお願いしますが、ちょうどカフェテリアの話があって、そういうところがあ

って、使うでしょうかという質問でしたが、三浦先生はカフェテリアをＬＲＴ等が出来たら作っていた

だけますでしょうか。 

三浦： 

ぜひ私もご提供するだけではなくて、一杯やりたいなと。先ほども久保田先生の動画を見せていただ

いたんですけども、今五十嵐専務からありましたように私ども静岡鉄道というのは当然電車やバスもや

っておりますけれど、例えばスーパーやマンション開発とか、そちらのほうもやっているわけでござい

ます。今の話ではありませんが、先んじて都市の開発、あるいはまちづくりというところは商売ベース
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で追いついていきたいなと思うところなんですけれど。 

特に、まちづくりへの貢献の関連で申し上げるとＬＲＴが出来たあかつきにどうなるかといったとこ

ろで、ちょうど今日も冒頭にお話いただきましたけれど、私ども 10 月に新静岡にセノバを開業いたしま

した。人が出てていいねとかお声がけを頂きまして、本当に多くの方にご来館いただいているなと思っ

ています。そこの中で当初の開発のコンセプト、企画にもありましたけども、たとえばマルイさんから

鷹匠の方へそのまま抜けられるようにしようとか、地区の回遊性、お買物をそのまま楽しんでまち歩き

ができるような配置にしようとか。そのようなことを意図して計画を練ってきたわけですけれど、出来

上がってみて人の流れが変わりつつあるなというのを実感いただいてるのではないかと思っています。

何かきっかけがあって、あるいは何かあって色んなお店が出てきてそれで人の流れが変わって、まちに

お越しになる方が増えてということが今、鷹匠を中心に動きつつあるのかなと。そこの動きを私どもと、

市民のみなさんとで一緒に体験している最中かなと思っています。 

ＬＲＴがどこを通るかはこれから出てくると思いますが、事業者としてもカフェもそうですが、ぜひ

まちづくり、都市空間の開発デザインのところも参加していきたいなという思いも強いですし、ＬＲＴ

そのものもまちの 1 つのパーツといいますか、都市空間の 1 つの要素としてまちへお越しになる方の回

遊性だとか流動性というところでいい促進剤になる役目を果たしていけるようにしなければいけないと

思っています。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

三浦専務のお話からしてもそうなんですが、ＬＲＴというのは全体から考えるとまち全体のまちづく

りがどうあったらいいかということに対する提案というか、特にそれもわかりやすいのは中心市街地の

活性化といいますでしょうか、先ほど久保田先生のスライドの中でアンジェのまちの広場などにＬＲＴ

が走る場面がありましたが、それが通ることによって今までＬＲＴがないまちへ導入して、今までなか

ったものが突然現れたというような衝撃といいますか。さきほどセノバのお話がありましたけども、新

静岡からセノバという空間に変わったときに人の流れが変わってしまうような状況があるというお話が

ありましたけども、ＬＲＴが導入されればその数倍の影響力をもって静岡市のビジョン、姿が変わるん

ではないかと思ったりするんですよね。 

それでは 5番目の質問よろしくお願いします。 

 

司会： 

5 問目の質問は交通の制限についてです。特に静岡地区では現在の道路の混み具合ではＬＲＴが走るこ

とができません。都心を走る車を減らし、駐停車車両をなくすことがぜひとも必要です。 

そこで、ＬＲＴを走らせるために都心の車の乗り入れを制限し、駐停車の禁止を強化することに賛成

して、車を使わないことに協力いただけますか？ 
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(協力できる→緑色、協力できない→白色) 

 

非常に緑色が多いですね。それでは川口先生にマイクを渡したいと思います。 

 

川口： 

本当に今までで一番多くの方が笑顔のほうをこちらに見せていただいたのかなと思います。とういう

ことは、ＬＲＴが導入されれば、もしその割合が全市民でしたら、即やった方がいいような状況とも取

れるくらいの割合であったかなと思います。車の中心部の流入に対して、ＬＲＴが導入された場合に制

限をしてもいいのかというお話がございましたけれど。次に五十嵐専務にお聞きしたいんですけれど、

中心部に対してマイカーの制限と言うものがありましたが、それも踏まえてお考えをお話してください。 

 

五十嵐： 

Ａ地点からＢ地点に行くだけならば、ＬＲＴでもバスでも何でもかまわないと思います。ＬＲＴがな

ぜいいのかと言うと、コンセプトとしては「優しさ」だと思います。人に優しい、環境にやさしい、だ

からＬＲＴ。だからこのＬＲＴを静岡市が取り上げて通したということになりますと、静岡市民は全国

の中でも優しい市民がいるという、すばらしい市民だなということの可視化が、目に見える形がＬＲＴ

じゃないかというように私は思います。 

さきほどの久保田先生のバスレーンの実験もやはり静岡市民は素直であると思います。一つのルール

の中で環境にやさしいものをやろうということで納得すれば混乱は出ないという非常に素直で先を読め

るだけの能力のある市民のみなさんだろうという感じがしております。そういう意味からもひとつのシ

ティプロモーションとしてＬＲＴを通すということはすばらしいことだと思います。今わたしどもの方

がこれもやっぱり同じように田辺市長さんにお願いをしている江川町の交差点の平面のスクランブルに

ついても、市長さんの骨折りで警察と実験をやろうというところまできております。その時の例をいい

ますと私どもの会議所のなかの商業部会から出たんですが、当初私のほうは地下をすっきりロの字にや

ってもらうとか、歩道橋をもうちょっとやってスムーズに動けばいいんじゃないのと話をしたら、恐る
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べきことに静岡の商人のみなさんはそれは邪道だと、それはあまりにも経済主流だと、本当だったら人

間というのは青空の、平面のところを歩くのが人間だと。それを我々静岡はやりたい、とこうきたんで

すね。経済人のくせして、よく経済主流ってよく言うなと思いましたけど、静岡市民というのは色んな

意味でやさしく人を受け入れることができる。そういうことから考えるとやはりＬＲＴは出来るだけ早

くやってくださいということでございます。 

 

川口： 

それでは次に清水副市長さんにお聞きしたいんですけども、ＬＲＴ導入によりまして都心部への車の

乗り入れ制限というようなことは本当に可能でしょうか。 

 

清水： 

さきほど五十嵐専務からもありました江川町の平面で横断できる、今地下道を通っていると思います

が、これを平面で横断していただけると本当に気持ちよくみんなが都心を歩くことが出来るわけでして、

これはぜひ実現したいと考えております。これは多分ＬＲＴよりも先に進めていくことだと思っており

ますが、これを実現することはひいてはＬＲＴが走る環境を整えることになるのではないかと考えてい

ます。あそこはやはり車が多いです。北街道の方から入ってくる車、それから御幸通りから入ってくる

車が多いんですけれどもそこを何とか制限して車の量を減らして人も平面で横断が出来る、ＬＲＴも、

どっちかいうと大きな車体が走ることになるわけですけど、そのためにも是非車が出来るだけ都心に入

らないような工夫がいるかと思います。そのためにはドライバーのみなさん、今ほとんどの方が笑顔を

上げていただいたので協力は大丈夫だとは思いますが、3 割くらい交通量を減らさなければなりません。

手前の交差点から外周のほうへ迂回していただくとかこのために交差点に右折レーンを作ったり見通し

良くしたりすることも必要になります。それから駐停車もご遠慮いただかなければならなくなります。

それからできれば迂回だけでなくて、自動車から公共交通に乗り換えていただきたい。そうすればもっ

といいかと思います。都心に行くには電車とかバスで都心に行って、都心の中ではＬＲＴに乗るとか、

だいたい歩いていただいて疲れたらＬＲＴに乗るとかですね、そういうライフスタイルがお洒落という

ようなまちに、静岡がそういうまちになれば非常にいいと思います。 

また、そうすることは活性化だけではなくて、メタボ対策にもなるんじゃないかと思います。やっぱ

り自動車に乗っていますとどうしてもメタボになっちゃう訳でございまして、ぜひみなさんも出来るだ

け公共交通使っていただければと思います。メタボというのは医療費の増加につながるわけで、市の財

政の悪化にも今後直結していくことです。公共交通機関に乗って歩いていただいて、メタボ対策という

のは市役所からのお願いでございます。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。スクランブルの話もありましたが、我々がなぜ欧米に行って魅力を

感じるかというと、車にはねられる心配も無くて、ゆっくりと歩いたり、先ほどオープンカフェの話も

ありましたが、そういう中でくつろいで、実は今自分が住んでいるところとは違う空間の中で喜びとか

魅力を感じるからだと思います。それは面的なもの、われわれはゾーンシステムと呼んでいますが、ゾ
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ーンにならなくても例えばＬＲＴの通っているところの道路空間、線上空間だけでもそのように歩行者

が優先されて安心して憩えるような、さきほどトランジットモールということもありましたが、公共交

通だけが通って、両側に商店があるかもわかりませんがそういうところで人々が憩える空間があれば最

高にすばらしいですよね。 

それでは最後になりますが、6番目の質問をお願いします。 

 

司会： 

それでは最後の質問になります。公共交通の連携についての質問です。ＬＲＴが清水の港まで、また、

静岡の中心市街地までつながったら静岡の人は清水に遊びに行く機会が増えますか、清水の人は静岡に

遊びに行く機会が増えますか？遊びに行く機会が増えるかどうかの質問です。 

(機会が増える→緑色、増えない→白色) 

 

6 割くらいが笑顔マークですね。川口先生にマイクをお渡ししたいと思います。 

 

川口： 

そうですね、増えるという方が 6 割ぐらいで、そうではないという方が 4 割ぐらいですから、交流が

今以上になるっていうことですよね。そういう意味ではＬＲＴはさきほど静岡の都市軸は3極があって、

静岡、清水そして東静岡のラインだけではなくて、ＬＲＴが延びれば同じ静岡市でありながら、あまり

行かないところに対しても足を伸ばしていただけることになるわけです。 

では、史絵．さんにお聞きしますが、都内では都心部への相互乗り入れが多くあると思いますが、そ

ういう点についてお話をしていただけますでしょうか。 

 

史絵．： 

乗り換えがなく目的地に行けることが東京都内では多いので、高齢者の方や小さなお子さん、体の不

自由な方の利便性にとても貢献していると思います。路面電車でいいますと、広島の市内を走る広島電
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鉄の路面電車があるんですが、広島電鉄では路面電車の区間から鉄道線の宮島線に乗り入れることがで

きます。直通運転で宮島のお参りに行けるので、地域の活性化や観光の活性化にも役立っています。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

それでは次に久保田先生にお聞きしたいと思うんですけれども、公共交通の連携の必要性について話

をしていただけたらと思うんですけれども。 

 

久保田： 

この議論の鍵のひとつであると思いますが、はっきり言えば静鉄さん本線部分とさっき紹介されたそ

れぞれのまちの部分をどう考えるのかということだと思います。ここから先は個人の意見として申しま

す。ＬＲＴという交通システムの大きな特徴は比較的長距離の移動にも使うし、都心の歩く代わりの交

通手段としても使われます。それをひとつの同じ電車でやっているっていうのがヨーロッパ等の大きな

特徴です。ですから、10 ㎞くらいあるいは 20km とか長いところは 30km くらいの路線長があって、郊外

では電車として 80km/h くらいのスピードで走っていくわけですね。その沿線に大学だとか住宅・団地が

あって、多くの人がそこから乗り降りする。ですから多くのお客さんをそこで稼いでいるわけですね。

ところが都心部に来る途端にスピードが落ちてトランジットモールになったり、ほとんど歩くのをサポ

ートする交通手段になる。これが非常にＬＲＴならではの、他の電車では絶対できないような特徴です。

本来であればＬＲＴを議論するのであれば、本線の部分も延長の部分も一体であるというのがヨーロッ

パの常識であると当然の議論だと思います。ですから、乗り換えること無く出来るというのがＬＲＴで

あるというのがまず大原則。ＬＲＴという交通システムの特徴からみたら大原則だと思います。それを

第一に考えたとして、じゃあそれができなかった場合にどうするかということについては、極力あらゆ

るハード・ソフトを使って乗り換え抵抗を少なくしていくということしか無いわけです。前回もご紹介

したと思いますが、ストラスブールだと郊外のＬＲＴの駅のホームにバスが入ってきます。ですから、

電車を降りてプラットホームの向かい側にバスが待っていて、バスが郊外のほうへ行く。だから、非常

に乗り換えの抵抗、階段を登ったりとかそのようなことが一切なく乗り換えられるということで乗換抵

抗を低くしています。料金収受の方法をいろいろ工夫しなければいけないという点もありますが、それ

くらいのハードの整備はやってもいいかもしれません。あと、ソフトはもちろん時間を合わせるという

ことで、寒いホームでずっと待っているなんてあり得ない話で、行けばちゃんと電車が待ってるという

ことをソフトでやっていくと、これがやはり最低限このぐらいはやらないと交通システムとしては機能

しないと思います。以上です。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

そうですよね。今日のお話の中でＬＲＴの沿線というのはたくさん通すわけには行きませんのでＬＲ

Ｔの通るところが幹線としますと、その駅に対しては枝葉のようにバスを通すといいますか、バスでも

って自分の家の近くに行くということになると思います。同じホームからＬＲＴに乗れたり、バスに乗
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れたりする、ライド＆ライドと言われますけど、つまり乗り降りする人はそのプラットホームをあまり

動かなくても、例えばＬＲＴとバスに乗ることができるという意味においては歩かなくていいのは非常

に便利ではないかと。なぜそれが出来るかというと実は改札口というもの、例えばＪＲの場合は改札口

があるから全部通れますが、改札機が無くて、信用乗車でチケットを持っているんだというシステムで

やれば改札が無くてそういうことが簡単に出来るのかもしれません。様々なソフトの工夫が実際にＬＲ

Ｔを導入するときに必要になるのではないか思います。 

そろそろ時間なので簡単にまとめます。今日、質問をしていただきながらパネリストの方にも大変簡

潔に何回もお答えしていただいてありがとうございました。今日は田辺市長さんもいらっしゃって、市

長さんには前にいてうちわを上げるときに見ていただいたほうが良かったかなと。非常に思ったよりも

今日はＬＲＴの愛好家の方が多いのかもしれません、それにしても、大変大勢の方がＬＲＴを導入して

はどうかという、あるいはそれを導入した後協力していただけるかどうかとかいうようなことから、そ

ういう視点からみますと大変心強い状況がこの会場を見渡して私どもは感じたという次第であります。 

今日のパネルディスカッションは、これからよりＬＲＴを研究していただいて静岡市の将来のまちづ

くりに対してどうするかということを、今日のお話ですと年度内に方向性を出していけるというお話で

ありましたし、これからの静岡市のまちづくりということについて、大変重要な施策ではないかと。大

変というか 1、2を争う大きな施策になるのではないかと思うので、これからもみなさんのご協力によっ

てＬＲＴの議論を深めていただくと同時に、今日非常に印象に残りましたのは最終的に市民の同意を得

るためにはコミュニケーションでもって、さきほどのお話ですと 8 人の方が専従でもって 8 年間も公共

交通に対する導入に対して説明をしてまわったというお話がありましたけども、今日田辺市長さんがい

らっしゃいますけども、そういう意味でこれからより多くの市民に対してコミュニケーションを図って

いただいて、静岡市の将来のまちづくりビジョンに対してどうあるべきかということをさらに深化して

いただきたいという次第です。 

まとめになったかどうか分かりませんけども大変広い問題について今日はパネルディスカッション、

お話をいただきました。今日は短い時間ですけどもパネリストの方々ありがとうございました。 

この会場どれくらい集まるか心配しておりましたけども、ほぼ満席に近いかたちでお集まりいただき

まして私どもとしては大変うれしく思っています。どうもありがとうございました。 


