
【賛成】

ルートについて

現在の中間報告で静岡市街地のLRT導入プラン以外は全て赤字ということなので、仮にLRTの導入後、まちの活
性化が促進され黒字になる可能性があるとしても地方都市である静岡・清水が思ったとおりに黒字に転じることは
容易でない。ＬＲＴのコンセプトである「徒歩の補助」という点には共感できる。駿河区、清水区ルートはあまり共感
できない。葵区ルートは賛成である。一度に着工することはないと思う。住民の増加が進むJR東静岡駅南口～静
岡大学方面で再考してほしい。静鉄の車両をＬＲTに買え、新静岡から新清水間の路線を流用し、新静岡から静岡
都心部を走るプランAに乗り換えるのが現実的であると思う。

観光地が集約している清水区に観光地を結ぶルートを考えてほしい。高齢社会の今、車を使わない交通手段が
必要。

中心市街地以外で生活している人のことを考えるとＬＲＴが必要。ＬＲＴのコースを検討する必要がある。観光と一
体するためにバス路線をＬＲＴにしては。

ＬＲＴの導入期待しています。区間についてはあまりにも短いと魅力がない。せめて清水市立病院まで将来はのば
していくような夢も必要。

利便性のあるＬＲＴを希望する。利便性のないＬＲＴは必要ない。中心部を交差するようにＬＲＴを考えた方がよい。
郊外から街中へ行くため、市民が便利に利用できるものにしてほしい。

ＬＲＴを導入し、魅力あるまちづくりをぜひ進めてほしい。そのためには採算性、利便性に問題のある現在のルート
ではなく、もっと多角的に各方面から検討すべきと思う。

ＬＲＴを大浜街道に通してほしい。都市計画で道路拡幅される予定なので、道づくり、まちづくりの将来像を地域の
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を 浜街道 通 。都市 道路拡幅 予定 、道 り、 り 将来像を 域
方々と語り合い、人に優しい地域にしたいと考える。ＬＲＴ導入には絶好のチャンスである。地域住民・商店・事業
所にも協力してもらえると思う。ＬＲＴに対する知識、理解を深める為に、今日のような機会をまた設けてほしい。

駿河区ルートは賛成できる。登呂遺跡から用宗の公園までつなげたい。静岡ルートは距離次第。（今のままでは
短すぎ）清水ルートは駅前銀座を通して駅間を結んではどうか。しかし、津波の問題はどう考えるのかという意見
に耐えられないように思われる。

車が多すぎて、交通渋滞や事故が目立っているので、ＬＲＴはすぐに導入してもらいたい。路線についても4路線で
はなく、静岡駅～安東・麻機方面、井宮方面などの北部、静岡駅～登呂方面、小鹿方面などの南部、清水駅～横
砂方面、天王寺方面などの清水部などいろいろ考えてもらいたい。特に静大・県大・常大と学生の通学手段は、バ
スか自転車しかなく、朝の乗降、渋滞がひどい草薙、東静岡からのＬＲＴも導入して欲しい。さらに、アウスタのアク
セスも悪く、渋滞がひどいので、LRTを考えてもらいたい。静鉄が平面で走っているため、さつき通り・流通通りの
朝夕の踏切渋滞がかなりひどい。時間の無駄かつ、温暖化を進行させている。なので、新静岡～県総合運動場の
地下化、または高架化をまじめに考え、早期移行をしてもらいたい。それにより、新静岡から本通り、丸子方面へ
延伸できればさらに利便性の良いまちになると思う。浜松が遠鉄を高架にできて、静岡が出来ないわけがないと
思うので、実行してほしい。やらないよりやるまちになりましょう。それに使う税金なら賛成。人の集まるまちを作っ
てほしい。こういう説明の場や意見を述べることができる機会を今後も作ってほしい。

清水はマンションの資産価値をあげるようにすべき。でないと購入断念する。10年以内に実現を。ドイツ、フランク
フルトを見習いたい。スタジアムにアクセスすれば必ず利用する。

静鉄とＪＲを結ぶ区間から整備してはどうか。例：新静岡～呉服町～JR 新清水～JR
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【どちらとも言えない】

LRTと路面電車との違いはあるが、1路線の運行距離は非常に重要であると思う。たかだか1～2km程度の運行距
離であれば乗車する必要もないし、郊外からの車の流入を減らすことなど出来ないであろう。まず、パネルディス
カッションの質問でバスよりも電車のほうが好きだと回答した人が約9割いたことを考えると、市民が普段利用する
施設付近にLRTが通るような路線になることを考えるべき。

新静岡から駿河区役所のルートは森下公園近くの自転車歩道を利用すれば安い費用ですむのでは。今日のシン
ポジウムにはなかったが、静岡駅－ツインメッセ－静岡競輪場のルートもLRTに適しているので、検討してほしい。

ルートとして学生をターゲットとし、都心と大学を結んでは(静岡大学、英和大学、常葉大学)。ＬＲＴの通るところに
はバス路線をなくす。バス路線で現在ドル箱路線になっているところに導入しては？

静岡市内にはいくつもの住宅街があるが(例：足久保、麻機、小鹿など)、そこにはＬＲＴは通らない。ＬＲＴの路線設
定は慎重に検討すべき。ＬＲＴの終点とLRTの通らない住宅街とをどのように公共交通で結ぶのかを考えて欲し
い。

静岡市のシンボリックとなるような路線を考えるべき(ルート、車両等)。文化・産業・商業などの拠点を結ぶような、
シティプロモーションにつながるようなものが望ましい。

ＪＲと静鉄の新静岡・新清水を連絡。市外から来る人にもわかりやすく。（現在はわかりにくい）

ルートを研究し拡大して展開する考えも必要だと思う。

ただ街中の一部にＬＲＴを通すのではなく、少ない路線でも長い区間(人が集まる場所)を結ぶ路線をつくり、通勤、
観光、両方に利用できるものにしてほしい。久保田先生の言っていた、街中はスロー、遠くはスピーディーに走るＬ
ＲＴがよいと思う。
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ＬＲＴの意味がよくわからない。静鉄もＬＲＴと言われている。静岡駅、駿河区役所、登呂遺跡、(草薙、東静岡)、久
能、清水病院等を結ぶルートがないのがさびしい。昔は俵沢までのルートもあった。静鉄・ＪＲとの直通があると便
利。二輪の利用を考えてほしい。

研究会でのＬＲＴのルートがＬＲＴ導入目的に合ったものか疑問に思う。

清水は静岡が賑わえば衰退していくと思う。スタジアムの前に駅をつくり清水のＬＲＴの中心駅にして、そこから環
状的にＬＲＴの路線を広げていく。スタジアム自体を駅とつなげて、ショッピングモールや老人ホームなど試合以外
でも人の集まるようにして、まちを活性化させては。清水と静岡は分けて考えるべき。静岡の中心にＬＲＴを導入す
るのは予算的にも賛成。静岡から駿河区へのルートはバスで足りると思う。

経営主体を決める時期では？パネルディスカッションの時間が短すぎる。経済性をもっとつめてほしい。（コースの
再検討等）ヨーロッパのように「憩いの空間」の実現は、土地が狭い日本では無理ではないか。

静岡・清水の中心街をつなぐだけでなく、さらに郊外にのばさないと、利用者の増加は見込めないと考える。

導入区間が短いのでは(羽鳥や松富方面等へ延長しては)？また、静鉄への直通運転も必要。富山市は元々中心
市街地区間は複線であり、また、新設区間は交通量が少ない路線であった。静岡市での中心市街地の道路はい
ずれも狭あいで交通量も多く、定時制の確保のための複線化は難しいと思う。一般車両の乗り入れ規制を含めて
考える必要がある。

起点を新静岡→静岡駅にすべき

もう少し具体的な話が聞けると思ったが、また、「絵に描いたモチ」状態で、やった意味があったのか疑問だった。
清水側は利用する人が少ないとの結論のようだが、新清水よりＪＲを横断せずに清水東口側及び旧清水港ルート
で、日の出町、新清水へ戻るルートも可能では。三保の企業、学校とが連携すれば、それなりの乗客数を見込め
ると思う。現実性があるのは静岡Ａルートのようだが、これもＪＲとつなぐ必要性があると思う。駅南(特に駿河地区
方面より)からまちなかに入る定期的なルートがあると良い。大企業の通勤、通学手段も含めてのルート検討が必
要なのでは。自宅は田舎にあるのでバスがあるが、ＬＲＴを導入することでバス会社の経営が悪化し、路線を廃止
するということにはならないようにしてほしい 観光収入はカブ的に考えるべき 今回のシンポジウムの進行は少しするということにはならないようにしてほしい。観光収入はカブ的に考えるべき。今回のシンポジウムの進行は少し
くだけすぎと思う。
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【反対】

【どちらとも言えない】

安倍、藁科方面との結節点をどうするかが課題(パーク＆ライド どこに駐車場を設けられるか)。中山間地の公共
交通の確保とＬＲＴとの連節も必要。新静岡では背面で乗り換え出来るよう設計する必要があるのでは。バス路線
との結節を重視してほしい。接続しやすいことが大事。交通まちづくりは都心と周辺、中山間地との有機的な連携
が大切だと思う。

都心部だけでなく、中山間地や周辺地域のことも考えてほしい

中山間地を含めた公共交通システムビジョンを明確にすべき。行政がリーダーシップをもっと発揮すべき。

「集約連携型都市構造」の実現には賛同するが、中心地に力を入れるのは良いが、丸子地区からの利便性を考
えてほしい。（安倍川以西）

静岡市は中山間地域の活性化を掲げているので、中山間地域へも路線を延ばしてもらいたい。景観を考え、地中
線方式がよいのでは。静岡鉄道、バス、JRとWINWINの関係になるようにハブアンドスポークとなるような路線が良
いのでは。環境都市のコンセプトも忘れずに。運賃をできる限り安く設定し、薄利多売の考えで多くの人に利用して
もらえるように。弱者に優しい交通手段として、病院へ通ずる路線があってもよいのでは。例えば、東静岡駅⇔済
生会総合病院 、静岡駅⇔日赤病院、市立病院⇔厚生病院、徳州会病院→弥勒橋→本通→井川湖御幸線→静
岡駅、井川湖御幸線→AOI前→石田街道など

家から静岡市街地へ行くのに家族と出掛けるときは車のほうが安い。バス+電車だと一旦反対方向の清水駅に
行ってから静岡に行くことになる。 清水駅から新清水、日の出地区までだとそのくらいの距離なら歩く。三保まで行
きたい。静鉄は使いづらい地区に住んでいる人も多い。「車の方が安くて便利で安い」というところを考えてしまう。
街中の利便性だけにとらわれないでほしい。
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静岡市に向いているか疑問。中山間地に住む人たちにとっての利便性は？(市街地、平野部が少ない中で道路の
拡幅は可能か？)
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【賛成】

街の活性化、観光振興のためにもぜひ導入を期待します。もっと長い距離で検討すべきと思う。観光地を結ぶなど

まちづくりとの連携、中心市街地の活性化

ぜひヨーロッパの都市のように思い切った導入を。きれいで誇りに思えるまちづくりを兼ねた夢のある計画を。

賛成。街のにぎわい、高齢社会、環境問題等の観点から公共交通(LRT)を中心としたまちづくりは必要である。街
の中では車と人は共存できないが、ＬＲＴと人は共存できる。ヨーロッパの各都市(ストラスブール、フライブルグ、
カールスルーエ 等)の例を見ても明らかである。これらのまちづくりにおいて大切なのは、用事がなくても「楽しく歩
ける街」がキーワード。その基軸となるのがＬＲＴである。それにバスと自転車を組み合わせた街づくりが静岡の目
指す道である。具体的には、駅→呉服町→七間町→安部川を渡る路線がいいと考える。呉服町の道にはパーキ
ングは必要ない。本日はとてもよいシンポジウムだと思いました。市長をはじめ、出演者ともに積極的だったので
期待します。市民の代表もパネラーに入れるといいと思う。

日本のＬＲＴ導入についての議論は採算性や予算等の現実的すぎる話が多い。運賃収入だけですべてのコストが
賄えることはないということを踏まえて「まちを動かす装置」としてのLRTを作りあげるべき。また、1～2km程度の短
い路線では遊園地の乗り物でしかない。道路交通をＬＲＴを軸にした公共交通に置き換えるために市民との対話、
ＬＲＴへの理解を深め、良いものを作り上げるべき。静岡人のダメなところに、「だめだったらやめましょう」というとこ
ろがある。「大道芸ワールドカップＩｎ静岡」が静岡が誇るイベントに成りえたように、まちづくりからＬＲＴ建設につな
がるもの全てのことを前向きに進めてほしい。

人が乗らないから導入しないのではなく、ＬＲＴがあるから人が集まるという風に発想の転換をすべきではないか。
中心部の衰退が進む清水地区こそＬＲＴを導入して街の活性化を図るべきだと思う。現在のドリプラ無料送迎バス
の代替として、JR清水駅～新清水～日の出地区のコースを設定してほしい。構造上、清水橋は通れないとのこと
だが、JRみなと口から遊歩道になっているところは通れないか。
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ＬＲＴが地域の街づくりをして人が動き、街の活性化につながることを期待する。できるだけ早く実施を願います。

政令市においてＬＲＴが必要なことは明らかです。どのような形でつくっていくのかがポイントだと思う。まちづくりの
活性、中心市街地のにぎわいづくり、環境面への配慮、あらゆる面においてベターなＬＲＴ線を望む。清水駅と清水
港周辺の導線づくりは観光のコテ入れとして入れるといいと思います。なんとなく立ち寄ったシンポジウムですが、
楽しかった。

具現化を強く望む。観光地(史跡、仏閣など)の回遊性を高めるルートも検討してほしい。都市の活性化のためにも
ＬＲＴを導入してほしい。落ち着いた空間、港の解放感、デザインにも配慮してもらいたい。静岡市のシンボル的
テーマにしてほしい。

街の活性化にはインフラ整備が必要だと思う。このような観点からもＬＲＴ導入の具体化に着手してほしい。市外か
らの参加なので、このような検討をしている静岡市がうらやましいと思う。静岡県内のモデルシティとして実現させ
てほしい。頑張ってください。
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【どちらとも言えない】

沿線開発や歩行環境の改善及び連携等と併せて講じなければいけない施策も具体化し、外に出していくべきでは
ないか。

ＬＲＴの導入が先ではない。発着点に何があるか？沿線に何があるか？を先につくるべき(まち、Ｐ＆Ｒ、観光、
モール、放置自転車の撤去)。この需要が大きいならばＬＲＴである(小さいならばバス)。ただし、「都市や市民生活
までも変えていく」と宣言し、実際に市民の了解を得ることができれば、ＬＲＴにお金をかけて導入すればよい。ここ
で赤字の負担を誰と決めることが必要。これくらいの覚悟が必要。

街づくりのための移動手段、もっと議論を深めたいと感じます。ＬＲＴだけだろうか、という視点。

市街地中心部だけの短距離整備では移動手段としての利用は難しい。沿線との連携、まちづくりの活用が必要。

経費、商業活性、観光等、ある特定の部分だけを考えて決定するのではなく、30～50年先のまちづくりを総合的に
考え、導入の可否を決定すべき。

車依存のショッピングセンターからやさしい人間を育成する街をバックアップするLRTを。新しいまちづくりを始めた
水道局から入る七間町に至急導入してほしい。七間町は車社会から人優先の街づくりを考えている。

都市計画を考えていく上で欠くことのできない視点があると思う。そのまちが持っている文化と歴史です。今回の
LRT導入についても、かつて走っていた路面電車の面影とそれが夕立、豪雨によって廃線せざるを得なくなった経
過についても掘り起こす必要があると思う。未来志向型の交通都市なので、将来性を重視するのはやぶさかでは
ないが、負の遺産を見ずして新都市交通の芽は出てこないのでは。基調講演で登場した都市が中央集中型であ
るのに対して、静岡市はJR沿線に拡がる構想のようであり、都市のヴィジョンが異なるのではないかと危惧してい
る。

ＬＲＴとまちづくりを議論するにはその他のまちづくりの視点、施策がどのようなのか、総括的に考えなければなら
ないと思う 費用面だけでなく その後の効果予測がどのようかも必要だと思う

5

ないと思う。費用面だけでなく、その後の効果予測がどのようかも必要だと思う。

ＬＲＴありきではなく、ＬＲＴ導入でどのような街、魅力的な街にするかが重要。住む人だけでなく訪れる人にも優し
い、心地よいまち空間にするツールの１つとして考えるべき。経済効率も重要、ＬＲＴは公共施設として、それにより
地域経済が活性化することが重要。
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【賛成】

【どちらとも言えない】

バスと違い、鉄道・軌道は「地図に載る」、初めて来る方にも目に見える点が大きく、観光需要を高めるためにもぜ
ひ実現させてほしい。実現まではスピード感が重要。市民のコンセンサスを得ながら、ＬＲＴがシンボル的な存在に
なって欲しい。ＬＲＴの沿線に住みかえてみたいと感じられるよう、魅力的なものにすること、市民・企業ともに優遇
策も実施してほしい。松山・長崎・鹿児島など現在でも路面電車が走っているまちには、非常に活気が感じられる。
様々な課題をクリアし、いろいろな立場の市民が「導入して良かった」と思える判断をしてほしい。反対する人も多
いと思うが、根気強い対話を望む。このシンポジウムに出席するために東京から駆けつけました。わざわざ来て本
当に良かった。

ＬＲＴは観光目的で乗る人に需要が高いと思うので、観光地として市外から来る人を増やすのが前提条件だと思
う。一般市民は市内移動の勝手が分かっているから乗車料を払うよりか徒歩や自転車を利用するので、LRT利用
は見込めないと思う。ＬＲＴをきっかけに観光戦略を立てることも可能であるが、投資に見合った額を得られるか疑
問なので慎重に議論すべき。また、導入するとしたら景観がきれいになるようなデザイン性のあるＬＲＴにしてほし
い。

観光活性化へ期待
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【賛成】

【どちらとも言えない】

これからは高齢化社会になってくる。高齢者が都心に来やすい街づくりのためにＬＲＴは必要。

高齢化社会の到来を考えた交通システムが必要

高齢化世代に向かって必要。

費用対効果を当初から望むのは無理。高齢化に向かうことを考慮して5～10年くらいは赤字覚悟で望んでほしい。

ＬＲＴ導入をぜひお願いしたい。電車が走れば毎日出かけたい。横浜のように港が見える、富士山が見えるまち。
高齢者が元気で暮らせるまちになるよう、お願いします。

数年先の暮らし、まちづくりも重要であるが、少子高齢化社会を迎えるにあたり、30年、50年先の人口体系を予測
しながら公共交通についての施策を考えることが必要ではないか。もちろん観光の一つの手段としてあり様も重要
だと思う。
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【賛成】

高齢化、人口減少により自動車交通量が減少し、環境への配慮から今後公共交通の重要性は増すと考えられ
る。また、都市のシンボル、景観もまちづくりのツールとしての導入の必要性はあると思う。ただし、自動車の利便
性は今後も変わらず、ＬＲＴと自動車の住み分け、費用対効果も併せて検討して欲しい。その他観光面で他都市と
比べて評価の低い本市のシンボルとして導入を考えてほしい。中心部、市街地、郊外部間の交通機関をどうやっ
て連携するか検討する中でのLRTの必要性の議論をしてほしい。

公共交通全体の利便性向上、連携の重要性

LRTには2年ほど前から関心を持っていた。羽島に住んでいるが、バスは渋滞により定時性が確保されず不便。雨
の日は通常の3倍ほどの時間がかかる。京都で市電を利用して2年ほど暮らした経験から、電車があれば良いと
思う。中心地だけでなく、郊外への路線も検討してほしい。乗客を増やすためには車利用者をＬＲＴ利用者にする
べき。

合併したことによる役所機能の分散により、行政サービスがちらかってしまい、利用者としても、当然、職員として
も不便になっていると思われる。役所の駐車場待ちは効率が悪く、車以外の手段になってほしい。市街地の回遊
性についても同様に日曜等の駐車待ちなど非効率な車に頼った生活の変革を促すためにも、基軸となる交通シス
テムがほしい。ただし、料金が高いと利用を促せないため、安価であることがサービスの組み合わせで利用料金
が下がるような工夫が必要である。負担が難しいが、政令市では高齢者の民間利用が無料のところがあり、利用
を促し、まちの活性化につなげている。政令市になったこともあり、検討してもらいたい。

公共交通を見る限り、どこへ行くにも車を使い、買物は広くて便利な郊外のショッピングセンターをよく利用する多
数派に、ＬＲＴ導入のメリットをいかにして理解させるかが重要。ハコだけではなく周辺の制度作り(税制：固定資産
税の郊外制度、TBM：中心街のロードプライシングなど)も考慮すべき。LRTがカバーできない交通手段としての自
転車の位置づけを明確にすべき。

【どちらとも言えない】

8

静岡は車が多すぎると思いますが、ＬＲＴでないといけないのでしょうか。都心部は皆歩く、郊外と都心のつなぎを
もっと充実させてほしい。

パーク＆ライドをまず充実させてほしい(まちの外から自動車・バスでＬＲＴに乗り換えて中心へ向かう) 。バスは電
車に比べて路線図がわかりにくい。初めて利用する時は運転手さんに尋ねるなどしなくてはならず、不便である。
目的地等への行き方、停留所、料金を分かりやすくしてほしい。50m先へ行くにもＬＲＴに乗ろうと思えるようにして
ほしい。

形はどうあれ地域の足としての鉄道網の再整備は必要だと思う。

ＬＲＴのみではなく、他公共交通機関との乗り継ぎ連携が必要であると思う。自分の住むところがLRT導入検討地
区ではないため、必要がなければ乗ることは少ないと思うが、他の連絡があれば利用価値が上がると思う。

現在ある公共交通の利便性が低下するような方策での導入は逆効果になる可能性があるので、共存出来る体系
での整備が必要だと思う。

アンジェの導入例のように、街全体を一つと考えて導入するならよいが、一部ＬＲＴだけの導入ではあまり意味がな
く、乗る気はしない。川口さんが言っていたように、バスも一体となれば今現在でさえ電車とバスの連携も不便であ
る、。今できることから進めてほしい。バス専用レーンはすごく良いと思う。

パーク＆ライドや街路の再構築のための手段としてのＬＲＴならば候補のひとつとなり得る。ＬＲＴ導入ありきでは、
ないものねだりそのものである。

ＬＲＴ単独のルート設定だけでなく、ＪＲや静鉄バスルート等を全面的に見直して連絡性、乗り継ぎの経済的負担を
軽減する等、改善の余地はたくさんあるのではと思った。静岡の街路網は貧弱、幅員が狭いと思う。市内に車が
多いのは、バス便が悪いからだと思う。登録制のレンタサイクルを導入してほしい。

ＬＲＴの導入にはバス、ＪＲとの連携が必要。採算性は公共交通であることからマイナスでも良い。費用対効果は
十分にあるのか、検証していただきたい。環境面(CO2削減、環境面、緑化効果)。

ＬＲＴ、バス、鉄道の乗継割引がほしい。自動車交通の規制は必要。学校などで鉄道利用の促進及び利用の習慣
づけ。静鉄をＬＲＴ化しないのか。

8



【反対】

現在の静岡鉄道との連絡連携が必要。清水でやることを前提とすると、新幹線の発着時間と連携をとる必要があ
る。

静岡清水線は電車のままにするのか？静岡清水線の電車は従来どおり走らせ、ＬＲＴも乗り入れが出来るように
するべき。課題はホームの高さが違うなど、構造上の違いをどうクリアするか。電車線にしてＬＲＴを走らせられな
いなら、思い切って富山のようにＬＲＴ化するのも良いかもしれない。静岡清水線とＪＲの相互乗り入れを検討して
もらいたい。例：新静岡⇔富士

現在の静鉄もＬＲＴにするか？そうでないなら今回の議論は成りたたない。ＪＲとの連携は？

バスなら線路の整備は不要と思う。パーク＆ライドを整備し、バスで中心部へ移動させたらと思う。お金がかかりす
ぎる。導入するなら静鉄かＪＲを延長して相互乗継がないようにしてほしい。

静岡空港と同じく利用者が低迷するのでやめた方がいい。LRTより既存路線を利用して長沼、草薙、桜橋、新駅等
でＪＲとの乗り継ぎができるようにしてほしい→JRとの接続でLRTの成否が決まる。JRの西静岡(南安部)をつくって
ほしい。税金を投入するならば、投票で決めてほしい。10分単位の貸し出しや乗り捨て可能なカーシェアリングの
普及を進めるべき。ヨーロッパのマネをしてもだめ。日本は超高齢化で都市発展は見込めない。福祉事業がおくれ
ないようにしてほしい。
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【賛成】

自転車との連携、自転車施策について

自転車も乗せられるようにしてほしい。静鉄もＬＲＴ化できるとよい。

ＬＲＴの条件である「坂が少ない」ことは静岡、清水とも、自転車にとっても好条件。徳川慶喜ゆかりの「自転車のま
ち」であることを全国にアピールすべきである。駐輪場、自転車レーンの整備により回遊性、利便性の高い中心市
街地にしてほしい。アンジェ市や埼玉県上尾市のようなレンタサイクルの実施、新たなサイクルシェアリングの研究
を。サイクル拠点を市外各地に設けて回遊性を高めるようにしては。清水市内線、清水港線の廃線跡をＬＲＴに利
用できないのか。

自転車の街中乗り入れ制度とセットで考える必要がある。

セノバから呉服町方面への平面回遊を早期実現を。高齢者のためにも、中心市街地の活性化のためにも早急に
お願いしたい。静岡市の特徴は平面的な土地であり、他都市に比べて自転車交通が発達している。これを活かし
て駐輪場を発達させることが第一の交通政策であるべきだと思う。ＬＲＴを導入するなら自転車を乗せることのでき
る構造にしてほしい。

静岡市民の性質上、歩道の放置自転車をなくすことは難しい。自転車を愛する市民が気軽に置ける駐輪場の整
備を行われないと、歩道を確保することは大変だと思う。市民の意見を多く聞くことが大切。海外のＬＲＴによる交
通事故の報告や対策についても知りたかった。買物でLRTを使ったとき、重たい荷物や大きな物を持ち込むのは
大変そう。ＬＲＴの車両内部の雰囲気等も知りたかった。

【どちらとも言えない】

街中の自転車はどうするのか？ＬＲＴの利用者は少ないと思う。

車だけでなく自転車の駐車についてルールづくりを行ってください

10

【反対】

車だけでなく自転車の駐車についてルールづくりを行ってください。

本市でＬＲＴを導入するにあたり も重要な検討課題は自転車との住み分けであろう、いかに自転車利用者をＬＲ
Ｔに誘導するか、ＬＲＴの成功のかぎはこの一点に尽きると思う。

ＬＲＴ導入以上に自転車利用を主とした街づくりの実現を望む。ＬＲＴの需要について平日の利用は非常に少ない
のではないか。

10



【賛成】

自動車との住み分け、連携の必要性

公共交通には定時性が必要である。バス・タクシー等は渋滞で時間が読めない時がありますので、専用レールを
走行するＬＲＴは良いと思う。市内中心部の渋滞の著しいところでは必要と感じる。郊外からバスで来て中心部へ
向かうときはLRTに乗り換えれば、バスとの共存共学も出来て良いと思う。通勤時間帯等では自動車の市中心部
への流入は規制すべき。1人1台利用では無駄が大きく、全てにおいて良くない。

中心部は一般車両の乗り入れを禁止しては？子供のころの乗りやすいチンチン電車が復活。

中心市街地から自家用車を排除できるかが重要。街中の商店等がモール化に同意してくれるなら導入も考えられ
る。

車の交通量を減少しなければ可能性はない。特に警察が必要を認めない限り不可能である。

一路線を作っても、市内の車通行量は減らない。営業で車を利用する人もＬＲＴを利用できるような方向性が必
要。まちなかでは車を排除するような形でないと、静岡人は車に頼ってしまうのではないか。経済面や営業面で考
えたら導入は無理。ロマンや楽しみをベースに「夢」として考えたい。市外や中山間地からマイカー通勤する人のた
めに、パーク＆ライドの整備も必要。街中の駐車場を減らすことも車を減らすことへの効果がある。

自動車乗り入れを制限するための駐車場がなければ静岡が都市でないため、交通手段がないではないか。山間
地から都市部にどういう方法で通勤通学するか検討が必要ではないか。

【どちらとも言えない】
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【反対】

ＬＲＴの費用負担と効率性を慎重に考えることが重要。特に、本市は全国でも珍しく中高校生の通学自転車が多
く、また放置自転車も課題となっている。幼少の頃から慣れ親しんだ自転車を足腰の丈夫な間は乗りたいという人
達も多い。安くて便利(正確な時間、便数、乗継がないなど)な公共交通は必要ですが、その実現がＬＲＴであるとは
思わず、バスの活用、改善がより現実性があると思う。

【どちらとも言えない】

バスとの差別化について

ＬＲＴとバスを比較した時のＬＲＴのメリット、デメリットを明確にしてほしい。

バスなら線路の整備は不要と思う。パーク＆ライドは行い、バスで中心部へ移動させたらと思った。お金がかかり
すぎる。導入するなら静鉄かＪＲを延長して相互乗継がないようにしてほしい。

も重要と思われる、バスとの差別化の説明が少なく、何故ＬＲＴが必要なのか理解できなかった。バスの待ち時
間が減ったという良い面が出てきたのに、それと共存できるのか分かりませんが、何らかの影響はあるはずで、そ
れはどうかと思う。LRTの運賃について特に言及しておらず、予想でも良いので提示するべき。法外に高かった場
合、乗りたい人はもっと減ると思う。また、沿線が発展しなかった場合には、将来的に赤字になることは容易に想
像できる。会場には前向きな方が多いようだが、私には何故LRTが必要で、どのようなメリットがあるのかが見えて
こなかった。予め決められたレールの上を走るLRTのようなパネルディスカッションだったと思う。

LRTは市民にとって夢の乗り物だと思うが、さくらももこ、ラッピングバスはいつも空席です。中心市街地のバス交
通が今現在は運営が可能であるが、ＬＲＴが導入されれば採算性は悪化する。ＬＲＴを街のイメージ作りに利用す
るならＢＲＴがふさわしいと思う BRTもスタイリングの良い車両が出来ています バスを敵視しないで下さい

多額の税金を使ってＬＲＴを導入し、車を使わないなどの制限をするよりもバスの料金を下げる他、車両整備を
行った方がよいと思う。

12

るならＢＲＴがふさわしいと思う。BRTもスタイリングの良い車両が出来ています。バスを敵視しないで下さい。
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【反対】

【どちらとも言えない】

ＬＲＴの必要性が不明

活発な商店街へのアクセス交通としての利便性を考えれば、ＬＲＴの導入も可能性を感じるが、清水については商
店街の活性化や防災の面を考えてからやっていかなければ可能性は低いと感じた。コンパクトシティを考える上で
のＬＲＴ導入範囲、距離についてもう少し教えてほしかった。

投資額と回収を考えると本当に必要なのか考える。シティセールスとしてのＬＲＴなら総合的なまちづくりが重要だ
と思う。その中でＬＲＴが何を補完するのか、高度化・集約化の意味が見えなかった。

ＬＲＴ導入する効果がよくわからない。

中心市街地には必要ないと感じる。歩行者を中心市街地に集約したければ、中心市街地に向けて通せばよい。中
心市街地に遊びに行かない人に対しては車両の負担だけうけて全く良い面がないという言い方すらできてしまう。

旧静岡市ではモータリゼーションの到来により、路線電車を廃止した経緯がある。車社会はこれからも続くと思う
が、アイデンティティーの向上だけで導入するなら必要ないのではないか。街中はただでさえ車が多いと思うが、Ｌ
ＲＴをいれるとどうなるのか （街中は道幅も狭いのだから そこにＬＲＴを導入するのはナンセンス）1路線の整備

セノバが出来てバスホームの数が減ったのはLRTの導入を見越してなのか(LRTができて、都心へのバス乗り換え
が減る)。導入の必要性は感じませんが、行政が一方的に実施しようとしているように見える。市内の道路20ｍが
基本で幅員が不足している。車の流入を井川湖御幸線を南向き(中町～JR)、R362を北向き(R1～本通)にするなど
規制しないと難しい。実施するとすれば、井川湖御幸線の中町～妙見下、本通(中町～みろく交番)の区間か。事
業主体が市となれば、郊外から来るとバス+LRTで割高になる。かといって、静鉄がやるとは思えない。主体がだれ
なのか話が全くでてこなかった。

13

ＲＴをいれるとどうなるのか。（街中は道幅も狭いのだから、そこにＬＲＴを導入するのはナンセンス）1路線の整備
費を60億も使うなら北街道の江川町交差点からきよみずさん通りまでを４車線化すべき。グルノーブルで成功して
いるのはショッピングモールがたくさんあり、車を締め出しているからだと思う。静岡は環境が違うがどうか。バスロ
ケーションシステムの整備で利用しやすくしたらよいと思うがどうか。会場への質問に無理がある。
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【賛成】

富山が出来て、政令都市が出来ないことはない。保守的でノンビリ屋を改革し、前へ進む活力ある都市づくりを希
望する。静岡のシンボルに、全国のリーダー的事業が静岡発で発展にも良いのでは。静岡バイパスのように40年
もかかるようではやる必要はない。是非、超スピードで進めてほしい。

ＬＲＴはとてもすばらしい計画だと思う。早く実現するといいと思う。中心ばかりではなく、すみもお願いします。

スピード感を持って議論をして頂ければと思う。とても興味深いシンポジウムだった。

商業中心エリアと住宅エリアの流れをスムーズにして欲しい。停留所周辺の環境と安全の維持を。高齢者は足を
主とした歩行が不便になることは分かっている。静岡は自転車が多い便利なところだが、高齢者等の事故も多い。
一日も早い実践行動を運輸行政に希望。

早く進めて欲しい、スピード感ある対応を希望

導入を前提としている以上 早急に着工し 同時に街づくりも積極的にするべき

静岡市には25年前転勤で来たが、以前よりバスが不便になったと感じる。定年により「終のすみか」に静岡市と決
めたが、交通の便は非常に不便だと思っている。私の出身地は仙台市しだが、あまりにも違いすぎ。ＬＲＴは賛成。
やはり導入はスピード感を持って実施して欲しい。静清バイパスも完成(2車線化)までが遅すぎる。

前回シンポジウムに参加したが、あまりにも消極的な内容でがっかりした。以降は、とても積極的に対応していて
感心した。是非実現へ一歩でも前へ進んでほしい。後ろ向きの議論はやめてほしい。

非常に良いと思う。早く導入してほしい。

市民が現在交通の状況(市街地への車の進入制限など)に協力すると言っている、今がチャンス！早く決断が必要
です。コースなどしっかり検討してほしい。
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導入を前提としている以上、早急に着工し、同時に街づくりも積極的にするべき。

早急に実現させてほしい。ＬＲＴを走る姿を見て市民が更なる要求が増えて路線延長、モール拡大がおこることを
期待したい。

積極的に導入を考えるべき。多くの課題はあるが、自動車中心社会から脱却すべき。中心市街地がシャッター通
りになる前に早急に導入に向けて計画を進めてほしい。
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【賛成】

市民への一層の情報公開、市民の理解の促進が重要

ぜひ導入を。そのために情報公開と、市民との意見交換を積極的に。（審議会や議会を通ればいいという姿勢で
は実現は難しい）会場でも一番懸念されているのは他の公共事業が遅れることである。それが遅れてでも導入す
る意味のあることを自治会を回って説明するくらいの熱意が必要。それを市役所だけでやる必要はなく、情報を公
開して賛成する市民の協力を得れば良い。そのためには時間がかかるため、一刻も早く情報公開から進めてほし
い。路線については、駿河区役所への路線は市街地の拡大に繋がるので反対。区役所へのルートはＬＲＴのコン
セプトと逆行している。むしろ、区役所を南口の駅前に移設して区内各所とのバス接続を強化すべき。

ＬＲＴ自体は賛成であるが、導入費用、ランニングコストが気になる。綿密なシミュレーションを行い、市民の理解を
得ながらやってほしい。商業者だけでなく、実際利用することの多い高齢者等の意見を広く聴いて導入可否の検
討を願う。

内向的な市民がたくさんの人と交流し、歩いて物を買って、静岡の人と街が良い方向に向かうため、ＬＲＴは絶対
必要。ただ未来のことばかりを考えていても市民を動かすことは出来ないと思うので、まず市民の人のニーズに応
じて、その次に静岡の街づくりに取り組むべきだと思った。ＬＲＴの導入には賛成。市民と行政と鉄道会社が一緒に
なってもっともっとＬＲＴについて考えていきたい。

本日のようなシンポジウムや説明会を頻繁に開催し、久保田教授の主張のとおりに市民との対話を深めるべき。
それが行政にとっての説明責任として効果がある。今回のシンポジウムは進め方において工夫があり、楽しいも
のだった。行政主体の新しいイベント形態となると思った。

行政主導、事業者主体の事業であってはならない。あくまで市民ニーズを主体に考えてほしい。

【どちらとも言えない】
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あるべき論ではなく、未来の静岡市のビジョンを明確に描いた上で、必然性の確認の上、導入すべき場合は導入
するものとしてほしい。市民の同意を持って。

多くの市民にＬＲＴを知り、理解してもらう必要があるのでは。車よりＬＲＴと思う意識を持ってもらうことが必要。一
般市民の意識が低いのではと感じたシンポジウムだった。

市民との対話、コンセンサスを得るための取組が必要(フランス、アンジェの取り組みがベストと思った)。この会場
の中でも3割の人が反対したように、全ての市民が理解を示すのは大変なこと。できるところからやっていく。ＢＲＴ
もやってみる。通過交通をバイパスに回すことも大切。その上でのＬＲＴ化ではないのか。

江川町の交差点の平面スクランブル化等、子どもや高齢者、女性に優しい街づくりはとても大切だと思う。中心市
街地の活性化も大切だが、街までのアクセスツールの確保性の向上の方が優先ではないか。自転車や原付利用
者が多いため、駐輪場が不足している。山間地、海の方から細い道を通ってくるバスが遅れる。自動車に依存しな
いこと＝巨額投資をして他事業への資金が足りなくなるということは避けてほしい。利用するのはあくまで市民。派
手なことをやってまちおこしをすることにも魅力を感じるが、現在の交通体系について、少しでも多く市民との対話
の場を設けてほしい。

地域とのコミュニケーションが も重要だと思う。学生ともコミュニケーションをとってほしい。

もっと多くの市民に理解してもらえる機会を増やしてください。パブリックコメントは一部の人しか意見を出さない。
PRが足りないと感じる。

採算がとれない見込みならやめた方がいい。将来性と必要性を市民に説明して納得するなら導入してもよいと思
う。

税金投入の是非、導入の是非について市民参画手続きを徹底して実施すること。

現在の住宅圏が郊外にまで広がっているため、広い範囲でのネットワークの構築しないと、市民全体としてのコン
センサスが得られないのではないか。そのための事業費や路線完成までの年月は、50年、あるいは100年のスタ
ンスになる。やるならとことんやる覚悟が必要。中途半端な路線長では、LRTの恩恵を受ける地域とそうでない地
域とで事業に対する市民の理解・協力が得られなくなると思う 自転車マナー対策も徹底することが必要域とで事業に対する市民の理解・協力が得られなくなると思う。自転車マナー対策も徹底することが必要。
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市民との対話も不可欠だと思う。建設費が60億というが、ソフト面を考えるとプラス面が増大するのではないか。清
水は旧三保線の跡地を利用すれば。東海地震発災後の復興事業として行えば一石二鳥では？

江戸川町の平面スクランブル化の社会実験。清水のまちなかとJRがドリームプラザをつなぐ。バスレーンを設置し
て渋滞が少なくなったのはおかしい。元々車線数が少ないのに、バスレーンが出来てバスに変えたとは必要性か
らすると考えにくい。静岡でパーク＆ライドすると、人が町中へ来ないのでは？全く否定する意見ではないが、市民
への説明が足りているとは思えない内容だった。ＬＲＴとまちづくりの関係がわからなかった。利用者が少なくても
導入する意味がない。検討委員会に一般市民が入っていない。
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【賛成】

具体的な姿が見えていない中での質問で、答えるのに無理がある。（導入への誘導質問に見える）住民生活に活
きる路線・運用の仕組みになっているか、市外からの来訪者、観光客の増加や利便性に寄与できるか。以上を
しっかり示した上で、利用者数、採算性、都市ポテンシャル向上等を再度議論すべき。

あるべき論ではなく、未来の静岡市のビジョンを明確に描いた上で、必然性の確認の上、導入すべき場合は導入
するものとしてほしい。市民の同意を持って。

街づくりのための移動手段、もっと議論を深めたいと感じます。ＬＲＴだけだろうか、という視点。

もっと深い議論、検討が必要

数年先の暮らし、まちづくりも重要であるが、少子高齢化社会を迎えるにあたり、30年、50年先の人口体系を予測

長期的視点を持って今後も議論を行ってほしい。静岡市は人口減少しており、その中で少子高齢化、地域間競争
に立ち向かう必要がある。一時的な予算性を考えるだけでなく、ビジネスチャンス、現代社会への対応においてＬ
ＲＴ導入は有効だと思う。質疑応答の時間が欲しかった。

導入経費、運行経費等についてさらに深く議論すべき(様々な例を比較検討できるように)。市長の任期中に本格
的に軌道に乗らないと話が止まってしまう。法令の縛りなど導入への障害は多いと思うが、今出来る範囲で本格
的な形まで結びつけてほしい。静岡市のHPで意見を募集しているとの事だが、課のHPではなく、市のトップページ
で紹介すべき。市の本気度を伝えていくべきでは？

【どちらとも言えない】
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数年先の暮らし、まち くりも重要であるが、少子高齢化社会を迎えるにあたり、 年、 年先の人 体系を予測
しながら公共交通についての施策を考えることが必要ではないか。もちろん観光の一つの手段としてあり様も重要
だと思う。
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ＬＲＴの導入で一番のネックはコスト面だと思う。特に清水地区は整備に約80億、ランニングコストに約3億/年かか
るとなると、現実的に難しいと思う。それだけの経費面負担を覚悟の上でもＬＲＴを導入する勇気を持つことが大事
だと感じた。

事業の優先順位をしっかりつけてやってほしい。他にやるべきことがあるのでは？

かつて存在した静岡と清水の市内線の総括が必要(何故消えたのか、LRTとどう違うのか)。久保田教授が言って
いた水平のエレベーターを目指すなら、網の目のようなネットワークが必要。しかし、それは無理なので交通量の
多い動線軸への導入は良いかもしれない。回遊性の面では、静岡中心部は比較的コンパクトにまとまっているた
め、徒歩で充分と思える。仮に、運賃が200円として、それでもＬＲＴに多くの人が乗るだろうか。開業しても、少子高
齢化、企業縮小の中で先々維持ができるかどうか。

バスを利用している人に交通手段の変化を聞くのは正確なアンケート調査といえるだろうか(LRTの必要性に関係
あるのか。電車が通ったとしても)。LRTは大都市にみられる市営・都営交通と同様ではなく、市が整備するのでは
なく、セノバを中心に静鉄がやるような話だが、全国公募でやるべきだと思う（現在中部地区は静岡鉄道の独占状
態）。Aコースの七間町の採算がとれるようだが、映画館がほとんどなくなった七間町に移ったのに、どうか？ＬＲＴ
導入には反対でなく、観光名所を結ぶ路線には賛成だが、市税をつぎ込むなら今の段階では必要ないと思う。ど
ちらかといえば共存共栄の地下鉄が都市部には必要ではないか。なぜ大都市には地下鉄があるのかも考えても
らいたい。

一企業では難しいため、補助金が必要となるが、それによって増税となっては困る。

導入後の運営費用について市民の負担にならないように工夫して欲しい。

財政負担、維持管理費について

【どちらとも言えない】
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【反対】

行政の行う仕事は採算性を度外視し、税金を使いたい放題に使い、市民に負担を強いる図式となっている。利便
性や都市のアイデンティティーは必要だが、採算のプランは無視すべきではない。いずれ良くなるだろうという楽観
論は排除してもらいたい。民間企業の採算感覚を重視すべきだ。当然、飲食遊覧車のようなアイデアも欠かせなく
なってくると思う。

ＬＲＴの導入にあたり、投資効果の採算性がとれなければならない（税金の無駄となってしまう）。導入するならばこ
のことについて考慮してほしい。新清水駅から日の出町まで静鉄で延長できないのか。

採算性を確保した導入が望ましい。導入が直ちにまちの活性化にはつながらないのでは？静岡～清水間の延長
ではなく、葵区中心部から羽鳥、松富方面への展開ではダメなのか。静岡清水線にとらわれすぎ。

導入後のコストについても十分に検討する必要があると思う。

税金を投入して採算性が確保できないものについては賛成できない。実現するためには将来予想を詳細なものと
して、今の試算に対し、都市発展の見通しなど二次的な効果を含め、総合的な判断をしてもらいたい。（今の見通
しでは長期にわたって赤字になるのでは？）　　市民が育てる（補助金を市が半分もつ)のではやっていけないた
め、市民が定期券(イベント券)を買うなどの策がないと持続できないのでは(企業とのセットが必要)。

鉄道は好きな交通手段ではあるがＬＲＴの新規導入については慎重にならざるを得ない。建設費、維持費を考え
ると導入は難しい。

台風等で被害を受けた中山間地のことを考えると、道路整備を削ってＬＲＴという考えには賛同できない。バス（Ｂ
ＲＴ）の方が現実的では？財政難の今、利便性より雇用促進など目を配るべきところがあると思う。

増税するようなＬＲＴは必要はない。導入の必要は全くなし。
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