
静岡市公共交通シンポジウムアンケート（自由意見）

まちづくり・コンパクトシティについて

【賛成】

将来のまちづくりのため、公共交通のLRT導入は大変便利な交通機関であると思う。早期導入の為
具体的な研究に入るべきと思う。平坦な土地の静岡は自転車と併せて導入には人に優しい 適な都
市であると思う。

富山ライトレールもJR富山港線という下地があって実現していますので、全くの新線となるLRTとなる
とどの都市でも実現できていない。静岡型コンパクトシティにより全国に先駆けてLRT新線が実現で
きることを期待している。

LRT導入と共に魅力ある街づくりに力を入れて欲しい。郊外にお出かけも必要だが、街なかに出掛け
る、出掛けようと思える街づくりをお願いしたい。それと同時（並行）にLRTがあると思う。市民であるメ
リットを考えて欲しい。

是非導入して欲しい。静岡が日本の公共交通の見本となるような街づくりをしてほしい。

早期実現に向けて静岡市のまちづくりとしてスピード感をもって進めていただきたい。

歩行者を大切にした街づくりのためにぜひ早期に導入して欲しい。
加えて、観光資源化を望む。利用しやすい駐輪場との組み合わせができないか。

【反対】

ＬＲＴよりも先に街中の活性化等、まちづくりに力を入れてほしい。

コンパクト市（静岡市）には必要ない。街が狭すぎる。

【どちらでもない】

特に清水区において、地震、津波対策が問われる時代。津波浸水や液状化（埋立地）が懸念される
地区に新たに整備するメリットがあるのだろうか。葵区、駿河区のルートは利用も含めて将来性を感
じるものの、今ある静岡鉄道の路線と一体化（乗換えの無い）した新交通システムと中山間地の活性
化と連携できる都心まちづくりが必要では。

ＬＲＴの導入という点ではなく静岡市の将来的なまちづくりの手段として見直す方がよいのでは。歩行
者、車両、自転車、バス、各手段の集大成としてのまちづくりが 終目的として進めていけばいいと
思う。とても意義のある時間だった。鉄道ジャーナリストの史絵さんの話しをもっと聞きたかった。

単にＬＲＴを導入だけ導入するのでなければまちづくりは成立しない。トータル的なまちづくりのコー
ディネートを行うことが必要であり、市民一人一人がどのようなまちにすべきか考える必要がある。

投資効果、経済効果を明確にしないと実現性がみえない。石田街道の整備はＬＲＴを見込んでいるの
か。街並み再構築の具体的案はどのようなものか。コンパクトにしなければならない理由は何か。自
動車の乗入れ対策が一番の課題。それを解決すればＬＲＴは魅力的なものになる。

基本はまちづくりで、LRTはツールである。

良いことと思うが非常に大変なことと感じた。
市民一人一人がまちづくりについて考えるということにつながると言う言葉が印象に残った。

1



LRTありきの議論なのか。新しい魅力ある街づくりの手段としてLRTを活用するのか。住む人に便利
で快適であること。訪れる人に魅力的であり、再訪が期待できること。静岡市に人が増え、税収が増
える、経済が活性化する、など大きなメリットも考えた街づくりをするためにLRTが必要なのかがまだ
分からない。その点の説明や構造を見せてほしい。

空間経済学の観点からは、「交通網の発達による移動コストの低減⇒レントの安い郊外へ定住人口
が流出する」という構図が成り立つ。コンパクトシティとその実現には、ロードプライシングなどの税金
での誘導や物理的な誘導も必要になるのではと思う。

海外のように税金を投入してLRTを導入するのであれば、LRTで街をつくりなおし、より魅力のある街
にする為の具体的なビジョンありきで進めて欲しいと思う。LRTがより良い街づくりの為に１番有効で
ある理由が理解・納得できないことには、導入には賛成できないと思った。

LRT導入は夢のある話しとは思うが、物理的な検証が要るのでは。まずはどのような静岡市にしたい
のかが大事。理想に近づくための手段として、ツールとして、公共交通（LRT）はどのようにしていくべ
きか考えるべきだ。

「需要がない」のは課題ではない。「需要がない」ものは不要である。他都市、しかも国外の成功例を
みて、風が吹けば桶屋が儲かる程度の期待をもって多額な投資をするべきではない。LRTを整備す
るのであれば、総合的なまちづくりを成功に導くシナリオが不可欠だと思う。

LRTありきではなく、先ずまちづくりをどうするか。そのための公共交通手段の整備として何が必要
か。それがLRTの場合、様々な問題をクリアするためにどうするかというプロセスで進めることが必要
だと感じた。

問題が逆になっている。LRT⇒まちづくり（今回の姿）　まちづくり⇒LRT（こうなるべき）

LRTを導入することのメリット、デメリットを十分に検討し、進めるべきである。成功している事例、失敗
している事例を十分に研究して始めてもらいたい。LRTが本当に必要なのか十分に考える必要があ
る。静岡市のまちづくりの終着点を決定する必要があるのではないか。

魅力的な街づくりに関連して、街の魅力を発信することにもう少し積極的な姿勢が見られればと思う。
静岡鉄道の新清水駅に降り立ち、その先に何があるのか明確でなかった。こうした改善をLRTによっ
てなされれば 高だと思う。

高齢化社会、老後を生きるまちとしても公共交通、歩くのみで暮らせるまちづくりが必要と思う。その
ための良いツールとは思うが、静岡市で可能なのか。

LRTの議論の前に「コンパクトシティ」の具体的な詳細なグランドデザインを市民に周知してほしい。ま
ち全体がどんな構想の基、どんな方向でどんなものをイメージして動かしているのかが見ようとしても
見えにくい状況がある。例えば「健康」面からもLRT導入を進めるのであれば、市民の健康状態（お達
者度？健康寿命？の市or区or地区などの細かい情報）を把握した上で説明しなければ車社会の市
民に説明できないと思うし、まちづくり（まちみがき）という大命題のもとで、長期的な計画をたてる時、
それぞれの分野の専門家に介入していただける開かれた行政が大切だと思うが、まだまだ至らない
状況だと感じる。ただ一つ、「のってみたいのりもの」というLRTにとても大きな魅力を感じる。導入実
現できたら素晴らしいと思う。

将来のあるべきまちづくりを見据えて、導入を検討すべきだと思う。

ルートやネットワークについて
【賛成】

昔静岡エリアにも清水エリアにも電車があり、乗った。また是非新しいトラムを利用したい。トラムは赤
色に。ストライプやイラスト、マンガではだめ。浅間さんの通りにも通して、鳥居を抜けるトラムもありだ
と思う。
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街中をくまなくＬＲＴが走れば、移動も便利になり、またＬＲＴを使ってより多くの店をまわってみたいと
考えるようになると思うので、ＬＲＴ導入には賛成。中心市街地だけでなく、周辺の観光地、公共施設
（特に動物園や美術館方面）の方まで走れば、渋滞の解消にもつながりより良い街づくりができると
思う。

ＬＲＴに乗って色々なところに行ける様な交通網にしてほしい。高齢化社会の足となるようにしてほし
い。

LRTの導入については賛成。ただし、市民の利用（活用）を高めるには、ルートの設定が大事だと思
う。現在清水区に予定しているルートは、今から40～50年前であれば、活用は高いと思うが、現在で
は利用度（採算）は低いと考える。

早く実現しましょう。ルートとして駅と静大を結ぶことはできないか。そのルートとして小鹿街道など１
日道を走らせ、自動車交通との分離を図る。若者たちが、中心市街地の活性化を促進するのでは。

ぜひ導入して欲しいが、ルートはよく考えて欲しい。またP&Rや中心部の歩行者専用道化も導入して
もらいたい。

非常に魅力的な取り組みだと思う。個人的には、街のシンボルとして清水エスパルスが挙げられる
が、現状、エスパルスに関心がある人もスタジアムに足を運べていない。年寄りも含めて地元チーム
にこれほど関心をもっている地域は珍しいようだが、彼らがよく言うのが、スタジアムへの便が悪いか
ら行きたくても行けないという。ドイツのアウグスブルクも駅からスタジアムへの接続がLRTで行われ
ている。静岡もLRTにより地元チームとの関わりを増やし、ひいては住民の地域愛着を醸成してほし
い。

早く実現して欲しい。渋滞の激しい郊外へも伸ばしてほしい。

静岡大学・英和学院等へのLRTの検討をお願いする。学生の需要があると思うので、学生がまちに
行くのに大変便利になると思う。

【どちらでもない】

ＬＲＴを観光に活かすには、日本平、清水の港（三保）との連絡が欠かせないと思う。ＬＲＴをラッピン
グしては駄目。東静岡を拠点として日本平の裾野を走るとルート的に良いと思う。（提言のルートは良
さが理解できない）

ルートについてしっかり考えていく必要があると思う。税を使うとしても、なるべく少ない額となるような
市民が使えるルートを決める必要がある。またＬＲＴで観光ができるようなデザイン性と利便性が大
切。

雨の日の対応について具体的な話しがききたい。雨の日はまちの人出、機能等が半減してしまいそ
うだが、その対策をききたい。現在の案の導入ではなくもっと広くつなげる計画をしてほしい。

面積の大半を占める山間地を含めた交通体系をとらえた場合、高齢社会との関連性において自動
車の利用の抑制と中心市街地の賑わいづくりが今ひとつイメージできない。結節する公共交通体系
あってこそのＬＲＴと思うが、公共交通機関だけを利用して久能山やオクシズ、県立美術館のまわりづ
らい状況をどう改善するか。そのイメージを固めてから自分の意見をもちたいと思う。

現在考えている案では、現実は難しいと感じる。（利用者が見込めるかという点。）講演２にヒントが詰
まっていると思われる。まずビジョンが必要という点に納得した。スポット（観光、公共、店）をつなぐも
のであってほしい。

静岡市の道路は非常に狭いので他都市に見られる路面電車の様に車両の併走は無理だと思う。複
線となると相当の幅を必要とするので、自動車は完全に通行禁止とするしかないと思う。（本通りくら
いの広さで何とかいけると思う）。ある程度の路線距離、路線数を設置しないと利用者はほとんど伸
びないと思う。案にある様な短い路線を１つ造るだけでは利用価値はほとんどない。駿河区のバス実
験のような結果になると思う。やるのであれば大々的に計画する必要がある。静岡市の施策は中途
半端なものが多い。
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過去、JR静岡～茶町？間、港橋～袖師間に路面電車が走っていた。住宅が郊外に多くなっている状
況を踏まえるともう少し拡大したルートを検討してほしい。

中心市街地に流入する車を減らして歩きやすい街をつくることは、基本的に賛成だが、その前提条件
として車で行ける郊外型大型商業施設が中心商店街と共存共栄できるコントロールを市が行える状
況でなければならない。欧州の街は行政がそのバランスを保つ働きをしている。それをしないで車を
排除してLRTを導入すると、中心市街地は浜松市のようにどんでもない状況になる。本日講演を聞い
た葵ルートは、理解できない。安倍口、羽鳥、東新田、瀬名等と都心を結ぶLRTが必要なのであっ
て、七間町～昭和通～江川町～御幸町ルートは視野が狭すぎる。意味不明である。今の葵ルートで
実施するなら、七間町でなく青葉通りである。

「日本平動物園」「久能山東照宮」「谷田・大谷の文教施設」「総合病院」「旧静岡市・旧清水市の中心
街」「清水の港」のつながりをよくしてほしい。葵区に住んでいると久能の方で行くにも不便で仕方な
い。

LRTの良さは分かったが、路線の短さや利用面でどうなのか。もう少し将来的に利用の向上やネット
ワークの構築等の計画も今後必要になるのではないか。

交通結節点・直通運転について

【賛成】

静岡市にＬＲＴを導入する際、葵区役所から駿河区役所を乗継なしで行けるようにしてほしい。現状で
は、新静岡・静岡駅で乗り継ぎしないといけないので不便。計画上では葵ルートと駿河ルートが分か
れているが、静岡駅を地下線でまたぎ、地下街と連携すれば、バリアフリーの面では少し劣るが静岡
市中心部と南部（駅南）が一本ＬＲＴで結ばれればかなり違う。コストはかなりかかるかもしれないが、
こうすれば静岡のまちみがきより魅力的になる。あとバス・自動車などの連携も整備する必要があ
る。地下線が入ることで路面電車とかけ離れてしまうが、それも静岡型ＬＲＴだと思う。

静岡鉄道がLRT路線に移行しやすいように、LRT用ホーム用地の準備をすべき。現在の車両とLRT
車両の併用期間が発生せざるを得ないと思わるので、税金を投入して、２つのホームが共存できる
ように土地を確保した方がよい。

清水の交通体系を見直す良いチャンスと受け止め、まちづくりの回遊性、活性化、魅力創出のために
JR、静鉄をつなげる交通結節を確立すべき。幸い清水区中心市街地エリアはP＆Rの可能性があり、
交通量もそれほど影響は受けないと考えられる。

【どちらでもない】

も重要なメリットは、静鉄・ＬＲＴがＪＲとの結節により、多くの市民が利用しやすくなり、利便性が高
まる事と、中心部での自動車以外の移動方法の推進、回遊性が増すことではないか。あとは市長の
やる気だけ。今、真の行政の力、政治の力が問われていると思う。

静鉄区間から中心市街地への直通案は魅力的だが、ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙのような低床車を全区間で走らせる
となれば、収容力の低下を招く。何より全駅のホームを改修するのは現実的ではない。高床ホームを
もつ路面電車は都電が、車と郊外電車の共存例は福井や大津にある。既存の電車の路面区間への
直通を検討してはどうか。

ＬＲＴを導入するなら静鉄電車との直通は必須。その静鉄電車であるが、柚木や長沼の踏切の渋滞
や危険な状態の解消が必要。今回のシンポでは、紹介・解説がなかったが、欧米のＬＲＴは路面、専
用軌道、高架、地下を直通している。静鉄電車をＬＲＴにしても、柚木・長沼の立体化は必要。ＪＲ東
海道線の活用も考えてもらいたい。また駅間距離が長すぎる。袖師の復活、大坪、清閑町、手越しあ
たりに駅を設けもっと使いやすくするべき。バスレーンの設置、その他バス、歩行者優先施策が全然
できていない。それらがないとＬＲＴを導入できるとは思えない。
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結節機能（便利、経済性）の向上

山間地からバスで病院等に行くのに利用したいので、バスとの結節機能を良くして欲しい。（１度の乗
り継ぎでいけるなど）。ほぼ全ての道路に自転車専用レーンを設けてほしい。バスに自転車を乗せら
れるようになると便利。老人など弱者にやさしい街づくりの一助になるとよい。若者の献血が減ってい
るので、車両にマスコットキャラクターの”けんけつちゃん”をデザインしてみてはどうか。

リーダーシップについて

【賛成】

ＬＲＴはシンボルでしかない。これによる街づくり、街の改造、ひいては市民の意識改革が本来の目
的であると思う。反対意見は何をするにおいてもあるだろうし、100％を賛成にさせるのは不可能で
す。（今日の聴衆にもいました）多少の思い切りが必要な時もあると思うが、強いリーダーシップをもっ
て計画を進めて欲しい。税の投入にしてもしっかりと説明し、大多数を納得させる必要もあるし、赤字
を受け入れることも必要。頑張ってほしい。

調査時間が長い。実験路線でも良いので、１ヵ所LRTを通して欲しい。トップの決断がまたれる。

市長がトップダウンで計画し実施していくべき。

住民の意見を取り入れることは必要であるが、基本的には行政がこの街をどうしたいかで決まるも
の。ある程度の官主導で強引にやることもあってもよいのではないか。ただし、基本計画に特化させ
るもの（産業、観光、福祉、環境）を明確にすること。

ストラスブール的なまちを目指すなら、葵区への導入しかない。田辺市長が腹をくくって進められるか
に懸っている。市民への説明は必要だが、合意形成は時間がかかる。久保田氏が言ったように強引
に決めないと進まない。

【どちらでもない】

も重要なメリットは、静鉄・ＬＲＴがＪＲとの結節により、多くの市民が利用しやすくなり、利便性が高
まる事と、中心部での自動車以外の移動方法の推進、回遊性が増すことではないか。あとは市長の
やる気だけ。今、真の行政の力、政治の力が問われていると思う。

やはりはじめにLRTありきでなく、100年単位での「持続可能なまちづくり」の観点から議論が必要かと
思う。公共交通のほか住宅問題、エネルギー、経済、雇用をパックし、エコで豊かな静岡を目指すべ
く皆が考えるべきである。市民参加協力に進めるために、勉強会を複数開き、住民の意見を広く取り
入れる機関（団体）をつくり、建築、エネルギーなど各分野のスペシャリストを住民側につける。こうし
て住民全体のモラル、専門知識習得を図れると考える。市民が行政や企業をあてにせず主体的に取
り組むことが大切である。しかし、現実には市民単独でできることは限られている。欧州では環境保
全の活動をする市民団体（NPO、協同組合）に資金援助する基金が各種存在する。また効果的で強
制力を伴うエコ促進の法律が整備されている。日本は経済界からの圧力もあり実現は難しいと思う
が、新たな法律づくりを勇敢に進める政治家を選ぶことも、市民の責任にかかってくる。

5



財源・財政・コスト・費用対効果について

【賛成】

ＬＲＴはシンボルでしかない。これによる街づくり、街の改造、ひいては市民の意識改革が本来の目
的であると思う。反対意見は何をするにおいてもあるだろうし、100％を賛成にさせるのは不可能で
す。（今日の聴衆にもいました）多少の思い切りが必要な時もあると思うが、強いリーダーシップをもっ
て計画を進めて欲しい。税の投入にしてもしっかりと説明し、大多数を納得させる必要もあるし、赤字
を受け入れることも必要。頑張ってほしい。

必要なところにこそ税金を投入すべき。ＬＲＴはその必要十分条件を備えている。早期導入実現を希
望する。

運行自体の採算性はあまり考えなくてよいのでは。このスタイルへ移行するためのコストだと考えれ
ば致し方ないのではと思う。つまり、黒字、赤字を論ずるまでもなく、まずはやるべきなのだと思う。

LRTを導入することは、静岡市のまちづくりの顔になるので導入できるとよい。ただしLRTの導入が全
てではなくそれがスタートであることを認識すべき。（LRTを導入すれば全てうまくいくと思わない方が
よい）　LRTそのものの採算はよくないと思う（ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙでも切符収入は23％）ので交通税か自治体
の補填も考えなければならないが、市や経済界、市民のその覚悟が求められると思う。ヴァンソンさ
んの講演でｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙのトラムの運行主体はどこかをきいてみたいと思う。（静岡市のLRTは上下分
離でいくのか）

【反対】

このような財政状況の中では不要。導入しても効果がうすい。清水には乗る人がいない（少ない）の
で尚更不要。清水にお金をかけすぎ。

長でも３ｋｍ弱のルートに現財政状況で多額の税金を投入する必要があるのか疑問である。

もっと他のところへお金をかけるべきである。今は必要性はなし。

費用対効果が不明。LRTで静岡を第２の姫路にしないで下さい。

LRTを利用したまちづくりには、P&Rの整備が不可欠のようだが、静岡都心及び清水都心においてど
こにどのようなものを作るのか。LRTを作らずとも道路の再配分は可能では。LRTの導入によるまち
づくりの成功したヨーロッパの都市の事例は確かに魅力的だが、街全体が遺産の様なヨーロッパの
都市と静岡市は全く違うのでそのまま参考にすることはできない。清水では、需要がほとんどないよ
うだし、静岡でもたかだか新静岡ー七間町間の１ｋｍがLRTを利用できるというだけで多額の税金を
投入する価値があるとは思えない。おそらく赤字になるであろうから、税金をかなり投入して運用して
いくことになるはず。その点を市民にしっかりと説明して、市民の意見を聞かなければならないと思
う。想定ルートをみると「２都心・１副都心の交流の活性化」につながると思えない。自動車の交通量
のコントロールのため、「郊外に車を停めて」都心へ来てもらうのが重要だが、想定ルートをみると本
当に都心部しか通っていないので、あまり意味はないように思える。

【どちらでもない】

市民の税金を投じて、市街地に行くのに車利用を諦めさせるためには、新たな公共交通システムが
車利用に比べてより速く、より快適に従前よりも改善されたものでなければならないと思う。それと物
流へのインパクトも。日本ならではの高頻度配達（宅急便、ＣＶＳ）がなりたたなくなるが、その対策は
どうするのか。あと人々が減り、経済がすたれつつある中、財源をどう確保するのか。ＬＲＴはつくっ
た、でも税があがって生活が苦しくなった。市が破綻したでは元も子もなくなる。ＬＲＴができたからと
いって、郊外ＳＣとの競争に中心市街地がやられるようでは意味がないのでは。郊外ＳＣに客を奪わ
れて中心街がさびれる例もある。
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赤字経営は永久に続くか（ＬＲＴの時）。税金が上がると高齢化社会で困ると思う。既得権のあるとこ
ろにＬＲＴを導入させるのではなく、競争させてＬＲＴを建設させたり、車両を作らせたりすれば、赤字を
減らせるのではないか。ＬＲＴは静岡鉄道がつくるように聞こえた。車両抑制対策をしてバスを主な交
通にすれば大きな投資がいらない。成長していく社会なので一番よいものにしなくてもよいのでは。

ヨーロッパの街並みはすばらしいと思うし、ＬＲＴがうまく機能すれば理想的だと思う。しかし、今の市
の財政がひっ迫する中で例えば新規の道路整備をしないくらいの気持ちがなければ出来ないと思
う。福祉施策等を考えると現代に合っていないと思う。

ＬＲＴ（トラム）の採算性について確立できていないが、そのコストを税金で支援していくことに同意を
得られるか。市民の意識が高まらないと困難ではないかと感じた。

ＬＲＴだけでなく、公共交通機関や自転車を利用するという市民の共通認識がなければ赤字となる。
根本的に車の排除又は減らさなければならないが、中山間地対策が一番の課題となる。赤字採算路
線等の便数確保が必要。公共施設が大都市のように整備されていない中で予算配分や優先順位が
難しい。整備が終わる前に維持管理費が増加し続け圧迫してくる。

財源の確保について。バスサービスの向上のお願い。市民への十分な説明。関心がない人が多す
ぎると思う。

自動車抑制や観光などの全市的なビジョンにより財政担保があるのであれば導入してよいと思う。交
通手段の転換まで考えると３路線では到底足りないし、現在の経済状況では無理ではないか。税金
を増やすのはやめて欲しい。

LRTは新たな投資も必要であり、コスト面で負担が増すことになりメリットがないと思います。
財政状況にあったシステム導入を検討していくことが大切であると思います。
なぜ、LRTなのか。今あるバスの活用でBRT（連節バス）ではなぜいけないのか。を明確に投資の妥
当性や物流・流通事業への配慮などについても説明が必要でないか。
市の顔としてLRTを入れるというのはいいと思うが、富山市との違いを理解した上で、静岡市のスタイ
ルの確立が重要であると感じました。

田辺市長が市長になる前から言っていた新交通システムの財源、収益を確保するにはどうするの
か。防災面でどう考えるのか⇒大震災時のLRT・・？

採算性についての検討はどのようになっているのか。自転車道路の整備についてはどの考えている
のか。市役所関係者以外の一般市民に対しての関心度をどのように高めようと考えているのか。自
動車所有者の利便性に近づけるために今後なすべきことを早く具体化のこと。ヴァンソンさんの述べ
られたｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙの街の対応にどこまでどういう方法で近づけるのか。あまりにも実用化までには課
題が多すぎる。具体化は危惧される。

費用対効果を明確にし、市民に全てオープンにして理解を得るようにして欲しい。

高齢社会での税の使途について社会福祉の問題、介護教育への税の使途についても同時に議論し
て財源が確保できるのであればOK。優先順位についての他の選択肢も議論すべき。静岡のまちづく
りを全般で考えるべき。LRTありきで税の使途はいかがか。

市民全員から交通税（仮称）を徴収し、LRT等公共交通を導入・維持に使用できる制度を確立しない
と導入はできない。LRT等公共交通の利用できない市民に対する理解やその人たちの移動に対する
助成等が必要である。市が人の移動についてどの様な考えをもっているか公表すべきである。市民
１人当たりどの様な費用を負担しているか公表すべきである。そのことにより、市の政策が理解でき
るようになる。市長は 後までシンポジウムに居るべきであると感じた。
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バス・電車・自転車との連携や駐車場施策について
【賛成】

以前、静岡市に住んでいたが周辺都市と比べて、バス・鉄道・自転車の利用率は高いと感じた。
既に市民は公共交通に対する意識は高く、LRT導入が更に公共交通の利用向上につながることを期
待する。

市外、県外から利用する場合、パーク＆ライド方式が便利だと思う。

トラムの導入により美しいまちづくりができればよい。P&Rの確保ができればよい。バスの利便性向
上について。

葵区、駿河区、清水区の各案を別々のものとして示すのではなく、将来はいずれの案も実現を目指
すということと、加えて、静岡清水間もＬＲＴ化する（例えばバスとの共通料金など）ことを示した上で、
市民の意見を聴くようにしていただきたい。1.2㎞だけの上記いずれかの路線を実現させたらそれで
終わりという誤解を与えないように注意していただきたい。また静岡清水間はＪＲと静鉄以外にも北側
にもう一本必要と考えているが、もしそれを諦めるのであれば、車との連携をより図るようにしていた
だきたい。今のままでは清水のある地域から静岡へいくのに反対方向の清水駅へ行ってそこから静
岡駅まで行ってそこから○○分ということになるが、それより車で行った方が早くて安い（いずれも１/
３）。バス等と鉄道の役割分担を進めていただきたい。全てのバス（市街地の）がみなバスターミナル
に行くのではなく、走る地域によっては、ＬＲＴの駅まで行ってまた戻るという路線の方がよいのでは。
外国と違って山間地が多く、街の近くまでは車を使う他無い人が多いので、上手に共存を図っていた
だきたい。家族連れに便利なように工夫してもらいたい。自転車と組み合わせてつかえるように、ＬＲ
Ｔ車両の長さの法改正なども働き掛けていただきたい。外国と比べて社会保障が圧倒的に高い現実
を踏まえると、費用面からの反対意見が多いので、税金の使い方ということも併せて情報提供してい
ただきたい。戦後広まった利己主義が教育と自家車によって増幅されている現実なので、（国レベル
のはなしだが）交通規制を強める事も同時に行えるとよい。

今は駅北、駅南を通過するバス等（美和大谷）があるが、LRTを導入したらそういう路線はなくなるの
か（将来的に）。利便性が悪くなるような気がする。やる事としてはよいと思う。

【どちらでもない】

公共空間をどのようにLRTに割り当てるのか。中心部の駐車場の経営は。（公的なものもあるのに。）
LRTのすばらしさは理解できたが、なぜ静岡市に必要なのか全く分からなかった。

自動車の排除又は共存をどうするのか。中心市街地にある民間駐車場をどうするのか。

中心市街地と郊外、中山間地における交通の連携

高齢化社会では、車を運転出来ない人、持たない人が増えると思うので、公共交通が必要になる。
特に都心部では歩いて行動でき、安全・安心が 重要なので車は郊外に駐車し、ＬＲＴなどで移動出
来れば良いのではないか。燃料電池などの乗り物も良いのではないか。（バスの連結等）

JRが全く参加していない。自転車対策は。昭和30年代走っていた電車を廃止した理由説明なし。乗り
物・まちづくりに対する行政・住民のセンスのなさ。

何故静岡鉄道なのか。市営業バス、LRTの実現無いのか。市議が決定するので、議員の勉強不足。

公共交通の利便性について静岡のバス路線は全てにおいて街中心に組まれている。郊外型循環バ
スがあってもよいではないか。なお、利用度の問題もあるかもしれないが、バス代が高いと思う。
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LRTを導入したら地域活性化ができると安易に成るものではないと思う。必ずLRT導入に伴って活性
化策を実現して頂きたいと思う。そしてLRTを利用しやすいための目的地の存在とP&Rをしっかり作っ
ていただきたいと思う。

公共交通ネットワークづくりにあわせて、しずてつバス等乗り継ぎ、乗換えの料金制度の改善をされ
たい。バスルートの検討、改善など乗客増加策を講じているようには見えない（現在のバス会社）。バ
ス事業者の公共交通についての認識が低い（松山交通では車内アナウンス（停留所）も３～5カ国語
でやっている。

合意形成・意見交換・意識改革・議論・広報について

【賛成】

多くの市民のLRT導入についての希望、要望を盛り上げる必要がある。このような、シンポジウムや
市交通政策を数多く開催して、実現に向けて頑張ってほしい。私は以前、市交通政策委員（１期２年）
をやっていたのでLRT導入に関してよく理解している。市民の導入に関する共通認識形成が急務（山
本副市長の言う通り）。久保田先生の講演資料はよくまとめてあり、わかりやすく有益。

中心部のみでなく、将来は周辺住民も利用できるようトランジットモール等を何ヶ所か作り、市民の意
識を高くするための対策を考えてほしい。

導入するという計画はいい。市民などを理解させる同意させることは大変難しいのではないか。
気長な努力が必要であると思う。
市民へのLRTはまちづくりのツール一部の理解。
要はまちづくりについて、市民にもっと考えてもらってはどうか？

工事費等多額のお金がかかると思うが、LRTを導入することになると、これらを税金でやることになれ
ば市民の合意形成が必要とされると思うが、市長の決断を。

行政、市民、事業者、経済界が一体となって導入に向けた取り組みが重要。成功を祈る。

【どちらでもない】

LRTの効果については理解できたが、財政的な問題もあるので、福祉政策を低下させずにいかに市
民、企業に合意形成ができるかにかかっていると思う。

LRTの優位性を市民に訴えるべきである。LRTに懐疑的であった市議（複数）視察で現地（ヨーロッ
パ）で実際に利用してその効用、有用性を身体感覚で理解されたという事実があった。市民に対する
広報用に海外の豊富な画像資料で協力する用意がある。ヨーロッパ各国、オーストラリア、イスタン
ブール、香港、上海、アメリカなど。

導入決定は、70万市民の総意であることが絶対条件だと思う。賛成、反対を含めて、住民投票など
の大きな運動にしていく事が必要。一部の行政やマニアの議論にするのではなく、様々な年代の意
見を聴いて欲しい。人口が減る。財政は厳しくなる。こういう時代に求められる交通のあり方は何で
しょうか？かつて、東静岡新都市拠点整備事業という構想を打ち上げたものの、結果として、計画は
２転３転し、迷走した苦い苦い経験があります。２度同じ、過ちをしてほしくないと思います。今一度、
市民１人１人に問いかけていってほしいと思います。「静岡市に相応しい公共交通の姿やあり方」とは
何か。まず、「LRTありきでなく」多様で自由活発な意見交換を年数がかかっても、今後も続けていくこ
とが必要だと思います。
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LRTの有効性（様々な効果）が期待できるが、公共交通の果たす役割、あるべき姿をしっかり議論す
べき。その先の選択肢のひとつとして十分に可能性があると思う。（酔っ払いにとって必要）

本日の講演やパネルディスカッションの様なものを多くの市民に発信できれば、LRTも実現するので
はないかと感じた。

前回のシンポジウムで久保田先生から理解を得るための広報に取り組む（例：緊急雇用で人をつけ
る）必要性の指摘があった。今回もヴァンソンさんからｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙの経験を踏まえ静岡での合意形成
に広報に手をかけることの重要性の指摘があった。副市長からは「理解する」旨の発言はあるが、
「取り組む」との言葉がなく、現実の問題として、前回以降なんら取り組みがない。「協議会」より前
に、まず市民に問題の所在に理解を得る取り組みに着手してほしい。その上でLRTなのか、別の手
段になるのかは別として、まちづくりの方針を市民共有（手段上ではなく、意識レベルで）のものとして
いただきたい。

フランスのコンセルタシオンの話しがでていたが、都市計画の「各論反対」のレベルで、市民の意見を
取り込み、反映させる努力が必要になるように思う。ただしそもそも「総論賛成」のレベルで合意がで
きていなければ話しにならないことで、静岡市としては、きちんと都市の問題の「解決」のためにLRT
をはじめとする一連の公共交通政策が必要で、税金を投入してでも事業を進めなければならないこと
をもっともっと説明していくべきであると思う。

静岡市といっても中心部もあれば郊外（周辺部）もある。市全体の市民の意見の合意形成ができるだ
ろうか。疑問（不安）が残る。少数民族に対しても配慮が必要と思う。例えば、買い物バスの運行、デ
マンドバスの導入、移動スーパー等、歩いて10分以内の医療施設（内科と歯科）の配置、外科、皮膚
科、眼科はタクシーで５分、1メーター以内　このような意見とLRT導入が同時に語られる事を望む。

今でも市の中心の歩行者天国で自転車が走っている。また学生の朝の通学時、走行のモラル低下
がある。車道に自転車道を作っても歩行者が安心して歩行できる様学校教育もしっかり教育してもら
いたい。静岡市内（旧静岡市）の道路幅は狭い。一番の問題。パネルディスカッションはもっと実の有
る話しをしてもらいたい。（一人一人の話しが長い）

じっくりと丁寧に合意形成をはかり、 終的には選挙の争点として市長選で決めるといったプロセス
が大事だと感じた。

公共交通とは何か。LRTの議論の前にそちらを議論すべき。一部の市民のLRTの声におされて実施
する事より、市民全体の声を聞くべきではないか。路面電車を入れるだけでは何にもならない。他都
市（世界的に）全て赤字である事を認識すると、市民は納得しないのではないか。もっとコストがかか
らない方法の検討と、市民全体が喜ぶルート（ほんの一部しか走らせない現在のルート案の再検討）
の作成が必要。

絵姿が見えない状況では、ＬＲＴの導入はよく分からないという答えになってしまう。一般市民として
は、必要性がないと感じるが、交通体系、街づくりの抜本的な解決策の柱になるということであれば、
賛成になると思う。（そのあたりの周知は必要）

LRTとバスやLRT以外の新交通の違いについて
【反対】

LRT導入に反対。なぜバスでは駄目なのか。コスト高：税金。乗換えの多さ、バリアフリーではない。
利用エリアが限られる。本数が少なくなる。富山、高岡でも車がメイン。規制では受入れなれない。燃
料バス、無料バス（コマーシャルバス、タックスバス）の方がよい。導入理由がシンボル性？トラムで
なくてもできる。パーク＆ライド+バスで十分。
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郊外店は購入の利便性はあり、駐車場も広くあえてLRTへの投資導入は反対。現在のディーゼルバ
スを電気バス（蓄電池）に変えてやればLRTを導入する理由がない。フランスに比べて線路延長が短
く、採算がとれるか。

本日の講師の２人はLRT以外の新交通システムを知っているのか。他の未来型新交通システムを研
究しないのか。静鉄の老朽化した車両の入れ替えのためにLRTを導入するのではないか。新公共交
通導入には賛成であるが、LRTはやめるべきである。軌道型新交通はフレキシブなルート設定はで
きない。P&R、B&Rでの乗換えは不便である。市長が変わったのだから、公共交通研究者も変えるべ
き。

【どちらでもない】

現状のバスとの違いが良く分からない。バス路線の整備をすれば、新交通導入の必要はないように
感じる。

LRTとバスの違いについて、もう少し議論し、整理した方がよいと感じた。おそらくバスの方が安価で
あると思うし、バスのデザインに配慮すれば景観と合致すると思うから。一般車両を締め出し、LRTの
走行スペースにバスを走らせる。軌道整備より安価。バスと自転車が同じスペースを走行することも
できるかもしれない。運賃収入がペイでない場合の収入源についてどこから徴収するのか。例えば
商店街（受益者）から収入するなど検討が必要。

自動車の流入抑制は賛成だが、LRTにしなければならない理由が分からない。低床バスでもよいの
ではないか。

資本主義でやってほしい。賑わいが生まれるのであれば、税金不要。税金は資本主義のできない所
に使用。バスできめ細やかなネットワークを。なぜバスでは駄目なのか。いつもんぼやけた答えばか
り。税金を投入するのなら、街中大型駐車場の整備、商店街への道路は狭く車両流入を抑制。静岡
市街超大型ショッピングモール化。そもそも何が現状問題なのか。今のままでは駄目なのか。

物心ついたころ、当時まだあった路面電車（清水市内線）を利用したことがあった。道路混雑と七夕豪
雨の合わせ技で廃止されてしまったのが残念でならない。その後、国鉄清水港線も廃止されました。
これはあまり機能していなかったけれど、これも残念であった。よくよく考えてみると、この２つの路線
は別々のものだったのでこんなことになったのではないでしょうか。この２つの路線の一部と、現存す
る静鉄電車を結ぶLRTができれば、かなり便利になると思う。昔と違い、エスパルスドリームプラザも
あるし、静岡中心部から日の出地区へ直通できるのならば、使ってみようという人も多いかもしれな
い。直通というのは魅力。しかし静鉄電車の高床ホームとLRTの低床ホームが問題になってくるのは
避けられない。直通運転にたちはだかる障害である。私はLRTではなくDMVを考えてもよいのではと
思う。車両にコストがかかるだろうが、高床ホームと低床ホームを直通できるものがつくれるはず。線
路の敷設が逆に不用になる。路線設定もフレキシブになる。コスト面の目処がつくなら折戸や三保、
逆に横砂や庵原も考えられるのでは。DMVなら清水橋を経由できるのだから。LRTにしてもDMVにし
ても実現までにかなり研究の時間が必要だと思う。一つの考えとしてDMVも検討していただけたらと
いうのが、私の考えです。

その他

【賛成】

商店街と連携してLRT利用者には割引クーポン等の付与を検討できたらよい。

大変関心をもった。静岡市にぜひＬＲＴを導入したらと思う。導入すれば静岡市の街もかわる。

是非導入してほしい。

静岡市にLRTが開業するのを楽しみにしている。

ぜひ、LRTを導入して下さい。

LRT導入に大いに賛成です。私は東京の世田谷から来ましたが、世田谷よりもはるかに交通につい
ての政策が進んでいることに驚きました。富山に続く、第２の交通まちづくりの先進都市になって頂き
たいと思います。
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ぜひ実現を。

富山に負けぬように頑張って下さい。

導入を願う。

導入に賛成。

早期実現に向けた具体的施策を望む。

是非頑張って実現させてほしい。

早期実現を願う。

賛成。静岡鉄道との協力は必須だが、LRTには静鉄カラー（静鉄らしさ）は出さないでほしい。

いつまで足踏みしているのでしょうか。検討ばかりで前へ進まない。早くやらないと中心商店街もなく
なってしまう。街がこわれてしまう。わかりやすくさらっとやりましょう。

静岡市は政令指定都市という都市として、JR静岡駅からまち中にいくのにバス、タクシーしか手段が
なく大変不便を感じている。清水も同様です。
私鉄の静鉄ともに離れすぎているので早期に導入して欲しい。

【どちらでもない】

ＰＰＰ
※

方式の利用を推奨する。

※パブリック・プライベート・パートナーシップ（Public Private Partnership）の頭文字で、国や地方自治
体が提供してきた公共サービスに民間の資金や技術、ノウハウを取り入れることを指す。

何年か前に静岡経済研究所の論文で「都市ロイヤルシティ」という考え方を読んだ。様々な要因が都
市の魅力にどう結びつくかを定量的に分析していたので、LRTに関しても分析して都市の魅力にどれ
だけ貢献するかを調べて欲しい。

LRTを導入してもよいかも。

まずはパーソントリップ。

静岡の顔となるデザインが大切。

利用者として専用レーン運行で速く安くなるなら是非実行してほしい。
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