
 

皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところ、こんなに多くの方にお集まりいた

だいて、大変光栄です。 

また、今日、私にお話しする機会を与えていただきました田辺市長をはじめとい

たしまして、市役所の皆さま方、どうもありがとうございました。 

それでは時間も短いことですので、早速本題に移りたいと思います。 

皆さんの中に、フランスでＬＲＴ、トラムに乗られた方、いらっしゃいますか。

はい。その中で、ストラスブールに行かれた方。はい。 

今日はストラスブールを中心にお話をさせていただきますが、皆さん、フランス

と申しますと、どうしてもファッションだとかアートだとか、そういったイメージ

を持たれている方が多いと思います。でも実はフランスは、ボーイングと同じよう

なエアバス、日本の新幹線と同じようなＴＧＶ、そして商業人工衛星も 30 以上飛

ばしております。電力の 80％は原子力発電所で供給されるという、一大ハイテク

技術立国でもあります。 

国民総生産高から見ましても、アメリカ、中国、日本、ドイツに次いで、実はフ

ランスは第 5 位です。 

そのフランスが、今、世界中の都市交通計画課の方、あるいはまちづくり計画の

方から大きな脚光を浴びています。なぜかと申しますと、地方都市 29 にトラムが

通っている。ＬＲＴと呼ばれる次世代型、新型路面電車が通っています。 

実はフランスでは、かつて 100 以上の都市で路面電車が通っておりました。と

ころが日本と同じで、やはり車時代に入りまして、1950年から70年代の間には、

ほとんどの路面電車がなくなりまして、全て路面電車の軌道線路が道路に整備され

ました。日本も同じ経過をたどりましたが、1970 年代には、フランスには３つの

路面電車しか残っておりません。日本では、今現在、18 の都市に残っていると思

います。 

こちらの写真は、高知県の路面電車です。 

実は私、今ご紹介いただきましたように、30 年間フランスに住んでおりました

が、その 30 年の間、まさに中心都市から車を少しずつ、少しずつ排除して、道路

空間を市民の皆さんにお返ししてきた、歩いて楽しいまちづくりをしてきた、その

30 年間だったんです。 

そのフランスの地方都市の移り変わり、変貌のプロセスを実際に生活者の視点か

ら見てまいりました。今日はそのお話を皆さまにご紹介したいと思います。 

そしてここでちょっと言葉の交通整理をさせていただきたいんですが、今日は専

門家の方も多いと思いますので、失礼かと思いますが、路面電車というのは、従来
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のちんちん電車。例えばマルセイユで、2003 年までこういう路面電車が通ってい

ました。これが路面電車だと思います。 

ＬＲＴというのは、元々英語の Light Rail Transit、いわゆる軽量軌道輸送、こ

の頭をとって、日本ではＬＲＴと呼んでいます。 

日本語では次世代型路面電車と訳されていますが、フランスおよびドイツなどヨ

ーロッパでは、ＬＲＴという表現は一切使いません。単純にトラムと言っています。

ですから私も今日はトラムという言葉でご紹介させていただきたいと思います。 

じゃあ、この路面電車とＬＲＴと、どう違うかということなんですが、これがス

トラスブールの車両なのですが、超低床車両。非常に乗り降りが簡単で、ドアが両

横に一度に大きく開きまして、改札がないので、利用客の乗り降りに要する時間を

非常に短くすることに成功しております。 

そして、この写真を見てください。トラムの窓にまちの風景が映っています。そ

してトラムは当然、窓からもまちが見えます。トラム自体が、まちの景観と一体化

しています。まちのシンボルとなるトラム。これが新型路面電車といわれるもので

す。 

そしてこういう超低床車両だけであるならば、広島市だって走っているわけです。

じゃあ、そのトラムとＬＲＴとどう違うのか。ＬＲＴというのは、この超低床車両

を走らせるだけではなくて、トータル的な交通システムができていることを指しま

す。例えばバスとの結節点がすぐれている。整合性がある。あるいは車で来られた

方も、車をうまく簡単に駐車して、そしてトラムに乗ることができる、いわゆるそ

ういう公共交通全体のシステムを整えたものをＬＲＴというふうに日本の先生方

はお呼びになっているかと思います。 

では、今フランスで、この地図で見ていただきますと、これだけの都市でトラム

が通っていまして、そして実は、今私がこの話をしています、つい先週の土曜日、

日曜日にも、マスタードで有名なこのディジョンで、やはりトラムが開通しました。 

今既に 13 の新しい都市でもトラムの導入を検討しています。人口で申しまして

も、経済圏人口で 70 万、80 万都市もありますが、普通、40 万前後の都市、下

手すれば 20 万以下の都市でもトラムを導入しています。 

どういうことになったかと申しますと、トラムがそれぞれフランスの地方都市の

顔になりました。フランスの人は、このトラムの写真を見れば、「あ、これはニー

スのトラム」「あ、これはパリのトラム」ということが分かります。それぞれのま

ちが、地方都市が、自分たちのまちのカラー、風土に合ったトラムを選んできまし

た。 

今日お話しさせていただきますストラスブール市のトラムなのですが、経済圏人

口が 47 万人、静岡市の人口が 71 万人ですから、規模的には静岡の半分なのです

が、これだけ 29 の都市でトラムが入っているフランスの地方都市で、なぜストラ

スブールが群を抜いて有名なのかという理由は、ストラスブールは交通手段の解決

策としてトラムを導入しただけではなくて、まちづくりのツールとして、うまく利



用してきました。そして非常にすぐれた、歩いて楽しいまちづくりへの変遷のプロ

セスに大成功した、中心街の活性化に非常に効果をあげたということで、今日はこ

のストラスブールのお話をさせていただきたいと思います。 

そして 1994 年にストラスブール市は、今ここで見ていただいております車両

を入れたわけなのですが、全車両が低床車両、バリアフリーの車両である。これは

世界でこの 1994 年のストラスブールが初めてでした。 

では、ストラスブールってどんなところでしょう。今、行ったことがあるという

方、かなりいらっしゃいましたが、ここはざっと早くいきたいと思います。 

パリから 500 キロメートルほど東にありまして、ドイツの国境に近い、自転車

で 10 分ぐらいでライン川に行けるのですが、ライン川を渡りますとドイツです。 

そして、首都のパリに行くよりは、例えばドイツのフランクフルトであるとか、

スイスのチューリッヒに行くほうが近い、ヨーロッパの中心だとストラスブールの

方は言っています。 

実際に、ＥＵ連合の議会機能にあたります国会がありますので、非常に国際的な

雰囲気を持っておりますし、パリ大学に次いで学生が多いストラスブール大学もご

ざいます。 

そしてこれがストラスブール市の中心なのですが、ちょうどこの東西、端から端

まで歩いて 30 分ぐらい。ユネスコ遺産の、こういった古い建物がたくさん残って

おりまして、その中でも有名なのが、この大聖堂なのですが、皆さん、この大聖堂

の周りを見てください。全く車が走っていません。昔は当然、車がたくさん走って

おりました。これは大聖堂の下の拡大図です。全て歩行者専用空間になっています。 

実は、先ほど見ていただいた、このまちの中心図なのですが、これがちょうどこ

ちらの地図になります。この緑のところが全て歩行者専用空間です。優先道路では

ありません。歩行者しか入れない。そしてこの紫の線とこちらの横の線がトラムで

す。 

なぜこういうまちづくりができたのか。ストラスブールの歴史を簡単にご紹介し

ます。ストラスブールでは、実は明治時代から路面電車が走っていまして、戦前に

はなんと 80 キロ以上の路面電車の軌道線路がありました。ここをよく見ておいて

ください。全く同じ場所が 1980 年代には、当然、車に取って代わられてしまい

ました。 

実はストラスブールでは、車の渋滞による弊害が既に 1970 年代の後半から問

題になっておりまして、1980 年代に入りますと、既に市会議員、そして交通政策

課の方、専門家たちの間で、公共交通の再導入という政策が審議されておりました。 

1989 年に市長選挙がありまして、交通渋滞の解決案として、トラムを導入する

ことをマニフェストとして挙げた市長さんと、地下鉄を導入することを主張した市

長さんの一騎打ちになりまして、トラムを導入することを公約に挙げた市長が当選

しました。その 2 年後には導入計画を決定いたしまして、これは全く同じどおりな

のですが、市長選挙が終わってから 5 年後の 1994 年には、既にこういった 9.8



キロメートルのトラムの専用軌道の工事を完成させ、開通させました。 

たった５年間で合意形成から基礎工事、開通までやり遂げたのですから、とって

もすごいスピードなんですが、実はこれ、市長選挙が始まる前に、既に今日、久保

田先生がご紹介されましたように、十分な路線の研究や技術的なフィージビリティ

のスタディ、調査が既にされていた。だからこそ市民の合意形成さえできれば、す

ぐに工事にかかることができたわけです。 

どういうふうにまちが変わったか、ざっと見ていただきます。 

これがまちの中心広場なんですが、日本だとこれだけのスペースがあれば車も通

していいんじゃないかという発想になると思いますが、こちら、完全な市民へ開放

された空間となりました。 

昔の、やはり車が止まっていたところがオープンカフェになり、そして市の中心

地にはトラムを通しまして、専用軌道は、ほとんど芝生軌道になっています。これ

は元々、音の吸引効果のために芝生を敷きましたが、非常に景観上、効果がよいと

いうことで、フランス中の地方都市のトラムに、この芝生軌道が、今普及しており

ます。 

植林にも力を入れまして、工事のために伐採しなければならなかった数以上の木

を必ず植えて、緑という環境づくりに非常に配慮いたしております。 

そしてこれが一番大事な点なのですが、道路空間の再配分。昔の車が止められて

いたところを開放して、市民の歩道にいたしまして、この両横にトラムの路線を通

しまして、さらに外側に自動車の車線を 1 車線ずつ残すと。 

静岡市役所の正面の青葉シンボルロード、昔は車があったそうですね。昨日、見

せていただいて、非常に木が大きくて素敵だなと思いましたが、同じようなことを

ストラスブールでも行ってきたわけです。 

そしてその結果、どういうふうになったか。今、2012 年の現在なのですが、こ

れがストラスブールの経済圏です。東西 15 キロメートル、南北 30 キロメートル、

中心人口が 26 万人。そしてこれだけのエリアの経済圏人口の人口が 47 万 5,000

人。このエリアの中に、今現在、トラムの専用軌道 38.6 キロメートル、赤の線で

す。緑はパーク・アンド・ライド。後でご説明します。トラムの駅数が 75、バス

サービスも 372 キロメートル、これだけのことを 1994 年から 2012 年、20 年

間かけて行いました。 

トラム導入のメリットはたくさんあります。交通問題の解消であるとか、今、久

保田先生のお話があったので、ここは省略しまして、具体的にはじゃあストラスブ

ールにどういう効果があったか。人口が毎年１％増えておりまして、経済圏の雇用

も過去 17 年間、8.8％増えた。 

トラムの第 1 線が通ったのが 1994 年、18 年前です。ですから、ちょうどト

ラムの路線が通ってから、今までずっと人口も雇用も増えてきたと。地方都市の活

性化ということに素晴らしく成功しています。 

そしてしかもその上に、ストラスブールは先進的な環境都市、文化的な都市とい



うイメージが定着しました。このエコシティの定義というのは、いろいろなパラメ

ーターがあると思いますが、やはりこの中には、公共交通の充実度というものも、

一つ大きな要素になるかと思います。 

では、ストラスブールに限らず、なぜフランスで競って、こんなにそれぞれの都

市がＬＲＴを導入したのか。これはフランスだけではなく、イタリアでもイギリス

でも東ヨーロッパでも、アメリカでも一緒です。世の中、世をあげて、今トラムの

時代になってきました。 

理由はいくつもありますが、まず交通問題の解消になるということ。そして交通

渋滞があるということは、当然、環境への配慮、都市がどんどん、どんどん、郊外

に広がってしまいますと、それだけグリーンのスペースがなくなります。ですから、

自然を保全するためにも、都市の無意味な郊外への拡大を抑えていくためにも、公

共交通を導入して、まちの機能を中心に集めていくというまちづくりが、これから

注目されると思います。それを「コンパクトシティ」という言い方で、静岡市でも

表現されています。 

また現在日本でも、交通弱者、あるいは買い物難民という言葉が使われています

が、いわゆる社会的弱者、全ての国民、住民に移動へのアクセスの機会を与える、

移動していただけるようにする、そういう福祉政策の一環としても、公共交通は応

えることができます。 

でもこれだけなら、皆さん、地下鉄でもいいんじゃないかと。ＢＲＴ、高度性能

バスでもいいんじゃないかと、当然、そういう質問が出ると思います。 

ここで４つ目の大切なファクターなのですが、まちの景観全体を見直す。道路空

間を再配分する。これはトラムで専用軌道を敷かないとできないんです。バスを通

しただけでは、やはりまちの車の動きは変えられない。道路の構成は変えられない。

トラムを通すことによって、今写真を見ていただいたように、ああいう緑にあふれ

たまちづくりをすることができる。この建物の右から左まで、建物と建物の間の地

表の表面の全ての再整備が可能になるのはトラムだという、そういう考え方が、フ

ランスおよびヨーロッパでは主流になってきました。ですから、みんな競ってトラ

ムを入れたわけです。できるだけ魅力ある交通制度を導入して、まちを活性化させ

なければいけない。そして活性化させると同時に、福祉だとか社会問題だとか環境

問題だとか、先生が今おっしゃった健康の問題、こういった全体的な問題に応える

ことができるツールがトラムというふうにヨーロッパでは考えられます。 

ではこれから具体的に、原理原則はすごく素晴らしいのですが、では実際にどう

やってストラスブールは、こんなまちづくりができたのか、総合的な交通政策につ

いてお話ししたいと思います。 

30 分、短いので、早口ですみません。大丈夫ですか。聞き取れますか。 

まずこの写真を見ていただきたいのですが、これ、芝生の専用軌道でトラムがと

ってもきれいなのですが、見てください。自動車もいっぱい止まっています。また

自動車の車線も確保しています。 



実は、ＬＲＴシステム、あるいは公共交通導入の成功の秘訣というのは、誤解が

ないように申し上げたいのですが、車との共存です。つまり、いかに市民の足、市

民のニーズ、利用の体系に沿った総合的な交通体系をつくることができるかという

のが、トラム導入の鍵になると思います。 

具体的に、これがストラスブール市がとりました交通迂回策です。皆さんに先ほ

どから見ていただいています中心図なのですが、これが中心の地図で、赤い道路が

迂回します環状道路、そして私たちの車は南から来た車は南しか抜けられません。

北から来た車は北にしか抜けられません。要するに、市内の通り抜けができない、

こういう迂回策をとりました。これは、私たち住民には大変パンチがききました。

こういう迂回策をとられますと、車に乗って都心に行かなくなります。でもやはり

雨が降った日だとかお体が悪い方、子どもさんがいる方、どうしても車で都心まで

行く必要があります。そういう方のためには、必ずこのループの突端に、巨大な地

下駐車場を設けまして、そこに車を止めていただく。 

ですから、決して車をないがしろにしているわけではない。でもできるだけ都心

には公共交通で行きましょう。でも車で来たい方も、十分来れますよという、そう

いう施策をとりました。そしてその結果、この緑のところを全て歩行者専用空間に

いたしました。これがトラム路線です。 

歩行者専用空間だけではありません。ストラスブールは、この全道路の 10％が、

制限速度 30 キロメートル以下という、これがその制限ゾーンの入り口のパネル、

これが出口の標識なのですが、こういった道路もたくさんあります。 

こちらのほうは、昨日、静岡市で見せていただいた、土日だけ歩行者専用空間に

されているということなのですが、この制限道路、これは土日だけではなくて、24

時間毎日です。歩行者優先空間も土曜日だけではありません。毎日です。でも、こ

んなにドラスティックな方法をとると、一体どうなるんだろうかと。 

ではちょっと小休止。皆さん、これどこか分かりますか。フランスの国旗がある

のでフランスなんですけれども。分かる方、いらっしゃいますか。市役所の方。実

は静岡市との姉妹都市、フランス、カンヌ市です。これはカンヌ市なのですが、ち

ょっとカンヌもやはり中心道路は、全て歩行者専用空間になっていまして、ちょっ

と面白かったのは、これはパーキングにあったポスターなんですけれども、パーキ

ングチケットを持っていましたら、パーキングから都心に行くまで、シャトルバス、

無料で乗れますよと。手をあげれば、街中のどこでも止まって、またパーキングま

で皆さんお連れしますと、そういうポスターなんですね。つまり、郊外のパーキン

グに車を止めても、結局、街中まで歩くのが大変だったから、次からやっぱり街中

は車で行こうということにならないように、できるだけ都心へ車で皆さん、流入し

ないように、トラムがなくっても、こういう方法をとっているわけです。 

ここでトラムの導入について一番大事な問題、駐車、パーキングです。パーク・

アンド・ライドというのは、日本でも非常に有名になってきました。パーク、車を

駐車して、そしてライド、ＬＲＴ、トラムに乗りましょうということなんですね。 



ストラスブールでは、こういったタイプのパーク・アンド・ライドが 8 カ所、そ

れぞれ 600 台から 800 台の収容車のスペースがありますが、これを見てくださ

い。ここが月極の非常に安い値段で押さえたパーキングなのですが、この道路を越

えますと、すぐにこちらがバスの停留所、こちらがトラムの停留所で、ここから 2

駅乗っただけで街に、都心に着くことができます。非常に便利です。 

それから必ずバスの乗り場とトラムの乗り場を結節させています。公共交通をう

まく乗り継げる、そういう整合性、結節点が保障されなければ、車の利便性という

のは捨てられません。これは広島電鉄の社長がおっしゃった言葉なのですが、「濡

らさない、待たせない、歩かせない」この三原則が保障されないと、なかなか車か

ら公共交通への乗り換えはない。そしてバスとの利便性を高めるということで、も

ちろん切符は全て共有切符です。 

今朝の新聞で、広島電鉄も料金統一というのが出ていましたが、やはりそういう、

あくまでも利用者の立場に立った乗りやすさということをストラスブールの場合

は追求してきました。 

駐車システムも統一されています。どこに行っても同じシステムです。 

それから、住んでいる方の便宜を図るために、都心に入る前に、各所にこういう

標識がありまして、今日は、例えばこちらのこの方向から行けます。この駐車場は

今 30 台まだスペースが残っています。もう駐車、満杯ですという、これがリアル

タイムで情報が出ます。これも昨日、私、静岡市で見せていただいたのですが、同

じようなシステムだと思うのですが、こういう車のユーザーにも、あくまでも便宜

を図ることによって、トラムを同時に進めてきた。 

そしてこれが駐車料金のポリシーなのですが、街の中に行くほど駐車料金を上げ

ています。つまり、都心に車で行くと損ですよと。行けますけれども大変ですよと

いうメッセージですね。 

じゃあ次に、では住んでいる人はどうなるんだと。フランスの場合、この都心に

住んでいる方はたくさんいらっしゃいます。その方が路上駐車できないと困ります

ので、都心を 10 のゾーンに分けまして、例えば私がこの 1 のゾーンに住んでいる

とします。そうしますと、市役所の交通政策課に行きまして、「私は 1 のゾーンに

住んでいる」という、こういうワッペン、レジデントカードをもらいまして、これ

を車のフロントガラスに貼ります。これを貼っていますと、ゾーンの 1 のところに

は自由にどれだけ路上駐車をしてもいいと。 

ですから、こういうきめ細かい対策をとって、住んでいる方への配慮もしていま

す。 

では、タクシーだとか社会サービス車はどうするのか。救急車、警察、これは浮

沈式ボラードというのがフランスでは普及しておりまして、こちらにカードリーダ

ーがあります。このカードリーダーに特殊なカードを当てますと、このボラードが

するするするっと地下に下がります。 

例えば商業区域。商店の搬入・搬出はどうするのか。実はストラスブールは、商



店は、朝の 10 時半までと夜の７時以降は、歩行者天国にも入れます。その時間帯

には、このボラード、これがカードリーダーです。実はこのボラードをずっと落と

しています。そうすることによって、商店へのご迷惑がかからないようにという対

策をとっています。身体障害者の配慮なども、もちろんされていますし、いろいろ

な工夫がされています。今まで私がお話ししたことは技術的なことなので、日本で

も実行するには全然問題がないと思います。 

一番フランス的なのは、このデザイン。私、フランスではトラムがそれぞれの地

方都市の顔になった、シンボルになったと申しましたが、このトータルデザインで

す。たかが電停ではないんです。されど電停。電停の色、形、街灯、線路の色、そ

ういうものを全てトータルにデザインして、ストラスブールとしてのまちのカラー

を、イメージを全面に出してきました。 

そしてこれは電停なんですけれども、こちら電停で、こちらにトラムが走るんで

すが、こういう遊び心のあるアートを設置したりして、まちのシンボルとなるトラ

ムをまち一体でつくってきたということです。 

そして、トラムだけではなくて、自転車、実はストラスブールは、フランスで最

長の 570 キロメートルの自転車専用道路があります。もちろん、トラムに簡単に、

ラッシュアワー以外なら簡単に自転車が乗りますし、駐輪場もレンタルサイクルシ

ョップが充実している。そしてカーシェアリングというシステムも、実はストラス

ブールはフランスで一番最初に導入したまちです。会員制レンタカーシステム。つ

まり公共交通があるのはいいけれども、やはり車が必要なときがあります。そうい

うときには、このレンタカー、カーシェアリングで車を使いましょうというシステ

ムです。 

今までは、ここまでは皆さんに技術的なバックグラウンドを見ていただきました。

これからこういったまちづくりを可能にした社会的な背景と、人的なヒューマンフ

ァクターのほうを簡単に見ていきたいと思います。 

その前に、ざっとちょっと数字の比較なのですが、静岡市は人口 71 万 5,000

人で、それに対応するところ、フランスのワインで有名なボルドー市、ここが人口

75万人で、43.7キロメートルの路線距離がありまして、1日の利用者が17万人。

ニースも、つい３年前に 8.7 キロメートルを通しまして、経済圏が 88 万人、なん

と１日に 13 万人も乗っています。 

予算の面から見ましても、今私がお伝えいたしますストラスブール都市共同体、

経済人口が 47 万人で、路線距離が 38.6 キロメートルと申しました。年間予算が

900 億円で、この 3 分の 1 が、大体都市計画および都市交通計画に費やされてい

ます。 

ですから、静岡市の年間予算 2,786 億円を見ますと、決して不可能ではないと

思います。 

ただ、日本からストラスブールに視察に来られる方からの一番多いご質問はこれ

なんです。切符収入が 23％しかない。運営コストは赤字なんです。あとは自治体



からの補填と交通税で、いわゆる税金で補填しています。 

まず交通税とは何か。これは自治体が課税することができる自治体の財源なので

すが、一般企業に課税されます。ただし、公共交通の敷設と運営にしか使われませ

ん。 

次に、1982 年にフランスでは交通基本法というものが設定されまして、その中

に、交通に関する権利というものが保証されました。非常に簡単に申しますと、一

人一人の住民が、簡単に、そして安く、安全に移動できる権利を社会的な基本権と

して認めました。そしてその基本的な社会権が実現できるような都市交通政策、ま

ちづくりを、国が憲法で、それぞれの地方自治体に義務付けたわけです。地方自治

体はそういうまちづくりの都市交通案を策定する義務があるわけです。これが大き

な背景だと言うことができます。 

時間がないので駆け足で申し訳ないのですが、そういう社会的な背景の次に、市

民である皆さんがどういうふうにして受け入れてきたか。 

実は 2009 年にストラスブールで大掛かりな世帯調査がありました。そのとき

に、何と初めて都心の都市交通、車の利用が半分を切りました。46％。公共交通

が、見てください。33％です。すごいですね。もう本当にトラムが市民の足にな

ってきました。 

これは先ほど久保田先生からもお話があったところなんですが、静岡市でも皆さ

ん、優先バスのレーンの実験をされまして、皆さん、ほとんど優先バスレーンを支

持されていると。つまり、今日ここにいらしている方は皆さん非常に意識が高い方

が多いと思いますので、とっても社会的なコンセンサスとして、公共交通を導入す

ることは必要だということは、皆さんお考えになっていると思います。けれども、

もっと同じコンセンサス、意識をより不特定多数の多くの市民の方たちと共有する

ためには、より一層の情報提供と広報活動が必要です。 

ストラスブールでは、こういう路面の想定路線のイメージ想定路線図、そして断

面図、こういったものを一軒一軒の、一戸一戸の家の郵便箱に入れています。そう

することによって合意形成を図っています。 

合意形成の話は、もうそれだけで 1 時間以上かかりますので、同じく市民の反応

として、商店街のお話をしたいと思います。というのは、一番トラムの導入に際し

て反対されるのは商店街なんです。ストラスブールで具体的にとりました方策は、

工事をしている間の売上高、年商高と、工事が始まる前年の年商高の差額を工事中

のご迷惑料として市役所が補填いたしました。賠償しました。 

つまり、具体的な差額のみを賠償することによって、トラムの導入派、導入反対

派という政治の駆け引きに使われることを避けてきたわけです。この方法は 20 年

前から今に至るまで、ずっと同じ方法がとられています。 

そして、ストラスブールでは、実はフランスの中では、商店街、トラムが通りま

した商店主のアンケートをとりました唯一のまちで、非常に面白いアンケート結果

が残っておりますが、商店の方は皆さん、結局まちのイメージの向上に役立ったと。



トラムは中心街に多くの客を運搬してきているし、そうして駐車の時間を気にしな

くていいということで、非常にお客さんの行動様式、ショッピング行動が変わって

きたと、そういう答えが出ております。 

そして反対の大きな理由であった搬出・搬入。これは例のボラードシステムのお

かげで、それほどハンディキャップにはならなかったということ。 

そして日本からいらっしゃる先生方は、よく定量化された数値をお求めになりま

す。実際にトラムが入って環境効果どうだったか。土地の地価がどういうふうに変

遷したか。商業の移り変わりというふうなご質問をされるのですが、トラムは今も

う通ってしまったわけですから、通らなかったことを想定しての比較調査というの

ができません。数字で定量化することはできない。トラムが通らなくても 20 年た

てばフランスの経済構造は変わっていますから、同じような進歩が見られたかもし

れない。 

ですから、お答えとしては、トラムの経済効果というのは、今、結果としてフラ

ンスの地方都市にシャッター通りが全然ない。これを結果として見ていただきたい。 

ストラスブールに関して申しますと、ストラスブールというのは、冬はマイナス

５度、10 度で寒い暗いところなんですね。ところが、このトラムによってクリス

マスマーケットに行こうという、こういう観光戦略を 10 年ぐらい前から立てまし

て、今では人口 26 万人の都市に 200 万人の観光客が訪れる、それぐらいトラム

というのは、観光効果にも貢献することができます。 

これが皆さん、今日、久保田先生に見せていただいた図なんですが、ここが 1.5

キロメートル、2.5 キロメートル、2 キロメートル、この間が 11 キロメートル。

これは非常にトラムの路線をイメージしていただくのに、ぴったりな地図だと思う

のですが、こういった非常に渋滞が激しいところに通すのも一つのたぶん案でしょ

うし、また、川口先生がつくられた非常に素敵なヨーロッパ的な通りだと思ったの

ですが、こういったところにトラムが通るのも、また素敵だと。そういういろいろ

なイメージトレーニングを皆さんにしていただければと思います。 

そして結論なんですが、これは宇都宮先生の表現なんですけれども、日本は技術

大国、鉄道立国ですから、技術的な解決法というのは、皆さん必ず見つけられると

思います。一番大切なのは、どんなまちをつくりたいか。将来、清水市、静岡市を

どういうまちにしたいのかという、その全体的な、大局的なアイデアというものを

持っていただかないと、末節的に、技術的な局面から解決策を見つけても、なかな

か計画は進まないということです。 

ですから、今現在、皆さんがいらっしゃる計画策定の段階で、福祉だとか環境だ

とか、いろいろなパラメーターを掛け合わせた、そういうまちづくりをしていただ

きたい。残念。もう市長さんはお帰りになりましたが、そこで一番大事なのは、や

はりリーダーシップを発揮される市長さん。どういうまちをつくりたいのかという、

そのイメージを持たれて、そして政権が万が一交代しても、同じ都市計画を進める

ことができるマスタープランを作らなければいけません。 



ストラスブールも、この 20 年の間に政権が左、右、左と代わってきました。に

もかかわらず、一貫してまちづくりが進んできたのは、15 年先、20 年先を見つ

めたマスター計画が当時からありました。ですからそういう計画を行政の方が作ら

なければいけない。でも行政の方で全てはできません。専門性の高いスタッフを起

用して、そういった組織、トラム軍団をつくっていかなければならない。 

最後に皆さんと私たち市民なんですけれど、そういう将来のデザイン、グランド

デッサンを考えてくれる市会議員、市長さんを選ぶのは皆さんです。そして私たち

自身が、どういうまちにすれば、自分たちの子どもも戻ってきたいと思えるまちに

なるのか。自分はどういうふうにこのまちで生きたいのか、生きていきたいのかと

いう、そういうイメージトレーニングをしていただいて、積極的に市政に参加して

いただきたい。ストラスブールも市民がそういうふうにして、一体となってまちづ

くりをしてきました。 

今現在、車の走行規制をかけて、多少何年か不便でも、車の利便性をある程度あ

きらめて、次世代に譲れる。これを持続可能なまちづくりというんだと思いますが、

次世代への責任を果たせる、次の世代に譲って恥ずかしくないまちづくりをするた

め、そのために、今の私たちの世代が、どれぐらい犠牲を払うことができるか。国

にお願いする、県にお願いする、市にお願いするだけではなくて、私たち一人一人

の生活様式の見直しというのも大切になってくると思います。 

非常に駆け足でストラスブールのプロセスを見ていただきましたが、公共交通を

導入することによって、ヨーロッパの地方都市は、かつての中心都市のにぎわいが

戻ってきました。日本もこれから迎えます超高齢化社会、この社会に備えたまちづ

くり、これにＬＲＴなどを中心といたしました公共交通の導入が、きっと私は役に

立つことだと思っております。 

どうも最後までご清聴ありがとうございました。 


