
 
川口： 

パネルディスカッションを始めるに当たりまして、パネラーの皆さまから自己紹

介を兼ねまして、一言ずつお願いできますでしょうか。では、久保田先生から、こ

ちらからということで、お願いいたします。 

 

久保田： 

埼玉大学の久保田尚といいます。先ほどお話ししたようなことで、静岡市さんと

は、このＬＲＴの話もそうですし、あと自転車の関係とか交通政策、いろんなこと

でお世話になっております。あと、静岡県のほうの都市計画審議会とか、都市計画

のほうでもいろいろお邪魔して、実はこの静岡駅に参る頻度がなんでこんなに多い

んだろうというぐらい、よく静岡に参ります。静岡のことが大好きですので、今日、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川口： 

それでは、ヴァンソンさん、お願いします。 

 

ヴァンソン： 

昨日、静岡空港に着きまして、自転車道路が非常にきれいに整備されておりまし

た。町の中も見せていただきまして、緑が多く、非常に素敵なショップも多くて、

歩行者優先空間というのも設けられているようで、非常に進んだまちづくりをされ

ているなという印象を持ちました。とても素敵なところだと思います。時間があれ

ば、お堀の後ろの公園とかも行かせて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。それでは、酒井社長さん、お願いいたします。 

 

酒井： 

静岡鉄道の酒井でございます。今日は、本当は、ヴァンソンさんのさっきの話を

このまま継続したほうがいいのではないかと思っておりまして、非常に面白いお話
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で分かりやすかったものですから、特に後半、はしょってしまった部分の行政と市

民の関わりといいますか、合意形成といいますか、その部分についてはもうちょっ

とお話が聞きたかったなという気がしておりますが、そうも言っていられませんの

で、パネルディスカッションに参加したいと思っています。よろしくどうぞ。 

 

川口： 

よろしくお願いします。それでは、山本副市長さん、お願いいたします。 

 

山本： 

副市長の山本でございます。7 月から務めさせていただいております。私は、路

面電車の関わりということで、自己紹介に代えさせていただきますが、平成 17 年

ぐらいから少し鹿児島市役所に勤めておりました。そのときには鹿児島の市電とい

うのがありまして、鹿児島市電、路面電車ですが、市電を生かしたまちづくりとい

うような仕事に取り組ませていただいておりました。 

それから、もうずっと前、まだ学生のころの話ですが、大学時代京都に通ってお

りまして、京都の市電を使っておりました。使っていたのが、京都市電で最後まで

生き残っていた路線だったわけですが、大学在学中、3 年生のときだったと思いま

すが、ついに路線廃止ということで、京都から京都市電がなくなってしまったとい

うような時代で、大変残念に思ったことを覚えております。静岡市に参りまして、

またこういう路面電車、ＬＲＴの導入というような仕事がございまして、それに取

り組めるということは、大変やりがいのある仕事で、うれしく思っているところで

す。よろしくお願いいたします。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。私の自己紹介、ちょっと鼻声で申し訳ありませ

ん。実は昨日ノルウェーから帰ってまいりまして、私ごとですみませんけれども、

３週間行って、オスロ、トロンハイム、ベルゲンといたのですが、実はこちらと

15 度ぐらい違っていまして、昨日昼間まで私はセーターとコートを着ていまして、

成田に着いた途端に汗びっしょりになりまして、健康の管理が悪いと。酒井社長さ

んに「お前、年なんだから」と言われて、どちらも否定できないなと思いつつ、で

きるだけ皆さんに聞き障りのないように話させていただきたいと思います。 

 

それでは、パネルディスカッションに入るわけですが、入る前に、先ほど市長さ

んのあいさつもございましたが、ＬＲＴを中心に、現在の行政の状況というのを、

山本副市長さんのほうから説明をしていただいてから、パネルディスカッションに

入りたいと思いますので、山本副市長さん、お願いします。 

 

 



山本： 

それでは今、川口先生からお話しいただきましたように、昨年の末、研究会から

ご提言をいただきました。その後、今どうなっているのかということを、シンポジ

ウムに入る前に、意見交換に入る前に少しお話をさせていただきます。 

先ほど久保田先生から、研究会提言の内容についてはご紹介いただいたところで

ありますが、その中にありましたように、静岡都心、清水都心、両方ＬＲＴを導入

するための課題というものが洗い出されております。ルートも想定ルートとして示

されておりまして、そのルートにＬＲＴを導入するための課題は何だろうかという

ことが洗い出されております。 

その課題の解決ができるところから導入していくと。こういうふうに提言されて

いるところでありまして、市のほうでは、今そこで示されている課題の解決の案、

こんなふうにすれば解決できるのではなかろうかというような案作りを今やって

いるところでございます。まだ今日、今お示しできないわけでありますが、そうい

う作業をやっております。今後、その解決案を作って、各界、市民の皆さん、経済

界の皆さん、交通事業者の皆さん、そういった皆さん方のご理解を得ながら解決案

というものをつくっていくと。そういう中で想定しているルートの絞り込みといっ

たようなこともやっていきたいと考えているところでございます。従いまして、今、

様々な技術的な検討でありますとか、また各界のご理解を得ながら進めると申し上

げましたが、そういう議論をしていくための舞台づくり、協議会のようなものをつ

くるのか。そういったようなことも準備を進めているところでございます。 

今回は、静岡都心のほうで、このシンポジウムを開かせていただいております。

静岡地区で、そのＬＲＴを導入していくということについては、まず自動車の流入

交通量の抑制、そうして歩行者や自転車を優先するような交通まちづくりというこ

とが実施していけるのかどうかということが大きな課題になろうかと考えており

ます。そういう意味で、それをテーマにしたシンポジウムを今回開催させていただ

いて、いろいろなお話も聞いていただき、また意見交換などもしていきたいと考え

ているところでございます。今後、課題解決の案をつくり、それが皆さんにお示し

できるようになった段階で、また協議会の場でご議論いただくのか、ちょっとその

あたりは検討しないといけないわけでございますが、みんなが合意して、市民の皆

さん、経済界の皆さん、交通事業者の皆さん、それから行政としての市、みんなが

合意をして解決案に取り組んでいけるのかというところの取り組みに進めていき

たいと考えているところでございますので、今日はよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

史絵．： 

山本副市長、ありがとうございました。 

それではパネルディスカッションのほうに入りたいと思います。 

皆さま、受付の際に、こちらの封筒のほう、お渡しさせていただきましたが、こ



ちらの中に、このようなうちわが入っております。皆さまどうぞ、このうちわをお

手元にご準備ください。 

それでは早速ですが、質問のほうに入らせていただきます。 

第１問目、「公共交通の必要性」についての質問です。 

静岡市では、公共交通の利便性向上や利用促進として、駐輪・駐車場の整備、鉄

道施設のバリアフリー化、低床バスの導入やバス優先レーンの設置などに取り組ん

でいます。 

しかしながら、利用者は減少傾向であります。 

公共交通は、高齢者や自動車を利用できない人など誰もが移動できる手段の確保、

外出機会の創出による健康増進や環境対策など、その重要性が高まっています。 

皆さんは日常生活で公共交通がないと不便だと感じますか。 

不便である人は『ＬＲＴとバスが書かれた緑色』を。不便でない人は『泣き顔の

青色』をあげてください。それでは皆さま、うちわのほうをあげていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

不便であるという方が、圧倒的に多い結果となっております。 

それでは川口先生、お願いいたします。 

 

川口： 

そうですね。今、うちわから見ますと緑が多かったので、不便であるということ

で、公共交通が必要であるというふうなことが、大方の人、9 割ぐらいでしょうか

ね、こちらから見ますと見えました。 

そういう中で副市長さんにお願いしたいのは、先ほどもちょっと説明していただ

きましたけれども、将来を見据えた静岡市の公共交通のあり方という大枠から見ま

して、そのあり方というか、行政スタンス、それをもう一度、もう少し細かくとい

いますか、これは久保田先生も基調講演で話されましたので、重複する部分があっ

てもかまいませんが、ご説明お願いいたします。 

 



山本： 

誰でもが、自由に便利に移動できる、安心・安全で快適・便利に移動できるとい

うこと。先ほどヴァンソンさんのお話の中で、フランスでは交通権ですか。憲法で

定まっていてというようなお話がありました。 

たぶん日本では、法律にそういうことが書いてあるということは、ないんだと思

うんですけれども、やはり誰もが安心・安全で、快適・便利に移動できるというこ

とは、まちづくりのやっぱり基本的な考え方にしないといけないというふうに思い

ます。 

そのためには、静岡市、大変広いですが、地域のニーズに応じた公共交通のサー

ビスというものが提供されるということが必要だろうと思います。 

その中で、都心部、都心のエリアでは、公共交通やら自転車などを使って、行き

たいところに楽にアクセスできる、また歩いて暮らせるまちづくりということが望

まれているんだろうと思います。 

その都心部の周りの市街地、あるいは、さらにもう少し外側の周辺などでは、鉄

道とうまく連携をしたバスというのでしょうか。そういうサービスの充実というよ

うなことが必要になってくる。 

また、さらに中山間地域のほうでも、やはりニーズに合わせたバス交通といいま

しょうか、公共交通のサービス、そういったものが必要になってくるということで

あろうと思います。都心部の公共交通まちづくりというのは、そういう位置付けの

中にあるんだろうというふうに思っています。 

あと、静岡市域の都市の構造の面から申し上げますと、これはもう先ほど久保田

先生のお話の中にもございました、静岡都心と清水都心を結ぶ太い公共交通軸であ

る鉄道の沿線に様々な都市機能が集積をしている拠点をつくっていくという、太い

串のところどころにお団子があって、そこにいろいろな機能が集積をしているとい

うようなまちづくり、コンパクトシティの考え方と言っておりますが、それに向け

て、それに対応できるような公共交通を用意していくということが必要であろうと

考えております。以上です。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

それではヴァンソンさんにお聞きしたいのは、先ほど講演でもって、生活者の視

点からＬＲＴを含む公共交通ということを、非常に分かりやすく説明していただい

たんですが、その延長上に、日本と海外における公共交通に対する意識という、ち

ょっと範囲が広いのでお話ししにくいかもしれませんが、その意識の違い、あるい

は公共交通に対する認識の違い等がありましたらお話をお願いします。 

 

 

 



ヴァンソン： 

フランスだけではなく、欧州各都市というのは、公共交通がまちをつくっている

という共通の意識があります。 

もう少し詳しく言いますと、ただの乗り物の手段とか交通手段として公共交通を

導入するだけではなくて、必ず住環境全体の改良と自然保全、そういったものとセ

ットになっている。組み合わせ。セットなんです。 

つまり交通手段だけではなくて、中心街の活性化とか、それからまちの再整備、

私、買い物難民の社会問題の解決、福祉問題の解決、環境問題の解決、健康問題の

解決、いろいろなことをお話ししましたが、そういうものをトータルして解決策を

見つけ得る一つの方法として、トラムがまちづくりのツールとして捉えられていま

す。これがヨーロッパ全体の特徴。 

それから特にヨーロッパの中でもフランスでは、それを今、副市長にご紹介いた

だいたように、法律で強力にバックアップしています。財源は交通税というものを

導入して、その裏付けができるようにしている。そしてそれ以上に、交通に関する

権利というものがありまして、皆さんの移動権というものが保障されています。 

これをもっと簡単に言いますと、税金をどんどん、どんどん投入して、赤字経済

である公共交通を支援している。こういうことをしてしまいますと、日本では必ず

税金の無駄遣いという批評とか、公共交通でも、やはり独立採算制で黒字経営でな

いといけないんだとかというお話が出てくると思います。でもフランスでは、なぜ

か赤字経営の公共交通の見直し論が出てこないんです。これはやっぱり突き詰めて

いくと、その国の税金を、あるいは皆さんが納めた住民税を何に使うかという一つ

の社会哲学の問題に行き当たると思うんです。つまり、人間が人間らしく、地方都

市で楽しく生きていけるためには、何に税金を使ってまちづくりを素晴らしくすれ

ばいいか。じゃあ、公共交通の導入に、その税金を使っていってもいいのではない

かという、そういう社会的な共通したコンセンサスというのが、フランスでは、も

うここ過去 20 年間、できあがってきたと思います。 

あと、全ての方が、交通がまちづくりに対して果たす役割というのを、共通の知

識として共有しています。ただ、一部の鉄道に興味のある方とか行政の方たちだけ

が交通に興味があるのではなくて、住民の共有地、知識として交通が果たす役割と

いうのを皆さん非常に意識していると思います。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。 

この公共交通でありますが、今、副市長さんとヴァンソンさんの話をまとめると、

公共交通というのは、環境あるいは先ほど健康という基調講演の久保田先生の話も

ありましたが、市のいろいろな施策に対して、この公共交通というのは、その集約

化された一つの施策であるという意味においては、市民と非常に一体化していると

いうことが言えるのではないかということと、もう１つ、最後のほうでヴァンソン



さんの中で、分かりやすく言うと、税をこういう公共交通に出すことに対して、払

うことに対して、どういうふうな意識を持つかという違いではないかと。 

 

私もノルウェーにちょうど昨日までいたと言いましたが、消費税が 25％。すご

い高いんですよ。小物のスーパーなどの値段でも、そうですね、コーラなんか 280

円ぐらいかな。まだ覚えているんですけれど、ところが公共交通というのはやはり

抑えられていて、その代わりタクシーがまたこれが高いんですよね、消費税うんぬ

ん。つまり贅沢品が非常に高くなっている。 

裏返すと、今日はヴァンソンさんの中で印象的だったのは、やはり公共交通を維

持するためには、税を投入できるかできないかという、市民コンセンサスというの

が非常に難しい、日本における接点なのかなという気がいたしました。 

それでは次の質問に。 

 

史絵．： 

続いての質問です。「公共交通の活性化」についてです。 

静岡市では、誰もが安全・安心で快適・便利に移動できる公共交通ネットワーク

の構築を検討しています。 

公共交通は、速達性・定時性・運行頻度などのサービス向上やネットワークが構

築されることにより、利用促進や活性化が図られると考えています。 

皆さんは、公共交通のサービスや利便性が向上すれば、公共交通を利用しますか。 

利用するという方は『ＬＲＴとバスが書かれた緑色』を。利用しないという方は

『泣き顔の青色』をあげてください。 

 

利用するという方が、圧倒的に多いようです。 

川口先生、お願いいたします。 

 

 

 



川口： 

そうですね。もうほとんどの方が利用するということでありますので、実際に今

日も公共交通、バスなり電車をご利用していただいている方も多いのかなと思いま

すね。 

それでは酒井社長さんお伺いしたいと思うのですが、市内で鉄道、バスなどを運

行しておられる事業者といたしまして、利便性の向上のためにいろいろな取り組み

をなさっておいでと思いますが、そのあたりの施策の内容といいますか、そういう

ことについてお話をお伺いしたいと思います。 

 

酒井： 

そのまず前段で、公共交通、ないと不便かという質問に、ほとんど不便とお答え

いただいたり、今サービスの度合いが上がったら使うかという話についても、基本

的に肯定的なうちわをあげていただきましてありがとうございます。まずひとまず

安心というところでございますけれども、お話しする前に、日ごろ悩んでいること

でございまして、今日も定義なしで「公共交通」という言葉が使われているわけで

すが、われわれ、公共交通って何だろうなって、ときどき考えてしまいます。公共

って何だろうなという部分でございまして、われわれも、今、川口先生からも「公

共事業をやっている静岡鉄道」と言われましたけれども、別の場所へ行くと「一民

間企業」と言われるわけでございまして、その辺が、さっきヴァンソンさんにも言

っていただきましたけれども、税金をどうやって投入して交通体系をつくっていく

かということに、つながってくるんじゃないかなと非常に思っているわけでござい

まして、ぜひこれからもＬＲＴの議論が盛んになるわけでございますけれども、海

外のそういったものの受け売りではないだろうなと。いろいろな状況が違うので、

いいところをお話ししながら、静岡版と言いますか、日本版のそういった議論をし

ないと、答えは出てこないんじゃないかなという気がいたしますので、まずそれを

前段で申し上げます。 

その公共交通としてのサービスということでございますけれども、私どもがやっ

ております鉄道とバス、これは公共交通として比べるわけですけれども、中身が全

然違うものですから、当然、求められるもの、やっていることが違います。 

まず鉄道の話をいたしますと、鉄道というのはご存じのとおり線路があるわけで

ございますので、余分なものはいませんので、定時性については確保されている。

これは非常に大きいものでございます。ですから、あと求められる要素とすると、

よく速達性なんて言いますけれど、早く目的地に着くか、あるいは頻度がたくさん

あって、時刻表を意識しないで乗れるかといったようなことに尽きるのではないか

なと。 

もちろん設備を更新して快適性を向上するというのも要素としては出てくると

思いますが、そういった点ではないかと思っています。 

最近の動きでいきますと、セノバが昨年の 10 月にオープンしたのを契機に急行



電車を走らせております。復活と言われておりますが、かなり時間がたっておりま

すので、急行が始まったということでご理解いただいて結構なわけですが、おおむ

ね好評をいただいておりまして、その後もコンサルティングの会社を使いまして、

利用者の意見を吸い取りまして、この速達性と言いますか、急行については継続し

ていく、あるいはそのときにご意見が出ました終電の延長というのが非常にご希望

が多かった部分がございましたので、それについても今、曜日は限っておりますけ

れどもテストをしておりまして、次のダイヤ改正には本格的にその部分を取り入れ

ると。具体的に言いますと、曜日は限られますが、23 時 30 分で終わっていた終

電を 24 時までもっていくと。これは街中のにぎわい、あるいはセノバのシネコン

の終わりの時間とか、いろいろあるんですけれども、延ばすということをやってお

りまして、これらをこれからも続けていきたいと思っているところです。 

悩ましいのはバスでございまして、バスの場合は、ご存じのとおり道路を走って

いますので、他の交通機関、あるいは天候によって定時性が確保されないというと

ころが一番悩ましいところでございまして、時間の不安定なバスというのは、なか

なか使いづらいというのが、皆さんのご意見ではないかと思っております。 

先ほどもちょっと出ましたが、その中で、バス優先レーンというものが静岡市も

徐々に増えてきまして、現在、静岡市内、清水も入れまして 5.5 キロのバス専用優

先レーンがございます。ただこれは、残念ながら他都市と比べると、おそろしく少

なくて、山本副市長は鹿児島にいらっしゃったということですが、おそらく 50 キ

ロとか 60 キロの、そのぐらいの桁違いの道路が備わっている、あるいは金沢なん

かでも 20 数キロの道路がバス専用優先道路になっている。金沢の行政の方とも話

したことがあるのですが、金沢も２車線の道路が非常に多いのですが、2 車線だか

ら専用道路をつくる。２車線だから、公共交通をやっていかないといけないんだと

いうことで、そういう道路をつくっていただいています。専用道路ができるとどう

なるかということなのですが、すぐにイコールというわけではないのですが、静岡

市内を走っているバス路線の平均速度、浜松と比べると 2 割違うんですね。具体的

に言いますと、ちょっとデータが古いので、今はちょっと変わっていると思います

が、静岡が大体 15 キロぐらいです。浜松は大体 18 キロです。違わないじゃない

かというんですが、2 割違うんです。この速度は、もうバス停で止まったり信号で

止まったり、全部入れてなのですが、2 割違うということは事業経営からすると人

件費が 2 割かかる。車両も 2 割多く必要になる。お客さまからすると、2 割時間

が余分にかかっているということでございますので、これは非常に公共交通として

変えたいところでございますので、バスに関して言えば、やはり専用レーン、ある

いは優先道路というのが拡張されることを希望するところでございます。 

時間がありませんが、この辺で。 

 

 

 



川口： 

どうもありがとうございました。 

それではヴァンソンさんに、先ほどからいろいろと日本と海外の意識の違いをお

聞きしているのですが、その中で、確かに日本の交通の法制度とか、そういうのと

大きな違いがあるのですが、向こうに住んでいらっしゃって、例えば市民生活、長

く住んでおられて、「ああ、ここがやっぱり違うんだな」という大きな点等ありま

したら、その違いについてお話ししていただきたいと思います。 

 

ヴァンソン： 

違いと申しますか、公共交通の利用をどういうふうに促進してきたかという違い

でいいですか。 

いろいろあるのですが、まず 1 つ目は、グローバルな交通政策。トラムだけにか

かわらず、今お話があったバス、自転車、歩行者専用空間、駐車対策、パーキング

対策、自転車専用道路、こういうものを総合的に見た政策、車との共存。意外です

けれど、この車との共存というのが、公共交通の導入のキーワードだと思います。 

2 点目は、利用者のニーズにどれだけ応えているか。つまり、どれだけ乗りやす

い電停のアクセスか。運行時間、早出の人、遅出の人に合っているか。ストラスブ

ールのトラムは朝の 1 時半まで、そして早朝の 4 時半から動かしています。どれ

だけ市民の足になっているか。料金体制、払いやすい魅力的な料金、それから乗り

やすい仕組み、改札をなくして早く乗り降りができる。いろいろな工夫を行政側も、

そして事業側もしなければいけない。でも、そこまでやっても、やっぱりなかなか

皆さん乗ってくれないんですね。フランスでも環境でやさしいというだけでは、大

義名分では分かっていても、そんなきれいごとでは、皆さんやっぱり車は捨てませ

ん。車の利便性には絶対勝てない。フランスも大きな自動車大国なんです。そこを

なぜここまで公共交通がうまく住民に浸透したかというのは、やっぱり誰もが乗っ

てみたいと思わせるような、素敵なデザインの乗り物を供給したんですね。ただ走

るだけではなくて、特に鉄道に興味がなくても乗ってみようかなと、そういうふう

に思わせたい乗り物を導入したということは、すごく大きいと思います。 

例えば、フランスではそれぞれのトラムがまちの顔になると言いましたけれども、

地方都市でトラムが開通するときは、フランスの大統領がわざわざ開通の日に、そ

のまちを訪れるぐらい、まちをあげてのイベントになっています。ということは、

もし静岡でも清水でも、もしある日トラムを入れることがあれば、市民全体でトラ

ムの開通を待つんだという、そういう共通の気持ちの盛り上がり感、これを演出し

ないと駄目です。やっぱりこれが自分たちのまちのトラムになるんだという、そう

いう共通の意識というもの、盛り上がりというものを行政のほうでも事業者のほう

でも努力していただいて、それに市民がうまく応えると。そういう形をヨーロッパ

で、あちらこちらで見てきました。みんなで一緒に公共交通を待つと。 

最後、4 点目。おまつりで、最初は「きれいだな、面白いな」といって乗っても、



ずっと乗ってもらわないと、やっぱり駄目なんですね。ずっと乗ってもらうには、

やっぱり乗る理由がないと駄目です。ですから、最初に路線設定をするときに、例

えば公立病院がある、大学がある、コンベンションセンターがある、スケートリン

クがある。とにかく乗って、何か、乗った後、駅に降りた後に目的となる場所を設

定しないといけない。交通用語では、沿線の整備とか、そういう難しい言葉がある

と思いますけれど、簡単に言えば、乗りやすいものをつくって、しかも乗る理由を

やっぱり提供していかなければならない。そういうことによって、初めて公共交通

が市民の足になると思います。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。大変いろいろと多岐にわたってアドバイスをい

ただきましたので、それでは久保田先生のほうにお聞きしたいと思うのですが、静

岡市のＬＲＴ導入研究会ということで、これはまちづくりと一体となったＬＲＴの

導入の必要性ということだったと思うのですが、久保田先生には交通とまちづくり

の関係について、少し踏み込んで、基調講演もありましたので、その延長上でお願

いいたします。 

 

久保田： 

ちょっとその前に、前段で、先ほどから税の投入の話とか、社長さんから「公共

交通って何だろう」というお話があったので、ちょっとこれは非常に大事なところ

だと思うので、ちょっと申し上げたいのですが。 

ちょっと何回か前にも同じような話をしたかもしれませんが、これは非常に日本

の大きな特徴ですよね。言ってみれば公共交通というのは、日本にはこれまでで言

うと、なかったと言ってもいいぐらいなんですね。というのは、日本というのはモ

ータリゼーションが遅れました。これがポイントです。ヨーロッパやアメリカ、

1920 年代ぐらい、戦前ぐらいからモータリゼーションが進んだので、それでもや

っぱり車に乗れない人がいるから公共交通、パブリックトランスポーテーションと

いうのは必要だということで、当たり前のように税金を使って路面電車をやったり

バスをやったりしてきた。これがヨーロッパやアメリカの当たり前の姿なので、最

初から税金を投入するのが当たり前なんですよね。 

日本はモータリゼーションが遅れたので、ちょうど今、「梅ちゃん先生」で、こ

れからはモータリゼーションだなと言っているのが、ちょうど昭和 32～33 年の

ころですよ。ですから、本当に、始まったのが、もう昭和 40 年ぐらいですかね。 

ですから、それ以前は、ほとんど車はなかったわけですから、嫌でもみんなバス

に乗ったり電車に乗っていたりしたわけです。だから酒井社長、今でも、今でもと

いうか、お金持ちだと思いますけれど、当時のバス会社の社長さん、鉄道会社の社

長さんは、もっとすごい大金持ちだったわけですよ。だから、儲かるのが当たり前

なので、税金は一銭たりとも投入されてこなかったわけですね。ですからバス事業



者であり、鉄道事業者であって、本当は公共交通という言葉もなかったんだけれど

パブリックトランスポーテーションという言葉がアメリカ、ヨーロッパにあって、

バスとか鉄道のことを言っているということで翻訳したというだけの話です。 

ですから、ずっと長い間、一銭も税金が入らないで公共交通をやってきたわけで

すが、やっぱりどうも苦しくなってきたと。特に平成 12 年からいろいろな規制緩

和があって、いわゆる撤退が始まったと。儲からない路線からバスが撤退するとい

ったようなときに、実はコミュニティバスというのが始まりまして、規制緩和の結

果、実は逆説的だけれど、税金を投入せざるを得ないバス路線というものができて

きたわけです。それが静岡市にもありますよね。それはだから初めて日本の歴史の

中で、税金を投入して、公共交通を動かしはじめたわけです。それは、もう今まで

バスがあったところだし、過疎地域の人たちの足がなくなるとどうしようもない。

これは大変なことだということで、みんなで税金を投入することを合意したわけで

す。 

じゃあ、ＬＲＴはどうかというと、ここにある「環境」「健康」「交流」「賑わい」

というものが、やっぱり税金を投入するに足るものなのかどうかというところが次

の判断基準で、そこが、これはいいことだというふうになれば、次のステップ、税

金を投入してでも次へいくということになるということが、先ほどの議論ではない

かと思います。 

要するに、まちづくりのために必要かどうかという判断だと。あるいは、まちづ

くりのためには税金を投入する必要があるのかどうかという判断をしていただく

ということがポイントではないかと思います。 

これが前段だったんですけれども、では交通とまちづくり、これは実はさっき言

っちゃったんです。5 つのパッケージで。特にその中でやっぱりポイントとして必

要なのは、車との関係だと思うんですよね。車が、多少やっぱり遠慮して、車のコ

ントロールができないとＬＲＴがうまく走れないということで、多少コントロール

が必要ではないかということなんですけれど、これもある意味乱暴に言えば、ニワ

トリと卵の関係ですから、ちょっと非常に乱暴なことを言いますと、強引にＬＲＴ

を敷いちゃえばいいですね。敷いてしまえば、車のための車線も減らさざるを得な

いし、嫌でも車は抑制されちゃうわけですよ。そうやってニワトリと卵のある方向

でやる可能性もあります。ただし、いくつかの日本の都市でそれをやろうとして大

失敗しまして、やっぱり最初は当然、大渋滞するわけです。とんでもないといって、

実はちょっと今、難しくなってしまっているのがあるんですけれど、私は静岡市民

の皆さんは、その辺、非常に理解のレベルが高いので、私はそれをやっても可能性

があるんじゃないかと思っています。 

ちょっと乱暴なことを言いました。以上です。 

 

 

 



川口： 

今のは、公共交通の活性化という質問だったんですが、最後の久保田先生のよう

に分かりやすく言うと、公共交通に税金を投入していいかどうかとかいうような議

論というのが、実際には、静岡市のＬＲＴ導入に対しては、すごく白熱した議論を

必要とするのかなと思うんですよね。 

その前に、実は、あまり今日、時間がなくて皆さん遠慮なさっているけれど、ヴ

ァンソンさんなんかのフランスも出てきましたが、交通法というか、法律の中に公

共交通をどういうふうに位置付けるかというのが明確でなかったという、これは久

保田先生に、公共交通の導入が昭和 30 年代という、そんなに古くはない時代のも

のであると。 

もっと分かりやすく言うと、教育基本法というのがあって、教育は皆が受けなく

てはいけないし、当然、教育費に対して税金を投入するのは当たり前だと私どもは

思っていますよね。これは日本国民、全員が思っていますよね。 

ところが、交通手段も全員がその恩恵に浴するのは当たり前だというような基本

法というのが制定されるならば、それは税金を投入される、されないとかいうレベ

ルの問題ではなくて、当たり前だというふうになるかならないかの違いが、実は欧

米なんかで見て、あるいはその違いというのは、実際には大きいのかなと思ったり

します。 

ちょっと話がそれてしまう前に、3 番の質問に入らせていただきます。 

 

史絵．： 

3 番目です。「魅力ある交通システム」について。 

 「環境」「健康」「交流」「賑わい」などに効果が期待でき、そのデザインのシ

ンボル性など魅力ある交通システムとして、静岡市ではＬＲＴの導入検討を行って

おります。 

ＬＲＴの導入は、公共交通としての活用はもちろんのこと、まちにおける「都市

の装置」、まちづくりのための「手段」の一つであると考えています。 

静岡市には、サッカー、ホビー、お茶、さくらえびなど、全国に誇れる魅力ある

ものがありますが、ＬＲＴもその誇れる魅力の一つにしたいのです。 

静岡の都心や港とまちを結び、富士山を背景に清水都心をＬＲＴが走る姿を想像

してみて下さい。 

ＬＲＴは、静岡の都市の魅力の一つになると思いますか。 

魅力となると思う方は『ＬＲＴとバスが書かれた緑色』を。魅力とならないと思

う方は『泣き顔の青色』をあげてください。 



 

魅力となるという意見が、やはり圧倒的に多いようです。川口先生、お願いしま

す。 

 

川口： 

そうですね。今、魅力となるという方が 7 割から 8 割、75％ぐらいかな。いや、

８割ぐらいかもしれませんね。 

静岡はいろいろな産物があって、僕がふと思ったのは、意外と静岡の人って遠慮

がちで、私のまち静岡は素晴らしいんだって、他の人には言わない。実際には思っ

ていらっしゃるでしょうけれども、言わない人が多いですよね。 

他所の国へ行くと、他所のまちを知らないせいか、すごく自分のまちが一番だっ

て、もう得意になって言うんですが、あれだけの自信がどこからくるのかなと思う

ぐらい。そうすると、静岡の人は、もっと自信を持って言っても、決して誇張では

ないなと思ったりします。 

そういう中で、史絵．さんにお聞きしたいのですが、交通ジャーナリストでいら

っしゃるし、そういうＬＲＴにも大変造詣が深いので、いろいろな汽車の話をして

いただいたことがあるんですが、大変よく知っていらっしゃって、そういう意味で

ＬＲＴの魅力というふうなものは、どういうところにあるんでしょうかということ

をちょっとお話しください。 

 

史絵．： 

ＬＲＴの魅力についてということで、ＬＲＴといいますと、いろいろ解釈がござ

いまして、日本では路面電車が進化した形であったりとか、次世代型の路面電車と

言われることが非常に多いので、今回は、そのＬＲＴというものを含めた大きな意

味で路面電車の魅力について大きくお話をさせていただきたいと思います。 

この路面電車なんですが、この名前のとおり、路面を走ることが、道路上を走る

ことが基本的に多い電車になっています。 

道路上を走るので、そのまちの自然の、お花であったり、カフェであったり、景



色であったり、そういうものを形式として楽しむことができます。 

例えばこれが、もし地下鉄であったら、その駅を、そうですね、路面電車の例え

ば電停そのもの自体がランドマークの名前になっていることが多いのですが、路面

電車であったら、下車したらすぐにそのランドマークが目の前に広がって、とても

どきどきわくわくしたりするんですが、ちょっとお話戻ってしまいますが、それが

もし地下鉄であったら、駅を通過してしまった場合というのは、その対象物を見る

ことができないんですね。 

例えば東京都の地下鉄で言いますと、東京地下鉄の桜田門という駅があります。

この駅で桜田門という存在を、実際に駅に降りてからでないと知ることはできませ

ん。でも、例えば路面電車に乗っていたら、自然とそのまちに溶け込んでいる桜田

門の姿を見ることができます。 

他にも、路面電車王国である広島のお話をしたいと思います。 

広島を走る広島電鉄の路面電車、通称「広電」といいますが、この広電は、原爆

ドームという電停の名前があり、原爆ドームの前を走ります。 

原爆ドームという名前が付いているので、その存在を乗車しながら自然に知るこ

とができますが、もしこの名前が付いておらず、広島には地下鉄はないのですが、

それが地下鉄であったら、もしかしたら、この原爆ドームに子どもたちは降りない

かもしれません。でも実際に原爆ドーム前という電停は、降りなくとも存在を知る

ことができるので、決して忘れてはいけない大切な日本の歴史を、乗りながら、そ

んなに意識をしていなくても学ぶことができるのが路面電車の魅力の一つだと思

います。 

他にもなんですが、東京を走る東京都の路面電車、都電という路面電車がありま

す。車幅が 2.3 メートルほどで、全長は 12 メートルぐらいの、とてもこぶりなか

わいい車両です。 

この都電なんですが、車内の床面積がＪＲの１両の半分にも満たないほどの広さ

になっているんですね。やっぱり車内の人と人との距離が短くて、人と接すること

が多いため、私、２歳のころから都電に乗車しているんですが、知らない人同士が

話をしている姿をたくさん見てきました。よくおばちゃんやおじいちゃんが幼稚園

児に話しかけていて、すごくほほえましい光景を何度も見てきました。 

こういうことも、距離が近いということから生まれるコミュニケーションだと思

うんですね。なので、車両自体は非常にミニマムなんですが、車内の中でのコミュ

ニケーション自体は、マキシマムであると思うんです。こういう魅力も、路面電車

が進化した形であるＬＲＴの魅力の一つになっていると思います。 

ちょっとまだお話しさせていただきたいんですが、今皆さんに想像していただき

たいんですけれども、皆さんが現在、ＬＲＴに乗っているとします。駿府城公園か

ら呉服町のほうに移動しているとします。その車窓から見える景色を眺めていて、

「ああ、こんなところにこんな新しいお店ができたんだ」とか、「ああ、あんなお

しゃれなカフェがあったんだ」「あれ？ キャット＆ボアの支店ができてる」とか、



なんかそういう発見とか、日ごろ気づかないこととかを気づいたりすることも、す

ごくまちと接しているＬＲＴの魅力だと思います。 

まちの良さとか、まちの小さな発見を知るということが、まちを知るということ

で、まちづくりの自分の意識にもつながっていくと思うんですね。そのまちを発見

するということで、そのまちをより理解して、愛して、もっとよくしていこうと思

えるようなことにつながるのもＬＲＴの魅力の一つだと思います。 

ありがとうございました。 

 

川口： 

ＬＲＴあるいは路面電車とその魅力について、いろいろな経験をしていらっしゃ

る。もう少し時間があればと思ったのですが、申し訳ないですね。 

それではヴァンソンさんに、スライドでも大変いろいろな場面を見ていただきま

したけれども、昨日、初めて静岡にいらっしゃったのかもしれませんが、静岡にこ

のＬＲＴが導入された場合、どういうことが期待できるかということを、市長さん

ではありませんけれども、思いついたことをおっしゃっていただきたいと思います。 

 

ヴァンソン： 

静岡の前に、ストラスブールで路面電車が走ったときに、まちのイメージが黒か

ら白に変わったと言われたんです。これは市民のお声なんですけれども、決して乗

り物に特に興味があったわけではない方も、皆さんあのトラムを見ると、乗ってみ

たいと思ったわけですね。 

そして、これはフランスのどの地方都市の統計にも出ているんですが、トラムが

通りますとバスの利用者も増えまして、公共交通全体の利用が活性化されています。

これは静岡でも同じ効果を期待できると思います。 

つまり、住民は公共交通の乗り継ぎで、目的地に到達することができるというの

を経験として知りますと、皆さん、公共交通に乗り換えます。そのためにはいろい

ろな工夫が必要だというのは、今日、お話ししましたが、この公共交通全体の活性

化という効果。 

それからあと、路面電車が、ＬＲＴが走ったことによりまして、今まで都心に来

なかったような方、あるいは来る回数が少なかった、いろいろなプロフィールの方、

観光客も含めて、都心に集まってきます。そういった人のつながり、ふれあい、交

流という局面が多様化するにしたがって、中心の街のお店の構成も変わってきまし

た。 

ストラスブール市では、実は街中で大道芸人、静岡でも大道芸人フェスタという

イベントがあるとお聞きしましたが、実はストラスブールでは、この大道芸人とい

うのが、もう毎日います。そして骨董市だとか古本市だとか、もうありとあらゆる

イベントが、今日見ていただいたように、あれだけ歩行者優先空間、あるいは専用

空間がありますので、いろいろなイベントがあります。 



そのイベントに、いろいろな方がやってきて、自分が毎日過ごしている日常生活

とはちょっと違ったものに触れる。異質な文化に触れる。自分と違うものを受け入

れる、触れる。そういうことによって、まち全体に非常に寛容な文化が育つんです。

これも一つのまちづくりの大きな効果だと思います。 

ストラスブールのように、元々寒いし、昔は非常に戦況がひどかったソ連の戦場

に、ドイツ軍としてストラスブール市は第二次世界大戦中、ドイツに占領されてい

ましたので、フランス人でありながらドイツ人として召集された。そういった暗い

イメージがあったまちでさえも、今クリスマスマーケットで 1 カ月に 200 万人来

るとか、そういう文化的なイメージの環境先進都市に生まれ変わったわけです。 

静岡市の場合は、元々日本人の人は静岡市っていうと富士山、みかん、お茶畑、

最初からいいイメージしか持っていないですよね。しかも静鉄さんの清水と静岡間

は 20 分間で行けますし、本数も多い。そしてその車窓風景も素晴らしい。もう既

にこれは、私たちヨーロッパに住んでいる者から見ると、ＬＲＴのイメージにぴっ

たりなんですね。利用しやすくって、市民の足、そしてうまくいけば、三保の松原

のような素晴らしい観光のスポットにでも、ひょっとしたらＬＲＴで行けるかもし

れない。 

ですから、そういう静岡市のように、元々ストックとして環境の要素、パラメー

ターが素晴らしいところに、さらにエコで格好よくって先進的なトラム、ＬＲＴと

いうのを導入されますと、すごく大きな観光上の集客効果があるものと、私は思っ

ていますが、社長、いかがでしょう。 

 

川口： 

それでは続いて酒井社長さんのほうにお願いしたいと思いますが、お客さんの立

場もあるでしょうけれども、交通事業者としてＬＲＴ導入研究会にもご参加してい

ただいて、そういう連携とか協力とかということは、つまり行政との、あるいは市

民を交えたということなのでしょうか。そのあたりの関係というか、お考えをちょ

っと酒井社長さんのほうにお話をお聞きしたいんですが。 

 

酒井： 

ＬＲＴの研究会では、静岡鉄道との連携において、様々な効果が期待できるとい

うことが提言の中にも入っておりまして、それはそのとおりだと思っております。 

連携という言葉は非常に幅が広くて、想定される一番大きい連携というのは、今、

想定されているコースと、加えてうちの静岡、清水を走っています私鉄電車、あれ

自体がＬＲＴになってしまうというのが、一番大きい連携なんだと思います。 

ただ、私どもも真剣にこの問題の研究もしておりますし、勉強もしておるんです

けれども、非常に多くのハードルと、それからそのハードルの高さを知っておりま

すので、今日、今の段階でこの件には触れたくないなというのが本心でございます。 

ただ、連携の小さいところでは、例えば運賃面での共通化であったりとか、いろ



いろなこと、バスと電車との接続なんかでの連携も当然とれるわけでございますの

で、それは当然考えるわけでございます。 

ただ、一番ポイントは、今日何回も出ていますけれど、今、市のほうでやってい

ること、あるいは今日のシンポジウムの目的も、ＬＲＴの議論をしているわけじゃ

あ、全然ないんですね。これからの静岡のまちをどういう方向にもっていくんだい

と。あるいはどうしたいんだいというのがあって、その解決策として、ライトレー

ルがベストであるという結論が出た場合を想定するならば、これはもう一事業者と

いう意味ではなくて、静岡のまちをよくするということになってきますので、そう

いう状況が皆さんの合意の中でできてくるんでしたら、それはあらゆる面で連携し

ていかなくちゃいけない。それは静岡鉄道ということじゃなくて、商店街も連携し

なくちゃいけない。市民全員が連携しなくちゃいけないということだと思うもので

すから、ぜひＬＲＴの議論というよりも、どういうまちをつくるんだいと。どこの

問題を解決したいんだいと。そのためにＬＲＴがベストであるよねという、そうい

う議論の仕方をして方向性を出していきたいなと思いますし、当然そのときにはバ

スや鉄道の問題、今日も出ていますが、自転車や歩行者の問題、そういった問題が

全部議論された中で方向性を出していく議論が大事ではないかなと思うところで

ございます。 

 

川口： 

まあ、そうですよね。酒井社長さんのお立場からすれば、私企業における利潤と

か何かに先立って、市の全体のまちづくりという位置付けがあって、その中に公共

交通という、必ずしもＬＲＴではなくて、公共交通のあり方が、位置付けが明確に

なった後で、公共交通という手段に近い、鉄道とかバスを実際に経営しておられる

から、そこにおいての接点はちゃんとあるだろうというようなことで、そういう意

味では、あんまり具体的に言える立場でもないというのはごもっともで。 

そういう中で久保田先生、スライドでもって、どうしたらいいかということを、

もう最後のページでもって見せていただきまして、くどいようですが、それを踏ま

えて、例えば静岡を見たときに、「静岡という市民性から見ると、やっぱりこうい

うことをしたらいいかな」と、静岡によくもういらっしゃっているから、ズバズバ

耳の痛いこと、あるいはいいことを言ってください。 

 

久保田： 

ＬＲＴの魅力は何かということで言うと、私はさっき、課題がいくつかあると申

しましたけれど、ああいう課題があることがＬＲＴの魅力だと思うんですよ。 

さっきヴァンソンさん、非常にいいことをおっしゃったんですけれど、これを仮

にバスでやるとしたら、割と簡単にできると思うんです。あえてそれをＬＲＴだと

言った瞬間に、ああいう課題がいっぱい出てくると。 

そうすると、例えば静岡都心で言うと、さっき私ちょっと乱暴なことを言いまし



たけれど、やっぱりちゃんとやるには、車が迂回できるところをつくらなければい

けないし、都心の空間も再構成しなければいけないと。清水で言ったら、沿道のま

ちづくりもしていかなければいけないと。 

あえて、このタイミングで、そういうまちの更新ということを念頭に置くという

ことを前提にしないと、導入できないというのが魅力じゃないかと。むしろ静岡、

非常にいいまちだけれど、さらにいいまちに脱皮するための一つの手段というか、

きっかけになり得るのではないかと、私は思いますけれどね。 

 

川口： 

非常に分かりやすく、簡単に解決するならバスでもいいではないかという人もい

るかもしれない。しかしそれでは全体のまちづくりという、より魅力的なまちづく

りができないのではないかと。静岡は、よく言えば能力があるから、もっと重い課

題に対して取り組みなさいと。それができるでしょうという応援歌と同時に、かな

り厳しいメッセージでもあるんですけれども。 

それでは山本副市長さんに、行政の立場から、きっと優等生で答えないといけな

いかもしれませんが、今のような話が出てきた中で、ＬＲＴの必要性と、その今後

の対応ということで、行政的なスタンスということになると思いますが、お話をお

願いします。 

 

山本： 

都心のにぎわいづくりとか、魅力ある都心にするとか、そういった観点で静岡の

まちづくりを進めていくにあたって、公共交通という切り口で見ると、ＬＲＴが最

も有効なのではないかというふうに思います。そう、私は思います。 

それがやはり各界、市もそうだし、経済界もそうだし、交通事業者の方もそうだ

し、もちろん一番市民の皆さんが皆さん、皆そう思うかというところが大事だと思

います。そういう共通認識ができないと、つくるということには、なかなかなって

いかないということだと思います。 

私どもとしては、そういう共通認識ができてくるように、いろいろ頑張ってやっ

ていかないといけないなと思っております。 

もう１つ、ＬＲＴが最も有効だというふうに思うかどうかということと、自動車

を利用することが、少々、多少不便になってもＬＲＴをつくって利用していくんだ

ということが、またこれも各界の皆さんの共通認識になっていくということが、ぜ

ひこれは必要なんだろうと思います。 

私も鹿児島におりましたとき、少しご紹介いただきましたけれど、鹿児島市電の

芝生軌道というものを整備しました。それ自体は非常に景観もよくなりましたし、

騒音も提言して、そういった切り口でずいぶん褒めていただいたというか、評価さ

れたんですが、本当は一番よかったのは、市民の皆さんとか経済界の皆さんとかが、

鹿児島市電というのが、まちづくりに役に立つものだというふうに、みんなそうい



う意識が非常に高くなったということが、一番、実は効果が大きかったんじゃない

かなと思っております。 

鹿児島市電の利用者というのも、ずっとジリ貧、ほぼ横ばいなんですけれど、少

しずつ、少しずつ減ってきていたんですけれども、ここ数年は、若干ではあります

が上向きに転じているというようなこともあり、鹿児島のほうではさらなる延伸計

画の検討も始まったというようなことも聞いておりますので、そういった意味で、

共通の意識が高くなるということが、非常に重要なことではないかなというふうに

思っております。 

 

川口： 

今、ちょうど 5 人の方にお話をお伺いしましたが、しいてまとめると、今、最後

に山本副市長さんが、「共通の意識」とおっしゃいましたが、その意識は、ＬＲＴ

を導入するということは大きな困難を、つまりバスだけよりは大きな困難を伴うけ

れども、その成果は長期的に見れば、つまりＬＲＴ導入には、普通よりは時間がか

かるかもしれない。長期的に見れば、より大きな効果を生むと、そういうことをや

れるか、やれないかというのが、ある意味では、市民意識であり、最後の副市長さ

んがおっしゃった「共通認識」ということになるんでしょう。 

今日のシンポジウムは、きっとそのあたりに底流があって、この開催があったの

かもしれませんね。 

それでは一番最後の質問でしょうかね。史絵．さん、お願いします。 

 

史絵．： 

はい、最後の質問になります。 

「静岡都心へのＬＲＴの導入」ついて。 

ＬＲＴは、まちにおける水平のエレベーターとして、歩行者の回遊性や中心市街

地の活性化、道路や周辺建物の再構築による都市景観の向上など、都市の魅力を高

める効果が期待できます。 

しかし、現在の自動車中心の交通状況では、走行することはできません。 

市民や企業などの協力により、様々な交通が集中する都心において、自動車の流

入抑制を図り、ＬＲＴなどの公共交通や歩行者、自転車などを優先した道路空間の

再構築が必要です。 

将来のまちづくりのためなら、都心における自動車の流入抑制に協力できますか。 

協力できる方は『ＬＲＴとバスが書かれた緑色』のうちわを。協力できないとい

う人は『泣き顔の青色』をあげてください。よろしくお願いいたします。 



 

協力できるという方が、非常に多いです。川口先生、お願いします。 

 

川口： 

そうですね。9 割以上でしょうね。協力できるというお答えでありました。 

そうですね。それではヴァンソンさんにお聞きしようかなと思うのですが、今ま

でストラスブールの大変素晴らしいスライド等でご説明願った、都心部への自動車

流入の抑制という、例えば４つの報告からきて、駐車場をちゃんと整備して、別に

ＬＲＴだけではなくて、それに関連するような交通整備というか、そういうものも

同時に必要でしたよというお話がございましたが、こういう中で、生活する中でヴ

ァンソンさんが経験したこと、その中で、都市流入における抑制等についての感想

を交えたお話をしていただきたいと思います。 

 

ヴァンソン： 

実はストラスブールで最初に都心への車の走行規制が始まったのが 1992 年の

２月。ちょうど 20 年前です。フランス中の新聞が書き立てまして、どこの都市も

できなかったことを初めてストラスブールでやりました。しかも女性の市長さんで、

彼女はフランスで、人口が 10 万人以上の都市で市長になった最初の女性だったん

です。だからどうせ女だからできないだろうと、そこまで言われていた。ところが

それを彼女がやり遂げたんですね。 

実はストラスブールでは、もう 1980 年代から観光政策のために、あの大聖堂

の周りをできるだけ歩行者優先、あるいは歩行者専用空間にするという、当時とし

ては、すごく先進的な道路政策を既にとっていたのです。とっていたにもかかわら

ず、どの歴代の市長さんも都心への走行規制だけはできなかったんです。それがな

ぜ女性の市長さんにできたんでしょう。 

答えはすごく簡単で、拍子抜けしちゃうんですけれども、実は市議会の承認を得

て、そして当然、市民の合意形成を経て、そして市のまちづくりの政策としてトラ

ムを導入するということが決まったのが 1991 年。このトラムの導入の工事をす



るためには、都心の車を一旦排除しないと、具体的に工事ができなかったんです。

だから市民としては、トラムを導入するということに合意してしまいましたので、

今さら「でも車の規制をかけられるのは困る」とは言えなかった。非常にシンプル

な答えで、これは川口先生がおっしゃった、卵かニワトリかにも関係すると思うん

ですが。あるいは酒井社長がおっしゃった、「どんなまちづくりをしたいか」、その

どんなまちづくりをしたいかというミッションがあって、理念があって、その理念

のための方法論として、一旦車は排除してトラムを導入する工事を行ったわけです。 

ところが当然、勝手に行政側でごり押しでやったわけではなくて、十分な合意形

成のプロセス、時間とお金と行政の人間をいろいろな市民の集会に送りまして、本

当にきめ細かい行動、いわゆる市民の合意を得る活動を行ってきました。そういっ

た背景があるから、車をいざ規制するという、そういう全体的な交通政策をとった

ときに、ストラスブールの市民が認めてくれたことにつながってきたわけなんです。 

今日皆さん、2 時までに早めに来た方は、ストラスブールのイメージ、ビデオを

見ていただきました。2008 年に作られたビデオなので、今ではもっともっとトラ

ムの路線が多くなっています。 

都心の通り抜けができないということになりますと、本当に住んでいる人は、車

を都心には使わなくなります。それは私がこの目で見てきました。 

しかもストラスブールの場合は、もう 20 年前からトラムが走っていますから、

今の 40 代以下の人というのは、学生時代に既にトラムがあったので、トラムで高

校や大学に行っていた人たちなんです。トラム世代の人間と言っていますが、彼・

彼女たちにとっては、もう都心には車で行かない。車というのは、都心以外の点と

点を結ぶ経済活動のツールとして車は当然必要だし、これからも使います。 

でも街の中心には、できるだけ公共交通で来て、みんなで街で触れ合う場を大切

にしましょう、交流を大切にしましょうというのが、ヨーロッパの現在の主流だと

思います。 

今日のお話が皆さんの参考になっていれば、すごく嬉しいです。 

 

川口： 

どうもありがとうございました。自動車の流入抑制ということで、ストラスブー

ルに、建設の過程の中でもって必然的に流入を抑制せざるを得ないというのを、う

まく使ったというお話でありました。 

では酒井社長さんにお願いしたいんですが、都市部への自動車流入抑制について

ということでありまして、自動車から公共交通への転換も重要な方策の一つである

というようなことでありますが、交通事業者として考える転換策というのはどうか

ということで、聞いてくれという話もありますので、そのあたり、よろしくお願い

します。 

 

 



酒井： 

今まで川口先生にお言葉を返したことはないんですが、やっぱり今の質問という

のは、ちょっとやっぱり違うなというところでございますね。先生も気が付いて笑

っていらっしゃるんでしょうけれど、やっぱり事業者として考えられる転換政策と

いうのは、仮にライトレールを通すということになると、もう一体で進んでいかな

くちゃいけないわけでございまして、何か挙げろと言えば、例えばパーク・アンド・

ライドをちゃんとやるとか、自転車との結節をより密にするとか、あるいは道路空

間が空いてくるわけですから、そこでのバス同士の乗り継ぎをよくするとか、いろ

いろなことがあるわけですが、それらはあくまでもバス事業者が単独でやる話じゃ

なくて、さっき言いました「まちをどうするんだい」という中で自然に出てくる話

だと思いますので、そういう意味では本当にトランジットモール含めて、総合的な

交通体系をどうするかという議論の中で、みんなでやっていくことかなというとこ

ろで、ちょっと逃げたいと思いますが。 

 

川口： 

そうですね。私もつまらない質問をしたかもしれないと私も思いつつ。答えにく

い質問ですよね。 

それでは山本副市長さんに、これは行政的に、自動車の流入抑制を行う必要があ

るというのは、これはこの前の葵区の場合の問題課題としてはＬＲＴ導入に対して

あるんだというようなことがありましたので、このあたりを踏まえて、どういうふ

うに考えていらっしゃるか、お話をお伺いできますでしょうかね。 

 

山本： 

今、酒井社長にお話しいただいたような、いろいろな結節を改善するとか、そう

いったようなこと、本来、市のほうが、「こんなふうにしたいのでご協力をお願い

します」というようなことが多く含まれていたんじゃないかなというふうに思いま

す。 

なぜ自動車流入抑制をしないといけないのかということは、まずこれはＬＲＴの

走る空間を捻出しないといけませんので、自動車の車線を削らないといけないわけ

ですね。だから車が入ってこないようにしないと、交通処理できないということに

なるわけです。これは本当に、非常に、言うのは簡単なのですが、難しい話だと思

っています。 

ちょうど何十年か前、昭和 40 年代から 50 年代初めぐらいにかけて、日本は路

面電車がばたばたとなくなりました。それは今申し上げたことの反対で、路面電車

の軌道空間が、レールが剥がされて道路になって、自動車の走る車線になったと。

こういう歴史なわけですね。それをだから逆のことをやるということになりますの

で、難しいわけですが、そこができないと、走行空間の確保ができないということ

になります。 



そのために当然、都心に入ってこれなくなる自動車交通を別のルートで処理をす

る道路の環状的なネットワークをもう少し強くするですとか、そういったこともや

る必要があるとは思っていますが、なかなかそこを完璧にやりきることは、もう今

の財政の状況等を踏まえますと、これはもうできませんので、今よりは不便になっ

てくるという状況の中で、そういう選択をしていかないといけないということにな

ろうかと思います。 

それと同時に、自転車やら歩行者やらの交通が便利になる、快適になるという施

策と併せて実施をしていくということが必要かと思います。 

また、江川町の交差点、現在、地下道になっておりますが、そこを平面横断の交

差点にするというようなことの、これはまだ実験段階ですけれども、これは今年の

うちにぜひ実験をして、歩きやすい、歩行者が回遊しやすいまちづくりというよう

なことも検討を進めていきたいなというようなことも考えているところです。 

難しい課題ではありますけれども、ぜひ取り組んでいきたいと思っております。 

 

川口： 

では、一番最後になりますが、久保田先生に同じ質問をしても何言ってるんだと

言われそうなので、都心の流入というよりは、たぶん基調講演のときにスライドで、

最後の課題というふうなものをまとめてわれわれに提示していただきましたが、こ

の静岡市がＬＲＴを導入するにはいろいろな課題があると思うのですが、今までい

ろいろと一緒に研究をしていただいた過程の中で、やはりここまできたら、こんな

ことをやるべきではないかなと一番強く思っていらっしゃることをご発言願えま

すでしょうか。 

 

久保田： 

やはり、まず総論賛成というレベルが達成できるかどうかを、市民レベルで議論

していただく。市としては、とにかく総論賛成をまず得られるかどうか。ここがポ

イントだと思うんですね。 

総論というのは、さっきから 5 つのパッケージとずっと申し上げてきましたが、

今、副市長さんもおっしゃってくださった、道路、駐車場、歩行者、自転車、公共

交通、これを全パッケージにしたものの絵姿を皆さんで描いていただいてみて、と

にかくこれを目指そうということを合意できるかどうか。まずはそこだと思うんで

す。 

いざとなったら各論反対が出るのは、これは当たり前の話で、ストラスブールで

も、いろいろ各論反対があって、最後は営業保障までいろいろしたみたいで、きれ

い事ばかりではないのは、これはもう明らかなんだけれども、そこに行く前に、と

にかく静岡市民として、こういうまちをやりたいんだという、何かそういう大きな

うねりが始まれば、いろいろな個々の課題は、まあ、何とかなるんだと思います。 

その辺を、うねりが感じられるようになるかどうか。これが私は、特に市長さん



が、今日はうねっているなと思ったら、たぶん市長さんの政治判断というのは、大

きく変わってくるんだと思うんですね。そこがポイントではないでしょうか。 

 

川口： 

それでは、私はまとめなくちゃいけないんですが、今日、非常に私が参考になり

ましたのは、基調講演をお二人の方にやっていただいて、1 つは久保田先生がずっ

と静岡市のＬＲＴ研究、導入に際して、いろいろと分析していただいて、どうした

らいいかということを示唆していただいた次第です。 

ヴァンソンのお話で非常に分かりやすかったのは、生活をしながら、生活者の視

点ですが、実際にはなぜストラスブールが導入できたかということで、きれい事で

はなくて、その長いプロセスの中で、ときにはかなり強引に、あるいはうまく制度

といいますか、それは税制も含んで、うまく使ったなと思ったんですね。 

こういう中で、今日パネルディスカッションをやっていただいて、私が非常に関

心を持った項目は、久保田先生が、ＬＲＴは他の公共交通、例えばバスだけでやる

よりは、はるかに難しい課題かも分からないけれども、静岡には、それを導入して

も克服できるような能力、力があるのではないかというようなことをおっしゃって

くださって、もちろんＬＲＴのほうが、例えばバスだけより時間もお金もかかるか

分からないけれど、しかしその投資効果というのは非常に大きいのではないかと。

それをあえてやる力とは何かというようなことであったのかなと思います。 

 

もう 1 つ、ヴァンソンさんの中で僕が感じたのは、やはり静岡の人はみんな、今

日話が出ましたが、富士山が見えて、お茶があって、おいしい食べ物があって、全

く僕もそうだと思うんですよね。でも、誇らないけれども、ＬＲＴも一つ加われば、

今日の実はこのパネルディスカッションの中で、素晴らしい資源を持ち得るんだと。

さらに静岡は強くなれるんだというお話ではなかったかなと。 

そういう意味で、僕はたまたま昨日まで他所の国にいて、いろいろ聞いていて、

「ああ、静岡の人って遠慮がちだな」と思うけれども、これだけの資源を持って、

さらにＬＲＴが実現できれば、まさに I love 静岡ではないけれども、さらに素晴ら

しい静岡になれるのかなというのと同時に、今日、市長さんがいればよかったかな

と思うのですが、外交というのは、日本を見て、今、いろいろな島で揉めているん

だけれど、僕はノルウェーに行ったら、「なぜ日本人は黙っているんだ」とか、い

ろいろ言うんですよね。と言うのを聞いて、確かに遠慮ではなくて、行政というの

は、今日、僕、トップが言ったほうがいいというのは、やるならやると言って、い

ろいろ障害もあるけれど、先にやってしまうと、都心抑制がどうのこうのじゃなく

て、せざるを得ないというのがヴァンソンさんの話だったけれども、そういう強い

力と論理というのが実はなくて、僕も実は、だんだん長くすると、静岡市民ですか

ら、すぐ遠慮がちになってしまうんですが、まだえらく、しごかれたせいか、論理

的に今ものを言っておりますが、本当はそうかもしれませんよね。だから、まさに



私は誇れる静岡であり、静岡市民を自慢できるようなものであれば素晴らしいなと

いうのが、このまちづくりの基本であり、ＬＲＴの導入を問うというか議論するこ

ういうパネルディスカッションなのかなと、意義がそこにあるのかなと思ったりし

ております。 

というようなことで、まとめになったのかどうか分かりませんが、そういうこと

で、このパネルディスカッションをしめさせていただきたいと思います。 

 


