
ただ今ご紹介いただきました宇都宮でございます。今日はこのような機会をいた

だきまして、本当にありがとうございます。 

今、市長からも力強いお言葉がありましたとおり、これからまちづくりが変わる

んだぞ、哲学が変わるんだぞということですが、導入として、もう皆さんお気付き

かと思いますが、静岡に限らず、地方都市というのはいろいろな問題を抱えていま

すが、やはり中心市街地の衰退、財政難、環境負荷。私も先ほど清水の駅前を歩い

てきましたが、「うーん」と思いながら歩いたということであります。 

それは何かというと、先ほどの市長の哲学の転換の前というのは、広域都市圏を

開発しましょうという中で、道路整備中心、箱物中心という時代であった。ところ

が、それが結果的に悪循環を呼んできたわけですので、われわれは今後、１つの方

向として、高齢社会、しかも豊かな高齢社会に向けたまちづくりが必要なのだとい

うことで、私の話も、ＬＲＴだけではなく、ＬＲＴとまちづくりという観点でお話

をさせていただこうということです。 

では、どのように結び付くか。これも市長からお話がありましたが、要は、公共

交通が１つの軸にならなくてはいけないということで、交通まちづくり。いろいろ

な定義がありますが、交通に関連する地域の課題への対応をベースにして、協働し

て進めるまちづくりということですが、特に、高齢になってくれば、公共交通とい

うものがより重要になってくる。自由に移動が可能でなければならないし、豊かな

まちづくり、豊かな社会を考えると、単に車を運転するだけではなく、やはり公共

交通を使っていく。もちろん郊外のショッピングセンターにも行ってもいいけれど

も、時にはまちでぶらっと散歩して、お酒を飲みたい。こういういろいろな選択肢

を提供するのが、私は、豊かなこれからの社会のまちづくりではないかと思ってい

るわけです。 

次に、どういう形で都市の装置になるかということで、最近、コンパクトシティ

という議論があって、聞かれていると思います。まちにそれなりの行政なり住まい

を集約していくという１つの絵として、こういう同心円状の模式的な絵があるわけ

ですが、実はこれは富山市の受け売りですが、富山市ではこれをお団子と串のまち

づくりとしました。 

実は、静岡市の方も同じようなことを考えているけれども、富山にお団子と串を

取られてしまったので、何と名前を付けようかと、以前聞いたときに悩んでおられ

ましたが、要は、こういう串があると。これが公共交通ですね。それがあれば、別

に無理やり同心円状にしなくても、まちの中心を１つの核としつつ、自然と人々が
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串を中心にお団子のようにまちを形成していく。 

考えてみれば、東京に住んだり、私は今京都にいますが、京阪神、近畿地区、や

はり鉄道沿線、公共交通の便利なところにまちが出来上がっていく。静岡でも、た

ぶんそれは、傾向としてはあるわけです。ところが、これまでのまちづくりという

のは、むしろ広域的にスプロール化していくまちであった、車がなければ暮らせな

いまちであったということで、そこをたぶん市長さんも、哲学を転換したいとおっ

しゃっておられるわけです。 

現実ですけれども、やはり地方圏というのは、公共交通が軸になるはずが、衰退

している。静岡は、データがややぎくしゃくしていますが、基本的には低下傾向を

たどっているわけです。ちなみにドイツを見ると、ドイツは上がっているのです。

決して公共交通が廃れるわけでもない。ドイツは違うよと思うかもしれませんが、

実は、高齢社会とわれわれは言いますが、ドイツは日本と同じ、あるいはそれ以上

に高齢化が進んで、今、人口が減少し始めているのです。既に減少しているのです。

そのドイツなのだけれども、ああやって公共交通が増え、特に、モード別に見ると、

これは１年の比較だけですが、軌道系、路面電車等、鉄道というものが増えてきて

いる。こういう姿が現実にある。 

それは何だというと、実は世界中、今日のメインのテーマになるＬＲＴというも

のが続々と誕生している。実は、ドイツは新規ではなくて、昔からあるのも多いの

で、あまりこの数字に入っていないんですね。これだけを見ると140近くですが、

世界には300以上と。 

ちなみに、この最後の写真に出ていますが、これはアフリカのカサブランカです。

去年の12月にできたというので、ちょうど友人が旅行してくれたので、写真を撮

ってもらいました。こういう形で、今、アルジェリアでテロ事件が起こっています

が、あのお隣のモロッコでは、もう２つ目です。こういう形で、実はＬＲＴが普及

し始めている。 

片や日本は、清水市内線は、Sさんという方に写真をお借りしましたが、こうい

うのがあったわけですが、廃止されていく。これは1975年ですけれども、2005

年になって、先ほどの絵で言うと、世界がわれもわれもとＬＲＴを造っているとき

に、日本は、同じ中部地区で岐阜が廃止になると。海外の雑誌を見ると、「Japanese 

closure against the trend」と。何をやっているんだ、世界の潮流と逆行してい

るなと。こうやって、ちょっと皮肉っぽく言われる。これが現状なわけです。 

ところで、「ＬＲＴとは」ということですが、これまでも静岡市からもご説明が

あったのかもしれませんが、私は、実はＬＲＴというものに対して、あまり厳密な

定義を設けたくはありません。別に法律屋でもないので。ただ、１つ言えることは、

実際に広辞苑の第６版にも書いてあって、これはいい定義だなと僕は思うのですが、

結局、路面電車、床の低い電車ではない。「路面電車の性能を向上させるなどして、

他の交通手段との結束、結節、連続性を高めたもの」と。 

つまり、電車がいいだけではいけないわけです。電車はＬＲＶといいます。



Vehicle。もちろん、バリアフリーであったり、低騒音であったり、高速で走れる

とか、いろいろありますが、単にそれだけではなく、バスとも結節する、あるいは

既存の鉄道、あるいは自転車、場合によっては自家用車といったものともちゃんと

連続性を保ちながら、人々の自由な移動、あるいは豊かな移動をサポートしてもら

うものである必要があるのだろうというわけです。 

ちなみに、１つの典型例で、今日、後でヴァンソン先生がお話しになるストラス

ブール。非常に美しいフォルムの低床で、ベビーカー。ベビーカーと入れるために

写真を一生懸命に撮ったのですが、こういうのがすっと乗れるわけですが、例えば、

これは一昨年できたアンジェです。虹色がすごくきれいです。人口は、たぶん 10

万人台前半です。静岡の旧清水市だけで考えても、それよりも小さいようなまちで

こういったものが走り、信じられないぐらいまちの中がにぎわっている。こういう

姿があるわけです。 

これは低床ＬＲＶですが、ＬＲＶ、ＬＲＴというのは、別に床が低い必要はない。

これを見ていただくと、ボンというのは、床が高いですね。このまちの中にあるホ

ームは。そして、高い床の電車が走ってくる。あるいはマンチェスターも、郊外は

普通の鉄道線を走るので、実はこれを見ると床が高いのです。要は、部分低床であ

ったり、高床であったり、いろいろな形のＬＲＴがある。むしろこういうのだと、

在来の鉄道を活用したＬＲＴとして、世界でお客さんを集めている。こういう形に

なるわけです。 

ですから、あまりＬＲＴというものの定義よりも、要は、いかに人々が利便性高

く快適に暮らせるまちづくりに役立つかと。そういうイメージの交通機関を考えて

いただければいいです。ただ、そうは言いつつ、さっきのこれもそうだけれども、

車の邪魔にならないのかとか、あるいはバスでは駄目なのか、さらに言えばお客さ

んは乗るのか、財政状況が厳しいのではないかという議論が出てくる。そこをたぶ

ん市の方も懸念されているわけですが、あらためて申し上げるまでもないのですが、

自動車交通だけではいかんという感じは、皆さんあると思います。 

環境問題があるわけですが、参考までに、環境省というのは面白いんですよね。

路面電車を存続した都市とない都市でいかに CO2 に差があるかと、こんな表を彼

らは作っているのです。静岡はどっちだと思いますか。廃止した都市です。こうい

う意味で、やはり何か問題があるなと分かるし、さらに言えば、自動車交通を今ま

で優先してきて、では渋滞がなくなったかというと、むしろそうではない。海外で

は、むしろ渋滞をなくすために電車を入れている。なぜか。 

これはまたストラスブールの資料から取ったのですが、車だとこんな大渋滞にな

るのが、バスだと３台、電車ならば１編成で済むと。実際、東南アジアとかアジア

諸国に行って公共交通がきちんとしていないところに行くと、大渋滞です。むしろ

公共交通があるからこそ渋滞が防げるわけで、みんなにそれに乗ってもらう必要が

あるわけですね。乗ればいいわけです。 

あともう１つ、自動車というものに対する、外部不経済と呼びますが、いろいろ



な問題。経済学的には、社会的費用と呼ばれるもの、要するにガソリン代だけでは

ない費用がかかっているよと。何か。事故、年間 4,612 人。新聞を見ると、昨年

より減った、過去最低という見出しが載りますが、しかし冷静に考えてみると、１

年間で 4,600 人ですよ。しかもこれは 24 時間以内。今この瞬間、誰かが死んで

いるかもしれない。こういう問題を引き起こしているのだということ。だから駄目

だというわけではないけれども、それなりのコスト、政府の試算で年間６兆円かか

っている。そういうことを意識した上で、何がコストが高いのか、安いのかと考え

る必要がある。 

社会的費用を全部合わせると 30 兆円あるという。大体、年間の名目ＧＤＰが

500 兆円ですから、１％成長するかしないかという話の中で、実は６％分が。正

しいかどうか分かりませんよ、４かもしれない、８かもしれないけれども、そうい

ったものが、ある意味でわれわれが汗水垂らして流している生産が、こういう形で

失われているわけです。だから、一定の、相当の費用はかかっているということを

考えた上で、何がいいのか。 

１つ、ではＬＲＴを代替したらどうかということで、良さとか言いましたが、こ

れも昔書いた『路面電車ルネッサンス』で何回かしゃべっているので、あまりしゃ

べりたくはないのですが、メリットを６つ挙げなさいというときに、大体、人間は

記憶するじゃないですか。昔、「でる単」で単語を覚えたみたいな世界で。私は、「ア

メダス」とかいう言葉と文字って語呂よく語れないかなと思って、「マフィア

（MAFFIA）」という言葉を考えたのです。 

ちょっと語呂は悪いのですが、これを覚えておくと、ＬＲＴの良さが試験に出て

も６問答えられるということで、私は大学の教師をやっていますから、覚えておく

といいです。 

では、何ですかと。「うーん、忘れた。『Ｍ』、そうか、ちゃんと中量輸送機関な

んだな」と。バスでは運べない、鉄道ほど大仰ではない。そういったもので使える、

人口 40～50 万のまちに適しているなと。次の「Ａ」は何か。Accessibility。バ

リアフリーというのがあったよねと。それから、Frequency。待たずに乗れる。さ

らに言えば Flexibility。 

Flexibility というのはこじつけかもしれないのですが、実は、これは今日重要で、

要するに、ＬＲＴというのは、先ほども申し上げたように、別に低床の電車がゆっ

くり走るだけではない。既存の鉄道とネットワークを組んでもいい。むしろ、そう

いうことによってネットワークを広げることができる。これは、モノレールや新交

通システム、同じ中量輸送機関、ミディアムキャパシティではできない。それで実

際、トラムトレイン方式という、鉄道に路面電車が乗り入れ型のネットワークとい

うのが成功を収めたわけです。 

カールスルーエというまちがそうで、ここでケルン・ボン鉄道をご紹介したいと

思います。ボンというのは西ドイツのかつての首都ですが、人口50万かもっと少

ないぐらいの小さいまちです。それと、ケルンという隣接した都市があって、そこ



を昔はケルン・ボン鉄道という普通の鉄道電車が走っていたのですが、これを、今

は、それぞれボンならボン、ケルンならケルンの路面電車システムに全部統合して

しまっています。いわゆる旧来の電車ではなく、全部が市内から市内まで行くよう

になった。こういう形のＬＲＴを造っているわけです。 

清水と静岡よりはちょっと距離がありますが、そんなイメージです。これは、逆

に元の鉄道を統合しているので、先ほど申し上げたようにボンの電車というのは床

が低床ではないのですが、ホームを高くしたりして、こうやって走らせていると。

こんなイメージ。こういう Flexibility がＬＲＴにはあるのだということが１つです。 

カールスルーエなんかが最初始めたわけですが、それでどうしたかというと、お

客さんが何倍にも増えているわけです。自分の鉄道がそのまま、まちなかまで行け

る。静岡鉄道沿線の人が、そのまま清水の日の出桟橋のエスパルスプラザに行ける

となれば、これはやはり乗るわけです。そうすると、逆にもっともっとやってくれ

という話になって、どんどんいろいろなまちが、うちにもトラムトレイン、路面電

車を入れてくれよということで、お客さんがぐっと伸びてきた。こういうメリット

があります。 

先に進みますが、コストは安いです。キロ当たり 20 億円、これは総経費です。

30 億という方もある。ケース・バイ・ケースですが、先ほどちょっと聞いたので

すが、静岡の駅前の駐車場が110億かかったそうです。400台収容か何か忘れま

したけれども。110 億あったら、５キロできてしまうねと。５キロできてしまう

というのは、線路を引くだけではないですよ。５キロ分の全部のシステムができて

しまう。変電所も、車両も。これぐらいの値段だということです。 

最後の「Ａ」は Amenity で、これが１つ重要になって来るわけです。先ほどか

らの中心市街地の活性化と。結局、清水も、バスもあります。地方都市にはいろい

ろ、バスもあるわけですが、やはり見えるもの、Visibility、これがあるとないとで

観光客が違う。私自身、清水駅に降りて、さあ、あのエスパルスにどう行くんだろ

うなと、まずそこでポカンとしてしまうわけです。 

そういう意味では、単に市民だけではなくて、外来の人を呼び込むツールになる

し、もちろん魅力的な電車が走れば、まちの美化にもつながる。トランジットモー

ルと呼ばれる商店街と歩行空間と電車だけの空間をつくれば、非常に魅力的な空間

になってくる等々、いわゆるAmenity。 

これは、フランスのミュールズです。ここも人口10万ちょっとの小さなまちで

す。小さなまちどころではないです。ここは、プジョーシトロエンというフランス

の大きな自動車工場があって、雇用者はみんなそこで働いている。自動車博物館も

ある。そのまちで、やはり電車を入れるわけです。アーチ型の架線柱がすごく魅力

的です。こういうのがあると、見える、分かりやすいということで、ある意味で人々

を引き付ける１つの手段になってくるわけです。 

そうは言っても、ではその間、バスはどうなっているのかという話ですが、実は、

電車、ＬＲＴという、見える、分かりやすい、信頼できるものができると、みんな



が公共交通に乗るので、むしろバスが増えるのです。ストラスブールの数字が、ち

ょっと古いのですが、後でＬＲＴの話がありますが、結果的にバスが結構増えてい

るのです。ル・マンも、ポートランドも。ポートランドに至っては、これはアメリ

カのまちですが、バスが減ってきたのにこのＶ字回復は何かというと、実はＬＲＴ

が新規にできることによってバスが回復する。 

つまり、人々は、いい公共交通機関、利便性のある公共交通機関だったら、あえ

て自家用車を転がさなくても、もちろん自家用車が好きな人は自家用車に乗ります

よ。でもそうでない人、それなら電車とバスを乗り継いでいこうという人は、いる

わけです。むしろバスで取られるのではない。それによって公共交通にシフトする

ことで、環境もよくなる、まちもにぎわうという好循環が生まれる。だから、世界

中、140も新規に造っているわけです。 

実は、そうやって造っていくと、まちが活性化する。今のポートランドに関して

言えば、もう１つ、システムは若干違うのですが、同じような路面電車がある。こ

れはもはやウォータフロント。これは清水と似ていませんか。まちがあって、この

辺が港なのですが、ウォータフロント。実はこれは川なのですが、海ではないので

すが、こういう形でまちからウォータフロント開発をするための、いわば触媒とい

う言い方をするんですね。 

電車というのは、単に移動手段ではない、触媒なのだと。先ほどもありましたが、

要するに、レールというような割に確固たるものができると、そこを目指して投資

も進む。今、エスパルスのあれがありますが、それ以外にも、こういうものができ

るのであれば私も別な商業施設を投資しよう、ビジネスを投資しようという動きが

出てくるわけです。実際、その触媒としてこのポートランドができて、昔は何もな

かったところに、こうやってまちが再開発されてくると。 

ちなみにサンフランシスコも、ここは、実は大地震で、高速道路があったところ

の高速道路を全部壊して、そこを再開発するときの核として電車を走らせるわけで

すね。というような形です。さらに言えば、ドイツのフライブルグは、私は両方行

っていないですが、Hさんが行かれたときは、こういう開発前、まだ家が建ってい

ないのに、まず電車を走らせる。そうすると、そこに家が建ってくる。こういう１

つのやり方をやっている。 

では、日本はどうなのかということなのですが、日本で唯一やっているのが富山

です。富山は環状線というものを 2009 年に開業させました。その前に、富山ラ

イトレールを開業させて、ＬＲＴを１つのまちの軸として、いわゆる「お団子と串」

と先ほどご紹介したようなまちづくりを手掛けているわけですが、富山では、これ

は非常に面白くて、最新のデータだと思います。この間いただいたのですが、環状

線ができると、自動車利用者に比べて、市街地の滞在時間とか来街者数、消費金額

が大きいんですね。買い物、飲食の際の平均滞在時間で見ると、電車できたほうが

長い。頻度も高い。消費金額も高い。 

これは何かというと、やはり自動車で来ると、皆さんもそうだと思いますが、大



体、ぱっと行って、駐車場無料の時間が２時間だという感じで、その２時間のうち

に何とか目的の買い物だけをして帰ってくるわけですが、電車のような公共交通で

出掛けると、まずぶらぶらっとして、何があるかなと。そのうち、目的の買い物を

しているけれども、別に駐車料金を気にしなくていいので、もうちょっといようか

なと。そのうち、喉が渇く。何か飲もうかなと言っているうちに、だんだんアルコ

ールが入ってくる。こういうことをやっていると、消費金額がいつの間にか上がっ

てくる。 

これが、もちろん中にはつまらないという人もいるでしょうが、結構面白いとな

ると、むしろ車のときは目的に応じて何かを買うわけですが、ぶらっと出てくる、

お茶だけ飲む。そんな話になってくると、来街頻度も増えてくるわけです。 

そういう意味において、今まで申し上げたように、ＬＲＴというのは１つの移動

手段だけではなくて、人々をまちに導き、あるいは開発を導く、まさに地域の活性

化という話にもつながるし、人々の幸せ度合いにもつながっていく。やっぱりこの

ほうがいいじゃないですか。 

ここで重要なのは、まちに来いと言っているわけではない。家具を買うときは大

きなショッピングセンターに行ってもいいのです。けれども、やっぱり酒を飲みた

いな、あるいは恋人と何かしたいなみたいな、軽くお茶を飲む。そういったいろい

ろな人々の選択肢があることが非常に重要であるし、人々はそれで出てくる。こう

いう一つのＬＲＴの魅力があるのではないのかなと思うわけです。 

さはさりながら、お金があるのかという話があったわけです。若干経済学的視点

とかと言われてしまったので、やや教科書的なことが書いてありますが、今までの

日本というのは、静岡であれば静鉄さんを中心として、非常に立派で素晴らしい鉄

道事業者が、完全に通常の民間ビジネスと同じように、鉄道なら鉄道、公共交通を

運営してきたわけです。ところが、それは教科書的にはとても珍しくて、交通市場

というのはそもそもが市場メカニズムが働かないというのが経済学の教科書に書

いてあることなのです。 

なぜならば、まず造るときにものすごくお金がかかる。それから、公共交通とい

うのは、人を移動させるということがメインだけれども、その結果として、最初に

言ったように、自家用車だったらいろいろな社会的費用がかかるのを、公共交通に

することによって費用がかからなくなる。これは目に見えないわけですね。われわ

れは、車を運転すればガソリン代しか意識しないわけですから。「何だ、渋滞して

いるな」と文句を言うけれども、おまえ自身が渋滞を発生させているのだよという

発想にならないわけです。個々人は。だから、個々人の市場原理だけではいけない。 

さらに言えば、鉄道というのは敷いて１年や２年、清水でＬＲＴを敷いて１年た

って、もしマスコミがお客が乗っていないと言ったら、そんなのは無理ですって。

まちづくりというのは、10 年、20 年、50 年、100 年の話なわけです。そうい

う観点でやる必要がある。 

となると、本来、市場メカニズムには任せられないわけで、むしろ社会的に最適



な資源配分、固い言葉ですが、要するに、みんなが幸せを感じる度合いにはならな

いと。だから、そこはちゃんと公的な助成が必要だということなのです。日本は、

たまたまラッキーだったわけです。人口がぐんぐん増え続けて、高度成長が進んで、

地価が右肩上がりで上がった。だからできただけであって、それはとても特殊な時

代の話であって、教科書的に言えば、本来はそうではない。 

実際、アメリカの先ほどのポートランドの例で言えば、運賃収入は 24％だけで

す。最初の建設コストどころではない。普通に走らせているのも、４分の１しか取

っていない。そういうものであると。ここの場合は、さらにまちなかをただにして

いるので余計なのですが、こういうレベル感で本来考える必要があるわけです。 

けれども、それは日本でなじまない考え方だと。だって、鉄道会社は今だって頑

張っている。けれども、ここで水平のエレベーターという議論をちょっと紹介した

いと思うのですが、デパートやオフィスは、ここのビルも７階で先ほど路面電車の

サミットがありますけれども、エレベーターに対してお金を払いましたか。移動手

段はお金を払って儲けるものですか。われわれは、払わないわけです。 

では、エレベーターのメンテナンスはどうするのですか。エレベーターは危ない

ですよ。しっかりメンテナンスしないと、事故が起きて、人が死んだりするわけで

す。保険もかかっています。赤字だ、エレベーターは廃止だと、誰も言わないわけ

です。それはなぜかというと、メンテナンスはどうするのか、赤字なのか、けれど

も、それはたぶん、ここの会場なら会場、デパートならデパート、オフィスならオ

フィスの装置なわけです。当然われわれもそう思っている。 

であったら、実を言うと公共交通も、社会全体に儲けをもたらすものではないか

と。先ほど言ったように、開発の触媒にはなる、人々の生活は豊かになる、早く出

掛けられる。そう考えたら、実は水平のエレベーター。つまり、今縦に伸びている

このエレベーターを横にごろんとしたら、この程度では小さいですが、スカイツリ

ーは 634 メートルですね。あのエレベーターのときに支払うのかどうか知りませ

んけれども、あれをごろんとしたら、600メートル、ただで移動できるわけです。

横になった途端、赤字だからその路線は廃止すべきではないかと言わないわけです。 

そう考えたら、無料がいいかどうかはともかく、少なくとも言えることは、費用

よりも社会全体で見た便益。今の話であれば、エレベーター単体の費用とエレベー

ターの運賃収入ではない。ビル全体の費用とビル全体の魅力を比較する。そうした

ら、同じようにまちも、電車を走らせて、それで採算が取れる、取れないという議

論ではなくて、電車を走らせることによってまち全体がどれだけ潤うのか、潤わな

いのか。こういうことを考えるべきではないですかということです。 

公共交通を純粋な民間事業でやっているのは日本だけです。世界の非常識をやっ

てきたということです。たまたま時代が許しただけだと。そう考えていただいたほ

うがいいと思います。 

けれども、それは分かっても、お金がないではないかと。お金がないから、静岡

市も駄目だと。けれども、考えてみてください。企業もそうだと思います。苦しい



経営だから、何もしないのですか。都市の経営も同じです。何もしなければ費用が

出ないかというと、そんなことはない。 

これは富山市の図ですが、今のように何もせず、取りあえず道だけ造っていって

スプロール化が進めば、彼らは 12％経費がアップすると言っていました。たぶん

よそも同じようなものだろうと思います。道路のメンテ費用はかかるわけです。ご

み収集も行かなければなりません。ここの場合、雪かきは必要ないかもしれません

が、ひょっとしたら地震対策何とかとか、お金が出ているだろうと思うのです。む

しろかかってしまうのです。むしろそうしないように、将来の収入、社会的な便益

を得るために、何かをしなければならない。 

今、例えば清水なら清水、静岡なら静岡にこうやって電車を走らせようという動

きは何になるかというと、活性化すれば、市には固定資産税等の税金が入ってくる

わけです。静岡市の固定資産税について聞きました。都市計画税と合わせて、市税

の半分を超えています。固定資産税、都市計画税は何でできているか。地価が高い

ところに住んでいるビジネスから得るわけです。 

先ほど、清水市の数字を見ていたら、大体店舗が３分の１ですか。何か、とにか

く思い切り減っています。地価の高い中心市街地が空き地になり、人が逃げ出した

と。市は、その分、固定資産税という貴重な貴重な収入源を、みすみす外へ放り出

しているわけです。逆に戻ってくれば、これが戻ってくるわけです。むしろそうや

って収入を得たほうがいいのではないですか。電車で 1,000 万赤字か黒字かとい

うレベル感ではないわけです。そういうことをちゃんと考える必要がある。 

ちなみに、そういうことを考えている、本当ですかといって、これは横浜のケー

スですが、例えば地下駐車場などというのは、建設費が 100 億前後かかります。

横浜の場合は、いわゆるまちなか、元町とかのあたりは、300 億円かけて。１台

当たりの建設費はいいとしても、駐車容量 793 台のために 300 億かけるのです

よ。それは、われわれは何も知らない。静岡の場合、110 億をかけた駐車場がど

れぐらい市民に理解されているのか分かりませんが、そういうことを考えたら、も

っと使いようがあるのではないでしょうかという話です。 

さはさりながら、そういう固い話だけではなくて、先ほど、ＬＲＴが増えている

という話でモロッコの話をしました。これはモロッコのラバト、アルジェリアの横

ですが、このように渋滞して、旧市街の怪しいところをさっそうと走る電車です。

財政危機ですか。ここは、日本の名目GDPの 15分の１です。渋滞がひどいです。

そういうまちにも、日本でも珍しい、うらやましいような電車が走り、しかも、単

にそれがフランス製というだけではなく、アラベスク模様みたいな模様を付けて、

市民の支持を得ている。非常に美しい世界を感じました。世の中こうなっていると

いうことを、まず理解いただきたいなと思うわけです。 

最後に、静岡市ということを考えてみました。東西の基幹軸として、幸い鉄道が

あるわけですが、そこの鉄道軸につながる、回遊につながる軸がない。実は、人口

規模を考えると、先ほどのミュールズ、アンジェといったまちに比べると、よほど



人口もいる、集積もある。であれば、私は何が何でもＬＲＴだとは言いませんが、

十分需要が見込めるところに、まさに触媒として期待できるのではないのかと。先

ほどのポートランドの図などは、そのまま清水に当てはまるのではないかと思うわ

けです。 

都市経営という観点から見ると、中長期的な視点をもっと持って、コンパクトな

都市を目指すとなると、先ほどの串とお団子。これは富山の言葉なので、静岡でど

う使うかはともかく、私がこの言葉が好きなのは、電車というのは曲がらない串な

んですね。もちろんバスもいいです。バスも重要ですが、バスが走っているから、

ではそこに投資しようとなるか。そうではない。やはり企業家は、５年、10 年、

20 年先を考えたときに、レールができたところはそう簡単には動きません。そこ

の曲がらない串があればこそ、地域の活性化につながっていくのではないかと思う

わけです。 

そういう意味からすると、私は非常にＬＲＴが導入されるという際の可能性、ポ

テンシャルは高いまちではないかと。先ほども楽屋で話していましたが、本当に静

岡は条件が整っているなという印象を持ちました。 

さっさとしゃべってしまいましたが、もう一回繰り返しますと、やはり高齢社会

になってきます。これは、信じられないような人口構成の変わり方になります。今

は車が運転できるといっても、20 年後はできないわけです。病院に入っているか

もしれない。そういうことを考えたときに、やっぱり交通というものを１つの基本

にしたまちづくりというものを考えていく必要がある。 

そのとき、公共交通というのは、単に単体で儲けを考えるものではないよと。都

市の装置なのだと。むしろそれで、幸いなことに、もう静岡の副市長さんも、そう

いう意味では国交省から来ておられますけれども、国もそうやって制度的な支援を

しつつあるわけです。だからこそ、こうやって静岡を盛り上げているわけです。 

だから、世の中は結構変わっているわけです。そうすると、あとはそういうツー

ルなのだと。ＬＲＴは単に採算を目指す移動手段ではなく、人と環境に優しい、中

長期的な経済性も備えるツールなのだということを理解していただければ、静岡は

まさにＬＲＴ整備が最適な都市といわれるのではないかと思うわけで、今日、こう

やってお集まりいただいた方が、そういう意識を持って声を出せば、静岡の将来と

いうものが開けるのではないかなと。 

私自身、先ほど降りて、富士山が見えて、海があって、非常にいいまちだなと思

って歩いていたのですが、そこが、先ほどワールドクラスとおっしゃっていました

が、発展していく。それは単に静岡の問題だけではない。日本が抱える今の地方都

市の問題を解決するリーダーになっていただけるのではないかなと。 

そんな期待も込めて、30 分お話をさせていただきました。長々とすみません。

ありがとうございました。 


