
皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりましたヴァンソン藤井由実と申し

ます。本日は、お休みのところお集まりいただいて、本当にありがとうございます。

また、本日、昨年度の９月の静岡での公共交通シンポジウムに続きまして、こちら

清水地区でもお話しさせていただく機会をいただきました静岡自治体の皆さまに、

心から御礼を申し上げたいと思います。 

私は、30 年間ヨーロッパに住んでまいりました。そして、その 30 年の間とい

うのは、地方都市の中心から少しずつ車を少なくいたしまして、公共交通を導入し

ながら、歩いて楽しい、回遊性の高いまちづくりに、それぞれヨーロッパの地方都

市が成功してきたそのいきさつを、私自身、この目で見てまいりました。今日は、

その様子を皆さんにご紹介させていただきたいと思います。 

まず、今日のお話の内容なのですが、フランスでは今29の地方都市で、既にＬ

ＲＴが走っております。皆さん、フランスに行かれた方は何人ぐらいいらっしゃい

ますか。はい。 

今日はその中でも、にぎわう環境都市として有名なストラスブール市を中心にお

話をします。そして、そのストラスブール市が、どのような総合的な都市交通計画

を進めてきたか。また、それを市民がどのように受け入れてきたか、合意形成のお

話。また、そういった公共交通導入を可能にした社会的な背景にも触れまして、最

後に皆さまと一緒に、これからの静岡市、そして清水地区のまちづくりを支えるも

のに必要なものということを、一緒に考えさせていただきたいと思います。 

まず、フランスでは、実は 100 以上の都市でトラムが走っておりました。とこ

ろが、モータリゼーション、車中心の社会になりまして、1950 年、1960 年代

に、ほとんどの路面電車の路線が剥がされまして、1970年代になりますと、フラ

ンスでも、かつて 100 都市以上走っていた路面電車が３都市に残すのみとなりま

した。これは、2003年まで走っていたマルセイユの路面電車です。 

実は、日本ではまだ頑張っています。何と今現在、17 の都市でこういう路面電

車が、まだ日本で走っております。これは、大阪の阪堺本線の路面電車なのですが、

ここで皆さんと一緒に、ちょっと言葉の整理をしたいと思います。 

路面電車というのは、従来のちんちん電車。今、宇都宮先生から大変素晴らしい

ご説明をいただきましたが、ＬＲＴというのは、実はどういうことを指すのでしょ

うか。もともと英語で、軽量軌道輸送と言われています Light Rail Transit の頭文

字を取りまして、日本ではＬＲＴという呼び方が普通になっております。 
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このＬＲＴは、次世代型路面電車、新世代型路面電車という日本語が付いており

ますが、定時制に優れ、速達性にも素晴らしい、そして運行頻度があり、振動が少

なく、冷暖房完備で、非常に乗り心地がいい。こういったものをＬＲＴと、日本で

は今呼んでおります。 

例えば、これは私が今日お話しいたしますストラスブールの車両ですが、完全な

バリアフリーであるということ。それから、もちろん自転車も、そしてベビーカー

も簡単に乗せることができる。 

また、このデザイン性の高さを見てください。トラムの窓にまちの景観が映って

おります。これは新幹線と一緒で、進行方向に、皆さん座っていただきます。そう

しますと、座ったときに膝まで窓がありまして、窓からまちが見える。まちからト

ラムが見える。このＬＲＴ、トラムという乗り物が、まちの景観の一部になってい

ます。 

こちらは富山市の例なのですが、こういうふうに見ていただきますと、従来の路

面電車と新しいＬＲＴの違いというものを、よくご理解いただけると思います。 

実は、日本ではまだ17の都市でこういう古いタイプの路面電車が走っておりま

すが、それぞれ13の事業所が、もう既に少しずつ、１本、２本、３本という形で

ＬＲＴを導入しています。 

じゃあ逆に、バリアフリーの車両を導入すれば、即、イコールＬＲＴなのか。そ

れは違います。ＬＲＴというのは、他の交通手段との結束性、整合性に優れている。

乗り換えが簡単である。バスにも簡単に乗れますし、お車で来た方でも、簡単に車

を駐車場に、安く置くことができて、そこから簡単に公共交通、このトラムと呼ば

れますＬＲＴに乗り換えることができる。こういった総合的な交通システム、サー

ビスを整えたものを、ヨーロッパではＬＲＴと呼んでおります。 

当然このＬＲＴという頭文字は英語ですので、フランスではＬＲＴと言っても全

く通じませんので、私も今日はトラムというふうに呼ばせていただきたいと思いま

す。 

今現在、これはフランスの地図なのですが、24 の都市でトラムが走っておりま

す。そして 2013 年に、新しく５つの都市でトラムが開通しまして、それに合わ

せて、さらに13の都市で新規のトラム導入を計画いたしております。 

その結果、どういうことになったか。これだけの都市がトラムを入れます。そう

しますと、トラムがそれぞれ、その都市のシンボル、顔になりました。特に鉄道が

好きではない人でも、普通の市民でも、このトラムを見れば、「ああ、これはワイ

ンのボルドー市のトラムである」と。そういう、トラム自体がまちの表情になった

わけです。 

今日はその中でも、1994年に、初めて全車両、バリアフリーの車両を導入いた

しましたストラスブール市について、少し詳しくお話しさせていただきたいと思い

ます。 

ストラスブール市は、中心人口が 27 万人、経済人口が 47 万 5,000 人という



ことですので、静岡市の人口の半分より少し多いということで、皆さん、ちょっと

覚えておいていただきたいと思います。 

ストラスブール市は、実は昔からこういう環境先進都市だったわけではありませ

ん。今から30年前は、汚染に悩んでおりました。交通渋滞にも悩まされておりま

した。では、どういう経過でストラスブール市がトラムを導入することになったか、

お話ししたいと思います。 

まず場所ですが、ストラスブール市は、パリから東のほうに 500 キロメートル

ぐらい離れたところにあります。ストラスブール市でトラムに乗られた方はいらっ

しゃいますか。はい。 

そして、ヨーロッパの中心ということで、ストラスブールからフランスの都市で

あるパリに行くよりは、例えばドイツのフランクフルト、あるいはベルギー、スイ

スのバーゼルなどに行くほうが近いという地理条件を備えておりまして、地理的に

ヨーロッパの中心というだけではなく、今EUのユーロが日本でも話題になってお

りますが、EUの議会組織など、たくさんの国際機関がストラスブールにあります。 

これがストラスブール市の中心部分なのですが、ちょうどこの東西を歩きまして、

大体40分ぐらい、男性なら30分ぐらいの距離です。 

そして、たくさんのユネスコ遺産が残っておりまして、中世の美しい街並みが残

っております。その中でも一番有名なのが、日本で申しますと平安時代に、300

年をかけて建てられました、塔が１つしかない大聖堂があります。 

さて、皆さん、この鳥瞰写真を見てください。全く路上駐車場がありません。こ

ちらのほうに少しだけ車が見えますが、2013年の現在では、ここも市民の公園に

なる工事が進められております。 

ここのところを見てください。ここを拡大いたします。この大聖堂のお足元なの

ですが、歩行者専用空間になっています。優先ではなくて、専用空間。当然昔は、

ここは車が入っておりまして、車も駐車されていました。 

先ほどの中心地の地図をもう一度思い浮かべてください。歩いて 30 分から 40

分、これがこの部分、ライン川の主流の、イル川という川ですが、この中心都市の

半分以上が歩行者専用道路です。すごいまちづくりをしたわけです。ただ、今から

20 年前は、車がどんどん入っていました。たった 20 年間で、こういう歩いて楽

しいまちづくりが可能になりました。 

この紫の部分が、今走っておりますトラムです。そして、歩行者専用空間だけで

はなくて、優先空間、優先道路というものも、ストラスブール市の全道路の 10％

を占めます。時速を30キロメートル以下に制限した道路が10％あります。 

さて、皆さん、1991 年から静岡市と姉妹都市であるフランスの都市はどこか、

ご存じですか。カンヌの映画祭で有名なカンヌ市の写真なのですが、実はカンヌ市

はトラムは走っておりませんが、中心都市は、やはり歩行者専用空間が非常に多く

設けられています。 

そして、これはカンヌの中心都市に近づくところにありますパーキングにあった



ポスターなんですけれども、車を置いていただいて、シャトルバスが中心地まで走

っています。10 分から 12 分間隔で走っておりまして、それに乗って中心地に行

ってください。駐車場にお帰りになるときは、街中で挙手していただければ、バス

はどこでも止まりますと。そいうサービスを自治体が供給することによって、でき

るだけ中心には車で乗り入れないという工夫を行っております。 

では、カンヌ市から、もう一度ストラスブール市に移りたいと思います。ストラ

スブール市は、実は、日本で申しますと明治時代から路面電車が走っておりまして、

第二次世界大戦の前には、何と80キロメートル以上の路面電車の路線がありまし

た。ところが、モータリゼーションが進みまして、1960年に、最後の路面電車の

路線が剥がされました。 

ところが、日本よりも車社会になるスピードが速かった分、交通渋滞や大気汚染

の弊害が出る速度も速かったわけです。ですから、既に 1980 年代には、市議会

や専門家、議員さんたち、行政、いろんな方たちによって、新たに公共交通を導入

した新しいまちづくりが必要なのではないかという、そういう研究がなされており

ました。 

1989年に市長選挙がありまして、交通渋滞を解消するために地下鉄を導入する

ことを掲げました現職の市長と、トラムを導入することを掲げました野党側の市長

の一騎討ちになりまして、トラムをマニフェストに掲げた市長が当選いたしました。 

その結果、２年後にはトラムの導入が議会で決定されまして、1994年、選挙か

らたった５年後に、既に9.8 キロメートルのトラムの第１路線、先ほどの地図と全

く同じ道路です。こういうトラムを通しました。 

ちなみに、フランスの市長さんの任期は６年です。ですから、６年でできたと。

そして、現在ではストラスブールは、環境先進都市としてフランスを代表するまち

になりました。 

まず映像で、どういうふうに変わったかということをご覧になっていただきます

が、中心広場、こちらはロータリーになっておりましたが、現在では市民の憩いの

場になりました。かつては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、専用軌道の緑化にも努めております。 

これは、もともと住宅地が多いところを走ります路線に、音の吸引効果を考えま

して芝生を敷いたのですが、非常に景観上、素晴らしい。まるで公園の中をトラム

が走っているようだということで、この後フランス中で、芝生を敷いた路線が主体

となりました。日本では、鹿児島市と熊本市の路面電車で芝生軌道を見ることがで

きます。 

また、まち全体の環境保全にも非常に力を入れております。植林に非常に重要度

を置いておりまして、工事のために３本木を切りましたら、５本植えるというのが

モットーです。そうすることによって、トラムを導入するとともに、まちの景観を

一斉に見直す。まちの景観の再整備に努めました。 

都市全体の緑化、そして、これが一番大事なことだと思うのですが、道路空間の



再配分。もっと簡単に言いますと、車に取られてしまった場所を市民の皆さんにお

返しする。 

私は、ヨーロッパ滞在30年のうち最後の10年間、ストラスブールで住みまし

た。私がストラスブールに行きました 1998 年、ちょうどこの工事をやっており

ました。つまり、車が止まっていたこのエリアを歩行者と自転車の方にお譲りして、

そしてこの両横にトラムの線を１本ずつ引いて、さらにその両横に自動車のレーン

を１本ずつ残す。こういう工事をやっていたのが10年前です。 

そして、その結果、今ストラスブールでは、39 キロメートル近いトラムが走っ

ておりますが、その前にちょっとこの地図を見てください。 

これはストラスブールの中心地で、人口が大体27万人。ただし、こういう都市

交通行政は、ストラスブール市一市でやっているのではなくて、周りの自治体が集

まりまして、この東西15キロメートル、南北30キロメートルの経済圏で都市交

通計画を進めてきました。 

この右の地図を覚えていただきたいのですが、今こういう形でトラムが通ってい

ます。この水色がドイツとの国境になりますライン川。たった20年間、1991年

に議会で決定してから 2013 年に至るまで、これだけのトラムの路線網が成功し

ました。 

そして、駅数が 75。そして、トラムが走っていないこの点と点の間はバスサー

ビスを充実化させまして、バスの利用者も増えたと、先ほど宇都宮先生がご紹介し

てくださいましたが、全長325キロメートルのバスが元気に走っております。 

トラムを導入したことによる効果はたくさんあります。もちろん交通問題の解消、

そして環境保全、まちの景観美の再整備もございます。経済効果も忘れることがで

きません。人口が増えている、あるいは、経済圏の雇用が、過去17年間に９％近

く増えている。 

ですから、その結果ストラスブール市としては、どちらかというと寒くて暗い、

今日なんてマイナス５度ぐらい、そして、この静岡のように、決してもともとの風

光明媚な条件があるわけではない、そういったところが、今では環境都市、知的な

環境先進都市としてのブランドイメージの確立に成功しました。 

エコシティのパラメータはたくさんあると思いますが、たぶんこういったところ

が日本でも同じパラメータとして使われていると思いますが、ストラスブールは、

数値の上からでも、フランスで上位１位から３位を必ず占めています。 

結局トラムを導入することによって、まず、バスだけでは対処できない交通渋滞

を解消する。それに伴って、環境保全にも努める。また、福祉政策の一環としても

トラムを導入した。つまり、交通弱者と呼ばれる方、あらゆる立場の市民の方に、

できるだけ安く、そして安全に、アクセスしやすい交通を、皆さんに保障するとい

うこと。 

ただ、ここまでなら、皆さん、コミュニティバスでも十分用が足せるんじゃない

ですかと。たぶん地下鉄でもいいんじゃないですかと。確かに、人口が15万人以



下のまちでは、フランスでも、むしろＢＲＴと呼ばれます高度性能バスを走行させ

たほうがいいのではないかというアドバイスも出されております。 

それでもフランスでは、人口が15万人、あるいは下手すると10万人を切るよ

うなまちでも、どんどん、先ほど地図で見ていただいたように、トラムを入れてい

ます。なぜなのでしょう。なぜコミュニティバスではなくて、トラムなのか。 

これはいろんな要素がありますが、一番大きな点は、地下鉄やバスだと、まちの

景観の再整備につながらない。自動車の走行路線の見直しにつながらない。やはり

歩いて楽しい、回遊性の高い、地方都市の中心部分を活性化するためには、思い切

ったことをしなくては駄目です。その思い切ったことをできるツール、まちづくり

の装置がトラムだったというわけです。 

ですから、市民の皆さんに、乗ってみたいと思っていただける、そういう魅力の

ある交通手段、輸送手段を導入することによって、フランスの場合、環境問題、交

通渋滞問題、福祉問題、そしてまちづくりの問題、そういうあらゆる問題、課題を

一挙に解決する総合的なツールとして、トラムをどんどん導入してきたわけです。 

そのためには、行政の皆さん、市民の皆さん、そして、実際に運行していただく

事業者の皆さん、皆さんのご協力が必要になります。 

各地でこういうお話をしておりますと、「じゃあ、日本でトラム導入を成功させ

る秘訣は何でしょうか」ということを、よく質問として受けますが、私自身も、実

は車がないと全く生活できないところに住んでおります。ですから、今の日本の現

状、地方都市の現状を考えますと、やみくもに車を排除するのではなくて、むしろ、

市民の皆さんの動きや、市民の皆さんのニーズを考えながら、どういうふうに車と

共存させて、公共交通を導入するのかということがキーワードになると思います。 

これもストラスブールの写真なのですが、芝生軌道路線の横に、やはりきっちり

と車線と、そして車もびっしり止まっております。 

では、具体的にどういう交通政策を導入したのかをご紹介したいと思いますが、

まずトラムというのは、一度に全ての扉が開きます。そうすることによって、乗り

降りの時間を短くして、定時制を確保する。そして、非常に運転手さんの負担が少

ない。なぜかと申しますと、お客さんが運転手さんのところに行って、運賃を支払

う必要がない。これを日本では、信用乗車方式と呼んでおります。 

どういうことかと申しますと、ヨーロッパはトラムに限らず、全ての電車がほと

んどそうなのですが、改札がありません。改札がなくて、こういうカードリーダー

に皆さんの IC カードをタッチします。それだけで乗ってしまいます。そして、支

払い方も、バスもトラムも全て統一されています。 

このバスとの共通チケットというのが非常に大切です。一回一回初乗り料金を取

られていたのでは、市民は車からトラムに乗り換えてくれません。１つの同じ定期

券で、バスもトラムも乗れる。そして、必ず乗り換えが簡単である。広島電鉄の方

のお言葉ですが、公共交通を使っていただくには、乗り換えのときに「待たせない、

濡らさない、歩かせない」、この三原則が必要であると。ですから、地域でも運輸



連合をつくって、バスとトラムと、いろんな公共交通が協力していかないといけな

い。 

バスで来た方は、ここからバスを降りてトラムに乗れます。じゃあ、自動車で来

た方はどうするのか。これは、ヨーロッパではパーク・アンド・ライド。パーク、

自動車を止めて、アンド、ライド、トラムに乗りましょうというネーミングなので

すが、見ていただきますように、非常に安い駐車料金で。そして、こちらに一日中

車を駐車いたしまして、トラムに乗って、これは２駅で中心部分に着きますが、そ

ういうふうな移動方法を行っております。 

次に、一番大切な車の走行規制なのですが、これは、北から来た車は北にしか抜

けられない。南から来た車は、南にしか抜けられない。そして、どうしても都心に

車で来なければいけない方のためには、地下駐車場を設けまして、その地下駐車場

に車を駐車していただく。そういう方法を取りました。 

先ほどの地図と同じ地図です。私はこの辺りに住んでいたのですが、実際にこの

ループ性を取られてしまいますと、本当に市民の皆さんは、都心には車でアクセス

しなくなります。通り抜けができないというのは、一つの大きな規制になります。 

その場合、路上駐車もどんどん少なくしていきまして、中心地になるほど駐車料

金を上げるという政策を取りまして、できるだけ車はパーク・アンド・ライドに置

いていただく。 

その代わりに、乗っている方にも便宜を図っておりまして、例えば、この辺りか

ら車で来る。そうすると、こういう市街地の、中心地に入りますと、ポイント、ポ

イントにこういった掲示板が出ています。これは静岡市にもございましたが、例え

ば、このパーキングにはまだ30台残っている、ここはもう満車である、そういう

情報がリアルタイムで入ることになっていまして、あくまでも車で都心に来られる

方の便宜も図っている。 

そして、支払い方法も、全て機械が統一されています。日本のように、ここは１

時間 100 円とか、ここは 30 分 100 円とか、ばらばらではなくて、支払い方法

が統一されている。 

これは大阪の写真なのですが、やはり日本の場合、路上駐車の面積が非常に多い。

高い建物と路上駐車が多いというのは、東京も地表面積の３分の１が路上駐車なの

だそうですが、都心の一等地、非常にもったいないと思います。 

住んでいる方はどうするのか。都心に住んでいる方は、やはり生活上、自動車が

必要です。例えば、皆さんが１の区間に住んでいるとしますと、静岡市の市役所に

行きまして、１カ月1,000円で、「私は１の区域に住んでいる」というレジテント

カードをもらいます。このレジデントカードを車のフロントガラスに貼っておきま

すと、例えばこの１の空間であれば、いつでも路上駐車、夜間も含めて可能である

と。そういう工夫をしています。 

次に、社会サービス車はどうするか。タクシー、消防車、警察車。これは、浮沈

式ボラードシステムというのがありまして、カードリーダーにカードを乗せますと、



こういうふうにボラードが下がります。そして、タクシーが通り過ぎてしまいます

と、ボラードが少しずつ上がってくる。 

商店の場合、やはり荷さばき、搬入・搬出車が入らないといけません。ですから、

朝の10時半までと夜の７時以降は、このボラードが下りています。そうすること

によって、お店を持っておられる方にも、住んでいる方にも、ご迷惑を掛けない。

そういった全体的な対策を考えないと、ただトラムを入れただけでは、やはり困る

方が多いと思います。こういう全体的な政策、障害者への対策などももちろん含め

まして、ストラスブールは進めてまいりました。 

最後に、一番フランスらしいのはカラーコーディネート。いわゆるまちの景観美

を代表する。ただ乗り物、輸送手段だけではない。色をそろえまして、まちに合わ

せた色合い。線路から、切符を販売する装置から、全てのものを合わせております。 

そしてフランスでは、大型公共工事を行うときに、その予算の１％をいわゆるア

ートに費やすという、非常に素晴らしい伝統が残っておりまして、例えばこれはト

ラムの駅なのですが、上を見ていただくと、こういった面白いオブジェ、インスタ

レーションアートがある。こういった遊び心も非常に多い。 

また、駅の空間デザインそのものも、それ自体がアートになっている。そういう

ふうな特徴が、フランスの、いわゆる公共交通導入に伴った特徴の一つではないか

と思います。 

総合的な交通政策ということで、トラムだけではなくて、例えば自転車道路、日

本は全体でも 300 キロメートルしかありませんが、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。実は静岡も自転車がす

ごく進んでいるということで、非常に分かりやすい自転車道路を、今日見つけまし

た。 

また、レンタル自転車も進んでおりますし、トラムの駅にこういった駐輪所をき

っちりと設けています。 

それ以外に、カーシェアリングシステムというものも、フランスで初めてビジネ

ス化したのがストラスブール市。これは会員制のレンタカーシステムで、使いたい

ときに、必要なときに車が使えるシステム。 

ですから、あくまでもトラムを導入しながら、他の交通手段も併せて、皆さんが

使いやすいように工夫をするというのが、このストラスブールを代表とするフラン

スの総合的な交通政策です。 

あと 20分残っていますので、今まで乗り物を中心に皆さまにお話ししましたの

で、これから人間を、人を中心にお話ししたいと思います。こういう政策を受け入

れる背景は何だったのかと。市民はどういうふうに受け入れてきたのかと。 

実は 2009 年に世帯調査が行われました。トラムが走る前の 25 年前は、あの

小さな、何遍もお見せしました都心の地図、あの中で 73％が車で移動していまし

た。それが、初めて50％を切って、46％になりました。そして、以前は公共交通

の利用者が13％だったのですが、バス、トラムのサービスが充実化してきて、33％



に増えたと。 

こちらは、静岡市で実験されたアンケートを紹介させていただいたのですが、や

はり静岡市の場合も、皆さん、環境のことを考えると、公共交通を導入するのは素

晴らしいことではないかという意見が大半を占めている。 

そしてこれは、昨年度９月に私が静岡でお話ししたときの、皆さんからのアンケ

ートの結果なのですが、そのときに、皆さんが公共交通に何を求めているか、やっ

ぱり定時制、頻度の高さ、乗り継ぎの簡単さ、そういうものがあれば、皆さん公共

交通に乗ってくださる、乗りたい、そういうお答えが出ています。 

そして具体的に、川口先生と、そしてこれから久保田先生が座長になられて、静

岡でも清水でも、こういうＬＲＴ導入の研究協議会というのが設置されたとお聞き

しています。 

つまり、これから皆さんと一緒に、トラム導入のためにどういった課題があるの

か、お互いに討議していきましょうという合意形成。合意形成って、あまり聞き慣

れない言葉ですけれど、皆さんの賛成、ご意見、合意を一緒につくっていきましょ

うという、そういう協議会が、もう静岡市では始まっています。 

では逆に、フランスではどういう合意形成をやってきたかということをお話しし

たいのですが、例えば、これが今現在進行形の合意形成の資料です。これを一戸一

戸の家に、郵便箱に入れています。 

この大きさなんですけれども、中をちょっと皆さんにお見せしたいと思いますが、

例えば、今こちらがストラスブール市の駅なんですけれども、ここから新しく北に

延びる線をこれから引きます。これが断面図です。 

そのときに、この合意形成用の資料の中で、例えば従来通りの鉄軌道のトラムに

するか、あるいはゴムタイヤのトラムにするか、それともＢＲＴと呼ばれます高度

サービスバスにするか、皆さん、どれにしましょうと。こういうところから合意形

成を、今現在進行中、始めています。 

そして、そのときに私が非常にびっくりしたのは、あらゆる数字を市民の皆さん

に公開している。例えば、輸送能力に限らず、路線工事コストから、減価償却から、

そして工事期間まで、いろいろな数字を市民の皆さんに提示しています。後で、「僕

は聞いていなかった」「私は知らなかった」とは言えないですね。そこまで情報開

示している。 

そして、この最後のページには、例えば、どこに行くと、トラムの計画の協議会

がある、あるいは意見徴収はどこにある、そういった情報が全てここに書かれてお

ります。 

そして、いったん工事が始まった後も、「もう決まったから、ほったらかし」で

はありません。こういうものを、やはり皆さんの一戸一戸の家に配りまして、例え

ば「工事の間は、交通がこういうふうに迂回になります。ご迷惑をお掛けします。

でも、工事が終わったらこういう形になるので、素晴らしくなりますから、皆さん、

もう少し我慢してくださいね」と、非常にきめ細かい合意形成を行っている。 



ですから、富山の市長さんも、本当に何百回と、合意形成のために市民の説明会

に足を運ばれたそうなのですが、フランスでも、このストラスブールに限らず、す

ごい努力を合意形成に、市民のほうも、行政のほうも、議員さんも市長さんも、払

ってこられたわけです。 

この合意形成の話をしますと、必ず商店街の反対ということが出てきます。フラ

ンス、ストラスブールでも、この商店街の反対で、最初にトラムを入れました市長

さんは、女性の市長さんだったのですが、暴力を振るわれたことがあるぐらい、商

店街の反対は非常に大きかった。 

ストラスブールでは、20 年前も、今も、全く同じ方法で商店対策を行っていま

す。つまり、工事が始まります前年度の売上高と、工事が行われている年の売上高

の差額を、自治体が賠償いたしております。そうすることによって、商店の方も正

直に売上高を申告されるようになったというおまけが付きましたが、今でも同じ方

法を取っております。 

そしてストラスブールは、商店主を対象にいたしました非常に貴重なアンケート

結果が残っている、まれな都市なのですが、やはり商店の方のフィードバックは非

常にいいです。 

宇都宮先生のお話にもありましたように、駐車時間を気にせず、まちにぶらぶら

と訪れることができるというのは、非常にショッピング行動としては、商店主にと

っては好ましい行動になってきているというお話が出ております。また、搬入・搬

出も、例の浮沈式ボラードシステムで、全然問題にはならなかったと。 

ただ、トラムの場合は、導入いたしますときのコストというのははっきりと出ま

すが、導入した結果、商店がどういうふうに元気になったか、売り上げが上がった

かという、そういう効果のほう、便益のほうは、なかなか数字としては出せない。

そこがちょっと難しいところなのですが、結果として、フランスの地方都市に行っ

ていただきますと、本当に人があふれておりまして、「どこからこんなに人があふ

れてくるの？」というぐらい、シャッター通りがない。中心地が活性化しています。 

１つだけ、ストラスブールで数字が出た事例があります。昔からストラスブール

では、クリスマスマーケットという、クリスマス関連商品を紹介する屋台を出すお

祭りが、12月の１カ月間行われますが、「トラムに乗ってクリスマスマーケットに

行こう」というキャンペーンを出しました。 

これが５年ぐらい前なのですが、何と今では、人口たった27万人の都市に、12

月の１カ月間に 200 万人以上の観光客が来る。昔、ストラスブールは、12 月の

ホテルの稼働率は 50％を切っていたんです。寒くて暗い、４時にはもう夜になっ

てしまう。でも今では、この「トラムに乗ってクリスマスマーケット」ということ

で、こんなに、非常に華やいだ冬の風景に変わりました。 

こういった公共交通導入を可能にした社会的な背景にも少し触れたいと思うの

ですが、こちらは先ほどの地図、皆さん、覚えておられると思いますが、こちらの

経済圏全体の予算を見てみますと、1,170 億円。 



これを静岡市と比べますと、ストラスブールの経済圏は人口が47万人で、1,170

億円。それに中心のストラスブール市の予算を合わせます。静岡市が人口71万人

で、2,786 億円。ということは、特にストラスブール市とかフランスの都市が財

政的に潤沢だったからトラムを入れられたわけではないというのは、これを見てお

分かりいただけると思います。 

また、人口的に静岡市とよく似ているボルドー市やニース市、この一日のトラム

の利用者数を見てください。すごいですね。皆さん、本当に利用しています。 

トラムの投資コストと運営コストに簡単に触れたいと思います。大体フランスで

は、１キロメートルにつき、ＬＲＴ、トラムを造るコストが25億円。これは、景

観形成、再整備も含めてですが、25億円掛かると言われています。 

ストラスブールでは、第一期の工事、第二期の工事、国からの補助金が、やはり

２割近く。そして交通税というものが、かなり占めています。 

フランスではどういうふうにトラムを造っているかと申しますと、上下分離とい

うやり方がありまして、これは簡単に申しますと、線路の部分は静岡市が造ります

よと。でも、運行する部分は、静鉄さん、お願いねという、簡単に言っちゃいます

と、そういう方法です。もちろん、詳しい仕組みはいろいろあるのですが。 

ストラスブール市の場合は、直接静岡市と静鉄さんがやっているわけではなくて、

この間に第三セクターを設けまして、事業主体はあくまでも静岡市さん、交通局が

やりますと。そして、そこから第三セクターを通しまして、実際に運行する業者さ

んは、民間の人にお願いしますと。 

その民間が一人で全部を抱え込まない。行政も、一人で全部抱え込まない。こう

いう、うまい役割の分担ができております。これはストラスブール市だけではなく

て、フランスの共通した運営の仕方です。 

これは、ストラスブール市の福市長さんが、つい先だっておっしゃったことなの

ですが、一介の民間企業がインフラ投資をして、そして税金を払って、しかも採算

性があるような、そんなサービスをするのは無理だと。フランスでは、市民の皆さ

んが公共交通の投資に対して公金を投入する、税金の一部で補填することが、一つ

コンセンサスとして認められていると、はっきりおっしゃっています。 

フランスでは、公共交通というのは、必ずしも採算性を求める営業ビジネスでは

なくてもいい。むしろ自治体が市民の皆さんに供給する公共サービスだという発想

に、フランスではなっています。ちょっと日本の皆さんには驚きかもしれませんが。 

実は、国もどんどん今変わっていまして、例えば、このように上と下で分けて新

しい投資をするとき、国のほうも、こういう整備を造るときには 55％まで自治体

を補助しますよと。そして静鉄さんには、例えば、低フロアの、格好いい、乗りや

すい、バリアフリーの車両を買うなら３分の１をお出ししますよと。国交省もそこ

まで変わってきています。ですから、これからどんどん日本で新しい動きがあるの

ではないかと、私たちは期待しております。 

今、投資コストをお話ししましたので、運営コスト。これを見て、皆さん、ショ



ックを受けないでください。いわゆる切符収入で全然やっていけていない。23％

しかない。あとは自治体の補填と交通税。この自治体の補填というのは、皆さんの

税金なんですけれども、今ご説明したように、皆さんで費用を分担するという考え

が、フランスでは根付いています。 

この交通税、先ほど投資コストでも交通税が出ました。交通税というのは何でし

ょう。交通税というのは、従業員が10人以上の企業の人件費、お給料の総額に対

して課せられる財源です。上限がありまして、２％。これは地方自治体の直接の財

源となります。 

この交通税というのは、実は公共交通の整備とか運営にしか投資できません。自

動車の道路の整備には使えない。こういう交通税というのは、フランスでは既に

1973年に導入されている。パリの公共交通、地下鉄などの運営の８割は、この交

通税で賄っています。 

こういった交通税が生まれる背景というのは、実は交通権という考えがあります。

私は今日、お話の一番最初に、誰でも安く安全にアクセスできる交通権を保障する

というお話をしました。 

実はこれは、1982年に、フランスの交通基本法という法律で既に認められてい

ます。ですから、法律で地方自治体に対して、皆さんの交通権を保障できるような

都市交通計画を策定してください、作ってくださいと、自治体にもうそういう要求

がされているわけです。ですから、こういう社会的な背景があるので、フランスで

は競ってトラムが地方都市に入ったわけです。 

さて、最後にあと５分ありますので、静岡についてお話ししたいと思いますが、

今日、富士宮市の自治体の方に見せていただきまして、この辺りがちょうど、今私

たちがいるところだと思うんですけれども、本当に日本一流の素晴らしい自然条件

に、皆さん、恵まれていると思います。 

このウォータフロントにトラムを通すと、皆さん、どれだけの観光効果があるか

というのを、もうこの写真を見ただけでも理解できますよね。 

今、「日の出ルート」と言われているのは、こちらの２キロメートル。静岡市の

資料を見せていただきますと、80 億円でできると。80 億円でこの素晴らしい、

ここにトラムが走って、そしてドリームプラザで食事をして、飲んで、トラムで帰

れるよと。そこから、新清水駅からも、JR 清水駅からも、結節点がある。すごく

素晴らしい、まちづくりの起爆剤になると信じています。 

このＬＲＴの議論をする前に、実はこれは、９月に静岡でお話しさせていただい

たときに静鉄の酒井社長がおっしゃったのですが、まず最初にＬＲＴを入れるとい

うことも大切なんですけれども、それ以上に、静岡をどんなまちにしたいのか、働

き盛りが帰りたいまちというのはどういうまちなのかということを、みんなで考え

なきゃいけないと。 

自分は静岡でどういうふうに働いていきたいのか。清水というところが、自分た

ちの子どもが帰ってきたいまちと思えるかどうか。居心地のいいまち、豊かなまち



というのは、必ずしもものがあふれているまちではない。 

やっぱり土曜日、日曜日には、子どもを連れてウォータフロントを歩ける、ある

いはまちに出ることができる。そして、買い物をするところもあるし、いろんな楽

しい場所があるねというのが、一つのまちづくりの要素だと思います。 

そのときに、こういうまちをつくるには、皆さんにちょっと我慢してもらわない

といけない。今自分は、自動車は少し使えなくなる。それを我慢して、次世代に戻

ってきてもらえる、この清水、静岡で頑張ってもらうのだという、そういう若い子

たちに残ってもらえるようなまちづくりをするということが、今よく言われます持

続可能、発展的なまちづくりだと思います。 

今日はストラスブールのお話をしてきましたが、ストラスブールも最初から、格

好いい環境先進都市になろうとか、そういうことを考えてやってきたわけではない

んです。実は、誰でも乗れるような公共交通手段を確保して、社会の格差を少なく

して、そして、みんなが歩ける楽しいまちを、住みやすさを追求してきたら、その

結果として20年後に、知的な環境先進都市になってきた。そういう姿を、ちょっ

と駆け足でしたけれど、今日は皆さんにご紹介してきました。そういう誰が歩いて

も楽しいまちというのは、これから超高齢社会を迎える日本の地方都市に求められ

ている姿だと思います。 

最後に、昔はここは車が止まって、車がぐるぐると回っておりました中心広場、

クレベール広場と申しますが、こういうイベントがしょっちゅう行われています。 

ヨーロッパは、昔は公共交通があって、それぞれの中心都市がにぎわっていた。

そういうかつてのにぎわいを、トラムを導入することによって、ヨーロッパの地方

都市は取り戻した。今日はそういうストラスブールの姿を、皆さんにお伝えさせて

いただきました。 

どうも最後まで、ありがとうございました。 


