
静岡市公共交通シンポジウムアンケート（自由意見）

【合意形成、市民コンセンサス、情報提供について】

　駅の設置場所について地元の意見をなるべく尊重してほしい。
大型施設だけでなく、商店街等との連携重視を期待。

　早期に開通させるため、合意形成に向けた議論を活発化させたい。
法令や特区等、財源の確保のための工夫、研究が必要。

　ＬＲＴの導入については大変良いと思います。車両の再整備や環境保全、バリア
フリーに貢献することが分かったためです。ただし懸念として
①導入のみで終わってしまいまちの活性化につながらない。
②交通税等の財源をとることへの市民のコンセンサスがとれるのか。の２つです。
この２つを解決（中長期的に）するために１つの提案です。ＬＲＴに乗ってもらう
ために⇒定期券スタイルにして利用ポイントをつける（例：100円で10ポイン
ト）そのポイントを市内のショッピングモール（セノバ、ドリプラ等）で使えるよ
うにする。ポイントで利益が下がった店や企業に交通税等で補填するという仕組み
を作って市民にＬＲＴを普及させてほしいと思います。

①車社会の脱却を宣言すること
②都市計画に住民を参加させること
③住民意見にも説明責任をもたせること
④プロセスを記録に開示すること

　本日の資料の中に静岡のまちづくりやＬＲＴの概要などをＰＲする冊子があった
方が良かった。合意形成はそういう細かいところの積み重ねで出来上がるもの。つ
まり市民合意は市民に任せるものではなくて、市・行政の責任。３路線のうち盛り
上がるところから課題が解決できたところからやるというのは無責任。市の政策・
戦略としてどこからやるべきか、どこからやった方が成功するのかをきちんと進め
るべき。計画をみると、３路線別々の様に書かれているが、トラムトレインで静岡
鉄道をもっと便利にするように、延長していくだけで、一体感をもって進めるべ
き。以下が良いと思う実行順です。
　①静岡鉄道のＬＲＴ化（新静岡～新清水間にトラムトレインを導入して、これが
街中を走ることができるという素晴らしさを市民に実際に見せる）
　②実際に素晴らしさを見せれば、まち中心部でも機運が高まるので、反対の反対
のなくなったところから導入する。
　③清水は車に遠慮するところではないので、先行プロダクションとして導入（富
山でもやりやすい富山～岩瀬浜間から導入して、機運を高めてから中心部の循環線
をつくった。
　④静岡側の車と公共交通のすみ分けができたところで、ＬＲＴネットワークを整
備していく。
清水の場合、課題とされている「需要の確保」というのは、意味不明。つくっても
ないものに需要はないし、採算は問題ではなく、どれだけ便益を生むかという観点
からすれば、富士山の眺望やちびまるこちゃんをＰＲし、静岡と清水両地区の交流
が進めれば、需要も創出できるはずで、そのためにＬＲＴを整備しようとしている
のではないでしょうか。



　静岡市のこれからの発展のためには、ＬＲＴの導入が大きな役割を担うと感じま
した。この様な場をもっと多く提供してもらって、より多くの市民の合意が得られ
るようにしてください。

　いわゆるＬＲＴ運営の「赤字」予想の問題について今回のシンポジウムの内容を
踏まえ、市ＨＰなどで情報をどんどん出すべきだと思う。

　旧清水市内は実現可能な条件がそろっていると思われるので、（旧軌道敷、広い
道路など）行政が中心になって、関係商店街と静鉄と３者でよく相談したらどう
か。

　まだ一般の市民の関心度が低い。赤字になる事に反対する人が多い。ＰＲが不足
している。昨年の静銀ホールと同じ内容は残念。違う切り口も必要。清水で開催し
た意味がないと思います。清水の方々は他のルートの住民の方と考え方が違うと思
います。熱心な人が多いのでその輪をいかに拡げるか。

　第１は、静岡鉄道との直通運転あるいは新清水駅や新静岡駅でホーム反対側へ乗
り換えるシステムならなお良いと思う。第２に市民の合意形成の手法。イメージを
分かりやすくするための社会実験がある。バスをＬＲＴにみたてた実験。各結節点
でのイベントの開催。まちづくりのコンペやそれらを代用したワークショップで市
民に訴える。

　ＬＲＴの導入は市民の盛り上がりの如何で確保変わる。清水地区では、ただＬＲ
Ｔを走らせても静岡都心と比べて経済効果等は厳しいかもしれない。活性化には最
終的に三保、興津日本平等とのネットワークが重要と思われる。ちびまるこちゃん
だけでなく「清水の次郎長」次郎長通りの再開発、ＰＲ、有効活用ができないもの
か。日本平と合わせ、次はウォーターフロントから三保の活性化が富山の世界遺産
登録に合わせて総合的に清水区の活性化を考える必要があると思われる。

　ＬＲＴは持続可能な社会実現のための有効な手段だと考える。市のリーダーシッ
プと市民との協働で実現させることを期待しています。

　導入に至るまで、あるいはそのあとの情報公開を広くすること。全て赤裸々に情
報公開しないと合意形成が出来ないと思う。

　財政への影響、交通税など、市民への負担面についても正面から議論して合意を
形成していく必要があると改めて感じた。

　スピード感をもって進めて欲しい。この様なシンポジウムにもっと若い人たちが
動かしてほしいし参加できる（してくれる）方法を考えたい。



　ＬＲＴを導入したから即まちが賑わうという訳ではもちろんないが、効果がある
ことは十分わかった。ただし、市民の公共交通への投資に対する理解と「ＬＲＴを
導入する」ということを主体的にとらえる。自分たちも参加してＬＲＴをつかって
まちづくりをしていくという意識の高揚が絶対的に必要なのではないか。そのため
に行政はプラスの情報もマイナスの情報も全て公開して市民が主体的に考えられる
様な材料を提供すべきだし、その意見徴収の仕方もパブリックコメントの様なサン
プルが少ないものではなく、全戸聞き取り調査くらいの気持ちでやってほしい。

　ＬＲＴ導入には行政の協力が必要だと思う。住民、市に訪れる人が使うようにす
るためには、利用料金を安くする。例えば100円等にする必要があると思う。ど
うしても、一企業で運営していくには限界があり、何年、何十年続けていくために
は、赤字分を市が助ける必要がある。ルートの決定についても、あらかじめ市が決
めるのではなく、住民にどこへ公共交通、ＬＲＴが通っていけばいいと思うのか聞
いて、ルートを決定すべきだと思う。

　静鉄の酒井社長が話しているように静岡をどういう街にしたいか市民に問う。Ｌ
ＲＴ、鉄道、ＢＲＴなどのどれを選択するのか市民に問う。

　ＬＲＴ導入に伴う、自動車交通への影響。自動車交通をどの様に転換（ＬＲＴ、
バス、二輪車等）させるのか。環境、福祉、賑わいなどへの効果。ＬＲＴを導入す
るためには、市民のコンセンサスを得る必要があるため、上記の様な色々なデータ
を資料等を基にしたコンプライアンスが出来る様に行政側で対応されたい。

　理論的、解ったように思うが、夢。現実実施できるのか。予算、費用、福祉に使
うのが多い。山本副市長・行政が積極的性があれば進展性大。街中に車を入れなけ
れば公共交通を利用する。

　市長自身がご自分の言葉で公共交通整備の哲学を語ることはできる⇒歴代市長初
だと思います。「百聞は一見に如かず」ではありませんが、敗北主義的にＬＲＴ整
備に懐疑的な「慎重論者」も、ひとたび現地に連れていって実際にその利便性、合
理性、快適性、健康性などを体感してみれば、容易に賛成論者に変ります。（少な
からず静岡市議がそうであったように）市民の中に広範囲に合意形成を可能にする
努力を重ねていきたいものです。宇都宮先生のお話しは簡潔かつ非情にわかりやす
く説得力のあるものであったと思います。目先の採算みたいな近視眼的な議論をす
るのではなく、市民の「幸せの総量を増やすことが経済学である」・・すばらしい
お言葉でした。

　継続的にシンポジウムを開いた方が良いと思います。

　ＬＲＴで結ぶ都市整備（日の出地区）の姿が全く見えていない中では、中々市民
の賛同を得られないのでは。



【まちづくり・活性化について】

　ＬＲＴを導入する前に、都市の課題・問題点をもう少しわかりやすく説明できる
といいと思う。

　高齢社会は待ったなし。目指すべき方向（計画）を市として明確にし、市民判断
を求め、その上でスケジュールを早々に取り組んでいただくことを望みます。

　ＬＲＴの導入と同時に、住民（市民）が楽しめるまちづくりの必要。例として日
の出地区に仮称「歴史ミュージアム」等の設置。多様なイベント等。週末マーケッ
トの定着化。（ただし出展料はなし）首都圏を中心としたシニア世代を呼び込む
（観光面）魅力あるまちづくり。定住外国人にとっても魅力あるまちづくり。外国
人観光客、国内観光客の増加につながる。

　市民の意見と専門家の意見を聞くこと。どの様なまちづくりを目指すのかを行政
が描くことが大切。それは、首長が代わろう進められるものであるべき。ＬＲＴ導
入ありきでないところで検討する必要がある。

　ＬＲＴを導入すると「このようなまちになる」と将来像を示してほしい。住民に
とって住みやすい楽しいまちは将来の生活の希望となる。

　環境改善のためには、自動車が減少することは必要だと思う。一方、人が集まっ
ているまちは活気がでて活性化につながる。こんなことからＬＲＴは必要かなと思
う。

　ＬＲＴを導入することは魅力的なまちづくり実現のための一つの方法だと思っ
た。財政的に厳しいのはわかるが、将来的なことを考えるとまちの魅力を高めると
いう意味では、ＬＲＴを導入することは必要だと思う。

　ＬＲＴと街づくりの関係が今までは漠然としたイメージとなっていましたが、本
日の基調講演・パネルディスカッションを通じてＬＲＴの導入が静岡市の活性化に
貢献することがよくわかりました。

　特に清水都心地区において、まずは、日の出地区の再開発による魅力と向上心を
行った上で、そこへのアクセスとしてのＬＲＴ整備を行うことが求められる。



　ＬＲＴ導入と同時に街づくりの方向性を決め、より魅力ある人の集まる街にして
いくことが大事ではないかと思う。ＬＲＴの利用者が多くなり、採算性がとれる様
になって欲しいと思う。特に清水。

　企業立地を重視しながらつくっていくことが重要であると思います。個々の負担
を増やさず、税収を上げることが求められると思います。ＬＲＴの導入が、企業立
地につながってくれたらと思いました。ＬＲＴが通れば企業は入ってくるのかの調
査が必要なのではないでしょうか。

　今、予定（検討）しているルートだけでまちが活性化するのかは、不明だけれど
も多くの景観を生かしたまちづくりができるとよいと思います。「最も幸せ度合い
の高いもの」が検討されていくことが楽しみです。高齢社会になっていて、自分も
やがて車の運転ができない日がやってくるので、公共交通に頼らざるを得ないの
で、便利になることを願います。

　中心市街地の賑わいや活性化の議論については、ＬＲＴの導入で達成されるもの
ではないので、併せて賑わいのまちづくりの議論を深める事が大変重要。開かれた
合意形成プロセスの中で多くの市民が意見を出せるようなしくみを考えてもらいた
い。宇都宮先生の富山ではＬＲＴが中心市街活性化に寄与のパワポシートのデータ
が大変興味深かった。

　ＬＲＴの導入の検討の前に、静岡市をどの様な街にしたいのか。まちづくりにつ
いて、市民を含めた議論が必要。まちづくり計画を策定し、それに交通計画を加え
た全体のビジョンが先行ではないか。

　やはりＬＲＴを導入する以前に、静岡のまちづくりをきちんと考えるべき。

　ストラスブール市の様に思い切った方向転換をしてほしい。市内の一部だけでも
いいと思う。何か他の都市にはない魅力的でオリジナリティのある街をつくり、他
の都市から「人が集まる」ようになれば経済活性化につながると思う。他の都市よ
りも早く実現できますように。

　早期の実現を！バスがＬＲＴになれば利用すると思う。帰りにアルコールを飲む
ことが出来る。（安い駐車場が必要だが）酒場を中心とした、まちが大いに活性化
再生していくのではなか。清水地区に最初の導入を。



　環境改善と街づくり。経済効果。中心市街地の活性化。交通の利便性。

　街の活性化の為（楽しく歩ける街をつくる為）
　高齢社会への対応（車中心の社会をやめる為）
　自然環境を大切にする為（車中心をやめることによるＣＯ２の減少など）
　主に上記の理由により路面電車の導入を支持します。

　清水のまちが好きです。私は小学校が外地で２校ありますが、その同窓会を清水
でやった時はみんなに喜ばれました。清水のまちづくりに夢をもちたい。今日もテ
ルサの７階から見た景色、富士山、愛鷹、箱根、伊豆の山々そして三保の松原。本
当に素晴らしい眺めでした。ここに素敵なＬＲＴを走らせたい。10年以上はかか
るかもしれないけど、それまで生きていたいと思います。

　利便性のみならず、街の再生のための有力なツールになると思われます。静岡市
にＬＲＴを導入することは魅力的な街づくりを全国にＰＲするためにも効果的だと
考えます。具体的には、清水区のＬＲＴ路線は、静岡鉄道及びＪＲの新清水駅の双
方にアクセスするべきだと思います。

　ＬＲＴ導入のみの対応ではなく他の交通機関との結節、マイカー等の対応、全て
の方向から整備は必要。最終的にまちづくりが行われ、静岡市に来ていただける都
市となる様、検討が必要。



【清水のまちについて】

　清水地区は今後の物流の要にもなるため、自動車交通の妨げになるような導入だ
と、経済的には逆に打撃となりうる様に思います。物流の導線確保も一緒に検討し
ていただきたいです。

　欧州の地方都市と比較することは難しい。
　都市圏が連なっており中心市街地への求心力を創りにくい。中心市街地の地価が
高く、再開発が難しい。日本人の一戸建て住宅が多く、集合住宅が中心地に少な
い。ようやくマンションが静鉄駅沿線（駅近く）に出来たが、人口集中密度が薄
い。80億の投資が生み出す経済効果が第３次産業（サービス業）にしか向いてい
ない。清水・静岡は昔から観光産業が不得手でまちづくりにインパクトを与えると
は考えにくい。
　静鉄バス（電気自動車導入）日本経済のユニークなものを検討すべきではないか
と思う。地震、津波のイメージが強く民間の投資がはたらかない。ＬＲＴを行政が
先導的にやることは賛成だが、民間投資については見えてこない。

駐車場、ＬＲＴを含めた道路幅の問題、静岡の市民性気質、新静岡・新清水で乗り
換えではなく、終点延長、日の出地区ではなく三保までのばす。安倍川の河川敷を
有効利用、整備し駐車場利用として、南は登呂遺跡付近からきてはどうか。清水は
まず街の活性化、ＬＲＴ導入ともに考えるべき。清水港に魅力がない。ドリプラだ
けでは人が集まらない。現在ドリプラに行こうとは思わない。一貨物港からの脱
却、富士山が見えるだけでは人は集まらない。清水は十田もないから、ＬＲＴは比
較的楽にできるのでは。車線を削られてもそんなに影響は少ないのでは、でも街に
活気、魅力がない。

　清水の場合、観光面での必要性が言われるが、高齢化社会において、10年後、
20年後の人口バランス、主要幹線道路の渋滞状況を予測しながら福祉的な観点か
らも検討すべきと考えられる。

　高齢者や障害者も街中に気軽に出かけられることが望ましい。Ｐ＆Ｒのパークの
面を解決してほしい。清水に生まれ育ち、自分の町を誇りに思っていたのに、現在
の清水の衰退には悲しい思いがしている。
　フィッシャーマンズワーフのような地域性を生かした人の集まるまちにするた
め、ＬＲＴが循環するまちになって欲しい。



【ネットワーク、公共交通について】

　今後20年程度の間に当市でも80代90代の単身世帯が急増するのではないか。
この確実な人口構成の変化に備え、交通システムの再考は必須ではないかと思う。
車中心の交通システムを早期に改め、自宅からに適度な徒歩＋ＬＲＴ＋シャトルバ
スを組み合わせた公共交通システムを新たに提示して欲しい（特に商業施設や病院
などへの交通システム）
　公共交通をしっかりさせるためには、視覚的に強いアピールもあるＬＲＴは、必
要。現状のバス中心の公共交通じゃ余りに貧しすぎるシステムで、じり貧になるの
も当然だ。市と静鉄との協力は不可欠。車不所持者への割引運賃など。

　高齢世代に入り、これからもっと加速すると言われている中、早めに公共交通の
手だてが必要だと思う。清水地区も港が整備され始め、平行して交通網が整備され
ることを望む。活力ある清水を取り戻したいと思う。

１．ＬＲＴをただ導入するのではなく、総合的な交通政策を行う必要があると感じ
る。（長期的にみていくこと）
２．またＬＲＴを補完する交通手段もハード、ソフトで技術的に考えていくことが
重要だ。
３．市民に対して事前に合意形成を図ってほしい。
４．観光の目玉として新しいデザインで利便性の高いＬＲＴを早期に検討してほし
い。
５．何よりも市民が生活しやすいまちづくりの一環として市民サービス事業として
是非対応してほしい。

　ＬＲＴ導入の前にまず本市の都市交通のあり方を考えていかなければならない。
　現在の幹線道路の付け替えができない（であろう）現状から考えると、国道１号
などの幹線道路への車の流入を都心部ではさせない等、都心部の空間づくりを始
め、そして都心部の移動手段の公共施設としてＬＲＴ等を設置する位のまちづくり
をしないと、考えられている姿になっていかないのではないだろうか。そのために
Ｐ＆Ｒ等、駐車空間の確保も必要だろう。
　公共交通が利用しやすい状態になっていれば、必要最小限のでしか自家用車は使
わない。公共交通は、まちの環境のために整備するのか、住民の利便性のために整
備するのか十分に検討してほしい、それから中心市街地に住む人と郊外に住む人と
で公共交通に求める意識が異なることも含んで検討していただきたい。

　静鉄との直通性がなければ、どの路線候補も自転車の方が早い距離である、また
商店や事業所が無料の駐車場を提供したり、駐車料金を補填することは、公共交通
や歩いて来た人に商品の値段を多めに払わせて差別することになっている。それを
禁止すればかなり車以外の手段を使う様になるだろう。それが不可能であれば、民
間の含めた無料駐車場の整備・管理費すべてと国庫以外の地方負担も含めた全ての
道路の整備費社会的費用をガソリン税等で徴収すべきである。



　静岡駅前、浅間、清水・静岡山間部の定住地域の再構成が先に行われ次が公共交
通機関の見直しだと思います。静岡市内にしても清水地区にしても利用者が少な
い。昭和時代、清水市内線がつぶれたことも考えておこなうといい。

　高齢になって車の運転が大変になってきました。これから病院・駅等へ行くのに
とても不便です。様々な交通ネットワークを充実していただくととても快適な街に
なると思います。

　講演を聞いてＬＲＴについて多少理解は深まりました。公共交通の重要性への理
解も深まりました。静岡市に考えた時、ストラスブールの様なトラムになるのか、
単なる路面電車に終わってしまうことがないのかということがあるのでは・・ネッ
トワークとしていけるのか・・・

　ＬＲＴがまちの活性化のきっかけになることはよく分かった。まずは、街中で、
そして将来的にはＬＲＴネットワークを拡大して、ＬＲＴ駅中心のまちづくりが行
われると面白いのではないかと思う。デメリット、リスクも知りたかった。

　公共交通の関しては、名古屋市・福岡市の取り組みがすごい。どんどん延伸する
地下鉄線。デパート、西鉄バス、福岡市営地下鉄のコラボキャンペーンン等。家か
ら目的地まで車では運動不足なので健康維持には公共交通機関は素晴らしい。



【シンポジウムについて】

　宇都宮先生の主張（水平のエレベーター）など多くの点で賛成です。彼を静岡Ｌ
ＲＴの推進のキーマンにされたらいかがでしょうか。

　宇都宮先生からは、空間経済学的視点からＬＲＴの収益的な成立規模（人口規模
とのクロス）などの話しも聞きたかった。

　宇都宮教授の話しが非常にわかりやすかった。ＬＲＴという目で見える路線が出
来ることで、人がくるマンションが建つ街が賑わう。この税によって、中期的にみ
れば、ＬＲＴの赤字は埋められるのだろ分かった。現実的な試算でみてみたいと感
じた。

　本日のシンポジウムで、その意義・必要性の再認識ができ、実現性が高くなった
と感じた。

　駿府公園に代表される歴史ある街並み、商業集積、公共交通や人口のポテンシャ
ル、富士山と三保の松原という観光集積を考えると、静岡にＬＲＴはぴったりだと
思います。静岡の取り組みを応援しております。シンポジウムについて、ＱＡより
市民からの質疑応答を！宇都宮先生、ヴァンソン先生の講演は素晴らしかった。う
ちわの裏面は泣き顔ではなく、高級車の絵にした方がいいかもしれないです。（Ｑ
＆Ａは少し誘導尋問ぽくて、腑に落ちないので、いらない気がします）うちわを用
意するお金があったら合意形成のための資金に回した方がいいと思います。（ビラ
配り）



【ルート設定、自動車やバスとの連携について】

　現在の３ルートで十分な利用者が見込めるのでしょうか。もう少しお金をかけ、
ルートを延ばし、循環性を増すことで、平時の利用者の確保（定住人口の多いとこ
ろを結ぶ）観光客の利用の確保（観光地を線で結ぶ）を図る必要があるのではない
でしょうか。予算が大きな課題課題の様ですが、目先のコスト減のために中途半端
にならない良い路線を実現してもらいたいものです。

　例えばでよいので、ＬＲＴの路線がどのようになるか知りたい。またＬＲＴ導入
についてメリットはわかりましたけど、デメリットはないのか知りたい。ＪＲ、静
鉄、バスだけでは足りないのか。日本は世界とは違い路面電車がなくなっていった
理由は何が原因だったのか。ＬＲＴ導入ですぐに街が良くなるわけではないといっ
たが、ＬＲＴをつくってから街をつくるのか。街のつくり方をある程度決めてから
ＬＲＴをつくるのか。

　ＬＲＴと昨年度実施した連結バスとの接続実施すればなおかつ利便性が上がると
思う。

　利便性を重視して将来の都市交通の口火になるべく考え住みよい市にすべきかと
思う。

　昔は静岡・清水どちらにも路面電車があった。ＬＲＴを導入する事により、交通
のネットワークが充実し、人々の生活が豊かになるのであれば、素晴らしいと思い
ます。

　短い区間だけでなく、人の移動手段として主要な施設（学校、病院、商店、レク
施設など）を結ぶような構想のもと、今は清水、新清水、ドリプラを優先して実施
するといういうような話しにしてほしい。

　清水は、ウォーターフロントを活用することは有効・重要なことはよく理解でき
る。その為には、湾岸の道路（ドリプラの前の道）を通るトラックやコントロー
ラーを別道路に分離するなりが必要と感じる。ストラスブールの様に抜けられない
様にするのは良いが、部分的に地下にする様な大規模投資もいいかも。

　バスの機能を向上させれば、ＬＲＴ導入は不要と思う。
Ｐ＆Ｒで中心地までバスで一斉に向かせられればよい。

　静岡市南部と北部とが、国道１号、ＪＲ、静鉄で分断され非常に利便性が悪いと
思う。ＪＲ、民鉄の駅等へつながりを良くし連絡をＬＲＴで結べればと思う。



　交通の便という側面だけでなく、観光・環境のメリットとをつなぎ合わせたもの
となれば地域活性化につながると考えます。静岡市で取り入れるとしたら財政が厳
しい中、どういうルートが効果的なのか十分な検討が必要だと思います。

　ＬＲＴの導入は賛成だが、導入前に道路整備等整った上で行って欲しい。他の公
共交通とのネットワークの中で利便性を高めてほしい。

　エリア設定については、パネルディスカッションで行ってもらいたかった。まち
とはどこか。路線設定が重要。

　中心部はＬＲＴなどが有用性はあるだろうが、郊外部のアクセスはどうだろう
か。東は蒲原、由比地区、北は小島、両河内などはＬＲＴの恩恵は受けられない。
まして薩埵峠を堺に静鉄、バスすらアクセスしていない蒲原、由比地区にとって市
の政策のカヤの外である。ＬＲＴは必要かも知れないが、道路環境を改善し、バス
交通の整備も必要である。街だけが静岡市ではない。

　ストラスブールの様に一般自動車を規制する様なインパクトを与えなければ導入
する意味がない。静岡の様な、圧倒的に郊外の面積が大きい都市では、自動車との
連携をどの様にとるかも重要な要素の一つになると思う。自動車＝悪ではない。静
岡市の中心が緑にあふれる街になるならやってみる価値はあるにではないか。



【早期実現、早い結論、期待している】

早期実現を

　県外からの参加ですが、いつかは静岡に戻ってきたいと思っているので、その時
までに是非ＬＲＴが導入され、街が活性化した静岡の街となっていることを期待し
ています。

ＬＲＴを導入することは賛成です。今後静岡にＬＲＴが導入されることを楽しみに
しています。

早期のＬＲＴ導入を期待する。導入により経済の発展を期待する。

早期に導入すべき。

　清水地区の早期の実現に期待したい。また将来的には、ＪＲ清水駅～興津方面へ
の湾岸沿いや三保方面への延伸を図れるような検討も進めてほしい。

　以前からＬＲＴにあこがれていました。静岡・清水に導入とは思ってもいません
でした。今日のシンポを聞いて是非導入していただきたいと強く思いました。

早期実現に向けて頑張って下さい。

研究が長すぎる。早い結論。

是非、清水地区でＬＲＴを進めてください。



【既存鉄道について】

　ヴァンソンさんのプレゼンで、静岡地区でのアンケートの３（１）に回答にて速
達性と便数の多さを求める声が多かったと紹介された。投資を伴うＬＲＴ新設の前
に、静鉄に対して速達性と便数の多さを徹底的に実行し、効果を検証すれば、ＬＲ
Ｔの良さが見えてくるのではないか。静鉄の利便性向上に場合によっては税金を投
じるのも手ではないか。

　静鉄(静岡清水線）新静岡～新清水間で清水ルートで日の出～ＪＲ清水駅前～横
砂方面、静岡Ａルートは安西方面と静岡Ｂルートは石田街道方面～南進で早期着工
に向け静鉄1000系電車２両編成で40年経過しているので、車両デザイン性に力
を入れ、静鉄線～ＬＲＴも相互乗入出来る新型車両を製造し、導入検討に力を入れ
て欲しいので今後期待しています。また清水区、駿河区、葵区全て公共交通機関を
中心に絶対目指し検討を期待しています。※署名もやって下さい。希望

　ますは静岡鉄道から行い、路面と鉄道が同時に乗り入れることのできる車両（マ
ンチェスターのような）乗降口が低いものと高いものが一面で整っているもの、も
しくは低い出入り口の車両、高い出入り口の車両を連結し走らせる。次に静鉄の
ホームを順次低くしていく。全てを低床車にしていく。全ての路線に乗り入れる。

【防災について】

　中長期的なまちづくりとして、防災を考えるとＬＲＴは敷設すべきでない。（特
に清水区。市内線や清水港線が廃止された反省がない）静岡鉄道のＬＲＶ化が先
(急行の廃止等）環状道路が整備されていない（都市計画道路すらできていない）
静鉄本線の踏切をなくす事が必要。失敗事例を学ぶ必要がある、（ＬＲＴありきで
は賛成できない）リスクの説明がされていない。（ＬＲＴは都市装置のひとつ）

　津波がこない前に出来るとよいですね。パネルディスカッションの時、上にあっ
た看板を下で見やすいようにした方が良い。

　地震対策（特に清水・用宗地区など）＋ＬＲＴ対策＋まちづくり＋環境＝福祉・
静岡市の活性化・幸せづくり。ポートランドの様にウォーターフロント開発を清
水・用宗地区で実現できたらすばらしいですね。三保の松原（観光地）までつなげ
たい。ただし、既存の（江尻宿・東海道）駅前銀座商店街とつながると良いと思い
ます。七間町・駒形商店街が寂れてきていて残念です。ぜひＬＲＴが人々をつなが
る線となると良いです。三保一体のＬＲＴ官（市/国）＋民間＋市民（税金含め市
民の声など）車、自転車、歩行者のすみ分け、全体としての交通＋まちづくり対策
が必要。



【採算性、税金、運用について】

　現状から試算すれば採算がとれないどころか、ますます状況が悪化していくと思
われる。効果がすぐに現れるとは限らないが、導入を前提に検討してもらいたい。
導入後の運営についても、官民どちらかに偏らないように柔軟に取り組んだ方がよ
いのではないでしょうか。

　ＬＲＴに期待するのは、市民のシビックプライドの醸成。ＬＲＴそのもののシン
ボル性によるものはもちろん、まちの他のシンボルとの接点増加に期待。また整備
にあたっては、欧州のパッケージをそのまま導入するのではなく、静岡特有の問題
を解消しつつ進めて欲しい。（特に防災対策）

　清水区のＬＲＴの問題点は採算性ありといっているが、本日のシンポを聞くにつ
け、公共性重視にしろ採算性は問題外といっている。そのとおりと考える。講師と
パネラーいずれもＬＲＴの効果を述べているのになぜ、早急に整備しないのか。市
はもっと自信をもて。

　導入することによりつけが回らない（補完に対する合意）採算性を十分に検討す
る必要あり。周辺にいかに施設を集約させるか。ＬＲＴとバスの相互補完。

　採算性の問題は大きな点ではないと理解する。

　採算性をどこまで重視するか、目をつぶるか厳しい問題だと思う。

　子孫に残すべき。これだけ大勢の人が関心をもって集まるとは思わなかった。期
待しているのだと思う。公共交通は採算性でこれまで考えてきたが、これからは、
社会インフラととらえるべき。清水区には是非ＬＲＴを！交通インフラが民間開発
を誘導するはず。損して得をとろう。（早期の公設民営を望む）自分たちの子供が
帰ってきたいまちにするためにも作ろう。元々、路面電車があり、復活があって新
しいことをやるべきでない。採算性を考えたらできない。後世に名にを残すのか考
えるべき。

　静岡市のみでなく、国レベルで交通税等の整備を行う必要がある。（公共交通に
対する国民の同意）。税金が上がらない程度に検討して欲しい。（自分が利用でき
ない可能性が高い）

　国の考え方を変える必要がある。国レベルの考え方（税金の使い方）
　交通税＝交通基本法の整備が第一である。
　トラムを導入しても、赤字補填だけの維持等の問題が中心となる。
　公共交通が民間で全てを対応するのは無理である。国も補助金を補填するだけで
なく法・税の整備が第一に必要な条件である。
　国家公務員が国の事・人々のことを考えてこないことが、この国を低下させた。



　静岡市はＪＲと静鉄があるため、新規のＬＲＴは不必要である。清水地区に人が
集まる魅力を創出するのが先であり、ＬＲＴはその後でよい。国と地方の借金が
960兆円あることを認識すべき。借金を返すのは、20代～30代やその子供の代
である。50代以上の人が自分たちの利益中心に物事を進めるのはやめていただき
たい。

　都市景観が観光の目的となる外国と国内のどの都市も同じような作りで特色を出
せない日本と同じ条件で比較するのは無理があると思われる。
　まちなかに人を呼び込む足を作ることは必要だが、仮に足がなくなっても行きた
くなるまちなかの中身をつくる方が重要ではないか。
　また歩行者とトラムが全く囲いを設けず、同じ空間を行き来させることに接触事
故等の危険性がないかと心配である。一度廃止したものを復活させることは、並大
抵なことではなく、又最近行政は全ての分野において費用対効果をを求められてい
ることもあり、経済効果や稼働率を絡めたお金の話し抜きに実現は困難と思われ
る。

　ＬＲＴを造り、長く続けるためには、交通税的なものが必要ではないか？⇒みん
なで何かをする時は、金を出せ、金のないやつは知恵を出せ、知恵のないやつは汗
を出せ⇒近江商人

　ストラスブールの事例で紹介された投資財源のうち交通税なるものの詳細と導入
の可能性についての言及が欲しかった。交通の選択肢、空間のすみわけの必要性の
指摘は同感できない。パネルディスカッションは結局は、需要創出と財源の話しで
ストップしてしまう。損して得とれの話しをもっとすべきではないかと思った。そ
の意味で宇都宮先生の話しは説得力があった。


