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川口： 

皆さんこんにちは。本日は休日にもかかわらず御来場いただきありがとうござい

ます。それではパネルディスカッションを始めさせていただきます。今日は 4 名の

パネリストの方にいらしていただいていますので、最初に自己紹介をお願いします。 

久保田： 

埼玉大学の久保田尚といいます。どうぞよろしくお願いします。 

私、静岡市あるいは静岡県とはいろいろな形でおつき合いがありまして、この地

域の交通の動き、人の動きがどうなっているかという大きな調査の分析をしている

ところですけれども、その辺のお話もさせていただきたいと思います。 

一昨日、川口先生と一緒に三保松原の保全活用計画の委員会にも出させていただ

いて、今日の話もかかわりがあるのではないかと思います。いろいろな観点からお

話をしたいと思います。 

宇都宮： 

私はずっと東京で働いていて、実家が関西だったものですから、いつも新幹線か

ら見ていたんですけれども、静岡あたりはちょうど寝ているときで余り見ていなか

ったなと。昨年こちらに来させていただいてから見るようになって、清水の港が見

えるなとか思いながら、頭の中であそこに電車が走れば、僕は三保松原に行ったこ

とがないので行ってみようかなという思いをするようになりました。 

富士山がきれいだということで、よその人が来れば、住んでいらっしゃる方は気

がつかないものをいろいろ発見していただけるところではないかなと思います。そ

ういう意味でも何かシンボリックな LRT、わかりやすいものがあると、もっとお客

さんが来ると思うので、今がこうだからではなくて、将来こうしたいという夢が描

けるようなシンポジウムにできたらいいのではないかなと思います。よろしくお願

いいたします。 
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土方： 

運輸調査局の土方と申します。所属している会社の名前が運輸調査局ということ

で、一体何をやっているところなのかわかりにくいかと思うんですけれども、交通

関係の調査研究をやっているシンクタンクになります。 

私自身は、運輸調査局に入局しまして今年で 15 年目になるんですけれども、交

通は、非常に生活に密着していると同時に、すごく裾野の広いテーマで、日々従事

していて決して飽きることのないテーマだと思っています。 

今日は、今後のまちづくりにおいて LRTが担える役割はどんなものなのかをしっ

かり考えていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

山本： 

副市長の山本でございます。私は一昨年 7 月に副市長を拝命いたしまして、都市

局、建設局、経済局などが担当分野でございまして、LRTの議論とも密接にかかわ

りがあります清水のウォーターフロントのまちづくりとか、静岡の都心地区のまち

づくりが仕事の中でかなり大きなウエートを占めております。 

LRTについては賛否さまざまな御意見がございますけれども、宇都宮市とか福井

市でいろいろな動きがあって、具体化もしてきているというお話を伺いまして、我

が国でもいろいろな機運が随分盛り上がってきていることを感じまして、心強く思

ったとともに、負けてはいられないという気になったところでございます。 

また、民間の開発に期待する部分もあるわけですけれども、景気がよくなってき

たようでございまして、これからそういう機運も盛り上がってくるのではないかと

期待しているところでございます。 

川口： 

議論に入る前に、静岡市の LRTに関する現在の検討状況について、再度山本副市

長から説明していただけますか。 

山本： 

LRTにつきましては、静岡市では6～7年前から導入に向けての検討調査を進め

ております。2 年前の平成 23 年度に商工会議所、静岡鉄道、学識経験者の久保田

先生にも加わっていただいて、研究会で提言をまとめていただいたところです。 

その中で、LRT実現のためには、市民や経済界、交通事業者、行政が一体となっ

て連携協力して課題の解決に取り組んでいくこと。清水地区、静岡地区それぞれの

解決に向けての取り組みに連携協力していくことが必要だと示されました。 
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それを受けて昨年度の24年度から、静岡と清水のそれぞれの地区で LRT導入の

課題解決に向けた御意見をいただく協議会を設立いたしました。そして昨年 10 月

に、静岡地区は久保田先生、清水地区は川口先生に議論をおまとめいただいて、先

月、田辺市長に協議会のまとめという形で提言いただいたところでございます。 

その協議会の中では、市長も言いましたように LRTを都市の装置として導入する

ことが有効だということ。 

課題として、静岡地区では、公共交通ネットワークの役割分担を明確化する。ま

ちづくりのあり方を明確化していく。静岡都心部への自動車の交通量の抑制といい

ますか、適正化することについて、さらに検討を深める必要があるとまとめていた

だきました。 

清水地区につきましては、ウォーターフロントまちづくり計画と連携した計画の

具体化。新清水駅から日の出地区におけるまちづくりと一体となった検討。LRT導

入に対する市民の皆さんの理解を深めていただいて合意形成を促進していくことに

ついて取り組むべきとしていただいたところでございます。 

今年４月からの 26 年度については、ただいまの協議会の意見を踏まえて、引き

続き検討を進めていくことにしております。 

市民の皆さんの御理解を深めていただく取り組みの一つが今日のシンポジウムで

ございますが、さらに多くの皆様に情報発信していきたいということで、2月1日・

2日についてはエスパルスドリームプラザで、2月22日・23日については静岡駅

北口の地下広場で、LRTの導入についてのオープンハウスを開催することにしてお

ります。それについてもぜひ御参加いただきたいと思っているところでございます。 

以上、簡単ではございますが、現在の検討状況でございます。 

川口： 

どうもありがとうございました。 

パネルディスカッションの前に会場の皆様に質問させていただきたいと思います。 

カズ&アイ： 

それでは、私たちから三つの質問をさせていただきます。受付の際、お渡しした

封筒の中にうちわが入っておりますので、皆様お手元に御準備ください。 

それでは質問をさせていただきます。 

第 1問目。皆さんは、普段移動される場合、「自動車での移動」、「公共交通での移

動」どちらが多いでしょうか。自動車での移動が多い方は『赤』を、公共交通での
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移動が多い方は『青』をあげてください。 

『青』が6割ぐらいでしょうか。 

第 2 問目。自動車は、ドアツードアで、便利な乗り物です。しかしながら多くの

方が、自動車ばかり利用すると「利用者減による公共交通への影響」や「環境への

影響」、「運動不足など健康への影響」などが考えられます。これらは、皆さんの生

活に影響があると思いますか。影響がある方は『赤』を、影響はない方は『青』を

あげてください。 

圧倒的に『赤』ですね。『赤』9に対して『青』１ぐらいでしょうか。 

それでは最後の質問です。第 3 問目、今回のパネルディスカッションのテーマは

「公共交通を活かしたまちづくり」です。公共交通を充実されることは、公共交通

はまちづくりや地域経済の活性化につながると思いますか。つながると思う方は

『赤』を、つながらないと思う方は『青』をあげてください。 

ほとんど『赤』ですね。 

それでは川口先生お願いします。 

川口： 

今日のパネルディスカッションは、三つの大きなテーマを掲げてパネリストに御

意見していただこうかなと思います。 

1番目は、公共交通とまちづくりの一体的な取り組みの必要性について。 

2番目は、LRT導入により期待される効果について。 

3番目は、LRT実現に向けての今後の取り組みについて。 

この 3点について、今からパネルディスカッションを行わせていただきます。 

最初に、公共交通とまちづくりの一体的な取り組みの必要性について、まず久保

田先生にお伺いいたします。久保田先生は、交通まちづくりについて研究されてお

られまして、魅力あるまちづくりに必要な交通体系について、御意見をお願いいた

します。 

久保田： 

先ほど宇都宮先生から交通政策あるいは交通経済の観点から非常にわかりやすく、

体系的にお話しいただいたと思います。私からは交通計画とか都市計画の観点から

お話ししたいと思います。 
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五つのパッケージというのが、私がいつも言う持論であります。つまり、交通の

まちづくりをやるには、次の五つのことがうまくリンクしてパッケージされている

ことに尽きるというのが私の持論です。 

一つ目が、歩く場所をつくること。 

歩くことは、どう考えもいいことです。というよりも、古今東西、どこに行くに

しても何で行くにしても、最後は歩くわけです。車で行ったって、最後は駐車場か

ら歩いてどこかに行くんです。最終的には歩く場所をつくることがポイントです。

つまり、これは都市の中に空間をつくることを意味しています。 

これまでの日本の、特に戦後の交通計画の非常に大きな弱点がここで、車の走る

道路をネットワークとしてつくることにずっと傾注してきましたので、よく考えて

みたら人が歩く空間はどこだろう。車道の横にへばりついている細い歩道ぐらいが

歩く場所だ。ヨーロッパの街に行っていただくとおわかりのように、都心の真ん中

に堂々たる歩行者だけの空間が必ずと言っていいほどあります。それが今や都心で

す。そういうふうに我々の頭の中の交通体系を切りかえないと、LRTの議論も出て

こられないです。 

二つ目は、特に最近脚光を浴びている自転車です。 

歩くことに並んで健康にも非常にいいし、動力なしであんなに速く走れる乗り物

は人間のすごい発明だと思います。しかも一昨年に国の方針が大きく変わりまして、

歩行者が脅かされない形で自転車の空間をちゃんとつくろうということで、静岡市

はかなりその先頭を走っていますので、いいことです。 

三つ目は、これをやるために車をどうコントロールするか。 

これも戦後の大きな反省です。車は王様のような存在で、車を規制するとか、あ

るところに入れないということがなかなかできなかった。これをやることも絶対に

必要な話です。 

四つ目は、駐車場です。 

車をコントロールすることは、駐車場をどこに置くかということにも非常に関係

するわけです。まさにこれから三保松原でこういう議論をしなければいけないと思

います。とにかく目的地のすぐそばに駐車場をつくりたがる、置きたがる。そうす

ると、結局人がゆっくり歩くべき場所が車の出入りの場所になってしまう。都心か

らちょっと外れたというか、100m でも 200m でも離れたところに駐車場を置い

て、そこからは歩いてきてもらうように空間全体をデザインしていかないといけな

い。 
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五つ目は、公共交通であります。 

歩く空間をつくるのもいいことだけれども、なかなか長距離を歩けない人、高齢

者の方はどうするのか。それは公共交通で全ての人の移動を担保することが絶対に

欠かせないわけです。 

今の静岡市あるいは静岡市周辺の地域の人の動きがどうなっているのかという非

常に大きなアンケート調査が一昨年の秋に行われたところです。ある日 1 日、朝起

きてから夜寝るまで、どういう交通手段を使って、何時に出発して、どこに着いて、

またどこに移動してという丸 1 日の移動を事細かく書いていただいて、それを集計

して静岡周辺の人の動きをまとめる非常に大きな調査が行われました。 

今バスの利用がすごく減っているわけです。今日の 1 問目のお答えは、やや公共

交通が多かったですけれども、多分こういうテーマに関心をお持ちの方の移動の仕

方は、一般の方よりも公共交通側にいっているのかもしれないですが、ほかの地方

都市に比べればまだいいほうだけれども、やっぱり静岡の場合も自動車に頼った交

通体系が見られるのは間違いない。 

一方で、今後の平成 47 年までの高齢化の割合予想を見ていただくと、今 75 歳

以上の方は1割ぐらいですが、もうすぐ市民全体の2割が75歳以上であるという

社会になっていくわけです。そうすると、車で移動できない状況がすぐやってくる

わけです。そのことを考えても、やはり公共交通を維持して発展させておかないと、

そこからもう一回公共交通体系を組み直そうとしても、なかなかそうはいかないと

いうことで、五つ目の公共交通の大事さは、今あるいは今後の静岡の状況を見ても

明らかだと思います。 

先ほどの宇都宮先生の話は全くそのとおりだと思います。 

川口： 

次に、土方さんはドイツの公共交通について研究をなされているわけでありまし

て、ドイツにおける公共交通とまちづくりについての関係といいますか、効果につ

いてお話をしていただけますか。 

土方： 

結論から申し上げますと、最近のドイツにおきましては、公共交通がまちづくり

において非常に中核的な位置づけを占めているといいますか、公共交通を中心とし

てまちづくりが行われています。それはなぜかといいますと、ドイツでは国の法律

に基づいて州とか市町村が都市計画を立てなくてはいけないんですけれども、その

もとになっている法律に、社会的なインフラは中心部に優先的に集約されるべきで
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あるというまちづくりの基本が書かれているわけです。 

なぜそういうふうにインフラを集約するという発想が出てくるかといいますと、

無秩序に拡散するようにまちづくりを行ってしまうと、インフラの維持費とか行政

サービスにかかるコストが拡大してしまうので、それはなるべく避けようという考

え方があります。 

そもそもインフラが集中的に集約する中心部をどこにつくっているかと申します

と、鉄道とか LRTといった目に見える軸を持った公共交通の通っているところに中

心部をつくることが、州とか市町村の目標になっています。 

なぜ公共交通、しかも鉄道や LRTを中心に据えるかと申しますと、一つは環境的

な側面から、ドイツは国として自動車による道路交通よりも環境に及ぼす影響が小

さい鉄道や LRTを優先しようという発想があります。 

もう一つが、仮に自動車を運転できなくても、電車や LRTに乗っていけば、公共

施設の重要なところに到達できる状況をなるべくドイツ全土で平等に実現しようと

いう発想があるわけです。 

実際に最近のドイツでは、州や市町村は公共交通を中心としてまちづくりを、中

心部に人がいっぱい集まるところをなるべくつくってこようとしました。もちろん

ドイツでも、職業的に農林水産業にかかわっている方は、鉄道や LRTの沿線に住む

ことが必ずしも可能ではないんですけれども、それは当然の前提である。しかしな

がら、州や市町村の政策として、そうでないところに関してはきちんと秩序立った

まちづくりを行おう。そのために公共交通を使おうということが行われています。 

ドイツは世界的にも有力な自動車大国であることは確かですので、特に1950年

代以降、日本よりも早く自動車が普及してモータリゼーションが進んだ結果、多く

の人が自動車を生活の中心に据えて、郊外にどんどん移転して住まわれていた方が

たくさんいたんですけれども、公共交通を中心としたまちづくりを行うことによっ

て、徐々にもともとあった中心市街地に多くの人が移ってくるようになりました。 

ドイツは LRTとか路面電車に関して優等生的な国で、隣のフランスでは非常に早

い段階で路面電車を廃止してしまったんですけれども、ドイツは結構早い段階で公

共交通の重要性に気づいた結果、廃止せずに残した国です。ただ残すだけでは長も

ちはしなかったわけです。そういったまちづくりもあわせて考えることによって、

LRTが実際に残ったと同時に多くの人が利用するようになって、中心部に人が集ま

ってくるようになったということが行われています。 

その結果として、中心部は LRTで非常に気楽に移動できるということで、住民の

方はもちろんですけれども、初めてドイツの街を訪れた方も LRTに乗っていけば主
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要なところに移動することができるので、人に親切といったことが実現されてきて

います。 

つまり結論から言えば、ドイツにおいては、まちづくりと LRTが公共交通全体と

して一体的に考えられていると言えるかと思います。 

川口： 

次に、宇都宮先生に、通常の費用便益以外の効果が計測されないけれども、すご

い重要だと突っ込んだ基調講演をしていただきましたので、その中で強調するよう

なことがありましたら、あわせて御発言願えますか。 

宇都宮： 

なぜ自動車社会かというと、やっぱり自動車も社会的便益があるんです。それは

ほかでもない時間を選ばず、どこでも、濡れずに、場合によってはスピーディーに

行ける。そういう個々人の便益を積み重ねる社会的便益になります。そういう意味

において自動車の便益も結構あるんですが、そこから抜け切れないところが今の問

題かなと思うんです。 

なぜか。車に乗っていない人、乗れない人、今乗っているあなたの20年、30年

後に下手すると自動車の便益を享受できなくなることを考えると、やっぱり自動車

の便益だけではいけないとなったときに、公共交通の社会的便益を考えるというこ

とがある。大きな話だけではなく、まず移動ができるかできないかというところか

ら考える。 

だから、自動車の便益はあるんです。みんな目先にそう思うけれども、それが永

続的ではないことを理解する必要があると思います。 

２点目、そうは言っても自動車に乗っている人はいる、自動車は便利だと言う人

も多いと思う。先ほどのドイツも含め、みんな自動車に乗るんです。公共交通がで

きたら自動車の便益を吸い取るか。そうではないんです。自動車に乗っている人が、

時には公共交通に乗るでもいいんです。もっと言えば、全ての人が公共交通の沿線

には住めないので、そこまでは車で。ある意味では公共交通の便益は、ひょっとす

ると自動車の便益とうまく最適なミックスをすれば、世の中的に最も幸せになるの

ではないかな。そこを強調しておこうかなという気がいたします。 

それができると、結果的にみんなが幸せになり、ビジネスが整い、渋滞が減りと

いうことになってくるわけです。早い話が、車を利用している人にとっても、他の

人が公共交通を利用してくれれば、結果的にどうしても車が必要だ、緊急の救急車

が通るスペースができるわけです。だから、公共交通ができることによって、自動
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車ユーザーも、そうでない人も、将来自動車を利用できなくなる人も、みんながハ

ッピーになる。このあたりが社会的便益を考える上でのポイントではないかなと思

います。 

川口： 

最後に、山本副市長に、静岡市が目指すべき清水地区のまちづくりと公共交通ネ

ットワークについてお話をしていただきたいと思います。 

山本： 

静岡市といたしましても、将来の街の姿を見据えて移動手段を確保していくこと

が極めて大切だと思っております。市全域のことでありますけれども、高齢化がど

んどん進む中で、車の運転が大変になる御高齢の方もこれからどんどん増えていく

こと、健康を保つ努力を今まで以上にしていかないといけない状況になること、環

境問題では低炭素まちづくりに取り組む必要がある。エネルギーの問題も、省エネ

ルギー・省資源を志向していかないといけない。そういったことを考えますと、や

はり歩いて暮らせるまちづくりといいますか、車に過度に依存しなくてもいいまち

づくりが必要だと思っています。 

特に中心市街地では歩いて楽しいまちづくりをやっていきたいということで、清

水地区では港と街が一体となった魅力のあるウォーターフロントづくり、いわゆる

港湾区域と言っているところと市街地を一体的に考えてまちづくりを進めていかな

いといけないと思っています。 

現在の拠点であります JR 清水駅周辺、静鉄の新清水駅周辺、日の出地区は、い

ろいろな魅力があります。機能の集積もあります。そういった拠点間のアクセスを

確保して回遊性を高めていく必要があると考えています。さらに、羽衣、松原あた

りの三保半島全体も含めた回遊性の確保が、これからの清水地区では非常に重要に

なってくると思います。 

そのアクセスの確保のために、歩いたアクセス、自転車でのアクセス、公共交通

としてバスあるいは LRT でもって拠点間を結んで回遊性を高めていくということ

で、今後清水地区で観光資源を生かしたまちづくりが重要になってくると思います

ので、回遊性向上の仕掛けを考えて、地域の活性化につなげていくことが必要だと、

そういうまちづくりを進めていきたいなと考えているところです。 

川口： 

今 4 人のパネリストの方に、公共交通とまちづくりの一体的な関係の御発言をい

ただいきました。 
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基本的に 4 人の方とも基底にあるのは、空間的にはドイツの都市に代表されるよ

うに中心市街地の活性化といいますか、中心部がどうあったらいいかということで、

公共交通とインフラストラクチャー、今日は「都市の装置」と市長さんは挨拶の中

で言っておられましたけれども、そういう意味では都市の中心部のインフラとして

重要だと。実際にそれは歩くことを中心にしながら、もちろん自動車を排除するこ

とではなくて、公共交通と自動車を関係づけながら都市のあり方を、これからの将

来をつくっていくことであったのかなと思います。 

会場にいらっしゃる方も公共交通に御関心のある方が多いと思うので、歩行者が

中心だよとか、中心市街地の活性化の大変重要な部分を占めていることは御認識い

ただいているのかなと思います。 

2番目に、LRT導入によって期待される効果について、パネリストの方に御意見

をお伺いしたいと思います。 

先ほど宇都宮先生から LRTの効果についてかなり説明していただいたので、さら

にあの中で強調したいというか、これが重要ではないかということを交えて、もう

一度メリハリをつけてお話ししていただけますか。 

宇都宮： 

先ほどは LRT の効果を前面に出しましたが、LRT をつくらない場合は何をやる

かというと、一過性のイベントがあってお客さんがわっと来る。それで終わってし

まうわけです。そうではなくて、お客さんがずっとその商店街に来て、そこで何度

でもカズ&アイが芸ができる場があったほうがいいわけです。そういうふうに永続的

にならなければいけない。だからイベントが１回限りではいけないというのが一つ。 

例えばバスでやっているケースがあります。コミュニティバスで回遊するバスが

通ったりしますが、大体うまくいっていません。何が違うんだろうなとよく聞かれ

るんですけれども、やっぱり LRTは一過性ではないんです。かなり街へのインパク

トがあります。しかも敷くと、少なくとも 2 年後に剥がされることはありません。

そうなると何が変わるか。投資する人たちが、ここだったらこうなるということで

事前に投資を始める。最初は疑う人もいるかもしれませんけれども、ビジネスが出

てくると土地利用が変わるんです。どういう循環になるかわかりませんが、海外で

はそこに好循環が起こる。つまり、一過性のものではない、まさに曲がらない串が

できることによって、集積効果とかいろいろ言いましたけれども、団子ができてく

る。土地利用が変わることが LRTの一番の効果ではないかなと。 

そのときにある程度のインパクトがないと悪循環は変えられないんです。逆に言

えば、循環なので、一回鍵を抜ければ変わる。だからドイツは人口が減って、みん
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な車を持っていても街が活性化している。それを日本でできないはずはないと思う

し、むしろ今まで LRTでなくてやれることをいろいろ見てきた例からすると、世界

の140都市がやっている事例を、少なくとも静岡クラスの、まさに LRTに最も適

したような街であればできるのではないかと思って、LRTが街の活性化に効果的で

あることを申し上げた次第であります。 

川口： 

今度は土方さんに、ドイツの事情に大変お詳しいので、それに関して。私ども LRT

というとドイツとかフランス、いろいろな都市の事例などお聞きする場合が多いん

ですけれども、こういう経済効果がありますというのを具体的に教えていただくと

ありがたいです。 

土方： 

LRTが導入されることによって、ヨーロッパとか、自動車大国であるアメリカも

含めて、その沿線とか電停の近くの不動産の価値が上がることは広く認識されてい

ることだと思います。例えばイギリスのニューカッスルにも LRTがあるんですけれ

ども、LRTの停留所の近くにある住宅は、ちょっと離れているところにある同じよ

うな住宅よりも20%ほど市場価値が高いと言われています。先ほど出てきたポート

ランドでも同じようなことが見られると報告されています。 

経済的効果に関してはそういったものが主に挙げられると思うんですけれども、

LRTの導入と一言で言っても、国によってあるいは都市によって、導入の方法とか

経緯は結構違っていると思いますので、得られる数字的な効果に関しても少しずつ

違っているのかなと思います。 

今後の日本におけるまちづくり、あるいはもっと広い意味において都市の暖簾と

いうこと考えたときに、LRTがもたらす効果といいますか、担える役割みたいなこ

とについて、具体的な事例をもとに、定性的な話にはなってしまうんですけれども、

御紹介しておこうかなと思います。 

まずフランスは、路面電車は自動車が普及すれば必要のないもので、一遍ほぼ全

て廃止してしまったんですけれども、最近はそのよさが見直されて、全国的に物す

ごい勢いで LRTを新しくつくったり、昔あった路面電車を LRT に、もっと現代的

なものに変えて復活させている国です。 

ストラスブールの事例はすごく有名ですので御存じの方も多いと思いますけれど

も、首都のパリでもすごい勢いで LRTをつくっています。パリは地下鉄のメトロが

主要な交通機関で、網の目のように張りめぐらされているんですけれども、それで
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も地下鉄が走っていない空白地帯は出てきてしまうんですが、そこも埋めるように、

既に７路線の LRTが建設されて運行されています。 

観光客も多いのでパリの LRT は物すごく利用されているほうだと思うんですけ

れども、その中でも一番最初につくられた１号線は、パリの郊外にある、余り経済

的に豊かではないところにつくられているんです。つまり、経済的な理由で自動車

を持つことが難しい人がたくさん住んでいるエリアにあるんですけれども、1 号線

は非常によく利用されています。実際に見てみると、輸送量の関係からバスが代替

できないであろうと思えるほど、時には積み残しが生じてしまうぐらい、一遍にお

客さんが乗れなくて次の LRTが来るのを待つことも起こるぐらい、物すごく使われ

ています。 

こういった事例を見てみますと、これから日本も高齢化社会になりますし、必ず

しも自動車を運転できる人が多くいるとは限らない社会になることを考えますと、

経済的な理由だけではなくて、いろいろな理由で自動車を運転されない方にとって

LRTは不可欠な足となる可能性がある。言ってしまえば、一種の福祉サービスみた

いな形で需要が非常に大きくなる可能性があることを、パリの 1 号線は非常にわか

りやすく示していると思います。 

もう一つ、ドイツは、路面電車を残して LRT化して、専用軌道にして自動車の影

響を受けないように路面電車を非常に便利なものにしたり、あるいは車両を非常に

現代的なものにするとか、鉄道とかバスと LRTの運賃を共通化して、運賃の面でも

便利なものにする努力がたくさん行われた国ですので、残した路面電車も実際にた

くさんの人が利用している国です。 

そうした努力の中でカールスルーエで初めてトラムトレインが実現されたんです

けれども、これは既存の鉄道と LRTといいますか、路面電車を組み合わせることに

よって、公共交通全体としての利用性を向上させようということを実現したもので

す。つまり、カールスルーエのにぎやかな中心市街地を走っている LRTが、そのま

まドイツ鉄道という旧国鉄、日本でいうと JR みたいな鉄道会社の駅にそのまま乗

り入れて、100km 以上離れた都市にそのまま走っていったりしています。その上

で、都市によっては別の都市の中心市街地にまでカールスルーエの LRTは乗り入れ

ていっています。 

つまり、ドイツの例では鉄道と LRTですけれども、既存の公共交通を組み合わせ

ることによって、LRTは、一つの都市内の都心部を便利に回遊させるだけではなく

て、複数の都心部を結ぶための交通機関に発展できる可能性を持つ交通機関だと言

えるかと思います。こういったことも今後の日本においては、一つの考える選択肢

になるのではないかなと思います。 
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川口： 

山本副市長に、厳しい御質問になるかもわかりませんけれども、LRTにおける導

入効果についてお伺いします。 

私ども協議会をやって、事業費として清水地区の LRT をやるのに 86～95 億円

ぐらいかかる、運行経費として年間 1 億 5,000 万円と言いました。つまり、その

数字だけを聞いたときに非常に高いのではないかというお話が出てきたけれども、

協議会で答申をするときは効果のほうが大きいのではないかと。もちろん採算性、

事業費は重要だと出てまいりましたけど。 

億というお金ですので確かに高いんですが、ほかの公共事業と比較したわけでは

なく、事業費とか運営費用の単純な数字だけが先走りしたところもあったので、経

済界の方は当然経済のことに関して大変敏感でありましたので、今そんな時期かと

いう意見もあったのかなと思っております。 

こういう中で行政側から見て、LRTをつくるお金に対してどういう効果があるの

か。経済的なものも含めて、こんなことがわかっている、言えるということをおっ

しゃっていただけますか。 

山本： 

清水地区に LRT を導入したときに期待している効果ということでお話をさせて

いただきます。 

清水地区の導入については、清水港の日の出埠頭あたりから新清水駅、JR清水駅

をつなぐルートを想定して御議論いただいたところでありまして、期待する効果と

しては、人の移動という観点で静岡の都心とのアクセス性が非常によくなります。

特に新清水駅においては、将来的には整備した LRTの車両がそのまま静岡鉄道の線

路に乗り入れて静岡の都心までやってくることも想定されますので、静岡の都心と

のアクセスが格段によくなる。 

もう一つは、海上交通と陸上交通の連絡も非常によくなることがございますので、

静岡方面から人が来やすくなる、あるいは静岡方面へ行きやすくなるということで、

まず交流人口が増えることが見込めることが一つ。 

それから、清水から日の出までに至りますウォーターフロントが清水の非常に大

きな資源だと思いますけれども、ウォーターフロントには路面電車といいますか、

LRTが非常によく似合う。ウォーターフロントの魅力向上にもつながるということ

で、観光の入れ込みの増加につながることが期待できると思います。 

集積効果については、LRTが触媒となっていろいろなものの誘致につながってく
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ることを市でも期待いたしておりますけれども、ただそれだけの説明ではなく、も

う少し具体的にどういう道筋で触媒効果が発現していくのか、期待できるのかあた

りの道筋を明らかにしていくことが必要ではないかと思っております。 

川口： 

久保田先生は、何年も静岡市の LRTのあり方を研究していただいて、同時に静岡

市の現状を市外の人としては一番よく御存じではないかと思います。静岡市の現状

からして、LRTが導入されれば、ここが一番変わって、例えばインパクトが出るの

ではないかと思われることを、たくさんの中で直感的といいますか、お話しいただ

けますか。 

久保田： 

静岡の人はもっと危機感を持たなければだめだと思います。何年かするとリニア

ができるんです。東京から名古屋に 1 時間で行ってしまう。今から千数百年前に古

代の日本の幹線道路網がつくられて東海道ができて以来、東海道が日本の西と東を

結ぶ大幹線交通網であり続けたわけです。リニアができると、日本の歴史で初めて

東海道はその幹線交通体系から外れるんです。静岡が初めて日本の幹線体系から外

れるんです。この危機感が全然静岡に伝わってこないのが不思議で仕方がない。 

のぞみがとまると喜んでいる人がいる。きっととまりますよ。でも、そのときの

のぞみは今ののぞみとは全然違うものです。東西の移動は、急ぐ人はみんなリニア

をとるわけです。つまり、静岡にはもう来ない。今は静岡を通るだけの人もいるか

もしれないけれども、富士市の辺を通るときにはすばらしい富士山が見えるから、

新幹線は富士山側の窓の E 席が人気あるんです。あそこを通ると外国人はみんな写

真を撮っています。それが来ないんです。 

幹線交通網から外れるのは仕方がないけれども、わざわざ静岡に来てもらえるよ

うにしないと、静岡は沈むしかないんです。富山とか福井は一生懸命やっているじ

ゃないですか。金沢だってまちづくりを一生懸命やっているじゃないですか。ああ

いうことをやらないともう来てくれないんです。だから、LRTをつくる効果の議論

の前に、沈まないために何をしなければいけないのかということを危機感を持って

議論しなければいけないと私は強く思います。 

一つは、もちろん富士山があるので、三保松原を含めて富士山を見てもらうため

に来てもらうのはあります。あと、おでんと生しらすで本当に来てくれるかどうか

私はわかりませんけれども、そういうときに一つの非常に重要なファクターになり

得るのが LRTかもしれないんです。 
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さっきから何度も話に出てきているサンフランシスコといえば、何といってもケ

ーブルカーですよね。道の真ん中を LRTのような、路面電車のようなものが十字型

に走っていて、行けば観光客は必ず乗ります。というよりも世界から乗りに行く人

もいます。ひっきりなしに走っても、いつも満員です。お土産屋に行くと、全部と

言っていいぐらいケーブルカーです。ケーブルカーの模型とか、ケーブルカー型の

キャンディボックスとか、ケーブルカーの写真とか。だから、お土産効果もあるん

です。 

みんなが来てくれるような魅力ある公共交通が街を走っている。それにみんなが

来てくれて、お土産も買うということをぜひ。静岡は本当に危ないのではないかと

いうぐらいの危機感で何ができるか議論していただきたい。 

川口： 

福井とか富山がなぜあそこまでやったか、あるいはやろうかしているかというの

は危機感があって、言うなれば、つくらなければいけない。マストという義務的な

もの、あるいは強制的なものが働いて。でも静岡の人は、つくらなければいけない

ではなくて、つくるかどうかを議論しなくてはいけないという意味では、確かに危

機感があるかないかという範囲で言われると非常に。豊かなところだから、気候の

いいところだから、どうにかなるだろうと思ってきたのかもしれません。聞いてい

て、私も他人事ではなく、言われているようなところがありました。 

三つ目、LRT実現に向けての今後の取り組みは、今回のシンポジウムにおいても

大変重要な視点ではないかと思います。 

静岡市においてこういうことをすぐにやるべきではないか。答申を出したので全

部やりなさいというのが久保田先生のお考えかもわかりませんが、その中でも具体

的に、ここまできて静岡市としての今後の取り組みを辛口で構いませんので、どう

ぞ。 

久保田： 

これから取り組んでいただかなければいけないことはいっぱいあります。現実的

なことを考えると、私のような交通屋から見ると、車との関係をちゃんと整理しな

ければいけない。さっき車を締め出すみたいな言い方をしましたけれども、やはり

車は非常に重要な交通手段で、物流だって人の移動だって、なくてはいけないもの

です。それとの折り合いをどうつけるか。 

ヨーロッパで常識のように言われていますけれども、環状道路のようなものをつ

くって、そこと郊外の間はスムーズに車で移動していただく。中は車には遠慮して
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いただく。そういったかなり広い広域の交通体系の計画をつくるのが一番でありま

す。 

そういうときに有益なツールがあります。今ヨーロッパで、交通ではやっている

ものとして、LRTと並んでライジングボラードがすごく普及しています。何かとい

うと、上がってくる杭。つまり、車が入ってきてはいけない時間は上がっていて、

終わると下がっていく。規制の時間が始まると自動的に上がってくる。緊急車が来

ると下がる、バスが来ると下がるというように選択をして、ボラードが勝手に上が

ったり下がったり地面の中に納まっていくんです。これはヨーロッパの街、フラン

スとかドイツとか至るところにありまして、朝は荷捌きとかあるから車が入ってい

いんだけれども、午後は入れないためにそういうものが物すごい勢いでついており

ます。 

日本では今までなかなか認められなかったんですけれども、実は新潟市で社会実

験として初めて公道上に立っておりまして、時間が来ると、朝夕 2 回上がったり下

がったりしています。 

LRTも少しずつ日本各地でできようとしているし、ヨーロッパ並みのそういうツ

ールもようやくできるようになってきたということで、全体として今上げ潮ムード

にいますので、ぜひ前向きに検討していただくのがいいと思っています。 

川口： 

課題は採算性がどうか。その辺をどうやって解決するのか。行政の方はみずから

お金の話をしにくいんです。例えば静岡市の中山間地のバスに対する補助はどのぐ

らいあるのと役所の方にお聞きしましたら、中山間地に限らなくてバス補助は 3 億

円だと。その中で中山間地が年間 2 億円、市街地に対するバスが１億円ですから、

計3億円出している。 

清水市において運行経費がどのぐらいかかるかというと 1.5 億円です。もちろん

運賃を入れれば 1.5 億円から引くことはできる。フランスのように交通基本法とい

いますか、法律によって既に決まっている国であれば、補助とかではなくて、必然

的な費用として出さなくてはいけない。日本の場合は法改正がされたとはいえ、そ

こまでいっておりません。役所の場合には予算を立てて積み上げてくるので、LRT

に特化するわけにはいかないでしょうけど。 

久保田先生のお話からすれば、東海道にあったように両サイドがうまくいって、

必然的に通ってくれるからお金を落としてくれるわけにもいかないだろうと。あな

たの市が奮起してやらなくてはいけないといったときに、いろいろな事業がありま

すよね。インフラで道路もありますし。 
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道路の維持費にお金は出すけれども、新交通とか公共交通にはなかなか出さない

のではないかという状況背景があって、静岡市としてできるできないではなくて、

こういうことが考えられるとか。山本副市長は国から来ているので静岡市に拘泥し

なくても、可能性みたいなものを言ってくれますでしょうか。 

山本： 

清水地区に LRTを導入することについては、期待する効果はあるにしても優先順

位がもっと低いのではないか、あるいは需要の見込みが不明だと、使われるのかと

いう御意見があります。それには十分お答えをしていかないといけないわけであり

まして、市としては県と一緒になって、清水のウォーターフロントににぎわいをつ

くっていくことについての先導的な取り組みといいますか、公共側が最初に一生懸

命やりますので、それを呼び水にして民間のいろいろな開発が起こってくるように

つなげていきたい。そうすれば LRTが持っている集積効果とか、触媒としての効果

が大いに発揮されるというストーリーをつくっていきたいと思っています。 

何をやろうと今考えているかといいますと、ウォーターフロントの日の出埠頭周

辺では、駿河湾フェリーが出発するターミナルビルがありまして、旅客のターミナ

ルとしての役割だけではなくて、外国からの貨物が入る上屋という機能があります。

その建物が三つほど日の出埠頭には建っています。それがあるために SOLAS 条約

に基づく金網が建っていまして、なかなか水辺に人が近づけないことになっていま

す。清水港では物流の機能は興津に随分移ってきていますので、上屋の持っている

機能は日の出になくてもいいのではないかということで、上屋としての機能をなく

して、にぎわいのための施設として活用することを考えていきたいと思っています。 

さらに、日の出埠頭の近くに、水上バスが発着する近くに古い建物が建っていた

りして余り美しくないところがありますけれども、そういったところをきちんと整

備することも取り組みたいと思っています。 

さらには、既に今年いろいろな取り組みをやっておりますけれども、清水港線の

跡地にある自転車歩行者道を江尻からドリームプラザまでつないでありますけれど

も、そこの人の導線をもっと太くしようということで、自転車歩行者道のいろいろ

な整備をやっていくことにしています。 

さらには、お魚料理を食べる河岸の市と JR 清水駅との間の非常に広い道路を横

断しないといけないところも、デッキでつないでいくことも計画しておりまして、

できるものから26年からやっていくことを考えています。 

そういった取り組みをすることによって、日の出周辺のいろいろな空き地とか古

い倉庫の再整備、開発が誘発されていくことにつなげていきたいと期待しています。
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そういうシナリオの中で LRTが導入されれば、その効果を十分発揮して、発現して、

大きなにぎわいにつながっていって、この地域の経済活性化につながるというサイ

クルを期待したい。そのために市は取り組みをやりたいと考えております。 

川口： 

かなり具体的に清水の拠点整備と LRT導入、ひょっとしたら沿道に関係するかも

わかりませんが、それと結びつけた事業展開を考えないといけないというお話だっ

たと思います。 

土方さんに、静岡市はこの前の世界の文化遺産で三保が国内で一躍脚光を浴びた

りして、観光事業も結びつける。ドイツは世界遺産がいろいろありますので、世界

遺産と LRTの組み合わせがあるでしょうけれども、そういうプラス的な資源と結び

つけることは普通考えられますが、日本の場合、LRTを導入することによって静岡

市はこんなことをしたらこんなことが生まれるのではないか。ただ観光に結びつけ

るとかではなくて、もしあなたが静岡市長になったら、無責任で構いませんけれど

も、ドイツを踏まえて、ひょっとしてこんなことをやれるのではないか、あんなこ

とが考えられるのではないかというのを、今後のあり方として。 

もちろんまだ市民コンセンサスができていませんし、ドイツのようにインフラを

やらなくてはいけないという義務もない。これは日本のどこの都市も同じですが、

そういう日本の状況、地方都市の状況を踏まえて、考えられることをサジェスチョ

ンしていただけますか。 

土方： 

基本的には清水地区のことを想定してお話をしたいと思います。 

確かにドイツに関しては結構街中に世界遺産があるんです。例えばベルリンの博

物館島とかポツダムにあるサンスーシ宮殿は、駅からすごく近かったり街中にある

という利点があるゆえに LRTで行けるんですけれども、必ずしもほかの世界遺産と

か観光地が街中にあるわけでもないし、公共交通があるわけでもないことを考える

と、まずは観光客が来たときに公共交通で移動できることが一つの前提かなと思い

ます。私だったらそれを目指したいなと思います。 

ドイツは、世界遺産級のメジャーな観光地だけではなくて、ちょっとした湖があ

って、森があって、自然が楽しめるところが LRTで結ばれているんです。イメージ

でいうと清水港のウォーターフロントに近いものがあるかもしれませんが、そうい

ったところに関しても LRTで行けるようになっている。 

実際そうやって結ばれていても、必ずしも地元の方が LRTに乗るかというと、そ
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れは前提として必ず保証されているものではないんですが、でも結構たくさんの方

がそういったところにお出かけするときに家族で LRT に乗っていったりしていま

す。それはなぜかというと、LRTそのものが観光地を結ぶと同時に生活路線でもあ

るという前提を保っているからです。 

実際に地元の方が病院とか、お買い物したいときに行きたいショッピングセンタ

ーとか、公共施設が LRTの中に組み込まれていまして、車で行くこともできるけれ

ども、せっかく LRTが通っているんだからそれで行きましょうということが結構実

現されているんです。だからこそ LRTに乗りますし、週末に家族みんなでお出かけ

しようというときも、郊外のちょっとしたところに出かけるにも LRTを使っていこ

うということが実現されているわけです。 

公共交通を長期的に支えてくれるのは、地元の方がいかに利用してくれるかが非

常に重要だと思いますので、まずはそういったことを担保した上で、観光資源とLRT

を結びつけることを考えたいなと思います。 

その上で、LRTが観光地全てに到達できることは、どこでもできることではない

のですので、公共交通全体として使いやすいものにすることが重要ではないかと思

います。具体的に言えば、LRTで新清水からウォーターフロントまでは行くけれど

も、その先の日本平なり三保松原へはバスになるかと思うんですが、結節を重視す

ることで、公共交通全体として考えたときに便利かどうかを担保する必要があるの

ではないかと思います。 

それは LRTをおりたらバスが待っている、あるいはすぐ来るといったように利便

性が高いことが重要ですし、営業施策の面でも、観光地に行きたい人にいかに公共

交通を使ってもらうかということを考える必要もあるかなと思います。 

そのための一つとして、運賃面で工夫する必要もあるかなと思います。ヨーロッ

パの例を考えると、例えばドイツの主要都市では、観光客向けの公共交通乗り放題

の切符が販売されています。もちろん地元の方が使うのも別途あります。その乗り

放題の切符を買えば、LRTはもちろん、バスとか鉄道、地下鉄も乗れるようになっ

ています。 

例えばフランクフルトは、金融の都市でもありますけれども、ゲーテの生まれた

都市で、そういった面でも観光資源に恵まれているんですが、フランクフルトカー

ドという観光客向けの公共交通乗り放題の切符を販売しているんです。値段は大人

1人 1 日 0.9 ユーロぐらいで、最近のレートでいうと 1,400 円。ちょっと高いと

いえば高いんですけれども、公共交通に普通の切符で乗った場合は 2.6 ユーロしま

すので、公共交通に4回乗ればもとがとれる計算になっています。 

なおかつ、フランクフルトカードを買った人は、フランクフルト市内にある美術
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館、博物館、オペラハウスといった主要な観光施設の入場料が最大で50%割引にな

る。お店によっては、このカードを使っている人に 1 杯のドリンクをただでサービ

スすることも行われています。 

ドイツでやっているからといってすごく簡単にできるかというと、そうでもなく

て、ドイツでも実現化するために行政が関与する努力が行われたんですけれども、

やはり街全体を盛り上げるために観光資源を使うのであれば、公共交通あるいは観

光施設も巻き込んだ上で、行政が関与する形でもいいですし、全体として観光客に

公共交通を使ってもらうことが実現できればいいなと思います。 

川口： 

とかく経済的動向でいうと、観光とかの事業に対して収益性が上がるとか考える

けれども、一番重要なのは、生活路線という言葉をおっしゃられましたけれども、

市民が LRTによって非常に利便性が高まることによって、マイカーに乗らなくても

いいんだよと。もっと違った言い方をすれば、観光客のためにつくるのではなくて、

実は市民のサービス水準が上がるためにつくられたものというのがベースにならな

いと、税金を投入してどうこうと言われたときに。 

これに気がついたのは、私がポートランドに行ったときに、フリーゾーンという

か、バスに無料で乗れる。初めて行った人はどう行っていいかわからないけれども、

無料だからどうでも乗れるということで観光客にもよかったんですが、実は市民が

マイカーからかわって公共交通に乗るためには、市民もただにするというか、市民

に使い勝手がいいことが趣旨として根底にあった。 

これはまちづくりに戻りますけれども、中心市街地のあり方が基本的に違ったか

らかもしれませんけれども、税金を使って市民の生活がよくなることをもう一度見

直す必要があるのかなと思いました。 

宇都宮先生に、市民コンセンサスをとることができるのか、どうやってやったら

いいのか。コンセンサスをとる手段はいろいろあると思うんですが、幾つかヒント

なりサジェスチョンしていただけるとありがたいと思います。 

宇都宮： 

コンセンサスという言葉は聞こえがいいんですけれども、日本の場合、100人が

100人手を挙げないとコンセンサスにならない雰囲気があるんですけれども、世の

中のことはそうではないというのが、私の割に過激な意見です。 

さっきから税金を投入するためのコンセンサスであるとか、税金を使ってとか、

市長さんも何とか効果を出すためにと一生懸命答弁する。ここにいらっしゃる方は
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それを好意的な目で見ているけれども、多くの市民は市役所の手前拝見みたいな感

じで見て、俺らの税金を使うんだぞ、ちゃんとやってくれるよなみたいな顔をして

いますけれども、富山市の例をさっき出しましたけれども、違うんです。何もやら

ないということが一番税金を垂れ流していくことです。要するに何もしないという

ことは節約になっていないんですよ。さっき危機感がないとおっしゃいましたけれ

ども、本当に危機感がない。私も含めてそういうのがあると思います。 

企業は借金せずに経営していますか。しませんよね。借金して、新たな投資をし

てビジネスをやっていくわけです。なぜならば、何もしなければアジアの国に抜か

れるから、グローバリズムでやられてしまうから。だから一生懸命借金して、その

後それで投資してビジネスに広げていくわけです。何で都市になった途端にそれが

できないのか。みんな企業と違ってそれぞれ無責任なので、とりあえず税金はとら

れているんだ。そうではない。本当は市を動かしているのは市民であって、その人

たちは本来何もしないとまずいことになっていると気がつかない。これはマスコミ

も悪いんですけどね。 

僕は正直言うと、効果がどうのとかいう話を聞いていると、幾ら積み上げても

100%確実に何得何とか円が出るかというと、出ないと思う。そういう形でコンセ

ンサスをとるのではなく、ある意味では同時進行的に、とにかく世界の140都市が

ほぼ成功している事例、これだけの確率でもってやるぐらいのことがあってもいい

のではないか。 

実は富山はそれに近いことをやってきたわけです。富山は、新規の部分が少なか

ったからでありますけれども、例えば住民投票するとかコンセンサスを得る前に、

まず富山港線がなくなるのをどうしたらいいですかとやってきているんです。むし

ろ清水がこのままでいいという選択肢がないんだとすれば、そこをもう一度考える

必要があるのではないか。 

そうは言ってもお金がないと思うかもしれません。私はこういう講演に来るとき

に、グーグルで「静岡 工事費 道路」とか入れるんですね。今回最初に上がった

のは、私も行ったことないですけれども、国道414号線何とかバイパスを25年か

ら 2箇年計画、7.9km で 500 億円のプロジェクト。こんな感じで、25 年とりあ

えず最初の2.5kmは 150億円。トンネルをつくるのが高いみたいな感じですね。 

このことを多くの人は全く知らない。いろいろなところへ行くと、道路工事事務

所とか年間何十億円のお金をもってやっています。そういうところにお金を費やす。

何とかバイパスも重要かもしれない。ただ、我々はそこを気づいた上で「やっぱり

あのバイパスが重要だ」という判断になればいいですけれども、何も知らない。 

それが LRTあるいは公共交通といった途端にみんな目くじらを立てる。新聞社は
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赤字だろうと言う。もしここに記者の方がいらしたら、赤字という言葉は御法度だ

と思う。非常に印象が悪いですから、それだけレッテルを張ってしまいますから。

そうではなく、何もしないことが市にとって一番赤字の垂れ流しになるんだよとい

う意識のもとで、ポジティブに何ができるかということを考えていく必要があるの

ではないか。そういう事実を知った上で最後はもちろん判断しなければならないと

思うんですけれども、多分市の方はみんなそれをわかっているから、そんなお金な

いと。 

国はわかっているから交通政策基本法があるわけです。社会資本一括整備交付金

は多分1兆円ぐらいあって、LRT総合整備事業をつくっています。お金を出すよと

言っているけれども、自治体にいくと急に市会議員が１人声を上げてと腰砕けにな

る。実は国交省の担当者は手を挙げるのを待っているけれども、みんな挙げてくれ

ないわけです。だから、政策的に客観的に見ているといいんだけれども、100人の

うち１人が手を挙げた瞬間にぽしゃっている。それが今までの経緯であります。 

ただ、富山に関していえば、とにかく市長が何回か説明されました。それによっ

て云億円の補助が出たので、それでやって今こういう形で利用客が増えきたわけで

す。 

宇都宮はそれで大分足を引っ張られたわけですけれども、市長がとにかく将来の

投資だと言っています。要するに、何もしないと負けてしまうから投資する。つま

り、そのときの投資としていいかどうかという判断をすれば、その判断は難しいけ

れども、さっき申し上げたような道路とかいろいろな要素を合わせてみる。 

グーグルで調べるとおもしろい。「庁舎」とか入れると、何とか市は今度の市役所

庁舎建てかえのために建設費が何十億円と出てきます。そこにあるローカル線が年

間 8,000 万円の赤字ですが、80 億円でホールを建てかえとなると、大体 100 年

分ですね。そういうことを全く知らずに、公共交通の採算性だけを常に議論して、

それでコンセンサスをとるかとらないかとやると、残念ながら僕はできないと思う。 

富山はそうではなくて、一気呵成にそういうプロジェクトを進めて、それによっ

て市民のサポートを得る。だから、ぜひここにいらっしゃる方もコンセンサスをど

うとるかよりは、むしろ皆さんがこういう事実関係をちょろっと聞いた上で語って

いただくことが一番のコンセンサスにつながってくるのではないかという感じがい

たします。 

川口： 

だんだんと核心に迫ることを、パネリストの方に本音チックで言っていただいた

のではないかと思います。かなり耳の痛いことで、何もしないことが問題なんだと
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いう御指摘を、宇都宮先生に基調講演を初めとして、最終的なパネルディスカッシ

ョンでもまとめていただいたような気がしなくもありません。 

かなり突っ込んだお話をしていただいたかと思います。これでパネルディスカッ

ションは終わらせていただきます。 


