
[ 編集後記 ]　昨年 3 月 11 日の東日本大震災から 1 年が経ちました。巨大な地震と津波は多くの人命を奪い、街を破壊し尽し

ました。原発事故はまだ収束したとは言えず、放射性物質の恐怖はいまだに続いていて事態は深刻で、日本の行く末や日本人の

生き方を問い続けています。“未曽有”の災害と言っていますが、歴史を振り返れば同様な地震や津波は何度か起こっていますし、

“想定外”という言葉も安易に使われていますが、検証が進むにつれ事態は“想定されていた”し、事実は“隠されていた”こと

が明らかになって来ました。（文責：清水康二）

協力していただけますか。横浜に LRT を走らせるためにあなたに出来ることは？

各チームの活動は「走らせる会」と「横浜の公共交通活性化をめざす会」が協同して行っています。

広報チームは毎月第２火曜日　企画チームは毎月第４水曜日　県民センター１２F で１９時から開催

●事務局

渉外関係
■横浜市役所担当部局との意見交換会
■横浜カーフリーデーへの参加
■第６回人と環境にやさしい交通をめ

ざす全国大会への参加・協力
組織関係
■会の運営
■会員の学習　情報提供
　最新情報　最新技術　関連法規など

収集
■会員拡大

●フォーラム広報チーム

フォーラムによる啓発
■夏のLRTフォーラムを開催
■冬の公共交通フォーラムを開催
■商工会、まちづくり団体、企業、行

政などへのPR活動
■計画路線沿線の商店街、自治会・町

内会などへの出前説明会の実施　
■定期刊行物による広報　
　・ブログの更新
　・年２回のニュース発行

●企画チーム
■計画路線の検討
■LRT問答集（Q＆A集）など資料・

宣伝ツールの作成
■アンケートのまとめや実施
■事業運営形態や採算性の検討
■関連研究や知識の提供・共有化

●絵本プロジェクトチーム
■日本初のLRTの絵本の販売
「子ねことふしぎな電車」一冊千円
お問い合わせ、ご注文は、
lrt_ehon@yahoo.co.jp　
またはFax045-250-5632

●「ＬＲＴは最適な交通網」 静岡市導入研究会が結論 ・ ・ ・ 中日新聞  2011/12/13
　静岡市街地への次世代型路面電車（ＬＲＴ）の導入を検討す

る「静岡市ＬＲＴ導入研究会」は１２日、最終回を市役所で開き、

「ＬＲＴが最適な交通システムである」と結論付けた。年内に提

言書をまとめ、田辺信宏市長に提出する。市は来年度から有識

者や民間団体、市民の代表者による新組織を立ち上げ、導入に

伴う課題の解決に向けた議論を加速させる。　（奥村圭吾）

　研究会は、清水喜代志副市長、埼玉大大学院の久保田尚教授、

静岡商工会議所の後藤康雄会頭、静岡鉄道の三浦孝文専務取締

役の４人で９月末に発足。計４回の会合を重ね、環境▽にぎわ

い創出▽脱車社会による市民の健康増進－などの観点から「必

要な交通網」とした。

　想定ルートは、静鉄新静岡駅と葵区七間町周辺を回遊する「静

岡Ａ」（延長１・０キロ）▽同駅と駿河区役所を結ぶ「静岡Ｂ」（同

２・６キロ）▽静鉄新清水駅と清水区日の出町周辺を回る「清水

Ａ」（同１・６キロ）－など５路線。軌道や停留所の整備など、

路線ごとに５０億～１００億円の事業費が掛かると試算した。

　課題について、静岡Ａ、Ｂでは円滑な交通のために「中心市街

地の自動車流入量を３割程度減らす必要性がある」と指摘。清

水Ａなど清水区内の３路線では利用者の不足が見込まれ「沿線

での観光施設の開発や、定住人口の拡大が不可欠」とした。

　会合終了後に会見を開いた清水副市長は「導入には課題があ

るが、利点も多い。民間や市民の意見を取り入れて課題解決の

道を探りたい」と語った。

　この日は、市民団体「ＬＲＴで結ぶ会」（同市清水区）から田

辺市長宛てに、ＬＲＴの導入を求める陳情書と署名約 2900 人

分も提出された。

●被災線路をバス専用道に　気仙沼線、ＪＲ・ 国が復興案 ・ ・ ・ 朝日新聞　2011/12/26
東日本大震災の津波で不通となった宮城県のＪＲ気仙沼線につ

いて、ＪＲ東日本と国土交通省は、鉄道から軌道を撤去してバス

専用道路を設ける「バス高速輸送システム（ＢＲＴ）」の導入を

地元自治体に提案する方針を固めた。鉄道を再建するより費用

は半額以下で復旧も早い。実現すれば、被災地の公共交通の復

興モデルとなりそうだ。 大震災による津波で、ＪＲ東日本と、第

三セクター「三陸鉄道」の計９路線、約３９０キロが不通となっ

ている。復旧費用は１千億円以上と見込まれ、現在、沿線自治体、

東北運輸局などは各路線の復興調整会議をつくり、線路の内陸

移設などが話し合われている。 

　被災区間は、現在、代行バスが走るが、渋滞も多く、地元か

らは不便との声も出ている。鉄道の早期復旧が望まれるが、も

ともと赤字の路線が多く、全線で復旧させる費用に対して、そ

の効果を疑問視する声もある。 ＢＲＴの対象区間になるのは宮城

県の気仙沼市、南三陸町、登米市などを走る気仙沼線で、線路

が流された柳津（登米市）—気仙沼の約５５キロの区間。 

　ＪＲ東などは被災した線路をバス専用レーンとして整備。津

波で線路がなくなった区間は一般道を通り、再利用できるトン

ネルなどはそのまま使う。コストを下げ、復旧スピードを早め

ることもできる。運行本数を増やし、市街地で停車駅を増やせば、

利便性を高めることも可能だ。ＢＲＴでは、バスの車両費や駅舎

の建設費などに国から一部補助を受けられる。 地元には鉄道のほ

うが速くて時間に正確との声が根強い。だが、気仙沼市は、復

興計画で「市街地で新交通システムの導入検討を目指す」と明

記している。地元自治体の意向によっては一時的にＢＲＴにし、

鉄道に戻すことも検討する。１２～１月にも開かれる気仙沼線

復興調整会議に提案。鉄道の復旧やＢＲＴにする場合の費用、

復旧時期なども示す。実行については、沿線自治体の意見を聞

きながら、判断する。（南日慶子）  

　（ＢＲＴ）　Ｂｕｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｒａｎｓｉｔ（バス高速輸

送）の略。バス専用道を走ることで、鉄道に匹敵する利便性を

兼ねそなえた新しい交通システム。国内には、名古屋市に高架

の専用軌道を走って所要時間を短縮した例や、茨城県石岡・小

美玉市で鉄道の廃線をバス専用道にした例がある。

●被災２路線、 廃止しバス専用道提案へ　ＪＲ東、 岩手県 ・ ・ ・ 朝日新聞　2012/1/8
ＪＲ東日本は東日本大震災で不通になっている岩手県内の山田

線（宮古—釜石）と大船渡線（気仙沼—盛〈さかり〉）の２路線

を廃止し、専用道路を設けてバスを走らせる「バス高速輸送シ

ステム（ＢＲＴ）」を導入する方針を固めた。９日、岩手県の達

増拓也知事に提案する。鉄道復旧を求める地元の反発は必至だ。 

　ＪＲ東の清野智社長が７日、記者会見で「ＢＲＴも含めて考

えるのも一つの方策。これから地元とも話していきたい」と語っ

た。同社幹部は朝日新聞の取材に「間もなく震災から１年。復

興へのメドをつけるためにも、時間のかかる鉄道ではなく、ま

ずはＢＲＴでいきたい」と説明した。 

　ＪＲ東によると、両路線の復旧には最短でも５年以上が見込

まれる一方、ＢＲＴを導入すれば１年程度で運行が可能とされ

る。また、本数や停車地を震災前より増やすという。

2012 公共交通フォーラムを開催しました！
災害と交通“帰宅困難者問題を考える！”

●日時 ： １月 29 日 （日） 13:30 ～ 16:40

●会場 ： 横浜情報文化センター６F ・ 情文ホール

●第１部　

①特別基調講演　

「災害にまけない都市と交通のあり方」

中村文彦氏　横浜国立大学・大学院都市イノベーショ

ン研究院教授

②基調報告

「帰宅困難者問題の検証と課題」

室井寿明氏（財）運輸政策研究機構・調査室調査役

（次ページに続く）

1 月 29 日（日）午後、「横浜の公共交通活性化をめざす会」

と「横浜に LRT を走らせる会」の主催で「2012 公共交

通フォーラム“災害と交通”～帰宅困難者問題を考える～」

が、横浜情報文化センター・情文ホールで開催され 110

名の参加者が集まりました。昨年の 3 月 11 日に起きた

東日本大震災で、首都圏では 300 万人とも言われる帰宅

困難者が生まれました。全ての公共交通はストップし、道

路は大混雑しました。その時、人々はどう行動したのか？

交通事業者はどう対応したのか？行政は？。3 月 11 日を

検証し、その教訓を生かし、切迫する次の災害にどう備え

るのか？その課題を提起するフォーラムです。

　フォーラムの第 1 部の特別基調講演では、都市交通計

画が専門である横浜国立大学の中村文彦教授が、「災害に

負けない都市と交通のあり方」と題して、1、東日本大震

災から学ぶ「都市と交通」2、災害に負けない、という考

え方　3、これからの横浜のまちづくりに向けて、という

観点で話をされました。

　教授は「震災直後は鉄道が止まり、バスが大きな役割を

果たしたが、バスや緊急車両の走行を優先するなどの交通

規制がほとんどなかった。災害時には通行する車の優先順

位をつけて道路を規制する必要がある」「日常の備えとし

●第２部　進行役阿部等㈱ライトレール代表取締役社長 
①「帰宅状況調査」 の分析結果を報告

小田部明人　横浜の公共交通活性化をめざす会・事務局長

②行政、 バス事業者、 鉄道事業者、 企業からの報告

・木村文男氏　横浜市消防局危機管理室・危機対処計画担当課長

・須藤秀樹氏　横浜市交通局自動車本部・運輸課長

・和田潤一郎氏　相模鉄道経営管理室・広報担当係長

③「次の大震災への備え」

阿部　等　（株）ライトレール代表取締役社長

●質疑応答　会場の参加者との質疑応答

●講評　中村文彦教授

て関係主体間の普段からのつきあい、連携、取決めが大切」

などと強調されました。

( 財 ) 運輸政策研究機構の室井寿明調査役は、「帰宅困難者

問題の検証と課題」と題して、

1、帰宅困難者問題の背景と実態　2、鉄道運行再開に長

時間かかる理由　3、鉄道の長時間運行休止が及ぼす影響

　4、多数の帰宅困難者の発生かがもたらす課題、を当日

の臨場感溢れる映像を駆使しながら分かりやすく報告され

ました。特に、運行可能な代替路線に利用者が集中し、そ

れが路線全体に影響を及ぼしてしまい、大量の徒歩移動者

を発生させ、

また、大量の歩行者が道路上に溢れ、車の大渋滞を引き起

こした原因になったと分析、事業者は長時間の運休をさせ

ない工夫をすべきだと強調されました。

　第 2 部では、横浜の公共交通活性化をめざす会の小田

部明人事務局長が、昨年、同会が

市民を対象に実施した 3 月 11 日の帰宅状況調査の市民

アンケートの分析結果を報告されました。165 人の回答

があり、当日どう行動したのか、今後の災害にどう対応す

べきか、など貴重なデータとなりました。エピソードや意

見を後段に記述しましたのでご覧下さい。
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