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                    地理情報システムによる公共交通の分析  松原光也 

多賀出版 ４４００円＋税 

題名を見ると、数学・コンピューター理論満載の難しい本かと思ったが、GIS の解説はほんの少しで、

ほとんどが地方都市の軌道系公共交通システムの存続できた経緯の記録である。まさに ROBA の会が発展

してきた時代背景の記録と思って読むと面白い本である。欲を言えば GIS の定義をもう少ししっかり述べ

た上で、GIS とコンピューターの発達により、公共交通計画のパブリックインボルブメントにおいて今ま

でできなかったどのような計画手法が可能になったかを述べていただきたかったと思います。 

また、GIS の発達でよりよい公共交通計画の策定過程が実現できるのに、何らかの原因でそれができて

いないとか、そういった分析がこの本の題名からは期待されたと思います。京福の存続運動において、メ

ーリングリスト、ウエブサイト等のコミュニケーションツールが大きな役割を果たしました。 

しかし、今においても道路の交通量、交通量配分計算に用いた道路の交通容量、河川の断面図などが使

い易い形で公開されているとは言えず、行政とは異なる立場で定量的に行政の施策を反証している人は河

川では新潟大学の大熊教授、道路では環境自治体研究所の上岡直見氏など少数に留まっています。交通計

画のあるべき論、その中での GIS の果たせる役割という一本筋の通った論説があり、その事例として各地

の個別論を述べていただくと、より今後の交通計画の発達に役立つと思えるため、そこが少し残念です。

                         東京会員  美濃部 雄人 Minobe Yujin 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

☆★活動報告★☆ 

5月 23日 定例総会  

ＲＯＢＡＮＥＷＳ１００号 

＆設立 10年記念フォーラム 

6月 3日 ＭＷ＆ＣＦＤ日本アワード表彰式（東京）

6日 田原町デザイン会議総会出席 

12日  都市化研究公室報告書 作業部会 

16日  ＲＯＢＡＮＥＷＳ編集会議、事務局会議

  

☆★今後今後今後今後のののの予定予定予定予定★☆ 

６月２４日（木） 福井鉄道株主総会 

７月１８日（日） 例会・福鉄親子電車教室 

   未定 地域バス調査隊（敦賀市） 

   未定 第2回ＭＷ＆ＣＦＤ田原町実行委員会

おもっしぇかったざー！ 

●関連記事／２～４ページ 

2010 05 23 

17日 第１回ＭＷ＆ＣＦＤ田原町実行委員会 

18日 えちぜん鉄道株主総会 

20日 例会・地域バス調査隊（勝山市） 

 



ＲＯＢＡ１０周年＆ＲＯＢＡＮＥＷＳ１００号記念フォーラムが開催されました 

去る５月２３日、ＲＯＢＡの２０１０年の定例総会開催に併せて、『ＲＯＢＡ１０周年＆ＲＯＢＡＮ

ＥＷＳ記念フォーラム』が開催されましたので、ご報告させて頂きます。 

場所はＡＯＳＳＡ６０１Ｂ・Ｃ会議室。参加者は８０名あまり。実は全国の名だたる方々にご参加頂

いていました。それは２１日、２２日に富山市で第１０回全国路面電車サミット２０１０富山大会が開

催され、その流れで福井にお越し頂けたこと、そして福井のこれまでや現在の取り組みが常に全国的に

注目を集め、そのなかでのＲＯＢＡの地道な活動に皆さんが興味を持って下さったこと、さらにフォー

ラムのパネリストが、ＲＡＣＤＡ会長の岡将男さん、環境自治体会議環境政策研究所主任研究員の上岡

直見さん、ＲＯＢＡメンバーで土木行政コーディネーターの美濃部雄人さん、同じくＲＯＢＡメンバー

で福井大学大学院工学研究科教授の川上洋司先生と、やはり名だたる顔ぶれでいらっしゃったからであ

ると思われます。 

スタートは１３時３０分。大西友世さんの司会で、最初に内田会長が挨拶に立ち、「フォーラムは皆

が集まって酒を飲み交わす口実」という名言を披露して開始。ＲＯＢＡＮＥＷＳ編集長の林照翁さんが

１００号にわたるＲＯＢＡＮＥＷＳを辿りながら、ＲＯＢＡの歩みを、福井の民話の語り部のような語

り口で振り返りましたが、これまでのことがいろいろと思い出され、皆さんも感慨深いものがあったの

ではないかと思います。 

フォーラムでは、第一部で、自己紹介がてら、上岡さんが「持続可能性の重要度について」、岡さん

が「全国で、岡山や高岡や福井の活動などがネットワークでつながって、今の富山ライトレールや和歌

山電鐵の成果がある」というお話、美濃部さんが経済原論に基づく土木行政の解釈について、川上先生

が「以前の交通行政が道路とクルマのためにあり、福井では京福電車の事故で空気が変わっていった」

こと等を話されました。続いて、本論では、上岡さんが「交通基本法は、そのままでは各地で単に道路

ができるだけで、個別法を設けて財源を手当てしていかなければならない」こと、岡さんが「交通基本

法は基本であり、前提であること」など、美濃部さんが「財源を今とは違う仕組みで地方に渡す変更が

行われれば、行政の職員が力を発揮できる」こと、川上先生が「交通基本法はその後の個別法が重要で

あり、今の制度下では国策の富山と同じことはできない」こと、さらに発言は続いて、岡さんが「優秀

な両備グループ・岡山電気軌道ですら、現制度と政策の下ではもうもたない。全国の公共交通が全滅す

る。両備グループの児島社長が、国が２０００億円を１０年間、全国の公共交通に投入しなければなら

ないと提言している」ことを話され、川上先生が「外部効果の算出とその前倒しによる他の部門から公

共交通への投入が必要」ということなども話されました。 

第二部では、岡さんが「田原町の両線の線路がつながっていないことが不思議。まずつなげることが

重要」ということ、美濃部さんが「受益と負担を一致させることが重要」ということ、川上先生が「鉄

道の沿線にコンテンツを再配置することが重要であり、鉄道とクルマの競争ではなく、道路空間の再配

分を考えていかなければならない」こと、岡さんが「交通再生はコミュニティの再生運動。都心に賑わ

いをつくる街遊びの視点が必要」ということ、川上先生が「今は乗らないけど公共交通を残しておいて

欲しいと考えている住民に対し、今乗ることを働きかけるモビリティマネジメントが重要」ということ

などを発言されました。 

第一部・第二部を通して、会場からも様々な発言が寄せられ、パネリストの皆さんの間で活発な議論

が展開されました。最後は岸本雅行理事の締めの言葉で３時間の議論が締めくくられました。 

その３時間はあっという間。皆さんまだまだ話し足りない、もっと議論を聞いていたいといった想いだ

ったと思いますが、その余韻を駆って３階のパーティルームに移動し、懇親会に。これも驚くほど大勢

が参加して大いに盛り上がりました。ＲＯＢＡの１０１歩目も充実した足跡でありますように。(清水) 



 

ＲＯＢＡＮＥＷＳ１００号の歩み 顛末紀     

 「私にも使えます」というカメラＣＭが昔あったが、まさにＲ

ＯＢＡ関係者の前でパワーポイントを使う私の心境です。森田地

区文化委員会の活動発表で１年間の活動を４分間で発表する苦し

みを経験しているので、１０年間の活動を２０分間で発表するの

は・・・。後日、内田氏からほめ殺し？のメールもあり、次回の

２００号？の発表はさらにパワーアップしたいと思う今日のこの

ごろです。私がＲＯＢＡＮＥＷＳを担当していれば？ 

             報告：林照翁  写真：鳥居健 

 

 【懇親会報告】漆嵜さんへの感謝状贈呈⇒寺内さん

からの電報披露⇒乾杯⇒近況報告⇒ふるさと電車に乗

って⇒「電車でＧＯ」ではなく「出発進行！」（美濃部

さんの音頭）で締め。おもっしぇかったざ！ 

報告／司会でワリカン負けした変集長 写真／畑・照 
 



 

Ｈ22 年度総会参加について 

                                      谷口泰広 

  

今日の朝（総会は雨模様が多い気がする）、福井鉄道に乗り、アオッサに向かった。なぜか電

車には沢山の年配の方が多かった。それは石川さゆりのコンサートがあるからだ。そしてサンド

ーム西駅にはシャトルバスも配置され、素晴らしいイベントで集客アップを図っていました。そ

んな中私は、一年に一回、皆様の元気な姿を拝見する一会員として総会に参加しました。 

まずは結成 10 周年おめでとうございます。ちらっと目が止まったＲＯＢＡＮＥＷＳの設立総

会フォト。懐かしい顔が並んでいました。元福井鉄道鈴置部長様や天国にいらっしゃる坂川様等、

当時を思い出します。平成 21年度事業報告は「誠にもって、あっぱれでござる。」今後もＲＯＢ

Ａがますますご発展しますように心からお祈り申し上げ、又会員みんなで知恵と力を合わせて頑

張っていきましょう。 

記念フォーラムの感想  

                                                             大西 友世 

 私が記念フォーラムのなかで興味を引かれたのは、「ROBAニュース 100号の歩み」における現在の ROBA

に至るまでの紆余曲折のストーリーと、「本音トーク」における福井の公共交通についての議論でした。 

 私は今年で ROBAに入会して 4年目になります。私が入会した時には、現在の活動形態が出来上がってい

たため、そこにたどり着くまでの紆余曲折の部分を知りません。私にとって、林照さんの笑いを含めた絶妙な

お話しは、とても興味深く、楽しく聞かせていただくことができました。 

 「本音トーク」は、交通基本法と福井の公共交通の 2つがテーマとなりました。そのなかで、私が関心を持

ったのは、福井の公共交通における官民連携についてでした。福井大学の川上先生から、「えちぜん鉄道のよ

うに危機的状況になれば官民が連携できるということは実証されている。今後は、既存の公共交通についても

官民連携を行うことができるようにステップアップが必要。」というご意見がありました。官民連携を行うた

めには、県民の公共交通に対する意識を上げることが必要です。自分に直接関係がなく、危機的状況でもなけ

れば、公共交通に対する県民の意識は低くなります。さまざまな地域で県民意識を上げるためのモビリティ・

マネジメントが実施されていますが、県民意識を上げることは容易ではありません。実施効果を上げるために

は、効果的な方法で実施することはもちろんのこと、時間と労力が必要です。危機的な状況などインパクトが

ある出来事が起こらない限り、県民意識を一気に上昇させるのは難しいことです。そんななか、ROBA ニュ

ース 100号の発刊を迎えるほど継続的に活動を行っている ROBAは県民意識を変えていく、キーパーソンな

のではないかと思いました。 
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全国路面電車全国路面電車全国路面電車全国路面電車サミットサミットサミットサミット富山大会富山大会富山大会富山大会参加参加参加参加報告報告報告報告    

去る５月２１日、２２日に開催されました全国路面電車サ

ミット富山大会は、両日とも３００人が参加するなど盛況の

うちに閉幕しました。 

福井大会とはまた違った趣でしたが、森雅志富山市長の講

演が、やはり圧巻で、会場の前を走る環状線・セントラムや、

フランスから導入した自転車共有システム・シクロ、広告収

入で設置・維持されているバス停の屋根等、画期的な都市政

策の『華』が盛りだくさん。その全体が全国路面電車サミッ

ト富山大会でした。その意味で、第１０回大会にしてようや

く花開いたＬＲＴへの取り組みの成果が披露されたすごいサミットでした。（写真はセントラムとシクロ） 

路面電車サミットで採択されたサミット宣言を添えます。                  （清水） 

第１０回全国路面電車サミット２０１０富山大会サミット宣言 

大都市圏では新たな鉄道路線が伸びているのに対して、地方圏ではひっそりと鉄軌道が消えています。 

公共交通機関であるはずの、環境にやさしいこれからの移動手段であるはずの鉄軌道が、採算性という物差しに

より存廃が決められています。 

そのような状況下にあって、新たに２路線の路面電車を新設した富山市において、記念すべき第１０回の全国路

面電車サミットが開催され、路面電車とまちづくりについての議論が交わされた意義は大変大きいものと考えます。 

ＪＲ富山港線を再生して誕生した富山ライトレールの整備を契機に、国において新たな鉄軌道支援策が創設され

るなど、少しずつではありますが、路面電車復権に向けての整備が進んでいます。 

しかしながら、全国各地で既に廃止された路面電車を再生しよう、新たに路線を設置しようという多くの都市が

あり、それぞれの都市で夢を描きながらまちづくりを行っているグループや団体があり、それらを実現したいと応

援してくれる鉄軌道事業者がいるものの、夢が叶っていないというのも現実です。 

私たち、路面電車をまちづくりに活かす活動をしている者の力だけでは、残念ながら路面電車を現実のものとす

るのは困難です。 

国においては、地域主権、地方の独自性を活かした施策展開が進められるよう制度改正をすることが検討されて

います。交通基本法の制定に向けた努力も続けられています。 

高齢社会の到来、そして個人の幸福の尺度に「よりよい環境で暮らすこと」

が加えられようとしている今、私たちは、もっともっと路面電車が魅力的であ

り、人、まち、そして環境へやさしいことを多くの人たちに伝えていかなけれ

ばいけないと考え、引き続き活動していくことを宣言します。 

また、国、地方自治体におかれては、私たちの活動を温かく見守っていただ

くとともに、私たちの活動の中から積み上げられた路面電車活性化に向けた提

案に対し、新たな制度設計を含む施策対応を図っていただくことをお願いします。 

最後になりましたが、堺市の阪堺電車が存廃の危機にたたされています。我々は阪堺電車の存続と活用を求める

ことを参加団体の全会一致で決議をしました。 

関係者のみなさま、ぜひご尽力賜りますようよろしくお願いします。 

次回は、２０１２年にお会いしましょう。 ２０１０年５月２２日 

全国路面電車愛好支援団体協議会         

全国路面軌道連絡協議会             

全国路面電車サミット２０１０富山大会実行委員会 



第 10 回全国路面電車サミット富山大会 2010 参加報告 

鳥居鳥居鳥居鳥居        健健健健    

 

今回のサミットは、路面電車環状線開通のお披露目を兼ねて富山国際会議場で5月 21日（金）から２

日間開催されました。私は１日目の夕方から参加しましたが、２日目の様子を中心に報告させていただ

きます。 

２日目午前中に、全国路面電車愛好支援団体協議会の代表者会議と意見交換会が行なわれ、ROBAから

は代表として清水さんが出席し、私は傍聴席で聞いておりました。 

会議では新規加入団体の承認、出席団体の近況報告の後、次回開催地の議論になりましたが、まだ開

催していない都市名が列挙されただけで結局決まらず、２年後に開催することを合意するのみとなりま

した。なお、今後のサミットのやり方として、鉄軌道事業者の積極的な参加を期待したいとの意見も出

されました。また、今回協議会への新規加入が承認された堺市の団体（阪堺線存続検討ワーキンググル

ープ）からの要望で、サミット宣言の最後に阪堺電車の存続と活用を求めるメッセージを付け加えるこ

とも全会一致で了承しました。 

午後からはクイズ大会、抽選会、路面電車映像上映会の後、同志社大学商学部教授青木真美さんの講

演があり、それに引き続いてパネルディスカッションが行われました。過去のもので時代遅れとのイメ

ージが強い路面電車に対して、いかに人々の関心を向けてもらうかが議論の焦点になっていました。会

場からの意見も受け付けられ、支援団体の構成員だけでなく個人の参加者からも積極的な発言が目立ち

ました。 

主催者は、前回の福井大会よりも規模を縮小したと謙遜されていましたが、そんなことはなく、鉄道

模型レイアウトの展示や運転シミュレーターの体験コーナーも設けられたこともあり、鉄道ファンや一

般市民の来場も多く、大変賑わっていました。 

金曜日は１日乗車券を購入していたので、矢野直美さんの講演会終了後に路面電車市内線の全線に乗

ってみました。10分間隔の運転で市民の足として定着している姿を見て、大変羨ましく思えました。福

井市内でも新田塚・江端間の相互直通運転（高頻度運転）を早く実現してほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

会議に出席の清水さん 

発言されているのは北勢線とまち育みを考える会の代表者              クイズのネタに例の写真が登場 

 

 

 

 

 

 

 

松原さんは                               パネラーの皆さん 

主催者側スタッフとして参加               左端は１日目の夕方に講演された矢野直美さん 
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 ６月３日（木）午後６時３０分より、東京の飯田橋にあるＮＰＯの活動センター（福井でい

うところのアオッサ７Ｆの県民活動センターと同じ機能をもつ会場）の一室で開催された。 

 一部、二部形式で開催された。一部は前年開催した箇所の概要説明と受賞式、二部は    

２０１０年開催に向けての説明がありました。 

 昨年から、ＭＷ＆ＣＦＤではいろいろ活動に対して賞を出して、いろいろ競ってよりよいも

のにしていこうというので、執行部の方々がいろいろ工夫をして各種の賞を設けています。 

 団体に与える賞と、個人に出す賞の２つがあります。団体にいただける賞として一番大きい

のが「まちづくり貢献賞」です。審査委員３名から推薦があったということです。今までＲＯ

ＢＡニュースで紹介があったとおり、ＲＯＢＡが受賞しました。受賞したからすごいのでなく

て、結果としてついてきたといったところでしょう。まずはＲＯＢＡおめでとうです。 

本来、カーフリーデーは、国策で行うべきものです。本場のヨーロッパは皆そうです。 

 完全にＮＰＯが主体となって大々的にやっているのは横浜市と福井市くらいでしょうか？あ

とは、民間がやるにしても事務局を官がやったりしているところが多いです。もっというと、

地場の人たちが中心となってやっているのは「ＲＯＢＡ」だけだと思います。 

 さて、説明はそれくらいにして。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、左の写真は、ＲＯＢＡがまちづくり貢献賞を受賞したときのもの、真ん中がその賞状、

そして右が「畑みゆき」さまに、ということで、ベストショット賞です。この盾（横にしても

タテ）はかっこいいですね。今年もありますので、ＭＷ＆ＣＦＤのときはカメラを持参のうえ

参加ください。今年は、田原町商店街と一緒に行います。既にキックオフミーティングを終え、

第１回会議を近々に開催します。乞うご期待を。さて今年のＭＷ＆ＣＦＤのテーマは 

「Travel smart,Live Better」です。スマートに移動、賢い生活といったところでしょうか。 

田原町でやる意味でばっちり合いますね。今年も頑張りましょう。 

 一言、今回から理事に返り咲きました。最初のお仕事でした。･･･。 

 

 

 
 



 

作作作作／／／／漆嵜漆嵜漆嵜漆嵜    耕次耕次耕次耕次    

編集後記編集後記編集後記編集後記    ・・・・・・・・・・・・編集委員編集委員編集委員編集委員よりよりよりより一言一言一言一言    

林(変集長) 

「ホジロバ交通体験記 募集中！！！」 

内田（発行責任者） 

「１００号記念も発行し、また再スタートの１０１号

です。今年はまだホタルを見ていないので、近いうち

に見に行こうー」 

 

事務局事務局事務局事務局  特定非営利活動法人 

    ふくいふくいふくいふくい路面電車路面電車路面電車路面電車とまちづくりのとまちづくりのとまちづくりのとまちづくりの会会会会（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）

９１０－８０３１ 

福井市種池 1 丁目１９０５－３ 

ＴＥＬ：０７７６－２５－７９６８ 

ｅ－mail ： roba@mbh.nifty.com  

ＵＲＬ：http://roba.cocolog-nifty.com/roba/home/ 

 

みゆきちゃんのおでかけ日記 Part３ 

 

三角の駐車場 

 

駐車場シリーズ第２弾です。 

ここは大阪のとある場所にあった駐車場。なんと！三角をしています。

こんな駐車場ってあり？でしょうか……。 

 

№１１、№１２、№１３の車を止めると絶対に車体がはみ出ますよね。

土地の有効活用だと自分で言い聞かせてみましたが、結構、無茶してい

る感じが……； 画像が粗いので文字が読み取れませんが、白い車が止

まっている手前までの三角部分は、どうやら月極駐車場のようです。こ

こに駐車場を借りるのは怖いと思うけどなー。 

(大都市では見かける風景なのでしょうか。)

 

とある場所ですが、大阪環状線に乗り、ＪＲ大阪駅から鶴橋に行く途中

で激写した車窓からの眺めです。どうしても鶴橋で焼き肉を食べたくて、

鶴橋へ行ったのでした。 

 


