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研究目的

JR富山港線のLRT化に際し・・・

①住民運動による、地域や行政への働きかけがもた

らした成果を明示する。

②成果を得るに至った過程から、住民運動が果たした

役割を考察する。



研究方法

1.調査対象
市民団体「北陸線・ローカル線の存続と公共交通をよくする
富山の会」が、JR富山港線のLRT化をめぐって行った活動

2003年５月から2006年２月にかけて

・富山市都市整備部富山港線路面電車化推進室

①活動が行われた期間

②活動における働きかけの対象
・JR富山港線沿線地域の住民

・富山県生活環境部交通政策課(当時)

・富山ライトレール(株) など

2.調査の視点
活動の過程と結果が、LRT化計画への影響としてどのように

位置づけられるか検討する。



路面電車化直前のJR富山港線

(図は、富山市都市整備部富山港線路面電車化推進室『富山港線の事業概要』,富山市,2006年より)



富山ライトレール

富山港線の概要

営業距離：7.6km(鉄6.5km,軌1.1km)
沿線人口：45350人(5校区,2004年現在)
運行間隔：15分(ﾗｯｼｭ時は10分)
始発・終発：５時台・23時台

保有車両：7編成(2車体連接,全低床,定

員80人,最高速度70km/h)

運賃：全線200円均一(平日昼間及び週
末祝は100円。2006年度末まで)

経営形態：第三セクター(公設民営)

(図と写真、概要の内容は、富山市都市整備部富山港線路面電車化推進
室『富山港線の事業概要』,富山市,2006年より)



路面電車化の背景

①地域住民による働きかけが結
実して動き出したものではない。

②北陸新幹線延伸に伴うJR富山
駅の改築・高架化計画の影響で
ある。

③北陸新幹線開業に向けた障壁
を速やかに取り除く観点から、
JR富山港線の扱いを早急に決着
させる必要があった。

(図は、富山市都市整備部富山港線路面電車化推進室『富山港線の事業概
要』,富山市,2006年より)



「北陸線・ローカル

線の存続と公共交
通をよくする富山
の会」について

２００１年１１月発足

北陸新幹線延伸に伴う並行
在来線の経営分離問題から
取り組み始める

会員は現在約１００名

公共交通に関心のある
富山県民が集まる

略称：公共交通をよくする
富山の会



地域住民への働きかけⅠ

1.意見交換と体験の場を
①富山港線探訪と路面電車

を考えるつどい

2003年7月21日実施

路面電車の将来像について講演

地域住民同士の意見交換

(毎日新聞2003年７月22日朝刊より)



地域住民への働きかけⅠ

②富山港線路面電車化アンケート

2003年7月～10月
にかけて実施

沿線の世帯に500
通を配布。145通
回収

沿線住民のニーズ
を探り、行政への
提言に活かす



地域住民への働きかけⅠ

③船と電車で歴史探訪と、

路面電車の明日を一周

2004年10月9日実施

富山港線と平行する富岩運河を組
み合わせて、船と列車で周遊

↓
開業後のまちづくりを考える

路面電車化事業についての講演

(北日本新聞2004年10月10日朝刊より)



地域住民への働きかけⅠ

④富山ライトレール・

ウォッチング

2006年4月21日実施

開業を前に、

運行施設の状況
道路交通への影響

を調査



地域住民への働きかけⅡ

・富山港線と公共交通をよくする豊田の会

・富山港線と公共交通をよくする奥田の会
・富山港線と公共交通をよくする浜黒崎の会
・公共交通をよくする和合の会 など

2.住民組織の立ち上がり

※沿線自治振興会関係者により･･･市の音頭が背景

↓
「富山港線を育てる会」
･･･市、ﾗｲﾄﾚｰﾙ社と共に富山港線路面電車化支援実行委員会を構成

3.行政への提言の作成と公表



1.活動の中心

2.焦点

行政等への働きかけ

地域住民への働きかけを通じて得られた情報を元に、提言を作成。

↓
行政担当者等へ提案

2003年5月から2006年1月にかけて。計6回
富山市都市整備部富山港線路面電車化推進室に対するものが中心

①経営形態(経営安定のための工夫)
②運行形態(運行本数・時間など)
③車両と安全対策(雪対策、保線など)
④他交通機関との接続(他社鉄道、路線バス、フィダーバスなど)



経営形態について

初期投資の事業者負担は困難。行政
支援は不可欠。(市)

上下分離方式についての見解は？2003.12.18

JR西日本の経営責任は重い。十分に
貢献していただきたい(市)

「JRの経営責任」の明確化を。JR資産を無償で譲り受けることも検
討すべき

2003.12.18

LRT化へ向け、新型車両の開発と国の助成制度の充実を2003.9.29

運営主体にJRを参加させるなど、「JRの経営責任」の明確化を2003.9.29

鉄軌道の健全経営は重要。JR西日本
の経営責任は重い。(市)

JR西日本の経営責任についてどう考えるか2003.8.21

行政側からの回答申し入れ・質問の内容時期

1.働きかけの内容と経過



経営形態について

・JR西日本が富山市へ「まちづく
り協力金」として13億９千万円
を富山市に寄付

↓
JR資産の取得費用は相殺され、
事実上の無償譲り受けが実現

2.結果

・富山市による公設民営の形で

上下分離が実現

(北日本新聞2003年12月19日朝刊より)



運行形態について

1.働きかけの内容と経過

できるだけ短期間に行いたい。(市)
JRから路面電車の切り替えにあたっては運休期間をもうけないで
欲しい。

2003.12.18

JR時富山駅まで140円、180円であった区間については現行運賃の
維持を

2006.1.17

現行運賃を維持し、市電・JRとの通算を前提に2003.9.29

市の計画では富山駅～蓮町駅間が15分間隔、蓮町駅～岩瀬浜駅
間が30分間隔となっているが、富山駅～岩瀬浜駅間で15分間隔の
運行を。

2003.9.29

行政側からの回答申し入れ・質問の内容時期



運行形態について

・開業時より、富山駅北駅～岩瀬浜駅間で15分間隔の運行が実現

2.結果

・平日昼間と週末祝は全線100円均一に(但し2006年度のみの予定)。
運賃支払いにICｶｰﾄﾞを利用すれば、ﾁｬｰｼﾞ時にﾌﾟﾚﾐｱ加算

・2006年度のみ、富山市より通学定期に補助金付与
(1ヶ月定期の場合1000円補助)

・運休期間は２ヶ月弱に切り詰め



1.働きかけの内容と経過

車両と安全対策について

車両の脱線対策や降積雪時、凍結時の対策を十全に2006.1.17

前者同型の車両が導入されるが、前者に共通するトラブルが発生し
た場合、運行確保が困難とならないか

2004.11.9

(曲線通過時の車輪の傾きが装うより少
ないのではという指摘に…)

導入予定の車両は万葉線においてたびたび脱線事故を起こしてい
るが、曲線や転轍機での脱線防止対策はきちんととられているか

2004.11.9

導入予定の車両がすべて新型の全低床車両であるが、降積雪時、
凍結時の対策に不安があるのではないか

2004.11.9

基準は確保し、労基法も遵守する。(市)安全運行の基準を確保し、労基法の遵守を2003.12.18

しっかりとした安全対策を2003.9.29



・鉄道区間の転轍機に、電熱による消雪配線が設置される。

2.結果

・軌道区間全線に、散水による消雪装置が設置される。

・富山駅北駅軌道区間部に、脱線防止効果の高い、尖端軌

条が２本ある鉄道線型の転轍器が設置される。

車両と安全対策について



1.働きかけの内容と経過

他交通機関との接続について

新駅ホームの出入り口や駐輪場の位置については住民の要望を聞いて欲しい2006.1.17

ライトレールとフィダーバス、市電、地鉄電車との間で乗り継ぎ割引制度を2006.1.17

富山駅北口にコミュニティバスを延伸して欲しい2006.1.17

「おでかけ定期」の制度をフィダーバスやライトレールにも適用して欲しい。2006.1.17

コミュニティバスの延伸は検討してい
るが…

路線バスやコミュニティバスを富山駅北口まで延伸してライトレールに接続させ
るとともに、シームレスな乗り継ぎ環境を構築して欲しい

2004.11.9

運賃はなるべく低廉な方が、公共交
通の活性化に結びつくことは十分に
承知しているが…

乗り継ぐ際の運賃負担を低減するため、他交通機関との間で、乗り継ぎ割引や
ゾーン運賃制を導入する方向で市が主導的役割を果たして欲しい

2004.11.9

富山駅高架化後は高架下に新停留
所を設けることを検討する。(市)

富山駅内に新規の停留所を2003.12.18

暫定措置として、仮設線路等による市電との連絡運行を。2003.9.29

沿線にパークアンドライドのためのスペースの設置と、循環バスの配置を。2003.9.29

現行運賃を維持し、市電・JRとの通算を前提に2003.9.29

行政側からの回答申し入れ・質問の内容時期



・フィダーバスが２路線設定される

2.結果

・フィダーバスとの乗り継ぎ割引が実現

・ほぼすべての駅で駐輪所がもうけられる

他交通機関との接続について

・コミュニティバスの延伸は計画中の模様

・路線バスは路線を富山駅北まで延伸

(富山市中心部方面へ15分間隔)



まとめ

1.市民運動の果たした役割

③鉄路を残す発想を植え付ける(鉄路がなければLRT化もない)

①住民のニーズを反映させる

②公共交通を中心としたまちづくりへの

転換に向けて具体的な提案をする

･･･富山港線を守る連絡会の運動(1985～86)

･･･運行形態、車両、他交通機関との接続など

･･･経営形態、路面電車網の拡大(”環状線”の復活等)など

(図は、富山市都市整備部富山港線路面電車化推進室『富山
港線の事業概要』,富山市,2006年より)



↓ そのためには･･･

JRの経営責任の明確化が必要

・第一には、第三セクターへの経営参加を要求

・第二には、鉄道資産の無償譲渡を要求

まとめ

2.留意すべきこと

ライトレールの事例がローカル線切捨ての

「妙手」となってはならない



まとめ

3.未解決の課題
計画の決定へ住民を参加させるしくみづくり

政策決定に当たっては、市民参加の体制を築くため、「市民委員会」
(仮称)の設置と、新聞紙上での意見交換を。

2003.9.29

新設ルートの決定に際しては市民公聴会を開催を。2003.9.29

経営主体、資金計画など利害得失の伴う
件の検討があるため、難しい。(市)

JR富山港線路面電車化検討会の議事を公開して欲しい2003.8.21

できる限り反映させたい。(市)路面電車化について、政策決定の段階で市民参加の体制を2003.5.16

重要と考えている。(県)路面電車化について、政策決定の段階で市民参加の体制を2003.5.16

↓

・市は、自治振興会長、町内会長に対する説明会は実施
・市民委員会(仮称)は実現せず
・自治振興会よって組織された「富山港線を育てる会」
は目立った活動をしていない。

(北陸中日新聞2003年10月1日朝刊より)



まとめ

4.今後の市民運動の関わり方

長期的に富山ライトレールを支えていくためには･･･

↓

ﾗｲﾄﾚｰﾙと市民が接する場＝市民参加の仕組みが必要

↓

金も出すが口も出せる

・一株株主などの仕組みを検討すべきでは？

・路面電車化支援基金への出資者に経営への

発言権を付与することも検討すべき



ご静聴、ありがとうございました
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