
第７回「人と環境にやさしい交通をめざす全国大会」in 宇都宮 研究発表大会 論集巻頭言

平成 17 年 6 月に宇都宮で第１回「人と環境にやさしい交通をめざす全国大会」in 宇都宮を開

催しました。それ以来、京都、横浜、東京、岡山、新潟と各地で開催され、再び宇都宮で開催す

ることになろうとはその時は思ってもいませんでした。振り返ってみますと、平成 17 年当時は宇

都宮ではＬＲＴの導入をめぐって賛否の議論が喧
やかま

しかったころで、栃木県の県央地域にＬＲＴを

導入することを目指して平成 16 年 11 月に発足したばかりの市民団体「雷都レールとちぎ」が主

催したのが第１回の全国大会でした。国土交通省では新規にＬＲＴ総合整備事業を創設し、全国

的にも各地で新たにＬＲＴを導入しようという動きが広がっていました。しかし、翌年に開通し

た富山のポートラムなど２、３を除いては、その動きは遅々として進まないまま今日に至ってい

ます。宇都宮でもＬＲＴ導入の是非が選挙の争点になるなど足踏み状態が長く続きました。これ

に対し、海外では欧米をはじめ途上国においても多数の都市でＬＲＴやＢＲＴが導入されてきて

います。

その後わが国では少子高齢化による人口減少社会に入り、これまでの自動車依存社会に対する

反省として、バスやデマンド交通を含む公共交通や自転車を見直す動きが出てきました。昨年末

には待望の交通政策基本法が成立しました。宇都宮でも市の第５次総合計画の中で、ネットワー

ク型コンパクトシティを目指して公共交通整備の一環としてのＬＲＴの導入計画が本格化し、わ

が国で初めての新設に向けた具体的な取り組みが始まっています。

世界的には都市交通機関としての自転車が再認識され、パリ、ロンドン、ニューヨークをはじ

め多くの都市で大規模なシェアサイクルが導入されています。わが国でも平成 23 年以降、警察庁

の道交法遵守の通達や翌年の国土交通省とのガイドラインが公表され、自転車交通が見直されて

います。宇都宮ではいち早く平成 15 年から始まった自転車によるまちづくりの動きが順調に推移

し、最近では自転車のまちとしても全国から注目されています。

このような時期に再び本大会を宇都宮で開催することになり、感慨もひとしおです。20 世紀型

の自動車依存社会から脱却し、今回の全国大会のサブテーマである「いつでも、だれでも、どこ

へでも、みんなで創ろう交通まちづくり」が示している通り、真に人と環境にやさしい交通をめ

ざした新たなまちづくりは、わが国が今後持続的に発展していく上で不可欠の課題です。本論集

に収録された論文では、ＬＲＴをはじめとする鉄道やバスなどの公共交通、自転車、市民活動、

まちづくりなど、各地での取り組みが多岐にわたって報告されています。また今回は土木学会エ

ネルギー委員会との共催で「次世代都市交通を中心としたまちづくりによるエネルギー利用に関

する小委員会」の研究発表を同時に開催し、その論文を本論集に収録しました。今回の全国大会

でもこれまでの６回の大会同様、最新の情報と忌憚のない意見の交換の場となることを期待して

います。

宇都宮共和大学 教授 古池弘隆
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