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路面電車関連の岐阜新聞記事 

 

５回連載（平成17年3月24日～28日） 

レールの先の未来 ぎふ・名鉄廃線後の課題 

 

第１回 郊外との接点 

岐阜市は求心力低下も 

 「僕を含めて七人の知的障害者が電車で会社に通っ

ている。電車がなくなると困る。切り捨てないでほし

い」 

 昨年六月、本巣郡北方町内で開かれた名鉄三線存続

総決起集会。約九百人が集まる中、ある男性の声が響

いた。知的・身体障害者の雇用のために設立された揖

斐郡内の会社に、同町から通勤する従業員だった。 

 この会社には障害のある従業員が二十四人おり、そ

れぞれが公共交通機関で最寄りの駅やバス停まで通っ

ている。通勤への不安が増す中、昨年末にようやく代

替バス路線が発表され、全員がバスを乗り継いで何と

か通うことができると分かった。「ひと安心している状

態。ただ本数が少ないことや乗り継ぎがちゃんとでき

るかどうか、電車に比べて交通費が跳ね上がることな

ど不安は残る」と社長（６０）は話す。 

 このように電車は車の運転が難しい障害者、高齢者、

学生の足として重要な役割を果たし続けてきたが、そ

れだけではない。県都である岐阜市と揖斐・本巣地域、

関市など郊外とを結ぶ糸でもあった。その糸が間もな

く、断ち切られる。 

 揖斐線終点の揖斐郡大野町。廃線対策として町が力

を入れたのは岐阜市へのアクセス改善よりも、ＪＲ穂

積駅へのバス路線確保だった。バスでは岐阜市内へは

約五十五分、穂積なら約三十五分で行けるため。路線

新設を新聞全面広告でアピールするなど、利用啓発に

必死だ。 

 「息子は、大野町から揖斐線で名鉄岐阜駅まで出て

名古屋市の専門学校に通っています。しかし四月から

は穂積駅までのバス路線ができるので、そこからＪＲ

で名古屋まで行くことになると思います」と吉村篤子

さん（４５）＝大野町桜大門＝。岐阜市中心部を通過

すらしないということになる。さらに吉村さんはこう

続けた。「渋滞の中を通るバスでは、岐阜市まで何分か

かるか。車で行っても駐車場に困る。不便さに勝る魅

力がなければ、柳ケ瀬など中心商店街には行こうと思

わないでしょう」 

 関市の交通政策担当職員も「廃線後は車で岐阜市に

行く人が増え、国道１５６号の渋滞は加速する。その

結果、関市民の足は岐阜市から遠のき、各務原、名古

屋など南側に向いてしまう恐れも。岐阜市は市内への

アクセスを本格的、総合的に考えなければ求心力低下

につながる」と指摘する。 

 市民の間で公費投入の是非は分かれたが、最終的に

岐阜市は財政的な理由から存続を断念した。とはいえ、

県都の心臓部から、両翼のごとく伸びる揖斐線と美濃

町線がなくなることで、交流人口の減少が予想され、

四月からは電車のないまちづくりへの切り替えが急務

となる。代替バス交通は確保したものの、公共交通利

用促進に向けた抜本策はいまだ見えない。 

 翼がもがれた鳥にならないための手立てと覚悟は、

果たして岐阜市にあるのだろうか。 

◇ 

 名鉄岐阜市内線、揖斐線、美濃町線（田神線を含む）

が今月末で廃止となる。およそ九十年間、住民を運び、

地域の発展に寄与してきた電車がなくなることは、地

域にどんな影響を与えるのか。レールが消えようとし

ているまちの課題を探った。 

 

揖斐線終点の黒野駅。廃線によって、郊外から県都・

岐阜市への流入人口減少が予想される＝揖斐郡大野

町 
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第２回 岐阜市の中心商店街 

「来客減」予測に危機感 

 「三線の沿線人口など各種統計を基に推計すると、

廃線によって岐阜市中心商店街への来客数や売り上

げは、約６％減少すると予想されます」 

 二十三日夜、岐阜市中心商店街の店主ら約二十人が

集まって開かれた勉強会で、ＵＦＪ総合研究所主任研

究員の永柳宏さんは、こんなデータを持ち出した。さ

らに「売り上げが減るということは、つぶれる店も増

えるということ。固定客にも魅力が薄れて見えてしま

い、もっと客を失う可能性もある」と続けると、会場

の空気は一瞬凍りついた。 

 これを受け、参加者らはそれぞれの思いを話し合っ

た。「五年、十年後のビジョンも大切だが、私たちは一

日一日の売り上げに一喜一憂している。電車がなくな

った日から、どう店を維持するかを考えていかなけれ

ばいけない」という柳ケ瀬の店主。市内線沿線にある

千手堂商店街の店主は「現在、客は店の前に路上駐車

をして買い物に来る。電車がなくなれば駐車しやすく

なるからいいと言う人もいる」とも。 

 客を呼び込み、増やしたいという目的や危機感は同

じでも、果たして集客と電車に相関関係はあるのか。

その確信がつかめなかったせいか、存廃問題について

中心商店街から大きな声が上がることなく、ついに廃

線まで秒読み段階に入った。 

 岐阜と同様に乗客減による赤字から廃線の瀬戸際に

立たされたが、二〇〇二（平成十四）年四月、第三セ

クター方式による存続を遂げた路面電車がある。富山

県高岡市と新湊市をつなぐ万葉線（十二・八キロ）だ。

市民グループ「ＲＡＣＤＡ高岡」（島正範会長）の存続

運動などが、行政を動かした形。島会長は高岡駅前の

商店主で「万葉線は中心商店街の集客装置になり得

る」という考えから運動を主導した。 

 「最初はほとんどの商店主が存廃問題に無関心で、

車にしか目が向いていなかった。だが、駐車場をいく

ら増やしても仕事が忙しくならないことに、だんだん

と気づいていった」と島会長。地道に対話を重ねてじ

わじわと支持を広げ、存続にまで持ち込んだ。その活

動の成否は、三セク化以来、乗客が年間三万人ずつ増

加しているという数字が評価している。 

 島会長は岐阜に向かってこう呼び掛ける。「電車は空

気のような当たり前の存在だったかもしれない。しか

し、存続するということは目に見える変化は何もない

もの。一方で、廃止の影響は分かりやすいのではない

でしょうか」。 

 四月から、このまちにどんな影響が出るのかは未知

数。それは行政も同じで、細江茂光岐阜市長は三月市

議会一般質問で廃線に伴う中心商店街への対策を問わ

れ、「空き店舗対策など従来の支援策を続ける」と答

えるにとどまった。廃線を跳ね飛ばすような商店街に

なるかどうかは、店主ら自身の腕にかかっている。 

 

商店街の将来について考える店主ら。廃線によって

６％の売り上げ減が予想されている＝岐阜市日ノ出

町、ロイヤルホール 

 

 

第３回 学生の足 

バスより車や自転車に 

 「廃線が決まって、バス路線ができるのかどうかも

分からなかった。一時は下宿も考えました」。岐阜農林

高二年の佐野達哉君（１７）＝関市上白金＝はこう話

す。自宅から本巣郡北方町にある同高までの通学手段

は電車。三線を乗り継ぎ、毎日約二時間かけて通って

いる。「朝のラッシュ時間帯の電車はぎゅうぎゅう詰

め。これだけ利用者がいるのに、何で廃線になるのか」。

利用者としては納得がいかない。 

 揖斐線沿いには同高のほかに本巣松陽高、岐阜第一

高、岐阜工業高等専門学校がある。これらの学校の通

学生がまず直撃を受けることになる。 

 「高校生が主体となって廃線問題を記録したい」と

いう思いから、放送部に所属する佐野君は、同じく電

車で通学する同級生の竹中慎司君（１７）＝岐阜市諏
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訪山＝や後輩の神谷塁君（１６）＝同市上土居＝とと

もに、ビデオ番組の制作に取り組んでいる。生徒や沿

線自治体職員のインタビューを交えてまとめる計画だ。 

 その基礎データとして昨年十二月、沿線四校の生徒

にアンケート調査を行った。回答者数は岐阜農林高七

百五十五人、本巣松陽高二百八十八人、岐阜第一高八

百三人、岐阜工業高等専門学校八百五十人。項目は「廃

線についてどう思うか」「廃止になった時、どのように

通学するか」など。 

 回答者のうち、毎日・時々利用する人は一千百二十

九人で、「廃線が困る」と答えたのは全体の３５％。注

目すべきは利用者を対象に廃線後の通学手段を聞い

たところ、自転車が最も多く四校で三百二十五人、次

いで保護者による送迎やマイカー・原付（岐阜工業高

等専門学校のみ）が百六十七人で、いずれもバスの百

二十二人を上回った。 

 全国各地の交通問題を研究している環境自治体会議

環境政策研究所主任研究員の上岡直見さんは「他都市

の事例では、廃線後の代替バスへの転換率は四割以下

のところがほとんど」と、電車利用者がマイカーなど

に流れる可能性を指摘する。「定時性が確保できない、

本数が少ないなどバスは電車に比べて利便性が損なわ

れる。バスが不便だと利用しなくなり、結果としてバ

ス路線も廃止になるという悪循環に陥る危険もある」

と警鐘を鳴らす。 

 揖斐線の代替バス交通では、岐阜バスが学生向け路

線を新設する。ただ新岐阜から沿線四校に向かう学生

向け路線は朝の四本だけ、さらに帰りの最終便は午後

五時半前後。学校関係者からは、朝のラッシュ時に生

徒を乗せ切れるのか、部活動などで下校が遅くなる生

徒への対応を不安視する声が上がっている。 

 「バスは渋滞の激しい国道１５６号などを通る。朝

六時に家を出ても遅刻する日があるかもしれない」。四

月からの通学を心配しながら、佐野君は番組制作を続

けている。「このままなくしてしまっていいのか」とい

う疑問の答えは今も見つけることはできない。 

 

ビデオ番組の制作に取り組む岐阜農林高校放送部員。

佐野達哉君（右）は４月からの代替バス通学に不安を

抱えている＝岐阜市市ノ坪町、名鉄市ノ坪駅 

 

 

第４回 行政の交通政策 

ジレンマ抱え暗中模索 

 「市長が本気で公共交通問題に取り組む気持ちがあ

るのかどうか、聞かせてほしい」 

 岐阜市が総合交通政策の策定に有識者らの意見を取

り入れようと設置した市民交通会議の第三回会合で、

委員の一人が細江茂光市長に質問を投げかけた。この

会議で議論した結果に向き合い、実行してくれるのか

－。そんな思いが込められた問いだった。 

 昨年七月に名鉄三線の存続断念を表明した後、細江

市長は、公共交通を優先する社会実現のための政策を

根幹から作り上げるため同会議を設置。七回の協議を

重ねてきたが、常にジレンマを抱えていた。というの

も、同政策では長期的なビジョンを描こうとしている

ため、路面電車の再生を将来目指していくのか否か、

その位置づけが不明確だったからだ。廃線を目前にし

て電車を議論することに対し、委員から「すでに決着

がついた問題だ」との声が上がることもあった。 

 市民にとっても同市の姿勢は理解しにくい様子。有

識者らの会議と並行して、一般市民の意見を募ろうと、

同市は昨年十月と今年二月に市内九地域で一日交通会

議を開催したが、「なぜ廃線が決まってから意見を聞く

のか」「公共交通優先という理想は分かるが、電車を

手放すくらいなのに本当にできるのか」という指摘が

相次いだほど。行政としての説得力低下は否めなかっ

た。 
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 暗中模索の末、同会議は中間報告で「便利で使いや

すい公共交通を実現するためのプロセス」として、「新

しい軌道系システムやバス交通はそれぞれの輸送密度

や特性に応じて、適切な役割分担をしていくことが必

要」と路面電車についての研究を促す一定の方向性を

導き出し、二十八日に細江市長に提出する予定。将来

に向けて再生の余地を残した提言となったが、同市は

どう受け止めるのだろうか。 

 県都のジレンマをよそに、他の沿線自治体はすでに、

バス交通充実のための施策にシフトしている。 

 揖斐郡大野町は、町役場からＪＲ穂積駅へのバス路

線開設を岐阜バスに要望。同時に約三百万円を投じ、

役場西にバスセンターを整備し、役場駐車場を開放し

てパークアンドライド方式を導入する。瑞穂市もＪＲ

穂積駅近くにバスターミナルを新設した。「四月からは

バス頼み。乗客を確保して路線を守らなければ」（同町

職員）と利用促進に力を注いでいる。 

 廃線という痛い経験を経て、それぞれの沿線自治体

が公共交通の在り方を見つめ直そうと動き始めた。利

用促進に向けてどんな手を打つか、いかに整合性のあ

る交通政策を打ち出していけるかが鍵。痛みを超えて、

車ではなく人間中心の社会に生まれ変わるための道

のりとなる。 

 

細江茂光岐阜市長も参加した市民交通会議。公共交通

優先社会の実現のため、方策を話し合った＝岐阜市美

江寺町、市消防本部 

 

 

 

第５回 市民の選択 

長良線の二の舞い懸念 

 「長良線が残っていたら、長良川鵜飼など観光名所

へのアクセス交通として活用の仕方があったのに」。

市民の間で賛否が分かれた三線の存廃論議の過程では、

存続反対派、賛成派の双方からよくこの言葉が聞かれ

た。 

 岐阜市内線のうち、長良線と呼ばれた徹明町－長良

北町の三・九キロは一九八八（昭和六十三）年六月一

日、廃線となった。乗客減による赤字が主な理由だっ

たが、折りしも、同年七月に開幕を控えていたビッグ

イベント「ぎふ中部未来博」成功への期待に沸いた時

期。モータリゼーションの流れの中、車での来場によ

る渋滞激化も予想されたことから、電車は居場所を失

った。 

 「廃線反対を唱える人はほとんどいなかった。孤立

無援の状態」と当時を振り返るのは、「チンチン電車を

守る会」を結成し、反対運動を展開した画家上野たか

しさん（６５）＝岐阜市長良＝。「社会の経済効率か

ら考えてもマイカーより電車は有利。都心に車を乗り

入れるには駐車場が必要だが、駐車場ばかり造ったら

都市は崩壊すると危機感を持った」からだ。「あれから

二十年。岐阜市民は同じことを繰り返そうとしている」

と上野さんは嘆く。 

 今月三十一日に最終電車が走り終わったと同時に、

名鉄は架線、踏切、レールなどの撤去作業に入る予定。

「国土交通省から廃止許可が下り、岐阜市など地元自

治体も必要ないと判断した。道路の安全確保の観点か

ら早急に撤去するのが私たちの責務」と柚原誠名鉄専

務。二年以内に作業完了を目指すという。 

 一方で、事業引き継ぎを目指し、会社設立の動きも

ある。ＮＰＯ法人「交通ビジネス研究会」や関市のシ

ョッピングセンター「マーゴ」のオーナー会社サン・

ストラッセの広瀬武男社長らが呼びかけている。 

 しかし事業計画では三線のレール保全が前提条件。

「三線のレールが撤去されて新たに敷き直すことにな

れば、ビジネスとして成り立たない。廃止許可を休止

に切り替えてほしい」（同ＮＰＯ）と訴えるが、名鉄側

は「休止への切り替えは、許可権者である国や地元自

治体からの働きかけなしにはあり得ない」との姿勢。

現在のところ、事業引き継ぎが実現するかどうかは、
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まだ不透明だ。 

 都心再生の切り札や環境への配慮から、国内外で路

面電車が見直されている中、岐阜はレールのないまち

を選ぼうとしている。長良線のように「あの電車が残

っていれば」と悔やむ日が、いつか来るのかもしれな

い。 

 ある名鉄幹部はこう話す。「私自身、今でも電車は

いい乗り物だと思っている。ただ岐阜では、今のまま

存続しても結末は同じでしょう。市民が本当に必要だ

と望んだ時に、またレールを敷き直せばいいのです」。 

 この言葉の通り、レールを守るのは事業者でも行政

でもなく、私たち市民。間もなく途切れるレールの先

に、どんなまちの姿があるのか。私たちはどんな未来

を描くのだろうか。 

 （この連載は岡本周子が担当しました） 

 

道路に張り巡らされたレール。今月３１日以降、撤去

されようとしている＝岐阜市徹明通 

 

 

平成17年3月29日 社説 

名鉄３線廃止 まちづくりの教訓にしよう 

 ふだんは空気のような存在であっても、いざなくな

る日が近づくと、人はこんなにも名残を惜しむのか－。

きょう 31日限りで廃止となる名鉄三線の路面電車の

ことだ。岐阜市内線、美濃町線、揖斐線は連日込み合

い、カメラを提げた鉄道ファンが最後の働きぶりを追

った。各線の路面電車は公共交通とまちづくりの在り

方に多くの課題を残し、長い歴史に幕を閉じる。 

 廃止距離は３線合わせて36.6キロになる。内訳は岐

阜市内線は新岐阜駅前から忠節までの3.7キロ、美濃

町線は徹明町から関に至る 18.8キロと競輪場前で接

続する支線の田神線1.4キロ。揖斐線は忠節から大野

町の黒野までの12.7キロ。 

 岐阜で路面電車が初めて走ったのは1911（明治44）

年2月。岐阜市内線の駅前－今小町間と、美濃町線の

前身になる神田町-上有知（現美濃市）間であった。 

 岐阜市内線は戦後忠節まで延び、美濃町線は起点が

徹明町に変わり、1970（昭和45）年には田神線が建設

された。揖斐線は1914（大正3）年、忠節－北方間を

皮切りに黒野、本揖斐まで延長された。 

 かつて美濃町線は「皆立ち線」の愛称で呼ばれた。

昭和30、40年代、美濃駅は朝夕、利用者で込み合い、

車両はいつもすぐ満席になったからだ。 

 しかし、車社会が到来、利用客は減り続けた。1999

年には新関－美濃間が廃止。新関駅から関駅へ延伸し

て長良川鉄道との連絡を試みたが、歯止めは掛からな

かった。岐阜市内線、揖斐線も同じような道をたどり、

３線とも廃止を迎えた。 

 経済効率や利便性から、収益の上がらない３線を鉄

道事業者の名鉄が廃止するのは当然のことだろう。だ

が、路面電軍をマイカーを使わない高校生や高齢者、

通勤客を安全に輸送する「公共交通」と考えたとき、

事業者任せにしてきた自治体の責任は決して軽くは

ないはずだ。 

 路面電車は、いま全国で見直されている。温室効果

ガス排出量の削減に役立ち、高齢者や障害者に優しい

乗り物であるからだ。冨山県高岡市と新湊市を結ぶ「万

葉線」（21.8キロ）のようにかつて赤字経営から一時

は廃止やむなしといわれたが、市民グルーブの存続運

動が実り、第三セクターで出直した路面電車もある。

国ではＬＲＴ（次世代型路面電車）総合整備事業を新

しく設け、意欲的な自治体を後押しする。 

 ただし自治体や国が乗り出すことは税負担が生じる。

住民のコンセンサスが当然必要になってくる。それだ

けの覚悟が首長、議会にあるか否かによって結果は違

ってくる。岐阜市と沿線市町は名鉄３線の廃止を選択

した。 

 その背景にはさまざまな憶測が飛んだが、ここに至

っては４月以降、路面電車がなくなった沿線市町がど

のように変化するのか見極める必要がある。 

 他都市の事例で廃線後、代替バスヘの転換率は４割

以下、約６割はマイカーなどに流れる、との調査があ
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る。名鉄３線の利用者は１日約１万人といわれ、商店

街や幹線道路に少なからず影響を及ぼすだろう。 

 岐阜市内線の新岐阜駅前でいつも見られた高校生

たちのにぎわいはなくなってしまうのか。美濃町線と

並走する国道156号は今より渋滞がひどくならないか。

岐阜市を経由していた大野町などの揖斐線利用者が

ＪＲ穂積駅から直接名古屋に出てしまう影響は…。 

 名鉄３線の廃止は公共交通の在り方をまちづくりと

セットで市民一人ひとりが考えていかなけれぱならな

い、幾つかの課題を残した。 

 

 

平成17年3月29日 編集余記 

 ふと思い立って本棚の整理を行った。突っ込んだま

まの本を背表紙が見えるように並べ変えていると、一

冊の本が目に留まった。今尾恵介著「地図で歩く路面

電車の街」（けやき出版）。 

▼読もうと思って買ってきて、本棚に突っ込んだまま

忘れてしまったらしい。ぺらぺらめくっていくと「名

古屋鉄道美濃町線・岐阜市内線」が載っていた。十七

ページにわたって見て歩き形式で書かれており、意外

に的を射た内容で、つい読みふけってしまった。 

▼発行は一九九八年六月。七年近くたっていて状況が

変わってしまった部分もあるが、理由を添えながら

「都市交通機関としては遅すぎる」「乗り心地は悪い」

「『安全地帯』というものがほとんど存在しない」「市

内線の時刻表が見当たらない」などと指摘している。 

▼名鉄の岐阜市内、揖斐、美濃町の三線が今月限りで

廃止となる。ここに至るまでにはそれなりの事情があ

り、一概には言い切れない部分もあるが、こうした指

摘に対応しきれなかったことも要因だ。 

▼現存の枠からあふれ出たりそぐわなくなったものは、

時流に合わせて対処していかなければならない。社会

環境や住民の生活意識、レベルは常に変化し、つれて

都市は発展と衰退を繰り返す。だから放っておくと取

り返しがつかなくなる。 

▼最後の日が近づくにつれ乗客が増え、休日は満員状

態という。うらめしい光景だが、百年の大計を立てて

街づくりを考える中で、必要と結論付けられるならば、

新しい形で復活させる勇気も必要だろう。 

 

平成17年3月30日 夕刊コラム 寸評 

 名鉄揖斐、市内、美濃町線の廃線が明日に迫った。

当たり前にあったものが、いざ、無くなるとなると、

懐かしさがこみ上げてくる。 

◆記憶している人も少ないと思うが、乗客が手動でド

アを開け閉めしていたころの記憶が蘇る。結構、閉め

忘れて走っていたこともあった。 

◆環境問題から、路面電車の有用が再認識されている。

線路が撤去され、記憶から跡形もなくなった時、後悔

しなければいいが。（中） 

 

 

平成17年4月1日 「渋滞悪化／自動車依存

深まる」／「社会的損失」危ぶむ声 

 国内外で路面電車を活用したまちづくりが見直さ

れている中、三十一日に岐阜市などから電車が消えた。

存続活動団体や学識経験者からは、渋滞の深刻化など

廃線後の社会的損失を危ぶむ声が上がっている。 

 川崎市のＮＰＯ法人「交通ビジネス研究会」は、関

市などの地元企業とともに名鉄三線の事業引き継ぎ

会社を四月末に設立するため、活動している。阿部等

同ＮＰＯ副理事長は「三線沿線の各所で、道路渋滞と

大気汚染の悪化、代替バスの輸送力不足による積み残

し、渋滞によるバスの定時性喪失などが予想される」

と指摘。さらに「揖斐線と並行する国道１５７号はほ

かにも広い道路があるが、美濃町線と並行する国道１

５６号は代替道路がない。深刻な渋滞が発生し、岐阜

市と美濃エリアの交流の衰退が懸念される」と警鐘を

鳴らす。 

 建築・都市計画が専門で、岐阜市民交通会議の座長

を務める渡辺光雄岐阜大学教授は「県内の自動車依存

率の高さは国内でも有数だが、廃線によってさらに加

速する」と予測。同会議では車社会から公共交通優先

社会への転換を目指して方策を話し合っているが、「市

民一人ひとりが意識して、マイカーよりも公共交通を

選んで利用しなければ意味がない」と渡辺教授は訴え

る。同会議として▽自動車に依存しない生活を始めよ

う▽災害が起こっても困らない交通ネットワークを考

えよう－など行動指針を市民に提案していくという。 


