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【2017.11.12 第六回講座「どこへ行くとなみ野～城端線は何を変えたのか～」】

連続講座まとめシンポジウム

パネリスト：吉田千秋氏（ひたちなか海浜鉄道社取締役社長）

      竹島慎二氏（富山近代史研究会会長）

      草 卓人氏（鉄道史研究家）

      西野真夫氏（砺波散村地域研究所所員）

コーディネーター：須摩孝一（記念事業実行委員）

須摩：ただ今から、城端線 120年記念事業連続講座のまとめのシンポジウム「ど

こへ行く となみ野」を始めさせていただきます。私はコーディネーター

をさせていただきます実行委員の須摩と申します。企画に最初から関わっ

ておりましたので、コーディネーターを仰せつかることになりました。不

慣れですが、有意義なシンポジウムにしたいと思いますので、どうか、よ

ろしくお願いいたします。

今日は、連続講座の講師の皆さんにご出席いただきまして、講座の内容

を振り返っていただくとともに、これから、となみ野の公共交通をどんな

ふうにしていけばよいのか、というお話をしていただこうと思っておりま

す。

あらためて振り返りますが、明治 30 年、1897 年に現在の城端線が、高
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岡の黒田仮駅から福野駅の間で開通いたしまして、ちょうど 120 年になり

ます。

新幹線が開通いたしまして、平成 27年の乗客数は 1日 9,500人ぐらいに

なりました。多くが高校生、定期のお客さんです。

沿線の人口がどんどん減っている中で、乗客数は減少を続けていたので

すが、ここ数年、若干底打ちをしていました。新幹線の開業で新高岡の乗

り降りが増えたお陰で、その分が大幅に増えているという状況です。

今回の連続講座は沿線 3 市の市民団体、南砺市の呉西地区公共交通再生

研究会、高岡市の RACDA 高岡、砺波市の砺波土蔵の会、城端線もりあげ

隊などが中心となって、120 年の節目に、城端線は私たちの古里にとって

何だったのか、そして、今後の公共交通のあり方を考えたいと、企画いた

しました。

「城端線を残したい」「活性化したい」などということが、思いにはある

のですが、それを声高に言うのではなく、城端線の意義、歴史的な役割な

どをきちんと学ぶことで、将来を考えたいと思い、メーンタイトルを「城

端線は何を変えたのか」というふうにしました。

今回の企画は、南砺、砺波、高岡の沿線三市をはじめ、本日の講座を共

催いただきました散居村ミュージアムを運営する、となみ野田園空間博物

館推進協議会のほか、砺波散村地域研究所、富山近代史研究会、富山大学

都市交通政策支援ユニット、JR西日本にもご協力をいただきました。あり

がとうございました。

パネリストの皆さんを、あらためて紹介させていただきます。本来であ

れば、一番右側にお座りの、ひたちなか海浜鉄道の吉田さんから、紹介さ

せていただくのが正しいのかもしれませんが、連続講座のまとめというこ

とで、講座の最初の方から紹介させていただきます。

まず、向かって左にお座りなのが、第二回講座「明治人は鉄路に憧れた」

で、「富山の鉄道のあゆみ―その成立と変遷をめぐって」と題して講演をい

ただきました鉄道史研究家の草卓人さんです。

日本で初めて鉄道が開通してからわずか 25年後に、となみ野に鉄道が走

っているわけですが、草さんには、なぜ、となみ野に鉄道が走ったか、そ

の時の状況、人物群像などについて、お話をいただきました。

1962 年のお生まれで、今日が 55 歳の誕生日ということです。おめでと

うございます。民間企業にお勤めになりながら、鉄道史、地方交通史の研

究を続け、桂書房から『鉄道の記憶』という大変立派な本を出していらっ



177
【第六回講座 2-2】

しゃいます。

また、廃線跡をたどった『富山廃線紀行』という本も出していらっしゃ

いまして、この本はアマゾンでみますと、すごい値段がついております。

マニアの方には大変人気な本を出していらっしゃいます。

この回では、氷見市立博物館主任学芸員の廣瀬直樹さんにも「人・モノ

の移動と舟の道」と題して、鉄道以前の舟運について、お話をいただいて

おります。

続きまして 8月 10日の第三回講座で「となみ野の産業革命」と題してお

話をいただきました富山近代史研究会会長の竹島慎二さんです。竹島さん

には、日本史、世界史の中での城端線、日本の鉄道の歴史、産業構造の変

化というようなことを、取り上げていただきました。同じく歴史のお話を

していただいた草さんがミクロの視点としますと、竹島さんにはマクロの

視点でお話しいただきました。

竹島さんは 1951年のお生まれで、県内の高校で教鞭をとっていらっしゃ

いましたほか、県公文書館の資料課長、県立雄山高校校長などをお務めに

なっていらっしゃいます。『富山県謎解き散歩』などの著書ほか、『富山市

史』『富山県の歴史散歩』など共著、論文などを多数発表していらっしゃい

ます。

続きまして第四回講座「人が動いた 地域が変わった」で、「城端線の役

割はどう変わってきたのか」と題してお話をいただきました砺波散村地域

研究所所員の西野真夫さんです。西野さんは 1960年のお生まれ。竹島さん

と同じく高校の先生で、地理を教えていらっしゃいます。長く高岡高校で

教鞭をとっていらっしゃいます。

講座では高度成長以降の城端線についてふれていただき、物流の主役が

鉄道から自動車などに代わっていったこと、大都市圏のような近距離大量

輸送、新幹線のような中距離高速輸送が鉄道の役割の中心になってきた、

というようなお話をしていただきました。

この回では、城端線・氷見線活性化推進協議会の事務局担当で高岡市総

合交通課の中川正人さんにも、乗客数の変化、沿線人口の動向などについ

て紹介いただき、となみ野の将来がどうなっていくのか、についてお話を

いただきました。

そして最後に、今ほど基調講演をいただきました茨城県ひたちなか海浜

鉄道取締役社長の吉田千秋さんです。
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冒頭のご紹介にもありました通り、吉田さんは 1964年、高岡市福岡町の

お生まれで、富山地方鉄道から万葉線に移られ、ひたちなか海浜鉄道の初

代社長を務めていらっしゃいます。

それでは、議論に入らせていただきます。

まず、お話の進め方ですが、前半でこれまでの講座の内容を、それぞれ

の講師の方に振り返っていただき、その後、地域の未来、鉄道の未来とい

ったことを考えていただこうと思っております。

最初に、草さんからお願いいたします。

となみ野の政治力・財力が県初の鉄道に

草 ：皆さま、今日はお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。

まず、連続講座を振り返らせていただきたいと思います。

今の城端線、氷見線の前身となった中越鉄道が作られた背景ですが、最

初に南砺市自治振興会連合会会長で記念事業実行委員長の松本久介さんが

お話になった通り、江戸時代から豊かな生産性の高い農村地帯だった砺波

地方は、幕藩体制が終わると、地主を中心として、農業の生産だけでなく、

コメや肥料の売買、それから銀行を設立するなど、近代的な産業が発達し

ていきます。

明治 10年代、民営の東北鉄道、北陸鉄道（北陸線）を建設するような動

きが出てまいりますと、軌を一にして、砺波地域と、商業の中心地だった

高岡、海運の中心地であった伏木を結んで、砺波の農産物を高岡、伏木方

面に輸送するだけでなく、全国規模で輸送しようと考え、中越鉄道建設が

実現することになりました。

この会社が設立された時、株を引き受けたのは、3 割以上が砺波の人で

した。ほかの県の人たちは、東京を含めても 5 割でした。のちに、県東部

でも民営の鉄道が建設されていくのですが、県東部の鉄道は外部資本依存

で、だいたい半分以上が県外の資本によって建設されました。

砺波の人たちには、鉄道を作るだけの政治力、あるいは資金力があった

といえるのではないでしょうか。

こうして開業した中越鉄道は、建設に当初予想していた以上の費用がか

かり、不足分を借入金でまかなったため、開業後もお客、貨物の動きはあ

って収益は上がっていたにもかかわらず、儲けの多くが借入金の利息支払

いに回ってしまってしまい、会社の経営はなかなか思うようにいきません

でした。

そういう状況の中で株価が下落して、農村地域、砺波の人たちは、株を
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手放すことになり、その株は高岡をはじめとした商工資本家の手に渡るわ

けです。商人の論理としては、「借金という重しをどうにかすれば、この鉄

道は収益力がある」と考え、「お値打ち価格」に下落していた株を買い集め

て、経営の実権を握っていったのです。

その後、日露戦争が終わって、伏木港が整備されて交易が盛んになると、

中越鉄道でさらに多くのお客さんや貨物が運ばれるようになり、それまで

の借金を返すことができるようになりました。

皆さんの中で投資をやっている方は株式の配当割合をご存知でしょうが、

中越鉄道はのちに株価も上がり、現在の配当水準では考えられない 1 割配

当をするような優良企業に成長していきます。

その後、特に高岡―伏木間ではお客や貨物が増加したので、この区間に

電車も走らせて、その電車を高岡市街地まで乗り入れることを計画・申請

するところまで、発展していきました。

ところが、こうした発展によって、高岡―伏木間の貨物やお客さんがさ

ばききれないほど多くなって、貨物が伏木港に滞留するようになってしま

います。特に貨物は、国鉄の輸送と連携して行わなければならなかったの

ですが、民営鉄道ではそうした連携がなかなかうまくいかず、「もう自分た

ちの手に負えない」というようなことになってしまいました。その結果、

明治 43年ごろから国有化を請願した結果、大正 9年に国鉄の中越線となり

ました。

その後、大正末期にかけては、北陸線の各駅よりも城端線の各駅の収入

が多く、第二次大戦後、自動車の発達で鉄道の役割が低下するまでは、中

越線はむしろ、国鉄線にお客や貨物を流し込んで、（北陸）本線を儲けさせ

るための鉄道として機能していました。

中越鉄道の全体の動きなどについては、これから竹島先生にお話しいた

だけると思いますので、私の方はいったんお話を終わらせていただきたい

と思います。

須摩：草さんは先ほど申し上げました通り、富山県の交通史を大変詳しく研究

していらっしゃいます。

大矢四郎兵衛についても、私たちは「中越鉄道の初代社長で、財産を全

部、鉄道に投げ打って、北海道に渡った」というふうに聞かされていたの

ですが、草さんがお調べになったところでは、大矢は鉄道に全財産を投げ

打つようなことはしていませんでした。ただ、先ほどのお話にありました

ように、農村資本から高岡の資本に鉄道の経営が移っていく中で、経営合

理化を主張されたり、後からできた北陸線との立体交差化を主張するなど
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して、高岡の方と大変対立されて、役員を辞めて去っていかれたのだそう

です。著書の『鉄道の記憶』などを読んでみますと、新しい知見がたくさ

んありますので、ぜひ、読んでみていただければ、と思います。

続いて竹島さんには、マクロの視点で、城端線について、お話をいただ

きたいと思います。

“生産鉄道”プラス“生活鉄道”

竹島：竹島です。先ほど、この前に並んでいるメンバーの生年月日のご紹介が

あったのを聞いていますと、私が最年長でした。これは責任あるある話を

しなければいけないと思ったのですが、いかんせん、浅学菲才の身であり

ますので、どこまでお役に立てるのか、と忸怩たる思いでございます。

今ほど、須摩さんの方から、「マクロの」というお話がありました。先ほ

どもチラッとお話がありましたが、今年、2017年というのは、日本におけ

る官営鉄道が営業を開始して 145 周年になります。ご存知のように新橋―

横浜間、厳密にいえば、汐留―桜木町間ということになりますが、これが

開業したのが 1872年というわけです。

官営、今で言えば、かつての国有鉄道ですが、その官営というものを除

けば、実は北海道で 1869年に、軽便鉄道的なものが既に営業しているので

す。

本当に明治初期の 1869年に、北海道に欧米列強の貨物船などが来た時、

そこに石炭などを運搬するために、軽便鉄道のようなものが作られていま

した。しかし、官営鉄道ということでいえば、新橋―横浜間から、という

ことになります。

皆さん、ご存知とは思いますが、蒸気機関車牽引による鉄道は、1825年

にイギリスのスティーブンソンがつくったロコモーション号が最初であろ

う、といわれております。

イギリスとくれば、当然、産業革命の草分け的な国ということになりま

す。

これもご存知とは思いますが、イギリスにおける産業革命は、いつから

いつまでのことを指すのかといいますと、だいたい 1760年から 19世紀の

前半です。

となりますと、イギリスの鉄道というのは、イギリスの産業革命の終末

期にでてきて、産業革命を成功裏に導いていった、というものだろうと思

います。

では、日本の鉄道は、といいますと、今ほど言いました通り、最初の官

営鉄道が 1872年。今の東海道線が最初ということになります。東海道線、
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具体的には東京―神戸が全線開通したのは 1889年です。

では、日本における産業革命は、いったい、いつからを指すのか、とい

うと、ある程度の形になったのは、1880年から 1900年ぐらい、つまり、

完成したのは明治 30年ぐらいです。

しかもそれは、いわゆる第一次産業革命、つまり軽工業、繊維産業を中

心に確立したわけです。

ということは、日本においては、まさに鉄道というものが、産業革命の

進展と見事にタイアップしながら発展してきたのだということがいえるわ

けです。これは、イギリスとは根本的に違うところであると思います。

そして、その産業革命を一番、推し進めたものが何だったのか、という

と、1880年代半ばぐらいからの企業勃興。「勃興」というのは「興る」「立

ち上げる」ということですね。そこで、いろいろな会社、企業というもの

が出てきます。資本金でいえば、1884 年と 1887 年を比べると、全国で 3
倍以上に膨れ上がっていました。その中の一番大きな企業、大きなパーセ

ンテージを占めていた企業というのは、実は鉄道だったわけです。

ちょうどそのころに、例えば、民間鉄道、現在の JR 山陽本線のルーツ

である私鉄の山陽鉄道とか、今でいえば、近畿日本鉄道の大阪線のルーツ

になりますが、大阪鉄道というものなどが、企業として立ち上げられてい

きました。

そういうように考えてきますと、鉄道というものは何のために作られて

いったものなのか。先ほど、「産業革命とタイアップ」ということを言った

わけですが、もともと政府がどういう思いであったのか、については、大

久保利通という明治の元勲が、「鉄道こそ国を興す道である」と言っていま

す。

ただ、この「国を興す」という言い方は、「産業を云々」というような意

識がどこまであったのかというと、どうもそうではないみたいです。

では、何のために鉄道を欲っしたのか。

最初の官営鉄道が新橋―横浜間だったことから明らかなように、北関東

で生産された生糸などを横浜港へ運ぶというのが一番でした。ただし、そ

れ以外に大きな目的としては、やはり、軍事的な理由というわけです。

日本は明治初期から、朝鮮半島に目を向けていました。有名な征韓論争

などが出てきますね。それが究極的にどうなったかというと、日清戦争で

す。そして、のちの日露戦争に繋がるわけです。

そうなると、何が必要になるか。軍隊、兵隊さんとか、兵器を大量に、

迅速に運んでいかねばならない。そのためのものが、鉄道だったという言

い方もできるわけです。
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あとは単純に考えたら、寺社参詣ということになります。皆さん、ご存

知とは思いますが、現在の東武鉄道の日光線とか、京浜急行電鉄とか、あ

るいは近畿日本鉄道とか、こういったものは全部、寺社参詣がルーツにな

っています。

今でも、例えば、四国の高松琴平電気鉄道とか、あるいは、島根県の一

畑電車も、寺社参詣のためのものからスタートしています。

そういったものから、出来上がってきているということになります。

そう考えた時に、我が中越鉄道はいったいどうであったか。

中越鉄道は先ほど、お話があったように明治 30年にスタートしています。

それから、いろいろな路線の延長云々ということをやって、城端からそし

て伏木、最終的には氷見までつながるわけです。

イギリスの産業革命を完成させる形になった、イギリスに代表されるヨ

ーロッパなどの鉄道と、日本における鉄道の根本的な違い。ヨーロッパの

鉄道は文字通り都市間輸送、都市と都市なのですね。

それに対して、中越鉄道などもそうなのですが、日本の鉄道は集落間鉄

道。つまり、駅と駅の間の距離が極めて短いわけです。ではそれは、何の

ためのものなのか。

JRであろうが、あいの風とやま鉄道であろうが、一つひとつの駅にだい

たい、大きな企業、会社、工場があります。例えば、黒部だったら YKK
があるとか、越中大門だったら東洋紡があるとか、呉羽だったらかつて呉

羽紡績があった、速星だったら日産化学があります。

しかし、これはあくまでも、結果的にそうなったというだけのことで、

私はやっぱり、中越鉄道にどういう狙いがあったのかというと、南砺地方

の綿織物、絹織物などを伏木の方へ持っていくという狙いは、もちろんあ

ったと思います。それに加えて、集落間の人の移動です。

主要鉄道は、生産鉄道といわれています。生産鉄道とは、いろんな生産

したものをいろんな所へ動かしていくというものです。

これに対して、集落間鉄道というのは、生活鉄道といわれるものですね。

今でいえば、通勤客や通学客を乗せて走る鉄道と言うことになります。

私は、中越鉄道は、最初から生産鉄道プラス生活鉄道という二つの側面

を持って作られていったものではないか、と思っているわけです。

結果的には、最終的には、その沿線に、例えば、戸出物産とか、北陸人

造肥料とか、いろんな大きな企業が作られて行きます。ただ、それはいつ

からか、というと、1900年代に入ってからです。ここら辺りに中越鉄道の

面白さがあるのではないか、と考えているところです。
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少し中途半端ですが、あとから足りないところをお話したいと思います。

須摩：どうもありがとうございました。イギリスの産業革命の際は、その末期

に鉄道が出てきたのだけれども、日本の場合は、産業革命と鉄道が同じよ

うな時期に出現している。それから、中越鉄道の性格として、生産物を運

ぶ生産鉄道という側面と、生活鉄道、人の移動の鉄道という二つの性格が

あって、企業進出などが進んできたというお話をしていただきました。

続きまして、西野さんにお話を伺いたいと思います。高度成長以降、鉄

道の性格が変わっていったこと、人口問題、乗客数の推移などについても、

講座の際にお話をいただきました。よろしくお願いいたします。

住民の共通理解醸成を

西野：西野です。よろしくお願いいたします。今ほど、草さんや竹島さんがし

っかりお話になりましたので、何もしゃべることがないな、と聞いており

ましたが少し鉄道の役割について話させていただきます。

鉄道の役割の変化ということについて、そもそも鉄道の役割をどこにお

くか、ということから考えますと、1825年のイギリスのストックトン―ダ

ーリントン間の鉄道は、産業革命で石炭を鉱山から港まで運ぶのに使われ

ました。

では、1825年前に鉱山がなかったのかというと、もちろん、その前から

あったのです。港もその前からあります。実をいうと線路も、その前から

あります。

1825年に何が行われたかというと、蒸気機関車に引っ張らせた貨車が走

るようになったということです。その前は馬車、馬に引っ張らせて石炭を

運んでいたわけです。

鉄道とは何かというと、鉄の軌道があって、その上に鉄の車輪があって、

それを蒸気機関であったり、ディーゼルであったり、電気であったり、モ

ーターであったり、いろんなものに引っ張らせるものです。

しかし実は、それ以前に、馬に引っ張らせるというものもずっと存在し

て、その大量の貨物をいかに運ぶかという工夫の上に、蒸気機関、さらに

ディーゼルという機関車に発展して、現在、我々がイメージする鉄道が成

立していくわけです。

では、中越鉄道の場合はどうなるかというと、何かを運ぶ必要があるか

ら中越鉄道が作られていくわけですね。砺波の方から運んでいくものとす

れば、やはりコメですね。

今、竹島先生がお話になったように、第一次産業革命のときに工業化が
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起きてさまざまな工場が作られるのですが、当然、鉄道を作ろうと思った

ときは、砺波にはまだ工場は何もないのです。

では、何を運ばなければいけなかったかというと、重くて量があって価

格が安いもの。安いという言い方はおかしいですが、相対的に価格が安い

もの。シルクであれば、馬に運ばせても十分採算が合ったはずです。

大量に重たいものを運ぶ、それ以前にも運んでいるのです。どうやって

伏木、庄川の河口まで持っていくかというと、これは第二回の講座で氷見

市立博物館の廣瀬主任学芸員からも詳しい話がありましたが、やはり川船

です。

小矢部川を使って、津沢に行って、福光や井口まで、かなり上流まで、

川船が通っていました。もう一つが、千保川を使って戸出、そして砺波の

方へという、川船の交通路、これが砺波平野での実に広く張り巡らされて

いたのです。ただし、川の船着き場というのは、木の杭を打って板を渡す

だけなので、まったく残っていないのです。

どこに川船が着いていたところなのか。洪水一回で流されてしまいます

から、分からない。そこらへんが残念なところもあるのですが、明治時代

の富山県統計書などを読むと、この路線は戸出を経由してどこそこまで、

津沢を経由してどこどこまでというふうに、かなり内陸のほうまで、砺波

平野をくまなく、張り巡らされていたようです。

川幅が一間あって、深さが 2 尺ほどあれば、長さ 4 間の船を浮かべて持

っていくことができるそうです。「行きはよいよい」なのですが、帰りは人

が引っ張るか、牛か馬が引っ張ったりするそうなのです。そのようなもの

を運ばなければならない必然性があって、それを鉄道に変えていこうとい

うのが、中越鉄道の存在意義だったわけです。

つまり貨物なのですね。コメを下ろし、その肥料を農業地域に運ぶ。そ

こに商機があったのではないか、と思われます。その中で確かに中越鉄道

はどんどん貨物を増やしていくのですが、統計を見る限り、貨物のピーク

は戦前なのですね。戦前の昭和 10年代ぐらいには、もう減少が始まってい

ます。

多分これは、貨物の中に、庄川沿いのダムづくりのための資材も入って

いたからではないか、と思われます。城端の年配の方からは、ケーブルで

上げていたお話を未だに聞かせていただきますが、城端線も加越線もそれ

がなくなると、沿線の貨物の量はぐっと減ってしまうのですね。

その後、戦後は、人の輸送が経営の中心になっていくのですが、これも

また、かなり早い時期、高度経済成長前期の昭和 30 年代にピークが来て、

それから一気に減り始めるのです。
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一番最初にありましたが、現在の利用者数は 1 日 9,500 人、年間でいう

と三百何十万人という数になるのでしょうが、実をいうとこの数字は、戦

前とほぼ同じなのですね。「減った」「減った」と言っても、逆に言うと、

昭和 20年代から 30年代にかけて、増えている方が異常なのです。統計だ

け見ると、そこだけ膨らんでいて、あとは年間 300 万人ぐらいでずっと来

ているという見方もできるのではないかと思います。

それが今後、どうなっていくかは分かりませんが、貨物という役割はほ

ぼ終えてしまいました。人の移動についても、我々は大変便利な手段とし

て、自動車というものをどんどん購入して、利用しているわけです。

ご存知の通り、富山県は日本でも有数の自動車の普及県で、一世帯当た

りの普及台数は福井に次いで二番目。一人当たりの台数でも 3、4番目です。

市町村別にみると、一世帯当たりの台数が一番多いのが砺波市です。一世

帯 2 台以上と、富山市の５割増しぐらいです。散居村の中では、老人核家

族という家庭も多いので、おじいちゃんとおばあちゃんが 1 台ずつ持って

いても、「ああ、そうか」と納得してしまいます。

その中で、人しか運ばなくなった城端線は、120年続きました。だから、

もう 120 年続けなければいけないのか、となると、やはりいろいろと考え

ていかなければ、なりません。

特に、これから沿線の人口が減ります。私は高校の教員をやっていて、

こんなことをいうと何ですが、高校の数も減ります。これは高校の数が減

るのではなく、高校生が減るということです。高校生が減っていく中で、

どうやって城端線の経営を維持していくのか。今は JR 西日本がやってい

ますが、このインフラを維持していくためには、そのうち、上下分離方式

などの公費投入が必要になってくると思います。

そうしないと、維持できないですね。これだけ道路が普及している、車

が普及しているところで、道路にも投資をする、鉄道インフラの確保にも

投資をする、でも、人口は減っていく、という中で、子供や孫たちに「持

続可能的な空間だよ」「住み良いから、ここにいなさいよ」ということを強

いていけるのか。120 年やってきたものについて、どうするか。みんなで

考えていかなければならないのです。

もちろん、城端線をなくそうと言っているわけではありませんが、何に

投資し、何に投資をしないのか、それをもっとみんなの共通理解にして、

そのために負担をどれだけ増やせるのか。連続講座では、そういうことを

話し合うきっかけになればいい、と思いながら、話しをさせていただきま

した。

この後でまた、しゃべらせていただきます。
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須摩：ありがとうございました。状況が変わる中で、城端線がもう 120 年、続

いていけるのかどうか。大変重い問い掛けを、講座でもしていただきまし

た。

一巡目のご発言ということで、そのお話の続きは、あとでまたしっかり

していただくことにします。

基調講演をいただきました吉田さんは、人づくり大学のようなもの、私

どもの連続講座よりもっと深く、広くアピールするようなことをやってい

らっしゃいますが、私どもの企画をご覧になって、どのような感想をお持

ちになったか、城端線についての思いのようなものがありましたら、お聞

かせいただければ、と思います。

利用客多く前途はある

吉田：深いですよね。さっきからずっと聞いていて、だんだん重たい気分にな

ってきました。

私は、昭和 55年から 3年間ぐらい、城端線を使っていたのですが、単に

輸送機関として便利だな、と思って乗っていただけで、そんな深いものに

まったく気が付きませんでした。

今、思ったのは、これだけ深いものがある鉄道は大事にしなければいけ

ないのではないか、ということです。自分にも思い出がありますし、これ

だけの人が集まってくれるということは、大丈夫だと思います。

乗降者数が 1日 9,500人、仮に 1万人とすると、年間 365万人ぐらいで

すね。ひたちなか海浜鉄道は今年うまくいって 100 万人になりますが、全

長は 14.9㌔で城端線の半分です。路線の長さが 2倍なら 200万人というこ

とですから、365 万人も乗っていたら、素晴らしいじゃないか、という気

がします。その点でいうと、城端線についてはまだたくさんの人が乗って

いただいておりますし、前途があるのかな、と思います。

それから、歴史を見てみると、鉄道開通以前は船かな、と思ったのです

が、ひたちなか海浜鉄道はもっとはっきり、船であると分かっています。

伏木と同じように江戸時代、北海道から来た船が那珂湊で上がって、そ

こから先は房総半島を越えると荒れますので、そこで一度、荷揚げして、

那珂川という川で上って、水戸に着いていました。

その水運を買い取って鉄道にしたというはっきりした歴史があり、水運

の代わりということになっています。

あのころ、水運というのは、大変大きかったので、やはり城端線も水運

の代わりだったのだろうなあ、と大変勉強になりました。
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あと、経営者的にいうと、うちの倍ぐらいのお客さんが乗っているので、

これから皆さんで支えていくと、城端線は十分、元気になっていくと思い

ます。

須摩：ありがとうございました。城端線は大丈夫、とおっしゃっていただいて、

大変意を強くしました。

一通り、お話をいただきましたので、後半は城端線や地域交通をこれか

らどう考えていくか、というところに、お話を進めたいと思います。

西野さんから、「新しい役割、城端線のあり方を考えていかなければいけ

ないのではないか」という提言がございました。鉄道がなくなりますと、

高校生が通学できないですとか、いろいろ大きな影響、考えると恐ろしい

ぐらいの影響があると思いますが、これから持続可能な鉄道、公共交通機

関はどうすれば、いいのか、という点について、お話をいただけますでし

ょうか。

「乗ってくれる要因」作る必要

西野：これからということではないのですが、私は高校の教員をやっていると

いうことで、お話をさせていただきます。城端線は、高校生が非常にたく

さん利用しています。私は高岡高校に勤めているのですが、全体の 2割か

ら 3割くらいの生徒が、城端線を使って砺波地区から来てくれています。

私は、わが校の存続にとって、城端線、氷見線は必須だと思っていたの

ですが、6月末でしたか、7月初めでしたが、台風が来て、城端線、氷見線

が両方とも止まってしまったとき、うちの学校はちょうど期末考査だった

のですが、「これはまずい」と思って学校へ行ったら、ほとんどの生徒が来

ていました。

もちろん、偶然にその日は土曜日で、しかも期末考査でしたから、生徒

たちは「絶対来なければいけない日」ということだったのですが、正直言

って、びっくりしました。城端からも、氷見の灘浦の生徒も、みんな来て

いました。

これはもちろん、特殊な状況で、お父さんやお母さん、おじいちゃん、

おばあちゃんのおかげで、学校がちゃんと回りました。「ありがとうござい

ます」なのですが、もうひとつ、「意外と何とでもなるものだなあ」と思い

ました。

毎日それが可能かというと、もちろん、そうではないと思っています。

ただ、人口構成が変わっていて、本校の送り迎えでも、おじいちゃん、お

ばあちゃんに活躍してもらっている生徒はたくさんいます。
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このうえ、運転の自動化が進んでいけば、すべての通学を個人に任せら

れるんじゃないかとするとやっぱり無理があります。これは別の大きな問

題で、行政や、もっと大きな目で考えていかなければならないのでしょう

が、意外にバスぐらいでもなんとかなるのかな、という気もしました。

もちろん、城端線はあってもらわないと、困ります。砺波地区の優秀な

生徒諸君に来てもらっている高岡高校ですので、城端線がないと本当に困

るのですが、社会は明らかに変わっていると思います。

その高校生がものすごく減っていく中で、どうやって利用数を維持して

いくのか。逆に城端線がなくなって、高岡高校に来にくくなると、砺波高

校がもっと上手に生徒を集めるようになるのか、と思ったりします。

いろんなことを考えますが、私が思う鉄道の役割というのは、やはり基

本的には、重くて価格の安い貨物を運ぶことですね。

もちろん、大都市近郊の自動車が使いにくいところは、平面だけでなく、

地下も、さらに上空のモノレール、新交通システムも含めて、近距離大量

輸送に使われるのと同時に、新幹線のような中距離の 400 ㌔、500 ㌔を時

速 200㌔、300㌔で結ぶという中距離高速輸送があると思います。

自分が高校生の時、もしかしたら東京出張などは飛行機でいくようにな

るのかな、と思って喜んでいたのですが、もう新幹線のほうが早いですね。

確かに飛ぶ時間は短いですが、空港へ行って飛んで、降りて、仕事のある

都心まで、もたもた行き来していると、意外に時間がかかる。新幹線は都

市の中心部から都市の中心部へ行ってくれますし、走って行って切符さえ

買えば、パッと乗れます。

ですから 500 ㌔ぐらいまでなら、圧倒的に新幹線のほうの優位性があり

ます。貨物輸送という役割、近距離大量輸送、中距離高速輸送という役割

に該当しない場合は、ひたちなか海浜鉄道のような生活鉄道以外のさまざ

ま「人々が乗ってくれるという要因」を、我々が作り出さないと、なかな

か難しいのではないか、と思っています。

須摩：ありがとうございました。社会の変化で鉄道というインフラを維持して

いくのが難しくなっているというお話、また、ひたちなか海浜鉄道のよう

なさまざまな価値を作っていくことが必要ではないか、というお話でした。

鉄道の価値と言いますと私などは、人を運ぶとか、物を運ぶということ

だけではなくて、鉄の塊が走るといったようなことに、ロマンというか、

いろんなことを感じます。

草さんは、本業ではないのに仕事の傍ら、大変エネルギッシュに、鉄道

の研究を続けていらっしゃいました。“鉄ちゃん”というと大変失礼なのか
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もしれませんが、そういう意味での鉄道の魅力といいますか、価値といい

ますか、そういうことを含めて、お話をいただければ、と思います。

子どものころから親しんで

草 ：私も一応、鉄道ファンということで通っているのですが、その原点とい

いますのは、親の仕事で東京にいた時に、家の前に都電という路面電車が

走っていて、親がどこにも遊びにつれていく金がなかったので、そこで電

車を見せてくれていたことです。

その後、親の富山への帰省に合わせて、城端線などに行きますと、先ほ

ど、ひたちなか海浜鉄道の吉田さんが言われた古いキハ 20 という気動車、

あるいは、朝晩には富山から直通で、郵便とか荷物を積んだ客車を交えた

客車列車が走っていました。

そういうのを見て、「汽車はいいなあ」と思うようなりました。その後、

高校生、大学生になって、こういう鉄道がどうしてつくられたのかな、と

いうようなことを調べるのが趣味になり、それが高じて、本業そっちのけ

で、本を出させていただくようなことになりました。

鉄道の魅力というのは、例えば、皆さんの中には戦中戦後を経験された

方もいらっしゃると思いますが、日本の動きが止まった敗戦の時でも、汽

車は動いていました。日本がどんなことになっても、汽車は動いて、みん

なを元気づけてくれました。

あるいは、買い出しなどで、どうしても必要な移動をするときには、鉄

道はなくてはならない交通機関でした。そして、世の中が落ち着いてから

も、駅前を中心とした商店街が、周りの人々が集まる、町で一番にぎわう

場所でした。

また、そういうところが、鉄道の大きな役割であり、私の好きだったと

ころですが、今は残念ながら車社会の発展で、鉄道は、例えば、西野さん

が言われた高校生の通学、あるいは、年配の方の買い物や通勤とか、免許

を持たない人の生活の足になっています。

ただ、このまま車が自動運転化して、それほど労力を要しなくても車で

移動できるような社会になるとしても、都市部はともかく、こういった地

方まで、みんなが個別に車で移動できるような社会になるのは、人と人と

のコミュニティづくり、みんなが集まる町づくりを目指すという点から考

えると、あまりいいものではないのではないか、と思っています。

そういうこともありまして、先ほどのひたちなか海浜鉄道の吉田社長の

お話にもあったかと思いますが、例えば、学生のうちから、あるいは、子

どものうちから、城端線の利用の仕方を教えてもらうとか、実際に乗って
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もらうとかして、身近な地域の足、地域の軸であることを知ってもらって、

これから 120年後も地域の重要な交通機関として、認識していただければ、

と思っています。

私が考えている具体的な方策については、最後のまとめの方で、お話し

させていただきたいと思います。まとまりのない話になったのですが、以

上にさせていただきたいと思います。

須摩：ありがとうございます。「子どものうちから、城端線にもっと親しんでも

らって」というお話でしたが、先ほど打ち合わせの時に、竹島先生は歴史

を研究しているお立場から、近代化というひとつの動きの中での大変重要

な遺産としての城端線、というお話をしていらっしゃいました。そのよう

な点について、少しふれていただければ、と思います。

沿線に貴重な近代化遺産

竹島：城端線というのは、戦後になって新たな駅に設置されているのです。東

野尻駅、越中山田駅は 1951 年、林駅も 1956 年にできています。そのこ

ろまでは、城端線の勢いは右肩上がりという状態だったといえるわけです。

先ほどもちょっとお話がありましたけれども、本来の役割であった砺波、

南砺からのお米とか、織物類を運ぶという貨物輸送は、最終的にいつなく

なったのかというと、城端―二塚間は 1980年です。最後まで残っていたの

が、二塚―高岡間、中越パルプのほうですが、それが最終的に廃止された

のが、今年 2017 年の 4 月です。元々は生産鉄道、生活鉄道という両方の

側面を持っていたものが、貨物輸送という面が消えていっているというこ

とになります。

城端線に限りませんが、鉄道は歴史的に何をもたらしたのか、というと、

これまでなかったものが作られたわけですから、日本における民俗学の創

始者というべき柳田國男は、「人の生活行動、あるいは生活感覚といったも

のが、ガラッと変わったのだ」という言い方をしています。では、なぜ「ガ

ラッと変わったのか」というと、それまでは、人間、日本人にとっては、

自分たちの生活空間が、自分たちのテリトリィーだけだったのです。一般

的に、自由にフラッとどこかへ行くということが全くできなかったことで

はありません。通行手形さえあれば、例えば、お伊勢参りとか金毘羅参り

も可能ではありました。

しかし、気軽にフラッと隣へ、砺波の人が、城端の人が高岡へなんてい

うことは、ありえませんでした。

そういったときに鉄道というものができたことによって、城端の人、砺
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波の人が、高岡の人の考え、あるいは高岡の文化水準にふれるということ

が可能になっていった、ということになります。

それを、砺波とか城端に持ち帰って、そこに新しい生活様式、行動様式

を繰り広げていくということができるようになっていったのです。

これは柳田國男の考えを踏まえての結論ですが、そういったようなこと

が、鉄道というものの大きな意義であったというわけです。そうやって考

えれば、少なくとも私どもが取り組んでいる、富山県内の近代化遺産を大

事に発掘して守り育てていきましょう、という立場から言えば、この城端

線沿線というのは、よだれが出そうな近代化遺産がたくさんあるわけです。

もっとも有名なものは、もちろん、現在の終着駅の城端駅ということに

なります。あの城端駅というのは、中越鉄道が開通した時の駅舎そのまま

なのです。おそらく、城端線沿線で一番、県外から“撮り鉄”がやってき

ているのが城端駅であろう、と思います。もう、きりがありません。

例えば、福野だったら、何があるかといえば、福野高校巌浄閣がある。

吉田鉄郎が設計した授眼蔵図書館があるとかですね。いろいろなものがあ

ります。

砺波だけを考えてみても、チューリップ公園に行けば、砺波地方の近代

化に貢献した建物と施設がたくさん残っています。チューリップを世界に

知らしめた水野豊造の生まれた家とかがあるわけです。

そういうようなものを城端線とうまく組み合わせて回遊させることが、

先ほど来から吉田社長さんがおっしゃっておられました通り、活性化への

ひとつの効果的なやり方であろうかな、と思います。

ただ、それは、私のような近代史を多少なりともやっている人間の勝手

な、ある面、妄想であって、行政、そして民間、いろんなものが協力して、

二人三脚、三人四脚をやっていかないとできるものではない、と思います。

鉄道というものを残すときは、何が大事なのか。その鉄道がこれまでに、

その地域、地元に、何を与えたのか、何をもたらしたのか、何を変えたの

か。そこをしっかり押さえていかないと、これからのその地元の鉄道のあ

り方を考えるということは、難しいのではないかな、と考えているわけで

す。

須摩：鉄道が何を変えたのか、何をもたらしたのか。私たちはまさに、「城端線

は何を変えたのか」という勉強会をスタートさせたわけですが、これを発

展させていかなければならないということを、先生のお話を聞いていて思

いました。

城端線をどうしていくか、という話になってきまして、そろそろ時間も
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押し迫ってきましたので、その話を少ししていきたいと思います。

まず、吉田さんの方から口火を切っていただいて、砺波の人たち、県西

部の人たちに対するアドバイスのようなものを含めて、お話しいただけれ

ばと思います。特に、人づくりとか、人を巻き込むというようなことにつ

いて、お話をいただければ、ありがたいと思います。

周囲を無理なく巻き込む

吉田：すごく重たい話で、すごく重たく感じているのですけど。これだけたく

さんの方がこの会場にいらっしゃっているので、鉄道が必要だという方が、

多分何人かいらっしゃると思います。

そういう方々に、まずご自分で動いていただいて、周りをだんだん少し

ずつ、「お前、何を言っているんだ」と思われないような、無理のない抵抗

のない巻き込み方をしていくのが大事かな、と思います。

大洗鹿島線がまさにそれだったので、そうやっていくうちに、見えない

魅力がいっぱい出てくると思います。地域活性化になってくると思います

し、戸出でも七夕祭りがありますし、砺波はチューリップフェアがあるし、

福野は夜高があって、福光は熱送りがあって、城端は曳山、むぎやですよ

ね。鉄道といっしょに頑張っていけば、まだたくさん鉄道に乗って来てく

れると思います。

そうやっていけば、明らかに町に来てくれる人が増えますので、地元の

人ならでは、というものを一生懸命集めていくと、プラスになっていくの

ではないか、まだまだ潜在需要を掘り起こせるのではないかと思います。

あと、砺波の人というのは仲がいいのです。昔、加越能鉄道にいたころ、

路線バスの廃止の話をしていまして、例えば、氷見へ行って、「この路線、

ちょっと危ないので、廃止したいのだけど、どうだろうか」という話をし

たら、「地元の人に聞いてみてくだはれ」「地元の人に話ししてみてくだは

れ」ということになるのですが、高岡から砺波、福野、福光、城端を通っ

て五箇山へ行くバスについて、砺波に「ちょっとお客さん減っとるので、

どうしようか」という話を持っていくと、「福光さん、福野さん、どう言う

とられますか」となります。

つまり、みんな横並びで、ちゃんとやっていこうという、ほかの町と競

争しないで、仲良くやっていこうというところがあります。こんな仲のい

い町は、ほかにありません。

だから、市町村合併もしっかりできたのだと思います。そういうところ

の住民の結束という意味でも、城端線はすごく意味があるのではないか、

そういうところから攻めていくと、いろいろ前途があるのではないか、と
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思います。

何度も申し上げますが、三百何十万人も乗っていらっしゃるので、まだ

まだ前途があります。もしかしたら、10年後か、20年後に、JRさんが「そ

ろそろ止めたい」と言われるかもしれません。今は JR さんがやってくれ

ているので、それは大変ありがたいと思いつつ、いざというときのために、

JRさんに邪魔だと思われつつも、活性化のお手伝いをしてあげれば、いい

じゃないかと思います。

駅一つ作るだけでも、お客さんが違います。うちも 3 年前に、那珂湊か

ら 1.1 ㌔のところに駅を作りました。「1.1 ㌔ぐらいで、どないなもんだろ

うか」と思ったのですが、付近の住宅地の人たちに、ちゃんと使っていた

だいていますし、いろんな面でプラスがあると思います。

アイデアを出し合って、仲良くやるのが砺波のいいところじゃないかと

思います。いかがでしょうか。

須摩：ありがとうございました。大変、砺波のことをほめていただいたのと、「い

ざという時のために」という大変重たいお話がありました。パネリストの

お三方の皆さんにも、このあと、どなたからお話しいただければいいでし

ょうか。

そろそろ最後になってくると思うのですが、西野さんからお願いできま

すでしょうか。

利用しやすいダイヤに

西野：私は別に、鉄道廃止論者ではないので、このままいったら廃線になると

いうのは困ります。先ほどの海浜鉄道のお話では、「100万人で黒字になる」

というのに、城端線は経営が下手というわけではないでしょうが、3 倍近

くの人が乗っているにもかかわらず、JR 西日本さんの発表では、100 円

稼ぐのに 400円いるとか、言ってらっしゃいます。

吉田さんは多分、万葉線にいらしたとき、パターンダイヤを実施されて

いたのではないか、と思います。富山ライトレールもそうですが、高岡の

万葉線乗り場へ行くと、時刻表は「00」「15」「30」「45」「00」「15」「30」
「45」というふうになっています。

15分おき、30分おきでも、なんか、あそこへ行ったら、何分後かに必ず

電車が来るという安心感があります。

東京で生活していても、駅へ行って何分か待っていると、電車が来る、

という安心感があると、電車を使いますよね。そこらへん、もうちょっと

考えてほしいと思います。
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城端線をどんどん、みんなで使ってくれ、と地域が一体化してきて、先

ほどの那珂湊のように盛り上がってくれれば、本当にいいのだろうと思い

ます。

私は、2 つのことを考えます。ひとつは、先ほど、お祭りの話とかあり

ましたが、外から入ってくる人をどうやって増やすかということ。それと

もう一つ、JRさんに、とりあえず駅へ行ったら列車が来るというような工

夫をしていただきたい、と思います。

駅の近くは、お店もあるし、飲み屋さんもあるし、いろんなものもあり

ます。飲み会がどんどん増えれば、鉄道利用者も増えて、みんなが一杯飲

みながら、ワイワイガヤガヤと地域のことを、いつもどこかでしゃべって

いるみたいな、そんな地域ができればいいなあ、と。

JRさんにもう一工夫していただければ、うれしい、と思います。

須摩：どうもありがとうございました。さっきの発言で、草さんが「方策をあ

とで」と終わっていらっしゃいましたが、その方策についてどうでしょう

か。

県外客を呼び込め

草 ：先ほどもお話しさせていただいたのですが、例えば、ひたちなか海浜鉄

道の吉田さんがおっしゃられたように、例えば、高校生のうち、あるいは

保育園のうちから鉄道に親しむ機会を作ったり、大人にもビール列車のよ

うなものを企画して、列車が 40 分おきに走っているのだから、こんな便

利なものがあるのだ、と認識してもらったりして、地域の人のお客さんを

増やすことが重要だと思うのです。

また、最近よく言われる「インバウンド」。インバウンドというと外国の

人のことばかり想像してしまうのですが、私が言いたいのはそのほかのイ

ンバウンド、特に県外の人に来てもらう工夫です。例えば、先ほど、竹島

先生がおっしゃった歴史が好きな人は、沿線の歴史遺産巡りを魅力的なも

のにしてもらって来てもらう。あるいは吉田さんが言われた戸出七夕まつ

り、城端むぎや祭りなどは、祭りが好きな人にも来てもらう。鉄道ファン

には、旧国鉄色。鉄道マニアは、そういう列車が走っているところに、た

くさん写真を撮りに来てくれます。旧型の車両に塗装を変えるだけでいい

のです。

私は、ひたちなか海浜鉄道さんでも、「観光列車を導入する予定です」と

いうようなお話が出るかと思っていたのですが、そういうことをしなくて

も、お客が集まるということを指摘されていました。例えば、昔の塗装に



195
【第六回講座 2-2】

変えるだけでも、それを見に、乗りに来る人がいるのです。

最後に、皆さん、金沢市の湯涌温泉をご存知だと思いますが、ここを舞

台にした「花咲くいろは」というアニメ(2011年放映)があります。

これは南砺市のアニメ制作会社さんが作った作品で、これの中に「ぼん

ぼり祭り」という祭りが出てきます。これを湯涌温泉で実際に始めたとこ

ろ、最初は 1 万人いかないぐらいだったのが、だんだん増えてきまして、

今年の 7 月に開催した時は、1 万 5 千人ぐらい、主に県外の人たちが集ま

ってくるようになったそうです。

先ほどの大洗の話ではないですが、アニメに出てくる店とか、旅館、特

に旅館は、「ぼんぼり祭り」の日程が発表されたとたんに、満室になってし

まうような盛況になっているそうです。

また、地元のバス会社さんも、そういったイベントに提携して、祭りの

際にはキャラクター入り記念乗車券の発売や、湯涌温泉のバス停の横に、

アニメに出てくる「湯乃鷺（ゆのさぎ）温泉」という地名のバス停まで作

りました。

（実物のバス停プレートを示しながら）これは今年の 5、6月まで実際に

使っていたものですが、そういった側面からの援助もあって、今、たくさ

んのアニメファンが、聖地巡礼という形で集まっています。

そのアニメ会社が沿線にあるのですから、金沢でできるようなことを城

端線でもできないことはないと思います。

単に今までのように、地域の交通、鉄道ファンの集まるだけの“線”的

なものだけではなく、みんなで城端線を“面”的に応援して、持続的に乗

っていくような交通機関に盛り上げていければいいのではないか、と思っ

ています。以上で、話を終わらせていただきます。

須摩：ありがとうございます。まとまった発言としては、これで最後になると

思いますが、竹島さん、歴史など非常に広い視点で城端線の問題を見てい

らっしゃると思いますが、議論をお聞きになって、どういうふうに思われ

たか、お話いただけますでしょうか。

地域の魅力語って

竹島：当たり前ですが、私どもは、「城端線を残せ」と上から目線で言える立場

ではありません。ただ先ほども言いましたように、これまで城端線という

ものが、政治・経済に限らず社会・文化面でも南砺、砺波地区というとこ

ろに果たした役割というか、恩恵というものは、大変大きなものがありま

した。これは絶対、否定はできないと思います。



196
【第六回講座 2-2】

先ほど私は、沿線のいろんな駅、あるいは地域に、いろんな近代化遺産

があるので、こういったものを発信していくことが重要ということを言っ

たわけです。

問題は、それを誰が発信するのか、ということですが、実際にこれを発

信できるのは、その地域、地元の方々だけなのです。

私は、常々、いろんなところでお話しているのですが、地域、地元の方々

が、ホスピタリティの心を持たなかったら、おそらくは先ほど、草さんも

おっしゃいましたけども、県外からのインバウンドということは、まず無

理だと思います。地域の歴史、地域のことを語ることができるのは、地域

の人だけなのです。外部の人間が語っても説得力も何もないのです。

私は先ほど、巌浄閣だとか、授眼蔵図書館だとか、いくつかの例を挙げ

ました。例えば、景観ということから言えば、場所は少しずれますが、庄

川の松川除とか、ああいったようなものは大変貴重なものであるわけです。

そういったものをどこまで、歴史的な背景などを踏まえて、地域の方が

語ることができるか。それはひいては、城端線、中越鉄道の歴史そのもの

を語ることができるか、ということにもつながっていくのではないかと思

います。

先ほど、吉田社長さんからいろんな興味深い、感心する具体的な取り組

みをご紹介いただきましたが、城端線は JRなわけです。もちろん、JRは

かつての国鉄ではありません。そういうことから言えば、国鉄と違って、

多少、融通が利くのではないか、という気がしないでもないのですが、や

はり、純粋な民間鉄道というものと比べた場合に、いろいろなところで制

約とまでは言いませんが、難しい点があるような気がします。

だから、そこのところをどうやってタイアップしていくか。やはり、先

ほど言った地元の方々との二人三脚といったことが大切で、二人三脚の一

つの方策が、地域の方々お一人お一人がホスピタリティの心を持つことだ

ろうと思います。

そして、例えば、フラッと“撮り鉄”が来た、“鉄っちゃん”が来た、“鉄

女”が来たといったときに、それこそ目を輝かせて、この地域の歴史はこ

うだ、ここにはこんなものがあるのだ、そういうことを常に語ることがで

きる、そういう町にしていくということが大事なのではないか。今日、皆

さんのいろんなお話、ご意見を聞いた中で、あらためて思った次第です。

須摩：ありがとうございました。これで 1時間 20分ほど、お話をさせていただ

きました。城端線が何をもたらしたのか、どういうものだったのか、そし

て、見えない魅力がある、地域の魅力を発掘して、いろんなアイデアを出
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して、それを人に知らせて、人を呼んでくるような、そういった活性化が

大切なのではないか、というのが、今日の議論のおおよその終着点ではな

いか、と思います。

パネルストの皆さん、何か、これだけは、言っておきたいというような

ことはございませんでしょうか。

特にないようであれば、議論の方はこれで終わりにしたいと思います。

地域の問題を私たち自身が考えて、何かをしていくということは、地方

自治そのものであり、これからの地域づくりに非常に大切なことだと思い

ます。

今回、この議論をお聞きいただいた方々には、いろんな地域で、いろん

な周りの方に、城端線のことなどをお話しいただいて、この問題をみんな

で考えていただけるようになっていただければ、と思います。

これでパネルディスカッションを、いったん終わりにしたいと思います。

講師、パネリストの皆さんに拍手をいただければ、と思います。

ありがとうございました（拍手）


