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ヨコスカ市電計画 

●概要 

このまちに、市電を走らせたらいいんじゃないか？ 

 

人口 40 万人のまちなら、市電ぐらい走っていてもおかしくない。 

地方都市でも海外でも、路面電車などが市民や観光客の足として、風景として、愛されている。 

 

市民や観光客が「歩いて楽しいまち」になるんじゃないか？ 

高齢化が進み、車を持たない世帯も増える中、「買い物難民」にならずに地元の商店街に気軽に行けるまち。 

見どころいっぱいの三浦半島に、車に乗らずに電車で来て遊んで、一杯ひっかけて帰るなんてのも楽しいまち。 

 

そして、走る電車も、最近流行の LRT（新型低床路面電車）がいいんじゃないか？ 

富山市で導入され、宇都宮市でも間もなく導入。横浜市や岡山市・名古屋市・神戸市等でも検討が進んでいる。 

ヨーロッパでは、LRT の電車自体が観光資源になっているみたい。 

 

「今さら、行政が鉄道事業を手がけるなんて、時代に合わない」と言う人もいるかもしれない。 

でも、世界を見渡せば、日本は公共交通のガラパゴス。公共交通を行政が支えるのは、当たり前になっている。 

 

人口流出日本一になってしまった横須賀市だからこそ、大きな一手を打ち出さなければいけないんじゃないか？ 

 

―計画の全体概要図― 

既存の駅は黄色い●で、 

新設する駅は白い○で 

表記している。 



 

3 / 8 

●背景と目的 

 

 人口減少にあえぐ横須賀にとって、本質的な対策は公共交通なのではないか？ 

 本計画は、そんな認識のもとで策定した。 

 

 人口減少とモータリゼーションの進展により、電車や路線バスなど地域公共交通の乗客数が減る。電車の本数

減やバス路線の廃止を招く。暮らしが不便になる。地価も下がる。郊外化もさらに進む。自動車への依存が高ま

る。渋滞が慢性化する。住民も逃げる。それがさらなる乗客数の減少につながる……。地方では、こうした負のス

パイラルに陥っている地域がある。そして横須賀市も、この負の連鎖の一歩手前にあるのではないか？ 

 

 人口流出に苦しむ横須賀市は、何年も前から定住対策を市の最大の課題として様々な取り組みを進めてきた。

しかし、対策は実を結んでおらず、2013 年に人口流出全国ワースト 1 となり、2014 年には大規模マンション竣

工の影響でワースト 17 まで持ち直したものの、2015 年には再びワースト 2 に転落した。市外からの転入者に補

助金を与える制度等を形を変えながら実施してきたが、効果をあげていない。また、「住むまち」としての印象が

薄いため、広告宣伝によりイメージの刷り込みを図っているが、実が伴っていないため響いていない。 

 結局、ニンジンをぶら下げられても、イメージ刷り込みされても、住みたくない場所には住まないのだ。そもそも、

交通利便性など住む場所としての基本的条件を向上する必要があるのではないか？ 

 

 もう一方で横須賀市は、駅前市街地に都市機能を集中させるコンパクトシティ化を方針として明確にしている。

高齢化も進展する中、自動車を利用できない高齢者の足も確保しなければならない。財源が限られる中、都市

インフラも集約させなければいけない。つまり、コンパクトなまちづくりは必然の方向性だが、その実現のためにも条

件整備、つまり公共交通の充実が必須だ。 

 

 横須賀の公共交通には、2 つの大動脈がある。京急線と JR 横須賀線だ。 

 このうち京急線は鉄道インフラをかなり有効利用しており、京急本線・京急久里浜線ともに増便や延伸の可能

性は低い。一方の JR 横須賀線は近年、鉄道インフラの有効利用度が低下しており、本数減に加え湘南新宿ラ

インが逗子駅始発となってしまった。また、かつて運行していた久里浜～久里浜港間や、かつて計画されていた

衣笠～御幸浜間など、延伸の可能性も残されている。 

 

 こうした中、JR 横須賀線の軌道(線路)を借用し、「逆・上下分離方式」で市電を走らせることはできないか？ 

さらに、横須賀線を延伸する形で、そこに LRT（新型低床路面電車）を導入し、暮らしと観光の足として活躍させ

られないか？ あるいは、横須賀市営で運営するのではなく、JR 東日本に資金援助や業務委託することで、増

便や延伸を成し遂げられないか？ 

 

 以上のような背景と狙いから、「ヨコスカ市電計画」を策定した。現在は、計画というよりも構想レベルにとどまる

が、なんとか肉付けをして横須賀市の長期的な発展を目指したいと考えている。 

 

 

●計画の詳細 

 実現可能性と必要度が高い順に、以下 4 つの工期に分けて記述している。 

 いずれも、経営主体や運営方式、車両の種類などは予め限定せず、今後の検討に委ねる。 
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◯第一工期：既存の路線を最大限に活用 
鎌倉駅～久里浜駅間で駅を増やして増便・もしくは新規車両の運行。新たに整備する駅は 4 駅。 

 ・(仮)三浦学苑前駅(旧相模金谷仮降車場用地を流用) 

 ・(仮)工業高校前駅(公郷町の上町浄化センター用地を活用) 

 ・(仮)湘南学院前駅(佐原の JR 敷地を活用) 

 ・(仮)内川駅(内川のケーヨーD2 向かいの JR 敷地を活用。明光高校前駅という名称も可能か) 

 

＜技術的な課題と解決法＞ 

 本来であれば、JR 東海道線との乗り継ぎも考えれば、大船駅～久里浜駅間のピストン運行としたいところだ。し

かし、大船駅の横須賀線ホーム 7 番・8 番のうち折り返せるのは 8 番ホームのみであり、電車本数も多いことか

ら困難である。また、横浜駅の西北にある JR 貨物横浜羽沢駅であればホームに余裕があるだろうが、あまりに

距離があり過ぎてピストン運行にムリが出る。この点、鎌倉駅にはホームの外側に上下線とも分岐した側線がある

ため、鎌倉駅で折り返す新規分の車両が、既存の車両と行き交うことができる。側線の外側に簡易な駅を整備

するのも比較的容易だと考えられる。 

 なお、横須賀駅～久里浜駅間は単線であるため、同じく単線の京急久里浜線のように駅では線路を分岐して

電車が行き交うようにすればダイヤが組みやすくなる。そのため、可能な限り新設駅は二面一線型とする。 

 更に、ダイヤを組みやすくするため、JR が土地を所有している(仮)湘南学院前駅～久里浜駅間の複線化も併

せて検討する。ただし、単線のままでも、現在 1 時間に 3 本のところ 4 本までならムリなく運行できるようだ。 

 

＜狙いと生み出せる付加価値＞ 

 第一のポイントは、全国屈指の日帰り観光地・鎌倉の観光客を、少しでも横須賀に誘導すること。昼の鎌倉＆

夜の横須賀というカップリングで宿泊消費を取り込む。第二のポイントは、4 つの高校の目と鼻の先で止まるため、

現在は電車通学ではない学生も電車に誘導することができ、定期乗客数の増加と収益性の安定が期待できる。 
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◯第二工期：久里浜ルネッサンス 
久里浜駅～(仮)久里浜港駅間で、路面電車として延伸。新たに整備する駅は 3 駅。 

 ・(仮)花の国駅(久里浜行政センターや市営住宅用地を転用) 

 ・(仮)ペリー公園駅(カインズホームの駐車場の一部を「お客さんを連れてくるから」と説得し賃借) 

 ・(仮)久里浜港駅(港湾部所管の土地を転用) 

 

＜技術的な課題と解決法＞ 

 最大の難関は、八幡公園前信号周辺で、既存の JR の引き込み線から道路に乗り入れる部分である。ここは、

曲がるために最低限必要な角度を確保するために、現在計画中の久里浜駅前再開発に併せて実施する必要

があるだろう。特に京急線の高架の下をくぐる場所は、掘り下げも必要になるだろう。 

 なお、道路は全区間で 2 車線あるため、基本的には複線で、上下線ともに道路共用で整備することができるだ

ろう。あるいは、単線での電車専用線とするほうが理にかなうかもしれない。 

 

＜狙いと生み出せる付加価値＞ 

 駅名でもうかがい知れるように、この路線は観光振興を主眼とした路線である。もちろん、沿岸部の集合住宅な

どに居住する多くの住民にとっても、交通利便性が格段に向上することは言うまでもない。 

 「くりはま花の国」と「ペリー公園」は現在、市外の観光客にとって 2 大がっかりスポットとなってしまっているが、

アクセスを確保すると同時に 2 施設とも大幅なテコ入れをする。 

 また、久里浜港には温浴施設の立地が決定している。さらに、重い道具を引いた釣り客は電車でそのまま釣り

船乗り場に行ける。重いバッグをかついだゴルフ客も東京湾フェリーに電車でそのままアクセスできる。駅の設置

によって、久里浜港の未利用地に買い手がつく可能性も高まる。 
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◯第三工期：観光立市・戦略路線 
横須賀駅～(仮)観音崎公園駅間で、路面電車として延伸。新たに整備する駅は 9 駅。 

 ・(仮)旧軍港駅(かつて汐入駅が軍港駅だったことにちなんだ。ヴェルニー公園内のバス駐車場を流用) 

 ・(仮)三笠公園駅(ポートマーケット前の駐車場を転用) 

 ・(仮)うみかぜ公園駅(公園用地を転用) 

 ・(仮)海辺つり公園駅(下町浄化センター用地を転用) 

 ・(仮)馬掘海岸駅(馬堀海岸公園用地を転用) 

 ・(仮)走水海岸駅(走水水源地管理センター用地を転用) 

 ・(仮)旗山崎駅(広場を転用。この角度では曲がれないため、駅でスイッチバックする) 

 ・(仮)美術館前駅(美術館前広場を転用) 

 ・(仮)観音崎公園駅(県営の第二駐車場を賃借) 

 

＜技術的な課題と解決法＞ 

 横須賀駅は、過去の経緯から幸いにして階段のないフラットな構造となっている。そのため、海側の一番線から、

かつてのように引込線を延伸し、本町山中道路の高架の下をくぐってヴェルニー公園に抜けられる。 

 公園駐車場内の(仮)旧軍港駅を経て、以後は国道 16 号に合流し、道路を共用。その後、(仮)馬掘海岸駅ま

での全ての区間で道路は 2 車線であるため、延伸は比較的容易であろう。 

 問題は(仮)馬掘海岸駅～(仮)観音崎公園駅間だ。1 車線道路で、大きな勾配と急なカーブを考えればトンネ

ルのほうが現実的か。当面は 2 車線が終わる 1 万 m プロムナードの終点まで結ぶのが現実的な目標となる。 

 

＜狙いと生み出せる付加価値＞ 

 表題に掲げたように、観光振興が主眼の路線となる。全て、観光スポットを結んでおり、多くの区間で東京湾を

望むことができる。ヴェルニー公園、軍港めぐり乗り場、三笠公園、猿島航路乗り場、ポートマーケット、うみかぜ

公園、海辺つり公園、馬堀海岸公園プール、走水海水浴場、旗山崎史跡、横須賀美術館、観音崎公園と、東

京湾側の観光スポットを網羅し、観光の導線整備をする。 

 さらに、埋め立てを重ねてきた東京湾臨海部には新しい商業施設と集合住宅が多いが、基本的に郊外型の店

舗とライフスタイルである。ここに公共交通を導入することで、駅前型への転換を促すとともに集合住宅の高齢化

に対応していく。将来的には、横須賀中央駅からうみかぜ公園に至るエリアに相当の商業集積が図れるはずだ。 
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◯第四工期：お待たせしました、西海岸。 
衣笠駅～(仮)御幸浜駅間で、路面電車として延伸。新たに整備する駅は 5 駅。 

 (仮)衣笠山駅(わんぱく相撲会場となっている上下水道局所管の土地を活用) 

 (仮)YRP 駅(通研入口付近だが、適地は要買収か) 

 (仮)武山駅(武山コミュニティセンター前の川を暗渠化するか用地買収が必要か) 

 (仮)林駅(現在の林交差点を、そのまま駅として流用できるだろう) 

 (仮)御幸浜駅(陸上自衛隊の土地の提供を受ける必要あり) 

 

＜技術的な課題と解決法＞ 

 この区間の道路は、かつて戦中に鉄道を敷設するために整備されたものを戦後に転用したという経緯がある。

そのため、勾配もカーブも問題なく、すでに障害物にはトンネルを抜いてある。 

 しかし、とりわけ(仮)衣笠山駅～(仮)武山駅間で、道路の幅員が狭く、用地買収に多大な困難が予想される。

一方、(仮)武山駅～(仮)御幸浜駅間は、大部分の区間で道路の幅員に余裕があるため、単線での電車専用線

なら容易に敷設できるだろう。 

 なお、衣笠駅からは衣笠十字路南の京急バスターミナルを経由して県道 26 号に抜けることになろう。代替地

を用意して買収・賃借するか、共用させて頂くか、折衝が必要となる。 

 

＜狙いと生み出せる付加価値＞ 

 かつて鉄道敷設の計画があった

経緯もあり、慢性的な道路の渋滞

に悩んでいる西地区の住民にとっ

て、鉄道は悲願と言っていいだろう。 

 自動車を使えない住民にとって

は、バスで横須賀中央駅、衣笠駅、

逗子駅、三崎口駅に出るしかなか

ったところ、定時性の高い電車の

みで主要な場所へアクセスできる

ようになる。 

 また、自衛隊員にとってもメリット

は大きいと予想されるため、国の

基地関連補助金の活用も期待で

きる。 

 衣笠駅周辺地域も、商業の核と

して再生のきっかけとなるほか、

(仮)林駅周辺にも一定の商業集

積が期待できる。 
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●今後の課題 

 

＜車両について＞ 

 京急ではなく JR 軌道への乗り入れを想定するので、海外では標準的ではない狭軌道となる。そのため車両は、

既存の JR 車両、国産 LRT 車両、国内の狭軌道市電の中古車両が主な対象となるだろう。 

 既存の JR 車両の場合、高床式なので新設駅の構造が大掛かりになる。また、車両が高く長いため、道路を走

った時の威圧感も大きい。カーブの R を大きくとる必要もあるだろう。しかし、JR と車両を共用できるため、運行を

JR 東日本に委託した場合の費用は、おそらく最も小さくなるだろう。 

 一方、低床式の LRT の場合、道路面の高さからそのまま乗車できるため、新設駅整備がごく軽微で済む。その

反面、既存の JR 駅ホームへの乗り入れはできず、別なホームを用意する必要がある。この点、鎌倉駅、横須賀

駅、久里浜駅は問題ないだろう。しかし、それ以外の既存駅では困難を伴うだろう。 

 国内市電の中古車両は多くがやや低床式で、新設駅は JR 車両に比べると整備費用は安くなる。しかし、見た

目の目新しさもなく、JR 車両と LRT のどちらのメリットもなく、中途半端となる。また、将来の継続性にも欠ける。 

 

＜バスとの役割分担について＞ 

 横須賀の鉄道輸送の不足を、京急バスの運行する路線バスが補って頂いている。ここに鉄道を導入すれば、

競合してしまうと考える向きもあるだろう。 

 しかし、鉄道とバスは役割が違う。鉄道は幹であり、バスは枝である。基幹的な輸送を鉄道に担わせた後は、路

線バスに補助金を投じて、もっときめ細かい路線を新設駅まで運行してもらうようにし、補完関係を築くべきだ。 

 

＜車両基地について＞ 

 車両基地は、必ず考えておかなければならない要素だ。 

 順当に考えれば久里浜駅を利用させてもらうのが理想的だ。しかし、JR 東日本側と折り合いがつかなければ、

くりはまみんなの公園の一部を転用するか、久里浜港周辺に整備することになるだろう。 

 

＜費用について＞ 

 様々な公民連携のスキームを検討し、あらゆる手を尽くさなければならないだろう。 

・横浜市の風力発電「ハマ債風車」のように「市民債」を発行し、配当は無料キップなどで市民と一緒に夢を見る 

・コンセッション方式や PFI などにより民間資本を活用 

・金融機関からのプロジェクト・ファイナンスによる投融資 

・起債するとともに国や県の各種補助金を最大限に活用 

・市民やふるさと納税からの指定寄付の受付        ……などなど 

以上 
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