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平成 30年度 第１回瀬戸市地域公共交通会議 会議録 
 

 

開催日時 
 

平成 30 年６月 26日（火） 午前 10時から正午まで 

 

開催場所 
 

パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

 

出席委員 
 

20名 
 

欠席委員 
 

３名 
 

傍聴者 
 

６名 

 
会議概要 

 
１ 市長あいさつ 

日ごろは市政に対し、格別なご理解とご協力を賜り、大変ありがたく心から厚く御

礼を申し上げます。 

本日は、平成 30 年度第１回瀬戸市地域公共交通会議に大変ご多忙の中お集まりを

いただきました。重ねて御礼を申し上げます。委員の皆様におかれましては、本市の

公共交通に関わる、いわゆる維持、あるいは活性化につきまして様々な場面でご発

言、ご協力を賜っておりますこと、本当に感謝を申し上げます。 

平成 30 年度は、今まで行ってきたワークショップやアンケート、昨年行った社会

実験などの結果を踏まえながら、新しい向こう 10 年間ぐらいの都市交通の、いわゆ

る地域公共交通網形成計画を作り上げてまいりたいと思っております。皆さんからも

また積極的なご参加を賜りたいと思っております。 

とりわけ昨年行いました社会実験、１つはデマンドタクシーによって地域の方々が

もろもろのニーズに対して移動手段をどう提供していくかということがございまし

た。思いのほか利用量が多くはありませんでしたが、「あったら便利だな」という

声、あるいはもっときめの細かいことをやらないと本当の意味でのかゆいところに手

が届く、いわゆる移動手段にはなり得ないということもよく勉強させていただいたと

ころでございます。 

また、住民バスを実施し、菱野団地の八幡台、萩山台、原山台の皆さんに大変ご協

力を賜りまして、「今にもやりたい」とこういうことでございました。３月の定例会

で、まず２台分の予算申請をし、議会にもご理解をいただいたところですが、予定し

ておりますハイエースという車両が、４月早々に発注をいたしましたが、いまだ納車

されない状況です。大変ご迷惑をおかけして、先般お詫びを申し上げたところでござ

います。 

ラッピングであるとか、ダイヤの編成、あるいはドライバーさんのシフト、もろも

ろのことについて、菱野団地が再生に向けての大きなきっかけになった、こんなふう

に思うわけでございまして、感じますのは公共交通の単に時刻表や停まる場所だけで

はなくて、まちづくり全体の中で移動する皆様がどう便利に利用いただけるか、こう

いう視点がなおさら必要だということを改めて感じているところでございます。 

直近では、陶生病院における新しい棟が供用開始になりまして、従来棟を解体し

て、そこにバスロータリー、そして病院を結ぶ交通のハブ化をやろうということで考

えています。陶生病院のロータリーをベースにした、いわゆる交通ネットワーク体制

ということが多分話題の中心になろうかと思います。ただ、忘れてはいけないのは、

郊外で集落的に少ないところに対しても同じように移動のための手段は要求があるわ

けでございまして、そういうのをどういう形で救済をしていくかということも大変重

要な視点だろうと思っております。 

様々なお立場の方が、様々なアイデアを持って、ぜひ瀬戸の理想的な交通ネットワ

ーク網を作り上げてまいりたいと思っておりますので、従来にも増して皆様方のご協

力、ご支援を心からお願いを申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。
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今日はありがとうございました。 
 
 
２ 議長あいさつ 

今テレビではサッカーのワールドカップを中継しておりまして、外国の情報がすぐ

に入ってくるというすごい時代だなと思っています。私は交通が専門なので、サッカ

ーの会場も楽しみですが、外が気になっていまして、どうやって選手が、どうやって

お客さんが動いているのかというのが気になっているところであります。２年後には

東京でオリンピック、パラリンピックが開かれます。ということで東京のほうではま

さに選手輸送、観客輸送のことを真剣に考えておられて、今東京に出張しますとあち

こちで駅が工事中であって、徐々にきれいになってきたなという状況でありますの

で、２年後が楽しみでございます。 

すぐに新しい技術とか新しいシステムを取り入れて、世界の人たちが来たときに恥

ずかしくないようにというのが内閣府の戦略だそうですが、そういうのを横目にしな

がら、地域の課題というのは粛々とやっていかなければなりません。新しい技術がで

きるだろうなとは期待しつつも、実はその新しい技術が実用化されるよりも前に地域

の課題はどんどん進んでいくということでありますので、日々地域の課題の解決とい

うのを前進させなければいけないと思っています。そういう意味では、瀬戸市はわり

と積極的にいろんな課題に対して新しいことを取り組んでいろいろと試みているよう

でありますので、皆さんとも協力していっていただけたらと思います。よろしくお願

いいたします。 
 
 

「活発で良い議論ができる会議のために」について 

 別紙資料に従って国土交通省中部運輸局愛知運輸支局二輪委員から説明 
 
 
３ 議事 

⑴ 平成 29年度事業報告について 

  別紙資料１に従って事務局から説明 
 
 

（質疑応答） 

（副議長） 

先ほど事務局から説明がありましたように、瀬戸北線がずっと減少傾向にあると

いうことは非常に注視しているところなのですが、利用が減少しているという中身

を見ると、６ページにあるように、毎月減少しているのですが、特に 10、11 月と

いう秋とか、２月の冬に大きく減少しています。このあたりについてもし要因がわ

かれば教えていただきたいです。 

それから、瀬戸北線も含むいろんな路線で、収支率自体は増加しています。この

数値自体は良いと思うのですが、その要因は運行経費が下がっていることがあるん

ですよね、その要因についてもお聞かせいただければと思います。 

それからもう１つは、先ほど説明がありましたように上半田川線やこうはん線は

平成 28 年度に路線を変更して、その後わりと順調にうまくいっていまして、路線

を変更したときに１割ぐらい増えていますよね。こういうコミュニティバスで１割

増えるというのはなかなかない中で、改善すると良いことがあるなという良い事例

だと思うのですが、こういう良いやり方をほかの路線に活かしていくために、なぜ

利用が１割ぐらい上がったか、その辺の要因も今わかれば教えていただいきたいで

すし、すぐ答えられなければ、それはしっかり分析をして、今後網形成計画を作っ



3 

ていくわけですから、その再編の材料として活かしていただければと思います。以

上です。 
 
 
（議長） 

どうもありがとうございました。コミュニティバス再編での効果ですね。何かコ

メントがありましたら事務局からお願いします。 
 
 
（事務局） 

ご質問いただいた瀬戸北線における先生のご指摘は 10 月、11 月、２月がほかの

月に比べると大きく減少しているのではないかという点ですが、品野地域の方との

話し合いでは、学生の方の利用が減ってきているのではないかといった話がありま

す。その理由の１つとしては、瀬戸市近郊の私立学校のバスが送迎としてかなり来

ており、名鉄バスに乗られる方が少なくなってきているのではないかという話があ

ったのですが、昨年度、利用者アンケートをやらせていただいたら、学生さんの利

用は、過去の数字と比べるとさほど変わってはいなくて、通勤、通院の方が過去の

データから見ると低い結果となり、サラリーマンの方とか高齢者の方、こういった

方たちの利用が減ってきているのではないかということがアンケートでわかったと

ころでございます。 

大変申し訳ないのですが、10 月、11 月、２月がなぜ減ってきているのかという

ところまではまだ分析できていないのですが、詳細が調べられるように努めていき

ます。 

収支の関係でございますが、名鉄バスさんの運行経費が下がった理由の１つとし

て、名鉄バスの運転手さんが若い方が入ってきたという話は聞いております。年齢

が高い方になりますと給料が高いものになりますので、そういったところも１つの

要因ではないかと思っています。 

コミュニティバスの上半田川線とか岩屋堂線、こういったところの利用者数を今

後ほかの地域にどう説明していくかですが、上半田川線の利用者が増えたのは北山

団地とか、人が住んでいるところに路線を変更したことが大きな要因だと思いま

す。こうはん線が伸びている理由は、陶生病院に乗り入れたことが大きな要因だと

思っております。 

今後、ほかの地域にどう説明をしていくのかですが、既に設置されています地域

の運行協議会では説明をさせてもらっているのですが、今年度、本地線がこれまで

運行協議会が設立できていなかったのですが、地域の方からバスを話し合う機会を

設けたいという話をいただいておりますので、今年度からは話し合いができていく

かなと思っております。 
 
 
（議長） 

特にコミュニティバスは皆さんの要望とかそういうものをうまく拾っていくとう

まくいった事例があるなということもありますので、その辺もまたほかの地域にも

活かせるかなと思います。ほかに何か皆さんからございますでしょうか。 
 
 
 
 
（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

基幹バス、コミュニティバスの運賃は１人いくらですか。 
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（事務局） 

まず、瀬戸北線の運賃をご紹介させてもらいます。しなのバスセンターが品野の

拠点であり、品野支所とかがある場所になりますが、尾張瀬戸駅から乗っていただ

きますと、しなのバスセンターまで片道運賃 250 円です。品野の最終のバス停が上

品野になるのですが、350 円でございます。また、近いところは 170 円からの運賃

でございまして、170 円から 350 円が瀬戸北線の運賃でございます。みずの坂線、

水野循環線の運賃は 170 円から 210 円でございます。赤津線の運賃は 170 円から

250円でございます。コミュニティバスの運賃は一律 100円でございます。 
 
 
（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

基幹バスのこの運賃というのは、名鉄バスさん、ほかの路線に比べて平均的な金

額という解釈でよろしいですか。 
 
 
（名鉄バス株式会社） 

同じです。 
 
 
（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

基本的には市の負担金を減らしていくのが目的だろうと思うので、若干値上げし

ても良いのではないかなという発想から、料金について確認させてもらいました。

ありがとうございます。 
 
 
（議長） 

いろいろ経緯がありまして、かつては JR 東海バスさんが経営されていた。そこ

が経営できないということで一旦やめたところを市のほうでどこか継続してくれな

いかということで探して、それから名鉄バスさんにお願いしています。 

ただし、名鉄バスさんは単純に自力では経営ができない。なので市からの補助金

を前提に運営したいということで、名鉄バスさんの路線であって、名鉄バスさんの

運賃であるところを補助していく、そういう流れです。その辺のまた仕組みをどう

やって見直していくかというのは１つこれから大きな課題かなと思っています。 

名鉄バスさんのほかの路線に乗れるようなサービスも同時にできるということ

で、得々パスとか、様々な名鉄バスさんのサービスも、ほかの路線と同じように利

用可能ということです。 
 
 
（愛知県振興部交通対策課） 

瀬戸市さんの中で広域基幹バスとして位置づけられておりますのが多分藤が丘駅

から瀬戸駅前をつなぐ名鉄バスさんの本地ヶ原線、これがいわゆる複数の市町村に

またがる地域間幹線系統として愛知県バス対策協議会でも位置づけさせていただい

ておりますが、瀬戸市さんとして、こちらの乗客、乗員の利用率であるとか利用人

数というのは把握されているのでしょうか。 

市内基幹バスとかコミュニティバスはかなり細かく分析をされているのですが、

地域間幹線系統としても瀬戸市さんとして重要な路線の１つだと位置づけられるべ

きなのかなと思って、それのどこまで把握されていますかという質問です。 
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（事務局） 

今日、⑶協議事項ウのところで地域間幹線系統確保維持計画で、後ほど資料５で

本地ヶ原線をご説明させていただくのですが、瀬戸市として名鉄バスさんから把握

させていただいている数字は、資料５の６、輸送サービスの利用促進計画のところ

でございますが、後ほどきちんとご説明させていただきますが、平成 30 年度、年

間で 11 万 5500 人の利用を見込んでおり、平成 31 年度は 11 万 7000 人を目指しま

す。このような数字を名鉄バスさんと協議しております。 
 
 
（議長） 

よろしいでしょうか。また後でこれは議論させていただきます。ほかはいかがで

しょうか。 

よろしければ次の話題にさせていただきたいと思います。 
 
 

 ⑵ 公共交通ネットワーク再構築の方向性について 

  別紙資料２に従って事務局から説明 
 
 
（質疑応答） 

（議長） 

これまでの様々な検討を踏まえて、検討のままで終わるのではなくて、いかに実

現していくかというステップに入ってきたものと、様々な施設の関係で新たに考え

なければいけないことが出始めている。これも早めに検討して、施設ができると同

時に活用できるようにというようなことだと思います。 

何か皆さんから、これも忘れてはいけないよとか、そういうものがありましたら

お話しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
 
（市民委員：江尻氏） 

私の住んでいる品野地域ですと陶生病院に乗り入れというのは大変嬉しいことだ

と思っています。ただ、陶生病院の周りが今でもかなり渋滞する地域なのでどのよ

うにされるのか、道路をどんなふうに路線を取られるのか、そういったことをまた

ご配慮いただければと思います。よろしくお願いします。 
 
 
（事務局） 

昨年度、陶生病院と市役所と名鉄バスさんで３者協議をさせていただいておりま

した。その中でもちろん交通渋滞の話も出ているのですが、陶生病院と図書館の間

の陣屋線が陶生病院の東側まで延びたため、渋滞は少し緩和していると報告を受け

ておりますが、まだ渋滞している時間帯はございますので、長期的になりますが見

直しが必要だと思います。引き続き、協議を続けてまいります。 
 
 
（議長） 

そういうのを忘れずに、検討もお願いいたします。 
 
 
（国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局） 
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ネットワークの再構築の方向性についてということで、今後の検討案にいろいろ

反映していただきまして、頑張って少しでも利用者を増やしていただきたいとは思

うのですが、一番最後の菱野団地住民バスのところで、「自家用有償旅客運送への

移行」というのがあって、現在ボランティア輸送という形で行っているものを将来

的に永続的な運行を目指して、自家用有償運送化されるということで、積極的な取

り組みかなとは思っているのですが、ご存じのとおり人を運んで何らかの対価を得

るという行為は基本的には運送事業者でなければできないということが法律で決ま

っております。ただ、当然運送事業者が行うに当たっては採算性の問題とか、あと

はいろいろな要因の問題がありまして、地域によってどうしても運送事業者による

運送ができないという地域が発生しているのも事実です。 

今回、この菱野団地がその地域になるのではないかなという部分ではあるのです

が、そういう場合は当協議会でもって合意が図られれば、いわゆる自家用車、運送

事業者ではない方においても運賃を取って運送できる制度というのが自家用有償運

送という制度になるのですが、当然運送事業者の方々は我々の非常に厳しい規制を

遵守していただいて、安全・安心の運行に対して非常に厳しく取り組んでいただい

ておりますし、我々もその取り組み内容を日々検証させていただいているところな

のですが、自家用有償運送に関しましては、基本的に安全・安心の基準がかなりハ

ードルが低くなっております。とはいえ、人を運ぶことには変わりないですので、

当初制度設計の段階で、そういう安全・安心をいかに担保していくかということを

しっかりと設計していただく必要があるのかなと思います。 

あと、できれば瀬戸市タクシー会社さん、バス会社さん、かなりいろいろな運送

事業者もいらっしゃいますので、そういう方々の知見なども活用して、そういう制

度などを構築していただいて、可能であればこの協議会などもそういう安全運行の

運行状況について適切に関与できるような、そういう仕組みなども作っていただく

必要があるのかなと思います。 

もう１つ、永続的な運用という中で、現在ほかの市町で自家用有償運送を行って

いるところの１つの問題としまして、代を重ねるごとに運送に携わっている方が自

家用有償においても不足してきています。携わっていただける人がいなくなってき

ているという事実も発生しております。自家用有償においても人材不足という状況

になりつつありますので、そちらに関しても日々の運行の中で、担い手の育成など

も取り組んでいけるような、そういうシステムを立ち上げ当初から作っておいてい

ただいて運用していただくということが長く運用していただけることになるのでは

ないかと思いますので、なかなかいろいろと注文をつけさせていただいたのです

が、初めにしっかり良い制度設計をするというところが重要になると思いますの

で、平成 32年に向けてよろしくお願いします。 
 
 
（議長） 

ありがとうございました。事務局からお答えをお願いします。 
 
 
 
 
（事務局） 

貴重なアドバイスをありがとうございます。社会実験のときにも、名鉄バスさ

ん、あとは既存のタクシー会社の方にも地域の方の運行協議会の話し合いの場に来

てもらって、既存交通の方とも話し合いをしながら作らせていただきましたので、

引き続き既存交通の方と連携して進めていきたいと思っております。 
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また、安全・安心に関しましては、ボランティア輸送、無償運行でやっておりま

すが、自家用有償旅客運送のときに必要となる国から指定されている講習を運転手

さんに受けてもらったり、また社会実験のときは実際のプロのドライバーの方に講

習をしてもらいました。そういう事も引き続き行い、運転手さんの担い手も作れる

ように進めていきたいと思います。以上でございます。 
 
 
（議長） 

恐らくそれは自家用有償旅客運送という、あるシステムがあるのですが、それに

無理やり当てはめるということではなくて、それを参考にしてまた新しいことを考

えていきたいんだというようなことで書かれたと思いますので、市役所の関与はど

うあるべきか、また地域公共交通会議の関与はどうあるべきか、そんなところも気

にしながら社会実験をやってきましたので、多分そういう新しい方向性を考えなが

らやっていくのかなと思いますが、単に今あるシステムに当てはめるわけではない

ということですよね。 

ほかはいかがですか。 
 
 
（市民委員：三浦氏） 

陶生病院にバスロータリーができて、様々なコミュニティバスとか基幹バスも乗

れるようになるということはとても良いと思うのですが、１つ気がかりなのは、新

瀬戸飛ばしという感覚を私は持っています。愛知医大に行くバスも瀬戸駅から出る

んです。新瀬戸へ寄らない。私は新瀬戸付近に住んでいますので、病院ばかりでは

なくて、愛環に乗ったり名鉄電車に乗ったりできる新瀬戸がおろそかにされてしま

う、飛ばされてしまう感じがありますが、その辺はどうでしょうか。 
 
 
（議長） 

これは要するに、交通の拠点をどこに置くかという話ですね。尾張瀬戸なのか、

新瀬戸周辺なのかというのは前から市役所としてはいろいろと悩んでいるところで

ございますから、ちょっと辺りを答えていただければと思います。 
 
 
（事務局） 

今ご意見をいただいたのは広域基幹バスの名鉄バス、本地ヶ原線のルートになる

と思うのですが、１つ目のとおり、運行経路の見直しをあげております。名鉄バス

さんとも先ほど言った愛知医大へ行く新瀬戸の話もさせていただいているのです

が、昨年度、愛知医大と尾張瀬戸駅間をネットワークしたばかりであり、名鉄バス

さんとしてもこれからの利用者数を見ていきたいという部分もございます。短期的

には非常に難しい部分もあるかとは思うのですが、新瀬戸、陶生病院と愛知医大の

ネットワークについての検討はしっかりしていきたいと思っております。 
 
 
 

（議長） 

おそらく、実は私も前からこのことは気になっていまして、今日の資料１の３ペ

ージ、公共交通軸形成計画という、この計画を作ったときから関与しているのです

が、もしできたらどこが中心かということで、尾張瀬戸なのか、新瀬戸なのか、そ

ういう議論があって、まだ両方だねというのが現状なのですが、まさに新瀬戸は 2
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つの系統の結節点でありますし、駅前広場をどうやって整備しようかという話もあ

ります。尾張瀬戸は昔からの起点終点になっていますバスターミナルを作りました

し、そこも１つの拠点である。それだったらまちの拠点としてどう整備していくか

というのと、そこへ集まる、また出ていく交通をどこから出すかという話で、両方

いろんな議論があると思いますので、こういうのをまた整理していくのが公共交通

ネットワークの再構築だと思いますので、良い指摘だったと思います。どうもあり

がとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

よろしければ、次の話題に行きたいと思います。 
 
 

 (3) ア 平成 29年度地域公共交通会議決算について 

  別紙資料３に従って事務局から説明 
 
 
（質疑応答） 

（議長） 

どうもありがとうございました。ただいま事務局から決算書の説明と、監事様か

ら監査報告をいただきました。これにつきまして皆さんからご質問とかコメントが

ありましたら、お受けいたしますがいかがでしょうか。 
 
 
（愛知県振興部交通対策課） 

事務費の振込手数料というのは、何に使われた振り込み手数料なのですか。 
 
 
（事務局） 

先ほどの備考欄で、市内基幹バスとか、新たなコミュニティ交通社会実験、また

は啓発グッズなど、交通事業者や民間の方と契約を結んでやらせてもらったとき

に、その請求金額を支払うために必要となる銀行の振り込み手数料でございます。 
 
 
（議長） 

ほかはいかがでしょうか。 

なければこれは、採決というふうにされておりますので、採決に移りたいと思い

ます。 

平成 29 年度地域公共交通会議決算につきまして、原案どおり賛成の方は挙手を

求めます。手を挙げていただければ賛成となります。 
 
 
採決 ＜全会一致で承認＞ 
 
 
（議長） 

ありがとうございます。全員賛成ということでございますので、平成 29 年度地

域公共交通会議決算につきましては原案どおり可とすることに決しました。 
 
 

 (3) イ 生活交通確保維持改善計画について 

  別紙資料４に従って事務局から説明 
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（質疑応答） 

（議長） 

ありがとうございました。先ほどの決算でもございましたように国のほうから補

助金をいただいております。また継続してやっていきたいということで、新たな申

請を出すということです。これについて何か皆さんからご質問ございましたらお願

いします。 
 
 
（市民委員：三浦氏） 

１ページ目にあります赤津線の利用者数ですが、小中一貫校の通学数というのは

どこで見積もっていらっしゃるのですか。 
 
 
（議長） 

先ほど検討事項で小中一貫校の対応をしていくという話もございました。それで

気づいて、その数字が入ってくるのかどうかということですね。 
 
 
（事務局） 

平成 32 年度の目標で、名鉄バスの赤津線を先ほど議事⑵で書かせていただいた

のですが、まだ市の教育部と赤津含めて、この小中一貫校の地域の方はまだ協議を

続けられており、必ずしも路線バスを使って子どもたちが移動をするというところ

まで最終結論が出たわけではございません。今その方向性で話し合いをされている

ところでございますので、きちんとした話し合いの結果が出た場合には、この目標

数値のところには子どもたちの数値も入ってくると思っております。 
 
 
（議長） 

よろしいでしょうか。赤津線という今走っているバスに直接乗っかってくるの

か、また別の方法でやるかもしれないというのもあったりして、それは検討してい

る。もし、これに乗ってきたらここに正しいお客さんとして加えてくるだろうなと

いうことでありますので、またそれは検討してください。ありがとうございまし

た。ほかはいかがでしょうか。 
 
 
（国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局） 

目標のところなのですが、先ほど少し説明にもありましたが、沿線住民の人口は

減っているということでよろしいですか。 
 
 
 
（事務局） 

さようでございます。 
 
 
（国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局） 

これは書きぶりの話なのですが、本来であれば目標は、それなりの利用促進事業

などを展開しているということで、年々何らかの格好でいくらか増えていくという

のが本来の運用の姿かなと思いますが、ただ、ここの場合は年々沿線人口が減って

いるという社会環境がある中で現状維持というか、平成 29 年度に対し、１％増と

いう数字を維持するということを目指しているものかと思いますので、もしできま
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したら、「沿線人口が減っている中で、１％増を維持していく」というような格好

で目標を書いていただけるとより良いのかなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
 
 
（議長） 

そのように加筆をしていただけるとより内容が正確に伝わるということで、お願

いします。ほかはいかがでしょうか。 

よろしければ、これも採決させていただきたいと思います。若干文言の修正を加

えるということで、それはさっき私のほうでも確認させていただきましたが、それ

を前提として、生活交通確保維持改善計画の書類を提出することに対しまして原案

どおり可とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 
 
 
採決 ＜全会一致で承認＞ 
 
 
（議長） 

ありがとうございます。この件につきましては原案どおり可としまして、最終確

認は私も含めまして判断させていただきまして、提出させていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 
 
 

 (3) ウ 地域間幹線系統確保維持計画について 

  別紙資料５に従って事務局から説明 
 
 
（質疑応答） 

（議長） 

ありがとうございました。この件は少し前までは瀬戸市地域公共交通会議では案

件として上がってこなかったものであります。というのはなぜかと言ったら、瀬戸

市として補助金を出しているわけではないので、どちらかというと国と県の動向を

そっと見ていた、そういう状況にあるわけであります。実際瀬戸市民も関係する案

件でございますから、地域のほうでどのようにこれを活用して、この路線は少し経

営が苦しいというのは確かなので、どのようにこれを資料４で説明のあった市内基

幹バスと同じように利用促進していくかという、それについて計画を作っていきま

しょう、特に国、県と名鉄バスと沿線市町と協働してやっていきましょうというこ

とでこういった案件を挙げているところでございます。ですので、この路線全体に

ついてのご質問でも結構ですし、特に瀬戸市としての取り組みのあたりが中心だっ

たと思いますが、それについてご議論いただければと思います。 
 
 
（愛知県振興部交通対策課） 

愛知県の取り組みとしましては、５月下旬にこちらの資料の締め切りをさせてい

ただきまして、これはもともと名鉄バスさん、運行事業者さんが作られた資料なの

ですが、それをもとに先週６月 18 日に愛知県バス対策協議会においてこの計画を

策定しました。この策定したものを今月末までに国に出すことで地域間幹線系統と

して位置づけられまして、国の補助金でありますとか、県が補助していく、そうい

う流れになっているところでございます。したがいまして、こちらの紹介という意

味ではとても良いことだと思うのですが、既に県としても策定をしている状況なも
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のですから、ここで協議をするのではなくて報告事項としてご説明していただいた

ほうがより皆さんに対してアピールできるのかなと、そんな状況でございます。い

かがでしょうか。 
 
 
（事務局） 

ありがとうございます。今後どのようなやり方が良いか相談させてもらいたいと

思います。 
 
 
（愛知県振興部交通対策課） 

市町村さんはよく地域間幹線系統を外されて、市町村はフィーダー系統だけ国に

直接提出をすれば良いから、地域間幹線系統のことは考えませんと言われる市町村

さんが意外に多いんです。そんな中で瀬戸市さんが、いやいや地域間幹線系統がこ

うやってあって、ここの愛知医科大学病院を起点として、今名古屋市とか、尾張旭

市とか、それが長久手市もそうですし、２市の南北にも動きながら東西にも動いて

いると。愛知医科大学病院はあの辺りの拠点になりつつあるところなので、すごく

重要だという説明はしていただいていることはとても良いことだと思いますので、

ある程度踏み込んだ形で、報告事項として市としてアピールしていただいてもよろ

しいかなと、そういうふうに思った次第でございます。 
 
 
（議長） 

協議事項として手をあげて採決するということなのか、報告というのは、今事務

局から聞いて皆さんが納得すれば終わりということですが、どっちにしようかなと

いうところです。県さんのほうは別に協議ではなくて、報告でやったらというご提

案をいただきましたが、運輸局さんはどうですか。 
 
 
（国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局） 

県さんがおっしゃられるとおり、例えば極論を言うと、ここで協議が否決されて

しまった場合に扱いはどうなるのかという話で、基本的には幹線の補助に関わる、

先ほど県さんからのご説明にもありましたように、本来的には県の協議会でもって

協議がなされて、その決定をもとに国のほうへ申請が出されるというものですの

で、既にこれは協議が整っている話ではあるわけなんです。極論を言うと、ここで

否決されたところで県の協議に基づいて申請が出てきますので、そうするとここの

協議は何なんだという話になると思いますので、この件に関しては私も報告にして

いただいたほうがよろしいのかなと思います。 
 
 
（議長） 

ありがとうございます。それを受けて、事務局側で判断してください。 
 
 
（事務局） 

今ご指摘いただいたとおりとさせていただきますので、ウの地域間幹線系統確保

維持計画については報告案件で取り扱わせていただきます。よろしくお願いしま

す。 
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（議長） 

報告事項ということにしますので、皆さんからご意見は聞きますので、何かご意

見がございましたら。特にこの使い方とか、先ほど瀬戸市としてもいろんな利用促

進をしていくということが書いてありますので、そういうので行くと我々としても

いろんな意見を出していくことになりますので、そういうことで何かご意見とかご

要望、ご質問がございましたら受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
 
（国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局） 

国も地域間幹線系統というのは、ここにもあるとおり、複数の市町にまたがって

運行されている地域の中心的な路線という位置づけがありまして、さらに複数の路

線の沿線上、複数の幹線とか、またはコミュニティバス、いわゆるフィーダーと呼

んでいるやつですね。枝線に接続しておりまして、広い地域の交通に影響が及ぶも

のということで、国も積極的に支援、補助などをさせていただいているところであ

ります。 

瀬戸市さんにおかれましても、愛知医科大学などにも行きたいという話もあった

りしまして、大きな病院とか、またはほかの市町の中心地などにも行っていただけ

る路線ですので、非常に重要性が高い路線ではないかなと思うんです。 

ただ一方で、国も非常に財政的に厳しい部分もございまして、ご存じのとおり借

金、国債も非常に額が多くなっておりまして、財政当局からも非常に厳しいことを

言われているのも現状であるんです。先ほど事務局の説明にもあった１日 15 人を

下回ってしまいますと、そもそも補助が受けられないという部分もあるのですが、

一番最後のほうにあります定量的な効果目標ということで、今回収支率の１％の向

上ということを挙げておいていただいております。要は国のほうも財政的に非常に

厳しい中で、厳しい言い方をすると、ただ補助金に頼って路線を維持していくので

はなくて、少しでも皆さんに利用していただいて、補助金の負担を少なくしてもや

っていけるというような状態に将来的には持っていってくださいね、努力をしてく

ださいねというものになります。 

先ほども言ったように地域の路線としても重要ですので、瀬戸市さんが支援され

ている地域幹線とかフィーダーとかだけではなくて、こういう地域間幹線などにも

積極的に利用促進などを行っていただいて、ここには取り組み事業なども書いてあ

りますが、これによらないことでも積極的に行っていただいて、より幹線として利

用しやすい、しがいのある幹線として使っていただけるようにしていただくように

皆さんも含めて、国もそうですが、努力していただくようにお願いします。 
 
 
（議長） 

ありがとうございました。大事な路線だということでやりたいと思います。 

何か皆さんからありますか。 

よろしければ、報告事項として意見交換させていただきました。 
 
 

 (3) エ コミュニティバス停留所の移設について 

  別紙資料６に従って事務局から説明 
 
 
（質疑応答） 

（議長） 
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ありがとうございます。もう既に移設していて、要は工事が始まるので緊急的に

移設したというような状況でありますが、事後的に承認していただきたいというこ

とでございます。恐らくこれは真ん中の外来棟、古いものを壊していくともう少し

本格的なバスロータリーになってくると思いますが、今のこのバス停移設について

は、臨時的な状況だということです。何かご質問はございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。一応これは事後承諾で、今後しばらくはこの状態でずっと

やっていくということで採決をしたいと思いますが、この件につきまして賛成の方

は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 
 
 
採決 ＜全会一致で承認＞ 
 
 
（議長） 

では、皆さん全員賛成ということでありますので、原案どおり可とさせていただ

きます。 

 

 

４ その他 

 ⑴ 「エコモビ推進表彰候補団体募集」について 

  別紙資料に従って愛知県振興部交通対策課児玉委員（代理）から説明 

 

 

５ 閉会 

 （事務局） 

 磯部議長、ありがとうございました。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、長時間にわたり活発なご議論をいただ

き、誠にありがとうございました。以上をもちまして、平成 30 年度第１回瀬戸市地域

公共交通会議を終了いたします。 

 なお、第２回の会議についてですが、12 月頃の開催を予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 


