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平成 29年度 第３回瀬戸市地域公共交通会議 会議録 

開催日時 平成 30年３月 16日（金） 午後３時から午後５時まで 

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 19名 欠席委員 ４名 傍聴者 ５名 

会議概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 議長挨拶 

  皆様こんにちは。３月も半ばになりましていよいよ年度末というところでありまして、お忙

しい所お集まりいただきありがとうございます。今回の議題にも挙がっていますが、ＪＲさん

のグループがダイヤ改正を行っています。これは毎年３月に行っていますが、ここでは色々な

ことが起きます。時刻が変わるだけでなく、今まで走っていた電車、列車が無くなる。今年は

九州の方で運行していたものが無くなるということで大きな話題になっていますけど、交通の

利便性を高めるということで行うダイヤ改正の度に、既存の路線等が消えていくのはさみしい

です。いえ、さみしいどころか大変なことであります。 

 では地域の交通ではどうか、という話でありますが、つまり見直しというのは常にやってい

かなければなりませんが、今後どういう風に見直していったら良いのか。財政的な話、経営的

な話の面でも見直しをしていかなければなりませんが、やはり大事なのは地域の足をどういう

風に確保していけば良いのか、という話になります。本日もそういう議題がありますので、皆

さんでこういったダイヤ改正、見直しと言うときに悲しい顔にならないような公共交通にして

いければ良いなと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 議事 

 ⑴ 下半田川線地域「デマンド型タクシー」社会実験の実施結果について 

   別紙資料１に従って事務局から説明 

 

（質疑応答） 

（愛知運輸支局） 

 この資料１と資料１－１については、データ分析やアンケートもしっかりしていただい

ており、非常に感謝するところでございます。あとはこれをどういう風に見ていくのかと

いうことでありますが、利用者数がコミュニティバスの４割ということで、これが多いの

か少ないのかを考えるとやはり今まで利用していた方の４割というのは若干少ないのか

なと思うところではあります。しかし収支率の方でみるとデマンドの方が良いという結果

であります。利用者が増えていくと契約体系によって若干収支率が落ちる契約もあります

が、そこも今後どちらで運行するか検討する際に考える要素であると思っています。 

 アンケートからは、非常に色々な所でデマンド交通をやる時に、乗り合わせすることに

気が引けるということを聞くところでありますが、その点、瀬戸の中では乗り心地も良く

乗合率も高いという感想を持っておりまして、デマンドについてはある程度良いデータが

取れていると感じています。ただ予約が面倒だという結果も出ていますので、今後そこを

どう考えるかということも大事だと思います。 

 色々とお話ししてしまいましたが、要はこのデマンドタクシーとコミバスをどのような

形で分析して、市の財政等の兼ね合いもあると思いますがいつ結論を出していくかという

ことであります。網計画の策定を行っていくとも聞いておりますので、その辺りも含めて

お話しいただければなと思います。 
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（事務局） 

 資料４の平成 30 年度スケジュールのところでもまたご説明させていただきますが、来

年度この公共交通会議の場で地域公共交通網形成計画について協議していただき、策定し

ていくことを計画しています。今回の社会実験、このデマンド型タクシーの社会実験の分

析結果、そしてまたもう一つの菱野団地での住民バスも含めて、地域全体の公共交通ネッ

トワーク全体の見直しを来年度皆様とお話しを進めさせていただきたいと思っておりま

して、その部分でデマンドとコミュニティバスの比較をしていきたいと考えております。 

 

（副議長） 

 デマンド型タクシーにして、利用者数自体は減少したということでありますが、そもそ

も登録世帯数に地域差があります。今ざっと計算すると世帯数に対して登録世帯数が５％

位になります。実際デマンド型タクシーの周知度はどの程度だったのでしょうか。例えば、

皆様が理解したうえで、マックスの登録がこの程度だったのか。それがまず一番大切だと

思います。このように運行形態を変えたりすると地域の方たちがわからずに、社会実験が

完了してしまうということもありうるわけでありまして、その辺りの周知がどの程度だっ

たのか教えてください。 

 

（事務局） 

 今回この社会実験をやるにあたって、地域の方で３回ほど下半田川線運行協議会を開催

させていただきました。その時は自治会の役員の方だけではなくて、住民の方、利用者の

方も運行協議会に参加していただくといった仕組みで開催させていただいております。 

 また、担当の職員が期間中に地域でやられる手芸教室等に出向きまして、直接説明し登

録をしてもらったというような結果もありますが、出向いた職員の感想としては、私は自

家用車を運転していますので、今回のデマンド型タクシーの登録はまだいらないです、と

言われたことが多かったといった状況ではありました。 

 デマンド型タクシーの登録人数に関して、ＰＲについてはまだまだ事務局として工夫が

必要だと思っています。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。社会実験というのは何が成功で何が失敗だということは色々

と疑問があると思いますが、これでデータを集めた、要するに経験をしたということにな

ります。これは財産でありますので、この財産を活かして次にいっていただきたい。それ

ができると社会実験としては成功になりますので、次の案件に期待したいところでありま

す。社会実験についてはこのような解釈をしてもらえれば良いのかなと思います。 

 

 続きまして、議事の（２）「菱野団地「住民バス」社会実験の実施結果」について事務

局からの説明を求めます。 

 

 

⑵  菱野団地「住民バス」社会実験の実施結果について 

   別紙資料２に従って事務局から説明 

 

（質疑応答） 

（副議長） 

 運転手について低速電動バスは２名で普通の乗用車は１名とありますが、２名はどうい

うことで決められたのですか。 
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（瀬戸市自治連合会） 

 電動バスにはバッテリーがありまして、午前と午後でバッテリーを交換しないと一日運

行ができません。そしてそのバッテリーの重量が 30 ㎏もありますので、二人いないと交

換できないものになります。また、乗り降りについても二人体制でないとなかなか難しい

部分がありましたので、二人体制とさせていただいております。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。状況が良くわかりました。これも社会実験でございますので、

今後どういう風にしていくかというところがありますけれども、色々な経験を積まれてい

ると思いますので、また次の発展に活かしてもらいたいと思います。 

 

 続きまして、議事の（３）「菱野団地「住民バス」運行事業」について、事務局からの

説明を求めます。 

 

 

⑶  協議事項 

  菱野団地「住民バス」運行事業について 

   別紙資料３に従って事務局から説明 

 

（議長） 

 ありがとうございました。申し遅れましたけど、この議題３は協議事項でございます。

皆様の賛同を得て議決を持って進めていくものでありまして、後ほど審議を行いますの

で、わからないこと気になることがあればどんどん聞いていただきたいと思います。 

 

（質疑応答） 

（瀬戸警察署） 

 瀬戸警察署の田中と言います。運転手さんに事故を起こした場合その場で１１０番、警

察への申告は必ずするようしっかり指導をしてください。例えばこの連絡体制で協議会会

長や運行管理者、その他へ連絡をしていて警察への届出が遅れたということになりますと

場合によっては事故不申告ということで処罰の対象となることもありますので、法令をし

っかり守るように運転手さんには指導するようにしてください。 

 それと疑問点でございますが、事故が発生した場合、当然車が使えなくなったりする訳

でありますが、お客さんへの連絡について、例えばバス停でバスを時間通り待っているお

客さんに対してどのような形で連絡をしていくか教えていただきたいです。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。今二つのことがお話しされました。一つは事故に対する適切な

処置のお話しでありまして、もう一つは事故もあるでしょうけど、その他色々なトラブル

が起きた時にどのように皆様へ周知するのか、特にバス停でバスを待っているお客様に対

してどのように周知を行うのかについて、事務局から何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

 まず一つ目にいただきました警察への連絡について、地元でしっかり打合せを行い徹底

したいと思います。 

 二つ目の事故が起こった時等のお問い合わせにつきましては、今回運行協議会で事務員

を有償ボランティアで募集します。こちらに緊急連絡先の電話番号を持っていただきまし

て、住民の方からの問い合わせについては、その事務局員で対応ができると考えておりま
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す。 

 

（瀬戸警察署） 

 バス停に待たれているお客様で、例えば 20 分ぐらいバスが遅れていて不思議だなと思

ったら、事務局に電話してくださいという形にするということでよろしいですか。 

 

（事務局） 

 そのとおりでございます。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

（愛知運輸支局） 

 資料３は、先ほどの資料２の実績等を踏まえまして、この住民バスはやはり地域の中で

必要なものだと認知されているということで、平成 30 年の 6 月、7 月には本格運行を行

うということであります。 

 前々から私どもが言っている持続可能性というところが 14 で記載されており、やはり

この点もしっかり検討していってもらいたいという中で、15 スケジュールのところで菱

野団地再生計画、つまりまちづくりの計画があり、またその他に網形成計画の策定が予定

されております。これは公共交通を促進するものでありますが、まちづくりと公共交通は

国土交通省では両輪と言っていまして、これがまた小さいところで両輪が働くことを非常

に期待しているところであります。自家用有償運送はＮＰＯ等の法人しかできないという

ことで、ここもまちづくりと併せて活性化をするような法人になっていくのかどうか、こ

れはＮＰＯを立ち上げて運送だけではなく、ぜひともこのまちづくり等とも併せて持続可

能な体系を作っていってもらいたいと考えておりまして、そこを目標にぜひともお願いし

たいと思っています。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。その他何かありませんでしょうか。 

 

（副議長） 

 資料２－２（P.4）住民バスを改善するために優先度が高いのはどれですかというとこ

ろで、一番優先度が高かった項目が名鉄バスとの乗り継ぎを良くすることでありました

が、資料３における時刻表やルートの案、これは良く考えられて作られたものだと思いま

すが、先ほどのアンケート結果をしっかり踏まえ、バスとの連絡はスムーズにいくように

なっているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回半年間社会実験を実施させていただいた時も、名鉄バスとの乗り継ぎについては考

慮して実施したところであります。 

 一方で利用者の傾向としては、団地内の移動がかなり多かったという結果が出ていま

す。そういった点を踏まえ、再開に向けては団地内の移動がスムーズにいくことを視点に

入れて時刻表を作っております。もちろん名鉄バスとの乗り継ぎというところも踏まえて

時刻表を作っています。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 
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（市民委員：三浦氏） 

 先ほどの電気自動車のバッテリーのお話がありまして、そのせいで本格運行の際は電気

自動車をやめられるということでしょうか。 

 

（議長） 

 使う車両がなぜハイエースかということですね。事務局いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 社会実験の時は e-com8（電気自動車）を群馬県桐生市からお借りして運行させていた

だきました。地元では評価が非常に高い部分もありました。それは見た目で住民バスだと

いうことがわかりやすいこと、子どもたちから手を振ってもらえること、こういったとこ

ろで非常に良い点も多々ありましたが、一方で夏は暑く冬は寒いという部分がありまし

た。また先ほどお話があったバッテリーの交換。これにより運転手さんが二人必要という

こともありました。そういったところを総合的に考えますと、もう一台で社会実験を行い

ましたハイエースタイプ、こちらの方がこの団地には適しているだろうということが話し

合われて、今回こういった案としてお示しさせていただいたところございます。 

 

（議長） 

 ありがとうござました。目立つ車両ということで、また車両のデザインについてもお話

があると思いますので、色々と工夫していただければと思います。 

 その他いかがでしょうか。 

  

 一つ確認したいのが、なぜこの会議で議決が必要かという点をご説明いただきたいと思

います。要は、今回は無償で乗るものなので、深く言うと道路運送法の第４条ではないと

いうことになります。ですが地域公共交通会議が関与していますので、運行主体である菱

野団地運行協議会とこの協議会との関係について少しご説明があると良いと思います。 

 

（事務局） 

 今回社会実験と同様、お客様から直接運賃を貰わない、無償運行になりますが、無償運

行になりますと、愛知運輸支局さんへの手続きが不要となります。ですが、こういった地

域のバスを走らせるといったものに関しましては、瀬戸市ではこの地域公共交通会議で承

認をいただくことで、運行を再開できるという仕組みで考えております。だから今回は無

償運行で協議をしていただくのですが、先ほど申し上げました持続可能な運行への課題整

理ができた際にはまた公共交通会議にお諮りがしたいと考えております。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。あとは今回の資料を見ますと市が所有する車両を貸与というこ

とで、市との関与がありますし、もう一つはこの地域公共交通会議の役割として色々な交

通事業者さんとの協議の場でもありまして、このシステムがその他バスやタクシーなどの

仕事の邪魔にならないと、むしろ協力体制ができるんじゃないかとか、そのようなことが

確認できるとか、そのような意味でこの場で諮ることには色々な意味があると思います。 

 その他岡田委員からありますでしょうか。 

 

（愛知運輸支局） 

 ほとんど議長が言われた中のことでありますが、もう一つはネットワークを形成してい

くという意味合いでも、今回の住民バスは既存のバスへ乗り継ぐことを想定していますの

で、この点についても協議という形をとっていくべきなのかなと思っているところであり
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ます。他の地域でこういう形で運行を行う際に、道路運送法に抵触するような話もでてき

ていまして、こういう形で協議をしていただければ、法令に遵守しているかの確認もでき、

法に則った形でやっていただけると思います。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。それでスケジュールといたしましては、ここでこの案を認め

て、またいつ再開するのかといった話や、また細かい話もあるのですが、ある程度まとま

ったらまたこの場で議論するのか、もしくは整ったらもうこの会議の承認なしでそのまま

運行再開へ進めていくのか事務局はどのようにお考えでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回この資料３に関しましては、協議事項として承認をいただいて６月から７月頃に運

行を再開していきたいと思っています。もちろん、公共交通会議は瀬戸市の方は６月、12

月、３月と年３回、皆様のおかげで定期的に開催させていただいています。ですので、本

日協議事項として協議していただきたいのですが、これ以降に開催する会議でも随時、ご

報告をさせていただきたいと考えております。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。こういったスケジュールで進めていくということであり

ますが、何か委員の皆様からありますでしょうか。 

 

 それでは、採決という形にさせていただきたいと思いますけれども、この件につきまし

て、原案通り賛成という方は挙手をお願いします。 

 

 採決 ＜全会一致で承認＞ 

 

 ありがとうございました。全員挙手をいただきましたので、原案の通り承認いたしまし

た。 

 続きまして、議事の（４）「平成 30年度瀬戸市地域公共交通会議スケジュール」につい

て事務局からの説明を求めます。 

 

 

⑷  平成３０年度瀬戸市地域公共交通会議スケジュールについて 

   別紙資料４に従って事務局から説明 

 

（質疑応答） 

（議長） 

 色々な地域で活動をされていますので、それらの活動をこの会議でも支援していきます

し、交通事業者や警察といった関係者の方々についても色々と関与していただきたいと思

っています。 

 何かご質問等ありますでしょうか。 

 

（質問等、特になし。） 

 

 よろしいでしょうか。 

 話し合いを各地域別に行うことも大事でしょうけど、少しまとまったグループ、広い地

域での合同の会議というのも必要になってくると思いますので、それは適宜地域の方で判
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断していただき、情報交換をしていただくのが良いと思います。 

 それとこの地域公共交通会議の方では大きな案件がありますということでして、瀬戸市

は総合計画もまとまり、それに基づいて各種計画を作りつつあります。公共交通網形成計

画も総合計画に連動して策定していくというような位置付けでございますので、皆様また

ご協力をお願いしたいと思います。 

 

 続きまして、議事の（５）「平成 30年度瀬戸市地域公共交通会議予算（案）」について、

事務局からの説明を求めます。なお、本議題は協議事項となります。のちほど挙手による

採決を取りますので、慎重なご審議をお願いします。 

 

 

⑸ 協議事項 

   平成３０年度瀬戸市地域公共交通会議予算（案）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。事業においては結構大きい金額のものもありましたが、一つ

補足いたしますと、いわゆるコミュニティバスの予算はどこに行ったのかという話であり

ます。結論から言いますと、それは市の方の財源で直接支払等を行っているというところ

でございます。 

 ではなぜ基幹バスはこちらの財源でやっているのかご説明しますと、瀬戸北線や水野循

環線というのは、かつてはＪＲ東海バスが運行していました。ＪＲ東海バスがこの路線を

辞めたいと言った時に大きな話になりまして、それを一旦市の方で国とも調整して、残し

た方が良いのか残さない方が良いのか色々と検討いたしまして、結局この地域公共交通会

議が責任をもって次の事業者を選び、現在名鉄バスにお願いしているという流れがありま

す。ですからＪＲ東海バスの路線をいきなり名鉄バスが単純に引き継いだという訳ではな

くて、ワンクッション市の方で調整して名鉄バスにお願いしている、そういう関係なので、

市が赤字の部分について補てんしているという状況でございます。あとは個別の事業で予

算があがっている状況でありますが、公共交通会議の予算については非常に分かりにくい

部分があると思いますけど、何かわからないことがあればご質問ください。 

 毎年ではありますが、これは市の予算ですから市議会の方で承認をいただくわけであり

ますけれども、過不足が出ましたらまた補正を、必要ということであれば行っていくわけ

であります。 

 

（副議長） 

 この公共交通会議の予算としてはこの資料で良いと思いますが、やはり公共交通全体の

ことを考える場でもあるので、参考で良いのでコミバスでいくらかかっているかの報告は

あった方が良いと思います。市全体として公共交通にいくら支払っているか、そういう認

識自体が大事だと思います。今の時代、高齢者の足の確保を含めて色々なモビリティの確

保が求められていますが、それにはそれなりの負担がかかっているということをやはり皆

様が認識する必要があると思います。 

 

（事務局） 

 いつも６月の公共交通会議の時期に、市内基幹バスまたコミュニティバスの収支率等に

ついてご報告させていただいておりますが、現在６月だけしか報告していない部分があり

ます。公共交通会議は６月、12 月、３月に開催していますので、12 月と３月についても
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そういったところがわかるように、きちんと資料を整えたいと思います。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

（市民委員：三浦氏） 

 菱野団地の社会実験が終わったということで予算が増えましたよね。例えば今度西陵の

方で企画が出てきたような場合には、予算を増やしてもらえるものなのでしょうか。市の

予算としては、一度減るとなかなか難しいと聞きます。 

 

（議長） 

 これは他の地域の話になった時に、予算を含めて取組みがどのようになされていくのか

ということですね、事務局いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

 まず西陵地域では毎月一回、公共交通について考える勉強会を地域力の方たちがやって

いただいておりますので、公共交通についてはかなり勉強していただいている地域になり

ます。それで先ほど言われました西陵や他の地域ではどういうことになるのかということ

ですが、先ほど言いましたが来年度公共交通ネットワークについて考える大切な年になり

ます。その時は地域の皆様と、またその自分の地域の公共交通について考えていただきま

すので、その部分でしっかり議論をしていくことを考えています。もちろん財源について

は上限がありますので、効率的また効果的に各地区のネットワークを作っていかなければ

ならないと考えています。 

 

（議長） 

 よろしいですか。 

 

（市民委員：三浦氏） 

 よくわからなかった。難しい。 

 

（議長） 

 たぶん今回コミュニティバスとまたそのお金の話が出ていないので、その辺りが心配だ

という話であります。単純な話で、例えば西陵地域のコミュニティバスの予算がちょっと

減ってしまうのか、そういったところを気にされているのだと思います。 

 

（事務局） 

 現在西陵地域には、コミュニティバス、基幹バスどちらも走っておりますので、それを

見直すとなると今ある財源の中でより効率的、効果的という観点でも見直しをすることが

必要になると思います。 

 今回社会実験を二つ行いまして、菱野団地は芽が開いた訳ですけれども、これが他の地

域でもやれる可能性があるわけでございまして、今回社会実験として、他への影響も考慮

して、予算を確保させていただいたわけであります。そしてこのやり方が、他の地域でも

有効であるということでしたら、既存の事業と併せて見直しをしたいと考えております。 

 ただ無尽蔵にお金があるということではありませんので、個々の事業の有効性や効率

性、持続可能性といったものを考慮して、予算の確保をしていきたいというように考えて

おります。 
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（市民委員：三浦氏） 

 ありがとうございました。 

 

（議長） 

 その他いかがでしょうか。 

 

 それでは、採決という形にさせていただきたいと思いますけれども、この件につきまし

て、原案通り賛成という方は挙手をお願いします。 

 

 採決 ＜全会一致で承認＞ 

 

 ありがとうございました。全員挙手をいただきましたので、原案の通り承認いたしまし

た。 

 続きまして、議事の（６）「愛環ダイヤ改正に伴う市内基幹バス水野循環線及びみずの

坂線のダイヤ変更」について事務局からの説明を求めます。 

 

 

 ⑹ 協議事項 

   愛環ダイヤ改正に伴う市内基幹バス水野循環線及びみずの坂線のダイヤ変更について 

   別紙資料６に従って事務局から説明 

 

（議長） 

 ありがとうございます。質問等いかがでしょうか。 

 

（質疑応答） 

（副議長） 

 今回の件についてはこれで良いですが、こういったものは変更手続きを早く行うために

も、書面決議の方が良いのではないでしょうか。 

 

（議長） 

 これはＪＲさんの全国一斉のダイヤ改正に伴って、それを受けて地域のバス会社さんが

一所懸命ダイヤを見直しているというのが現状ですが、名鉄バスさんとしてはいつ頃ＪＲ

さんのダイヤ改正の情報を手に入れて、それを社内で検討し、そしていつ頃ダイヤ改正に

漕ぎ着けるのか教えていただけると嬉しいです。 

 

（名鉄バス） 

 名鉄バス臼井でございます。まず時刻表の方を入手できるのが１月末から２月にかけて

の頃だと思います。ただその時はまだ最終確定ではない、という段階でございますので、

参考にしながら案の時刻表に対して現行のバスダイヤをある程度こうしていかなければ

ならないという見直しをその頃から検証を始めるといったところでございます。それか

ら、瀬戸市様等にご相談をさせてもらいながら、電車との接続はこれで良いのかというよ

うなところを確認させていただき、なおかつその後、沿線地域の方々にも瀬戸市様の方か

らご説明いただいて、その案に同意いただき、改正というような流れになっております。 

 ＪＲさんは毎年３月半ばぐらいの改正ではありますけれども、本当はこのＪＲさんの改

正に合わせて我々も改正ができれば良いのですが、いかんせん名古屋営業所といいます

か、別件のダイヤ改正等が４月 1日の改正ということで、半月ぐらいの期間で２度改正す

るというのが作業量的になかなか厳しいというのが正直なところでありまして、この半月
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間についてはご容赦をいただき４月１日の段階で改正とさせていただいている、というよ

うなところでございます。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。なかなか厳しいところではあるようですけれども、まだ４月１

日というのは早い方でございまして、私が知っているところですと、やっと６月で直った

というところもあると聞いております。４月になってもバスは古いダイヤで、しかし鉄道

は新しいダイヤになっており、ちぐはぐで運行しているところもあると聞いています。本

当に時間がなく厳しい状況で、それが全国的に実はありますので何か上手い手がないかな

といつも思っているところです。 

 あと石川先生の話で、これは協議事項でございまして、今回はたまたま協議が出来てい

るから良いのですが、これが何かの都合で集まることが出来ないといったような時には書

面決議か持回りか何らかの方法で、ダイヤ改正が早くいくような工夫はぜひともお願いし

ますね、ということであります。 

 その他いかがでしょうか。 

 

 電車の方は明日３月 17日で、バスの方は４月 1日に改正するということですね。 

 実は今の説明を聞いていて確認ですが、中水野駅をずっと見ていた訳ですが、例えば

10：17を 10：18にするとなると、となりの本郷町も連動して変わってくるということで

よろしいですか。 

 

（事務局） 

 はい、そのとおりです。 

 

（議長） 

 資料上では、キーポイントである中水野駅しか時刻改正の表記がなされていませんが、

他のバス停の時刻もキーポイントに連動して変わっていくということでありますので、全

体的に改正が行われるということでございます。バス停の時刻表も全て作り変えていくと

思いますので、かなり大変な作業だと思います。 

 

（副議長） 

 先ほど私が発言した趣旨はそういうことでありまして、こういう迅速性が必要なものに

ついてはこういった協議会の開催を待たずしても書面協議で皆様が納得されれば、実施で

きるようにしていきたいということです。 

 それとやはりこういう風に変わるということを広報することも大事だと思います。４月

１日改正することについては広報していますか。 

 

（事務局） 

 名鉄バスさんと協議させていただく中で、路線や時刻が大きく変更する場合については

新聞に折り込みチラシを入れるなど、そういうことをやっていただいております。今回に

つきましては、微修正と言いますか大きな変更ではありませんので、公共施設や駅にチラ

シを設置することを考えております。 

 

（名鉄バス） 

 バス停の方にも当然お知らせを掲示させてもらいますし、弊社の方でホームページでも

不特定多数の方に見ていただけるように告知をさせていただく予定でございます。 
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（議長） 

 ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。 

 

 それでは、協議事項でありますので、採決という形にさせていただきたいと思いますが、

この件につきまして原案通り賛成という方は挙手をお願いします。 

 

 採決 ＜全会一致で承認＞ 

 

 ありがとうございました。全員挙手をいただきましたので、原案の通り承認いたしまし

た。 

 続きまして、議事の（７）「上半田川線「名古屋学院大学クリニック」バス停留所名の

変更」について事務局からの説明を求めます。 

 

 

 ⑺ 協議事項 

   上半田川線「名古屋学院大学クリニック」バス停留所名の変更について 

   別紙資料７に従って事務局から説明 

 

（議長） 

 ありがとうございます。名称の変更ということで、クリニックという言葉を取りますが、

バス停自体は残すということでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（質問等特になし） 

 

 よろしいでしょうか。 

 こちらも協議事項でございまして、議決が必要です。この件につきまして、原案通り賛

成という方は挙手をお願いします。  

 

 採決 ＜全会一致で承認＞ 

 

 ありがとうございます。皆様の賛成をいただきましたので、原案の通り承認いたしまし

た。 

 それでは続きまして、その他事項の（１）、資料としては８になります「都市交通マス

タープラン（案）の概要」について事務局からの説明を求めます。 

 

 

４ その他 

 ⑴ 都市交通マスタープラン（案）の概要について 

   別紙資料８に従って事務局より説明 

 

（議長） 

 ありがとうございました。報告事項でございますが、現在こちらの計画を策定していま

して、来週からこの計画の案について皆様からご意見をいただく、そういう時期になって

きます。宣伝も兼ねてご報告が出たというところですが、資料８を見て気になったところ

等ありましたらご質問を受けますがいかがでしょうか。 

 こちらの計画は、市または市を跨ぐ交通全般のことについて整理しようというものです

から、当然その中に地域公共交通も入ってきますが、他にも道路交通や鉄道等も入ってき
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ます。こういうものを書いておくと将来の予算、お金の使い方、その辺りも色々と考えな

がらやっていきますので、市だけの予算だけではなく、国からの予算も少し増える可能性

がありますので、色々なところにアピールしたいなというところもあります。 

 

（副議長） 

 この都市交通マスタープランが網計画の上位計画になりますよね。ですからこれをベー

スにして来年度この公共交通会議で網計画について議論していかなければならないわけ

でありますので、概要版だけではなく、資料を各委員さんにお渡しした方が良いと思いま

す。 

 

（事務局） 

 後日にはなりますが、都市交通マスタープラン（案）を皆様に配布させていただきます。 

 

（議長） 

 分厚い冊子なので全部見るのは大変ですが、最初の方は皆さん御存じの、瀬戸市の状況

です。瀬戸市が過去から現在まででどうなっているのかといったところが書かれていまし

て、そして何が課題でその課題を解決するためにはどんな方向性があるかそういうまとめ

になっております。ですからまさにその方向性の部分を見ていただいて、ご意見をいただ

ければ良いのかなと思っています。 

 他いかがでしょうか。 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、その他事項の（２）、資料としましては９になります「平成 29

年度公共交通に関する要望」について、事務局からの説明を求めます。 

 

 

 ⑵ 平成 29年度公共交通に関する要望について 

   別紙資料９に従って事務局より説明 

 

（議長） 

 ありがとうございました。このような意見が出ているということでありましたが、何か

意見等ありますでしょうか。 

 

（質問等、特になし） 

 

 こうやって要望について随時受け付けているということでありまして、聞いて終りでは

なく、関係主体に投げかけてしっかり検討もしているというところです。 

 

 本日の議事は以上となりますが、その他、委員の皆さまからご意見等はありますでしょ

うか。 

 

（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

 議題が戻りますが、資料２－２（P.1）【１】問１について、国籍をアンケートの中で聞

かれていますが、国籍まで調べた意図はなんでしょうか。 

 

（事務局） 

 説明の中で少し触れさせていただきましたが、菱野団地再生計画策定検討委員会を立ち
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上げさせてもらい、その中でまちづくりとしてアンケートを実施させていただきました。

そしてその一部で住民バスの質問を入れさせていただいたところですが、菱野団地の特徴

として、約１割の方が外国人の方でいらっしゃいます。委員の中から、外国人の方がまち

づくりに対してどのような要望があるのか、こういったところを把握していきたいといっ

たようなお話がありましたので、交通というよりも、再生計画・まちづくりのところで参

考にしたいデータとして把握したところであります。 

 

（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

 私も立場上菱野団地の小中学校によくお邪魔します。たまたま社会福祉法人みつばがや

っている知的障害者の施設の責任者も任されておりまして、パートさんや職員さんで辞め

ていかれる方も多く、そうなると施設が全然動かなくなってしまいます。ですから外国の

方にもターゲットを絞っていかなければいけないと考えているところでありまして、外国

の方がどれぐらい菱野団地にお住まいなのか、関係のない質問で申し訳ないですが、教え

ていだけると嬉しいです。 

 

（事務局） 

 今、菱野団地には 13,000人ぐらいの方がお住まいですが、その内、外国人の方は 1,000

人ぐらいでございます。 

 

（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

 ありがとうございました。 

 

（議長） 

 おそらくこういう質問を作るときには、色々な方が絡んでいることがありますので、多

文化共生という言葉がありますが、多くの文化と共に生きるということで、菱野団地はそ

の多文化共生という枠の中で、どんな人がいるのかなというところが単純に知りたかった

というところだと思います。そういうことで別に国籍を基にあれは良い、これはいけない

ということではないと思いますが、なぜそんなことを聞くのかと勘ぐる人はいますので、

こういうところは慎重にうまく説明しないといけない。ただちょっと無回答が多かったの

は、そういうところがあったのかなと気になるところではあります。 

 その他いかがでしょうか。 

 

（副議長） 

 参考資料をお配りいただいていて、「コミュニティバスポケット時刻表（案）」について

なんですが、どういう風に進められるのか簡単で良いので説明していただきたい。 

 

（事務局） 

 今ポケット時刻表のデータについて、皆様にお示ししたのは、平成 28 年６月からやり

始めましたコミュニティ交通市民ワークショップ。高校生、大学生、主婦の方、また高齢

者の方、20名程度に集まっていただいて、平成 28年度の日曜日に３回ワークショップを

開催させていただきました。 

 それは公共交通に関して話し合ってもらうワークショップの場でありまして、その中で

最も多くの意見が出てきたのが、ＰＲ・情報発信をもっと上手にやったらどうか、といっ

たご意見でございました。 

 そのワークショップの中で、意見として、愛知環状鉄道さんがお作りされているポケッ

ト時刻表、これが私たちは一番使いやすいというようなお話がございました。今回データ

を作らせていただいたのは、愛知環状鉄道さんと同じような形のポケット時刻表で、見開
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き１面に路線図、一枚めくっていただいた次の１面に時刻表が来るというような形で作っ

ております。 

 こちらポケット時刻表ですが、まだ印刷したというわけではなくてデータを作ったに過

ぎません。これから公共交通会議の委員の皆様等にご意見をいただきながら、より良いも

のになったら良いなということで、資料として挙げさせていただいたところでございま

す。 

 

（副議長） 

 これはいつから配布される予定ですか。 

 

（事務局） 

 印刷・配布は来年度４月以降を予定しています。 

 

（副議長） 

 ならもし意見があるとしたら早くいただきたいということですね。ただ全ての意見を聞

いていたら内容がまとまらなくなってしまうと思うので、そこは事務局で判断していだけ

ると思いますが、なるべくなら意見をいただいて改善していければ良いなと思います。 

 

（議長） 

 その他いかがでしょうか。 

  

 無いようでございますので、進行を事務局へお返しします。 

 

 

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

わたりご議論いただきまして誠にありがとうございます。以上をもちまして、平成 29 年度第

３回瀬戸市地域公共交通会議を終了いたします。 

 なお、今回の会議をもちまして平成 29 年度に開催を予定しておりました会議は全て終了と

なります。１年間ありがとうございました。 

 来年度も地域公共交通網形成計画の策定という大きな事業がございまして、引き続きお知恵

を拝借できればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 皆様、お帰りの際はくれぐれも交通事故にお気を付けてお帰りください。本日はどうもあり

がとうございました。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


