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          （協議会名称）瀬戸市地域公共交通会議           
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

 瀬戸市生活交通確保維持改善計画 
 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

  瀬戸市においては、今後の高齢化や中心市街地のにぎわいの向上などの課題等を

踏まえた安全、安心、快適に利用できる公共交通ネットワークの形成に向けた取

り組みが重要である。２つの鉄道軸と一体となった基幹バスにより公共交通軸を

形成し、また、地域特性を踏まえたコミュニティバスを運行することで、各交通

機関との連携等による利用しやすい公共交通ネットワークを形成し、公共交通の

確保維持を図っている。 

  瀬戸北線及び赤津線は、瀬戸市地域公共交通総合連携計画において、鉄道と一体

となって瀬戸市内の公共交通軸としての機能を担う路線として、鉄道へアクセスす

る市内基幹バスに位置づけられている。また、将来都市構造を誘導するとともに公

共交通軸として需要に応じた一定のサービス水準を確保すべき路線としている。 

  瀬戸北線及び赤津線の確保維持は、市東部の交通不便地区における生活交通

の確保並びに瀬戸市内における公共交通ネットワークの構築に必要不可欠なもの

である。 
 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

  

 ※容易に把握できる定量的な指標として『利用者数』を目標値として設定する。 

  利用の減少が続く中、利用減少の下げ止まり及び 1％の利用増（平成 29年度 

  利用者数）への転換を目指すものとする。 

 
 

 瀬戸北線 赤津線 

平成３１年度 

（H30.10～H31.9） 
２６４，１００人 

（29年度 261,490人） 

５９，７００人 

（29年度 59,109人） 

平成３２年度 

（H31.10～H32.9） ２６４，１００人 ５９，７００人 

平成３３年度 

（H32.10～H33.9） ２６４，１００人 ５９，７００人 

資料４ 



 

（２）事業の効果 

 

  瀬戸北線及び赤津線が運行されることにより、古瀬戸、東明、深川地域の交通不

便地区の住民約 5,296人の生活交通が確保される。また、名鉄瀬戸線、愛知環状鉄

道、広域基幹バス、その他の市内基幹バス及びコミュニティバスと接続することに

より公共交通ネットワークの構築が図られ、上品野、下品野、祖母懐の各地域を加

えた地域の通勤通学を含む交通不便を解消することができる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

 ①定期的に地域住民と勉強会を行い、運行内容や利用促進策について検討・実施す

る。（地域住民、交通事業者、瀬戸市） 

 

  （参考）平成 30年度取組事例 

   ○ ぬくも里まつり 

    ・日時：平成 29年 10月 22日（日） 午前 10時から午後３時まで 

    ・場所：品野台地域交流センター「ぬくも里」 

    ・対象：ぬくも里まつりの参加者 100人（まつり全体の参加者 650人） 

    ・内容：バスの乗降方法の説明、運転手の制服を着て記念撮影、 

        資料の配布（瀬戸北線時刻表、瀬戸北線利用状況、 

              ＩＣカードマナカのパンフレット等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○バス広報の発行 

    バスに関する情報提供を行い、利用のＰＲを行った。 

 

月 内容 配布部数 

Ｈ29年 

６月 
第 25号 愛知医科大学病院線（名鉄バ

ス）の紹介 
品野台地区 

1,030部 

10月 
特別号 「ぬくも里まつり」市場体験

と撮影会のＰＲ 
ぬくも里まつり参加者に配布 

約 150部 

11月 
第 26号 「ぬくも里まつり」試乗体験

と撮影化の実施報告 
品野台地区 

1,030部 

Ｈ30年 

３月 
第 27号 瀬戸北線利用者アンケート結

果、名鉄バス割引制度の紹介 
品野台地区 

1,030部 

（品野台地域における実績） 



 

 ②沿線の学校にモビリティマネジメントを行う。（地域住民、交通事業者、瀬戸市） 

 

  （参考）平成 30年度取組事例 

   ○ バスの乗り方教室の実施（下品野小学校） 

    ・日時：平成 29年 10月 27日（金） 午前 8時 55分から 11時 40分まで 

    ・場所：下品野小学校駐車場 

    ・対象：下品野小学校４年生（３クラス 90名） 

    ・内容：バスの乗降方法の説明、ＩＣカードマナカの利用体験、 

        バス停・運賃表の見方、バスの死角体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③地域公共交通網形成計画を策定し、公共交通ネットワークの再構築を図る。 

  （地域住民、交通事業者、瀬戸市） 

 

 将来像の実現に向けて、通勤・通学、買い物・通院等の日常生活における利便

性を高め、持続可能な公共交通ネットワークを再構築するため、まちづくりや観

光振興などと連携した市全体を見渡した地域公共交通網形成計画の策定を行う。 

 具体的に下記について検討を行い、ネットワークの再構築を図る。  

 

・陶生病院ロータリーのハブ化推進 

→ アンケート結果及びバスの利用状況から通院需要が増大していること、

また公共交通ネットワークの強化を図るため、新たに整備される公立陶生

病院のバスロータリーに市内基幹バスやコミュニティバスの乗り入れを検

討する。 

 

・地域特性に応じた生活交通の確保 

→ 生活交通として居住地から拠点周辺の生活利便施設へのアクセスを確保

し、地域特性に応じた運行形態、効率的な運行のあり方を検討する。 

（菱野団地の「住民バス」や下半田川線地域での「デマンド型タクシー」

導入検討など） 
 



 

・バス停間隔の適正化 

→ アンケート結果より、バス停までの歩ける距離は５分程度が９割を占め

ている。（300ｍ～400ｍ）アンケート結果を踏まえ、適正なバス停配置を検

討する。 

 

・評価指標の検討 

→ 事業の進捗及び見直しを的確に行うため、適切で具体的な評価指標の検

討を行う。 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

［瀬戸北線］ 

○路線図 

 ①起点：上品野 ～ 経由地：しなのバスセンター・瀬戸駅前 ～ 終点：新瀬戸駅 

 ②起点：しなのバスセンター ～ 経由地：瀬戸駅前 ～ 終点：新瀬戸駅 

 ③起点：上品野 ～ 経由地：しなのバスセンター ～ 終点：瀬戸駅前 

 ④起点：しなのバスセンター ～ 経由地：古瀬戸 ～ 終点：瀬戸駅前 

 資料「瀬戸北線路線図」参照 

 瀬戸北線の内、地域公共交通確保維持改善事業の補助対象系統は③のみ。 

○予定しているダイヤ 

 始発出発時間 ５時 57分～終発出発時間 23時７分 

資料「瀬戸北線時刻表」参照 

 ○運行期間 

  平成 30年 10月１日～平成 31年９月 30日 

  ※８月 13日から８月 15日及び 12月 29日から１月３日は、休日ダイヤにて運行 

 ○運行事業者の決定方法 

   運行事業者のノウハウを活用し、効率的で利便性が高くより安全な運行を行う

ため、プロポーザル方式により事業者（名鉄バス株式会社）を決定した。〇既存

交通や地域間交通との関係や整合性 

   瀬戸市公共交通総合連携計画において、地域間交通ネットワークである鉄道と

一体となって瀬戸市内の公共交通軸としての機能を担い、コミュニティバスが接

続する市内基幹バス路線として位置づけられ、既存公共交通勢圏外を経由する路

線。 

 ○補助対象事業 

  平成 21年 10月～平成 24年３月 地域公共交通活性化・再生総合事業 

  平成 24年４月～        地域公共交通確保維持改善事業 

 

［赤津線］ 

○路線図 

 ①起点：赤津 ～ 経由地：古瀬戸 ～ 終点：瀬戸駅前 

 ②起点：赤津 ～ 経由地：一里塚 ～ 終点：瀬戸駅前 

 資料「赤津線路線図」参照 

○予定しているダイヤ 

 始発出発時間 ６時 20分～終発出発時間 21時 53分 

資料「赤津線時刻表 平日」「赤津線時刻表 土休日」参照 



 

 ○運行期間 

  平成 30年 10月１日～平成 31年９月 30日 

  ※８月 13日から８月 15日及び 12月 29日から１月３日は、休日ダイヤにて運行 

 ○運行事業者の決定方法 

赤津線が運行する一部区間（瀬戸駅前から古瀬戸区間）では、瀬戸北線が運行さ

れバス停留所を共有しており、また瀬戸北線と相互に乗り継げるよう同事業者と

した。 

 

〇既存交通や地域間交通との関係や整合性 

  瀬戸市公共交通総合連携計画において、地域間交通ネットワークである鉄道と一

体となって瀬戸市内の公共交通軸としての機能を担い、コミュニティバスが接続

する市内基幹バス路線として位置づけられ、既存公共交通勢圏外を経由する路

線。 

 ○補助対象事業 

  平成 21年 10月～平成 24年３月 地域公共交通活性化・再生総合事業 

  平成 24年４月～        地域公共交通確保維持改善事業 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

 瀬戸市から運行事業者への補助金額については、経常費用から経常収益を差し引い

た差額分を負担することとしている。  

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

名鉄バス株式会社 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

 

 

 



 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

 ※該当なし 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

 古瀬戸、東明、深川地域の交通不便地域等を含む市東部 

資料「表５ 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要」を添付 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 

※該当なし 
 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 

※該当なし 
 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする

場合のみ】 

 

※該当なし 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

 

 

 

 

 



 

17．協議会の開催状況と主な議論  

 瀬戸北線及び赤津線における、現行の路線及び地域公共交通確保維持改善事業の

申請に係る開催状況。 

 

○平成 22年 12月 14日 平成 22年度第３回 瀬戸市地域公共交通会議 

    運行時間帯、運行便数、路線の概要について協議 

  ○平成 23年 ２月 ９日 平成 22年度第４回 瀬戸市地域公共交通会議 

    運行時間帯、運行便数、路線の詳細について協議・承認 

 

 

  ○平成 29年 ６月 30日 平成 29年度第 1回 瀬戸市地域公共交通会議 

    平成 30年度地域内フィーダー系統確保維持計画の申請について協議・承認 

  ○平成 29年 12月 18日 平成 29年度第２回 瀬戸市地域公共交通会議 

    平成 30年度地域内フィーダー系統確保維持計画の評価について協議・承認 
 

18．利用者等の意見の反映状況 

 

○ 平成 28 年度に開催したコミュニティ交通市民ワークショップ内で挙がった意

見をもとに、わかりやすく、持ち運びのしやすいコミュニティバスポケット時刻

表の作成を行った。 

 

○ 平成 28年度に市民 3,000人を対象に公共交通に関するアンケート調査の実施、

また平成 29 年度に瀬戸北線利用者を対象にアンケート調査を実施したところ下

記について改善を求める声が大きかった。 

・通院需要の拡大（陶生病院への乗り入れ） 

・運行本数の増便 

・バス停間隔の適正化（５分程度なら歩ける） 

・待合環境の改善（しなのバスセンターバス停留所上屋の改良等） 

・瀬戸北線の上品野行の運行本数の増便 

 

 以上の課題を踏まえ、今年度に策定を行う地域公共交通網形成計画において公

共交通ネットワークの再構築を図る中で改善を行っていく。 
  

19．協議会メンバーの構成員 

会長 １名 ・瀬戸市長 

学識経験者 ２名  

一般乗合旅客自動車運送事業者そ

の他の一般旅客自動車運送事業者

及びその組織する団体 

３名 ・名鉄バス株式会社 

・瀬戸自動車運送株式会社 

・公益社団法人愛知県バス協会 

一般旅客自動車運送事業者の事業

用自動車の運転者が組織する団体 

１名 ・愛知県交通運輸産業労働組合協議会 

… （省略） 



 

市民団体又は市民の代表 ６名 ・瀬戸市自治連合会 

・瀬戸市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 

・瀬戸市障害者団体連絡協議会 

・瀬戸市老人クラブ連合会 

・瀬戸市社会福祉協議会 

・瀬戸商店街連合会 

市の公募に応じた者のうち、市長が

必要と認める者 

２名  

国土交通省中部運輸局愛知運輸支

局長又はその指名する者 

１名 ・国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 

瀬戸警察署長又はその指名するも

の 

１名 ・愛知県瀬戸警察署交通課 

愛知県振興部交通対策課長又はそ

の指名する者 

１名 ・愛知県振興部交通対策課 

愛知県尾張建設事務所長又はその

指名する者 

１名 ・愛知県尾張建設事務所維持管理課 

市職員 ２名 ・瀬戸市市民生活部 

・瀬戸市都市整備部 

その他 

 

 

２名 ・名古屋鉄道株式会社 

・愛知環状鉄道株式会社 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）                  

（所 属）                  

（氏 名）                  

（電 話）                  

（e-mail）                  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項目に合致する部分は、そこから

の転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活用いただいて差し支えありません。 

 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

各記載項目について、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画を作成し

ている場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等と

して引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、地域公共交通

網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に定める目標、当該目標を達成するために行う

事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、生活交通

確保維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要がありま

す）。 

外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添

○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。 

    

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

市区町村名 瀬戸市

人　口

人口集中地区以外 33529

交通不便地域 5296

人　口 対象地区 根拠法

8 東印所町の一部 局長指定

29 西古瀬戸町の一部 局長指定

474 紺屋田町の一部 局長指定

314 五位塚町の一部 局長指定

217 東古瀬戸町の全部 局長指定

82 西拝戸町の全部 局長指定

665 東拝戸町の全部 局長指定

154 東町の全部 局長指定

133 東洞町の全部 局長指定

27 南東町の一部 局長指定

27 仲洞町の一部 局長指定

21 王子沢町の一部 局長指定

974 塩草町の一部 局長指定

172 太子町の全部 局長指定

356 新明町の全部 局長指定

254 小空町の全部 局長指定

141 東明町の全部 局長指定

236 西窯町の全部 局長指定

79 中畑町の全部 局長指定



　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

141 赤津町の全部 局長指定

500 窯元町の全部 局長指定

161 八王子町の全部 局長指定

131 白坂町の一部 局長指定

2,444千円

0 巡間町の一部 局長指定

0 西山路町の一部 局長指定

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑭）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

対　象　人　口 算定式 国庫補助上限額

5296 5296*120*0.7+2000000



人口集中地区以外の地区（非ＤＩＤ地区）及び交通不便地域

瀬戸市

交通不便地域

ＤＩＤ地区

非ＤＩＤ地区

Ü


