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平成 30年度 第２回瀬戸市地域公共交通会議 会議録 
 

 

開催日時 
 

平成 30 年 12月 21日（金） 午前 10時から正午まで 

 

開催場所 
 

瀬戸市役所 ４階大会議室 

 

出席委員 
 

21名 
 

欠席委員 
 

２名 
 

傍聴者 
 

10名 

 
会議概要 

 
１ 市長あいさつ 

改めましておはようございます。本当に 12 月もあとわずかということで、大変慌

ただしい中、本会議にご出席をいただきまして、心より厚く御礼を申し上げます。日

ごろから公共交通の維持、活性化に向けた取り組みに対しまして、深いご理解と格別

なご尽力、ご協力を賜っておりますこと、重ねて御礼を申し上げたいと思います。 

ご案内のように、高齢化が進展する中で、市内、あるいは市外への移動をはじめと

した暮らしを支える公共交通のあり方につきましては大変課題も多く、苦労している

ところでございますけれども、本日はその中にありましても地域公共交通網形成計画

を素案としてお示しをさせていただいているところでございます。短期の計画の中で

は現在建設中の陶生病院のロータリーが新しく生まれ変わるといいましょうか、大き

なものになりまして、きっと需要も多くなるだろうと、こんなことも思いましてロー

タリーへの乗り入れ、さらには昨年度実験を行いました菱野団地での住民バス、これ

が本年正式といいましょうか、８月から運行を開始しております。これらが本市にお

ける特徴的な公共交通網の 1 つだろうと、こんな認識をしているところでございま

す。 

担当の者に申しておりますのは、公共交通そのものを単独で考えるのではなくて、

まちづくりの視点も十分に押さえながら一体感を持って進めていくべきだ、こんな話

をしているところでございまして、最近ではトヨタ自動車さんをはじめ、新しいモビ

リティ社会への移行でもろもろの実験が行われているところでございます。本市も国

や県、あるいは関係メーカーさんとのタイアップによりまして、新しいモビリティの

サービスができるような体制を 1 つずつ作ってまいりたいと思っております。昨日も

実は年末のご挨拶で国交省中部運輸局のほうにもお邪魔をして、局長とその辺につき

ましていろいろと夢を含めてお話をしてまいったところでございます。 

本日の会議は、将来の公共交通のあるべき姿ということに関しての大変重要な会議

であると認識をしております。どうかそれぞれのお立場で活発なご意見をお出しいた

だきまして、瀬戸市民がより利便性の高い、そしてご高齢の方々が市内、市外へ自由

に、そして積極的に移動ができる、そんなまちになりたいと考えておりますので、何

とぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

私はまた公務がございますのでご挨拶だけして退席をしますけれども、来年もぜひ

よろしくお願いを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

今日はありがとうございました。 
 
 
２ 議長あいさつ 

改めておはようございます。議長を務めております中部大学の磯部でございます。 

交通の最近の話題をあげますと、市長の挨拶と重複するところもございますが、人

工知能 AI というのが今話題になっています。そういうものがあると自動運転もでき

るのかなという話です。しかし AI って何だというところですが、人工知能といって

人間の頭脳を模したものでありまして、学習をしなければいけないみたいです。最近
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機械というのはセンサーで認知する、感知するという点はすごいです。真っ暗なとこ

ろでも人がいるかどうかがわかる。だから人間の認知能力、感知能力は機械に頼って

も良いのかなというのは感じますが、最終的な判断能力がどうなのかということなん

ですね。いろいろな状況があったときに、じゃあ行っていいか、止まっていいかとい

う判断、これは普通のドライバーでも結構難しいところです。要するに自分もいる

し、相手もいる。相手のことはわからないということなので、その中で判断しなけれ

ばいけないということですが、じゃあコンピュータはそれが得意かというと、まさに

人間と同じです、ある意味では。ただし、いろいろなケースを覚える。その中で、こ

う行ったら良いのかなというのは得意だそうです。それだけの違いだということなの

で、そうするとうまいドライバーの判断能力というのをコンピュータが真似すると良

いかなと思いますが、その辺はいろいろな悩みがあるようですので、あまり期待しな

いほうが良いのかなと思いつつも、早くそういう社会になってほしいという両方でご

ざいますので、少しまだ時間がかかるかなと思います。 

そうこう言っているうちに、この地域の問題というのは待ったなしなので、そうい

う新しい技術に期待しつつも、今直面している問題もこの地域で考えていかなければ

いけません。そういうことでございますので、また皆さんの知恵を借りながら良い判

断をここでしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 
 
 
３ 議事 

(1) 菱野団地｢住民バス｣運行事業の実施状況について 

  別紙資料１に従って事務局から説明 
 
 

（質疑応答） 

（議長） 

菱野団地の交通に関して何かご意見やご質問、コメントなりがありましたらお

受けいたしますが、いかがでしょうか。 

 

皆さんもよくご存じだという話でよろしいですか。徐々に利用者も増えてきま

したので、多分こういう新しい乗り物というのは使い方を皆さんに知ってもらう

とより楽しく新しい行動に結びつくのだろうなと。そういうのがだんだん増えて

きたのかなと思いますので、良い方向に行っているのかなと思います。 

よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。 
 
 

 (2) 瀬戸市地域公共交通網形成計画(素案)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） 

これはまだ素案ですので、これから冒頭ご説明がありましたようにパブリック

コメントというもので市民皆様のご意見を聞きながらいろいろ修正をしていくと

いうことでございます。 

皆さんご存じのように瀬戸市はいろいろな交通を扱っていますので、かなり分

厚く内容の豊富なものになっております。ですので、あまり細かいことをここで

協議をするのはちょっと時間も無いかなと思いますので、大きな方向性について



3 

何かご意見、ご質問をいただければと思います。いかがでしょうか。 
 
 

（国土交通省中部運輸局愛知運輸支局） 

愛知運輸支局の二輪と申します。私のほうから気づいた点を何点か話をさせて

いただきたいと思います。 

まず、これは私の感想に近いものがあるのですが、説明の中で鉄道駅の利用は

伸びていらっしゃるということでしたので、通勤、通学に潜在的な需要というの

はまだある、むしろ伸びていると考えられるのかなとは思いますが、一方で基幹

バスの利用者数は減っている。特に通勤もしくは通院で使っていらっしゃる方が

減っているということで、普通考えてみれば通勤で使う人が減れば引退された方

が多くなるので通院が増えてもよさそうな気がするのですが、両方とも減ってい

るということはやはり何らかの使いにくさがあるのではないかと思いますので、

今後その辺を改善していく必要があるのかなと感じました。 

あと、60 ページ、計画の事業・実施主体及びスケジュールのところで、新た

なモビリティ・移動支援システムの導入ということで、タクシーとか自動走行技

術の活用等々が書いてありまして、2024 年度以降に実施・検証となっているの

ですが、特に自動走行に関しましては現在まだ国土交通省においても法整備を遅

まきながら始めた段階にすぎませんので、今後どのような格好になっていくかと

いうのは見えない状況であります。ですので、ここは実施とともに検証と書いて

あるので、今後の法整備を見つつ進めていくという理解でよろしいでしょうか。

むしろそうしていただかないと、場合によっては実施そのものができない可能性

もありますので、ご注意ください。 

あと、91 ページ、評価スケジュール（図）ですが、一応計画期間が 2019 年か

ら 2026 年までなのですが、一旦 2023 年で一通りの評価をやってしまって、その

後何をやっていくか、もしくは何を目標にしていくかというのがいま一つこれで

は見えないという部分が非常に気になりました。2023 年で１回中締めをして、

残りの年をまたそれに基づいてやっていくというのはわかるのですが、それであ

ればそのように何か書いておいていただいたほうが良いのかなと思います。これ

ですと単純に見ると 2024 年から 26 年までの３年間は、次の計画を策定するのに

費やすというように読めまして、基本的に次の計画というのは今回の計画には含

めないというか、基本的には今回の計画で何をやるのかというのを書いていただ

くべきものかと思いますので、そこら辺を考えていただきたいと思います。以上

です。 
 
 

（議長） 

ありがとうございました。今のご質問に対してお答えはできますか。 
 
 

（事務局） 

1 つ目にご意見をいただきました鉄道駅は順調に伸びているといったところに

潜在的な需要があるのではないかということで、平成 29 年度に市内基幹バスの

アンケート、こういったことを行いながら今分析を進めているところでございま

す。陶生病院のバスロータリーの乗り入れというのもそういった使いにくさの解

消の１つにつながっていくかと思いますが、引き続き住民の皆さんと一緒に工夫

をしていきたいと思っております。 

２つ目の自動運転に関しましては法整備を見つつというのは、そのように考え
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ていきたいと思っております。 

また 91 ページでご指摘いただきました中・長期計画の PDCA のところの記入の

仕方に際しましては私が口頭で説明させていただいた部分がありました。中締め

をして、しっかり中間評価と最終評価をして目標値を修正していくといったよう

な言葉で説明させていただいたものをきちんと文章化して修正させていただきま

す。また次期計画策定という言葉は、おっしゃられたとおりこの計画の中にはふ

さわしくないかなと思いますので、その部分も修正させていただきます。 
 
 

（議長） 

ありがとうございます。素案について、ほかにいかがでしょうか。 
 
 

（瀬戸市障害者団体連絡協議会） 

障害者の団体の尾関と言います。一部ご承知かと思いますが、愛・地球博記念

公園の手前の日本赤十字社の血液センターの近くに来年の４月に県立の瀬戸特別

支援学校ができます。工事はほぼ終わっていると聞いているのですが、建設の理

由は春日井にある春日台の小学校から高等部までキャパシティ 400 あるのです

が、それがオーバーフローしてしまったのでそのために作るものです。福祉にだ

いぶ関わっているものですから、いろいろなお母さん方が、瀬戸の子が多分春日

井からこちらへ変わらされるだろうと言っているのを聞きます。私の推定では春

日井の小学校から高等部まで入れて 100 名を超える知的障害者の方がこちらを使

うことになると思います。小・中はスクールバスに乗れるのですが、高等部は公

共交通機関を使うという縛りがありまして、あるお母さんが瀬戸へ変わられたら

うちの子は歩いて通わなければいけないというような話がありましたが、このこ

とに関することは、この資料の中で踏み込まれていない。来年の４月の話なもの

ですから、そこら辺、教育委員会と都市計画課と連携していただいて、何らか手

を打っていただければ良いかなという提案というか、お願いになります。以上で

す。 
 
 

（議長） 

わかりました。この計画に乗るか乗らないかは別にして、直近でそういった新

たな高校生の需要があるのではないか、その待遇というのはどうなのかなという

ことです。事務局お願いします。 
 
 

（事務局） 

今、尾関委員さんからいただいたことは県の教育委員会と市の教育委員会、ま

た瀬戸市の都市計画課、名鉄バスさんを含めて協議をしております。協議の結

果、路線が新たにできるといったところまではまだ目途が立っていないと思いま

すが、県教育委員さんからのご要望は伺っております。 
 
 

（公募市民） 

失礼します。陶生病院のロータリー化ということで、すごくこれが期待されて

いるわけですが、私はたまたまその近くに住んでいるのですが、毎日の渋滞状況

を見ますとただ単にバスを乗り入れるというだけでなくて、あそこら辺一帯の交

通全般の見直し計画みたいなものがあるかどうか伺いたいです 
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（議長） 

要するに周辺の道路交通混雑の話ですね。それがあるので新しいバスのシステ

ムが上がっても道路が混雑していたら効果が発揮できないのではないですかとい

うことですが。 
 
 

（事務局） 

その部分につきましては、今行き止まりになっております陣屋線のところを延

伸すべく事業の実施に向けて進めているところでございます。なかなか簡単に整

備ができるわけではないですが、そういったところから始めているところでござ

います。 
 
 

（議長） 

いろいろな手を打つという話ですね。 
 
 

（公募市民） 

今回の計画では特にそこまでは盛り込んでいないということですね。 
 
 

（議長） 

別途やっているということですね。 
 
 

（事務局） 

そうです。お手元にお配りした都市交通マスタープランのほうでは道路の位置

づけも記載しておりまして、内環状道路と呼んでおりますが、陣屋線については

中心部の混雑緩和のために整備を推進するという位置づけを記載しております。 
 
 

（議長） 

よろしいですか。他はいかがでしょうか。 
 
 

（副議長） 

最初はコメントのようなもので、既に記載されているので特に修正をというこ

とではないのですが、32 ページの公共交通に対する市民の意識で、「運行本数

が少ない」というのは非常に不満だということですが、これは乗らないと運行本

数も減ってしまうので何とか利用者数を増やすということで必要なのですが、

｢最寄りバス停まで遠い｣とか｢行きたい施設を経由する路線がない｣、このあたり

も多いわけで、これは路線再編の必要性ということで対応されていると思いま

す。 

その他大きいのは、｢バスのダイヤやルートなどの情報がわからない｣、これは

特に乗っていない人が多いわけですが、わからないものは使えないというような

ことがあって、今回のこの網形成計画で路線の再編、特に陶生病院への乗り入れ

などそういうところを大きく挙げていると思いますが、そういった情報の重要性

というものをよく捉えて、先ほどポケット時刻表のお話もありましたが、そうい

うものをきっかけに抜本的に変えるような、皆さんの耳、目に届くような情報発
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信を心がけていただきたいと思います。これはコメントで、特にそのあたりは重

要だなと思っていることです。 

それから、39 ページ、ここもまた重要な話で、特に下の段のグラフ（コミュ

ニティバスの現状の満足度と重要性について）ですが、重要と思っているけれど

満足度が低いというのが運行本数とバス停の待ち合い環境です。運行本数は乗ら

ないと減ってしまうので、何とか乗っていただくためにも情報発信が必要だとい

うことなのですが、バス停というのは前の会議でも言いましたが、何分か待つ際

に寒くてかなわんとか、足の悪い方だと体がきついとかいろいろ問題があるの

で、このあたりも対応されているということで、これは 66 ページに記載があり

ます。内容としては非常に良いと思いますが、設置するバス停自体もよく考える

必要があります。ここに記載があるように、事例としてよく名古屋市のバス停の

ようなものが載りますが、とても背が高くて、実はあれで雨風がしのげるような

ものではないのです。そういうことを踏まえると構造も含めていろいろなことを

よく考えていただきたい。これは実は名古屋市に言ったのですが、ただ都会でこ

ういうことをやっているから瀬戸市でもやってみるみたいなことではなくて、本

当に皆さんが快適に待てるような待ち合い環境を考えていただきたいと思いま

す。これもコメントです。 

もう１つは、私の勘違いかよくわかりませんが、６ページ、都市交通マスター

プランで下の図において、黄色い線でバス軸を考えていらっしゃいますが、その

内の新瀬戸のあたりからリニモのモリコロパークのあたりにつながる路線につい

て、都市交通マスタープランの時点で構想されているということなのでしょう

か。もしそうだとしたら、それを受ける公共交通網形成計画でその路線というの

が見えてこないのですが、これはどういうことか教えていただければと思いま

す。 
 
 

（議長） 

前半はコメントですから、６ページの件はいかがでしょうか。 
 
 

（事務局） 

モリコロパークに行くところでございますが、休日のみの運行で現在もある路

線を示させていただいているところでございます。 
 
 

（副議長） 

これは現在あるものですか。 
 
 

（事務局） 

今あるものを引き続き継続する、維持するという意味でここに示しておりま

す。 
 
 

（議長） 

ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

これはパブリックコメントをしますので、いろいろな方からご意見をいただき

たいと思いますので、お気づきの点はいろいろとご意見をお寄せください。それ

をもとにこれを直していきますので、よろしくお願いいたします。 
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 (3) 平成 30年度地域間幹線系統確保維持計画に係る事業評価に

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） 

これは本市が直接やっているものではありませんが、関連する形でご報告とい

うような内容でありますが、何か皆さん方からお気づきの点、ご意見がありまし

たらお受けいたします。いかがでしょうか。 
 
 

（公募市民） 

先回の本地ヶ原線の話がありましたときにご質問するべきでしたが、愛知環状

鉄道が通っている新瀬戸駅をなぜ飛ばしているのかというのがずっと頭にありま

すので、それを教えてください。 
 
 

（議長） 

路線の設定ですね。これは名鉄さんに聞いたほうが良いのかな。どうでしょう

か。 
 
 

（名鉄バス株式会社） 

こちらの路線は 29 年４月に愛知医科大学のバスターミナルが開設されて路線

の再編を行ったという系統でございます。もともと昼間帯に尾張瀬戸駅から藤が

丘の直通系統、今も朝便であるのですが、そちらの系統が従来走っていたという

経緯がございまして、その中で昼間帯、愛知医科大学のターミナルができたとい

うことで、その系統をうまく組み合わせるような形でできた経緯がございます。

尾張瀬戸と新瀬戸というのは瀬戸市の中でも拠点ということで位置づけられてお

りますが、新瀬戸につきましては、瀬戸駅のほうからも菱野団地を結んでいる系

統や水野団地を結んでいる系統もございますので、元からあった系統をうまく再

編をしてできた成り立ちであるということでご理解をいただければと思います。 
 
 

（議長） 

よろしいでしょうか。鉄道との組み合わせもうまく考えていただければ使いや

すいのではないですかという、そういうご回答でもありました。他はいかがでし

ょうか。 
 
 

（公募市民） 

今のお話と関連した話ですが、２枚目のあさぴー号の模式図で、三郷駅まで名

鉄電車で行けばあさぴー号のほうに乗れるということになりますよね。そのほう

が確実に行けるという方も見えるということですよね。 
 
 

（事務局） 

そうですね。瀬戸市民の方のそういったご利用をするということを聞いており

ます。 
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（公募市民） 

電車の使い方ということで、電車と組み合わせれば良いですよと、私はあまり

知らなかったのですが、それを広報などで、尾張瀬戸駅からの分だけでなく、名

鉄電車とあさぴー号を組み合わせた利用の仕方などの周知をやっていただけると

大変両市にとっては良いかなと思います。よろしくお願いします。 
 
 

（事務局） 

本当におっしゃるとおりで、瀬戸市の交通だけを考えていてはいけないと思い

ます。隣のまちとか、そういったところの交通もこれから市民の皆さんにしっか

り PRしていきたいと思っています。 
 
 

（議長） 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

他市との連携も考えながらこの会議をやっていくということになります。 
 
 
 

(4) 協議事項 

  平成 30年度地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価

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） 

この資料は実は P.12 以降が一番大事なところでありまして、その説明用とい

うことで前のほうのカラーのページがあるということでございます。最終的には

この会議で皆さんの合意を得て中部運輸局さんのほうへ提出するということです

が、資料４についてご質問、ご意見がありましたらお受けいたしますが、いかが

でしょうか。 

 

本来なら予想した数字にピタッと合えば良いのですが、先ほど事務局からご説

明がありましたように、何らかの要因で人が増えていく時代と人が減っていく時

代とありますし、私が大学のほうの関係で聞いていますと、高校生が急に減って

きている時代です。高校生の人数が減ってきているので、当然、高校生のバス通

学も減っていますし、もう一つはうちの大学の附属校にもあるらしいですが、各

高校がスクールバスを充実してきたので、一般バスに乗らなくてもそのまま高校

に行けるということで、高校生の需要が減ってきている、という現状もありま

す。これは各私立高校の生き残り作戦でいろいろとやっていまして、高校生にと

っては良い話かもしれませんけれどという話で、そういうことでいろいろなとこ

ろから交通のことを考えられていますので、その結果、地域の中のバスの利用状

況が変化してくるということではあります。なかなか難しいところであります

が。 

次回はもう少しいろいろな情報を集めて、より目標としては精緻な数字にして

いきたいというのが今回の反省でありますが、何かありますでしょうか。 
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それでは、ご意見もございませんので、採決という形になります。これを原案

のまま可として提出ということに賛成の方は挙手を求めます。 
 
 

採決 ＜全会一致で承認＞ 
 
 

（議長） 

ありがとうございます。全員の方に挙げていただきましたので、平成 30 年度

地域公共交通確保維持改善事業に関する事後評価につきまして原案どおり可とす

ることに決しました。 

 

４ 閉会 

（事務局） 

磯部議長ありがとうございました。また、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ありがとうございます。冒頭に申しあげましたよ

うに、本日お示しさせていただきました地域公共交通網形成計画の素案につきまして

は、また一度お戻りになりご覧いただいた後に、何かございましたら１月中旬頃を目

途に、事務局まで何なりと申し入れていただきたいと思っておりますのでよろしくお

願いします。なお、第３回の地域公共交通会議につきましては、２月下旬頃の開催を

予定しておりますので、またご参加の程よろしくお願い申し上げます。それでは以上

をもちまして、第２回地域公共交通会議を終了とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 


