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１．はじめに（作業部会の目的） 

  本市は、平成 18 年２月１日の旧宝飯郡一宮町との合併に続き、平成 20 年１

月 15 日に旧宝飯郡音羽町・御津町との合併により、市域 150.71ha、人口約 16

万人となった。 

  市域拡大による新市住民の融和や相互理解の促進、旧市町間の格差是正など、

新市における一体性の確保は喫緊の課題であり、なかでも公共交通は重要な役

割を担うものである。 

  現在、市内のバス運行状況は、公営と民営を併せて 15 路線運行している。そ

のうち、公営バスとして、豊川地区の路線バス豊川北部線、一宮地区の健康福

祉センター送迎バス（いかまい館号）の４路線、音羽地区のコミュニティバス

２路線、御津地区の福祉乗合タクシー４路線、合計 11 路線が運行しており、各

地区とも公共交通空白地帯の解消、公共施設の利便性向上などを目的として、

様々な役割を果たしている。 

  合併協議では、旧市町で運行している公共交通機関（一宮地区の健康福祉セ

ンター送迎バスを含む）の確保に関する事項については、新市に引き継ぐこと

になったが、新市においては今後の公共施設の再配置などに対応した、各地区

における住民生活に必要な輸送の確保と、地域間を有機的に結ぶことによる公

共交通の利便性の増進を図ることが必要であり、地域の実情にあった総合的な

輸送サービスのあり方について検討し、本市総合計画のまちづくり施策の柱で

ある“福祉と文化のまち、そしてスポーツの盛んなまちづくり”の実現に向け、

目標指標である「公共交通機関の利便性」市民満足度の向上を目指すものとす

る。 

 

２ 作業部会の活動内容 

  上記の目的を達成するために、平成 19 年 12 月に本作業部会を設置し、平成

21 年３月までの活動（作業）期間とした。 

平成 19 年度においては、自治体主導のバスの現状の把握・課題の抽出につい

て議論を重ね、平成 20 年３月に「中間報告書」として、コミュニティバス検討

委員会へ提出をした。 

  平成 20 年度においては、中間報告書の内容について精査したうえで、道路運

送法（平成 18 年 10 月改正）に基づく地域公共交通会議や、地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律（平成 19 年 10 月施行）に基づく協議会の担う役割

の重要性について検討を行った。 

 

３ 地域公共交通会議について 

  平成 18 年 10 月に道路運送法の改正されたことにより、地域公共交通会議を

経た事業等については許認可等の手続きが簡略化・弾力化されるメリットがあ



る反面、地域公共交通会議の協議を経ない事業等に対する許認可等の手続きが

認められない仕組みとなった。 

  また、地域公共交通会議の構成委員として、国・県及び関係団体のほか、地

域利用者が構成委員として参画が義務付けられており、地域の実情にあった運

行計画の策定・実施するために、地域公共交通会議の果たす役割が非常に重要

となっている。 

 

４ 報告書の作成について 

本作業部会の活動成果としての報告書を作成するにあたり、設置趣旨の観点

から、平成 21 年度２月に開催予定の豊川市地域公共交通会議が円滑に設置・運

営されることを目的に、第１回会議資料を本作業部会の活動報告書とすること

とした。 

  第１回豊川市地域公共交通会議においては、公共交通会議の設置目的、地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会との兼用設置、現在の

バス等の運行状況、及び今後のスケジュールなどについての事項に主眼を置い

たものとなることが想定されるため、公共交通会議が円滑に行われることに資

する会議資料となるよう留意して作成するものとした。 

そのため、内容については、新市民病院の建設に関することを盛り込むなど

最新の内容とするとともに、中間報告書において報告を行った事項、及びその

他会議資料として不要な部分を割愛していることを追記する。 

 

５ 作業部会構成員 

  企画部企画課 課長補佐   鈴木 高 

  健康福祉部介護高齢課係長  近田英生（平成 20 年度から） 

  建設部まちづくり推進課主査 山本英樹 

  生活活性部商工観光課係長  黒田紀弘（兼事務局） 

 

６ 報告書 

  別添のとおり 

 資 料 名 備 考 

資料１ 豊川市地域公共交通会議について  

資料２ 豊川市地域公共交通会議設置要綱（案）  

資料３ 豊川市地域公共交通会議会計規程（案）  

資料４ 豊川市地域公共交通会議事務処理規程（案）  

資料５ 豊川市の公共交通の状況と豊川市公共交通基本

計画の策定について 

 



参考資料１ 関係法令集  

参考資料２ 豊川市のバスの運行状況  

参考資料３ 新市民病院建設について  

 

７ 報告書の提出にあたり 

  この作業部会の報告書が、より有効的、かつ効果的に活用され、第１回地域

公共交通会議が円滑に運営され、もって、本市の重要課題である公共交通施策

に資することを願うものです。 

 



資料１
豊川市地域公共交通会議について 

 

１ 地域公共交通会議設置の目的 

  新市民病院の建設や、合併による公共施設の再配置などに対応した、各地域

における住民生活に必要な輸送の確保と、地域間を有機的に結ぶことによる公

共交通の利便性の増進を図ることは、本市の喫緊の課題となっています。 

また、本市の総合計画においても「多くの市民が公共交通を利用しています。」

を将来目標としており、地域の実情にあった総合的な輸送サービスの在り方に

ついて検討する必要があります。 

そのため、本市における公共交通についての計画を「豊川市公共交通基本計

画（仮称）」として策定し、同計画に基づく計画的・効果的な実施を行うため、

平成 18 年 10 月の改正道路運送法に位置づけられた地域公共交通会議を設置す

るものです。 

この地域公共交通会議を経た事業等については、道路運送法に基づく許認可

等の手続きが簡略化・弾力化されるメリットがありますが、基本構想の段階か

ら地域の関係者などに参画していただくことによる市民全体との合意形成や、

関係機関との調整を図っていきます。 

 【参考資料１】関係法令集：「道路運送法（抜粋）」、「同施行規則（抜粋）」 

 

２ 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく協議 

  市町村が主体となり、地域公共交通のネットワークのあり方や利便性の向上

策等の協議を促進するため、平成 19 年 10 月に地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律が施行され、市町村が策定する地域公共交通に関する計画の実効

性を高める仕組みが整備されました。 

  この協議会による「地域公共交通総合連携計画」の策定や、計画内で国土交

通省の認可を受けた事業に対しては、補助金等の優遇措置を受けることができ

ます。 

  地域公共交通会議においては、公共交通機関のうちバス等を対象とした公共

交通基本計画の策定を計画していること、協議会の構成員が重複していること、

また、協議会参加者に協議結果の尊重義務があることなど、地域公共交通会議

と類似する点が多いため、本市においては、地域公共交通会議と地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会を兼ねて設置することとします。 

 【参考資料１】関係法令集：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

（抜粋）」 



資料２ 

豊川市地域公共交通会議設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 豊川市は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）の規定に基

づき、市民の日常生活に必要な移動手段の確保に向け、公共交通の活性化及び地域の

実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を調査審議するため、豊川市地域

公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。 

 (1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項 

 (2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する事項 

 (3) 豊川市の公共交通政策の推進に関する事項 

 (4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 豊川市長及びその指名する者 

 (2) 愛知県地域振興部長又はその指名する者 

 (3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者 

 (4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者 

 (5) 市民又は利用者の代表 

 (6) 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 

 (7) 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の代表者又は

その指名する者 

 (8) 愛知県東三河建設事務所長又はその指名する者 

 (9) 愛知県豊川警察署長又はその指名する者 

 (10)学識経験を有する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は委嘱された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。

ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第５条 交通会議に下記の役員を置く。 



(1) 会長     １名 

(2) 副会長    １名 

(3) 監事     １名 

２ 会長は、市長とし、交通会議を代表する。 

３ 副会長及び監事は、会長が指名する。 

４ 副会長は会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議は、会長が招集する。 

２ 交通会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

ただし、委任状（別記）により代理人に権限の委任がある場合には、代理人を出席委

員とみなす。 

３ 交通会議の円滑な運営に資するため、交通会議に座長をおくことができるものとす

る。 

４ 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

５ 会議は、原則として公開するものとする。 

（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 交通会議において協議が調った事項について、委員はその結果を尊重し、当該

事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（幹事会） 

第９条 交通会議は、交通会議の運営に必要な事項を処理するため、幹事会をおくこと

ができる。 

２ 幹事会は、第３条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。 

３ 幹事会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（事務局） 

第１０条 交通会議の事務局は生活活性部商工観光課に置く。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定めるものとする。 



   附 則 

 この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 



（別記様式） 

 

委 任 状 

 

 私は、豊川市地域公共交通会議設置要綱第６条第２項に基づき、以下の者を代理人

と定め、下記の権限を委任いたします。 

 

  代理人 

住 所                          

氏 名                 

 

記 

 

      年  月  日開催の豊川市地域公共交通会議に出席し、議決権を 

  行使する行為を含む一切の権限 

 

 

 

     年   月   日 

住所  

氏名            印 

 



資料３

豊川市地域公共交通会議会計規程 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は、豊川市地域公共交通会議設置要綱（以下「要綱」という。）

第１１条の規定に基づき、豊川市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）

の会計に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（予算） 
第２条 交通会議の予算は、国からの補助金、豊川市からの負担金、前年度からの

繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、交通会議の運営及び事業に要する経

費をもって歳出とする。 
２ 会長は、予算を調整し、公共交通会議に諮るものとする。。 
３ 交通会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 
 
（予算の流用） 
第３条  会長は交通会議の運営及び事業の遂行上やむをえないと判断したとき

は、歳出予算を流用することができる。 
 
（出納及び現金等の保管） 
第４条 交通会議の出納は、会長が行う。 
２ 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければなら

ない。 
 
（決算等） 
第５条  会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく公共交通会議の決算を調整し、交

通会議の承認を得るものとする。 
２ 前項の承認を得るにあたっては、要綱第５条第３項の規定に基づき、会長が

指名した監事の監査を受け、その結果を添えなければならない。 
３ 会長は、第１項の規定により交通会議の承認を得たときは、当該決算書の写

しを速やかに豊川市長に送付しなければならない。 
 
（その他） 
第６条 この規程に定めるもののほか、交通会議の会計に関し必要な事項は、会

長が交通会議に諮り決める。 
 
 附則 
この規程は、平成２１年２月１３日から施行する。 
  



資料４
豊川市地域公共交通会議事務処理規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、豊川市地域公共交通会議（以下「会議」という。）の事務処理に関し必要

な事項を定め、適正な事務処理の実施を図ることを目的とする。 

第２章 組織 

（組織） 

第２条 会議の事務局は、豊川市生活活性部商工観光課の職員をもって組織する。 

（職制） 

第３条 事務局に事務局長を置く。 

２ 事務局長は、豊川市生活活性部商工観光課長をもって充てる。 

３ 事務局長は、会長の命を受け職務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 

４ 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する者がその職務を代行する。 

（所掌事務） 

第４条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 会議の運営に関すること 

（２） 事業計画及び予算に関すること 

（３） 事業報告及び決算に関すること 

（４） 収入及び支出に関すること 

（５） 現金等の出納及び保管に関すること 

（６） 文書の収受及び発送に関すること 

（７） 公印の保管に関すること 

（８） その他会議の目的達成に必要な事項 

 

第３章 事務処理 

（起案） 

第５条 事務処理の発議は、起案用紙（様式第１号）により起案しなければならない。ただし、

軽易な事務及び供覧にとどまるものは、文書の余白に必要な事項を記載し、回議することが

できる。 

（決裁） 

第６条 事務は、順次直属の上司を経て、会長の決裁を受けなければならない。 

２ 軽易なものについては、文書によらず口頭報告にてこれにかえることができる。 

-１- 



（専決） 

第７条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次の事項について専決することができる。 

（１） 委員及び所属職員の出張に関すること 

（２） 収入及び支出に関すること 

（３） 予算の流用に関すること 

（４） 契約に関すること 

（５） 定例または軽易な届出、照会、報告及び通知に関すること 

（６） その他前各号に準ずる事項の処理に関すること 

（代決） 

第８条 会長が不在の時は、会長が指名する者がその事務を代決する。 

（公印） 

第９条 公印の形式、書体、寸法、用途及び保管は、別表のとおりとする。 

（公印の使用） 

第１０条 公印は、文書発送の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定

例のもの及び文書発送について決裁を必要としないものとして、会長が指定したものにあっ

てはこの限りでない。 

（文書の取扱い及び保存） 

第１１条 文書の収受及び発送は、文書整理簿に記載し行うこととする。 

２ 文書の保存期間は、永年、１０年、５年、３年、１年とし、その文書が完結した日の属す

る年度の翌年度４月１日から起算する。 

３ 保存期間が満了した文書は、事務局長の決裁を受けた後、廃棄するものとする。 

第４章 財務 

（会計書類） 

第１２条 予算を経理するため、次に掲げる会計帳簿を整備するものとする。 

（１） 予算整理簿 

（２） 調定簿 

（３） 寄附受理簿 

（収入） 

第１３条 収入は、収入科目及び金額等を明確にし、調定簿により決裁を受けなければならな

い。 

（支出負担行為） 

第１４条 支出負担行為は、別に定める支出負担行為決裁書（様式第２号）により決裁を受け

なければならない。 

（支出） 

第１５条 支出する時は、支出命令書（様式第３号）に支出項目及び金額等必要な事項を記載
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し、請求書その他証拠となる書類を添付しなければならない。 

（概算払） 

第１６条 旅費、事業にかかる経費その他会長が必要と認める経費については、概算払いをす

ることができる。 

（支出方法） 

第１７条 支払いは、現金又は口座振替とする。 

第５章 契約 

（契約の原則） 

第１８条 契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、公正な契約を締結し、

信義に従って誠実に履行しなければならない。 

（契約の方法） 

第１９条 契約の方法は、競争入札又は随意契約とする。 

（入札） 

第２０条 入札は、入札書（様式第４号）により１件ごとに１通を作成しなければならない。 

（入札者の指名） 

第２１条 事務局長は、なるべく５人以上の入札者を指名しなければならない。 

２ 前項においては、指名業者に必要事項を通知しなければならない。 

（予定価格の作成） 

第２２条 事務局長は、競争入札又は随意契約に付する事項の価格を仕様書、設計書等により

予定し、その予定価格を予定価格調書（様式第５号）に記載封入し、開札の際これを開札場

所に置かなければならない。ただし、随意契約によるときで、１件３０万円以下のものにつ

いてはこの限りではない。 

（随意契約の範囲） 

第２３条 随意契約によることのできる場合は、次のとおりとする。 

（１） 予定価格が物品については８０万円以下、委託は５０万円以下、工事は１３０万円

以下のとき 

（２） 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき 

（３） 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

（４） 競争入札に付することが不利と認められるとき 

（５） 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みのあるとき 

（６） 競争入札に付して入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき 

（７） 落札者が契約を締結しないとき 

（見積書の徴取） 

第２４条 事務局長は、随意契約により契約をしようとするときは、なるべく２人以上の者か

ら見積書（様式第６号）を徴するようにする。ただし、１件の金額が５万円以下のもの及び
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その他特に会長が認めるものについては、１通の見積書をもって処理することができる。 

（契約書の作成） 

第２５条 事務局長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければな

らない。ただし、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。 

（１） 契約金額が８０万円（工事の場合は１３０万円）以下のとき 

（２） 随意契約で会長が契約書を作成する必要がないと認めたとき 

２ 前項の規定により契約書を省略した場合（前項第２号による場合を除く）においても、契

約に関して必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を徴さなければならない。ただ

し、物品の購入、修繕にあっては、見積書を請書とみなすことができる。 

（契約保証金） 

第２６条 事務局長は、契約の相手方をして契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納

めさせなければならない。ただし、随意契約又は競争入札による契約を締結する場合におい

て、契約の相手方が契約不履行の恐れがないと認められるときは、契約保証金は免除するこ

とができる。 

（履行遅延による損害金） 

第２７条 事務局長は、契約者が履行期限までにその契約を履行しない場合は、履行期限の延

長を承認したときを除き、延長日数に応じ未履行部分相当額に対し年３．４％の割合を乗じ

て得た損害金を納めさせなければならない。 

（債務不履行による損害賠償） 

第２８条 事務局長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、これによっ

て生じた損害を賠償させなければならない。 

（監督及び検査） 

第２９条 事務局長は、当該契約の適正履行を確保するため、契約書、仕様書、設計書その他

関係書類に基づき監督及び検査をしなければならない。 

２ 事務局長は、契約の履行確認について検査を完了したときは、検査報告書（様式第７）を

作成しなければならない。ただし、当該契約金額が１００万円（工事の場合は１３０万円）

以下の契約については、支出負担行為決裁書の余白に契約履行確認の表示をすることにより、

検査報告書の作成に代えることができる。 

 

第６章 補則 

（旅費） 

第３０条 会議の役員、委員及び事務局職員等が公務のため出張したときは、費用弁償または

旅費を支給する。 

２ 前項に規定する旅費の額及び支給方法については、豊川市の特別職及び一般職の職員に支

給する旅費の例による。 
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（雑則） 

第３１条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は豊川市の例による。 

 

 

 附則 

 この規程は、平成２１年２月１３日から施行する。 
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別表 

公印の種類 形式 書体 寸法 用途 保管 

豊川市 

地域公共交通 

会議 

会長之印 

 

活字体
21×21

ミリメートル
一般文書用 事務局長 

豊川市地域 

公共交通会議 

会長之印 
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資料５
豊川市の公共交通の状況と豊川市公共交通基本計画の策定について 

 

１ 本市の状況 

(1) 本市の道路・鉄道の状況 

  本市は、平成 18 年２月の旧宝飯郡一宮町との合併に続き、平成 20 年１月

に旧宝飯郡音羽町及び御津町との合併により、市域 150.71ha、人口約 16 万

人となった。 

   この合併により、豊川と音羽蒲郡の２箇所の東名高速道路のインターチェ

ンジを擁し、国道１号と国道 23 号が北西－南東方向に、国道 151 号が北東－

南西方向に通り、基軸道路となっているほか、主要地方道東三河環状線や姫

街道線などの主要道路が配置されている。 

   鉄道網としては、国道１号と並行して名鉄名古屋本線が、国道 23 号と並行

してＪＲ東海道本線が、国道 151 号と並行してＪＲ飯田線が通っているほか、

東西には名鉄豊川線が東西に配置されており、また、ＪＲ豊川駅、名鉄国府

駅などの主要駅を始め、市内には１５駅が配置されている。 

 (2) バスの運行状況 

   市内を運行する民間のバス路線は、豊橋と新城をＪＲ豊川駅を経由して結

ぶ新豊線と、国道 23 号を走り豊橋と蒲郡を結ぶ豊橋線などが、広域路線とし

て運行している。 

   また、合併前の旧市町において、公共交通空白地帯の解消や公共施設の利

便性の向上など、様々な目的で運行していたバス等として、ＪＲ豊川駅と名

鉄国府駅を市北部地域を経由して結ぶ豊川北部線、一宮地区の健康福祉セン

ター（いかまい館）の無料送迎バス、音羽地区のコミュニティバス、及び御

津地区の福祉乗合タクシーがあるが、新市における公共交通施策として検

討・実施するまでの当面の間は、新市にそのまま引き継ぐものとして、現在

も運行している状況である。 

【参考資料２】豊川市のバスの運行状況 

 

２ 本市の課題 

  旧市町で運行していたバス等をそのまま引き継いで運行実施しているため、

その運行目的や運行経路などについて、各バス事業の間で連携が図られておら

ず、各地域内で運行しているにとどまっている。そのため、バスなどによる公

共交通は、旧町地域から市役所等がある市の中心部へのアクセスや、合併に伴

う主要施設の再配置に対応できていない状況である。 

  また、新市民病院の建設に伴い、市民要望に応えるため、利用者の利便性向

上を図る公共交通を検討する必要がある。 

  バス等の利用者は年々減少傾向にあり、市民意識調査では、公共交通の利用

頻度として「ほとんど利用しない」市民が約７割を占め、利便性満足度は低く、

半数以上が不満としている。 
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  このような中、バス事業等に係る行政負担は約 43 百万円（平成 19 年度額）

となっており、費用対効果が低い状況である。 

  新市の一体化の醸成やバス等の公共交通機関の利便性の向上を図るため、新

市民病院の建設位置や、合併後の再配置された主要施設を勘案した経路設定を

するなど、多くの市民に利用されるように十分な検討を行う必要がある。 

 

３ 豊川市公共交通基本計画策定計画及び地域公共交通会議の今後予定 

  より多くの市民に利用され、理解が得られる計画の策定及び実施には、地域

の実情や要望等を十分に把握することが重要であり、次の計画に基づき進める

ものとする。 

  ただし、状況に応じて一部又は全部を前倒し実施するなど、計画を推進する

ものとする。 

年度 主な実施予定内容 
地域公共交通会議

の開催回数(予定)

 

平成 21 年度 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

３回 

平成 22 年度  

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

３回 

平成 23 年度  

 

 ※ 実証運行開始後は、結果等により適

宜再検討を行う。 

３回 

地域の概況と本市の交通現状の整理 

交通実態の把握と住民ニーズの把握 

本市の交通課題の抽出 

将来像の設定 

交通施策の基本計画検討 

交通施策の具体的展開の検討 

路線再編・実証実験計画 

基本計画策定 

実証実験運行 
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