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第４７回豊川市地域公共交通会議議事録 

１ 日 時：令和２年１２月２１日（月） １４：００～１５：５５ 

２ 場 所：豊川市役所本庁舎 本３１会議室 

３ 出席者：竹本 幸夫 委員 （豊川市長） 

桑野 研吾 委員 （豊川市福祉部） 

森下 保  委員 （豊川市市民部） 

澤木 徹  委員   (愛知県都市整備局 小嶋 直也代理出席) 

坂本 直也 委員 （豊鉄バス株式会社） 

若林 亨修 委員 （豊鉄タクシー株式会社） 

小林 裕之 委員  （公益社団法人愛知県バス協会） 

鈴木 榮一 委員 （愛知県タクシー協会） 

稲垣 考俊 委員 （豊川市連区長会） 

小林 美好 委員 （一宮地区区長会） 

大林 充始 委員 （音羽連区） 

竹本 良夫 委員 （御津連区） 

戸上 比呂志 委員（小坂井連区） 

美馬 ゆきえ 委員（豊川市老人クラブ連合会） 

竹内 真弓 委員 （人権擁護委員会） 

上井 久仁彦 委員（中部運輸局愛知運輸支局） 

長坂 和俊 委員 （愛知県交通運輸産業労働組合協議会） 

中村 智和 委員 （中部地方整備局名古屋国道事務所） 

渡會 竜二 委員 （愛知県東三河建設事務所 日高 勉代理出席） 

伊豆原 浩二 委員（（特非）ひと育て・モノづくり・まちづくり達人ネットワーク） 

４ 欠席者：鈴木 高   委員 （豊川市建設部） 

小笠原 宏時 委員（愛知県豊川警察署） 

松尾 幸二郎 委員（豊橋技術科学大学助教） 

５ 事務局：木和田次長（豊川市市民部次長兼市民協働国際課長） 

山本課長、佐野課長補佐、松下係長、芳賀主任、竹内事務員（人権交通防犯課） 

６ 傍聴人：１０人 

７ 次 第 

(1) 報告事項 

議題１：豊川市コミュニティバスの運行実績等 

(2) 協議事項 

議題１：地域交通確保維持改善事業の評価 

議題２：豊川市地域公共交通計画（案） 

議題３：次期運行計画の検討 

(3) その他 
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８ 議事内容 

（１）報告事項 

事務局： お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから第４７回豊川市地域公共

交通会議を開催いたします。 

本日は、皆様方におかれましては、大変お忙しい中を定刻までにお集まりいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

本日の会議には、傍聴を希望される方がお見えですが、今回の会議の内容をみまして 

も、傍聴は差し支えないと思われますので公開とさせていただきたいと思います。 

ご了承のほどお願いいたします。 

また、本日の会議ですが、前回会議と同じく、豊川市新型コロナウイルス感染症対策本

部にて策定した「市主催行事の開催及び公共施設の使用における対応方針」に基づいて実

施し、司会者、説明者などを除き、原則としてマイクの使用はなしとさせていただきます

ので、会議中に説明など聞こえづらいことがございましたら、ご遠慮なく、挙手にてお知

らせくださいますようご協力をお願いいたします。 

     次に、委員名簿につきましては、お手元に資料として配布させていただいているとおり

です。 

本日は、愛知県都市整備局交通対策課の澤木徹委員の代理として、小嶋直也様に、愛知

県東三河建設事務所の渡會竜二委員の代理として、日高勉様にご出席いただいております

ので、ご報告させていただきます。 

 また、豊橋技術科学大学の松尾幸二郎委員、愛知県豊川警察署の小笠原宏時委員、豊川

市建設部の鈴木高委員は、ご都合により欠席されていますのでご了承のほどお願いいたし

ます。 

ここで、本日の会議開催につきまして、「豊川市地域公共交通会議設置要綱」第６条第２

項で定める「委員の過半数以上の者の出席」という要件を満たしていることをご報告いた

します。 

それでは、会議の開会にあたり、会長である竹本市長からご挨拶申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

会 長： 年末のお忙しい中、コロナ禍の中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。 

     今回の議題で、次期運行計画等にも入っております地域路線含めすべての路線が、非常

に乗車人数が減っている状況であり、収支率も低下している状況です。何とか皆様の知恵

を絞っていただいて、今後の方向性に向けてしっかりとした議論をいただけたら幸いと存

じます。なおかつ今回の議題の中には次期公共交通計画（案）がございます。非常に重要

な議題と伺っております。ぜひとも真剣なご議論をお願い申し上げまして、私のあいさつ

とさせていただきます。 

事務局： ありがとうございました。 

それでは会議に入りたいと思います。ここからは、座長にて会議の進行をよろしくお願

いいたします。 

座 長： それでは、始めに本日の議事録署名人を指名させていただきます。本日は、愛知県タク

シー協会豊川蒲郡支部の鈴木榮一委員と、公益社団法人愛知県バス協会の小林裕之委員に

お願いいたします。後日、事務局より議事録を送付させていただきますので、署名・捺印

をよろしくお願いいたします。 
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それでは、次第に従いまして、会議を進行させていただきます。スムーズな議事の進行

にご協力をお願いいたします。 

２の報告事項（１）「豊川市コミュニティバスの運行実績等」について、事務局より説

明・報告をお願いします。 

事務局： それでは、Ａ３版の「第４７回豊川市地域公共交通会議資料」の１ページをご覧くださ

い。報告事項（１）「豊川市コミュニティバスの運行実績等」について説明します。 

左側の折れ線グラフは、直近５年間のコミュニティバス全１０路線の各月の合計利用者

数推移を示しています。また、右側の３つの表は直近３年間の路線別・月別の利用者数を

示していますが、令和２年３月からは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う学校

の臨時休校やゆうあいの里などの温浴施設の休館に伴い、関連する路線を中心に利用者数

が大きく減少に転じました。その後、新型コロナウイルス感染症の第１波が収まってくる

と利用者数は少し回復しましたが、続く第２波でまた減少に転じるなど、新型コロナウイ

ルス感染症の感染者数と利用者数は反比例して推移しているところです。なお、路線ごと

の傾向としては、主に温浴施設へ接続する、豊川国府線、ゆうあいの里小坂井線、一宮線、

一宮地区地域路線では利用者の減少が顕著である一方、日常生活に欠かせない買い物目的

で利用いただいている音羽線、音羽地区地域路線、御油地区地域路線では利用者の減少は

比較的少ない状況です。 

続いて２ページをご覧ください。「１－３ 豊川市コミュニティバスの車両更新」につ

いて説明します。第４６回会議にて協議のとおり、豊川市コミュニティバスで使用してい

るジャンボタクシーは、平成２３年１１月の導入以降９年が経過し、老朽化による故障も

目立ってきたため、資料に記載のとおり音羽線、音羽地区地域路線、一宮地区地域路線の

車両を令和２年１０月に更新しました。令和３年度は御津地区地域路線、御油地区地域路

線の車両を更新する予定です。以上です。 

座 長： これについて何かご意見はございますか。 

新型コロナウイルスの感染症拡大の影響をかなり受けています。回復してきたところで、

１１月、１２月は減少になっているのではないかと思います。バスでどのような対策をし

ていますか。ジェイコムのホームページに対策のステッカーがありますが、そのようなも

のは利用していますか。 

事務局： 市で独自に作ったポスターを車内に掲載しています。  

座 長： どんな対策をしているか、市民の皆さんにしっかり分かるように運行していただいてい

るようであり、感謝します。 

     みなさまが安心して外に出られるような状況になればと思います。 

何か他にご意見はございますか。 

委 員： （なし） 

座 長： それでは、ご確認いただいたということで進めさせていただきます。 

     ３の協議事項（１）「地域公共交通確保維持改善事業の評価」について、事務局より説明・

提案をお願いします。 

事務局： それでは、会議資料３ページをご覧ください。協議事項（１）「地域公共交通確保維持

改善事業の評価について」説明します。 

「２－１ 地域内フィーダー系統の評価」と「２－２ 計画策定に係る事業の評価」に

ついてですが、現在、コミュニティバスの一部の路線の運行と次期計画の策定については、
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国の補助メニューである「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」制度を活用していま

す。国の実施要領では、地域公共交通会議で事業の実施状況等を確認して「事業評価」を

行い、評価結果を中部運輸局に報告することになっています。事務局において、所定の様

式を用いて評価案を作成しましたので、委員の皆様には内容をご確認いただき、ご意見な

どがあればいただきたく思います。いただいたご意見等を踏まえ、中部運輸局愛知運輸支

局に令和３年１月１５日までに提出させていただきます。 

なお、ただいま説明させていただいた評価案が記載された所定の様式には、全国共通の

様式と、中部運輸局が独自に作成した中部様式の２種類があり、この両方を作成して提出

することとなっています。資料３ページと４ページに掲載しているのは全国共通の様式で

すが、基本的には中部様式と同じ内容になっていますので、わかりやすい中部様式を用い

て説明します。Ａ４版の別添「令和２年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価

概要（全体）」をご覧ください。 

まず、中部様式の構成ですが、２ページ目は、昨年度の自己評価に基づいて国の第三者

評価委員会からいただいた事業評価結果を基に、その反映状況や今後の対応方針などを記

載しています。続いて３ページ目から９ページ目までは、「生活交通確保維持改善計画」

に基づいて適切にバスを運行し、公共交通網の形成に努めているのかということを、ＰＤ

ＣＡサイクルに則り、評価対象期間において実施した取組と結果について自己評価する内

容となっています。 

それでは、中部様式２ページをご覧ください。表の左側の列には、昨年度の自己評価に

基づく国の第三者評価委員会の評価結果、真ん中の列には評価結果の反映状況、右側の列

には今後の対応方針を記載しています。 

それでは、早速上から順に見ていきます。まず１つ目は、目標値の達成状況が地域間で

大きく差が出ているので検討してほしいとする評価です。具体的には中部様式７ページを

ご覧ください。路線によっては目標と実績が大きく乖離していますので、次の議題でも協

議しますが、次期計画では路線ごとに適切な数値目標を設定していきたいと考えています。 

次に２つ目は、コミュニティバス全体の利用者数を増やすために、広域輸送を担う鉄道

や豊鉄バスとの乗継利用を喚起するような施策を検討してほしいとする評価です。これに

ついては、豊鉄バス新豊線・豊川線とコミュニティバスのＧＴＦＳデータを整備したこと

により、Google やナビタイムで広域輸送を担う路線とコミュニティバスの一体的な経路検

索を可能にしましたが、今後は Google やナビタイム以外のコンテンツプロバイダでも経

路検索ができるようにしていきたいと考えています。 

次に３つ目は、調査結果を踏まえて持続可能な地域公共交通サービスを実現するための

計画策定を期待するとする評価です。次の議題でも協議しますが、次期計画では幹線であ

る豊鉄バスとフィーダー系統であるコミュニティバスの並走解消や走行距離の長い路線

を短縮化することにより、本市における地域公共交通サービスの維持を図っていきたいと

考えています。 

次に、３ページをご覧ください。こちらは、ＰＤＣＡサイクルでいうＰの「プラン・計

画」に相当する部分となっていて、本協議会が目指す地域公共交通の姿を、本市における

公共交通の基本計画である「豊川市地域公共交通網形成計画」から抜粋し、「地域の特性」

と「基本方針」を記載しています。 
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次に、ページをめくっていただいて４ページと５ページですが、こちらはＰＤＣＡサイ

クルでいうＤの「ドゥー・実施内容」に相当する部分となっています。 

まず４ページですが、評価対象期間における取組内容を抜粋し、利用促進策として「Ｇ

ＴＦＳデータ整備」、「東三河リアル謎解きゲーム」など、地域間幹線の利用促進にも取

り組んだことなどを記載しています。また、調査・検討としては、平成３０年度に実施し

たアンケート調査結果等に基づき、次期計画の策定調査を実施したことを記載しています。 

次に５ページですが、令和２年６月に開催された第４５回会議において、委員の皆様に

もご協議いただいた地域公共交通事業者への支援金交付について記載しています。 

続いてページをめくっていただき、６ページから８ページですが、こちらはＰＤＣＡサ

イクルでいうＣの「チェック・評価」に相当する部分となっています。 

まず６ページですが、上段では評価の考え方や評価スケジュールを記載しています。次

に、６ページ下段から７ページ上段にかけては、目標の達成状況について、形成計画で掲

げる数値目標を全体と路線別で評価しています。また、７ページ下段では、利用者数及び

収支率目標の達成状況についての考察を記載しています。考察内容としては、第三者評価

委員会の評価でもあったとおり、路線によっては目標と実績の乖離が大きいため、次期計

画では路線ごとに適切な数値目標を設定していきたいということや、新型コロナウイルス

感染症が収束してきたら利用者数を増加できるように、周知広報活動の強化や経路検索が

できるコンテンツプロバイダ数の増加など、コロナ禍でも実施可能な利用促進策の実施に

ついて記載しています。 

続いて８ページですが、令和元年１０月に実施した乗降調査結果から、日常生活に欠か

せない買い物利用目的の多い路線ほど新型コロナウイルス感染症の影響を受けない傾向

があることを記載しています。 

続きまして９ページをご覧ください。こちらはＰＤＣＡサイクルでいうＡの「アクショ

ン・改善」に相当する部分になっていて、７ページと８ページの考察にも記載のとおり、

改善方針として、適切な数値目標の設定、コロナ禍でも実施可能な利用促進策の実施、幹

線とコミュニティバスの並走解消の３つを記載しています。 

 続きましてＡ３の公共交通会議資料に戻っていただきまして、資料５ページをご覧くだ

さい。「２－３ 地域間幹線系統の評価」について説明します。 

 先ほど、豊川市コミュニティバスの一部路線について、国の補助金を活用して運行して

いることを説明しましたが、複数市町村にまたがる広域的なバス路線で一定の基準を満た

す路線についても、国・県の補助金を活用できるメニューがあり、豊鉄バスが運行する豊

橋駅・豊川市民病院・豊川駅・新城富永を結ぶ「新豊線」及び豊橋駅、豊川市民病院や豊

川駅を結ぶ「豊川線」の主要な系統は、国・県の補助金を活用して運行されています。な

お、補助金の活用にあたっては、運行事業者である豊鉄バスと沿線市が連携して自己評価

を行い、愛知県都市整備局交通対策課が事務局となっている愛知県バス対策協議会での協

議を経て国へ提出されます。この制度は以前から活用していますが、広域的な路線につい

ても、沿線市町の地域公共交通会議において協議または報告をすることになっていますの

で、所定の様式から抜粋して説明します。 

     ページ左側をご覧ください。これらは豊鉄バス新豊線・豊川線の主要な系統の路線図で、

接続する各市のコミュニティバス路線なども記載されています。 

 続きまして、ページ右側をご覧ください。 
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（１）の目標達成状況ですが、２年前の利用者数実績に１％上乗せした数値目標に対し、

補助対象系統すべてにおいて目標未達となったものの、定期利用者の多い新豊線について

は、新型コロナウイルス感染症の影響が比較的小さかったことなどを記載しています。 

     次に、（２）令和２年度の取組状況ですが、運行事業者では独自に市内沿線住民に向け

て地域密着型の時刻表を作成・配布するなどの利用促進に取り組んだことを記載していま

す。一方、豊川市では、「豊川市バスマップ」に豊鉄バスの時刻表を継続的に掲載した他、

市費でＧＴＦＳデータを作成し、Google で経路検索ができるようにしたことを記載してい

ます。 

次に、（３）今後の課題ですが、運行事業者では、沿線の地元住民への情報提供の充実

を課題とする一方、豊川市では、交通系ＩＣやバスロケーションシステム導入などによる

利用者層の拡大を課題としています。 

最後に（４）今後の取組ですが、運行事業者ではバスロケーションシステムの導入、豊

川市ではコンテンツプロバイダとの連携による市民及び市外からの来訪者の利用利便性

の向上を記載しています。 

     協議事項（１）の説明は以上ですが、本日から事業評価書を提出するまでの中部運輸局

愛知運輸支局との記載内容の訂正及び国への提出については、事務局に一任していただく

ことも含めて承認をお願いします。以上です。 

座 長： これについて何かご意見はございますか。 

委 員： 今年度の第三者評価委員会に豊川市は該当していませんが、中部様式については自主的

に作っていただくことは大歓迎です。今年度、豊川市を含む東三河地域はコロナ禍におい

て広域の取組で様々なことを実施していただくということで、愛知運輸支局のメール通信

や中部運輸局のホームページで、この取組について紹介させていただいています。資料３

～４ページの事業評価は、第三者評価委員会の有無に関係なく毎年提出が必須となります。

⑤の「目標評価達成状況」の欄で、路線ごとの理由が入浴施設に偏った書きぶりになって

いると感じました。減少した理由として理解できますが、例えば、ゆうあいの里小坂井線、

御津線の「入浴施設の利用目的が少ないため…」とありますが、もう少し理由に工夫が必

要と思っています。同じく⑤の考察については中部様式にも反映していただくと、より良

いものになっていくと思います。具体的な話や修正については１月１５日まで時間があり

ますので、相談しながら精査していければよいと思います。資料５ページは幹線系統とい

う複数市町に跨ぐ路線で、これは後程愛知県の方で全部取りまとめて計画を策定して検証

いただくものになります。５ページの右側の（２）～（４）の項目で、取組状況、課題、

今後の取組と続いていますが、ここでお願いしたいのが、幹線系統の維持は複数市町で検

討していただくことになりますので、豊川市の取組や課題に加えて、広域で豊橋市や新城

市のことも踏まえたことも記載していただくと良いと思います。来月、新城市の公共交通

会議がありますが、複数市町で連携しながら、より良い分析をしていただきたいです。 

事務局： 幹線系統につきましては、実際の評価書には豊橋市や新城市の意見も入りますが、紙面

の関係上、会議資料からは割愛させていただいています。来年度、資料を作成する時には、

豊橋市や新城市のコメント等も掲載させていただきたいと思います。 

委 員： 今年度は変更しないのですか。 

委 員： 県に提出いただいた事業評価には豊橋市や新城市の取組が記載されており、それを活用

しながら最終的な事業評価については沿線市町村についても記載したいと思います。 
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座 長： 広域路線でありますので、豊川市だけではなく豊橋市、新城市の方の考え方も知ってお

いて情報交換をする必要があると思います。東三河地域公共交通活性化協議会でも情報交

換は行われていると思いますので活用していただきたいです。 

委 員： 豊鉄バスの現状を簡単に説明させていただきます。今年の２月末頃から新型コロナウイ

ルスの影響が出始めて、３月には一気に利用者が減少しました。２０２０年度に入り、４

月、５月の緊急事態宣言が発令された時には、利用者が５割にまで激減しました。その後、

暖かくなると同時に感染者の数も少しずつ減っていき、同時にお客様も戻ってきて１０月

までには８割くらいまで回復しました。また、１１月になり感染状況が悪化し、今後の見

通しは厳しいと思っています。会社としてはウィルス対策も努力していますが、特に定期

外の方や高齢者の方を中心にした出控えの影響を受けていると感じました。 

座 長： 他の市町も新型コロナウイルスの影響により、ほぼ同じような傾向が見られています。

中部様式の８ページの利用目的についての考察の内容が、掲載している図からは見えない

ので、減少幅が少ない路線がわかるように記載していただくと、このコメントとグラフが

うまくマッチングするのではないかと思いますので、少し工夫していただきたいと思いま

す。対応方針は、豊鉄バスを含めたものと考えて良いのか、全体の論調から捉えると、豊

川市全体での整備ということになります。これについては何か考えがありますか。 

事務局： 対応方針については、幹線系統である豊鉄バスも含めた内容にしています。 

座 長： 課題には幹線系統の記載がありますが、対応方針には市のコミュニティバスだけではな

く豊鉄バスや全体の鉄道等の地域公共交通のことも、分かるように記載していただきたい

です。また、次期計画では数値目標を設定するとありますが、目標値だけではなく次期計

画の全体の話で表現した方が良いのではないですか。 

委 員： 中部様式１ページの「事業評価結果の反映状況」の部分で、一番下の長大路線の短縮化

とは具体的にどのようにしますか。案のようなものがあればお示しいただきたいです。 

事務局： ご指摘のとおりです。本日の協議事項の後半で詳しくお話ししますが、その内容につい

ても記載したいと思います。 

座 長： それでは他にご意見がなければ、修正を事務局にご一任いただくということでご了承い

ただけるでしょうか。 

委 員： （異議なし） 

座 長： それでは申請を進めさせていただきます。 

続きまして、協議事項（２）「豊川市地域公共交通計画（案）」について、事務局より説

明・提案をお願いします。 

事務局： それでは６ページをご覧ください。協議事項（２）「豊川市地域公共交通計画（案）」に

ついて説明します。 

「３－１ 第４６回会議時点の計画（素案）からの修正点」ですが、第４６回会議及び

令和２年１０月１日に書面開催した検討部会でいただいたご意見も踏まえて、別添Ａ４版

の豊川市地域公共交通計画（素案）のとおり修正しました。また、第４６回会議及び検討

部会でいただいたご意見とその反映状況については、別添Ａ４版の「部会意見と反映内容」

に記載のとおりとなっていますので、後ほどご確認ください。 

次に、「３－２ 数値目標の設定」について説明します。こちらは、前回会議において、

公共交通機関の利用者数は、新型コロナウイルス感染症が収束しても、元に戻ってこない

とする見方が多くなっているため、現状並みの数値目標としてはどうかというご意見や、
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計画の趣旨を踏まえ、豊鉄バス、鉄道、タクシーの数値目標も掲げてはどうかといったご

意見などを踏まえて、改めて協議するものです。 

【目標１】公共交通機関利用者数ですが、コミュニティバスの数値目標については、現

形成計画で実績のある平成２８年から令和元年の４年間の利用者の増加率を参考にし、新

型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数を、計画最終年度で令和元年度程

度の利用者数に戻す目標値としました。また、豊鉄バス新豊線・豊川線と豊川市内タクシ

ー利用者数の目標についても、コミュニティバスと同じ考え方で計画最終年度に令和元年

度程度の利用者数に戻す目標値としました。次に鉄道の数値目標ですが、これについては

上位計画である第６次豊川市総合計画で定める目標をそのまま公共交通計画の目標とし

ました。 

次に【目標２】コミュニティバス年間収支率ですが、考え方は前回会議と同じで、分子

の収入は【目標１】で算出した利用者数目標に１人あたりの平均運賃を乗じて算出し、分

母の経費は現計画期間における運行経費の増加率を考慮して算出したものとしています。 

次に【目標３】コミュニティバス行政負担額ですが、厳しい財政状況の中、路線維持の

ためには、行政負担額を無視できないことや、活性化再生法の改正に伴い、計画で掲げる

目標として行政負担額を掲げることになったことに伴い、今回追加した目標となります。

なお、実際の行政負担額は運行経費から運賃収入と国庫補助を引いた額ですが、国庫補助

は国の予算などに応じて毎年大きく変動するため、国庫補助は除外し、運行経費から運賃

収入を引いた額を数値目標とします。 

続いて７ページをご覧ください。「３－３ パブリックコメント概要」について説明し

ます。パブリックコメント手続制度は、政策等の策定過程において、市民等が意見を提出

する機会を保障し、政策等の案をチェックする機会を設け、官民が協同して政策案を作り

上げるための制度ですが、今回は豊川市地域公共交通計画の策定に先立って、ページ右側

の表に記載のとおりパブリックコメントを実施します。 

詳細はページ右側に記載の通りですが、豊川市パブリックコメント手続要綱や手続取扱

要領に基づき、市役所や公民館などを閲覧場所とし、令和３年１月２１日から令和３年２

月１９日までの期間において意見等を募集します。 

なお、意見募集で公表する計画素案については、本日いただいたご意見も踏まえて、事

務局で修正することも含めて承認をお願いします。以上です。 

座 長： 何かご意見はございますか。 

委 員： 素案の１１ページにコミュニティバス以外の公共交通について追加したという吹き出し

がありますが、福祉タクシーも豊川市内では５社で車両が１１輌ありますので、それも書

いておいていただけるとありがたいです。これは後に出てくる７０ページの（６）に「福

祉施策と連携し…」という項目があり、前回の会議でも意見がありましたが、この辺りに

関しては少し弱いと感じます。団塊の世代の方たちが７５歳を超え、免許返納をするとい

う時代が訪れます。元気な人は良いがバス停までも歩いていけないような人も、運転免許

の返納者も増えてくると予想され、そういった方たちの対応について、もう少し触れない

といけないと思います。 

座 長： 現在色々な輸送形態があり、法改正によりあらゆる資源を動員してでも公共交通をしっ

かりしようという目標の方向性がなされています。だからこそ、あらゆる資源はここに記

載しなければなりません。例えば、子供たちの輸送も何かあるかもしれません。それと、
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文言として福祉施策「等」と書いてありますので非常に微妙と思いました。公共交通は環

境など色々な部局との連携が必要です。今までは何とか今の形を維持しようとしていまし

たが、これからはもうメッセージとして市民の皆さんに出していくことが必要と思いまし

た。事業の項目で書くのか目標で書くのかは、今一度整理すべきと思います。市民の皆さ

んにもう少しメッセージを出せるようなものにしていただきたいです。 

委 員： ６０ページに課題を全部整理していますが、もう少し課題の特徴などに対する解説があ

っても良いのではないかと思いました。事務局と検討していきたいです。それと７４ペー

ジ以降に「目標達成する為の事業」の記載がありますが、できれば新型コロナウィルスに

関係する事業や対策もあっていいのではないかと思いました。 

座 長： 事務局の方でまた検討していただきたいです。７４ページのその他事業の新規移動手段

の導入検討に「デマンドとボランティア輸送制度」とありますが、実はこれが自家用有償

の話に絡んでくるのではないかと思っています。自家用有償はもっと違った展開になる可

能性がありますので、ここはデマンドやボランティアだけではなく、事業可能性の検討は

有り得ると思います。自家用有償制度の研究または勉強というテーマで、地元の皆さんと

勉強会をするのも１つの案と思います。事例を１つ挙げると、浜松の「がんばらまいか佐

久間」は、ご年配の男性たちがＮＰＯを作ってＮＰＯタクシーを運営しています。これか

ら団塊の世代が７５歳以上になり医療費等の課題もある中で、健康の話に関連しながら移

動についてみんなで一緒に考えていきたいです。地元の皆さんと勉強をして、先進事例を

見に行くなどの機会があってもいいのではないかと私は思います。また、地元で話題を提

供していただくうえで、私たちだったら何ができるのかを話し合い、地元ができることを

事務局へ提案していただくよう前向きに検討していただきたいです。 

委 員： 具体化できそうなことを具体的に打ち出していかなければいけないと思っています。団

塊の世代の人たちが７５歳以上になるということで、運転免許証の自主返納については真

剣に考えていくべきです。自主返納に関しては私も色々な場所で言及していますが、どう

すれば自主返納していただけるのか、自主返納をしても困らないような施策が絶対に必要

なわけで、ただ呼びかけて自主返納をお願いするだけでは効果がなく難しいです。そうい

った意味ではこの地域公共交通会議は重要な場所と思っています。老人クラブ連合会も具

体的に表に出して議論、検討をさせてもらいたいと思っています。そして７４ページの実

施スケジュールで、「デマンドタクシー実証実験実施の検討」の令和３年が空白になってお

り、何故この令和３年は何もしないのだろうと思いました。この１年を空きにした理由を

伺いたいです。 

事務局： 令和３年は何もしないわけではなく、デマンドの新しい検討を踏まえてどのようなこと

ができるのか、内部で検討するような１年間にしたいと考えています。具体的におもてに

出るような動きが無いので空白にしています。 

委 員： 令和４年以降を継続表記にしたということで、やはり検討する気があるのならば具体的

に何か打ち出していただきたいです。老人クラブの方は当然具体的な動きをしないといけ

ませんが、積極的にやっていただける姿勢がないと私達も話すだけでは何もならないので

よろしくお願いします。 

座 長： 色々な話し合いもあると思いますので、情報提供をしながら検討してほしいです。皆さ

んで話し合えるような場所を作っていただきたいと思います。是非具体的な話をしてほし

いです。 
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委 員： 令和３年のこの期間は、私どもが具体的に議論、検討をできる期間と考えてよろしいで

しょうか。 

座 長： 意見交換はしてもいいと思います。何をできるのか今から決める必要はないので、どう

したらより良い暮らしができるのか皆で意見交換することは良いと思います。 

委 員： 意見交換はとても大事と思います。事務局の方は何か意見があった場合対応してくれる

のですか。 

事務局： はい、対応します。 

座 長： デマンドだけではなく、どうしたらみんなが移動できるのかを考えたら良いと思います。

焦点を絞ってしまうと良くありません。 

委 員： 参考までに隣の新城市では、今年岐阜県の白川町にデマンドや自家用有償のやり方を勉

強しに行っています。そういった取組に市民の方が参加するのも良いのではないかと思い

ます。 

座 長： 情報はたくさんありますので、ぜひ情報等聞いていただければ発信できます。そういう

検討をしていくのであれば計画の中にしっかり位置づけをしておくことも大事と思いま

す。今日はまだこれは素案の段階でありますので、素案から「案」になるまでにはもう少

し時間がありますので、地元で話し合っていただいて、新たなご提案があれば会議の時以

外でも事務局に伝えていただきたいです。 

委 員： 本当に今年はこの会議で勉強させていただいているので細かいことしか気づけませんが、

地元でこういったことを話題にしていきたいです。 

座 長： 具体的な細かい話で結構です。文章に書くとこのようになりますが、やっぱり中身が問

題でありますので、具体的にどういうことか皆さんに分かってもらうことが大切で、地元

の皆さんに色んなご意見をいただけると大変ありがたいと思います。 

委 員： 先ほど地元で勉強会をとおっしゃられていましたが、そういう機会があると参加してく

ださった方の意見をまたこのような場所で言いやすくなるので勉強会はとても良いと思

いました。 

座 長： 私はそれが凄く大切と思います。２つだけに限らず自家用有償に関連した勉強会を開催

していく方向が良いと思います。一度目を通していただいて、確認やご提案でも構いませ

んので、ご意見がありましたら一度事務局の方へご連絡ください。次回の会議では計画案

をご承認いただくことになるのでよろしくお願いします。 

     続きまして、協議事項（３）「次期運行計画の検討」について、事務局より説明・提案

をお願いします。 

事務局： それでは８ページをご覧ください。協議事項（３）「次期運行計画の検討」の「４－１ 次

期運行計画の検討スケジュール」について説明します。 

ページ左上の表は、令和３年１０月からの次期運行計画に基づく運行開始までのスケジ

ュールとなっています。スケジュール表に記載のとおり、本日の第４７回会議では、運行

ルート、ダイヤ、サービス水準について協議します。 

そして令和３年３月２３日に開催予定の第４８回会議では、バス停設置に伴う歩車道境

界ブロックの承認工事等で比較的長い時間を要するため、運行ルートの承認までを目指し

ます。そして令和３年６月に開催を予定している第４９回会議では、バス停に掲示する時

刻表の作成やＧＴＦＳデータの整備に要する時間を考慮し、運行ダイヤ及びサービス水準

の承認までを目指します。 
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次に「４－２ 運行ルート及びダイヤ（案）」について説明します。ここでは、これまで

本会議で協議してきた運行ルート及びダイヤ見直しの考え方をおさらいとして記載して

いますが、改めて説明します。 

１つ目が、豊川市民病院から豊川駅前の区間における豊鉄バスとコミュニティバスの並

走解消。２つ目が、音羽地区における音羽線の増便と御津地区における御津線の増便。３

つ目が、ゆうあいの里小坂井線の姫街道以北の運行の豊川国府線への移管と、小坂井地区

におけるゆうあいの里小坂井線の増便。４つ目が、交通結節点である国府駅や豊川市民病

院における乗継ダイヤの設定です。なお、ページ右側の図は運行ルート及びダイヤ見直し

の考え方のポイントをまとめたものとなっています。 

続いて９ページをご覧ください。「４－３ 運行ルート（案）」について、公安委員会と

の協議などに伴って変更点がありますので、変更点に絞って説明します。 

まず、豊川国府線の路線名を変更します。現在、豊川国府線は、主に豊川駅と国府駅を

結んでいるため豊川国府線という路線名になっていますが、次期運行計画では、主にゆう

あいの里と八幡地区を結ぶ路線となるため、ゆうあいの里八幡線に変更します。 

続いて、運行ルートやバス停の変更点ですが、まず地図中の説明文の②。前回会議では、

「市田」バス停から南下し、姫街道へ接続する運行ルートを検討していましたが、会議後、

公共施設である豊川海軍工廠平和公園へ行ける運行ルートとした方がよいとする意見が

あったため、現行とおり「豊川海軍工廠平和公園」バス停を経由するルートとします。 

また、現行ルートを採用する場合、「西門橋」バス停の利用者数が比較的多いため、なる

べく運行距離を短くしつつ、上りと下りそれぞれに「西門橋」バス停を設置したいと考え、

公安委員会と協議した結果、豊川海軍工廠から真っすぐ姫街道へ南下する経路上には、バ

ス停を設置できる場所がありませんでした。そこで、運行距離が短いルートを案１、運行

距離が長いルートを案２として公安委員会と協議を行いました。公安委員会との協議が、

資料作成後の先週１８日（金）であったため、今回の資料には反映できていませんが、ル

ート案１については、乗入口が多い等の理由により、姫街道方面行きの「西門橋」バス停

を設置できる場所がありませんでした。そこでルート案２を採用し、現在の姫街道方面行

きの「西門橋」バス停を引き続き利用しますが、「西門橋」バス停と「諏訪西町」バス停の

間に設置されている「ウィズ豊川」バス停については、ジャンボタクシー車両から小型バ

ス車両に変更となることに伴い、公安委員会と協議した結果、現在の「ウィズ豊川」バス

停では安全な乗降が難しいとのことであったため、廃止とします。続いて③と④の豊川西

部土地区画整理事業地区のバス停ですが、公安委員会と協議した結果、「国分寺」バス停

は設置できる場所がなかったため「くすのき公園」バス停と「やわた町民館」バス停の２

つを設置することとします。 

続いて１０ページをご覧ください。 

まず、ゆうあいの里小坂井線の路線名を変更します。現在、ゆうあいの里小坂井線は、

ゆうあいの里と小坂井地区を結んでいるため、ゆうあいの里小坂井線という路線名になっ

ていますが、次期運行計画では、小坂井地区と市中心部を結ぶ路線となるため、音羽地区

や御津地区と市中心部を結ぶ音羽線や御津線の路線名に倣って、小坂井線に変更します。 

     続いて運行ルートやバス停の変更点ですが、まず地図中の説明文の①。前回会議では、

「市営蔵子住宅」バス停から「海見橋」バス停の区間における利用者数が少ないため、こ

の区間の運行を廃止して、文化会館南側を通り、海見橋北側からクックマート諏訪店へ向
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かうルートを検討しました。ところが、地図中の説明文①に記載のとおり、本年４月から

９月までの半年間において、この区間の利用者数が大きく増加していることや、元々利用

者が多かった「海見橋」バス停の代わりとして設置の検討をしていた「海見橋北」バス停

が、公安委員会と協議した結果、設置できないことになったため、現在の運行ルートのま

まとします。 

次に⑦ですが、前回会議では、実際にダイヤを組んでみて十分な便数が確保できそうで

あれば、もう少し小坂井地区を広く回れるルートにすることも検討するということで、具

体的には西小坂井駅の南側や小坂井駅と牛久保駅の区間のバス空白地なども検討したい

と考えていましたが、資料１９ページ以後で提示させていただくダイヤ（案）のとおり、

十分な便数の確保が見込めなかったため、小坂井地区の運行ルートは現行のままとします。 

 続いて１２ページをご覧ください。御津線ですが、地図中説明文⑥の愛知御津駅北側ル

ート及びバス停の新設については、「愛知御津駅前」バス停から３００メートル程度しか

離れていないこともあり、継続して検討していきたいと考えています。 

続いて１３ページをご覧ください。御津地区地域路線の地図中説明文②ですが、公安委

員会と協議した結果、「国府高校西」バス停は設置できる場所がありませんでした。また、

地図中の説明文④ですが、「南部小学校」バス停と「剣橋西」バス停は距離が近いため、

「南部小学校」バス停に統一します。 

続いて、１４ページの音羽線から１６ページの御油地区地域路線については、前回会議

から変更点はありません。 

次に、ページを飛ばしていただき１９ページをご覧ください。「４－４ 運行ダイヤ（案）」

について説明します。 

１９ページでは、基幹路線の現在の運行本数と令和３年１０月からの運行本数を表にま

とめて掲載しています。小坂井線、音羽線、御津線など、旧町と市中心部を結ぶ路線につ

いては、路線を短縮化していることもあり、増便となっています。 

続いて２０ページをご覧ください。２０ページでは、地域路線と豊鉄バスの運行本数の

変更について表にまとめていますが、御津地区地域路線では、大幅な路線の見直しに伴い、

基本的には利用者数の多い区間は増便、利用者数の少ない区間は減便になっています。ま

た、豊鉄バスについては、運行ダイヤの変更がないため、運行本数の変更はありません。 

続いて２１ページをご覧ください。ここからは、具体的に路線ごとの運行ダイヤ（案）

を掲載しています。 

それでは路線ごとにダイヤ（案）のポイントを説明します。 

まず、ゆうあいの里八幡線ですが、ゆうあいの里を起点として、右回りと左回りを交互

に運行するダイヤとしています。また、本路線は、特別支援学校の一部の生徒が通学に利

用しているため、特別支援学校とも調整し、登校に利用されている１便と、下校で利用さ

れている１０便の豊川特別支援学校と国府駅間は、現行どおりのダイヤとしています。 

続いてページ右側の千両三上線ですが、令和３年１０月から市中心部へ向かう場合、現

在の豊川国府線が利用できなくなるため、豊川駅で豊鉄バスに乗り継ぐ必要があります。

そこで、豊川駅において豊鉄バスと乗継ができるダイヤとしています。 

続いて２２ページをご覧ください。小坂井線ですが、ゆうあいの里方面へ行き来しやす

いよう、豊川市民病院でゆうあいの里八幡線と乗継できるダイヤとしています。 

また、ページ右側の一宮線は、ダイヤの変更はありません。 
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続いて２３ページをご覧ください。音羽線と御津線ですが、午前中は豊川市民病院への

移動ニーズがあるため、音羽地区、御津地区から豊川市民病院への直通を意識したダイヤ

としています。また、国府駅における乗継については、午前は音羽地区、御津地区から豊

川市民病院方面を重視し、逆に午後は豊川市民病院から音羽地区、御津地区方面への乗継

を重視したダイヤとしています。 

続いて２４ページをご覧ください。音羽地区地域路線と御津地区地域路線ですが、音羽

線、御津線との乗継を意識したダイヤとしています。 

続いて２５ページをご覧ください。一宮地区地域路線は、地域協議会で協議し、承認さ

れたダイヤとしています。また、御油地区地域路線は、豊川市民病院方面と行き来しやす

いよう、国府駅での乗継を重視するとともに、午前中が増便となるようなダイヤとしてい

ます。 

なお、掲載している運行ダイヤ（案）については、運行事業者との調整、地元との調整、

事務局による実走などを終えていない段階のものであるため、ただいま説明したポイント

を除いては、次回の第４８回会議までに変更となる可能性がありますのでご承知おきくだ

さい。 

続いて２６ページをご覧ください。「４－５ サービス水準（案）」について説明します。

まず豊川市コミュニティバスですが、全ての路線を１乗車２００円とします。また乗継券、

回数券、１日フリー乗車券の発行を継続します。次に豊鉄バスですが、豊鉄バスについて

は変更ありません。以上です。  

座 長： 何かご意見はございますか。 

委 員： ゆうあいの里小坂井線が今回ゾーンの跨ぎが変更になりますが、現在ゆうあいの里小坂

井線は利用率が高いにも関わらず変更する理由を再度確認したいです。それと、特別支援

学校の生徒も利用するということで、例えば車両の乗りこぼしが変更後の路線で発生しな

いのかどうか等も確認したいです。バス停がいくつか廃止になる所があり、例えば９ペー

ジの下野川等の地区の方たちについては他の路線で対応することになると思われます。こ

れも再度確認で廃止理由等々は大丈夫か伺いたいです。新しい公共交通計画のバス停勢圏

の話のリンクがしっかり考えられているのかどうか確認したいです。 

事務局： まず、９ページ・１０ページです。ゆうあいの里小坂井線を南北に分けることについて、

市が主体となって運行している基幹路線は、今の計画でも１時間に１本から２本くらい便

数を確保することを目標にしていますが、ゆうあいの里小坂井線はそれが実現できておら

ず不満の声の多い路線です。今回の計画素案の７５ページに「１～２時間に１本程度の運

行を確保します」とあり、これを実現するために南北に分けて路線を短くし、その余力を

活かして小坂井線を運行本数が確保できる形に変えていきたいという計画です。 

乗りこぼしについては、ゆうあいの里八幡線については小型バス車両で運行するため、

乗りこぼしの心配は無いと考えています。 

また、現在のゆうあいの里小坂井線はジャンボタクシーで運行しており、定員オーバー

でしばしば乗りこぼしが生じていますので、現在の利用者定員９人の車両を、来年１０月

からは利用者定員１３人に増員となるような車両にします。 

運行ルートについて、文化会館や下野川のあたりは前回の会議で少し資料をお示しさせ

ていただきましたがあまり利用者がおらず、乗降調査の結果を見ても利用頻度の高い利用

者は見られませんでした。そのデータを見ても廃止は問題ないだろうと考えていますが、
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例えば廃止される文化会館バス停では距離は長くなりますが、６００メートル程歩けば諏

訪西町バス停がありますので、申し訳ないですが歩いていただくことになります。その他

のバス停に関しましても５００～６００メートル歩いた先に「市営蔵子住宅」「堺橋」バ

ス停がありますので、代わりとなるバス停の周知をしていきたいと考えています。 

座 長： ゆうあいの里小坂井線から名鉄八幡駅で乗り換えていただくということで、乗換の施設

は例えば簡単な風よけがあるなど待合空間が大切と思いますが、何か路線の変更に関連し

た配慮などの考えはありますか。 

事務局： 市民病院のバス停にベンチが設置されており、すぐ近くの院内に入っていただくと喫茶

店もあります。運行事業者の方から風よけを設置してほしいと要望があり、検討していき

たいと考えています。 

座 長： これから市民病院の使い方も考えていかなければなりません。国府駅も乗継の仕組みを

考えていく上で、待合空間の整備がすごく大切になってきます。本数を増やすためにはど

うしても長い路線を短く切るという考え方になりますが、その分だけ乗換えは増えるので、

どのように待合空間を整備するのか、楽しく時間を過ごせるようにするにはどうするのか

を考える必要が出てきます。高齢者になってくると金銭消費型よりも時間消費型になって

きます。時間をどのように使うのか、どのように楽しく時間を使っていくのかを考え、乗

換え時の場所や空間を考えることが大切だと思います。 

委 員： 関連して、２６ページに乗継券は継続するということで「複数の路線が接続するバス停

を乗継券発行バス停とします」と記載があり、豊川駅前、豊川体育館前、名鉄八幡駅、一

宮支所等、複数のバス路線が通る場所は他にもありますが、乗継券を発行する場所としな

い場所の違いが分かればと教えていただきたいです。 

事務局： 地域間幹線系統の豊鉄バス新豊線・豊川線とコミュニティバスの乗継は、運賃清算が非

常に複雑になるので乗継券の発行ができません。ご指摘をいただいた一宮支所などは、コ

ミュニティバスと豊鉄バスが接続する場所でありますので、乗継券を発行したくてもする

ことができないという状況であります。豊川駅前も同様に千両三上線と豊鉄バスが接続し

ているため、同じ理由で乗継券の発行ができません。 

座 長： 市民病院を経由する場合は乗継券の発行ができるのですか。 

事務局： 市民病院の場合も豊鉄バスとコミュニティバスは乗継券の発行ができないので、ここに

注記が必要になります。５００円で市内乗り放題の１日フリー乗車券をご利用いただく形

になります。 

座 長： 豊鉄バスとコミュニティバスを往復で利用いただく場合は、１日フリー乗車券を利用い

ただくとお得であることを理解していただかないといけません。そこは市民の皆さんにご

理解いただけるように丁寧に何度も説明し、周知していかなければ誤解を招く可能性もあ

ります。MaaSの実用化が進めばこのようなことで悩むこともなくなると思いますが、今現

在 MaaSの実証実験が進んでおり、スマホ決済も含めて技術の進展は凄いものであります。

スマホで高齢者の方が対応できるのかという課題もありますが、７０代前半の方のスマホ

の普及率は８５％という話もあります。団塊の世代の方が３年後には７５歳を迎え、７５

歳以上の人のスマホの所持率も増加すると見込まれており、それが良いのかどうかはまた

別問題でありますが、料金の支払い方法はこれから随分整備されていくと思いますので、

現金の支払いはどんどん少なくなっていくという方向になっています。 

委 員： 料金体系について、共通ゾーンは残すのですか。 
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事務局： 残します。 

座 長： スケジュールからいくと、来年６月の会議で最終承認という形になります。３月にはル

ートまでは決めたいです。是非この会議のことを地元の方でも話題にしていただき、今使

っていただくことも大切でありますが、これから使っていただくことも考えながら議論し

ていただいて、次の機会までに新しい運行計画を定めていきたいのでよろしくお願いしま

す。 

委 員： 障害者は事前に連絡が必要と記載がありますが、出先で体調が悪くなることもあります。

急遽利用したい場合は、その場ですぐ利用することはできないのでしょうか。 

事務局： 現時点ではバリアフリー対応している路線もありますが、今度の車両更新の関係でバリ

アフリー対応ではなくなりますので、その場合は運行事業者とも調整が必要になりますが、

豊川の営業所の方にバリアフリー対応のジャンボタクシーを用意していますので、予約な

しでも乗れるような運用を検討していきたいと思っています。 

座 長： 連絡についてはどうですか。 

事務局： 原則として予約をしていただきますが、予約なしでバス停でお待ちになっている場合の

運用については今後検討します。 

座 長： 今のお話しについては、ご利用いただけるような仕組みをしっかり検討する必要があり

ます。 

事務局： 今の更新前の車両であれば、１台分は車いすの乗車スペースがあります。しかし、現在

でも１名を超える車いす利用者の乗車がある場合は乗車できないため、予約いただいてい

ます。ただ、更新後の車両は車いすのスペースが無いので、事前に予約いただければその

便に関しては車いす対応車両で運行します。予約なしの場合の運行については今後検討し

ます。 

座 長： 他にいかがですか。 

委 員： 前回の時にデマンドと並行して地域路線の一部をフリー乗降の実施を考えていただけな

いかという提案をしました。すぐに答えの出ることではないとは思いますが、現時点で何

かお答えいただけますか。 

事務局： 前回の会議後、愛知県警に照会しましたが、現実問題として難しいという回答をいただ

いています。ただ、公共交通会議は警察、道路管理者、運輸局の方々に委員としてご出席

していただいているので、そこで協議が整えばできないこともないです。フリー乗降が可

能な場所は安全性が保障されている場所ということが大前提になりますので、条件が整う

場所であれば可能性はあると考えています。 

委 員： 全路線でと言っているわけではありません。明らかに交通量の少ない場所でバス停の間

隔がかなり大きい所も地域路線の中にはあります。これを検討していただくと、利便性向

上と利用者数の増加も見込めると思います。具体的に検討いただけるようにしていただき

たいです。 

座 長： 地元で話し合って区間、交通量を計る等して決めていただく必要があると思います。否

定しているわけではありませんが、あまりフリー乗車が多くなると時間がかかってしまう

ということもありますので、利用する上でのルールを皆さんで決めてもらう話し合いをし

ていただけると大変いいと思います。 

 他にいかがでしょうか。もしなければ来年の６月までに決めて、すぐに手続きに入ると

いうことで進めさせていただきますがよろしいでしょうか。 
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委 員： （異議なし） 

座 長：  それではその他につきまして皆様方より何かございますか。 

【その他】 

○公共交通あんしん利用 コロナ禍におけるバス・タクシーの取組について 

委 員： バス事業者、タクシー事業者は新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、いつもよりも

消毒や換気に手間暇とお金をかけて取り組んでいます。経営状況が厳しい事業者も増えて

きている状況にありますが、少しでも市民の方が不安で公共交通利用をためらっていると

いうことであれば、事業者の人たちはしっかりとこのような対応をしているということを

少しでも知っていただきたいと思います。 

座 長： こういった形で対応していきましょう。バス・タクシーはしっかり取り組んでいるとい

うことをぜひご理解いただけるようにしていきましょう。 

他にご意見がなければ事務局の方からお願いします。 

事務局： 次回の第４８回会議は令和３年３月２３日火曜日の午後２時から、豊川市役所本庁舎３

１会議室で予定しています。 

座 長： 長時間にわたりありがとうございました。以上で第４７回豊川市地域公共交通会議を閉

会いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

以上 

 

 


