
第２次豊川市地域公共交通網形成計画検討部会（第３回：書面協議）　部会意見と反映内容

連番 課名 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

1 1,7

数字の全角と半角が混在しているので統一
を。例として、
・P１最終段落「令和2年度と第２次豊川市地
域公共交通網形成計画」の違い
・P７平成28年10月と夏休み小学生５０円バ
スの違い

全般 全角に統一しました。

2 2 活性化法改正（R2）は反映させなくてよい
か。 2 令和2年の活性化再生法の改正を反映（追記）

しました。

3 3,52
総合計画「まちの構造図」は、本計画策定時
のR3.3には図が変更するため、差し替えが必
要かと思われる。最新データの提供は可能。

4、64 最新データに差し替えました。

4 7

「標準的なバス情報フォーマットの作成」だ
けでなく、「オープンデータ化及び乗換案内
コンテンツプロバイダ（google、NAVITIME
等）への掲載」を記載してはどうか。

8

具体的なコンテンツプロバイダ名は伏せた上
で「オープンデータ化及び乗換案内コンテン
ツプロバイダへの掲載」についても記載しま
した。

5 7

タイトル「3.豊川市地域公共交通網形成計画
の総括」は、第1次～と入れた方がよいので
はないか。
⇒全般的に「現計画」となっているところ
は、第1次にしたり、あと第1次なのか2次な
のか分からない表記は、すべて第1次、第2次
を入れた方がいいと思われる。

全般

1頁の「背景と目的」の文中で、豊川市地域公
共交通総合連携計画（Ｈ23.3策定）を「第1次
計画」、豊川市地域公共交通網形成計画（Ｈ
28.3策定）を「第2次計画」、豊川市地域公共
交通計画（Ｒ3.3策定予定）を「第3次計画」
と定義した上で、2頁を除き、目次及び3頁～
86頁にかけては略称（第○次計画）で統一し
ました。
「12.その他」の協議内容は略称への変更はし
ていません。

6 13 タイトルの「取り組み」と「取組」の表記の
統一を。 全般

動詞は「取り組み」、名詞は「取組」に統一
しました。また、乗継についても、動詞は
「乗り継ぎ」、名詞は「乗継」に統一しまし
た。

7 15

路線別比較は、直近のH30と比較するのでは
なく、第1次計画の初年度H28年度との比較が
よいのではないか？（なぜ前年度と比較した
のかわからない）

19 平成28年度との比較にしました。

8 19 （2）の本文2行目に「」と、抜けているとこ
ろがある。 － 構成の変更で33～57頁を加えたため、当該頁

は削除しました。

9 29 出典：「国立社会保障・人口問題研究所」と
正式名称で記載してはどうか。 22 正式名称に訂正しました。

10 38
中期財政計画は、R2が新しく出ている。同じ
く、運行経費・収入もR1まで掲載したらどう
か。

32 令和2年度の中期財政計画に置き換え、運行経
費・収入を令和元年度まで掲載しました。

11 39 最新値に直したらどうか。 33 最新値に差し替えました。

12 40 最新値に直したらどうか。ただし、Ｒ2.5や6
は、有効求人倍率が下がっているが・・・。 33 元データが更新され次第、最新値に差し替え

ます。

13 41

「5-3.地域公共交通網形成計画に向けた課題
点の整理」
⇒「5-3.第2次地域公共交通網形成計画策定
に向けた課題点の整理」

60 計画の略称を反映の上で訂正しました。

14 41 ②人口減少、生産年齢人口減少、高齢者人口
増加状況の中、 60 訂正しました。

15 41 新型コロナウイルスによる影響、懸念などを
追記してはどうか。 60 ①の文章の後半に追記しました。

16 42

２）については、説明を割愛したと思うが、
「なぜこうしたのか」が全く分からないた
め、ページを割いて説明した方がよいのでは
ないか。

60 第43回地域公共交通会議資料を活かし、35～
59頁を追加しました。

1 企画
政策課



第２次豊川市地域公共交通網形成計画検討部会（第３回：書面協議）　部会意見と反映内容

連番 課名 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

17 47 目標3「公共交通分担率」という用語の説明
が必要ではないか。 70 用語の説明を追記しました。

18 47 目標４カバー率の数値が実績から一旦下降し
て上昇する理由は？ 70

バス停から半径300メートル圏の居住人口が多
いものの、バス利用率が低いバス停の廃止を
予定しているため一旦下降しますが、第3次画
期間中の新しい移動手段（デマンド型交通）
の検討、導入やバス路線の見直しなどにより
上昇を目指しているためであり、※4に説明を
追記しました。

19 48

路線別に出すと首を絞めることになるので
は・・・法的に、補助金的に掲載する必要が
あるのであれば仕方がないが・・・。例え
ば、御油の人は12%負担しなければならない
のに、御津の人はなぜ4.9％の負担だけでい
いのか、という議論にもなりかねないと思
う。

71
路線別目標は、従来より公共交通会議資料
（HPで公開）の別紙で掲載しているため、次
期計画においても路線別目標を設定します。

20 50

デマンドタクシー実証実験実施がＲ４に確定
したわけではないので、「デマンドタクシー
実証実験の検討」でR4から後半をずっと継続
表記としてはどうか。

74 R4から後半を継続表記に訂正しました。

21 53 第1次の路線も併記した方がわかりやすいの
ではないか。 76 見直し前後を併記しました。

22 59

これは意図的に簡素化したのか？乗り継ぎ券
廃止や、100円区間を200円にした等、これも
第1次の料金体系と併記した方がいいと思う
が・・・。簡素化したい意図も分かる。

82～83 見直し前後を併記しました。

23 64 デマンドタクシーの実施期間は、「令和4年
度」⇒「令和4年度～」でどうか。 87 「令和4年度～」に訂正しました。

24 65 その他事業（デマンド）評価はＲ6,7を□と
してはどうか。R4年度決定ではないため。 89

計画期間を通じたPDCAサイクルが分かるよう
に表記を変更したため、「その他事業」は個
別に記載しない表記にしました。

25 67 用語集を巻末に記載する必要があると思われ
る。 101 用語集を巻末に追記します。

26 1 現行の豊川市立地適正化計画は、平成29年2
月策定、同年3月公表です。 1 訂正しました。

27 2
上段の図において、令和と平成が混在してい
ます。この際、令和に統一してはどうです
か。

2 令和に該当する期間は令和に変更しました。

28 2

下段の図において、都市計画マスタープラン
と第2次公共交通網形成計画の関係が間接的
なものとなっています。直接的な関係がある
ようなものに修正した方がいいと思います。

3 矢印を図示し、直接的な関係があるように修
正しました。

2 都市
計画課

1 企画
政策課



第２次豊川市地域公共交通網形成計画検討部会（第３回：書面協議）　部会意見と反映内容

連番 課名 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

「都市計画マスタープラン」の内容が古いで
す（H22のもの）
現時点での最新版としては、第3次豊川市都
市計画マスタープランの策定がR2に予定され
ていますので以下の文章に修正してください
（長ければ、適宜カットしてください）

【都市づくりの目標】
(1) 生活圏ごとに様々な機能が使いやすく配
置され、歩いて暮らしやすい都市づくり
・生活圏や拠点が多様な交通手段により連携
し、各地域の特性や特色を活かしながら、そ
れぞれが互いに補完し合うことを目指しま
す。
(2)多様な産業が集積、連携し、歴史・文化
を活かした多彩な交流が育まれる都市づくり
(3)市民がいつまでも安全で安心して、暮ら
し続けることができる都市づくり
・誰もが安心して暮らし続けられるコミュニ
ティの維持・活性化を図ります。

(4)山並みや田園風景、海や川を守り、都市
の個性が輝き、地球環境にもやさしい都市づ
くり
都市の個性や魅力の向上、質の高い市民生活
を確保するとともに、公共交通を中心とした
移動手段の充実を図ることを目指します。
(5)多様な担い手が支え、連携・協働する安
定した都市づくり
【本市の目指すべき将来都市構造】
集約型の都市構造を目指す本市において

は、都市と自然とが健全に調和し秩序ある土
地利用を促進するため、市域を構成する基盤
となるゾーンを設定します。その上で、中心
拠点や各地域の鉄道駅などを中心とした地域
拠点への都市機能の集積による拠点の形成に
加え、拠点間の交流を重視し、都市活動の活
発化と市民交流を円滑にする軸（道路、鉄
道、バス路線）を配置します。これにより市
民生活の利便性向上を図るとともに、市内は
もとより広域からも多くの人が訪れ、市民交
流を一層緊密にし、まちのにぎわいを創出し
ます。

計画に関する説明文について、以下の文章に
変更をお願いします。

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢
化が予測されており、拡散した市街地のまま
で人口が減少し低密度化すれば、一定の人口
密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支
援・商業等の生活サービスの提供が、将来困
難になりかねない状況にあることが懸念され
ています。
こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間

事業者が一体となってコンパクトなまちづく
りに取り組むため、平成26年に都市再生特別
措置法が改正され、立地適正化計画制度が創
設されました。

立地適正化計画は、これまでの都市の拡大
を前提とした土地利用「規制」とインフラ
「整備」によるまちづくりに対し、これまで
都市計画の中では明確に位置づけられてこな
かった、各種都市機能や居住を含めた市民活
動の適切な「誘導」により、都市の質を高め
持続的に発展可能なまちづくりを進めるため
の具体的な方針を示した計画です。
本市においても、他都市と同様に人口減

少・少子高齢化が進むことが予測されている
ことから、持続可能な都市の形成を目指すた
め、「豊川市立地適正化計画」を平成29年2
月に策定しています。

訂正しました。

5 6 訂正しました。

2 都市
計画課

30

29 4 5

都市
計画課2



第２次豊川市地域公共交通網形成計画検討部会（第３回：書面協議）　部会意見と反映内容

連番 課名 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

31 5

居住誘導区域・都市機能誘導区域の図が古い
です。令和元年9月に八幡駅南側の用途変更
に合わせて変更しており、また、現在実施し
ている改定においても一部変更予定です。

6 最新の図に差し替えました。

32 22

2行目から3行目にかけて「中心」という言葉
が続く点に少し違和感があります。諏訪町駅
周辺については、そのまま「諏訪町駅周辺」
とした方がよいと思います。

45 構成の変更で図の掲載箇所を変更し、「諏訪
町駅周辺」に変更しました。

33 29 「人口問題研究所」は正式名称にした方がよ
いと思います。 22 訂正しました。

34 35

「居住誘導区域ベース」についても人単位に
変えてはいかがでしょうか。バス路線を決定
するにあたって目的とするところは、居住誘
導区域の全てをカバーすることではなく、居
住誘導区域内の居住者をカバーすることにあ
ると考えられるからです。

28、44 訂正しました。30、31頁の図は最新の「居住
誘導区域」に差し替えの上で図化しました。

35 41

立地適正化計画を上位計画と表記しています
が、国の資料等では「車の両輪」と表現され
ることがあり、上下の関係ではないと思われ
ますので、（）書きの削除をお願いします。

60 訂正しました。

3 福祉課 36 58
・（5）新たな料金体系制度の導入の枠外文
章の最終行中、「また、障がい者や」を「ま
た、障害者や」に改める。

69、81 訂正しました。69頁の（3）にも記載があった
ため、合わせて訂正しました。

2 都市
計画課



第46回豊川市地域公共交通会議（令和2年9月29日開催）意見及び反映内容

連番 区分 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

1 47、48

法改正（令和２年１１月施行）に伴い、行政
負担額についても数値目標として掲げるよう
に求められる予定である。検討いただきた
い。

70、72 目標値の各年度の運行経費と運賃収入の差を
行政負担額として加えました。

2 50、65
何を評価して次の年の事業に繋げていくの
か、他市のＰＤＣＡサイクルの記載に倣って
わかりやすくしてほしい。（別紙）

89
計画期間にわたって、実施事業の各年度のＰ
ＤＣＡサイクルと、地域公共交通計画のＰＤ
ＣＡサイクルに分けて整理しました。

3 47、48

新型コロナウイルス感染症の影響で目標に届
かないという評価では、目標との比較による
評価が意味をなさない。運用上、増加率とし
て評価できるようにしてはどうか。
（会議後、当該委員からの補足事項）⇒目標
数値はこのままとして、例えば新型コロナウ
イルス感染症の影響がある場合は、目標数値
の７０％で運用上評価するイメージ。

70～72

豊川市コミュニティバスの数値目標は前回会
議時点から各年度▲25,000人/年として、収支
率も▲25,000人/年を反映した目標値としまし
た。

4 47、48

新型コロナウイルス感染症が終息しても、新
しい生活様式に慣れて元の利用者数には戻ら
ないと言う方が多い。数値目標を現状維持と
してはだめか。

70～72

豊川市コミュニティバスの数値目標は前回会
議時点から各年度▲25,000人/年として、収支
率も▲25,000人/年を反映した目標値としまし
た。

5 47、48
公共交通機関全体の数値目標を掲げ、その内
訳として豊鉄バス、タクシーなど、他の公共
交通機関の利用者数を掲げるべき。

70

・公共交通機関全体の数値目標を掲げ、その
内訳としてコニュニティバス、豊鉄バス新豊
線・豊川線、タクシーに分けました。
・鉄道については上位計画である第６次豊川
市総合計画との整合のため、統計画で掲げら
れている数値目標を適用しました。主要駅の
１日あたりの乗車人員としています。

6 30

運転免許証の年齢別保有割合について、男女
別を載せてはいかがでしょうか。ご存じのと
おり、女性の免許保有率は高齢になるに従っ
てぐんぐん下がります。男女別を載せること
で、生活必需品の販売店を路線に入れる重要
性がより強く示すことができると思います。

23 男女別の割合をグラフに追加しました。

7 54

地域協議会は現状でも行政に「おんぶにだっ
こ」ではないかと思います。これは、熱心に
やっても行政コストが下がるだけで協議会の
委員にメリットがないためです。そこで、バ
ス運賃の一定割合を成果報酬として地域協議
会に交付し、これを原資に地域の取り組みを
推進してもらうというのはどうでしょうか。

77
現時点では意向を伺っていない状況であるた
め訂正しないことと、次期計画期間中の課題
とします。

8 －

コミュニティバスの内容が多く、鉄道、豊鉄
バス路線、タクシー等についての記載が少な
い。バス停勢圏カバー率、コミュニティバス
の見直しで生じる空白地、新たな輸送（デマ
ンドタクシー等）との関係を整理し、どのよ
うな交通体系を目指すのかがわかるようにし
て下さい。

－

・70頁：数値目標は鉄道、豊鉄バス、タク
シーの目標を追加しました。
・81頁：バス停の待合環境改善の中に、「鉄
道駅と接続するバス停」についても追記しま
した。
・61・67頁：61頁の課題(3)の市内のバス停・
駅勢圏のカバーを定時定路線型以外の交通シ
ステムで補完することが課題であることを記
載し、67頁の方針(3)で地域の移動に合った交
通システムの導入と支援について記載しまし
た。

9 7～16

現計画で取り組んだことと現計画の評価につ
いては、これらを合わせて現計画の評価とし
てまとめてみてはどうか？例えば、P16の目
標に対する達成状況については結果のみの記
載であり、振り返りとしては弱いと思いま
す。

8～21

・「３．豊川市地域公共交通網形成計画の総
括」と「４．取り組みの成果・評価」を
「３．第２次計画の総括」としてまとめ、取
組状況と評価をつなげる形で一体にしまし
た。
・また、21頁に数値目標の推移を追加し、目
標未達の中でも目標に近づきつつあったこと
を示しました。

1 会議中
意見

2 会議後
意見



第46回豊川市地域公共交通会議（令和2年9月29日開催）意見及び反映内容

連番 区分 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

・P17～P43で「５．現状の課題」という大項
目になっていますが、現計画の評価、各デー
タやアンケート結果等、それらから見える現
状整理があり、その上で見えてきた課題を整
理する、という流れにした方がよいと思いま
す。
・P41～43においては、課題とあるものの、
結論が記載されているところもありますの
で、上記の現状整理と課題がわかりやすくな
るように記載願います。
・今の整理ですと課題に急ぎすぎている印象
を受けます。また、解決すべき課題とP44
（方針）への繋がりがわかりにくいです。

・P30に「免許返納者に対する移動支援の必
要性が高まる」とあり、P33～34では「自分
で運転が増えている」とあります。わからな
いデータとして「出かけない人」が増えたの
かどうか？仮にそうだとすると、出かけさせ
るための施策が必要となります。また、この
後に繋がる基本方針以降では、誰のためにど
のような地域交通にするのかを分かりやすく
した方がよいです。免許返納者、更に言えば
足腰に不安のある人がターゲットとなるな
ら、今回の会議で議論したバリアフリーの適
用除外は真逆の方向になります。このあたり
のデータ整理や後に続く施策等を再度整理し
て頂いた方がよいと思います。
・P22で「コロナ周辺」「コロナ等の集客施
設」とありますが、町名や地区名にはできま
せんか？コロナワールドのことだと思います
が、昨今の情勢から勘違いされる恐れもあり
ます。

11 46～49

・現在パブコメ中の省令改正では、利用者
数、収支、行政負担について求められること
になっておりますので、現在の案にない行政
負担について目標値として検討願います。
・利用者数については、コミュニティバスの
みならず、豊鉄バス路線についても検討して
下さい。特に、幹線補助を受けている路線が
２路線あり、接続しているフィーダー補助路
線は一体です。

70

・公共交通機関全体の数値目標を掲げ、その
内訳としてコニュニティバス、豊鉄バス新豊
線・豊川線、タクシーに分けました。
・鉄道については上位計画である第６次豊川
市総合計画との整合のため、統計画で掲げら
れている数値目標を適用しました。主要駅の
１日あたりの乗車人員としています。

・豊川市さんは鉄道（ＪＲ及び名鉄）があ
り、各駅へのバスの乗り入れがありますが、
鉄道との接続に関する事業がありません。
・豊川市さんはバリアフリー基本構想を策定
されておりますが、バリアフリーに関する事
業がありません。
・P51の路線区分は、事業ではなく、市が目
指す交通体系の役割分担では？そうであるな
ら、6.の基本的な方針若しくは8.目標で整理
されるものでは？その上でここの項目に再掲
され、P52以降に繋がるのではないでしょう
か？
・P54～56の地域路線について、なんとなく
イメージはわかりますが、P52～53の基幹路
線、P59の路線図、現在平行して協議してい
るコミュニティバスの見直しと合わせて、豊
川市が描く姿をしっかり示し、どれが基幹路
線でどれが地域路線なのか？基幹路線と地域
路線の接続・それぞれの役割は？ということ
がわかりやすくなるように整理して下さい。

・P59～60の新たな料金体系について、現状
の料金体系と混同するところもあるので、豊
鉄バスと相談の上整理して頂きたいと思いま
す。

13 65、66
PDCAサイクルについて、（2）の毎年のPDCA
サイクルがわかりにくいので、他市の事例を
送付するので参考に整理して下さい。

89
計画期間にわたって、実施事業の各年度の
PDCAサイクルと、地域公共交通計画のPDCAサ
イクルに分けて整理しました。

61～83

・第43回地域公共交通会議で現状の分析や評
価を踏まえて、課題まで整理した流れを反映
しました。
・また、60頁に課題と方針のつながりを、第
43回地域公共交通会議資料を元に反映しまし
た。
利用者数は40頁のとおり、コロナ以前までは
増加傾向で推移し、51頁のとおり外出回数の
増加にも寄与しているため、この増加傾向の
維持を図るため、ターゲットは40頁に掲載の
市民アンケートにおいて「今のところ（バス
を）利用する予定はない」以外の方としてい
ます。
・そのため、目標値の１つにしている「バス
停・駅勢圏等カバー率」の確保と、狭隘な道
路空間にある中で利用者数に見合った車両で
の運行を目指すためには、バリアフリーの適
用除外はやむを得ないとの考えですので、64
頁の基本方針２にその趣旨に沿った記載を追
加しました。
・「コロナ」の表現は誤解を招く恐れがある
ため、45頁に「複合エンターテインメント等
の集客施設」と変更しました。

・鉄道に関わる事業については、81頁のバス
停の待合環境改善の中に「鉄道駅と接続する
バス停」について追記しました。
・バリアフリー基本構想は令和2年度で一旦満
了となるため、バリアフリーに関する事業は
記載しないこととしました。
・路線区分は「路線の役割分担」とし、64頁
の基本方針1の中に取り込んで整理しました。
・その上で、公共交通路線体系のイメージ図
を、66頁の「市内バス路線網全体図」の下に
示しました。
・料金体系については、82～83頁にかけて、
見直し前後の体系を示すようにしました。

50～6412

17～4310 22～62

2 会議後
意見

2 会議後
意見



第46回豊川市地域公共交通会議（令和2年9月29日開催）意見及び反映内容

連番 区分 項目
番号 旧ﾍﾟｰｼﾞ 意見 新ﾍﾟｰｼﾞ 反映内容

14 －
法改正（令和2年11月）に伴い、計画名称を
「豊川市地域公共交通網形成計画」⇒「豊川
市地域公共交通計画」に変更。

表紙
1～2、88

法改正（令和2年11月）に伴い、計画名称を
「豊川市地域公共交通網形成計画」⇒「豊川
市地域公共交通計画」に変更しました。

15 － コミュニティバス路線の一部名称の変更。 －
「豊川国府線」を「ゆうあいの里八幡線」、
「ゆうあいの里小坂井線」を「小坂井線」に
変更しました。

16 12
バスマップ画像を最新版に置き換え、ガイド
ブックの記載・画像をグーグル経路検索に関
する記載・画像に置き換え。

16
バスマップ画像を最新版に置き換え、ガイド
ブックの記載・画像をグーグル経路検索に関
する記載・画像に置き換えました。

17 73～75 平成31年4月1日施行の設置要綱に置き換え 97～99 平成31年4月1日施行の設置要綱に置き換えま
した。

18 72 第47回会議まで掲載 96 第47回会議まで掲載しました。

19 76 タイトルを「第47回豊川市地域公共交通会議
開催時点」に変更の上、名簿の差替 100 最新版に置き換えました。

3 その他


