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第６回豊川市地域公共交通会議議事録 

 

１ 日 時：平成 22 年 10 月 26 日（火） 

    午後１時 30 分～午後３時 30 分 

２ 場 所：豊川市勤労福祉会館 視聴覚室 

３ 出席者：松井圭介委員 （愛知県地域振興部交通対策課 米山代理出席） 

村松哲二委員 （豊鉄バス株式会社） 

澤田佐智雄委員（豊鉄タクシー株式会社） 

長﨑三千男委員（社団法人愛知県バス協会 上野代理出席） 

鈴木榮一委員 （愛知県タクシー協会豊川蒲郡支部） 

山田孝春委員 （豊川市連区長会） 

伴 正男委員 （豊川市一宮地域審議会） 

芝田久仁夫委員（豊川市音羽地域振興協議会） 

山口惠三委員 （豊川市御津地域振興協議会） 

杉浦光彦委員 （豊川市小坂井地区区長会） 

赤川静雄委員 （豊川市老人クラブ連合会） 

伊奈克美委員 （（特非）とよかわ子育てネット） 

中野瑳紀子委員（こすもすの会） 

      小林裕之委員 （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） 

稲垣光正委員 （中部地方整備局名古屋国道事務所） 

野口知臣委員 （愛知県東三河建設事務所） 

伊豆原浩二委員（名古屋産業大学） 

田口真彦委員 （市健康福祉部長） 

竹下一正委員 （市市民部長） 

伊藤洋文委員 （市建設部長） 

４ 欠席者：廣畠康裕委員 （豊橋技術科学大学） 

山脇 実委員 （市長） 

５ 事務局：都築市民部次長、飛田地域安心課長、大高課長補佐、黒田係長、杉下主任、中野 

６ 傍聴人：19 人 

７ 次 第 

(1) あいさつ 

(2) 報告事項 

ア 小坂井地区住民意向動向調査結果について 

(3) 協議事項 

ア 豊川市公共交通基本計画の内容について 

イ 基幹路線における実証運行（案）について 

(4) その他 

  ア「バス路線再編に関する説明会」について 
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８ 議事内容 

事務局： 本日は傍聴希望の方がおみえです。事務局の判断で、本日の会議内容においては、

差支えがないということでお入りいただいていますので、よろしくお願いします。 

     議事に入る前に、新しい委員の紹介をします。これまで、豊橋鉄道労働組合中央執

行委員長の原田様が委員でおられましたが、役員交代のため、今回から長坂様に委員

になっていただきました。なお、豊橋鉄道労働組合は愛知県運輸産業労働組合協議会

の幹事でもあるため、この委員の交代を契機に、この会議において長坂様の所属団体

名を、愛知県運輸産業労働組合協議会とさせていただきましたので、お願いします。 

 それでは、第６回豊川市地域公共交通会議を開催します。本来ならば、会議の開催

にあたり会長である山脇市長よりご挨拶させていただくのですが、欠席ということで

省略します。それでは座長、進行をお願いします。 

座 長： 始めに本日の会議の議事録署名人を指名します。本日は豊川市健康福祉部長である

田口委員と、市民部長の竹下委員にお願いします。 

     まず報告事項として、小坂井地区住民意向動向調査結果について事務局から説明を

お願いします。  

事務局： ７月の小坂井地区の住民を対象にしたアンケート調査は、昨年度旧豊川市で実施し

た調査と同様の方法で実施しました。小坂井地区内 15 才以上の住民を対象に 1,700

世帯を無作為抽出し、１世帯につき調査票を２枚同封して郵送配布、郵送回収を行な

い、回収結果は、有効回収数が 892 枚で回収率は 26.2％でした。まず「通勤通学」、「通

院」、「買い物」、「習い事、娯楽、その他」の目的別における主な行き先と行き先まで

の交通手段をまとめました。どの目的においても、豊川市内の行き先が多くなってい

ますが、市全体に比べてやや豊橋市へ移動する割合が多くなっています。また、移動

するための交通手段については、市全体と同様に自動車で移動する割合が多く占めて

います。通勤通学目的では、小坂井東地域への移動が多く、次いで市中心部の「代田・

中部・金屋地区」や「桜木・豊・豊川地区」への移動が多くなっています。通院目的

では、青山病院、また豊川市民病院への移動が多くあります。また、買い物目的では、

ドミー小坂井店、Ａコープ小坂井店への移動が多いほか、小坂井地区外では、豊川サ

ティ、サンヨネ豊川店への移動が多くなっています。そして「習い事・娯楽・その他

目的」では、小坂井地区内では、小坂井生涯学習会館、小坂井Ｂ＆Ｇ海洋センター、

地区外では豊川コロナワールドや中央図書館への移動が多くなっています。「現在は利

用していないが、行きたいと思う施設」については、小坂井地区内では、ＪＲ西小坂

井駅、名鉄伊奈駅の鉄道駅のほか、青山病院へのニーズが多く、小坂井地区外では、

市役所、市民病院へのニーズが多い結果になりました。市内を運行しているバス路線

の利用状況については、どの路線も「利用したことなし」と回答された方が９割以上

で、バス利用者が少ない状況です。現在小坂井地区では、バスが運行されていないの

で、「バスの必要性」について尋ねたところ、「高齢者や車のない方のために必要」と

の回答や、「今はなくてもいいが、将来はあった方がいい」と回答された方が多く、移

動制約者の移動確保、また、今後のためにバスの運行を望む声が多くありました。「ど

のようなバスが必要と考えますか」の質問については、「小坂井地区と市中心部の施設

を巡回するバス」と回答された方の割合が最も多い結果となりました。「小坂井地区に

バス路線を整備する場合の路線維持のための負担」については、「バス路線維持のため
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なら、地域住民の一部負担も仕方ない」と考える方と「地域に負担を求めず現状並み

の市の負担でバス路線を増やして維持するべき」と考える方の占める割合が多く、負

担に対する考え方が分かれました。また、税負担については、市全体の結果と同様に

「200 円」台と回答された方が多く占めていますが、次に多い回答が、市全体では、「300

円」台に対し、小坂井地区では、「500 円」台となっています。「今後、市の公共交通

の取り組み方」については、市全体の回答と同様に「主体は、行政・交通事業者とし、

住民も参加」と回答した方の割合が多くなっています。自由意見として、「地域発展・

今後の高齢化のため、駅や主要施設などの市内を循環するバスがほしい」、「新市民病

院へのバスがほしい」、「中心部や主要道路だけでなく、田舎にも目を向けてほしい」

「合併したので、他の地区の人と同じような負担で行動できるようにしてほしい」と

いう意見が多くありました。以上です。 

座 長： ご意見ご質問等ありますか。よろしいですか。負担がいくらならいいかという考え

方ですが、負担に対する考え方によって変わってくると思います。自分達で負担して

もなんとか走ってほしいという方と、バスはいらないから受益者負担だという方に分

けて分析する必要があると思います。他によろしいですか。 

     次の協議事項に移ります。事務局お願いします。 

事務局： 今回の会議では、計画に定める内容、目標達成に向けて取り組む事業案、地域路線

に対する方針について意見をお願いします。今回の意見を踏まえて、11 月の地元説明

会で出た意見も参考にして見直しを行ない、次回以降に再度協議していただき、計画

をまとめます。それでは、「豊川市公共交通基本計画の内容」について説明します。今

年度策定する豊川市公共交通基本計画では、目標達成に向けて様々な事業展開を図り

ます。その事業の一部を国の補助制度である「地域公共交通活性化・再生総合事業」

などを活用して実施するため、「地域公共交通総合連携計画」の策定が必要です。そこ

で、連携計画策定において定める項目と、それに対する交通会議での検討状況及び内

容を整理しました。最初に基本的な方針は「市域全体を一体化し、みんなで支える公

共交通ネットワークづくり」をキャッチフレーズとし、４つの基本方針を定めていま

す。計画の区域は、豊川市全域を対象にし、計画の目標を７つにまとめています。ま

た数値目標の項目は、市内を運行するバス路線の利用者数、市民満足度、地域主体で

検討したバス路線の運行実施地域数、収支率を用います。これらの具体的な目標数値

は、次回会議で検討します。そして、計画期間は、都市計画マスタープランと整合性

を図りながら、10 年間とし、目標を達成するための各種事業を実施しますが、事業設

定の参考として、現在のバス路線についての改善要望を整理すると、運行本数、運行

時間帯についての意見、他の公共交通機関への乗り継ぎ時間の短縮、料金設定や運賃

の支払い方法、また、バス停待合場所の改善を要望する声が多くあります。改善要望

を参考に、計画期間 10 年間で取り組む事業案を整理しました。バス交通関連事業とし

ては、「基幹バス路線の新設」「地域バス路線の新設」「交通結節点の整備」の３項目を

設定し、利用促進関連事業として、「新規車両の導入」「バス停の待合環境改善」「新た

な料金体系・割引制度の導入」「新たな運賃支払方式の導入」「公共交通案内の充実」

「周知・広報活動の実施」「モビリティ・マネジメントの実施」の７項目を設定してい

ます。次に先程の事業を実施し、市全体の公共交通ネットワークを構築するための考

え方を整理しました。最初に現在運行している民間バス路線・鉄道及び今後運行予定
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のバス路線の役割分担を、広域路線、基幹路線、地域路線に区分し、各路線で役割を

持って、市域全体の公共交通ネットワークを構築していきます。現在の市委託バス路

線である、豊川北部線、音羽地区コミュニティバス、御津地区福祉乗合タクシーにつ

いては、来年度、基幹路線が実証運行開始することに伴い、地域路線の運行が想定さ

れますので、基幹路線や地域路線の役割に応じたバス路線に再編することとします。

新たな路線の設定の考え方については、最初に地区間を結ぶための軸となる基幹路線

を設定し、その後、地域路線を基幹路線に接続し、市全体の一体性を高める路線網と

します。地域路線に関する支援、補助については、地域路線を検討する(仮)地域協議

会立ち上げのための助言や地域協議会への参加・助言など、また、地域路線の運行を

維持するために、一定の運行条件を満たす地域路線に対して、運行経費の補助を行う

ものとします。広域路線の新豊線に対する考え方ですが、新豊線が市中心部、そして

一宮地区の主要地域を運行していることから、基幹路線また地域路線が広域路線の競

合路線とならないよう、バス事業者・関係機関と協議を行ない、新豊線を考慮しなが

ら運行ルート、サービス水準などを設定します。事業の進め方については、計画期間

を短期、中長期に分け、来年度からの短期計画期間では、基幹路線・地域路線の実証

運行や交通結節点、バス停などの整備、そして、利用促進に関する事業として基幹路

線の乗継割引制度の導入、また、公共交通マップ・時刻表の作成、チラシなどによる

周知活動を、ＰＤＣＡを繰り返しながら進めます。そして短期は、目標達成に向けた

第一段階であると考え、「実証運行開始時点の考え」に基づき短期事業を開始し、段階

的に事業を拡充していきます。例えば、基幹路線の利用対象者層については、通勤・

通学、通院、買い物などの移動に対応した路線を目標としていますが、来年度中に実

施する実証運行では、通院、買い物目的を中心とした日中の移動にターゲットを絞っ

て実施し、事業が軌道に乗れば次のステップに進み、最終的に目標達成することを目

指します。次に地域路線の維持のための市の方針ですが、地域路線の運行内容などに

ついては、地域が主体となって組織する(仮)地域協議会にて検討していただきます。

行政は、地域協議会が運行、維持について積極的に取り組みを行なう地域路線に対し、

一定の基準を持って地域路線を支えます。補助条件として、収支率などの最低限の基

準を定め、その基準値を満たす地域路線に対し運行経費の一部を市が補助するものと

します。また、補助する額については、運行経費に対する一定の割合、又は、上限額

を設定しその範囲内で地域路線に対する補助を行います。基準値については、次回会

議で検討していただきます。以上です。 

座 長： ご意見ご質問等ございませんか。 

委 員： 図に名鉄バス西浦豊橋線とありますが、名鉄バス東部西浦豊橋線ですので、変えた

方がよいと思います。そして、広域路線の対象に西浦豊橋線が入っていないので、入

れてください。最後に、広域路線との協調ですが、新豊線と接線する際には調整し利

用者を奪うことのないようにするのは重要なことですが、利用者を奪うということよ

りは接続をうまく行い、鉄道と共にみんなで利用者を増やしていくような観点で広域

路線との協調を進めていくといいのではないかと思います。 

事務局： ご指摘については資料を直します。広域路線との協調に関しては、多くの利用者、

市民の方の利便が図られるのが最終目標ですので、ご指摘のような文章に今後変えて

いきたいと思います。 
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委 員：  広域路線との協議として、新豊線がありますが、旧一宮町から豊川に至るまで飯田

線も平行していますし、新しいルート案では、新豊線のバス停と 200 メートル以内に

近接しています。今後調整ということですが、住民説明会後に新しい路線として既成

事実化されるのではないか危惧しています。説明会を受けて、12 月に次回会議がある

ということですが、固まってからの協議では厳しいと感じています。 

事務局： 新豊線は国県補助路線という意味合いもあり、一宮線については引き続き豊鉄バス

さんと話し合いをし、その結果を踏まえた対応をしていきたいと考えています。 

座 長： 新豊線がつながる新城でも同じように地域公共交通会議が行われ、すでに路線バス

とコミュニティバスの料金の話が検討されたと聞いています。そのことについて、事

務局は何か情報をお持ちですか。 

事務局： コミュニティバスの運賃体系に合わせ、豊鉄バスさんのご協力もあってゾーン制を

しくというように協議が整い、10 月から運行していると聞いています。 

座 長： 行政が違えばサービスの違いが出るとは思いますが、新城へ入ったら同じ路線でも

料金制が変わってしまうとなれば、利用者は困ります。同じ路線について隣の市で何

が検討されているか、市民の方に話をするといいと思います。他にいかがでしょうか。 

委 員： 実施主体ということで、豊川市交通事業者とはどのようなものでしょうか。 

事務局： 豊川市交通事業者ではなく、実施主体として、１つ目に豊川市、それと地域路線を

検討する地域、そしてバスやタクシーを運行している交通事業者、この３つに分けて

考えるということです。わかりやすいように記載方法は工夫します。 

座 長： まだ新設の基幹路線の交通事業者が決まっていないので、具体的な事業者名が入れ

られずこのように記載されています。現在の運行路線に対しては、地域で意見をまと

め再編していくということでしたから、廃止という表現は間違えられる可能性があり

避けた方がいいと思います。それと短期事業の項目と主な考え方ですが、目標実現の

ための考えと運行開始時点の考えとありますが、運行開始時点をどう評価し、将来の

目標値に向かってどうするのかつながりがないので、整理した方がわかりやすいと思

います。また、当面の利用者層は通院と買い物目的となっていて、通院と買い物目的

が達成されたら通勤通学も視野に入れるということですが、通勤通学目的に広げると

きにはどう評価して進めていくのかも整理が必要です。他にいかがでしょうか。 

委 員： 現在の運行路線に対する考え方について、廃止という表現を改めるとはどういうこ

とか説明をいただきたいです。 

座 長： 廃止は正しい表現ではありませんから、再編にしますということです。行政や地域

で検討して、運行が決まった時に再編していくということです。 

委 員： それはいつまで現状の運行を続けるということですか。 

座 長： 本来は地域での路線が整うまでが適切だと思います。 

委 員： 整うまでは市の委託バス路線は運行するということですか。 

座 長： ただいまの件で事務局から説明をお願いします。 

事務局： 現在運行している市委託バス路線がある地区等については、基幹路線だけになった

場合、今のサービス水準を確保できません。それについては地域の協議会を立ち上げ

て、そこで話し合った路線を作っていただくことを考えています。それについて、市

はある程度の制限はしますが、支援を行います。現在具体的には音羽などで動きが出

てきています。基幹路線の実証運行開始は来年の夏以降になると想定していますので、
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その時期までに地域路線の話し合いがされて、地域路線も実証運行に入れるという状

態になった時点で、今走っている路線については再編という形で見直しをかけていく

ことになります。基幹路線が走るまでに話し合いがうまく進まなくて１ヶ月位ずれた

ような場合には、運行を続け、まとまった時点で再編していくことになると思います。 

委 員： まだ実施主体である地域協議会ができていませんが、地域によって事情が違うので、

周知が必要です。説明会には多くの参加を呼びかけていますが、地域住民がきちんと

認識しているか不透明です。夏以降にはバスが止まってしまい、基幹路線の実証運行

をやるから、地域は自分たちの協議会で考えなさいということでしょうか。 

座 長： 先ほど廃止の表現を改めるように言ったのは、そうならないようにするためであり、

基幹路線の実証運行が始まった時には、できるだけ地域の路線も再編していきたいが、

地域によって事情が違い、うまくまとまらない場合もあると思います。その際には今

の路線を続けて運行し、新しい路線がまとまった時点で再編するということです。た

だ、新しい路線を作るには、仕組みが確定し安全が保証されないと運輸局としても許

可できないので、来年の９月、10 月を目標にすると、７月位には確定していないと行

政手続き上間に合いません。スケジュールを地域の方に示しておかないといけません。 

委 員： 地域の足は住民の一番関心があるところです。基幹路線が実証運行しても、そこへ

行く町内の足がどうなるのかをはっきりしないと、いきなり地域の足が止まってしま

うとなればパニックになります。地域の足は地域で考えなさいと言われても、合併の

審議会や協議会が３月で解散になるので、新たな組織を立ち上げなくてはなりません。

しかし、基幹路線は走る、地域のバスも走るというなら、今まで通り運行していれば

いいではないかということになります。市としては、そうではなく再編し、協議会を

作り進めていくということなら、そこをよく説明していかないと、課題がとても大き

いです。 

座 長： 地元の方が路線を決められるのなら、実際に地元の方が走ってみたり、バスを入れ

てみたりしないと、わからないことも多いと思います。そのあたりは、事務局が運輸

支局と相談しながら情報提供することが必要です。 

委 員： 運行開始までの必要な期間について、はっきり教えてほしいと思います。 

委 員： 運行を開始するには、行政手続き上２、３ヶ月かかります。 

委 員： 補助条件として、運行経費や最低限の基準の数値を定めていくということはわかり

ますが、その際に赤字が出た場合、赤字分はどこから捻出されるのですか。各地域で

不足分を払うことになっても、難しいです。 

事務局： ご承知のとおり市が走らせる路線バスはすべて赤字です。各市共に基準は設けてお

り、無制限な税金投入はできないということもご理解ください。ですからある程度の

上限額と収支率を決めます。ここでの収支率は多い市でも 20％位です。２割は収支を

保ってください、８割は税金を投入しますという意味合いです。 

座 長： 例えば７割という補助基準で、運賃収入が１割５分だった場合、残りの１割５分は

どうするのですか。 

事務局： 基本的には市か地域公共交通会議が契約をして、運行をしていきます。実際に収入

が下回った場合、市は７割しか出さないから残りは地域で負担してください、という

意味ではありません。実績をみて、まず地域でどうしたら収入が上がるかの対策を考

えてもらうことになると思います。基準や何年続いたら廃止にするのかという検討も
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今後行います。改善が見られれば、運行が続きますし、足りなくなったらすぐに地域

に負担を求めるということではありません。 

委 員： 以前、交通弱者の方の利便性を考えた巡回バスの話が出ていると思います。通勤、

通学、買い物ではなく、交通弱者の方の利便性を考えたバス運行を考える中で、今回

収支や経費の話に終始し、初めの考え方である交通弱者の利便性を高める部分から遠

ざかった感じがします。運行の時間帯や運行本数も住民説明会の前に明記しないと、

大雑把なことを語るだけになってしまいます。 

事務局： 実証運行の実際の計画は次の議題で説明し討議してもらい、それを基に地元説明会

を行います。そこで意見を拾い、最終的な案を 12 月の会議でまとめます。地域路線に

ついては、地域の協議会で決めることと考えているため、具体的なサービス水準は明

記していません。タイムスケジュールを記載する必要も感じたので、追加整理します。 

座 長： ここで何を決め、地域で何を決めるのか、スケジュールも含めて話していかないと、

市民の方に理解してもらうのは難しいと思います。基幹路線のサービスについて地域

に説明するということですが、みなさんの関心がある地域路線はどうするのかがここ

には見えません。例えば基本的なことであるバス停について、公安協議もいるという

ような具体的なことを説明しないといけません。 

     他によろしいですか。次をお願いします。 

事務局： 協議事項（２）「基幹路線における実証運行(案)」について説明します。連携計画に

定める目標に向けて、来年度中に基幹路線の実証運行を開始します。今回は基幹路線

(案)を基に利用対象者の移動ニーズが多い「通院」「買い物」での移動を中心に運行時

間帯、運行間隔、使用車両や台数、運行本数、料金体系を考えていきます。「運行時間

帯」については、利用対象者の方の「通院」「買い物」目的での出発・帰宅時間帯を参

考に設定します。次に「運行間隔」については、基幹路線の所要時間を参考に、分か

りやすいダイヤ、乗継時間を考慮して、基幹路線ごとに一定の間隔で運行することを

基本に設定します。「車両の台数・大きさ」については、運行間隔、時間帯別の需要量

を基に、運行間隔の中で最大の利用者数を輸送できる車両及び台数を確保することと

します。「運行ダイヤ・運行本数」については、所要時間、運行時間帯、車両台数を参

考に利用者に分かりやすく、乗り継ぎに配慮した運行ダイヤ、運行本数を設定するこ

ととします。最後に「料金体系」については、広域路線と一部並走する区間である一

宮・国府・音羽の各地区から豊川駅・諏訪町駅・市民病院までの運賃、所要時間を参

考に、市の基本的な考え方に基づき 100 円単位で設定することを考えます。以上の考

え方からサービス水準案を整理すると、最初に「運行時間帯」については、移動ニー

ズの多い市民病院への移動開始時間、また各目的の帰宅時間を考慮して「７:30～

19:00」を基本に運行します。次に運行間隔については、各路線の所要時間を考慮しな

がら、豊川国府線については、60 分で１往復運行することとし、その他の路線につい

ては、120 分で１往復運行することとしています。なお、音羽線、御津線の国府駅止

まりの便を続けて運行する場合には、所要時間、中心地への移動ニーズを考慮し、運

行間隔を短くし、60 分で１往復運行することを基本にします。また、一宮線について

も、２本に１本程度、諏訪地区までの直通便を運行することを考え、豊川駅止まりの

便を続けて運行する場合は 60 分、諏訪直通便を続けて運行する場合は 120 分で１往復

運行することを基本とします。車両と台数については，先程設定した運行間隔の範囲
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で、想定される最大利用者数が、豊川国府線は 20 名、その他の路線については、５名

～10 名前後となりましたので、使用車両は豊川国府線については，小型バス、その他

の路線については、10～15 人乗りのワゴン車を使用することを考えています。使用台

数は、豊川国府線については、60 分間隔での運行を確保するために、２台使用し、そ

の他の路線については、１台で運行することとします。次に、「運行本数とダイヤ」は、

今までに設定した所要時間、運行間隔、車両台数から各基幹路線の運行本数を設定し

ました。その他の基幹路線については、千両三上線が６往復、ゆうあいの里小坂井線

は 5.5 往復、一宮線、音羽線、御津線については、豊川駅、又は国府駅止まりの便、

諏訪地区までの便を各４往復、運行することを考えています。運行ルートが正式に決

まっていないので、今回示したものはこれらの運行本数を確保するための運行ダイヤ

のイメージです。正確な運行ダイヤではありませんが、一宮線・音羽線・御津線につ

いては、通院目的での利用が想定される午前中には、主に諏訪地区までの直通運行を

行ない、1 回の乗り継ぎで現市民病院に行けるように配慮し、また、交通結節点であ

る豊川駅、諏訪地区、国府駅での乗り継ぎを考慮して、運行ダイヤを今後設定してい

きます。次に料金体系についてですが、基幹路線の料金体系を３通り設定し、基幹路

線と広域路線が一部並走する区間の一宮・国府・音羽地区から豊川駅・諏訪町駅・市

民病院までの運賃、所要時間の比較を行ないました。基幹路線の料金体系をケース１

として、初乗り 200 円、乗継無料の場合。ケース２として、初乗り 200 円、乗継 100

円の場合、３つ目のケースとして、初乗り 200 円で乗継割引がない場合とし、広域路

線との運賃比較を行ないました。比較の結果、ケース１、初乗り 200 円、乗継無料の

場合では、広域路線との運賃差が大きい結果となり、また、ケース３：初乗り 200 円

で乗継割引がない場合だと、広域路線の運賃より高くなる場合が多くあります。所要

時間は、いずれの地区からも、基幹路線より広域路線の方が短くなっています。広域

路線との運賃差、所要時間を考慮し、来年度中に実施する基幹路線実証運行の料金に

ついては、ケース２の初乗り 200 円、乗継 100 円を基本に考えていきたいと思います。

これまでに設定したサービス水準で実証運行した場合、年間運行経費が約９千万円に

なると想定されます。本日サービス水準案について検討・協議していただき、今回の

実証運行(案)に皆様の意見を踏まえて、地元説明会で説明し、市民の方から意見収集

することを考えています 

座 長： 今の説明に対して、質問ご意見はありますか。 

委 員：  市販車をベースに導入とありますが、10 人から 15 人乗りのワゴン車ではバリアフ

リー対応車がありません。除外申請で対応すると思うのですが、そのあたりの考え方

についてお願いします。 

事務局： 今、音羽地区と御津地区で使用している 10 人乗りジャンボタクシーは、改正バリア

フリー法に適合していません。それに変わる具体的な車両が決まってなく、交通事業

者も決まっていないので、定員は幅を持った記載としました。 

座 長： 具体的に今の質問があったときには、地元の方にどうやって説明されるのですか。 

事務局： ジャンボタクシークラスという説明をするつもりです。最大利用者数が６人という

ことですが、インターネットで 10 人位が乗れる車椅子対応のワゴン車が開発されたと

の情報も入手したので、幅を持たせて記載しました。まだ確かな情報ではないので、

適切でなければ、ジャンボタクシークラスという表現に変えさせていただきます。 
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座 長： 開発されても車両の許可が出るまでには時間がかかります。具体的には身体障害者

の方に対応するような形の車両は、外国製はありますが、日本製にはありません。そ

の当たりをどう表現するかで移動制約者に対しても事業者にとっても対応が変わるの

で、曖昧な表現は避けた方がよいと思います。例えば、外国製を導入する場合には、

価格が高いなどの情報も合わせて提供することが必要です。導入車両をイメージでき

るように整理し、説明会に臨んだ方がよいと思います。 

委 員： 現在走っている 10 人乗りジャンボタクシーはバリアフリー法に引っかかり、代替が

できないといけないわけで、除外申請をという形をとれるのが一番いいわけです。 

座 長： 除外申請まではなかなか厳しいのかもしれませんが、どういった車両があるのかを

はっきりしていく必要があります。 

事務局： 10 人乗りジャンボタクシー程度ということになると思いますが、わかりやすい表記

に変えていきたいと思います。 

座 長： はい。他にいかがですか。 

委 員： 将来的には本数を増やして便利になることで利用も増えていくと思いますし、今は

バスがないから車で移動している人が、バスが便利になってバス利用に移行するよう

になるという希望を持っていますので、早く短期目標を達成して、10 年後には本数を

増やしていけたらと思います。 

委 員： まずは高齢者や体の不自由な方のための病院通いや買い物などを３ヵ年で優先して

いき、将来的には通勤通学も考えるということですが、収支率を考えると、まずは安

定的な基幹路線を考えて、それを充実させていくことが大事ではないかと思います。

いろいろな路線を作りすぎて、9,000 万の運行経費が元も子もなくなってはだめです

ので、徐々により良い路線バスの運行形態ができればいいと思っています。 

座 長： 通勤と通学を一緒に考えるのは間違っていると思います。通勤は、一般の会社であ

れば通勤手当が支給され、自分で払っているという人はあまりいません。逆に通学は

すべて自分で払わなければいけません。通勤と通学を同じように考えないということ

にした方がいいと思います。通学のことは先生方にヒアリングなどすることで実情を

把握し、検討していくことも大切です。他にいかがですか。 

委 員： 初乗り 200 円と乗り継ぎの 100 円で合計 300 円となっていますが、往復の場合はど

うなるのでしょうか。 

事務局： 実証運行開始予定の時点では、片道 300 円かければ市内のどこへでも行けるように

ということで考えました。帰りはまた 300 円払っていただきます。ただし今後の検討

課題の中で定期等についても項目に挙げてあるので、利用状況や収支率をみて、１日

券なども検討していいと思います。スタート時にはどれだけの人に乗ってもらえるの

かを把握するためにも、今回は乗り継ぎの割引だけを考えた案を示しました。 

委 員： バス路線の再編について住民はほとんど知りません。回覧で回しても、他に多くの

資料があり、それをすべて見る人はほとんどいません。質問ですが、地域審議会は今

年でおしまいですし、地域協議会は誰がどのようにやるのですか。説明会には各区長

も出席し、誰がどうやってやるのか、自分は嫌だという意見も出ると思います。根回

しもしっかり進めておかないと説明会以後混乱するのではないかと思います。それを

連区長にまとめてくれと言われても、断ると思います。会を立ち上げるのであれば、

早めにやってくれないと、地域に任されても困ります。 
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事務局： 地域協議会は誰が入っていないといけないなどというルールを、市で設けてはいま

せんが、会を立ち上げる予定の地区からは、メンバー構成に関する質問も出てきてい

ます。その時には少なくとも２、３年継続して参加できる方が集まってやってほしい

という話をしています。地域の実情もありますので、人数の制約もありません。地域

に説明に来てほしいということで、今週の金曜日にもある地区に入っていきます。 

座 長： 地域で作ってくださいといっても、任された方は困ります。行政がメンバーを決め

るわけではないとは思いますが、すべて地元に投げかけただけでは辛いと思います。

近隣にはたくさん組織がありますから、そこでのメンバー構成、検討内容等を調べて

情報提供し、地域の皆さんをサポートしていかないといけないと思います。 

事務局： それはやるつもりでいます。 

座 長： お願いします。他にいかがですか。これで地元の方と一度お話をして、地元の方の

ご意見を踏まえて案を修正しながら、もう少し具体的な案を作って出していただき、

再度ここで議論するということにしたいと思いますがよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

座 長： では、その他ということで地域公共交通会議地域協議会等活動支援補助金交付要綱

に関して説明をお願いします。 

事務局： 交付要綱の内容につきましては前回会議でみなさんにご承認いただきました。それ

を踏まえ、このような要綱にしました。修正の必要があるようでしたら、ご連絡をお

願いします。 

座 長： その他について、お願いします。 

事務局： 来月から、地元説明会を各中学校区別 10 会場で開催します。そこで出た意見などを

参考にして、次回会議で地域公共交通総合連携計画案の検討及び基幹路線の実証運行

案をまとめます。以上です。 

座 長： 説明会後にも意見や質問等出てくると思いますので、委員の皆様の地元で意見等ま

とめていただきたいと思います。次の資料についてお願いします。 

委 員： 交通基本法の制定を目指して、元気な日本復活特別枠を活用し、453 億円を要求し

ています。昨年事業仕分けや、国交省自体の中で、活性化再生事業が廃止と位置付け

られました。来年度別の事業で、全く違った観点から、地域公共交通確保に対するこ

れまでの国の支援策を抜本的に見直し、地域公共交通の予算をすべて統合した上で、

公共交通が全国すべての地域において、地域の特性に応じた効率的に確保維持される

ような支援を一体的に行います。 

座 長： 12 月初めに、特別枠１兆円の中での公共交通に関する予算額が公表されますので、

結果を注視してください。何か最後にご意見ご質問等ございませんか。 

事務局： 先ほど国庫補助の説明がありました。現在豊川市では、前の法律に基づいて、再編

を目指す計画を作っていますが、今まだ新しい補助金の明細が示されていません。そ

のため、もしかしたら 12 月や３月の会議で、急に再度ご検討をお願いするかもしれま

せんので、ご協力いただければと思います。 

座 長： 仕組みが変わって必要な対策があれば、対応していきたいと思います。 

     本日はこれで閉会にします。ありがとうございました。 

 

（会議終了） 


