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第 5回 名古屋市交通問題調査会 合同専門部会 

議事概要 

 

日時：令和 3年 3月 22日（月）10:00～12:00  

場所：名古屋都市センター 11階会議室 

 

議事次第： 

１．開 会 

２．議 題 

 （１）次期総合交通戦略の全体構成について 

（２）その他 

３．閉会 

 

議事概要（議題部分）： 

（１）次期総合交通戦略の全体構成について 

議長 ・事務局から話があったが、構成が変わっているとのこと。そろそろ議論を収斂 

させる時期であり、議論を重ねながら、委員の考えと事務局の考えをすり合わせて

いきたい。 

・江口委員が欠席の為、コメントを 3点いただいている。 

・全体的に明るく前向きな印象を受ける。 

・公共交通のオペレーションコストを下げる視点が必要だと思う。 

・新型コロナで公共交通利用者が減少する中で、持続可能な公共交通を考える必要

がある。 

議長 ・これまで考えてきた方針・方向性は入っていながら表現やまとめ方が変わった印象があ

る。行政の事業計画になっていて表現を検討した方が良い。 

・行政内部の資料ではなく、市民に向けて示すという視点に欠け、どのような交通になっ

ていくのかが見えにくい。 

・現状、分析、将来動向、課題、名古屋市の将来像、方向性、具体的な計画が一般的な

流れ。重点的な取り組みも唐突に出てきている感じがする。 

Ａ委員 ・これまでの流れと違うものが入ってきている。今この形になってきている理由など説明が 

欲しい。 

・特に最先端モビリティ都市の議論で、リニアの話が表面で出てきているが、今までの議

論にはなかった。名古屋市の課題の特定があれば問題ないが、方向転換への理由や背

景、流れを教えて欲しい。 

事務局 ・今回、これまでの議論の中身とアプローチや表現が変わっている部分がある。リニアが

前面に出ている点については、事務局内でコロナの影響から持続可能なプラスな面にし
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ていく、10 年の交通の計画のインパクトとしてリニアの開業があると思っている。それに向

けて技術も評価しながら名古屋の強みを活かす、という中で、人が増えていく要素を交通

に活かしていきたい、と考えて表現した。 

 

Ａ委員 ・リニアに関連する問題解決、課題特定をこれからしていく、という理解でよいか。 

事務局 ・今後大きく変わってくるのがリニア。交流人口が変わる、人が増えるだけではなく、来街

者が増えていく、という状況が何年後かに迫ってきている。そう行った人、視点に対して、

何が足りないのかをこれから考えていきたい。 

議長 ・リニアが名古屋に来るのでそのインパクトをプラスにして相乗効果を生むことは良い。本

来は、前に目的、基本方針、目指すべき姿がある。名古屋市民としては、名古屋の状況

をよくしていく、交流人口を増やさなければいけない中でたまたまリニアが来るという話。 

・リニアは、名古屋だけではなく、中京都市圏全域の話。様々なものがつながる中で何が

できるか。現状では視点が狭く計画としては不十分。 

Ａ委員 ・今の状況を分析してそれに対してどのような対策をしていくのか。分かりやすい形にして

ほしい。 

・将来ありたい姿を描き、現状からのギャップを分析し、まとめなおすことが必要だと思う。 

Ｂ委員 ・東日本大震災から 10 年経過し、保育園の園バスが津波に巻き込まれた話も聞く。保育

園に声がけをして、津波がきたときにどこに逃げるのかという話を確認してほしい。 

・小学校・中学校・高校生が将来の名古屋市民となる中で、彼らに対して地震があったと

きの行動や公共交通機関の使い方をヒアリングしてほしい。 

・高齢者のラストマイルについて、教育委員会や健康福祉局に聞きながら連携を図ってほ

しい。 

・リニアが主役で、名古屋を拠点として東京と大阪が結ばれる形になっているが、市民の

声をちゃんと聞いたという交通計画を作ってほしい。 

議長 ・最後の点は、スーパーメガリージョンの視点を取り組みつつ、市民の視点をしっかり反映

させるということ。超高齢社会で東京や大阪へ人が出かけるばかりではなく、市内の暮らし

をもっと便利にするという基本的な視点が抜けている。 

事務局 ・非常時については計画に入れていきたい。推進の進捗管理について、関係する方々と

の取り組みについても事務局で考えていく。 

・ラストマイルについても表現が不足しているので、関係機関との調整も含めて反映させ

ていきたい。 

・市民の声を聞きながら、何が必要なのか検討していきたい。 

議長 ・防災や高齢者の移動手段の確保は議論してきたが抜けている。 

・災害に強い、超高齢社会にふさわしい公共交通、という視点も抜けている。内容的には

今までに議論しているので、構成を考え直してほしい。 

Ｃ委員 ・災害の部分が文言として入っていないのが気になった。災害と平常時は表と裏の関係。
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単に最新の技術を使うだけでなく、いざというときに役に立つということを示してほしい。 

・交流人口を増やすことがそもそも大前提なのか。経済的にも今まで以上に交流人口を増

やしていくことが重要なのか。 

事務局 ・災害時にどのような交通が維持されていくべきかについて、基本方針の 1 について戦略

の 1 つとしては書かせて頂く。これまで示してきた視点も持ち続け、表現の仕方は事務局

で検討する。 

・交流人口を増やしていくという方針については、今後公共交通を維持存続させていくと

いうことが大前提であると思っている。 

事務局 ・交流人口を増やすことよりも、公共交通の維持がメイン。名古屋に来る人を増やしていけ

ば良いとは思っているがどこを増やしていくかはまだデータが足りない。実際にどのように

公共交通を維持するかどうかは検討していきたい。 

Ｄ委員 ・リニアの問題も大事だが、高齢者にとっては現在公共交通機関を使っている中で、身近

な問題が重要。 

・運転免許返納や自転車の危ない乗り方など安全についての意識を考えてもらいたい。 

議長 ・超高齢社会、自動車に依存してきた交通体系の中でも名古屋に住み続けられる、という

ことは非常に重要。 

・自家用車に頼らなくても好きなところにいける移動環境になれば皆が名古屋に来る。 

・高齢者だけではなく子供も使える。SDG'sの誰一人取り残さない視点を入れてほしい。 

Ｅ委員 ・名古屋市内のことばかり考えていて、最先端モビリティ都市の実現は望ましいが、日本

がどうなるのかという大きな視点の中で名古屋が目指すものを考えてほしい。 

・今の内容は供給側であり、ユーザーの視点になっていない。何をユーザーが望んでい

るのか考えてほしい。 

・交流人口が増えていくことでどういった効果が生まれるのか考えてほしい。 

・自転車の中で Uber も増えている。そのような交通とどのように共存していくのか。 

・先日、今池駅で地下鉄の発煙事故があり、迂回情報が少ないという話があった。ハード 

面で交通を整えていくのも重要だが、最も重要なのは情報。情報を自分で探さなければ

いけない状況を改善してほしい。特に高齢者や外国人などにも情報が手に届くようにする

必要がある。 

・ラストマイルについて、どのように考えているのか。移動手段の合理化だけではなく、ユ

ーザーがどのように考えているのか示してほしい。 

議長 ・ラストマイルについては、1.6キロという意味ではなく、最寄りの駅までの移動のことを指し

ている。ラストマイルというワードが海外から入ってきているのでそのような言葉となってい

る。 

Ａ委員 ・誰にとってのラストマイルかが重要。車に乗る人が多い名古屋圏としては駅から家までだ

けではなく、公共交通に乗っていない人の視点が必要。これからは都市を中心とした書き

方だけではないものも必要だと思う。 
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議長 ・名古屋のバスのカバー率は高い。今自家用車を使う人もいざというときに公共交通を使

えるという環境にはあるが、本当に使えるかどうかは別である。誰も取り残さない絵が描け

ると良い。 

・交流人口の増加が市民にとってどう良いかを示すことが重要。公共交通を維持するため

だけに重要ではない、市民視点で検討してほしい。 

・魅力のある都市には、イノベーションや新たな文化芸術が生まれるためにも人々の交流

は必要。交流が増えることは生命体として是だと思っている。是非入れてほしい。 

・ユーザー側の視点を入れることは重要。 

・電動キックボードなど新しい移動手段との共存もしっかりと書いてほしい。様々なライフス

タイルに沿った移動手段とも共存できるように。前にあった、基本方針 2 の部分が抜けて

いる。 

事務局 ・基本方針 2 に入っている。答申の中では説明したいと思っているので、表現は検討した

い。 

・自転車も議論してきたが、道の使い方として歩行者や自転車にとっての理想像や目標

を掲げていきたい。 

・ユーザー側の視点は今後検討する。 

議長 ・基本方針 2 は大分上位の概念。もっと上に持っていく必要があり、基本方針に沿った形

でリニアや道の使い方が出てくる。 

Ｆ委員 ・DX の解釈について意見を述べたら情報化の話が全て抜けてしまった。昨年 12 月に議

論した内容は頑張って整理したもの。それが今回の資料になって急に消えてしまったの

が疑問。 

・今まで整理していた内容や、データ連携といった視点は入れておくべき。 

議長 ・我々が議論したものを答申という形で返したい。 

・今回は行政がやりたいことが前面に出過ぎている感がある。 

事務局 ・庁内で様々な議論がある中で、今回は行政視点になっているが、決して今までの議論

を反映しないつもりではない。基本的な考え方をしっかりと書き込んでいきたい。 

Ｇ委員 ・コロナで生活スタイルが変化することに対し、どのように変わるのか。都心の立場から見

ると住む・働くが融合する中でどのようになるのかという絵姿が欲しい。道の使い方は 3番

目だと思う。 

・道の使い方改革について、道の使い方だけでは実現できないと思う。最先端のロジステ

ィクスシステムと対でないと考えられない。都心にいると自転車と大型車両の物流と歩行

者の混在が危険。シェアや共同配送システムと道の使い方が対になっていると分かりや

すい。 

・路肩部分の時間帯別活用は路肩に限定しなくても、道の使い方で良い。 

・フリンジ駐車場とラストマイルは有効だと思う。都心の中には青空駐車場が多く、土地利

用から見ても都心が貧しくなっている。高地価でも、経済活動だけでなく文化的な活動を
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続けていくには、人が都心で回遊しやすくするきめ細やかなシェアモビリティがあれば良

いと思う。 

事務局 ・道の使い方改革は順番も検討していきたい。 

・物流の混在は、都心だと問題意識が高いと思う。どのように共存していくのか、道を使っ

ていくのか、道の使い方改革の中で表現していきたい。 

・路肩部分の使い方も、路肩に限らず道をどう使っていくのかという大きな視点で可能性

を広げて考えたい。 

・都心部で駐車場が多いのは名古屋の特徴だと思うが、今ようやくシェアモビリティが普及

しつつある。都心部での移動手段の在り方は公共交通の視点や徒歩も含めて今後の戦

略として示していきたい。 

Ｈ委員 ・本日の資料は行政が何をやりたいのかが前面に出ている資料であるが、将来への積極

的な交通戦略の展望と行政が直面している課題への対応、という 2 つの意味合いがある

と思う。リニアに加えて公共交通の維持、ラストマイルの重要性の記述はある。ただし、こ

れまでの議論では一連のものとして繋がっていたが、今回の資料はそれがバラバラにな

ってしまったと感じている。 

・名古屋の既存の交通資産をかなり強調しているように思うが、さらなる行政の考えを伺い

たい。先駆的に名古屋市が築いてきた交通資産をどのように自動運転などに転換してい

こうと考えているのか、聞ければと思う。 

・ラストマイルはシェアモビリティなどを使うのかが分からない。以前はラストマイルのあり方

に関連する他の担当部局と連携するという話もあったと思うが今の状況はどうか。ユーザ

ーの視点とどう結びつけるのか。 

事務局 ・公共交通についてはそれぞれ必要に応じて検討していきたい。喫緊の課題はガイドウェ

イバスで車両の次の更新が数年後に迫っている。その際にどのような交通システムが望ま

しいのか検討したい。高架の専用道で一般交通が入ってこない中でそれも活かして名古

屋の交通の在り方を検討していきたい。 

・生活圏、自転車など、他の計画の策定もある。行政計画の中で他の部署と同じ方向を

向くように調整したい。 

議長 ・魅力的な都市の形成が重点で、その中に豊かな道の使い方やラストマイルがあるのかも

しれない。 

・公共交通の持続性の確保には 2 つの側面がある。1 つはお金の流れを変える。2 つ目

は、適材適所、効率的なネットワークという意味もある。利用者の視点を入れて欲しい。

「持続可能な公共交通の実現」ぐらいの方が分かりやすい。 

Ｉ委員 ・これまでの議論が抜けている。抽象的な表現が多くなった。 

・市民から見ると名古屋の将来像が分かりにくくなったと思う。表現など工夫してほしい。 

議長 ・市民目線での分かりやすい表現、ストーリーを心がけてほしい。今までの我々の議論が

分かりやすいと思っている。 
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Ｊ委員 ・今までは3本柱について議論してきた。今までの整理とどのように違うのか分かりにくい。 

・重点的な取り組みは網羅的ではなく、リニア開業など広い施策の言葉になっていて、

元々の 3本柱との整理が分かりにくくなっている。 

議長 ・重点的な取り組みが突拍子もなく出てきていて、ストーリーの整理が必要。 

Ｊ委員 ・個人的には MaaSがなくなったのが印象深い、なぜか。 

事務局 ・MaaSは資料から言葉が消えているが、移動のしやすさや移動の円滑化は変わっていな

い。 

Ｊ委員 ・MaaSは、名古屋市交通局の既存の仕組みから大分できている。 

・既存の資産を活用しながら、JRや名鉄など巻き込みながら進めてほしい。ITやスマホで

まだまだやれることはある。 

・重点ではないが、進めるべき（リーディング）取り組みではある。この 10 年でやっていくこ

との中に位置づけられると思っている。 

・名古屋市で求められるのは、多様な移動手段を総動員すること。 

議長 ・MaaSだけではなく、DXや防災等他の話も落ちている。構成を見直してもらいたい。 

Ｅ委員 ・新型コロナの影響について、分析や考察を含めてこれからの交通がどうあるべきかが足

りない。 

・前回は資料があり、グラフも見たが、そこをしっかり押さえることが交通戦略に大事だと思

うが抜けている。 

Ａ委員 ・問題特定、課題整理などしっかりしてほしい。やりたいことを先に示すのではなく、分析

結果や暮らしの問題、市役所の問題、経済の問題、その他、テクノロジー、交通事業者の

倒産の問題、自転車の状況、交通関係の状況を分析したものを入れて具体的な数字を

分析して将来放置した姿を示したうえで、より具体的な方針を検討してほしい。 

・まずは問題の整理とありたい姿をしっかりと記載した方がよい。 

議長 ・部会で議論を重ねていい形でまとまった中で、事務局で方針が変わった場合、事前に

教えてほしい。 

事務局 ・今までの議論が抜けているという指摘が多かったが、本日出したのは行政が何をやりた

いかを特化したもの。 

・名古屋はリニアの開業を好機と捉えてまちづくりや交通でどうやっていくのかを示したも

のになる。 

・目次を含めてシナリオを再構成する。3 つの基本方針などをベースとして、名古屋らしさ

を出すための重点施策を考えていく。市民から分かりやすい将来像を描いていけるように

再整理する。事前説明で資料提供していきたい。 

Ｊ委員 ・今までまとめてきたことが不整合ではなく、どう具体的に都市に落とし込むのかを考えれ

ば結果的につながる。第 3章と第 2章の間で今までのものを活かしていけば良い。 

議長 ・答申案なので交通問題調査会から提言することになるが、行政として答申の内容をすべ

てやらなければいけないと受け止めるのではなく、望まれる姿を答申に書き込むことが重
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要で、そこから何ができるかを考えてほしい。できないものを書かない、のではなく、残し

ておくことが大事だと思っている。 

 

（２）その他 

 特になし。 

以上 


