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第 6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 7月 6日（火）10:00～12:00  

場所：西庁舎 12 階 西 12C 会議室 

 

議事次第： 

１．開 会 

２．議 題 

 （１）名古屋交通戦略 2030～最先端モビリティ都市の実現に向けて～答申(素案)について 

（２）その他 

３．閉会 

 

議事概要（議題部分）： 

（１）名古屋交通戦略 2030～最先端モビリティ都市の実現に向けて～答申(素案)について 

事務局 ・A委員が欠席のため、コメントを 3点いただいている。 

・リニアを活かしていく上では乗り換えが重要。今後は情報システムの高度化 

 によって、市外から訪れた方でも乗り換えしやすい環境になっていくと思 

う。 

・複数の交通を跨ぐ移動における料金体系において、ストレスが無くなるよう 

になると良い。新しい料金体系（乗り換えの割引や共通化）を考える上で、 

民間事業者をいかに調整できるかが重要。 

・今後の交通を考える上で、人材の確保や育成が問題となってくる。特に、交 

通のことが良く分かる IT技術者、または IT のことが良く分かる交通に関わ 

る技術者が必要。（民間技術者、行政職員など） 

 

・B 委員が欠席のため、コメントを 2点いただいている。 

・以前、公共交通の多くがコロナ禍などでひっ迫している中、良い面だけを出 

してバラ色に書き過ぎているのではないかと指摘したが、その部分について 

も手厚く書かれていて良くなったと思う。 

・今回作っているのは「戦略」なので、目指す方向性が明確になってきていて 

 良いと思う。あれが足りない、これが足りないなどのある程度の細かい部分 

については「計画」できちんと補完していけば良いと思う。 

 

・C 委員が欠席のため、コメントを 3点いただいている。 

・千葉県八街市で児童がトラックにはねられる事故があり、安全な通学路の確 
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保について意識してほしい。 

・自動車依存が高い地域であるからこそ、自動車免許返納後の移動手段の確保 

について触れた方が良い。高齢者の独居率の高さや送迎者のいない方々の移

動が問題になっている。 

・コロナとは切り離して、デジタル技術の加速により移動しない生活が一般的 

 になっていることに触れてほしい。例えば、オンラインの浸透、スマホの普 

及による外出トップ・ビジネス出張の減少、ネットショッピングの増加、ハ 

イブリッド形式による国際会議の開催等に触れた方が良い。 

 

・D 委員が欠席のため、コメントを 3点いただいている。 

・1 章の目的について、抽象的に感じるため、市民のためにどうあるか、市民 

にとってどうメリットがあるかなど、市民へのメッセージを足すべきだと思 

う。「はじめに」にあたる部分はとても重要なため、きちんと書いてほしい。 

・市民に対して交通に関する情報をどう提供するかをもっと書いてほしい。災 

害時などの情報提供は安全・安心といった部分に繋がると思う。どういう風 

に集約してどういう風に市民に提供するかきちんと明示できると良い。 

・第 4章(3)「まちづくりと連携した多様な道路空間の形成」について、自転車 

 を利用している方を名駅周りでよく見かけるが、今後はかなり増えていくこ

とが想定されるのでもっとわかるように記述した方が良い。 

議長 ・全体構成について意見を伺いたい。 

E 委員 ・ラストマイルという言葉が分かりづらい。 

・名古屋の子どもたちは自己肯定感が低く、ヨーロッパの子どもたちは自己肯

定感が高いのは、まちづくりに対して、自分の意見がここに繋がったという

まちづくりに携わっている気持ちになるからだと思う。 

F 委員 ・最寄りの駅から自宅まで歩いて 15 分～20分なら良いが、30分以上は厳しい。

最寄駅から普通だと 10～15 分くらいだと思うが、高齢者は 20 分くらいかか

る。 

・歩けるうちは良いが、近くに病院があると良い。 

議長 ・ラストマイルという表現については、端末交通手段という言葉に変更しては

どうか。 

G 委員 ・市民にとって分かりやすい言葉にする必要がある。知的障害者の方にとって 

は絵で見ると分かりやすく、イラスト等で説明すると分かりやすい。 

議長 ・ラストマイルについて、コラムで説明したらどうか。 

・名古屋市は子ども達だけで公共交通に乗ることを推進しているのか。子ども

の視点は大事である。 

H 委員 ・本当のラストマイル（約 1.6 キロ）は、お年寄りにとって歩いて 30分どころ
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ではない。 

・ラスト半マイルという方が適切。約 800ｍは、名古屋市が設定する駅勢圏と

同じ。800m 離れていると公共交通に乗ってくれない人も多い。 

・以前名古屋市内で協力していた、住民主体での「エコ交通マップ」作製では、

自分の家の周りでどこが危ないのかというヒヤリハットをまとめていた。ど

のようにしたらもっと安全に移動できるのか、改めて確認して進めていく必

要がある。  

・豊山町で行った中学生への調査結果から、自分で動きたいけど両親の動きに

合わせるしかなく、中学生でも自立して動ける状態ではないことがわかった。

「ちょい乗り」のようなものがあると、子どもが自由に動けるようになるの

ではないか。 

・子どもが公共交通に乗ってもらうためには、ドニチエコきっぷ等、安心して

外出できる要素が重要。ドニチエコきっぷを IC化できれば、どの改札を通過

したか、見守りシステムにも反映できる。最先端モビリティ都市なのにそう

いう要素が入っていない。 

E 委員 ・静岡県知事が、再選された。リニアインパクトが果たしてどれくらい実現性

があるのか。リニア開業は何年後なのか。 

・熱海の土石流があったが、大規模自然災害等甚大な被害に対する手当てを何 

 か考えているのか。 

事務局 ・リニア開業時期については検討がつかない状態だが、名古屋駅に関しては乗

換利便性について着実に進めていく。 

議長 ・確定的ではないかもしれないが、2027 年を前提に考えていくことになる。 

I 委員 ・被災地の情報は、地元発信（県・市町村）が基本。特にコロナ禍では、外部

支援に対するスタンスが明確でこそ、支援が動き出せる。 

・台風など予測できる災害は発災前に人流を止める、または代替交通手段の確

保、そして迅速な情報伝達が鍵。 

H 委員 ・全体構成で弱い部分としては、第 3章最先端モビリティ都市がどういうもの

かは記述しているが、何をもって最先端なのかが不明確な点。先進技術があ

るから最先端なのか。 

・第 3章は 2030 年のことを言うとしたら、第 4章の 4つの実現に向けた展開 

 に対して、DX や IT 等がどこにどう支えていくのか見せた方が良い。 

・P5 の 1・2 を受けて、第 4章 1を書いていくイメージである。 

J 委員 ・第 3章の 3の最先端モビリティ都市について、第 4 章の 1とした場合、コン

セプトは良い。 

・当初記述していた、ビッグデータや信号制御の内容が消え先端技術をどこま 

で使いこなすのかわからなくなった。決意はどこにあるのか。 
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・データに基づくことが重要であるが、今回の資料の中で見られない。 

・例えば、第 2章に公共交通の人口カバー率が示されているが、人口増減に対

して公共交通がどう追随していくのか。 

議長 ・先進技術への決意の表明が必要である。データの活用については人口のデー

タを活用し、柔軟な公共交通ネットワークが求められる。 

・都市側のデータとしては、国が整備したオープン化されているプラトー等が

あり、それに基づき交通計画の策定をしていく等、先進技術への決意がわか

るような記述をしてほしい。 

・第 3章 3 最先端モビリティ都市とは については違和感があるので、検討し 

てほしい。 

議長 ・コロナ禍後において、動いてもらうには、「面白い」、「楽しい」という動機づ

けが必要となる。 

・市民がこの答申を見た時に、名古屋の交通が良くなると思うかということに

ついて、即答できないことは問題。 

H 委員 ・コロナ禍後は、人は以前より移動しなくなっていると思う。あえて動いても

らうには、ワクワクが必要。名古屋の交通計画を見たら名古屋に行きたくな

ると思えるかどうかがポイント。 

・最先端モビリティ都市のニーズ的には、「動きたくなる（本源需要）」に移っ 

ていくことを狙った計画としないといけない。 

K 委員 ・全体的に緑が感じられない。第 4 章(3)まちづくりと連携した多様な道路空

間の形成について緑・植栽の記述がない。グリーンインフラで都市交通を災

害時に守るということも重要な視点である。 

議長 ・水運についても意気込みが感じられない。中川運河の再整備など、水運とマ

イクロモビリティの連携について触れた方が良い。 

J 委員 ・最先端モビリティ都市について、人中心の都市空間・都市交通としているの

で、具体的な展開を示す第 4章との間に、「子ども」、「若者」、「主婦」、「来訪

者」、「高齢者」、「外国人」等、登場人物ごとにどんな最先端がくるのか表現

したら良いのでは。 

・冊子の本編では、属性ごとに何が最先端なのか示した方が良い。 

議長 ・人中心と言いながらそこの表現がされていない。コラムなどで、説明を入れ

るとわかりやすい。 

議長 ・第 4章、第 5章について重点的に意見をいただきたい。 

I 委員 ・第 4 章(3)まちづくりと連携した多様な道路空間の形成について、平常時は

荷下ろし・キッチンカー、非常時には災害の車両・臨時炊き出しなど、災害

拠点的に使えるということも検討してほしい。 

J 委員 ・第 5章については、第 4章で最先端といいながら自動運転を先駆けて行うこ 
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 とだけなのか。自動運転以外全く新しいことはなく、一般的であり、最先端 

 はどこにいってしまったのか。 

・自動運転については、2030 年までの期間で考えると限定的であり、公共交通 

でも実現できるのは固定ルート程度だと思う。名古屋市内ではハードルが高

く、ガイドウェイバスの自動運転化くらいは出来ると思う。ただ、それのみ

が最先端なのか。 

・新しいデータの使い方など、交通局がデータを出していくこと等、データに 

基づく設計とデータのオープン化について言及するべきである。 

F 委員 ・第 4章(3)誰もが安心して移動できる道路環境、歩きたくなる歩道空間につ 

いて実現してほしい。 

議長 ・まちの中の移動を考えた場合、「周遊」に関して、シェアサイクルがもっと新 

しくなっていくようになると思うが、入っていない。 

・電動キックボードへの対応など、道路空間の作り方を変えないといけない。 

H 委員 ・第 2章 6 移動手段の多様化について、所有か共有か、供給されるものかとい 

 うところが大きなポイントである。 

・特に、道路空間・駐停車空間を変えるということは書いていくべき。道路空

間は速度帯に応じて区分されるようにする必要が出てくる。 

・第 5 章は印象が弱い。名古屋は既に公共交通の人口カバー率が 98％であるこ

とや、平成前期では最先端の公共交通政策（敬老パス・公費負担など）を行

ってきている。多様な移動手段がシェアされ、スマホで予約・検索でき、事

前に情報が分かれば乗継の利便性向上も可能となる。そのために駅がどうな

っていないといけないか、何を変えていく必要があるのかが第 5章にあると

良い。 

・スマホで早く動けることや、乗継へのハード・ソフト面の支援など、今まで

にない要素を入れた方が良い。 

議長 ・渋滞に巻き込まれるバスは、本来はバス優先にしないといけないのを諦めて 

いるのが現実であり、バスは遅れるものと思い込んでいるが発想を変え、最

先端モビリティ都市に向けて、手段間の連携、公共交通の促進で真面目に考

えることが重要。 

・データのオープン化については必須。 

・行政は持っている基盤となるデータをオープンにするだけで良い。例えば、

交通に関するバスロケ、ダイヤ、ルート等。 

・ロンドンではデータのオープン化で成功していて、利用者が増え、待ち時間 

が減り、オープン化の効果が得られている。 

J 委員 ・リアルタイムデータを出すためにはデータ連携が大事。どのように出すのか、

そういう議論できる場を作ることを行政がやってほしい。 
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・第 4章に、自治体がコーディネートし、場をつくることを示してほしい。 

・第 6章に、乗り換え不便さを解消するためのデータ活用と書いてほしい。 

議長 ・データのオープン化について、庁内で議論しているのか。 

事務局 ・どのように活用するかまでは議論していない。 

J 委員 ・以前交通局からデータをいただいたが、予算の都合上出来なかった。 

・第 6章について下部組織においてマネジメント実施だけでは抽象度が高く、 

回らない。  

・具体的にどういう機能を持った組織を作るのか。どの課が担当するのか示し 

てほしい。 

・データ活用、乗換、カーブサイド・マネジメント等の施策に応じたワーキン

グについて具体的に記載するべき。 

議長 ・第 6章については、組織を形成する方向性を示してほしい。 

J 委員 ・進捗管理の考え方について、評価の枠組みを記載してほしい。2 年に 1回な 

 のか年に 1回なのか。 

事務局 ・交通問題調査会は、途切れずに開催し、この先 10年間で交通の状況が相当変

わっていくと思うので、軽微な改訂も含め検討していく。 

議長 ・年に 1回開催し、モニタリングを行うなど、下部組織については方向性を記

載してほしい。地域公共交通計画、カーブサイド・マネジメント等、今のま

までは抽象的な為、このままだと前回の計画と同じように内容は良いが実行

されないことになる。 

K 委員 ・産官学民の下に、官に該当すると思うが、警察を入れてほしい。 

 地域と警察を繋ぐためのプラットフォームだと認識している。 

J 委員 ・多様な移動手段に電動キックボードが抜けている。多様な移動手段（キック

ボード・バイク・シェアバイク・電動車椅子等）について意識してとりまと

めてほしい。 

 

（２）その他 

 特になし。 

以上 


