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第 7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 11月 17 日（水）10:00～12:00  

場所：西庁舎 12 階 西 12A 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(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(案)について 

A 委員 ・3章の基本理念や基本方針と 4章の「最先端モビリティ都市」の実現に向け 

てへの繋ぎがまだわかりにくい。3章で挙げた基本理念・基本方針がどのよ 

うに最先端モビリティ都市の中で活かされていくのか記載できないか。３つ 

の基本方針を受け、名古屋らしい今までやってきた先進的な交通システム、 

そして、愛知県名古屋市という自動車産業が誇る先進技術をかけ合わせるこ 

とで、最先端モビリティ都市になるが、目指すのは基本方針だということが、 

もう少し繋ぎのところがあった方が良い。 

・4 章の展開３の「まちづくりと連携した多様な道路空間の形成」の部分で、 

名古屋らしさは、特に都心部の広い道路空間をうまく使った交通まちづくり 

を行うということであり、「みちまちづくり」という言葉に凝縮されている。 

展開３に「みちまちづくり」という言葉の記載がないが、名古屋らしい言葉 

として、「みちまちづくり」は少し知られており、悪くない言葉と思っている。 

施策自体はかなり共通していると考えるので、展開３のところに「みちまち 

づくりを引き継いで自動運転社会を見据えた」など新しい要素をさらに展開 

していくようなことがあっても良い。 

・5 章の戦略の推進について、今年度、中部経済連合会と主な交通に携わる大 

学や自治体によって、「中部先進モビリティ実装プラットフォーム」通称 

「CAMIP」というものが立ち上がり、名古屋を中心に中部の先進モビリティを 

実装していく手助けをしていく活動をする予定である。そのことも記載して 

はどうか。 

事務局 ・3章と 4章の繋がりの部分については、本編の 3章の後ろに文章を追記する 
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形で対応した。このあたりは、部会の中でも流れをどうすると一番わかりや 

すいかということで、いろいろご議論をいただいてきた中で、3章の後ろに 

入れさせていただいた。 

・本編の「はじめに」で「みちまちづくり」等の交通施策を推進してきたとい 

うこと、本編の１ページの部分でこれまでどのように交通政策を進めてきた 

かというところで「みちまちづくり」の推進、38ページの基本方針３―③の 

「人が中心の歩いて楽しいにぎわいのあるまちの実現」というところで「み 

ちまちづくり」を継承し、進めていくということで記載している状況。 

展開３のところに「みちまちづくり」という言葉はないが、「みちまちづくり」 

の理念を継承する形で記載した。 

・5 章の戦略の推進は、先進技術と交通をマッチングしたいということを視野 

 に入れ、市民経済局のハッチテクノロジーの動きなども書かせていただこう 

と思っている。例えば、そういうものと一緒に CAMIP をご紹介という形はど 

うか。 

A 委員 ・「みちまちづくり」のことは、本文中には、書かれているということか。 

議長 ・基本方針を受けてというところが欠けていると思う。おそらく説明資料の 7 

 ページに「３つの交通環境を踏まえ、名古屋市が目指す取り組みの方向性は 

以下のとおりです。」と記載があるが、そもそも「基本方針を受けて」が抜け 

ているので、そこを付け加えるということでどうか。 

A 委員 ・本文の 39ページだが、基本理念から３つの基本方針、９つの施策の方向性の 

図があり、その下に「最先端モビリティ都市を実現します」とある。上の図 

から急に先進技術、最先端モビリティ都市とあるため、図と 4章の間をうま 

く繋いでいただくよう、もう少し工夫をするべきである。 

・「みちまちづくり」という言葉の記載が展開部分にない。 

議長 ・基本方針で明確に「みちまちづくり」を継承することが記載されている。 

A 委員 ・展開３が「みちまちづくり」のように思うが、展開３だけではなく、基本方 

針３の部分が「みちまちづくり」ということか。一般的に本編はあまり読ま 

れず、説明資料を読むのではないか。 

事務局 ・説明資料については今回の部会の資料の一部としてホームページで公表され 

る形となるが、実際の答申としては本編のみを予定している。 

A 委員 ・行政計画策定・公表時には、概要版を用意するのではないか。 

事務局 ・行政計画策定・公表時には、概要版を公表する。 

議長 ・答申の概要版については調査会で作成するのか議論をしてほしい。個人的に 

は作成しても良い。 

A 委員 ・概要版作成の有無、前回の目玉である「みちまちづくり」については任せる。 

・CAMIP の記載についてどうするのか。 
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事務局 ・行政や企業、大学など様々な団体があるので、5 章の最後に事例として記載 

する形にしていく予定で考えている。 

A 委員 ・答申の中で例としての記載で良い。 

議長 ・固有名詞ではなく、産官学の組織とも連携していく。事例として CAMIP を紹 

介するという流れで良いか。 

・「みちまちづくり」については、理念は受け継いでいる。再度名前を付ける段 

階がきたら、「みちまちづくり」を検討すれば良い。 

・3 章と 4章のつながりについて、どうするか。 

事務局 ・基本理念・基本方針は、ご指摘のとおり、確実に交通で行わなければならな 

い内容であり、それを進めるにあたり、名古屋市としては最先端モビリティ 

都市を実現していく思いで P39 の文章を再考する。 

議長 ・イメージとしては、本編 P41 が最先端モビリティ都市につながる「既存スト 

 ック」×「先進技術」だと思っている。したがって、この基本方針、方向性 

の下に「既存ストック」×「先進技術」があり最先端モビリティ都市へ繋が 

るような整理だと思っている。 

B 委員 ・違和感の原因として、副題の「誰もが移動できるために」というソリューシ 

ョン的な表現と「最先端」との繋がりがよくわからない。最先端が快適なの 

かがよくわからないということがより際立たせている。快適と言いつつも、 

方針との関係、基本方針と基本理念との関係に違和感がある。そのあとの展 

開について、先進技術の記述が少なく、P39 にどういう技術が出てきている 

から３つの基本方針と９つの施策の方向性がより実行可能になるという記 

載がないことが、繋がりをわかりにくくしている。 

C 委員 ・本編 P40 の「最先端モビリティ都市として、日本をリードしてきました」と 

の（これまでの最先端モビリティ都市の実績の）記載に対し、P41 の（これ

からの新たな）「最先端モビリティ都市」の実現となると、P41 のサブタイト

ルが重要な意味を持つ。しかし、その重要な「誰でも」が、それに続く 4 行

で記された定義の文章に反映されていない。定義に技術的部分は表現されて

いるが、単にスマートな移動環境だけになっていて、ここに 3 章で議論した

「誰もが」が入っていないため違和感を感じる。 

・名古屋が行ってきた「最先端モビリティ都市」の質を高めるのと同時に、新 

たなコンセプトとして、定義の文章にも「誰もが」を入れる必要がある。 

（たとえば、「―――更なる技術の活用による快適でスマートな移動環境が

実現した都市」を「更なる技術の活用により誰にとっても快適でスマートな

移動環境が実現した都市」に変更すること） 

議長 ・どのような表現が良いか。「誰もがスマートに」はどうか。 

A 委員 ・３つの基本方針も良いし、「誰もが快適に移動できる「最先端モビリティ都 
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市」の実現」も良い。単にそこのつながりに違和感がある。例えば、基本方 

針１、２はモビリティそのもの、基本方針３はモビリティを使って成長を支 

えることが記載されている。これが最先端モビリティ都市の実現につながっ 

ている。さらに、名古屋らしく、歴史的にも最先端なことを実施してきた。 

さらに今後の CASE 革命や MaaS 等を取り入れ、最先端性を今後も引き続き入 

れていく。そのことは全部集約されているので良いが、３つの基本方針から 

最先端モビリティ都市を見たときに、それを説明する文章を入れてほしい。 

議長 ・イメージとしては、P39 の３つの基本方針の下に、P41 の「既存ストック」× 

「先進技術」を入れ、さらにその下に「誰もが快適に移動できる「最先端モビ 

リティ都市」の実現」の図にし、さらにその補足を文章でも入れる。 

B 委員 ・「快適に移動できる」という表現で良いか。 

・コロナ禍を踏まえると、「移動したくなる」という表現の方が良いのではない 

か。本当は「お出かけしたくなる」にしたい。 

D 委員 ・最先端モビリティ都市の実現に向けてという副題には名古屋の意気込みを感 

じられるが、なぜ、名古屋でやることが必要なのかという理由付けが弱い。 

世界の中で名古屋がどういう役割、位置付けであるかを最初の部分で記載

し、名古屋が日本の経済を引っ張っている、これから都市間競争が激しくな 

る中で、中部圏が交通の面から引っ張っていく、ということの意義づけをし

っかりと示した上で、「最先端モビリティ都市」の実現を目指すということを

示す方が良い。 

議長 ・意気込みとしては賛成。ただ、計画として世界を引っ張る施策かどうかは不 

足しているので、身の丈に合った表現にした方が良い。 

事務局 ・「はじめに」の部分について検討したい。 

議長 ・移動できるではなく「したくなる」は、概念が変わってくるが、「したくな 

る」という施策になっているのか。 

事務局 ・部会で議論した中で、意見はあったが、コロナ禍等も受け、このような表現 

とした。 

議長 ・「したくなる」は、より高い概念になる。交通だけでなく、まちづくり、活動 

も含まれる。交通戦略上書き切れないため、魂は受け継いで、今回は「でき 

る」ようにしていこう、ということで抑える。 

E 委員 ・災害発生時も平常時も、移動したい時に、行きたいところへ行けるという事

を表現するために「いつでも」を追加してはどうか。 

議長 ・「いつでも」となると「どこでも」も入れたくなる。カタカナで「スマートに」 

でどうか。 

事務局 ・「誰もがスマートに移動できる」ということで了承いただけるようであれば、 

大丈夫である。 
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議長 ・「快適に」の前にそもそも「安全に」移動できるということにならないといけ 

ない。しかし、できてないところが多数ある。ということで、カタカナ語の 

方が表現しやすい。そして、その中身については、文章で補っていただく。

「快適に」に、「いつでも、どこでも、安全・安心・便利」を含む最上位の概

念として包含されているという理解であれば、変えなくても良い。 

F 委員 ・カタカナにしなくても、このままで良い。 

議長 ・「快適に」という言葉にする。ただし、「快適に」は最上位の概念であり、い 

つでも、どこでも、安全安心便利が包含されているという理解である。 

B 委員 ・「移動したくなる」と言ったのは、「快適に移動できる」に近い概念であり置 

き換わると思ったからである。ただ、できていないことは事実として受け止 

めないといけない。「気兼ねなく」ということもよいが、表現として難しい。 

E 委員 ・平常時も災害発生時も移動したい時に、行きたいところへ行けるという事が

本文に説明が加えられていれば良い。 

議長 ・日常と非日常の両方を表す記載は難しい。ただ、非常時もあるということ 

を忘れてはならない。目指す姿の中で、災害時も安全に移動できる、という 

ことが表現されると良い。 

G 委員 ・子どもや若者の視点をしっかり入れていくのが重要である。南海トラフ地震 

 が発生した際に、自分達がどう行動していくのかを、被害が大きいと想定さ 

 れる中川区、港区、南区等の子ども達のところを回ってもらうことも大事。 

 高校生の意見を聞いていくことも大事。委員の名簿を見ると、色々な大学の 

 先生がいる中で、若者達にどう交通を考えさせるか、みんなで話し合うこと 

 が大事。なごや子どもの権利条例の第 7条に主体的に参加する権利というの 

 があるので、子ども達の自己肯定感を高めるために集中して行ってもらえと 

良い。 

議長 ・P64「地域のニーズに応じた移動環境の形成」において、地域の方の意見を入

れ込んでいく事が組み込まれている。その際に、子ども達の意向も聞いてい

くということになるかと思うが、具体施策を検討する段階で反映していく形

になる。 

事務局 ・教育委員会にもヒアリングしているので、連携して取り組んでいきたいと考 

えている。 

H 委員 ・P56 の展開３の部分に「緑豊かな都市」を押し出してほしい。グリーンイン 

フラの話をしたが、主な取組等にも入れてもらいたい。気候変動による災害 

が起きている中では急務と感じている。 

・5 章の推進体制について、実証実験やテストフィールドの要素が消えている 

ため、どこかに入らないか。 

・１週間前に当社でプレスリリースした、シェアサイクルの事業者と WEB サー
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ビスの事業者が共同し、都心回遊の向上について実証実験中である。名古屋

城から熱田神宮の方までイベントを実施しているが、名古屋市内は南北の移

動がしにくいため、シェアサイクルと AI レコメンドシステムによりスポッ

ト案内をしている。実証実験やテストフィールドの提供を推進していくこと

が重要ではないか。 

議長 ・グリーンインフラについては、既存計画があれば記述は可能である。 

事務局 ・グリーンインフラは重要だが、全体に関係してくる。そのため都心以外にも 

 公共交通等、全般にかかわる事項であり、事務局としてはどこに記述するの 

 が良いかと悩んでいる。他の委員から指摘があって、P57 に「緑の拡充など 

により」等記載している。 

・実証実験の例示として「ハッチテクノロジー」を追記する。 

議長 ・事業を推進する姿勢として、実証実験を重ねながらやれることをやってみる 

という表現があっても良い、ということではないか。小さく試しにやってい 

くという姿勢が必要ではないか。 

事務局 ・現在もその姿勢で行っている。 

議長 ・その姿勢があるのであれば、何らかの形で記載してほしい。 

I 委員 ・子供の参加に関し、中学生と一緒に通学路の危険箇所の改善の取組をしてい 

る。行政側のみでは改善しきれない所があるので、地域や PTA と一緒に改善 

し、最終的に高齢者を含めて誰もが安全となる仕組みを作れると良い。 

・公共交通や自転車、徒歩のみでは 2030 年は暮らせないと思っていて、自動車 

の運転は必要。名古屋エリアは、免許保有者数が多く、自動車事故件数がワ 

ーストを競っているほど、自動車が重要な地域である。最近では、環境や安 

全の技術が進み、必ずしも「悪」ではない中で、上手に自動車と付き合って 

いく必要があるという表現が必要ではないか。 

・そういう背景を念頭に本編を読むと、「自動車を運転する」という記述があま 

りないと感じる。2章には、ネットワーク等の記載があるが、3章、4章にな 

ると記載がない。 

・自動車の運転をどうするのか、自動車事故を防止するためにはどうすべきか、 

安全な道路をどうつくっていくのか、アクセル・ブレーキの踏み間違い対策、 

先進安全技術の搭載された自動車の乗り換えを推進することや、教習所との 

連携、スキルの見直し、緩やかな免許返納の仕組みを大学との連携しながら、 

みんなが困らない車社会や自動車に乗らなくなっても楽しく暮らせる地域、 

ということがこの地域において必要な考え方ではないか。 

議長 ・子ども達あるいは地域の方と交通を考える組織、取組を行ったらどうか。こ 

れは、P64 で読めるのではないか。 

・自動車の利用としては明確ではないが、全体的には公共交通への転換を目指 
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すという表現にはなっている。最後のモビリティマネジメントという意味で 

は、かしこい自動車の利用を進めていこうということなので、明確に自動車 

利用について書かれていないことだと思うが、その点どうか。 

事務局 ・地域で交通のことを考えるということで P67 にも記載している。移動の喚起 

という事で P28 に「どの世代にも移動しやすい環境」ということも文章で記 

載している。 

・P33 の「自動運転社会に向けて」というところで、技術開発が行われており、 

自動車も安全に乗る事ができることを想定して追記した。また、P54 には「交 

通分野におけるカーボンニュートラルの実現」において、カーシェアリング 

の普及や次世代自動車の普及啓発を追記しており、基本的には公共交通だけ 

で暮らせる社会を目指すが、自動車の便利な面も環境に配慮しながら進めて 

いくことを記述している。 

議長 ・通学路対策については取り組んでもらいたい。 

J 委員 ・P36 の基本方針について「安全に安心して移動できる交通体系の実現」の内 

容が書かれているが、書き方として、１－①の 1行目についてすべてに掛か 

ってくるのは「安全に”安心して”」を入れていだいた方がわかりやすい。 

議長 ・前半を「安全に安心して」、後半を「歩きやすい歩行空間の確保」に修正して 

はどうか。 

K 委員 ・4 章展開２について、展開２は「持続可能な公共交通ネットワークの形成」 

がテーマだが、その中で早急に実施すべき２つの施策について取り上げられ 

ている。２つ目は良いが、ガイドウェイバス（以下、GWB）が早急にとしてい 

ることに違和感がある。GWB の自動運転化は全線なのか、高架区間のみとす 

るのか、高架区間のみで省力化できるところは少ないと思うが、コスト削減 

効果、サービス向上につながるのか。他の基幹的公共交通に転換できること 

なのか。最先端モビリティ都市にこういうことが引っ張られているのか。も 

しくは実際にやれそうなことなので入れているという判断なのか。 

・提案としては、これは外して、「持続可能な運行体制を見据えた公共交通の経 

営改善」が早急に実施すべきではないか。 

議長 ・重点的な位置づけと GWB に対する見解をお願いしたい。 

事務局 ・GWB は近いうちに車両更新を喫緊の課題として抱えている。今の技術を使っ 

て Level2～4 の自動運転化を目指して調査検討を進めている。市の重要課題 

という認識を持っているため記載している。 

・それを皮切りに、都心部での SRT の具現化も検討している。自動運転技術を 

他の基幹的公共交通に活かしていきたいという思いで掲げている。確かに、 

全体の経営改善の重要度は高いと認識している。実態として自動運転技術を 

基幹的公共交通にどう広げられるかというところはあるが、意気込みとして 
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喫緊課題を掲げた。 

K 委員 ・今の説明が入っていないと違和感を覚える人も多いので、長くなってしまう 

が、説明を入れてほしい。 

事務局 ・表現を加えるなどをして理解できるような表現にしていく。 

議長 ・委員として説明を聞いてわかるというのと、市民としてわかるということは 

別。本来は、市民生活がどう良くなるか、市民生活をよくするためにどうす 

べきか、ということの説明で表現すべき。 

・「早急に実施すべき重点的な取組」がやらないといけないことと、やった方が

良いことといくつかのレベルが入っている。そもそもその説明はどこに入っ

ているか。 

事務局 ・元々章立てを別にしていたのを、ひとつの章にしているため、表現が欠落し 

た可能性がある。「早急に実施すべき重点的な取組」の思いをしっかりと文章 

で記載する。 

議長 ・自動運転の導入については理解したということか。 

K 委員 ・委員としてはわからないことはないというレベルである。 

議長 ・市民が読んでも分かるような工夫も必要という事でご検討いただきたい。 

B 委員 ・「早急に」「重点的に」が両方入っているのが良いかは検討である。重点的に 

というのは通常はじっくり 10年間やって結果を出すということである。 

「早急に」が重要で「重点的に」は二の次と考えて良いのか。あるいは、こ 

こを突破しないと次にいけないということか。 

議長 ・両方含まれているように感じる。位置づけを明確にして記載してほしい。 

L 委員 ・全体構成で 2章までが既存の問題点を挙げて、2 章までのことを後ろで受け 

ているか。対応が見えない。 

・例えば、前段では、「自動配送ロボット」に触れているが、後段に物流という 

キーワードはあるが、自動配送ロボットに触れていない。 

・パーソナルモビリティが具体的に前段で書いてありながら、後段ではパーソ 

ナルモビリティと記載されているのみで、まとめられてしまっている。どの 

ように規制緩和していくのかまで記載すると良い。 

・データプラットフォームが P32 にあるが、行政側がデータプラットフォーム 

を整備するための会議をやらないといけないと指摘しているが、そのあたり 

の表現が不足している。 

・最後の推進組織にデータプラットフォームなども記述されたほうが良い。 

事務局 ・パーソナルモビリティは色々なものが出てくる中でどう表現するかが課題 

 である。 

・データプラットフォームについては、行政側での姿勢は指摘されてきたが、

交通分野だけでどのように書くのかが難しく、行政分野間での横断的な調整
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が必要なため理解頂ければと思う。 

L 委員 ・議論する場を用意するのは行政の仕事だと思うので、少しでも入れてほしい。 

議長 ・データの扱いは明確にした中で DX 化を進めるべき。特に行政がどう関与す 

るのか、今は答えを出せないだろうが、少なくとも検討が必要という表現は 

必要である。 

・規制緩和は重要なキーワードだと感じる。新たな技術の導入に伴っての規制 

緩和には果敢に挑戦というような表現をどこかに記載しても良い。記載する 

ところは、実証実験のところではないか。 

事務局 ・取組の必要性は感じている。表現として足りないかもしれない。もう少し踏

み込み表現していく。 

F 委員 ・高齢者にとって良いものを作ってもらえたと感謝している。運転免許の返納 

と自動運転がどう関係するかも知りたい。高齢者も交通機関を使って移動し 

ているが、地下鉄が通っていない南区は不便ということも聞いている。 

議長 ・ラストマイルを考えるということについては明確になっていて、それが実現 

すれば利便性はより一層向上する。 

・委員の意見については、部会長確認とし第 15回交通問題調査会に向け反映 

可能なところは反映する。 

 

（２）その他 

 特になし。 

以上 


