
「令和５年度公営企業予算編成過程の公開」に対する市民意
見の内容及び市の考え方 

 

 「令和５年度公営企業予算編成過程の公開」に対し、貴重なご意見をいただき、

ありがとうございました。 

いただいたご意見と、それに対する市の考え方を公表します。 

 なお、ご意見については、趣旨の類似するものはまとめさせていただいたほ

か、一部要約又は分割して掲載しておりますのでご了承ください。 

 

 

１ 募集期間  

令和４年11月18日（金）から令和４年12月19日（月） 

追加及び変更分 

令和５年１月10日（火）から令和５年１月20日（金） 

２ 意 見 数 11件（うち追加及び変更分 ０件） 

３ 提出方法 電子メール11件 

４ 意見の内訳 

交通局 

 (1)新規・拡充事項 （６件） 

(2)その他 （５件） 

  ※上下水道局へのご意見はありませんでした。 

 

 

 

 

名古屋市上下水道局企画経理部経理課 

名古屋市交通局企画財務部財務課 
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１ 交通局への意見に対する市の考え方について 

（１）新規・拡充事項 

鶴舞線可動式ホーム柵の整備について １件 

唯一柵の無い鶴舞線には一刻も早い整備を望むところではありますが、数年に渡るコロナ禍による

経営悪化のため柵の設置が遅れたり、その他市営交通のサービス低下につながったりすることを懸

念しております。 

あまりしてほしいことではありませんが、柵の設置が今の経営状態に無理のかかるものであれば、

公営ができるのかは分かりませんが、鉄道駅バリアフリー制度を活用するなどして多少の値上げを

実施、ホーム柵設置のための安定的な予算の確保、安定的な市営交通の提供に努めていただくよ

う要望いたします。 

（市の考え方）  

経営計画の理念である「安全最優先のもと、快適さ、便利さを積極的に高めることにより、誰もが安

心して利用できる市バス・地下鉄」を目指すために、鶴舞線可動式ホーム柵については、令和８年（２

０２６年）９月開催の第２０回アジア競技大会までに完成する目標で整備を進めてまいります。 

 

 

地下鉄構造物の耐震補強について １件 

引き続き耐震補強を行うことも懸念される大規模地震に備えてこのまま進めていただければと思い

ますが、耐震補強以外の地震対策として地震発生時に自動で停止するシステムの導入も引き続き

要望いたします。 

特に先日、名城線において 40 分に渡る運転士の居眠りが発生したという事案を聞き、早期地震警

報システム作動時に居眠りをしていたら迅速な非常制動に支障をきたし最悪脱線転覆するのではと

懸念をしております。発災時に確実に停止できるよう訓練は重ねていると思いますが、ハード面の強

化もお願いいたします。 

（市の考え方）  

早期地震警報システムを受信した場合は、運転士の操作により直ちに停止させるという取扱いのも

と、毎年機会をとらえて列車停止訓練を行うとともに、引き続き乗務員の体調管理を徹底し、安全確保

に努めてまいります。 

 

 

地下鉄駅のリニューアルについて １件 

来年度、名城線栄駅のリニューアルを行うとのことだが、かつて名城線開業時の駅のホームの柱の

「さかえまち」表記が過去の駅改修工事で一時的姿を現したのがニュースになった。 

しかし、この「さかえまち」表記は、同時期にリニューアル工事の際に姿を現した東山線開業時の「さ

かえまち」表記とともに、新しい駅表示板やビニルカバーで覆われてしまい失われてしまった。あま

りに惜しかった。甚だ残念だった。 

しかし一方で、名城線栄駅では 3・4 番線両ホーム北端に「栄町変電所」のプレートが今も残されてお



 
 

2

り、栄駅が「栄町駅」だった時代を物語る数少ない遺構である。 

東京メトロでは戦前に建設された銀座線（旧東京地下鉄道・旧東京高速鉄道）の遺構をはじめ、帝都

高速度交通営団時代のものも含めて、駅や設備のリニューアルを図りながらも歴史的に意義のある

部分においては残すところは残して保存しており、歴史を偲ばせてくれている。 

名古屋市交通局でも、老朽化対策及び耐震化対策・バリアフリー化促進のために栄駅はじめ古い駅

リニューアルを図らなければならないことは十分に承知しているが、だからといって歴史を偲ばせる

ものも全て潰してしまったら、駅は魅力がなくて味気ないものになってしまい、駅名変更があったこと

すら忘れ去られてしまう。市民や利用客からも親しみや楽しみがなくなり「レトロな魅力」を感じなくな

ってしまうだろう。 

栄駅リニューアル工事においては、上記の「栄町変電所」プレートの保存・柱の「さかえまち」表記の

復活などの「栄町」「さかえまち」表記のものを残したり復活させたりして「栄町駅」だった時代のもの

をはじめ、名古屋市営地下鉄において歴史的に意義ある遺構を残して「レトロな魅力」を創造し後世

に伝えるような駅リニューアル工事をお願いしたい。 

栄駅以外の駅リニューアル工事においても、名古屋市営地下鉄において歴史的に意義ある遺構を

残して「レトロな魅力」を創造して後世に伝えるような駅リニューアル工事をお願いしたい。 

（市の考え方）  

地下鉄駅のリニューアルは、お客さまに、明るく清潔感のある快適・便利な駅空間を提供するた

め、開業後５０年以上を経過した駅について、駅全体の壁・床・天井・照明等をリニューアルする計画

としています。 

駅リニューアルの詳細につきましては、駅毎に検討を進めることになりますが、誰もが利用しやすく

安心して地下鉄をご利用いただける駅空間づくりに努めてまいります。 

 

 

照明のＬＥＤ化について １件 

地下鉄駅だけでなく、車内照明 LED 化を推奨すべきです。蛍光灯よりも明るく省エネな点です。駅

LED 化も大切ですが、地下鉄の駅は他の JR 東海や名鉄等の駅に比べて間引きが多く非常に暗い

です。特に名古屋駅は暗く感じます。駅の冷房化も必須です。クーラーが設置されていない駅は非

常に暑いです。また車内空調の効きが地下鉄は悪いです。（JR 東海・名鉄等と比べて）駅も古くて

暗いです。リニューアルはもっと加速させて欲しいです。大阪メトロ等に比べると WC 更新工事等も

遅く感じます。 

（市の考え方）  

適切な明るさの維持や環境負荷の低減のため、地下鉄駅構内だけでなく車内照明の LED 化につ

いても順次進めてまいります。 

また、お客さまに、より快適で、より便利にご利用いただける地下鉄にするため、引き続き、リニュー

アル工事等を計画的に進めてまいります。 
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デジタルサイネージ広告の設置について １件 

新しい収益にも繋がることが期待されますし、そもそも他都市では電車内ビジョン広告は当たり前と

なりつつありますので、一刻も早い設置を切望しますが、デジタルサイネージ広告の設置と並行し

て、車内でも運行情報を出せるよう要望いたします。 

現時点駅ホーム等にある旅客案内装置にて、市交線の運行情報に加え名古屋市内・相互直通先の

運行情報が案内されていると思いますが、走行中の車内でも表示いただけると、ホームの旅客案内

装置が見にくい位置でも迅速に知ることができ便利ですので検討お願いいたします。 

（市の考え方）  

広告料収入の確保を図るため、東山線の地下鉄車内にデジタルサイネージ広告を設置することと

しました。早期に導入できるよう、手続きを進めてまいります。 

 

 

バス料金箱の更新について １件 

市バス料金箱を老朽化のため更新とのことですが、何年使用しているのでしょうか？新車導入のた 

びに購入しているわけではないのですか？また、高額紙幣の利用化や IC カードへの 1 日乗車券

の搭載技術など、運転手さんの負担軽減を進めてほしいです。 

（市の考え方）  

現行のバス料金箱は、現時点で１３年から１４年使用しており、同時期に一括購入したものです。 

更新にあたっては、料金箱に一日乗車券を交通系ＩＣカードで購入できる機能等を追加するなど、

運転士の負担軽減となる方策を検討しております。 

 

 

（２）その他 

ダイヤ改正について １件 

2022 年 9 月 17 日、東山線のダイヤが改正され、減便が図られた。しかしその一方で、ラッシュ時の

本数は変わらないとしているものの、朝8時台後半以降や15時台～17時台学生下校時間帯は平日

夕ラッシュ時と同じ3分間隔から3分30秒～4分間隔に減便され、遅めの通勤者及び下校時の学生

のラッシュで息苦しいことが逆に増えた。さらに、特に学生が車内の座席部分に詰めてくれず扉部分

に固まっているのでさらに息苦しさに拍車がかかり乗降にも苦労する。また、19時台以降も減便によ

り、仕事帰りのサラリーマンらの混雑による息苦しさもダイヤ改正前よりも酷くなっているように思わ

れる。 

コロナ前の水準には戻らないとはいうものの、減便による混雑悪化で息苦しさに拍車がかかれば、

およそ快適とは言えない地下鉄だ。しかも名古屋市交通局で最も需要の多い東山線での減便によ

る混雑悪化は地下鉄のイメージを悪化させる。東山線利用者としてはこの度の東山線の減便ダイヤ

改正は「やりすぎ」とも思われることもたびたびありもう少し本数を増やしてほしいと思うことが何度も

ある。さらに、扉部分に固まるだけで車内に詰めない乗客へもっと車内に詰めてほしい啓発も何とか
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ならないものか。 

次期経営計画策定においては、毎年度ダイヤ改正が実施される市バスとともに、地下鉄も需要や混

雑緩和に柔軟に対応できるダイヤ編成の策定を是非ともお願いしたい。 

（市の考え方）  

東山線の改正後のダイヤについては、過度な混雑を招くことがないように留意してダイヤを作成し

たところです。 

ダイヤ改正後の混雑状況については、運行本数が減った時間帯においても過度な混雑とはなって

いないことを確認しております。 

今後もご利用動向に注視し、お客様の利用動向に大きな変化があれば、利用状況に見合った運

行本数となるように見直していきたいと考えています。 

また、乗降の妨げとなる扉付近で立ち止まりをやめていただくなど、各種マナー啓発についても、

引き続き、ポスター掲示や放送により、ご利用のお客さまに対して実施していきます。 

 

 

次世代自動車の導入について １件 

・環境局が燃料電池バスを導入するとのことですが、交通局は来年度導入しないのですか？公共交

通の脱炭素化を進めるため、運営主体の交通局でも積極的に導入し、営業所やその周辺への水素

ステーション整備及び大型車への水素充填次世代技術の開発を民間と協力して進めるべきです。市

バスが水素需要を作ることで、乗用燃料電池車や水素のコスト軽減を図れます。名古屋市の、全国

に先駆けた取り組みをお願いします。 

・次期経営計画の策定を行うとのことですが、その際には次世代型バス車両の導入についても明確

な目標を示して欲しい。現在の名古屋市営バスは全てアイドリングストップバスの導入が完了してい

るが、それ以降は脱炭素化に向けた車両更新の動きが乏しい。環境局主体で燃料電池バス導入計

画が進められているが、交通局主体でもバス車両の電動化を早期に開始すべきである。電動化の

選択肢は、燃料電池バスかバッテリーEV バスである。宇都宮周辺でバッテリーEV バス 200 台を

導入するなどの計画もあるが、1000 台以上を有する名古屋ではバッテリーEV バスの充電等に問

題が生じる。そのため、燃料電池バスを中心に導入し、燃料にグリーン水素を使用するなど、日本初

の先進的な取り組みが期待される。 まずは、次期経営計画の中で、「～年度以降の新車は全て電

動車」「～年までに全車電動化」などの、他に類を見ない計画を策定し、実現に向けた具体的案を示

して欲しい。名古屋市交通局の、先進的な取り組みに大いに期待しております。 

（市の考え方）  

次世代自動車の導入については、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが必要になる中、令和５年

度については、環境局が試行導入する燃料電池バスを市バスとして運行し、営業運行する上での課

題について検証してまいります。 
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ＬＥＤ行先表示装置の更新について １件 

バス照明やバス料金箱の更新を予定しているとのことだが、市バス車両の LED 行先表示の更新と

表示方法の見直し（分かりやすさ）も同時に進めていただきたい。 

市バスの行先表示において、1998 年 5 月より、名駅発着系統は緑・栄発着系統は赤紫・金山発着系

統は黒・その他幹線系統は青・循環系統右回りは茶・その他一般系統/出入庫系統/基幹バス/都心

ループバスは白と、方向幕の色分けが行われたが、2003 年式の市バス車両からオレンジ色 LED 搭

載になり方向幕の色分けは急速に減っていき 2021 年 5 月を以て全廃となった。 

一方で市バス車両のLED行先表示は2021年度購入車両であっても相変わらずオレンジ色一色のま

まであり、かつての方向幕の色分けのような発着地の識別がなくなり、それは天候によって見にくい

こともしばしばある。また、LED 表示化によって後部の表示においては行先（※終点）のみの表記と

なり（例：「栄」「名古屋駅」のみの表記）、現在の C-758 系統を除けば系統名の併記がなく、後部から

の行先識別において非常に分かりにくいことも多々ある。 

既に名鉄バスではフルカラーLED 搭載車両を多数導入し、系統番号設定とともに後部にも行先だけ

でなく系統番号も表示している（オレンジ色 LED 搭載車両も後部には系統番号も併記）。名鉄バス以

外の、東海地方以外の事業者でもこれらの表記は急ピッチで進んでおり（※例えば京都市交通局で

は均一・調整・循環各系統番号の色の識別がフルカラーLED でも分かりやすい）、名古屋市交通局

だけが時代遅れのまま取り残されている感じが否めない。 

来年度から毎年度順次、市バス車両の 2006 年度～2011 年度購入車両の大量の置き換えが始まる

と思われる。この際、市バスの行先表示の改善として、フルカラーLEDの導入により、最低でも前・側

面・後部の系統表記の部分に 1998 年 5 月以来の発着地の色分けの復活及び後部にも系統番号の

併記（例：「基幹 1 栄」（系統部分を緑色に白抜き文字で）「名駅 20 五月通・名古屋駅」など）をお願

いしたいものである。 

また、既存のオレンジ色LED搭載車両も、せめて上記のような後部への系統番号併記には対応して

いただきたい。 

（市の考え方）  

フルカラーＬＥＤ行先表示装置は、色による系統の識別が可能となる利点がありますが、現行のＬＥ

Ｄ行先表示装置より導入費用が高いという課題があります。 

後部への系統記号併記については、前部に比べ後部の表示スペースは範囲が狭いので、行先の

名称の長い系統や、経由地を併記した系統などの場合、文字が小さくなるなど読みづらくなる課題が

あると考えます。 

 

 

地下鉄車両の更新等について ２件 

・地下鉄車両更新も考えるべきです。平成初期車が多く、数年後に更新時期が来ます。40 年使用を

目指してますが、中間の 20 年でモーター機器の更新だけでなく、車内外のリニューアルを同時に進

めないと車内がとてもくたびれてて古臭く感じます。リニューアルして 40 年使用を目指すか、車両を

使い倒して 30～35 年程度で置き換えるか費用対効果を出して更新を考慮すべきです。100 周年企

画で黄電復活しましたが、名城線・東山線車両更新時は黄色の地下鉄を復活して欲しいです。名古
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屋の地下鉄と言えば黄色の車体です。 

・市営交通100年祭記念の一環で、2022年8月より運行を開始した東山線・名城線の黄電メモリアル

トレイン、2022年11月より運行を開始したレトロカラーバス、運行開始以来各種メディアや鉄道・バス

の雑誌などでも取り上げられ、市民や利用客から大変好評を博している。 

一方で、黄電メモリアルトレインは当初予定では 2023 年 1 月で運行終了予定とのことであり、レトロ

カラーバスも廃車までの年数が迫っている車両を使用している。レトロカラーバスにおいては廃車ま

でレトロカラーを維持していただきたいものだが（※その一方で浄心営業所の NF25 号車「三英傑バ

ス」が一般バス塗装に戻されてしまったのは非常に残念だった）、黄電メモリアルトレインにおいて

も、2023 年 1 月以降（※市営交通 100 年祭終了後）も運行を続けていただきたいものである。 

特に東山線では、2017 年 11 月から運行を開始した地下鉄 60 周年記念装飾列車（N1615 号車）が、

地下鉄 60 周年記念の終了後も地下鉄ラインカラーの吊り革とカラフルな座席モケットを今日でも維

持し続けて運行しているのは大変喜ばしいことである。これに黄電メモリアルトレインも加わったら、

地下鉄に乗る楽しみも増え、市民や利用客に「地下鉄」がより魅力あるものとして親しまれることと思

われる。 

市バス車両は置き換え時期が決まっている以上レトロカラーバスもそう遠くない時期に廃車されてし

まうのは仕方ないが、市バス車両よりもはるかに長期間使われる地下鉄車両だからこそ、N1615 号

車の地下鉄 60 周年記念装飾と黄電メモリアルトレインの「末長い運行」を是非ともお願いしたい。 

（市の考え方）  

地下鉄車両の電気機器は、車両を安全に長く使用するため、計画的な機器更新を実施しておりま

す。また、車両更新にあたっては、老朽化や費用対効果などを踏まえ検討してまいります。 

黄電メモリアルトレインは 2023 年 1 月に運行を終えましたが、大変多くの方からご好評をいただい

ており、頂いたご意見については今後の事業運営の参考とさせていただきます。 

 

 

※ご意見については、趣旨の類似するものはまとめさせていただいたほか、一部要約又は分割して掲載しております。 

 


