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１．豊橋市の紹介

愛知県

豊橋市

南部地域に広がる農地

日本を代表する自動車流通港である三河港

砂浜と海岸林がつながる表浜



１．豊橋市の紹介

シティプロモーション（ええじゃないか豊橋推進計画）
の核となる４つのコンテンツ



１．豊橋市の紹介

市街化区域

資料：平成17年国勢調査、愛知県都市計画基礎調査

人 口 372,479人

市街化区域 287,411人

市街化調整区域 85,068人

平成23年4月1日現在

行政区域 261.35㎢

市街化区域 61.74㎢

市街化調整区域 199.61㎢

豊橋駅



豊橋駅

二川駅豊鉄渥美線

JR東海道新幹線

JR飯田線名鉄名古屋本線

豊鉄東田本線

JR東海道本線

２．豊橋市の公共交通の現状

鉄道・軌道（路面電車）

路線バス

豊橋駅

二川駅

路線バス

市街化区域

コミュニティバス（｢地域生活｣ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ）
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公共交通利用者数の推移（昭和31年度～平成21年度）

路線バス

渥美線路面電車

昭和43年 27,155千人

昭和38年 9,571千人

平成5年 7,901千人

昭和63年 4,054千人

法人タクシー

出展：豊橋市統計資料

２．豊橋市の公共交通の現状

①ピーク ②平成21年度

渥美線 ７，９０１千人 ７，８２３千人 ９６％

４，０５４千人法人タクシー ２，０７５千人 ４８％

②／①

２７，１５５千人路線バス ５，７１５千人 ２０％

９，５７１千人路面電車 ２，９３５千人 ３０％

出展：第４回中京都市圏パーソントリップ調査（平成１３年度調査）

豊橋市の交通手段分担率
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基本理念

『過度に自動車交通に依存しない都市交通体系の
構築』

実
現

目指す都市交通体系の実現には公共交通の活性化が必要

豊橋市の交通施策

交通手段別交通施策

豊橋市都市交通マスタープラン （平成18年3月策定）

公共交通徒歩・自転車 自 動 車

基本目標別交通施策

地 域 別 交 通 施 策

３．豊橋市の交通計画におけるＭＭの位置付け

豊橋市都市交通ビジョン（平成16年3月策定）



豊橋市地域公共交通活性化方策

「豊橋市都市交通マスタープラン」のうち地域公共交通に関する施策を
実行していくためにまとめたもの

（平成18年9月策定）

通勤・通学・通院・買い物など、住民
の日常生活に利用される乗合型の
公共交通

「地域公共交通」とは

公共交通の利便性向上させる

交通に対する意識改革の必要がある

計画に「交通意識の変革の促進」を位置付ける

３．豊橋市の交通計画におけるＭＭの位置付け



４．これまでに実施したＭＭ

「交通意識変革促進プログラム（＝モビリティマネジメント）」
として、以下の３カ年計画を策定し、各事業を試行的に実施

年度 対象 目 的

公共交通 路線バス等の利用促進
（運行ｼｽﾃﾑ改善とMM施策の併用）

学校教育 将来に向けた意識形成（学校教育を対象としたMM施策
（出前講座授業とバス乗り方教室の実施）

事業所 通勤時の交通行動の変革
（市役所職員等を対象としたMM施策）

転入者 公共交通利用習慣のきっかけづくり
（公共交通マップ配布とMM施策の併用）

市民 公共交通情報の提供による利用転換の促進
（公共交通マップの配布）

以後、試行で作成したプログラムを活用して他の路線（地域）、学校、事業所へ
展開し、モビリティマネジメントを継続実施及び地域・対象を拡大

平成20年度

平成18年度

平成19年度



４．これまでに実施したMM

平成19年度（事業所MM）

［概要］
通勤時間帯の渋滞が問題になっている地域に立地する事業所を対象にモビリティ
マネジメントを実施し、交通に対する行動と意識変革を促すことを目的に実施

［対象］
◆豊橋市役所本庁舎に勤務する市職員 約１，０００人
◆通勤時間帯に渋滞が発生する地域の事業所２社 約１００人

［実施内容]

講演会の様子

①コミュニケーションアンケートの実施(H19.12) 

【通勤時刻表や動機付けﾁﾗｼの同時に配布】

②講演会「かしこいクルマと公共交通の使い方を考える

（東京工業大学：藤井教授）」の開催(H19.12)

③事後評価アンケートの実施(H20.1)

④市役所周辺の交通実態を把握

⑤参加者への情報提供（プロジェクト通信の発行）



ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾝｹｰﾄ

◆コミュニケーションアンケート実施時の主な配布物

動機付けﾁﾗｼ

  

平成19年度（事業所MM）

４．これまでに実施したMM



市職員用通勤時刻表
（路線バス）

◆コミュニケーションアンケート実施時の主な配布物

 

市職員用通勤時刻表
（鉄道・路面電車）

平成19年度（事業所MM）

４．これまでに実施したMM



［効果]

◆コミュニケーションアンケートの実施や講演会の開催などによって、交通に対する意識が変化

◆市職員アンケートでは、電車・バスが１．３％増加し、自動車通勤が１．２％減少

 

電車・バス等で
11.0%

それ以外で
8.9%

自転車だけで
31.3%

自動車だけで
44.1%

オートバイ
だけで
4.6%

市 

職 

員 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾝｹｰﾄ 事後評価アンケート 

 

自動車だけで
42.9%

自転車だけで
30.0%

電車・
バス等で
12.3%

それ
以外で
10.9%

オートバイ
だけで
3.9%

N=884 

725人 

 

 

N=896 

725人 

 

1.3%増加 

電車・バス 

1.2%減少 

自動車 

回答者全体の通勤時の交通手段の変化 

※MM アンケート・事後アンケートの両方に回答した人のみ 

平成19年度（事業所MM）

４．これまでに実施したMM



４．これまでに実施したＭＭ

［効果]

◆実際の交通実態では、市役所周辺の停留所の利用者が約２０％増加し、

市職員用駐車場の利用台数が６～１２％減少

 市役所周辺のバス停留所の降車人数の変化 

※交通実態調査より 

92

111
110

90

120

試行前 試行直後 試行１ヵ月後

（人/2h）

約21％増加
約20％増加

 市職員用駐車場利用台数の変化 

※交通実態調査より 

464

437

407

400

450

500

試行前 試行直後 試行１ヵ月後

（台）

約12％減少

約6％減少

平成19年度（事業所MM）



平成19年度 市職員、民間事業所２社
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱﾝｹｰﾄや講演会の実施により、市職員用駐
車場の利用台数が６～１２％減少

平成21年度 市職員
講演会（京大藤井教授）を開催（人事・都市計画課共催）。
参加者の９４％が自動車通勤の削減の必要性を認識

平成22年度

年度 対象 内容・効果

講演会（京大藤井教授）を開催（人事・都市計画課共催）
参加者の９７％が自動車通勤の削減の必要性を認識

市職員

とよはしeｃo2kin（エコ通勤）運動（事務局：行政課）

事業所MMのこれまでの経過

４．これまでに実施したMM



５．とよはしエコ通勤運動

とよはしエコ通勤

◆市役所の職員が率先して、自動車やオートバイから、自転車や徒歩、電車、バス、
車の相乗りなど、環境にやさしい交通手段で通勤する運動

◆次の効果をあげることを目的に平成２２年４月から取り組みを開始

①地域レベルでの地球温暖化防止への貢献

②交通渋滞の緩和及び公共交通機関の活性化への寄与

③職員の健康増進

目的

目標

職員のエコ通勤率５０％
それにより、当面、年３０ｔ、最終的には、年３００ｔのＣＯ２を削減



５．とよはしエコ通勤運動

取組み内容

◆各課に「エコ通勤管理者」を設置して、「エコ通勤」の実践の監督者とする。
◆各職場での「エコ通勤」の奨励に努める。

◆「エコ通勤」報奨制度
「エコ通勤」実践者に、月５００円分のクオカードを配って、「エコ通勤」の普及と地域経済の
活性化に役立てる。

◆通勤用自転車の購入補助制度
通勤用自転車の購入者に、１万円（電動自転車は３万円）を上限に購入金額の１/２を補助。

◆パーク＆ライド駐車場使用料補助制度
路面電車や渥美線等の駅周辺の駐車場利用者（豊橋駅から半径５km超）に、月２千円を上限に
使用料金の１/２を補助。

（通勤距離） （従来） （自動車通勤） （自転車通勤）

２km～５km ３，６００円/月 ⇒ ２，０００円/月 ４，６００円/月

５km～８km ６，１００円/月 ⇒ ４，１００円/月 ７，１００円/月

通勤手当の見直し

通勤距離２km～８kmの自動車通勤者の手当の引き下げ、自転車通勤者の手当の引き上げ

「エコ通勤管理者」の設置

職員がお金を出し合った積立金を活用して、次の取り組みを実施

とよはしエコ通勤



５．とよはしエコ通勤運動
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５．とよはしエコ通勤運動
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５．とよはしエコ通勤運動

取組み実績

◆「エコ通勤」報奨制度
「エコ通勤」実践者に、月５００円分のクオカードを配って、「エコ通勤」の普及と地域経済の
活性化に役立てる。

とよはしエコ通勤

◆通勤用自転車の購入補助制度
通勤用自転車の購入者に、１万円（電動自転車は３万円）を上限に購入金額の１/２を補助。

◆パーク＆ライド駐車場使用料補助制度
路面電車や渥美線等の駅周辺の駐車場利用者（豊橋駅から半径５km超）に、月２千円を上限に
使用料金の１/２を補助。

【平成２２年度実績】 実人数 ４６８人

【平成２２年度実績】 合 計 １２８人（普通自転車107人、電動自転車21人）

【平成２２年度実績】 申請者 ８人

◆エコ通勤優良事業所認証制度への参加・登録

【平成２２年度実績】 ５月１３日付け申請 ５月３１日付け認証登録

◆ＣＯ２排出量の削減

【平成２２年度実績】 ４９５ｔ



６．今後の展開

◆事業所の通勤交通対策の推進

○市役所職員自らが「とよはしエコ通勤運動」を積極的に実践

・本庁舎のエコ通勤率のさらなる向上、市役所全体のエコ通勤率目標の達成に向けた

対策の検討

○通勤時間帯の渋滞が問題になっている地域における通勤対策の実施

・地域住民、事業所、市など関係者が参画する協議会組織を設置し、対策を検討

・交通システムの改善とセットでモビリティマネジメントの実施を計画

その他・・・・

◆特定公共交通路線の利用促進対策【公共交通ＭＭ】、

◆小学校の出前講座（訪問授業）・バス乗り方教室の実施【学校教育ＭＭ】、

◆公共交通マップの改善・情報更新【転入者・市民ＭＭ】

についても取組みを継続



ご清聴ありがとうございました

豊橋市マスコット

「トヨッキー」

豊橋鉄道渥美線

豊橋鉄道東田本線（路面電車）「全面低床電車・ほっトラム」

豊鉄バス

「地域生活」バス・タクシー（コミュニティバス柿の里バス）


