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平成２９年度第１回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成３０年１月１５日（月） 午後２時００分～３時１５分 

 

○場  所  知多市役所 ３階協議会室 

 

○出席委員  １７名 

・知多副市長 鈴木 希明 

・八幡コミュニティ会長 寺島 康夫 

・東部コミュニティ会長 竹内 史朗 

・岡田コミュニティ会長 永井 延佳 

・南粕谷コミュニティ会長 檜垣 茂 

・知多市社会福祉協議会長 大島 大東 

・知多市商工会 青年部長 酒井 雅充 

・名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科 教授 松本 幸正 

・知多乗合(株) 取締役社長 勝田 厚秀（代理：橋本 大輔） 

・(公社)愛知県バス協会 専務理事 古田  寛 

・愛知県タクシー協会 知多支部長 藤田 重記 

・愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事 守山 睦 

・中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 杉本 忠久（代理：森 慶之） 

・愛知県振興部交通対策課主幹 桑原 良隆（代理：神谷 輝） 

・愛知県知多建設事務所 維持管理課長 富田 弘敏（代理：倉坪 健司） 

・愛知県知多警察署 交通課長 丹羽 宏充 

・知多市 都市整備部長 立川 泰造 

 

○欠席委員   ３名 

・旭東コミュニティ会長 奥代 千春 

・知多市観光協会長 酒井 清 

・安全タクシー(株) 代表取締役 鈴木 康史 
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○事務局    ４名 

・市民生活部長 宝 治男 

・市民協働課長 渡真利 浩 

・市民協働課 課長補佐 杉江 大典 

・市民協働課 大橋 恵一 

 

会議の経過及び発言の要旨 

 

１ あいさつ 

【会長】 

昨年度は、１０月１日から１乗車２００円を１００円とし、小学生以下は無料とするこ

とにした。また、１３枚つづり１０００円の中高生限定の回数券、あるいは運転免許自主

返納者に対して、申請による１年間の無料あいパスを発行とするなど大きな改定を実施し

た。これらについては、高齢者や児童生徒等の移動手段として、より多くの方に利用して

もらうことを最優先に考えて、近隣市町との状況も踏まえ協議・設定をした。料金値下げ

の効果だと思うが、３コースとも利用者を順調に伸ばして増加させている。 

本日は、６月と１１月に実施した乗降調査の調査結果も示させていただいている。利用

者は着実に増えているものの、更なる利用者増のため、積極的に意見を出していただきた

い。 

今後も市内バス路線が、多くの方に利用してもらえる公共交通となるよう、協議をお願

いする。 

 

２ 委員委嘱について 

委嘱書を机上に配布し、省略。 

 

３ 副会長の指名について 

【会長】 

専門的な立場及び公正な立場から、知多市の公共交通についてご助言、ご指導をいただ

きたいので、引き続き副会長に松本幸正教授にお願いしたい。  
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４ 協議事項 

(1) 市内バス路線について  

ア コミュニティ交通について 

(ア) 実績について（資料１） 

     資料に基づき事務局説明。 

 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 資料１の５ページの「年度別収益率の推移」のところの収益率の定義だが、どういう基

準で定義されているのか。収益があると赤字になっていないような表現で、ちょっと勘違

いしてしまう気がするが。 

【事務局】 

 収益率は分母に運行経費、収入を分子にした割合を示している。 

【副会長】 

 資料１の５ページの「年度別収益率の推移」で収益率と記入すると普通黒字だと思って

しまう。コミュニティ交通は決して黒字ではないので、収益率でなくて収支率とした方が

良い。ただし、収支は赤字でも社会貢献はしていると思う。 

【委員】 

 低減傾向にあった利用者が倍とは言わないが１万人伸びた。やはり値下げの効果があっ

たということは間違いない。収支率が落ちても１人でも多くの方に乗ってもらうことが大

事なことであり、公共交通の論理からいくと成功であったと思う。 

 路線バスもコミュニティバス同様に値下げして欲しいという意見があったが、民間のバ

スも値下げというのは難しいことで、地域住民の方が民間とコミュニティバスの違いを理

解してもらった上で、両方とも持続可能な限り守っていただけたらと思う。 

【副会長】 

名城大学の研究生が昨年の秋に知多市の協力を得てバスの調査をさせてもらった。この

中で運賃の値下げを地域住民の方に聞いたところ、過半数の方が知らないと答えた。   

【委員】 
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値下げのことは割と知らない人が多い。広報などでＰＲしているのに見ていない人が多

いようだ。免許証を返納している人が多くなっているせいか、バス停で待っている人を見

ると多くのお年寄りの方がいる。ただ、地区住民については値段が安くなっているかどう

かは知らない人が多いと思う。 

【委員】 

 値下げのことは話題になっていないようだ。話題にしているのは、刈谷市が無料だと

か、隣の東浦町が刈谷駅までバスを出しているなどあいあいバスとの比較で、もう少し便

利になったら使っても良いとのことで、現在は、なかなか利用が無いようだ。ただ、今

後、高齢化になってくるともう少し使う人が増え、維持していかないと困ってしまう人が

増えると考えている。 

【委員】 

私の地区はあいあいバスだけではなく路線バスが走っているが、喫茶店を利用するため

に乗る人が若干いる。ただ、岡田から朝倉駅という路線なので、電車通勤者以外は、なか

なか利用は無いようだ。岡田でも東の方は佐布里に出た方がバスは何本かあるので便利だ

という意見もあるので、もう少し本数的には朝晩を増やしてもらえばありがたいと思う。

あいあいバスの値下げのことについては、知らない人が多いようだ。 

【委員】 

去年の市長懇話会でのバスの要望としては、バスを公立西知多総合病院に直通にすると

か、その不便さを指摘する意見が多かったが、あいあいバスの値下げについての話は出な

かった。 

【副会長】 

 先ほど免許証返納の話が出ましたが、知多市の免許証返納状況を話していただきたい。 

【委員】 

 免許証返納された方は、４月から見ていると、毎日とは言わないが結構返納される方は

いる。そういう方の代替手段としてのコミュニティ交通を含めた公共交通機関が必要とな

ってくるので、是非ともコミュニティ交通は継続していただきたいと思うし、もっと多く

の方に周知していただきたいと思う。 

１つの周知の提案であるが、私の地元では４半期に１回冊子を発行し無料券を付けてい

る。無料券を利用して１回乗ってもらって周知を図る。そういうことも利用のための１つ
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の方法かと思う。 

【委員】 

資料１の９ページの東部コースの乗降調査の結果で、東部福祉会館のバス停の利用がな

いが、普段も使われてない状況か。例えば車で来られるように駐車場が整備されているの

か。もしそうでなければ何か利用促進の余地等はあるのか。 

【事務局】 

 東部福祉会館は、平日毎日利用されている。利用者向けにバス利用のチラシ的なものを

つくって掲示することはできるが、駐車場が整備されているので、現状利用者が乗り合い

など車で来ている場合が多いと思う。 

【委員】 

 東部福祉会館の利用者が東部地区の方に限定されているので、歩いて通える範囲内にあ

るため、自動車以外にも健康のために歩いて通う人が多いようだ。 

【副会長】 

 資料１の９・１０・１１ページの３コースの調査票のように６月と１１月に市の担当に

バスに乗ってもらって、調査を継続してやってもらっている。こうしたデータが何よりも

大事だと思う。例えば、新舞子駅バス停は行きに使われているが帰りは使ってないという

実態が見えてくる。他の場所でも片道しか使っていないところがあったり、便ごとに利用

の多い少ないがある。そういうデータを見ながら改善すべきところ、更に検討しなければ

いけないところが見えてくる。 

 

(イ) 今後の見通しについて 

     事務局説明（資料なし） 

 

【副会長】 

朝倉駅周辺整備の計画については、市民の方は知っているのか。 

【委員】 

 大体は、知っている。 

【委員】 

 関係者や地元の役員は知っているが、一般の市民の方は知らないと思う。 
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【委員】 

 知多半田駅や太田川駅の再開発を見ていると、再開発などをやった方が良いと思う。太

田川駅の再開発程度の効果があればありがたいと思う。 

【副会長】 

 朝倉駅周辺整備の補足説明をお願いしたい。 

【委員】 

 朝倉駅周辺整備調査検討ということで実施し、広報とかＨＰなどいろいろなところでＰ

Ｒさせていただいている。実は、１２月頃からパブリックコメントを実施していて、皆さ

ん方のご意見を聞こうとしている。 

 この計画というのは、市の玄関口としての朝倉駅を核とした駅周辺地域を開発して、に

ぎわい交流拠点とする計画である。基本的な考え方を示す構想策定に向けて、各種委員の

皆さんにお願いして、５回の会議で市民の皆さんや交通事業者の皆さんからのご意見をい

ただいている。２９年９月から３回に渡って市民ワークショップを開催して、多くの皆さ

ん方のアイデアをいただいいる。どういったものかと言うと、１つ目としては、現在ある

市役所の街区を北街区と位置づけて、商業機能・医療・文化・図書館の機能の街区として

提案させてもらっている。２つ目の街区として、現在ある駅前駐車場・バス停・タクシー

乗り場などがある街区として、市役所・子育て支援施設などの行政機能、それから駅前広

場、駅、公共施設利用者をターゲットとした飲食店、立体駐車場などの提案がされてい

る。３つ目の街区として、旧保健センターがあり、一番南側を南街区として位置づけまし

て、マンション等の設置が現在検討されているというものである。先ほど申しましたワー

クショップもしている。平成３０年３月をめどに基本構想を策定することになっていて、

また広くＰＲをするので、よろしくお願いしたい。 

 

【副会長】 

この朝倉駅周辺整備については、将来の知多市に向けてのパブリックコメントがあるの

で、いろいろとコメントをいただければと思っている。それに向けて公共交通も当然やり

方が変わってくるはずだから、基本構想に変更があった頃にはまたコミュニティ交通の見

直しがある。 
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(ウ) その他について 

（資料 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価、あいあいバスに乗って、 

出かけてみませんか？、阿久比町の循環バス） 

     資料に基づき事務局説明。 

     引き続き愛知県が、事業評価について補足説明。 

 

【副会長】 

 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価の補足説明をお願いしたい。 

【委員】 

 地域をまたぐ路線については、愛知県の協議会で事業評価をして、その上で有識者の皆

様方の第三者評価でアドバイスをいただき、評価され補助金をもらう制度である。今回示

されているのは知多乗合を運行業者として、運営主体である知多市と一緒に内容を検討し

て、それを愛知県に提出したものである。県内の他の事業者や市町村からも同じようにこ

のような評価をいただいて、それをまとめて国の方に出して第三者評価を受けるという段

取りとなっている。地域をまたぐ路線ということもあるが、皆様方が使って盛り上げてい

ただいた路線なので、知多市の会議でもこの路線を盛り上げていこうという気持ちで利用

していただけるとありがたい。 

【副会長】 

 あいあいバス北部コースは国庫補助を受けていて、４００万円程度国から補助をもらっ

ている。それに対しての評価ということになる。残念ながら利用者数が伸び悩んでいて、

且つここに１日当たりの輸送量が１５人を下回ると書いてある。これが国の規準となって

いて、残念ながら今後は補助がもらえないということになった。皆様方の税金がさらに投

入されるということになる。せっかく引いた路線なので、是非もっとバスを利用するとい

うことが何より不可欠かと思っている。 

 そういう意味では、阿久比町のあぐぴー号が北部コースつながるということは、非常に

良い取り組みだと思う。裏面の時刻表に何便かは北部コースにつなぐダイヤを組んでいた

だいている。地図に北部コースの線を入れてもらうか、あるいは北部コースに乗り継いで

西知多総合病院にいけるということを書いていただければ更に良かったと思う。 

 ちなみに「あいあいバスに乗って、出かけてみませんか？ 小学生無料」のチラシを配
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布したのは、良いことだと思う。ただ、バスと自転車の交通安全を一緒にしたのはどうか

と思う。もちろん担当としては入れたい気持はわかるが、バスはバス、自転車は自転車で

やっていただいた方が良いと思う。子どもたちに、「バスに乗ってこんな所に行けるよ」

ということを紹介していただければもっと良かったのではないだろうか。 

 

イ 路線バスについて 

（ア）実績について（資料２） 

資料に基づき事務局説明。 

 

【副会長】 

 路線バスの実績について補足説明をお願いしたい。 

【委員】 

資料２の路線バスの年度別利用者数の推移で、平成２４年度から２８年度を比較してみ

ると年々利用者数が増加していて、ちょうど良いところの５年間を示していただいた。コ

ミュニティバスと違って路線バスはどうしても毎日の輸送量を正確に計っていくというこ

とは難しいもので、乗降調査する日に一定の係数をかけて、あるいは年間に換算して輸送

量を出す。そのためどうしても調査する日がたまたま雨模様で利用が多かったりすると、

その数字を１年分に延ばすので輸送量が多くなる。ただ平成２０年代前半に比べますと、

路線バスのご利用は増えているのは間違いない。 

ここには現れていない数字だが、あいあいバスが半額の１００円なったということで、

路線バスを利用するお客さんがあいあいバスに取られてしまうと懸念していた。実際に東

海市のらんらんバスが７５歳以上の方を無料にする取り組みによって、東海市内の路線は

かなり減少をしていて、毎月昨年度実績の１割以上減っている。一方前回の会議の時、松

本先生が、「コミュニティ交通だけ便利になることはだめですよ。コミュニティバスも良

くなり、路線バスにも乗るようになる。市民全体、街全体のことを考えるのが公共交通だ

よ。」とお話しされた記憶がある。実は１００円に値下げしたことにより、知多市内の路

線バスの利用も絶対減少すると考えていたら、意外とそうではなく前年の利用者数を維持

したり、あるいは前年を超える結果を出している。 

引き続き皆さんのバスに乗ろう熱を冷まさないように、事業者としても考えていく。例
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えばダイヤ改正だとか利用者への周知であるとか、出来ることはしっかりと我々事業者の

方もやっていきたいと考えている。 

 

【副会長】 

 あいあいバスが１００円になったのに、路線バスの利用者が増えたとのこと。これは知

多市全体にとっては、非常に良い状況だと思う。普通はコミュニティ交通の値下げをする

とどうしても路線バスのお客さんがそちらに流れていくものですが、本当にいい形になっ

ていると思っている。そういう意味で岡田線や日長団地線では、地域の人たちが色々な取

り組みをしていて、その結果が少しずつ現れている気がする。 

【委員】 

 佐布里の梅まつりでは、観光協会と知多市の力添えで、梅まつり会場から岡田まで今年

は４本のバスが往復して、梅まつりのお客に岡田の町並みを見てもらことになっている。

ただ、岡田から佐布里までの道は狭いので、小さなバスにしていただければもっと利用が

あるのではないか。 

【副会長】 

確か岡田地区は、岡田の古い町並みをバスで回ろうというようなチラシをつくってＰＲ

されていたと聞いている。そういう取り組みが少しずつ効果を上げている気がする。 

 本日は欠席（旭東コミュニティ会長）だが、旭東地区はコミュニティ交通には継続して

協力いただいている。コミュニティバスだけではなく日長団地線にも乗っていただきたい

と思う。 

 いずれにしても、健康のために免許証を返納される方も多いかと思うが、公共交通で移

動するという習慣をつけていただければ幸いかと思う。そうすることによりコミュニティ

交通も使う、路線バスも使う、更にタクシーも使うという上手な使い分けをしていくとい

うことになればより良いことになると思う。 

 

（イ） その他について 

 

【事務局】 

 特になし。 
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５ その他 

 

【事務局】 

 特になし。 

 

【副会長】 

あいあいバスの利用は非常に良い状況というものの、北部コースの利用については伸び

悩んでいる。それから他の２コースについても、まだ伸びる余地はあると思う。先ほど言

ったとおり住民の半数以上の方は値下げのあったことは知らないということなので、引き

続き特に地域住民の代表の委員の方には、地域公共交通会議に出ていただいたその情報を

持ち帰って、地域の皆さんにもっとあいあいバスを使ってもらうようにＰＲしていただけ

ればと思っている。 

 


