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平成３０年度第１回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成３１年２月４日（月） 午後１時５９分～３時４２分 

 

○場  所  知多市役所 ３階 協議会室 

 

○出席委員  ２０名 

・知多市 副市長 鈴木 希明 

・八幡コミュニティ 会長 近藤 辰巳 

・東部コミュニティ 会長 前田 元己 

・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 江端 正雄 

・旭東コミュニティ 会長 森田 孝明 

・知多市社会福祉協議会 会長 大島 大東 

・知多市観光協会 会長 酒井 清（代理：磯野 健司） 

・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） 

・安全タクシー(株) 代表取締役 鈴木 康史 

・(公社)愛知県バス協会 専務理事 小林 裕之 

・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 盛林 克浩 

・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：平井 早苗） 

・愛知県振興部交通対策課主幹 榊原 仁（代理：児玉 朋孝） 

・愛知県知多建設事務所 維持管理課長 富田 弘敏（代理：北川 秀一） 

・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 安永 明久 

 

○欠席委員   なし 
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○傍聴者   １１名 

 

○事務局    ４名 

・市民生活部長 早川 幸宏 

・市民協働課長 渡真利 浩 

・市民協働課 課長補佐 長谷川 一樹 

・市民協働課 坂口 寛知 

 

会議の経過及び発言の要旨 

 

１ あいさつ 

【会長】 

市内のコミュニティバス、路線バスは共に利用者数が増加傾向にある。 

コミュニティバスに関しては、平成２８年１０月の料金値下げによるところが大きいと

思うが、超高齢社会という社会構造の変化も影響していると考えられる。 

全国的には、多様化する市民ニーズに対応するということで、スマートフォンを活用し

たライドシェアサービスや自動運転技術の開発など、次々と新たなサービスや技術が生ま

れており、公共交通を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えている。 

こうした中で、この会議は様々な視点から本市の公共交通に対するご意見を伺うことが

できる、大変貴重な場と考えているので、快適で利便性の高い公共交通の実現に向けて、

活発なご協議をお願いしたい。 

 

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) 市内バス路線の実績について  

ア コミュニティ交通について（資料１） 

【事務局】 

●バス運行経路図 

実績の前に市内バス路線の概要について説明。 

●資料１（１～２ページ） 

平成２９年度の利用者数は前年度と比較し、全体では２０，７８２人の増で、内訳は東

部コースが７，２０２人、南部コースが１０，３９６人、北部コースが３，１８４人と、

全体的に増加傾向にある。 

東部コースは料金値下げ後に利用者が急増したものの、料金値下げの影響が落ち着き利

用者増加は収束しつつある。３月は梅まつりの影響で梅の館バス停の利用増により、例年

利用者数が多い傾向にある。 

南部コースも東部コース同様、料金値下げによる影響が収束しつつある。他の２コース

と比べても、特に利用客数は多い。また、例年６月から８月にかけての利用者数が多い傾

向にあり、新舞子マリンパークへの海水浴客の影響が考えられる。 

北部コースは、料金値下げ実施後、前年同月実績と比べてほとんどの月で利用者は増加

傾向にあるが、他の２コースと比べて利用者自体が少なく、伸び悩んでいる。また、学校

の夏休み期間の８月、冬休み期間の１２月に利用者が減少する傾向があり、利用状況は知

多翔洋高校生に大きく左右されている。 

月別利用者数は、３コースともに年度初めの４月はバス利用が落ち込み、産業まつりが

開催される１０月及び年度末となる３月は比較的利用者が多い傾向にある。 

●資料１（３ページ） 

年度別運行収入は、料金値下げにより平成２９年度は前年度比で約８５万円程度減少し

たが、３０年度は利用者が増加傾向にあり、収入は２９年度を若干上回る見込み。 

収支率とは運行経費に対する収入の割合を示したもので、全体的に低下傾向にある。 

平成２５年度から２７年度は利用者の減少によるもの、２８年度からは料金値下げによ

る収入の減少により、低下傾向にある。 
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コース毎に収支率には開きがあり、特に北部コースは運行開始以降収支率が１ケタ台と

極端に低い値であり、最も見直しが必要な路線と考えている。 

●資料１（４ページ～５ページ） 

定期券販売枚数の実績は、７５あいパスの販売実績で２９年度と３０年度の１２月末時

点を比べると、ほぼ横ばいの状況となっている。 

市内高齢化率は上昇傾向にあり、バス利用者についても増加傾向にあることを考える

と、定期券を利用する方の割合は減っていると考えられる。 

回数券販売枚数はバス車内での販売実績で、２９年度と３０年度の１２月までを比べる

と、２２４冊の増と大幅に増えており、あいあいバスを日常の移動手段として使っていた

だける人が増えていると考えている。 

運転免許を自主返納した６５歳以上の市民に発行している１年間限定の無料定期券であ

る無料あいパスは、平成３０年１２月末時点で累計３５５枚発行している。今年度は１２

月末時点で８８枚発行している。 

●資料１（６～１１ページ） 

東部コースについて、八幡台中央から朝倉方面の降車小計を見ると、イトーヨーカドー

で下車する方が多く、東部地区からの買物の交通手段として利用されている。また、６月

と１１月の比較をすると、看護専門学校前への利用者が増えており、障がい者活動センタ

ー やまもも第１への通所者の利用が増えていることが考えられる。通勤・通学時間より日

中の利用者が多いことから、日常生活を支える移動手段となっていることが分かる。 

南部コースについて、６月、１１月共に駅や、イトーヨーカドー前、またヤマナカ粕谷

台店がある南粕谷２丁目の利用が多い。また岡田やつつじが丘地区の住宅地の利用者も多

く、買い物利用に多く使われている。 

北部コースは、高校生の利用が多く、通学時間の①便 知多翔洋高校前のバス停では、６

月は１６人、１１月は１３人が降車している。下校時は、気温の高い６月は利用されてい

るが、涼しい１１月には利用が少なく、気温や気候の影響が大きい。一方で、当初の運行

の目的であった寺本台２丁目、３丁目の利用者が伸び悩んでいる。北部コース沿線上には

商業施設がなく、買い物目的で利用できないことが要因の一つと考えられる。 

●資料なし（コミュニティバスへの要望等） 

①市南部の南粕谷に住む男性から、新舞子発の病院行きシャトルバスについて、あいあ
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いバスとの乗り合わせが悪いため、ダイヤを変更してほしい。 

②東海市在住の女性から、東部コース朝倉駅前方面の④便と⑦便の間が４時間も空いて

おり不便。 

③南粕谷在住の高齢の方から、老人福祉センター前の坂が急で厳しいので、老人福祉セ

ンターの玄関まで乗り入れてほしい。 

④にしの台在住の高齢の方から、乗換なしで西知多総合病院に行くには最寄りバス停ま

で１kmあるためタクシーを利用している。にしの台地区を通るあいあいバスを増設し

てほしい。 

⑤地区回覧などでバス利用を促進する取り組みをしてほしい。 

⑥巽ヶ丘在住の方から、東部コースの②便を産業まつりの日に利用したが、満員で乗車

できない方がいた。産業まつり期間中は利用者増大が予測されるので、あいあいバス

を増便してほしい。 

 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

料金値下げで利用者が増えたと説明があったが、効果は予想と比べてどうだったのか。 

 

【事務局】 

想定よりも利用促進効果が出ていると考えている。 

 

【委員】 

南粕谷の高齢化率は知多市の中でも飛びぬけて高い状況にある。老人福祉センターの玄

関まで着けてほしいという要望については、設備上とかいろいろな課題があると思うが、

バリアフリーという観点も踏まえた要望として理解してほしい。 

 

【事務局】 

老人福祉センター前のバス停から施設までは確かに坂となっているが、コース的、時間

的な問題と、施設には定期的に無料のバスが出ているということもあり、あいあいバスを

乗り入れることまでは検討していない。 
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【副会長】 

事務局としてはそういう考えだが、地域の方々からは乗り入れの要望があるということ

であり、どこかのタイミングで見直すことが必要になるのかもしれない。 

 

【委員】 

梅の館、佐布里保育園、博物館前など、東部コースで利用の少ないバス停が見受けられ

るが、利用の掘り起こしについての考えは。 

 

【事務局】 

梅の館は本市の３大観光地の一つである、佐布里池梅林にある施設で、観梅シーズンが

２月から３月ということで、この時期には利用者が増える傾向にあるが、今回調査した６

月、１１月は花がなくてシーズンオフの利用が少ない。観光協会が６月に梅ちぎり体験な

どをやっていただいており、花の時期以外、実の時期である６月にもお客さんが来ていた

だけるようになってきており、そういったところでもバスを利用していただけるよう、連

携して取り組んでいきたい。 

佐布里保育園については、路線バスの佐布里線のバスが乗り入れているが、利用者を増

やしていこうという具体策が見つかっていないのが実情。 

歴史民俗博物館前については、道路の東側に八幡地区の住宅街があり、そちらの住民の

利用とともに、歴史民俗博物館のお客様の利用を見込んでいる。 

こちらは幼稚園児などが施設見学する際に団体での利用があるが、日常的な利用にはつ

ながっていない。 

 

【副会長】 

観光的なところは、交通側でやるべきこともあるが、施設側の方で何かやっていただく

ことも重要。 

歴史民俗博物館は休日の利用はあると思うが、今回は平日の調査結果なので結果が出て

いない。いずれにしても、そこに行きたくなるような、魅力的な取り組みを梅の館や歴史

民俗博物館で定期的にやっていただいたくことが何よりの利用増につながるので、ぜひ、
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そういうセクションと連携を図って欲しい。 

 

【委員】 

実は一昨日、初めてバスを利用したが、乗り心地も良く使い方によっては便利だった。 

東部コースを利用して歴史民俗博物館を訪れたが、１時間くらい歴史民俗博物館に滞在

すると、帰りのバスに乗れた。 

東部コミュニティの住民は梅の館をウォーキングコースとして考えており、例えば東部

コミュニティの地区から梅の館まで往復するのは大変だが、片道はバスで行って、帰りは

徒歩で帰ってくるという、バスとウォーキングをミックスしたような使い方提案というも

のを、具体的に時刻も入れて提案してみてはどうか。 

ただ単に時刻表を提示するだけではなく、上手なバスの使い方提案があれば、利用者増

につながるのではないかと感じる。 

もう一点で北部コースは、実は名鉄の南加木屋駅を経由していない。南加木屋には飲食

店や喫茶店などもあり、南加木屋の駅の方を迂回していくということを考えていただけれ

ば、乗降客の利便性も増すのではないかと考えている。 

 

【副会長】 

今は健康志向で歩かれる方も多いので、ウォーキングとバスを組み合わせるという提案

は良いと思う。 

こういうことを事務局でぜひ具体化してほしいが、住民の方々は良いアイデアを持って

いるので、住民と一緒に作るような取り組みを進めていただきたい。 

それから、北部コースの利便性を高めるため、南加木屋を経由するという具体的な提案

をいただいた。今後、再編案などを考えるにあたり検討いただきたい。 

 

【事務局】 

バスの使い方の方法を提案することで新たなバス需要の創出につながることが期待でき

るため検討したい。 

 

【委員】 
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市として、バスの利用促進に向けてどんなことをされているか。 

 

【事務局】 

昨年度、市内の小学生にバスの乗り方のチラシを配布した。 

その他は７５あいパスや無料あいパスに重きを置いている状況であり、使い方提案とい

う取組を進めていければと考えている。 

 

【委員】 

他の自治体の取組だが、産業まつりでバスの乗り方のイベント開催や、園児や高齢者向

けのバスの乗り方教室など、すぐに結果が出るものではないが、地道にやっていくことで

利用が伸びていくこともある。 

コミュニティバスと路線バスが一緒になって利用促進に取り組み、知多市全体として公

共交通を維持していくことが重要だと考えているので、合わせてご検討いただきたい。 

 

【副会長】 

最近利用促進の動きが少なくなりつつあるので、頑張って皆さんで一緒にやっていかな

いといけない。 

岡田地区に関しては地区の方々が、岡田春祭りとか梅まつりの時に岡田に誘導するため

のパンフレットを作るなど一生懸命やられていると思うので、そういったことを継続して

いただくことが大事だと思っている。 

網形成計画はないので仕方ないが、こういう利用促進を計画的に進めるための会議体を

つくり、皆さんで協力して進めるというのも一つの手かもしれない。 

ちなみに、先ほど産業まつりで増便をという要望があったということだが、何か対応し

ているのか。 

 

【事務局】 

増便の対応はできていない。 

 

【副会長】 
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ドライバー不足で難しいということか。 

 

【委員】 

ドライバーの不足もあるが、実はそれが一義的な理由ではない。 

南部コースや北部コースはバスを中型に代えて運行して輸送量の増大を図るということ

もできるが、東部コースは走行する経路の関係で、小型バスしか運行ができない。 

狭隘な住宅地の中にバスを通しており、例えばダイヤ改正を考える場合にも、増便が極

めて難しいという位置づけでスタートしてここまで来た路線であると聞いている。 

そうした事情があって、バスを中型にして運行することも、増便することもこの路線に

関しては難しく、市民の方にはご迷惑をおかけしている。 

当日たくさんのご利用が見込まれるということで、なるべく奥までお詰めいただき、一

人でも多くのお客様にご乗車いただくよう、乗務員へも指示しているが、それ以上の手立

てが見つからないという状況。 

 

【副会長】 

やれそうなことも実は簡単にはやれないということだが、是非少しずつ解消に向けて、

関係機関の方々にはご努力いただきたい。 

 

【委員】 

資料１の１ページ、下段の東部コースについて、平成２８年度、２９年度の３月の利用

が増えているが、要因として梅まつりの駐車場不足が関係していると思われる。 

梅まつり会場は、特に３月の土日は駐車場が一杯になって停められないという状況が発

生しており、会場までのアクセスに関するお問い合わせに対し、バスやタクシーの利用を

推奨している。 

また、梅まつりはリピーターが多く、しかも翌年には人を誘ってきているケースが多い

と実感しており、現在観光協会では雑誌やホームページなども使いながら市外からの観梅

客の誘客に力を入れている。 

市外からの問い合わせも増えてきており、１０名以上の団体で来られるという方もお見

えになるが、駐車場があふれることを知っているリピーターが増え、市外から公共交通を
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利用して来る人が増えてきているのだなと感じている。 

また、イトーヨーカドー前のバス停を利用してみたが、イトーヨーカドーのほか、午前

中は近くの眼科へ行く方も多かった。 

イトーヨーカドー付近には医療機関もたくさんあり、そちらを利用される方もいらっし

ゃるので、そういったことが調査できると良い。 

 

【副会長】 

イトーヨーカドー付近は病院その他いろいろ集積しているということで、まちの作り方

としても良い。 

 

【事務局】 

東部コースの朝倉方面行のバスが早い時間に終わってしまうため、行きは良いけど帰れ

ないという声もあり、そういったことも改善していければと考えている。 

 

【副会長】 

特に市外の方々にご利用いただこうと思うと、コミュニティバスも路線バスも、情報提

供が非常に重要。 

将来的な話になるかもしれないが、路線データをＧＴＦＳという書式に対応させ、外国

人でもスマートフォンで検索したときにぱっと路線がでてくるようなことも考えると、い

ずれインバウンドの方も梅まつりに来られるかもしれない。 

最近はインスタグラムなどで綺麗な梅まつりの写真などが出ると、それを見て外国の

方々はグーグルマップで検索するけれども、そこで出てこないと来場のハードルが高くな

ってしまうということになるので、そんなこともやっていただければ良い。 

今回、いくつか更なる利用促進ということでご提案いただいたので、全体の計画として

何をどういうところで位置付け、やるかやらないかということも含めて考えると良い。 

 

イ 路線バスについて（資料２） 

【事務局】 

●資料２ 
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路線バスの利用者数などは、知多乗合（株）が各路線を６月の２日間ずつ始発から最終

便まで乗降調査を実施し、その利用者数や収入金額を基に年間分に計算したもの 

●資料２（１ページ） 

利用者数の推移は、平成２８年１０月のあいあいバスの料金値下げにより、利用者数減

少が懸念されたが、各路線ともに料金値下げ前と比べ、維持・増加傾向にある。 

運行補助金は、平成３０年度は昨年度比４，１４６，０００円減額の１５，１７１，０

００円となっているが、路線別では岡田線のみ補助金が増加している。 

●資料２（２ページ） 

年度別収支率については、平成３０年度の３コースの平均では７７．１％となっている

が、各路線で見ると岡田線が６４．９％と、他の２路線と比べると低い傾向にある。 

しかしあいあいバス値下げ前の２６、２７年度と比べると収支率は上昇しており、あい

あいバスと共存できている。 

 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

平成２８年度２９年度は上がったり下がったり大きな変化が見られたが、全体を通して

言うと、路線バスについて３０年度はまずまずの成績で終わりそう。 

あいあいバスが走っている時間帯は２００円頭打ちという特殊な運賃設定をしながら運

行しているが、あいあいバスが１００円になったときにあわせて上限額を１００円にする

ところまでは中々踏み込めていない状況で推移してきた。恐らくお客様も減るだろうと懸

念をしていたが、逆に利用が伸びている。 

先ほどから利用促進の取組をというご意見があるが、実は知多市の市民の皆様はかなり

便利なバスの使い方をしていらっしゃる様子で、あいあいバスでイトーヨーカドーに行

き、帰りは知多バスに乗って帰るというような工夫をされている。 

恐らくあいあいバスの１００円化というものが路線バスのお客様を食ってしまったので

はなく、逆に相乗効果が表れていると感じている。 

毎月の知多地区だけの社内収入の推移について前年度と比較すると、ほぼ毎月、前年同

月を上回っているので、この流れを止めないように、市民の方には便利に使っていただ

く、あるいは、事業者としてはもっと便利に使っていただけるよう、ダイヤの見直しや周
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知など、見せ方を工夫していきたい。 

 

【副会長】 

コミュニティバスの乗降調査結果を見ると、行きだけという使い方をしている人がい

て、帰りはどうしているのかと疑問に思っていたが、今の説明で理解できた。 

帰りもあいあいバスを使えるようにダイヤを調整しないといけないと思っていたが、す

る必要はないということ。 

両方を上手に使い分けていただけるというのが一番何より良いことだと思う。 

岡田線が苦戦しているがいかがか。 

 

【委員】 

昔は古見発という電車があって、岡田線は電車の乗り継ぎに便利なバスで一番需要があ

ったが、車社会になり、最近はそれもなくなった。 

今のバスは、１時間に１本ということで、行きは良いけど帰りに困るということを聞く

ことがある。 

路線を変えるとなると、国の許可が必要になると思うが、今の往復バスを岡田から梅が

丘を抜け、ヨーカドーの方に向かっていく周回バスに変えることができれば、もう少し利

用者が増えるのではないかと思う。 

私が学生の頃はバスが２台同時に並んで到着しても、その２台ともが満車になって乗り

切れない人がいたほど、岡田は活気があったが岡田の活気もちょっと下火になり、利用者

が少ないということだと思う。 

 

【副会長】 

車社会による影響は他の路線も同じで、さらに団塊の世代の方々が通勤のために名鉄電

を使っていたが、退職されて皆がみんな、駅に行くわけではなくなりバスの利用者も減っ

てきていた。それを地区の方々のご努力により、少しずつ改善されてきているので、ぜひ

諦めずに頑張っていただきたい。 

それから、路線は地域公共交通会議で協議いただいて、皆さんで御同意がえられれば、

路線を変えることも可能で、委員の皆さんがＯＫ、運行する知多乗合さんも賛同いただけ
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れば良い路線になって行くと思う。 

ただし、なんとなくではなかなか一歩が踏み出せないので、具体的にこれならうまくい

くという要素を積み上げていく必要がある。 

今、具体的な提案をいただいたので、またどこかで検討していただけると良い。 

全員が勤務地に行くという動きから、地区内の移動という動きに変わりつつある。 

先ほど、健康のために動くということもあったが、その時代に合わせた形での路線設定

が大切になる。 

岡田線や日長団地線はそれぞれで地区の方々が努力され、事務局も一緒になってやられ

てきたことが成果として表れてきているが、ここで気を抜かないよう、引き続き地区の

方々と一緒に利用促進を頑張っていただきたい。 

 

(2) コミュニティバスの路線見直しについて（資料３） 

【事務局】 

●資料３（１ページ） 

料金改定による利用者数への影響も落ち着きを見せてきたことから、現状のコミュニテ

ィバスの課題を整理し、見直しを検討しようとするもの。 

コミュニティ交通の収支率に関しては、最も高い南部コースが約１４％、次に東部コー

スが約１０％、そして北部コースが約６％とばらつきがある。 

今回の見直しは、収支率の低い東部及び北部の２路線について、少なくとも南部コース

レベルまで収支率を引き上げようとするもので、日常的にバスを利用していただいている

方への影響を最小限にとどめるとともに、現状の運行経費をベースに検討する。 

この見直しにより、バス路線の利便性向上と適正化を図ったうえで、乗合タクシーなど

新たな公共交通手段との連携も含めた、本市公共交通網の抜本的な見直しについて検討を

進めたい。 

東部コースについては、日常的な利用に重点を置いたダイヤ編成であり、朝倉方面行の

最終便が早すぎるため、梅まつりの観光客の利用が進まない、 

巽ヶ丘周辺は生活道路の幅員が狭くルート変更が難しい、 

巽ヶ丘駅周辺の比較的大きなスーパーが昨年末に閉鎖したことから、東部地区の方の買

い物対策としてバスの見直しを求められていることなどが挙げられる。 
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北部コースについては、通勤・通学・通院目的の路線であり、お買い物など「お出かけ

目的」で利用できない、 

寺本台地区の住民の皆様の利用が伸びていない、 

一日当たりの輸送人員が国の補助金の要件を２年連続で下回ったため平成３０年度から

補助金を受けることができなくなったなどの課題が挙げられる。 

●資料３（２ページ） 

東部コースと北部コースには重複するルートが２カ所あることに注目し、これらを統合

して循環左右回りの路線（図面の太いピンク色）とすることで、２コースの課題解決を図 

左右回り共に「朝倉駅」を起終点とし、寺本駅前を経由して、現状の東部コースに向か

う左回りコースと、北部コースに向かう右回りコースに分かれる。 

左回りコースのメリットとして、現状の東部コース沿線の住民の皆さんが乗り換えす

ることなく、西知多総合病院に行くことができるようになるほか、東部地区からイトー

ヨーカドーや朝倉駅方面へのアクセス向上が期待できる。 

右回りコースのメリットとしては、北部コース沿線の住民の皆さんが乗り換えなしで、

イトーヨーカドーや、佐布里池梅林にも行けるようになる。 

また、市民はもとより佐布里池梅林を訪れる観光客にとっても、左右どちらのコースに

乗っても寺本、朝倉方面に向かうことができるようになり利便性が高まることから、バス

利用の増加が期待できると考えている。 

本日の会議で見直しの方向性について同意を得ることがでれば、２０２０年４月の運行

見直しを目指し、利用者の声を聴きながらこの会議で検討を進めたい。 

なお、記載のスケジュールは目安で、今後、時期や項目の見直しも考えている。 

 

【副会長】 

現状の課題がある中での見直しのたたき台として、こんな方向があるのではないかとい

うことで、事務局から提案いただいた。 

先ほど、いろいろな要望等をいただき、それへの対応というものもこの中に入ってくる

と思う。まだまだ案でございますので、皆様からご意見をいただきたい。 

 

【委員】 
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東部北部コースを統合し循環型の運行ということだが、できれば南加木屋の駅を経由す

るようにしていただければ、机上論ではあるが利便性が非常に向上すると思われる。 

 

【副会長】 

南加木屋は東海市になるということで今は乗り入れしていなかったと思うが、隣接市と

の連携は非常に重要であり、要望があるのであればつなぐことは一つの手だと思う。 

 

【事務局】 

隣接市が絡むということで市としては扱いが難しかったが、地区の住民でもある委員さ

んから意見をいただいたので、実現可能なことかどうかも含めて検討を進めたい。 

 

【副会長】 

是非、実現する方向で調整いただきたい。 

 

【委員】 

先ほど東部コースについては道路が狭く小型バスしか通れないということだったが、循

環型にして利用者が増え、小型では対応できなくなった場合のことはどのように考えてい

るか。 

 

【事務局】 

まず、本数を増やすということはできないと考えている。また、中型バスへの転換も物

理的に難しい状況にあるので、利便性の向上を生かして、どちらのバスでも行けますよと

いうルートとすることで、お客さんを分散して対応できるような方向性で検討したい。 

 

【副会長】 

バスの中型化は車両変更となりそれはそれで大変だし、そこまで日常的な需要があるか

ということもある。そもそも狭隘道路を通っていることをどのように考えているのか。 

 

【事務局】 
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東部コースの狭隘道路について、現状ではルートとすることが認められないのではない

かと言う位、狭いところを走っている。 

また、東部コースには代替となる道路がないので、現状の路線を確保する必要が最優先

と考えているので、そこを守りながら便利な路線にしていくようにしたい。 

 

【委員】 

一周するのに要する時間はどれくらいを見込んでいるか。 

 

【事務局】 

１時間１５分前後と考えている。 

 

【委員】 

バス２台でこなしていくという考えだと思うが、１周、１時間１５分ということは、

今、東部コース北部コース合わせて１日１３便くらい運行しているが、ドライバーの休憩

時間を含めると１日１３便は非常に厳しいような気がする。 

また、渋滞が発生するとどこでカバーするのかということも考慮すると、かなり大変だ

という印象があるため、知多乗合さんとよく話し合っていただいて検討いただきたい。 

 

【副会長】 

想定の便数は。 

 

【事務局】 

今の東部コースと全く同じ本数で考えている。知多乗合さんとはご相談させていただい

ているが、渋滞はどうするかなどということまでは検討していなかったため、そこも含め

て今後検討する。 

 

【副会長】 

ドライバーが渋滞に伴って、休憩時間が無くなることは大きな問題なので、どこでどの

ように渋滞が発生するのかということも確認しながら、少し余裕を持ったダイヤ編成が必
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要になることを念頭に置いて進めていただきたい。 

 

【委員】 

狭い道で大型バスが２台すれ違う場合、すれ違うことが可能なのかということもあるの

で、試しに走らせるということは難しいかもしれないが、物理的に支障がないかというこ

とも考えていただきたい。 

 

【副会長】 

一つの工夫として、ダイヤの編成によってすれ違う場所を安全な場所になるような時刻

調整をしていただくことができるが、バスと普通自動車もすれ違うのでそこの更なる安全

確保も課題かもしれない。 

 

【委員】 

狭隘道路の対策としてはどうしても路線で進める必要があるので、数年以内に対策をと

いうのは難しい。 

 

【副会長】 

簡単には道路整備は進まないということ。 

今のところ２０２０年の４月に運行開始の予定だが、手続き上の注意点、アドバイスな

どないか。 

 

【委員】 

現行のルートをなぞるだけであれば、大きな変更ではないが、一部路線の廃止の協議が

必要になり３０日前に届け出が必要になる。 

 

【委員】 

スケジュールの中にある利用者アンケートは、これまで利用していない人も含めて年齢

別に実施していただきたい。 

南部コースの場合、買い物目的でイトーヨーカドーに向かっていく人が多いと実感して
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いるが、年齢層に合わせた利用の仕方の把握が必要だと思う。 

現在乗っている人だけへのアンケートでは現状の実態はつかめるが、将来的な展望がつ

かめないと思う。 

 

【副会長】 

利用者アンケートを実施予定とのことだが、利用者のみならず、これから利用が見込ま

れる方々への意向確認も必要ということ。 

沿線住民の皆様に対して、路線やダイヤ、利用目的について聞くことは、利用促進にも

つながる大変重要なことになるので可能な範囲でご検討いただきたい。 

 

【委員】 

南加木屋の駅へのバスの乗り入れは実現可能か。 

 

【委員】 

南加木屋の駅前はバスのロータリーがあるような場所ではないが、東海市のらんらんバ

スのバス停が南加木屋駅の東側と西側に２カ所ある。 

具体的に進めるということであれば、らんらんバスのバス停を利用することができるの

か、別の場所でも分かりやすい位置に設置できるのかといった課題を解決すれば、南加木

屋の駅前の県道の交差点をバスが通ること自体はさほど問題はないと考えている。 

実際に南加木屋の駅前をらんらんバスの小型バスで運行しているが、運行上の支障は全

くないので、十分検討に値する話であると考えている。 

 

【副会長】 

後は具体的には東海市のほか、警察、県道の管理者と詳細は詰めることになるが、諸般

の懸念事項をよく検討したうえで、設定いただきたい。 

 

【副会長】 

これまで、特にご異論は無かったと思う。便数については懸念があったが、多分同程度

の本数が運行できそうことで、懸念も払しょくされた。 
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ただし、南加木屋への乗り入れを是非検討してほしいということであり、今後、これを

具体的に詰めて、実現できるようにご努力いただきたい。 

それから、アンケートに関しては、利用者だけでなく市民の方々ご意向も聴けるような

ことを検討いただきたいので、関係の皆様方は実現に向け御協力をお願いしたい。 

 

５ その他 

【事務局】（資料４） 

市の東部に位置する「八幡台地区」では、高齢化率が市全体を大きく上回る４４％とな

っており、地区住民の移動手段を確保するため、地区の皆様が主体となって事前予約制の

「乗合タクシー事業」の実施について検討が進められている。 

運行自体は地区からタクシー事業者に委託し、運行に係る費用は利用希望者からの年会

費と、運賃で捻出する計画と伺っている。 

運行エリアとしては、八幡台地区の皆さんの生活圏の実態に合わせ、隣接する東海市の

南加木屋駅周辺の商業施設やクリニックのほか、西知多総合病院を目的地として計画され

ている。 

今年の４月から試験運行を開始し、１０月から本運行に移行したいと伺っており、今

後、愛知運輸支局へも相談が必要な案件になるので、そちらとも相談しながら、手続きを

進めていく予定。 

なお、試験運行については公共交通会議の協議事項とならないが、本運行に移行する際

には、一般乗合旅客自動車運送事業となり、公共交通会議での協議事項となる。 

 

【委員】 

タクシー協会としては、まったく情報を把握していない。一社と話を進めているという

ことか。 

 

【事務局】 

地区で話をしているのは一社と伺っている。 

タクシー協会だけでなく愛知運輸支局へも話がない状況で、構想段階ととらえている。 
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【委員】 

これまで協会に話がなく、こういった場でいきなり聞かされ驚いている。 

住民としては移動手段の確保は重要だと思うが、普通にタクシーを利用していただけれ

ば良いものであり、なぜ乗合タクシーなのか理解ができない。 

 

【副会長】 

住民の方々の中でそういう動きが進んでいるが、法的な手続きなどは十分検討されてい

ない構想段階だが、事務局としては相談を受けているので、この会議でご紹介いただいた

ととらえている。 

道路運送法２１条による実証実験になるので、公共交通会議の承認は不要だが、今後本

格運行になっていく可能性もあり、路線の再編にも関係してくる。 

早めに情報提供いただいたが、進め方は非常に大切ですので、関係機関の方々とも協議

をしながら、良い形で進むようにしていただきたい。 

住民主導だから全部住民にお任せする訳にはいかないので、そこを上手に行政が入って

調整いただきたい。 

タクシー協会さんにもいろいろと話を聞いていただきながら、必要な場面では調整を是

非お願いしたい。 

行政としてはコミュニティバスを運行し、必要最小限の移動を支えていこうとしている

が、住民ニーズとしてはもっと違うものがあり、自分たちで何とかしようと住民主導の乗

合タクシーを運行する事例が出てきている。 

それが実現可能な時代になりつつあると思っているが、全体の公共交通が乱れてあると

ころだけ一人勝ち状態になるのは良くない。 

うまく役割分担をしながら、全体が良くなっていくためのコントロールを行政が担って

いかなくてはいけないと思う。 

 

【委員】 

知多交通圏には複数のタクシー会社があり、東海市の太田川駅では協力して対応してい

るが、午前中の８時台でもお客さんにお待ちいただいているという状態で、さらに八幡台

地区の事業に車両を割り当てることが本当に可能なのか、それが元で本来業務に支障が出
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ることが一番困る。 

知多交通圏が全体的にタクシーの需要に応えられていないという現状で、個別のニーズ

に応えることが本当にできるのかということが非常に懸念される。 

知多管内でもデマンドタクシーの実例があるが、当初の条件では事業としての継続が厳

しく、運賃の上乗せなどを事業者側から要望を出しているが、回答が来ないために事業者

としても対応ができず、地域のニーズにお応えできないという状況が発生している。 

ちなみに朝倉駅のタクシー乗り場にはカメラを設置しており、タクシー待ちの状況を把

握できる様にしているが、それでもやはり要望に応えられていない。 

拠点駅でさえ要望に応えられないような状況で、一地区の要望に応えることが本当にで

きるのかということが懸念される。 

 

【副会長】 

実現可能性についてはタクシー事業者が判断されると思うが、とりあえずやってみたけ

ど、やっぱり儲からないからと引き上げるなど、事業の継続性がないことが一番困る。も

し可能であれば、事業の継続性の担保も必要だと思われる。 

今後、運輸局からもいろいろとご指導いただきたい。 

梅まつりの開催期間は。 

 

【事務局】 

２月９日から１か月間。 

 

【副会長】 

コミュニティバスにも乗っていただきたいが、市外の委員の皆さんには公共交通を使っ

て是非ご来場いただきたい。 


