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平成２７年度第２回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成２８年１月１５日（金） ９時３０分～１１時２０分 

 

○場  所  知多市役所協議会室 

 

○出席委員  １９名 

・知多市副市長 渡辺 正敏 

・八幡コミュニティ会長 寺島 康夫 

・東部コミュニティ会長 山本 俊哉 

・岡田コミュニティ会長 加藤 章 

・南粕谷コミュニティ会長 檜垣 茂 

・旭東コミュニティ会長 森田 稔 

・知多市社会福祉協議会 会長 竹内 司郎 

・知多市観光協会 会長 酒井 清 

・知多市商工会青年部 部長 中野 征樹 

・名城大学理工学部建設システム工学科 教授 松本 幸正 

・知多乗合㈱ 取締役社長 勝田 厚秀（代理：橋本 大輔） 

・安全タクシー㈱ 代表取締役 鈴木 康史（代理：加藤 博邦） 

・愛知県タクシー協会知多支部 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 古橋 靖弘 

・愛知県振興部交通対策課 主幹 小久保 信（代理：山口 彩） 

・愛知県知多建設事務所維持管理課 課長 立松 久恵 

・知多警察署交通課 課長 藤谷 和憲 

・知多市都市整備部 部長 森田 俊夫 

 

○欠席委員   １名 
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・(公益社)愛知県バス協会 専務理事 古田  寛 

○事務局    ５名 

・市民生活部長 竹内 愼二 

・市民協働課長 二木 輝夫 

・市民協働課副課長 和田 俊一 

・市民協働課 杉江 大典、牧 浩幸 

 

会議の経過及び発言の要旨 

１ あいさつ 

【会長】 

昨年５月２日から、北部コースを新設し、また東部・南部コースの運行経路や時刻を改

正して、新たな運行を開始している。今回は、その改正点を検証するため、昨年１１月に

実施したアンケート調査結果を踏まえ、協議することになる。 

また、前回の会議で、委員から料金１００円の導入について意見があり、市として検討

した結果を今回提案している。 

様々な意見、要望があるかと思うが、今後も、市内バス路線が多くの方に利用してもら

えるよう協議をお願いしたい。 

 

２ 協議事項 

(1) 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〉 

【副会長】 

前回と同様に、東部・南部コース共、前年度から利用者が減尐したと説明があったが、

要因は、旧市民病院が移転した影響が大きいとのこと。特に南部コースは、５月から明ら

かに移転の影響が出ている。乗降調査の結果でも、旧市民病院の利用者が尐なくなってい

ると説明があったが、ある程度やむを得ないので、どのように対応していくかだと思う。

しかし、北部コースは、幸いにも１０・１１・１２月に増えている。一般的に１２月は、
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寒いので利用が減るが、今年は、暖かく、皆さんよく出歩いていたのかもしれない。 

 

イ 利用者・一般アンケート調査結果について（資料２） 

ウ 高校生アンケート調査結果について（資料３） 

   資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】  

 いくつか思ったことがある。１つ目は、この前初めて、コミュニティバスを利用し、全

コースを使おうと企画し乗ってみた。まず、南部コースに乗って朝倉駅へ着いたが、朝倉

駅に向かう途中、市役所の手前で北部コースのバスとすれ違った。次に朝倉駅で４０分以

上待ち、東部コースに乗って巽ケ丘駅まで行き、そこから北部コースに乗り継ごうと考え

たが、また巽ケ丘駅で１時間以上も待たなければならず、断念して電車で帰ってきた。そ

のため非常に乗り継ぎが悪いと感じた。 

 ２つ目は、バス停で待っていると座る所も風を避ける所も無いため非常に寒いと感じた。 

 ３つ目は、時刻表を持っていないので、勤労文化会館で、もらおうと思ったが、全コー

スの時刻表が無く利用者にとって不便を感じた。 

 ４つ目は、休日、市役所入り口は、進入禁止になるが、バスが通っているのになぜなの

か疑問に思い、運転手に聞くと、「休日も入り口を通らせてくれると良いが」と言ってい

たので、ポールを立てずに運行できるようにした方が良いと思う。 

何しろ、一度乗ると、非常に乗り継ぎ等が不便で、「乗りたい」と思う気持ちに尐しなり

にくかったので、出来れば全体的に乗り継げるような検討をして欲しい。 

【副会長】 

いくつか質問、意見をいただいたが、事務局から説明を。 

【事務局】 

 勤労文化会館に時刻表が無かったことについては、そのような事が無いよう各公共施設

に全ての時刻表を配置する。 

 市役所入り口の進入禁止のポールについては、休日に違法駐車を防ぐためにポールを立

てている。所管は、総務課になるが、確かに休日もここからバスを通した方がスムーズに

運行出来るので、一度確認する。 
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 乗り継ぎについては、評価の中間報告でも挙げているが課題と捉えている。 

【副会長】 

 乗り継ぎは、イトーヨーカドー前なら乗り継げるとかそのような時刻表ではなかったか。 

【事務局】 

 必ずしもそうでない。 

【副会長】 

 必ずしもそうでなければ、乗り継ぎの情報も出していく必要がある。また、時刻表は、

どこでも入手できるようにして欲しい。市役所でも入手できなかったか。 

【委員】 

 その日は、勤労文化会館しか行かなかった。 

【副会長】 

 各公共施設で手に入るようにして欲しい。駅にも置いておくとより良いかもしれない。 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 南部コースは、５月以降かなり利用者が減尐し、低迷していると説明があったが、アン

ケート調査結果では、通院される方が「病院を変えた」や「交通手段を変えた」とかは把

握できるのか。通院を止めたとは考えられない。 

【事務局】 

 減った人が「病院を変えた」や「交通手段を変えた」までは、アンケートで把握できな

い。別の機会に「南粕谷地区の方は、常滑市境に住んでいるので、常滑市民病院に通うよ

うになった」という意見は伺っている。 

【副会長】 

 西知多総合病院に移ったのであれば、南部コースで朝倉駅まで向かいそこから無料シャ

トルバスもしくは北部コースに乗り継ぎ行くことになるが、その場合、あまり利用者人数

は変化しない。ところが利用人数が減っているのでどうしたかということになる。１つ手

段として鉄道で朝倉駅まで行き、そこから無料シャトルバスに乗り換える方法もあるが、

料金的にはコミュニティバスを使う場合と大きく差があるか。 

【事務局】 

 コミュニティバスの料金と同じ、おおむね２００円台になる。鉄道や市内の路線バスを
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利用しても２００円台で朝倉駅へ来てもらい無料シャトルバスに乗り継ぎが出来る。 

【副会長】 

 料金にそれほど差が無ければ、鉄道を使い朝倉駅まで行き、無料シャトルバスに乗って

いる可能性もある。一方で距離的にかなり遠くなり、常滑市民病院に通う方もいるのでは

ないかということ。 

 利用人数の減尐については、資料２の８ページ「改正前から利用し続けている」「改正

を機に利用を始めた」とあるが、この設問をコース別に集計すると利用を止めた方を捉え

ることが出来ると思う。例えば、南部コースは「改正を機に利用を始めた」と答えた方が、

非常に尐なく、利用の減尐に繋がっている可能性もある。他の設問もコース別で見ると尐

し状況が分かってくるかもしれない。 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 運行経路について北部コースは、西知多総合病院へ行くが、他のコースは朝倉駅で乗り

継ぎをすることになる。各コースで病院に行く運行経路の変更は出来ないのか。病院が移

転したために利用を止めた方もいるということなので、病院まで本数は尐なくても全コー

スで乗り継ぎせず行けるコース設定もあるのかなと思う。 

【副会長】 

 運行経路については、皆さんと協議した結果、現状の運行経路になったが、利用実態を

見て大きく利用人数が減ったので、全コース乗り継ぎせず病院へ行ける設定もあるのでは

ないかということ。事務局はどう考えているか。 

【事務局】 

 西知多総合病院から遠い南部コースについては、直接乗り入れるか迷ったが、昨年度、

南部コース利用者にアンケート調査を実施した結果、朝倉駅まで行く経路を望む声の方が

多かったため、現状の経路になっている。また、運行経路の変更については、今後の状況

を見ながら検討して行きたい。 

【副会長】 

 昨年度、この場で検討した案の１つに直接病院へ行く経路もあったが「利用者の声を聞

こう」ということでアンケートを取った結果、その当時の利用者は、直接病院へ乗り入れ

るより朝倉駅まで行くと判断された。その結果に従い、現状の運行経路とした。一方で利
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用が減尐している現状ではあるが、これが良い悪いではなく、利用者が困っているのかど

うかだと思う。今まで旧市民病院に通院され生活が成り立っていた方が、改正によってど

この病院にもいけなくなったのであれば非常に大きな問題だと思う。しかし、西知多総合

病院にとっては良くないかも知れないが、常滑市民病院に通院が出来ているのであれば問

題ない。 

また、高校生アンケート調査結果を見ると、雤の日は結構利用することが分かったと思

う。高校生アンケートを答えた方の主な利用手段は、自転車が７６１人という状況なので、

バス対自転車となると中々バスは勝てないが、雤の日や暑い日、寒い日あるいは暗い日な

どに利用する可能性も十分あるので、高校生の声を聞きながら利用してもらえるバスにな

っていけたらと思う。 

 

エ 評価の中間報告について（資料４） 

   資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

 【副会長】 

 ５月に改正してから数ヶ月間の実績やアンケート調査結果を踏まえて中間評価をまとめ、

それを受けた課題や今後の方策を挙げてもらった。  

先ほど旧市民病院の利用が減っていたと説明があったが、南部コースの利用減尐は課題

である。 

 また、乗り継ぎや時刻表については、課題や今後の方策が挙がっているが、方向として

は良いので、いかに確実に実施できるかだと思う。ダイヤの改正等は簡単に出来ることで

はないが、ＰＲ等は直ぐにでも出来るので、やれるところからやっていただきたい。 

 また、運転手の対応について伺いたい。 

【委員】 

 運転手の対応については、利用者から声を聞くより事務局から「今日はこのような出来

事があった」と注意や指導をいただく事がまれにある。運転手の要員不足という問題があ

り、今まで、コミュニティバスを中心に担当する運転手と路線バスを中心に担当する運転

手とで一定の役割分担が出来ていたが、要員不足の問題が激しくなり、運転手を色々な所

で担当させることが起っている。そのため日によっては、日ごろコミュニティバスを担当
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しない運転手が担当することがあり、コミュニティバスで求められる対応が十分に出来な

いため、利用者から意見をいただくことが現状としてある。 

しかし、意見をいただいたそのつど、繰り返し指導している。 

【副会長】 

 業界全体の事情は、理解しているが、利用者は、事情を全く分からず、その時の接客だ

けで嫌な印象を持ち離れるので、指導を徹底していただきたい。 

 その他、意見等は。  

【委員】 

 ５年前からこの地域を見てきたが、当時から運転手の態度など色々な部分に苦言を呈し

ていた。しかし５年後に戻ってきた時「改善してください」と指導していたのにも関わら

ず何も変わっていなかった。そのため４月から重点的に支局の職員も添乗をして実態調査

を行い、そのフィードバックをお願いしている。また、運輸安全マネージメントという制

度もあり、先日、調査官が来て評価を行ったので、評価のフォローアップを含め見ていか

なければならない。直ぐ変わるのは中々難しいが、意識は変えるように努力しているので、

もう尐し見守ってもらいたい。 

【副会長】 

 支局も対応を求めているということ。私自身は、名古屋市営バスの運転手の対応がすご

く良くなったので、運転手の対応は改善したと感じている。しかし、必ずしも全てではな

いので、市民の方から喜ばれるバスを目指して欲しい。また、コミュニティバスは利用客

も尐ないため、運転手の方からモチベーションが上がらないと聞いたことがある。中には、

外れくじを引いたと感じる運転手もいる。確かに多くの利用者がいると運転手もやりがい

を感じるので、市としても利用者が増えるように努力しつつ、運転手には安全で快適な運

行をして両方が良くなるように目指すことをお願いしたい。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 コミュニティバスで運転手の課題が出ていることは知らなかった。私は、阿久比町のバ

スをよく利用するが、運転手の対応は非常に感心している。家族的な雰囲気で親しみやす

く迎え入れてくれる。知多市のコミュニティバス運転手は、担当が頻繁に変わるので、そ

のような親しみやすさは無いかも知れないが、利用者にとって暖かい雰囲気で迎えてくれ
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る方が良いと思う。 

【副会長】 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 私が先日利用した時は、悪くなかったので運転手によって異なる。 

【副会長】 

 大半の運転手は問題ないが、ごく一部の運転手の対応が悪いだけでイメージが悪くなり

評価が下がる。これが怖い。 

委員から阿久比町のバス運転手の対応が良いという発言があったが、事務局は何か把握

しているか。 

【事務局】 

 阿久比町のバスはハイエースで運行しているので、コンパクトで運転手も声がかけやす

いのではないかと感じている。 

【副会長】 

 阿久比町の運転手は、市が雇用しているか。 

【事務局】 

 タクシー業者が運行している。 

【副会長】 

 その他、意見等ないので、資料４の今後の方策については、間違いないと思う。確実に

進めるようにお願いしたい。また、運転手の教育については、もうしばらく待つこととし、

具体的な対応を進めていただきたい。 

  

オ 料金改定について（資料５） 

    資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【副会長】 

 今まで委員の発言やアンケート調査結果でも、「料金を値下げして欲しい」という意見

があり、近隣市町の状況も踏まえて料金値下げの方向性を検討しようと提案があった。委

員の皆さまには値下げの方向で問題ないか慎重に検討し、最終的には決定することになる
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が、今回は、方向性について意見をいただきたいとのこと。１００円に値下げすることで、

さまざまな影響が懸念されるので、それも含めて意見をいただきたい。 

【委員】 

 現状では、南部コースから東部・北部コースに乗り継ぎをする場合、１回の乗り継ぎは

無料になるが、行って戻る場合には新たに料金が発生する。事務局として１日乗車券のよ

うなものを導入する予定はないか。 

【事務局】 

 今のところ資料５の内容で提案しているので、検討事項とする。 

【副会長】 

 ７５歳以上の方は、７５あいパスを購入すれば、バスを利用して市内を回れるが、７５

歳に限らず１日乗車券のようなものがあっても良いかなとも思う。次回までに検討してい

ただきたい。 

【委員】 

市は、路線バスに対して昼間時間帯の料金は２００円以上の場合、２００円を上限とし

てコミュニティバスと同じ料金体系で運行しているが、路線バスへの対応はどのように考

えているのか。また、利用者の多いイトーヨーカドーから朝倉駅までは、現在、昼間時間

帯は、コミュニティバスと路線バスが同一料金で運行しているが、１００円に値下げする

と、コミュニティバスと路線バスで差が生じることを利用者に周知徹底しなければならな

い。 

また、料金改正によって回数券を運転手が従来のものと引き換えを行うが、時間のかか

らない方法をとっていただきたい。狭い道にあまりバスを停めておきたくない。 

【副会長】 

 大きく３点あったが、１つ目は、「路線バスの昼間時間帯の料金はどうするか」対応を

検討しているのであれば教えて欲しいとのこと。２つ目は、「差が生じるため間違えて乗

らないような周知徹底を図らなければならない」ということ。３つ目は、「回数券を交換

する時、手間のかからないような方法をとって欲しい」ということ。この３点について事

務局はどう考えているか。 

【事務局】 

 １点目の路線バスの料金については、現在、８時台から１６時台までの昼間時間帯は２



１０ 

 

００円でコミュニティバスと同一料金になっているが、路線バスは、通勤・通学が主な利

用目的となり、それなりの本数が出るのに対し、コミュニティバスは、日中の移動手段、

公共施設への移動手段が主な利用目的となり、目的が異なるため、今のところ路線バスの

料金を上限１００円にするという考えはない。しかし１０月以降、料金改定を実施した場

合、コミュニティバスと料金に差が生じることについて利用者の声もあると思うので、今

後の検討課題と捉えている。 

２点目のイトーヨーカドーから朝倉駅まで料金に差が生じることについては、事業者と

協議しながら周知させていきたい。 

３点目の回数券の引き換えについては、「時間がかからないような配慮をすること」と

いう意見をいただいたので、事業者と協議しながら配慮した方法を検討したい。 

【副会長】 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 前回の公共交通会議で「料金を１００円にしてはどうか」と発言した中で、この提案は、

大変感心している。また、私としては、１千万円程度であれば市の財政規模から問題ない

と思うが、参考までに近隣市町のコミュニティバス負担金の状況を聞きたい。 

【事務局】 

 東海市のらんらんバスは、３コースで６台運行しているが、９９，８５３，６００円負

担している。大府市のふれあいバスは、５コースで５台、マイクロバスで運行しているが、

６６，２６５，２７７円負担している。常滑市は、北部バスがあるが、市のバス、市の運

転手とのことで負担金は発生していない。武豊町のゆめころんは、２コース２台で運行し、

１０，１６７，５８６円負担しているが、国庫補助等が入っているので低額になっている。

東浦町のうららは４コースで４台、５５，０００，０００円負担している。阿久比町のア

グピー号は、２コース２台、ハイエースの１４人乗りが運行しているが、２８，０００，

０００円負担している。南知多町の海っ子バスは２コース２台で４９，６８６，６０２円

負担している。海っ子バスについては、コミュニティバスだが、路線バスの廃止路線を代

替して運行しているため、１６便と便数が多く、経費もかかっている。負担金額について

は、２６年度決算額等で収入を除いた額になる。知多市は４４，４５０，０００円になる。 

【委員】 
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 近隣市町も相当額負担をされているとのことでそれぞれ事情があると思う。 

また、資料の中で市は、１５％程度の利用増加を見込んでいるが、利用促進を図ること

はもちろん大切だが、高い利用予測をするより、「市の負担が１千万円程度増える」とし

た方が縛りがなく、良いのではないか。 

【副会長】 

 もっと安全面を見て、全く利用者が増えない場合も想定し、負担がどの程度になるか見

積もってはどうかということ。事務局としては、意見として後々検討していただきたい。 

また、予算については、最終的に議会で議論し承認されるが、重要なのは市民の税金の

使い道になる。コミュニティバスへ投入を増やすことが市民として良いかどうか、考えを

しっかり持たなければならない。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 小型バスの更新について、利用者としては、小型バスになり運転手と親しみやすく、見

た目も大きなバスに尐ししか乗っていないより印象がよいのではないかと思うが、元々老

朽化でバスの更新を予定していたのか。それとも利用促進のために更新をするのか。 

【事務局】 

 現在の東部・南部のバスは１０年を経過して故障や修理の回数も増えているので、知多

乗合と相談して、「そろそろ更新時期だ」と指摘もあり、来年度更新する。 

【副会長】 

 買い替えなければならない時期が料金改定と重なったということ。一般的には、車両を

更新すると、値上げするのかなと思うが、値下げするので利用者にとってこれほど嬉しい

ことはない。 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 ポンチョの定員は何人か。 

【事務局】 

 定員は、３５人。 

【委員】 

 小型バスでも３５人乗れるか。 
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【事務局】 

 バスの定員は、座席数だけではなく、立っている場合も想定するのでそれくらい乗れる。 

【副会長】 

 座席数はかなり尐なかったと思うがどうか。 

【事務局】 

 １１席程度だと思う。 

【委員】 

 料金について、前回の会議で「１００円が適切ではないか」と発言をしたが、１００円

にしたことで１５％の利用増加の見込は過大ではないか。資料２の利用者・一般アンケー

ト調査結果の２２ページで、利用しない理由の中で「他の交通手段がある」が圧倒的に多

く、「料金が高いから」と比べると本当に１５％も増えるのかと思う。 

 また、ダイヤについては、今回、具体的な方策は挙げてないが、早急に見直すべきと考

える。それと合わせての料金改定でないと利用者は増えていかないと率直に思う。 

【副会長】 

 まず１つ目は、「利用見込について安全を見て予測を立てた方が良い」ということ。２

つ目は、「ダイヤの見直しも合わせて実施しなければならない」ということ。先ほど１日

乗車券を導入してはどうかと発言もあったが、乗り継ぎを前提としての発言だと認識して

いる。また、利用増加のためにもダイヤの改正は必要だということだがどうか。 

【事務局】 

 ダイヤの見直しについては、資料４にも挙げているが、今後の状況を見ながら来るべき

時に変えて行きたい。旧市民病院の跡地利用も決まっているので状況を見ながら課題とし

たところをクリア出来たらと考えている。 

【副会長】 

 ダイヤの見直しについて、今年の１０月は、約束できないが、場合によって他の環境が

整えば見直すこともあるとのこと。出来たら料金改定と合わせて変えて大きな問題があれ

ば解決した方が良いと思う。運行経路の変更やバス停の設置は大変だが、ダイヤの改正は、

まだ比較的やりやすい方なので出来るだけ市民のニーズに応えられるようお願いしたい。 

 その他、意見等は。 

【委員】 
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 回数券の移行については、値下げする方向なので、１００円の回数券を事前に販売し、

１０月以前に１００円の回数券を購入した方が利用した場合は、１００円の回数券を２枚

運賃箱に入れるといったことも出来る。市民の方が迷わない方法を事務局と検討していき

たい。 

 また、市の負担額については、やってみなければわからない。料金が変わったことで、

明らかに利用人数に変化があった場合もあるが、初乗り料金を安くし、近距離客の増加を

見込もうと事業計画変更をしたが、全く功を奏しない場合も過去にある。 

 また、先ほど路線バスの料金について発言があったが、路線バスも上限１００円にする

のは難しいので、路線バスは現状のままでコミュニティバスの料金改定を行い、市民の方

の足として使い方が見えたところで、路線バスの料金、運行経路、ダイヤについて見直さ

なければならないと考えている。 

【副会長】 

あいあいバスが１００円になることで路線バスに何らかの影響が出るので、場合によっ

てはそれに応じて路線バスの料金、運行経路、ダイヤを見直す可能性があるということ。 

 コミュニティバスの料金改定については反対しないということか。 

【委員】 

 反対はしない。 

【副会長】 

 タクシー事業者として意見等は。 

【委員】 

 常滑市に住んでいるが、常滑市がコミュニティバス事業をしないのは、大変なのもある

かと思っている。 

【委員】 

 私が懸念していたのは、西知多総合病院に東海市民は１００円、知多市民は２００円で

バスが乗り入れることに、知多市民が納得しがたいところがあり、「１００円にしてはど

うか」と発言をしていた。今回、１００円にすることで、利用者の乗り継ぎも東海市まで

広がるかもしれない。料金が２００円だと往復で４００円もかかるので、値下げすること

によって割安感を与える効果は大きい。 
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 (タクシー運賃改定のお知らせ) 

【委員】 

 本日、「タクシー運賃改定のお知らせ」というチラシを配布した。１月２１日からタク

シー運賃を値上げする。率としては、７．６８％になる。今まで１．５キロで７００円だ

った初乗りが１．２キロで６００円となり、１００円値下げするが、これは尐しでも利用

しやすい運賃ということで配慮している。上がるのは、加算料金が、今までは２４５メー

トルごとに８０円ところが、２５０メートルごとに９０円になる。 

他に変更したところは、お迎え運賃が今まで１１０円だったのが１２０円になる。また、 

記載はないが、７０歳以上の運転免許返納者に対して運転経歴証明書の提示で１割引にす

る。タクシーもいろいろなところで役に立ちたいということもあり、今後もコミュニティ

バスの補完といった形で利用していただきたい。 

【副会長】 

 タクシー運賃が改正されることと、色々な割引があるということを紹介していただいた。

それからコミュニティバス料金を１００円にすることでタクシー事業への影響があるわけ

ではなく、補完関係でコミュニティバスの利用が増えればタクシーの利用も増える可能性

があるということ。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 タクシーの運賃改正の補足として、運転免許証返納者割引の事業は、全て事業者負担に

なるため、事業者の努力の結果だということになる。 また、バスの負担額についてはど

この会議でも様々な話があるが、利用者・一般アンケート調査結果の中であったように、

「運動のために利用する」という方が増えれば、健康寿命が伸び、医療費負担が減尐した

りするので、市に寄与するのかなと思う。そのように全体から見ると、また違った考えも

出るかも知れない。 

【副会長】 

 今の意見を議会説明などで使うといいかも知れないが、クロス・セクターベネフィット

と言い、色々なセクションの予算を同時に考えると一部で負担が増えても、全体では減っ

ているという考え。ヨーロッパで実施されているが、公共交通に投資して、人々が出歩く

ようになり、介護費が減ったため、行政全体では支出が減っているということがある。最



１５ 

 

近、学会の発表で明確になった事例で公共交通の利用が多い都道府県ほど疾病の可能性が

低いという統計的な優位性が出ている。その結果、医療費の補助額も尐ないというのも分

かってきた。また、面白いのが、公共交通の利用が多い都道府県ほど疾病が尐なく医療費

の補助額も尐ない傾向とともに、野菜摂取量が多い都道府県も同じような傾向があるとい

うこと。直接的な関連はないが、効果としては、野菜をたくさん食べることと、公共交通

に乗ることは、同じような健康への好影響があるということになる。先ほど事務局から紹

介いただいた、「バスで行く 野菜たっぷり！！ヘルシーメニュー」は、二重の効果があ

るということになる。 

 その他、意見等は。 

【会長】 

 料金１００円導入について意見をいただいたが、市としては、財政負担が気になってい

る。料金については、地域公共交通会議で協議し、「一定の利用者負担は必要である」と

いうことを皆さまには認識していただき、料金を２００円に定めたと思っている。それを

１００円にすることは、西知多総合病院に行く場合、東海市民は１００円、知多市民は２

００円と不合理な部分の解消もある。また、市として利用人数は、１５％くらい増加を見

込んでいるが、もっと増えないかというのがあり、それが色々な所に寄与するといいなと

思っている。そのようなことを踏まえて、議論していただきたい。 

【副会長】 

 自治体間の不公平感があることや、近隣市町全体を見て、値下げをするが、多くの人に

利用してもらいたいという思いが強い。しかし、残念ながらアンケート調査結果や地域代

表の委員の意見では、「それほど増えないのでないか」ということ。また、利用人数の変

化は、読めないところもあり、急に１００円にしたからといって、車を止めてバスに乗る

わけではない。ところが、すでに乗る習慣がある方は、２００円が１００円になるとお徳

感があり、「乗って出かけよう」という方が増える可能性はある。ですから、「利用人数

の増加」ではなく「利用頻度の増加」はあると思う。これらの意見を参考にしていただき

たい。 

 その他、意見等は。 

【委員】 

 現在、市に「健康ウォーキング」があり、これらのイベントとタイアップし、バスを利
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用してウォーキングコースに行けるような紹介をすると、利用促進に繋がるのではないか。 

【副会長】 

 利用促進の方法として、色々なイベントがあるので、それとのタイアップを進めてくだ

さいということ。値下げと共に色々なところと連携を深めることが大事だという意見だと

思う。 

 それでは、方向性としては特に異論はないということ。また、交通事業者の方も何らか

の影響はあるが、特に反対はしないという意見をいただいた。また、「１日乗車券の導入

を考えてはどうか」「利用増加は見込めない可能性もあるので、安全面の見込みをしてお

く必要がある」「現状色々な課題があるので、出来ればダイヤの見直しも料金改定と同時

に実施したらどうか」「健康ウォーキングを始め、１００円にして利用しやすくなること

から、他の施策とのタイアップを考えていこう」という意見をいただいた。これらを踏ま

えて、次回詳細を提案して、最終的には合意をいただく方向で進めたいと思う。 

まだ尐し時間があるので、委員の方々で検討し、意見があれば１週間くらいをめどに事

務局にいただければと思う。 

 

カ その他 

    特になし 

 

３ その他 

  知多乗合株式会社からの報告 

【委員】 

 ５月２日の北部新設、東部・南部コースの一部改正以降、問題なく運行している。ただ、

今までこのようなケースはなかったが、北部コースが東海市に乗り入れる関係で、東海シ

ティマラソンの時、一部の便は区間運転を行い、道路規制が終わり次第、通常運転に戻す

といった対応をした。今後もイベントごとや課題について事前に事務局と連携とり進めて

いく。 

 また、１年以上前に朝倉団地線で日中の時間運行を廃止したが、今年度に入り輸送量調

査を行い、朝倉団地線の前後を走る佐布里線への移行が定着しているという結果があった。

しかし、現時点では具体的な話はないが、電車との接続や発着時間など改善を考えなけれ
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ばならないことやコミュニティバスの変化に伴い起こる市民の行動に合わせ、路線バスも

見直し改善を図りたい。 

 


