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平成２７年度第１回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成２７年７月３１日（金） １０時００分～１２時００分 

 

○場  所  知多市役所 ３階協議会室 

 

○出席委員  １８名 

・知多副市長 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長 竹内 司郎 

・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 

・安全タクシー㈱ 代表取締役 鈴木 康史（代理：加藤 博邦） 

・(公益社)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 古橋 靖弘（代理：渡邊 久志） 

・愛知県振興部交通対策課主幹 小久保 信（代理：瀬古 忠義） 

・愛知県知多建設事務所 維持管理課長 立松 久恵 

・知多市 都市整備部長 森田 俊夫 

 

○欠席委員   ２名 

・知多市観光協会長 酒井 清 

・知多警察署 交通課長 藤谷 和憲 



２ 

 

○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】 

公立西知多総合病院が、平成２７年５月から開院している。それに伴い、コミュニティ

交通あいあいバスも、５月２日に、朝倉駅から新病院を経由し、巽ヶ丘駅をつなぐ北部コ

ースを新設するとともに、既存の東部・南部コースも一部見直しをし、運行を開始してい

る。変更後には、様々なご意見等も寄せられており、今年度は、利用実績や利用者の声も

含め、検証していただくことになる。 

 なにぶんにも、限られた便数で運行しているので、全てのご要望に対し十分に応えるこ

とは非常に難しいことであると思うが、委員の皆様には、様々な角度から検証していただ

き、市民の皆様にとって利便性のある公共交通となるよう、よりよい方向性を示していた

だきたいと思う。 

 

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、昨年に引き続き副会長に松本幸正教授にお願いしたいと思う。  

 

４ 協議事項 

(1) 市内バス路線について  
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ア コミュニティ交通について 

(ア) 現状のコースについて（資料１、２） 

    資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 ５月２日に開始した北部コースのダイヤについて、運転手が朝倉駅で取る休憩時間が時

刻表の①便と②便の間で１８分、②便と③便の間では１４分設けているが、運行が予定よ

り遅れると運転手の休憩時間が無くなるが現状はどうか。 

【事務局】 

 この運行経路上は、大きく渋滞する箇所はない。ほぼダイヤ通りに走っている。大きな

遅れなどの報告は、今のところ聞いていない。 

【副会長】 

 事前に協議をしていただき、試走等も踏まえた結果だと思う。 

【委員】 

 ５月２日から北部コースの運行が開始されたが、ＰＲや周知が出来ていたのか。 

知らなかったので、委員の皆様に周知出来ていたのか疑問に思ったがどうか。 

【副会長】 

 委員の中で、５月２日から運行が開始されるのを知っていたか。 

【各委員】 

（半分尐し挙手） 

【副会長】 

 半分と尐しの委員が把握していたが、知らない委員もいた。もう一度どのように宣伝さ

れたのか、事務局から説明を。 

【事務局】 

 ちた広報の中に、見開き２ページの紹介や資料１のＡ３二つ折りのチラシを全戸配布し

た。また、ホームページでも紹介し、周知を図った。 

【副会長】 

 広報の紹介やチラシの全戸配布、新聞にも掲載され、行政として十分周知を図っていた

と思う。 
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他の周知方法について提案はあるか。 

【委員】 

 回覧板だと１枚で周知出来る。また、各コミュニティの掲示板もある。回覧板や掲示板

の様な地域の方に目に付く物があっても良かったのではないか。 

【事務局】 

 今後の参考にする。 

【副会長】 

 回覧板を見る確率が高ければ、周知の方法として良いと思う。しかし、他の自治体の事

例では、バスに興味がない人にバスの案内をしても反応しない。日頃、バスを全く利用し

ない方は、バスの案内をしても目に付かないため、バスに興味を持ってない人が目に付く

ような方法を今後検討すること。 

【委員】 

 南粕谷地区の方々は、南部コースを利用しているが、朝倉駅でシャトルバスに乗り継い

で病院へ通院するとして、朝倉駅付近でシャトルバスの乗り継ぎ方の案内があればもっと

利用者が増えると思うがどうか。 

【事務局】 

 シャトルバスとコミュニティバスのバス停は、同じ並びにあるが、シャトルバスのバス

停は１番奥になる。乗り継ぐためには、奥まで行く必要がある。 

【委員】 

 １回乗れば分かるが、初めて乗る場合は不安がある。 

【副会長】 

 駅に降りてすぐ分かるような情報を出して欲しい。事務局として、バスの車内でシャト

ルバスの乗り継ぎ案内を掲示するなどの対策を出来る範囲で検討していただきたい。 

 ちょっとしたことが不安で利用できない人もいる。不安を無くすために、尐しずつ解消

していかなければならない。 

 

 (イ) 実績について（資料３） 

     資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 
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【委員】 

 新設した北部コースは、知多翔洋高校生の利用と寺本台地区の公共交通空白地域の解消

が大きな目玉であったが、知多翔洋高校生や寺本台地区の利用者がない。今後もう尐しバ

スを活用できるようなＰＲや地域の働き掛けなどして行く必要があると思うが、知多翔洋

高校の働き掛けや、地域に対する利用促進として方策はあるのか。 

【事務局】 

 次第（エ）の資料５でもあるが、知多翔洋高校生及び市内在住の高校生を対象にした定

期券やお得な回数券の導入を検討している。 

また、寺本台地区には、乗降調査等の結果を踏まえて回覧等で利用促進を図りたいと考

えている。 

【委員】 

 本来なら、図書館へ行きたいのにわざわざ北部コースから南部コースに乗り換えて行く

ことになる。そのまま循環する運行経路があれば、乗り換えも無く良いのではないか。 

例えば、循環する運行経路になれば、病院利用だけではなく、子どもが市内を回るよう

な利用も出来るのではないか。現状は、乗り換えが必要なので別の観点で捉えるのもどう

か。 

【副会長】 

 現状の経路が決まった背景を検討の経緯も含めて事務局から説明を。 

【事務局】 

 現状の北部コースは、巽ケ丘駅でＵターンする運行経路だが、東部コースを循環する運

行経路案もあったが、巽ケ丘駅から先の一部の区間では、道路の幅員が非常に狭く知多署

の交通課と事前協議をした結果、公共交通として好ましくないと指摘され、循環する運行

経路案を断念し、現状の運行経路にした。 

【副会長】 

 色々検討したが、物理的な道路整備の状況等々あり循環する運行経路を断念した。 

一方で、循環する運行経路は、どこでも行けるが、非常に時間がかかり便数が減ってし

まう。仮に循環する運行経路にしても、今度は、便数が減ったことに対して要望が出る。

どっちもつかずになるため、尐なくとも上手に乗り継げるような形にして利用できるよう

にＰＲすること。 
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【副会長】 

 無料シャトルバスが運行しているが、決して利用が多いわけではない。考えると多くの

人が病院へ通院するため、利用者が多いのもどうかと思う。皆様が健康で病院に行かず、

他の目的地に行ってもらう形が１番望ましいと思う。 

ただ、先ほど質問があったが、寺本台地区については、要望を受け調査を行い、乗ると

いう事で今回北部コースを運行したが、残念ながらこのような状況になった。もっと利用

してもらうため、現状に問題があれば聞き出して改善する姿勢が大切だと考える。いずれ

にしてもスタートなので、これからどの様に育てて行くのかということになる。特に委員

のコミュニティの会長始め、委員の皆様の協力で尐しずつ育てて行きたいと思うので、こ

れから知恵を出し合っていただきたい。 

 

(ウ) アンケート調査について（資料４） 

     資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉  

【委員】 

 資料４の３ページの年齢区分について、「３０歳代までは」ざっくりしていないか。 

他の自治体でも学生や２０歳代が本当に乗っているのかどうかが興味を持っている事で

はないのか。他の質問項目が充実しているのでもったいないと思う。 

【事務局】 

 区分を細かく分けたいと思う。 

【副会長】 

 おっしゃる通りだと思う。今までのあいあいバスの利用者は、高齢者が中心でしたが、

今回は、高校生をターゲットにしているので入れるべきと思う。 

【委員】 

 資料４の３ページ（５）の８全く利用しない場合の理由の項目に、料金の問題を聞かな

いのはなぜか。あえて聞いていないのか。 

【事務局】 

 料金の問題を追加したいと思う。 

【副会長】 



７ 

 

 料金も当然理由になっていると考えられるので追加すると良いと思う。 

【委員】 

 私は、市民又は利用者の代表の立場で出席しているが、全く利用していない。巽が丘地

区は、市役所まで遠い地区になり、自動車の方が非常に便利で、バスの料金も２００円と

高い。また、市役所へ来て用事を１０数分くらいで済ませると２時間ぐらい間があり、時

間の調整が非常に難しい。金額の問題やダイヤの問題など、利用対象者の立場として見直

しを検討して欲しい。 

【副会長】 

 便数が尐ないからは、資料４の３ページの（５）「あいあいバスの利用頻度は」の回答

項目の「本数が尐ないから」に変わらないので、料金の問題の追加をしてください。 

 ただ、今回市民の代表としてせっかく委員になったので次回までに１回くらいバスを利

用してくれればと思う。 

【委員】 

 先ほど知多翔洋高校生を対象とした、定期券や回数券の導入について説明があったが、

実際に知多翔洋高校から要望が出ているのか。利用を増加させるために手を出すような気

がしてならない。本当に必要の所に必要な手を打つようではない様に思えるがどうか。 

【副会長】 

 定期券、回数券の導入を検討した経緯も含めて事務局から説明を。 

【事務局】 

 知多翔洋高校から昨年度、要望書をいただいている。要望書の別紙には、学校独自でア

ンケートを実施した結果が記載されており、料金の事やバスが近くまで来て欲しい等の内

容があった。 

【副会長】 

 一応は、高校から要望書が出ている。 

 学校側は、特に夜遅くなった時の帰りが心配だったのか。 

【事務局】 

 必ずしもそうではないが、駅から通う生徒は、大半が自転車なので雨の日などにバス停

が近くにあったら良いと要望をいただいている。 

【副会長】 
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 親御さんとしても公共交通機関が近くに無いのは、不安に感じていると思う。市内にあ

る高校なので、市としても何かサポートすることが重要だと思う。サポートも含めて知多

翔洋高校前にバス停を置いたことだと思う。 

【委員】 

 南部コースが大幅に減尐したと事務局から説明があったが、一般の方にアンケートを実

施するので「全く乗らなくなった」のか、「回数が減った」のか問う事も良いと思うがど

うか。大幅に減尐したので、何か対策を打つとしたら一般の方のアンケートが重要ではな

いかと思う。まるっきり便が悪くなり、乗るのを止めたのか、今後も全く乗らないのか、

たまたま便が悪くなって乗らなくなったのかなどを聞くために、質問項目を工夫してはど

うか。 

【副会長】 

 最ものご意見をいただいたと思う。 

【事務局】 

 確かに南部コースは、大幅に減尐しているので、原因を探れるような内容を含める様に

修正したいと思う。 

【副会長】 

 利用者アンケートが両面になっているので、尐し負担になるが、一般のアンケートも両

面にして以前と比べて利用がどう変化したか入れ、「乗らなくなった」又は「回数が減っ

た」と答えた方には、理由を聞くような設問を設けるべきだと思う。その様にしなければ

結局、減尐の理由が分からない。逆にアンケート調査を実施して原因が分かれば対策を打

つことも出来る。ぜひ設問を含めてもらいたい。 

 また、利用者に対して行うアンケートにも利用頻度がどの様に変化したか設問がない。

利用頻度が増えたか、減ったか、変わらないか聞くべきだと思う。減ったのであれば利用

の減尐に繋がるので、利用者の変化を捉えてもらうべきだと思う。設問の項目などは、事

務局で検討し、加える方向で進めること。 

【委員】 

車内でのアンケート調査について、１１月に実施すると説明があり、今まで何回か職員

が直接乗り込む形で実施しているが、運転手の負担にならないような考慮など、どのよう

に考えているのか。 



９ 

 

【副会長】 

 事務局から実施の方法や運転手の負担について説明を。 

【事務局】 

 過去に実施した時は、アンケート用紙を車内に設置し、料金箱の横に回収箱を置いて回

収したが、バスの車内だと書きにくく、あまりアンケートを回収できない。そのため利用

者の多いバス停に行き、職員が直接聞き取りを行ったり、バスに乗り込み聞き取りを行っ

たりしたので、今回もそのように考えている。 

 運転手に影響が無い様な聞き取りを行って欲しいとのことなので、どちらに回収するか

迷う事が無い様な回収を考えたいと思う。 

【委員】 

 運転手の負担にならない様に、回収率を上げる方策はあるのか。 

【副会長】 

 出来るだけ運転手に負担をかけず、予算もかけずに実施するとなると限られた方法しか

無く、直接乗り込むような形になると思う。 

【委員】 

 毎回ではないが、私達も委員になっているので、バス停でアンケートを取り、他にも

色々な話も聞けると思うがどうか。 

【副会長】 

 大変心強い。協力してもらう方策を今後検討していただけたらと思うが、協力すること

は、地域にとっても大切なことだと思う。急には難しいが、協力する方向も検討すること。 

 例えば、他の自治体だと配布だけは職員や臨時職員が行い、回収は郵送するとお金がか

かるので、回収箱をバスに設置して翌日や１週間後に回収したり、市役所に回収箱を設置

する方策もある。その様な方策があれば回収率を上げることが出来るかもしれない。今回

は、利用者が減尐しているので、もう尐し回収率を上げる方策を検討すること。 

 参考までに、他の自治体で回収率を上げる方策として良いアイディアはあるか。 

【委員】 

 他の自治体でも「書いてください」とアンケート用紙を置くより、直接バスに乗り込ん

で実施する方が良い。 

【副会長】 
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 直接乗り込む職員が１人だと聞き取れる人数も限られるが、職員を増やすと人件費がか

かるので調度良いバランスで実施してもらうのが良いと思う。事務局の方で検討すること。 

 それでは、先ほどの意見を踏まえてアンケートの内容を修正し、調査方法も回収率を上

げる方策を検討して実施すること。 

 

(エ) 定期券等について（資料５） 

     資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉  

【委員】 

 資料には、記載がありませんが碧南はコミュニティバスが無料である。 

料金が１００円か２００円のどちらが良いか考え方が色々あるが、昨年度の会議でも発

言したように、公立西知多総合病院で東海市のらんらんバスと知多市のあいあいバスが乗

入れる中で、東海市が１００円、知多市が２００円と差があるのはどうかと思う。 

先ほど委員からも「２００円は高い」との声があり、私の出身である名古屋市の市バス

も２００円だが、ワンコインを導入して欲しいという声もある。その中で、定期券や回数

券の導入を進めて行くと絶対的に２００円から逃れられなくなる。 

現状として利用率の減尐傾向にある中で、画期的に安くして利用促進を図る様な方策を

考える時に、定期券等の導入などの料金を決定付けるような、幅を抑える様な方策を取っ

てしまうと定期券等の印刷代もあり、１００円に出来なくなる。もう一度１００円にする

検討は無いのか。知多市は２００円で行くのか。 

【事務局】 

 料金については、路線バスや名古屋鉄道などの他の公共交通機関との均衡が必要であり、

料金の改定には、慎重な審議をお願いしたいと考えている。安易に安くしては、知多バス

が運行している独自路線の朝倉団地線は、まだ１８０円で運行しているので、独自路線へ

の影響も考慮して２００円を設定している。 

【委員】 

 全体的に利用者が増えれば良いが、例えば、収入が８００万円から４００万円になった

ところでどれだけ利用者が伸びるかという考え方もあるし、行政負担において４００万円

増えた所で利用者が伸びれば良いのではないかと言う考え方もある。 最後の見直すチャ



１１ 

 

ンスだと思うので、アンケート用紙には、「２００円でも利用するか」の項目が必要では

ないかと思う。往復で４００円払うのか２００円払うのかどうかは、大きな問題なので、

検討していただきたい。 

【委員】 

 利用者は、知多翔洋高校生とあり、知多翔洋高校生には市外の生徒も通っているためだ

と思うが、例えば、市内の方が東海商業に通う場合は、コミュニティバスは、安くならな

いのか。知多翔洋高校生だけに利便性を図ると、料金の公共交通性に欠けると思う。先ほ

ど知多翔洋高校生の利用を増やし、利用率を上げたいという結論に至ったのであれば、他

の高校生にも同じように使っていただくべきではないか。 

【事務局】 

 対象者は、知多翔洋高校生及び市内在住の高校生になるので東海市の高校に通っていて

も購入出来る。 

【委員】 

 中学生や大学生はどうかと言う話になる。使いやすい回数券の導入を考えているのであ

れば、限定的に高校生を対象とするのではなく、視野を広げてはどうか。 

【副会長】 

 公共交通としての意味合いから対象は、知多翔洋高校生に絞っておらず、市内在住の高

校生も利用出来るので良いと思う。ただ、高校生限定なのはおかしい。何故中学生は駄目

かという気がするがどうか。 

【事務局】 

 中学生は対象外かと言う話になるので、中学生も含めるか、事務局で検討する。 

【副会長】 

 普通大学生は、対象としていないが、中学生以下は、特別に料金が設定されている所が

多い。今回、知多市は、中学生も含めて優遇する考え方で検討すること。 

【委員】 

 最近、知多バスの利用者を見ると、中学生や高校生がグループとなって買い物に行く時、

バスを利用するケースが多い。知多市にもイトーヨーカドーなどの施設があり、子どもや

高校生などの免許を持っていない方の利用がこれから大きいと思うので、対象範囲を広げ

るべきだと思う。 
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【副会長】 

 それも含めて対象範囲を検討していただきたい。今、大学生も自動車を乗っていない方

が増え、公共交通をかなり利用する。大学教諭としては、大学生の優遇もあれば有難いが、

大学生はお金を持っているので対象外でも良いと思う。大学生は、自動車を持つより、公

共交通の方が安いと知っているので皆で頻繁に乗っている。集まればタクシーも利用して

いる。今の大学生は、その様な考えを持っている。 

 料金の設定について、知多市は独自路線や他の公共交通機関との兼ね合いもあり２００

円で行くということになる。 

【委員】 

 知多市の方策としては、２００円で行くと説明があったが、病院の利用者が同じ病院を

利用するのに東海市は１００円、知多市は２００円では不自然ではないか。東海市の病院

に知多市民が通うなら分かるが、東海市と知多市が共に開院した病院に通うのに差がある

のはどうなのか。病院を利用する方は無料にするなどの画期的な発想があっても良いので

はないか。いずれ市民からも不満の声が上がるのではないか。 

【会長】 

 ２００円に決めた時も地域公共交通会議で委員の方々意見を伺い、知多市の現状等を踏

まえ検討し、料金を設定した。委員から発言があったが、状況が変わり病院が新しくなっ

たことも含めてもう一度１００円にすることを念頭に置いた検討をして欲しいと意見を伺

ったので、今の段階は、保留にして、内部的に検討させていただきたい。 

【副会長】 

 将来的には、料金について検討していただける。 

 ちなみに東海市の路線バスの状況はどうなのですか。 

【委員】 

 東海市は、らんらんバスが１００円で運行しており、車両数も便数もかなり多い。 

路線バスも走っているが、近年は、車両の老朽化が進み、買い替えをしなければならな

い。 

また、朝倉駅へ向かうのに、朝倉団地の利用者が路線バスよりコミュニティバスを利用

する。その様な事もあり、一般路線バスの利用者が減っている。事業者としては、コミュ

ニティバスを運行する事も重要だが、事業者の立場からすると利用者負担が正当になされ
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るべきだと考えている。公共交通サービスの観点から色々な考え方もあり、岡田線は、地

域の方々にも利用促進として活動していただいているが、それでも近年厳しい状況が続い

ている。いずれ見直さなければならない。また、コミュニティバスの兼ね合いから朝倉団

地線も見直して行かなければならない。その様な事が東海市でも起こって来ている。 

各市町でも路線バスがコミュニティバスに乗り変わっていることが起こっている。 

中々運賃だけで路線を維持していくのも困難で、路線バス会社は、殆どが赤字である。

赤字部分を補助金で補い路線維持していることが続いている。 

先ほど、料金の話があったが、市町の財政状況もあり、市民から理解を得れる料金を設

定していかなければならないが、事業者としては、１００円では絶対に路線を維持して行

くのが無理ということは申し上げたい。 

【副会長】 

 名古屋市周辺の自治体でも安いコミュニティバスが運行しているが、そこでは民間バス

がどんどん撤退し、結果的には行政が大金を支出してコミュニティバスを運行している。

結局、税金を納めている市民の方がどっちを選ぶかと言うことになる。「公共交通に税金

をどんどん使ってくれ」という事であれば安い料金設定が出来るが、「他に税金を使って

くれ」となれば、適切な料金設定がある。結局は市民の考え次第になる。 

 この定期券、回数券の導入はいつ実施するのか。 

【事務局】 

 来年度の導入を考えている。 

【副会長】 

 アンケートは、いつ実施するのか。 

【事務局】 

 知多翔洋高校生を対象にしたアンケートは、夏休み明けの９月に実施を考えている。 

【副会長】 

 現状として、対象者がはっきりしていない事や値段も決まっていないが、アンケートを

取ってから値段を決める手続きで良いか。 

【事務局】 

 その様に考えている。 

【副会長】 
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 定期券や回数券の導入は、公共交通会議の同意が必要ですが、アンケートの結果を持っ

てもう一度会議に図る手続きで良いか。 

【事務局】 

 その様に考えている。 

【副会長】 

 そもそもアンケートの例えで金額があるがこれが大きいと思う。 

 委員の皆様、定期券や回数券を導入すること自体は賛成か。高校生や場合によっては高

校生以下が対象になるが異論はあるか。 

【各委員】 

（異論なし） 

【副会長】 

 異論がないということになると大体の金額を設定しなければならない。定期券は、２，

０００円と提案があり、回数券は、１５枚か２０枚で２，０００円の２種類の提案がある

がどうか。 

【事務局】 

 現状が１２枚で２，０００円の回数券を導入しているので、既存の回数券よりお得な感

じを出すと１５枚か２０枚となると考えて例で示した。 

【副会長】 

 その意味では、１５枚で２，０００円とアンケートで聞き、場合によっては、２０枚で

２，０００円も検討して行く考えで良いか。 

【事務局】 

 その様に考えている。 

【副会長】 

 委員の皆様、その方向でよろしいか。問題等はないか。 

【委員】 

 特になし。 

【副会長】 

 ただ、市役所まで来ないと購入できないのは問題がある。高校生は市役所まで来ない。

購入場所については、アンケート調査の結果で「利用する」と答えた方が多ければ、働き
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かける必要があると思う。 

【委員】 

 アンケート調査の中で対象が知多翔洋高校となっているが、この表現も変える必要があ

るのではないか。 

【副会長】 

 定期券、回数券の対象は、市内在住の高校生も含めているが、今回のアンケート調査の

対象は、知多翔洋高校だけということで良いか。 

【事務局】 

 その様に考えている。 

【副会長】 

 市内在住の高校生には、調査する手立てがない。 

【委員】 

 料金改定は、この会議の場では行えないのか。定期券や回数券の導入は市の歳入に係る

ので議会の承認事項ではないのか。 

【副会長】 

 議会については、バス運行に対する支出の承認になるので、ここで決めない限りは変わ

らない。その面で委員の皆様は、責任重大です。ただし、会議でやすくすると決まっても

議会でバス運行に対する支出が承認されなければ実際には変わらない。 

 それでは定期券は、１ヶ月 ２，０００円、回数券は、１５枚 ２，０００円で知多翔

洋高校を対象にアンケート調査をするが、実際の導入については、中学生を含めるのかど

うか公共交通機関の位置付けを考えて事務局で検討すること。 

料金改定については、会長からもお話があったが、ゆくゆくは検討すること。 

 

 （オ） その他 

【事務局】 

 特になし。 

 

イ 路線バスについて 

(ア) 実績について（資料６） 
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    資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 岡田線、佐布里線、日長団地線は、どの運行経路を辿っているのか。 

【事務局】 

 岡田線は、朝倉駅を終着として、古見駅、旧知多市民病院、中央図書館前を通り、中田

の交差点で岡田に入り、おかき屋前を通りセブンイレブンの辺りの東岡田が最終になる。 

 佐布里線は、朝倉駅を終着として、つつじが丘団地を通り、岡田クリニックから佐布里

方面へ下り、ヤマナカの前を通って梅が丘に向う。 

 日長団地線は、新舞子駅を終着とし、新舞子東町を通り、旭公園の信号から日長団地へ

向かい、団地を回って新舞子駅へ戻る。 

【副会長】 

 次回、せっかくなので路線図を紹介していただきたい。年度初めには、コミュニティ会

長が代わられるので毎回ご準備すること。 

【委員】 

 コミュニティバスの路線図と一緒だとより市内のバス路線が分かりやすいと思う。 

【副会長】 

 次回は、コミュニティバスと路線バスの両方を記載した路線図の準備を。 

【委員】 

 この路線は、民間の事業者が運行している路線で、収益によって市が税金で、ある程度

負担しているのか。補助金額はどれくらいなのか。 

【副会長】 

 資料６の１ページの下段に補助金の推移がある。この額が市が税金を投じている額にな

り、約３，０００万円弱になっている。 

【事務局】 

 岡田線、佐布里線、日長団地線の３路線は、市が補助金を交付して知多バスに運行して

いただいている。補助金は、２６年度２７，２９６，０００円交付したというのが下段の

推移になる。 

【副会長】 
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また、資料３の５ページの上段は、市が支出しているコミュニティバスの負担金額にな

る。 

 引き続き利用者が増えるよう、頑張ってもらいたいと思う。財政支出が減ることも大切

だが、地域の方々が移動出来て交流が深まることが何よりも大切だと思う。 

 

（イ）その他 

【事務局】 

 特になし。 

 

３ その他 

【事務局】 

 特になし。 

【委員】 

 説明で、コミュニティバスの利用率が尐ないことは分かった。市の財政状況もあるが、

１週間コミュニティバスを無料にして市民に乗ってもらい、知ってもらう事はどうか。 

【副会長】 

 利用促進の一環として市民に体験乗車をしてもらう仕組みを考える提案だと思うがどう

か。 

【事務局】 

 無料の日を設定することは、認可に係るのか。 

【副会長】 

 地域公共会議の合意が必要である。 

利用促進をどの様に図るか検討する中で、体験乗車が出来るかどうか利用促進の方策と

して皆様と考えようとのご意見だと思うので、次回以降ぜひ具体的に検討すること。 

【事務局】 

 貴重なご意見をいただいたので、促進策の１つとして検討する。 

【副会長】 

 市民の方々から利用促進策のご意見を多くいただきたいと思うので、この会議だけに限

らず、何か思い付けば、或いは地域に持ち帰って声があれば事務局に伝えていただけたら
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良いと思う。 

【委員】 

 先月、東部コースで欠便が出たことはあったのか。 

【事務局】 

 運行が非常に遅れたことあった。 

【委員】 

 経緯の説明を。 

【事務局】 

 あってはならないが、初めて東部コースを担当する運転手が、バスのダイヤカードの見

方を勘違いし、別の所へ回送で行ってしまった。その後、会社の連絡で気づき、戻るまで

に４０分程度の１便欠便になるくらい時間がかかってしまった。結果的には運行したが、

一部の利用者には、知多バスがタクシーを手配して対応した。 

【委員】 

 実際にバスを利用している人に迷惑を掛けたのか。 

【事務局】 

 はい。 

【副会長】 

 一応タクシーを出して対応したとのことだがどうなのか。 

【事務局】 

 市の方へ何人かお叱りの電話が有り対応出来た人と、怒って帰った人も見えた。 

【副会長】 

 尐し信じられないが、バス運行の誤りが大きな原因となれば事実は、公表されているの

か。 

【事務局】 

 事務局と知多バスの間で止まっている。利用者には説明した。原因が分かるのも後日に

なりすぐには分からなかった。 

【副会長】 

 原因が分かる事が後日になる体制自体に問題が有るのではないのか。 

【委員】 
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 乗務員が間違え時間通り走れなかったが、欠便とは違う。事故渋滞や通行止めなどの道

路状況によってバスが遅れることは当然あるが、それと同じ様に間違えた所に戻って遅れ

て運行することがルールとなっている。それがずっと遅れ遅れになってしまい、多くの利

用者に迷惑をかけた。今回の場合は、バス運行の誤りを考慮するためにタクシーを手配し、

バス停にいる利用者から連絡を受けた分かる範囲で対応した。事務局からの説明通り、時

間があまりにも掛かりすぎて「待っているが今回は何をやっているのだ」と言うお叱りの

電話も入っている。一般のバス路線は、１日数便ということもあり、３０分、１時間後に

走っていれば「しばらくお待ちください」と言えるが、コミュニティバスは、１便遅れて

しまうと次の便が全然ないのでそれでお叱りを受けた。 

公表については、どこかに発表するということは、当社としてない。 

【副会長】 

 その辺の体制等は、分かりかねるが、基本的には誤りがあれば事実を公表し、それに対

する謝罪をして、再発防止策が大切だと思う。公表はともあれ再発防止策について検討す

ること。今の説明で、事象が起きたのに担当がすぐ把握していなかった事に問題があると

感じたので、連絡体制を構築すること。 

【事務局】 

 知多バスを呼んで、報告は、受けている。 

【副会長】 

 報告を受けたのは後日なので、起きた時点で担当が把握する必要があると思う。 

ぜひ検討すること。 

 

  

 


