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平成２７年度第３回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成２８年２月２９日（月） １０時００分～１０時５０分 

 

○場  所  知多市役所協議会室 

 

○出席委員  ２０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 

・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 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：渡邉 久志） 

・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（代理：倉坪 健司） 

・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 
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○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】 

前回の会議では、昨年５月２日からの北部コースの新設、東部・南部コースの運行経路

や時刻の改正について、アンケート調査結果を踏まえ、検証していただき、課題について

意見をいただいた。 

また、１乗車１００円を基本とする料金改定の提案に対しても協議していただき、その

方向性についてはご理解をいただいた。 

今回は、その料金改定について、具体的な内容や手続き、図案などを示しており、最終

的には、料金改定について承認をいただきたいと考えている。 

市としては、１乗車１００円の方向性を打ち出したことは、近隣市町の状況を踏まえた

うえで、より多くの方に利用してもらうことを最優先に考えてのことである。委員の方に

は、それぞれの立場から率直な意見を出していただき、より良い方向性を出してもらうこ

とをお願いしたい。 

 

２ 協議事項 

(1) コミュニティ交通について 

ア 第２回の会議での意見について（資料１） 

    資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【副会長】 

資料１の２ページ、「コミュニティ交通“あいあいバス”の利用について」コース別に

検証してもらったが、北部コースは、新しいコースだが、アンケート回答者の半数近くが
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「改正前から利用している」と回答したとのことで、東部、南部コースのどちらからか転

換したことになり、その分、東部、南部コースの利用が減っていると考えられる。また、

３ページの「利用頻度は」の設問では、南部コースは「増えた」と答えた方が多かったと

説明があったが、その割には全体として利用者が減っており、特に南部では落ち込みが大

きいが、理由はこのアンケートでは捉えられていない。これを捉えるには市民を対象とし

たアンケートが必要になる。 

 

イ 料金改定について（資料２） 

   資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 回数券の引き換えについて、２００円回数券の販売を事前に中止し、事前販売した１０

０円の回数券で代行すれば、切り替えが円滑に進むのではないか。 

【事務局】 

 ２００円回数券の販売中止については、１０月１日で区切ろうとしか考えていなかった。

「事前に販売を中止すれば円滑に引き換えが進むのではないか」という意見をいただいた

ので、事業者と相談したい。 

【委員】 

 料金改定前は、２００円回数券の方が利用者にとって使いやすいが、運転手の対応軽減

に配慮していただきたい。 

【副会長】 

 ２００円回数券をどこかで販売中止し、１００円回数券で代行するという意見があった

が、中高生回数券と引き換えする場合、１枚多く手に入るという問題がある。今後、調整

し、対応について決めていただきたい。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 回数券の図案について、「一般回数券」と記載がある箇所も回数券として使用できると

ごみが出ず、良いと思うがどうか。 

【事務局】 
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 そのような回数券の図案となるようにしたい。 

【副会長】 

 乗り物の乗車券などは、全て使い切るタイプもあり、回数券の最後が残るのであれば何

枚か溜まると何かに交換できるものや、捨てられないような工夫があれば良いと思うので、

検討していただきたい。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 確認したい点が３つある。 

１つ目、資料２の３ 回数券の概要について「販売場所は、車内とする。」とあるが、

購入する際は、生徒手帳の提示は求めるのか。 

 ２つ目、(2) 中高生回数券の「前日の授業後、出張販売を検討する。」とあるが、前日

は、９月３０日を指すのか。 

 ３つ目、(2) 中高生回数券の「使用時に生徒手帳の提示を求める場合がある。」とある

が、「場合」という内容は、運転手の感覚に任せるということになり現場が混乱する恐れ

があるため、無くしていたければありがたい。購入時に生徒手帳を提示してもらうのであ

れば、降車時に提示を求めなくても良いと思う。 

【副会長】 

 ３つのことについて意見いただいたが、事務局はどう考えているか。 

【事務局】 

 意見いただいたので、販売時に生徒手帳の提示をしてもらい、降車時は、提示を求めな

いように修正したい。また、知多翔洋高校への事前販売については、高校側の希望や知多

バスと調整しながら、決めたい。 

【副会長】 

 １０月１日の前日で、１回限りということで、ちなみに何日か。 

【事務局】 

 必ずしも１日前ではなく、前日などにと考えているが、高校側や事業者と日程を調整し

たい。 

【副会長】 

 ただ今、修正があったが、販売時に生徒手帳を提示してもらい、降車時は、生徒手帳の
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提示を求めないということ。しかし、いかにも高校生でない人が利用する場合も当然考え

られるが、しばらく様子を見るということ。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 提案された料金改定については、今日、完全に協議を整えるわけではなく、もう一度、

会議を開催し、最終の提案があるという方向性か。 

【事務局】 

 料金改定については、前回の会議で方向性を認めていただいたので、１０月１日導入の

条件付きであるが、今日、承認をいただければと考えている。 

【委員】 

 ５月、６月などにもう一度、最終案として開催をするわけではなく、今回の会議を持っ

て協議が整ったことにするということか。 

【事務局】 

 先ほど回数券の概要について、意見があったので、事務局で調整し、新しい回数券の図

案については、新年度の委員に示したい。周知期間、準備等もあり、今回の会議で決定を

させていただければと考えている。 

【副会長】 

 前回も提案していただき、今回２回目になる。もちろん大幅に直さなければいけないと

ころがあれば、合意は得られないが、特に問題がなければ、今日、協議を整えたい。その

ため、気になるところがあれば積極的に発言していただきたい。 

 販売方法などは地域公共交通会議で合意しなくても良いと思っているがどうか。 

【委員】 

 そこまでは、必要ない。 

【副会長】 

 販売方法などは、販売時に生徒手帳を提示してもらい、降車時は、生徒手帳の提示を求

めないことと修正した上で承認していただくことになる。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 事務局から運転免許自主返納者に無料あいパスを発行するという説明があったが、参考
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までに自主返納者の状況を説明すると、市内で平成２５年に７４人、２６年に１０１人、

２７年に１６７人となっている。返納者は、運転に自信がなくなった人や認知症の人など

が大半だが、中には、高校生が原動機付き自転車の免許証を返納したケースもある。 

交通事故については、昨年、愛知県内で２１３人が亡くなってしまったが、そのうちの

５７％が６５歳以上の高齢者になる。市内では、昨年２人の高齢者が亡くなっている状況

もあり、高齢者の交通事故対策として、高齢者の運転免許自主返納支援を自治体と共に考

えている。 

また、運転経歴証明書を提示するとタクシーや銭湯などの利用時に割引されると言った

特典や顔写真付きで身分証明書に替わる証明証として利用もでき、返納時に運転経歴証明

書を申請しなくても５年以内であれば、取消通知書か穴の空いた運転免許証を持参すれば

申請が出来るので参考にしていただきたい。 

 また、１つ確認として、無料あいパスに顔写真を付けるが、写真は、申請者が持参する

のか。それとも市役所で撮影するのか。 

【事務局】 

 市役所で申請していただいた時に写真を撮る。 

【副会長】 

 利用者に負担をかけずに済むということ。 

先ほどの自主返納者の人数について報告もあったが、思いのほか増えているという印象

を受けた。返納される際に無料あいパスの案内が出来ると普及に繋がると思うが、何か考

えているか。 

【委員】 

 知多警察署としても今後、宣伝などを行っていきたい。 

【副会長】 

 「顔写真も撮ります」といった内容を入れてチラシを作成すると良いかと思う。 

 また、今回の料金改定によって、同じバス停から利用するバスによって値段が異なり、

利用者にとっては混乱を招くことが考えられるが、バス停に「あいあいバスは１００円」、

「知多バスは２００円」といった分かりやすい表示をするとのこと。車内アナウンスで補

足もしてもらうと良いかも知れない。 

その他、意見等は。 
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【委員】 

 無料あいパスについては、有効期限が１年で、過去に自主返納した人も無料あいパスの

申請ができるという考えで良いか。 

【事務局】 

 運転経歴証明書などを提示して、過去に自主返納したことが証明できれば発行したい。

【副会長】 

 このことも宣伝していただければより効果的かと思う。 

その他、意見等は。 

【委員】 

 料金改定のことではないが、コース別で便別の利用状況の統計はしているのか。 

【事務局】 

 今年度、行った乗降調査の統計はある。 

【委員】 

１０月１日に導入するバスについて、市民の税金の使い方という視点で見ると、一般ア

ンケートの中で「バスが空気を運んでいる」という意見もあったと思うが、統計に基づい

て３５人定員のバスにしたのか。 

【事務局】 

 今年度の６月に乗降調査を行ったが、東部、南部コースは、乗降者数が２０人以上乗車

している便もあるので、妥当と考えている。 

【副会長】 

 どうしても乗っていないところばかり目に付くが、コミュニティバスは、地域の方の足

として高齢者の利用が多く、場合によっては、立って乗らざるおえない状況もある。２０

人の利用があった場合、ポンチョの座席は、１１席しかなく、９人は立たなければならな

い。東部コースは、特に狭いところを運行しているので、車両が大きすぎることはないと

思う。 

それでは、提案のあった内容で概ね承認をいただいていると思っているが、いくつか細

かな問題はあった。 

１つ目、２００円回数券の販売中止時期をいつにするかは、事務局と事業者で調整する

ことになる。 
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２つ目、回数券のデザインも全て使い切れるようにしてどうかという提案もあったので、

検討していただきたい。 

３つ目、中高生回数券については、販売時に生徒手帳の提示を求め、降車時は、提示を

求めないことで修正していただいた。また、中高生回数券の事前販売について「前日」と

ありましたが「前日など」と修正になる。 

これらの修正を前提に料金改定について、承認していただける方は、挙手をしていただ

きたい。（全員挙手） 

全員から承認をいただき、協議が整ったということで進めたい。 

 

ウ その他について 

〈タクシー事業者から報告〉 

【委員】 

 １月２１日からタクシー料金の改正を行い、初乗り料金を１００円値下げして６００円

にした関係で福祉タクシーチケット等の面では、財源が多尐軽減となった。 

また、運転免許証自主返納者支援の一環として、運転経歴証明証を提示していただくと

１割引になるといった改正も行った。 

また、他の自治体でも提案しているが、運転免許自主返納者に対して１００円でも構わ

ないのでタクシー券を作っていただけないかとお願いをしている。次年度以降で検討して

いただければと思う。 

【副会長】 

 他の自治体ではあるが、タクシーの利用を調べると行きは、コミュニティバスなどの公

共交通機関を利用し、帰りはタクシーを利用するケースが結構あり、お互いが相乗効果に

なっている。また、タクシーチケットのようなものを配布してはどうかという提案もあっ

たので、次年度以降で検討していただきたい。 

【委員】 

 来年度、東浦町で採用されるので、ぜひ参考にしていただけたらと思う。 

【副会長】 

その他、意見等は。 

【委員】 
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 先ほど、議決した内容は、議会に付議するのか。 

【事務局】 

 本日、承認していただいた内容は、２８年度予算に関連するため、３月議会に予算を審

議してもらい、承認していただくという流れになる。 

【副会長】 

 料金１００円を導入に当たり収入が減るため、その分市の税収を当てることになる。 

公共交通会議では、予算の審議はできないため議会で審議することになる。 

料金改定については、協議が整ったので、その旨を運輸局に届出し、料金１００円が認

められることになる。しかし、他の自治体によっては、バスの料金を条例で定めていると

ころがあり、そのような自治体では、条例改正という形で議会に諮ることになる。 

  

３ その他について 

   事務局から連絡事項あり。 

 

【副会長】 

公共交通の料金が安くなることは、大変望ましいと思っている。また、より多くの方に

使っていただくことを目的とした改正であり、先ほど事務局から「料金改定に関わらず利

用促進を行っていく」と回答もあったが、一層利用促進をやっていただき、委員の方々の

意見により料金１００円が実現できたので、地域の方々にも利用促進の協力をお願いした

い。 

  

 


