
※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 利用者アンケート調査について･･････････････････１ 

１ アンケート調査の目的 

２ アンケート調査の実施対象 

３ アンケート調査の概要 

４ アンケート調査の回収状況 

◎ 利用者アンケート 

アンケート様式･･････････････････････････････２ 

アンケート調査結果･･････････････････････････３ 

 

◎ 一般アンケート 

アンケート様式･･････････････････････････････４ 

アンケート調査結果･･････････････････････････５ 

 
 
 

資料  ２ 

平成２７年１２月 
知多市 



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６

 

１ アンケート調査の目的 

知多市コミュニティ交通「あいあいバス」について、利用者等の意見を把握し、今後

のあり方や、利便性の向上を図ることを目的とします。特に、今回のアンケートは、平

成２７年５月２日から北部コースの新設及び既存の東部・南部コースの一部改正に伴い、

その検証を目的に実施しました。 

 

２ アンケート調査の実施対象 

  本アンケートは、コミュニティ交通の運行について広く意見を聴取するため、コミュ

ニティ交通利用者と沿線住民を対象に実施しました。 

 

３ アンケート調査の概要 

  アンケートは、平成２７年１０月１５日から平成２７年１１月３０日まで実施 

アンケート区分 実 施 方 法 

利用者アンケート バス停及びバス車内での職員による聞き取り 

バス車内にアンケート用紙と回収箱を設置し利用者が記入 

一般アンケート コミュニティ交通の主な沿線住民（八幡・東部・岡田・旭

東・南粕谷コミュニティ）のコミュニティへ依頼 

 

４ アンケート調査の回収状況 

  利用者アンケート        一般アンケート 

  北部コース  ９２件      八幡コミュニティ   ３０件 

  東部コース １３５件      東部コミュニティ  １２５件 

  南部コース １６１件      岡田コミュニティ   ３７件 

  合   計 ３８８件      旭東コミュニティ   ４１件 

                  南粕谷コミュニティ  ４５件 

                   合     計  ２７８件 

１ 



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６
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果



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



１　性別

2　年齢は

男
25%

女
73%

無回答

2%

１０歳代
8% ２０歳代

3%
３０歳代

4%

４０歳代
5%

５０歳代
12%

６０歳代
18%

７０～７４歳代
18%

７５歳以上
31%

無回答
1%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

４

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。
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３ お住まいは

４　主な利用目的は

74

47

85

12

22

12

17

37

20

38

20

4

八幡

つつじが丘

東部

佐布里

新知

岡田

旭北

旭東

旭南

南粕谷

市外

無回答

公共施設の利

用のため
11%

買物
27%

通院
38%

通勤・通学
12%

その他
11%

無回答
1%

※公共施設の利用のため内訳

【北部コース】

市役所 ７人

※その他の内訳

親族訪問等 ５人

運動のため ４人

習い事 ３人

体験乗車 ３人

産業まつり ２人

帰省 ２人

他 多数

【南部コース】

市役所 ６人

勤労文化会館 ２人

中央図書館 ２人

老人福祉センター１人

ふれあいプラザ １人

やまもも第１ １人

他 ４人

【東部コース】

やまもも第１ ６人

市役所 ５人

保健センター ２人

東部福祉会館 ２人

ふれあいプラザ１人

中央図書館 １人

他 ３人

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

４

５

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



５　運賃の主な支払方法は

６　どのコースを利用していますか

北部コース
23%

東部コース
35%

南部コース
42%

現金
48%

回数券
28%

定期券（７５あいパ

ス）
6% 無料

16%

無回答
3%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

５

６

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



７　主に利用するバス停はどこですか
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朝倉駅前
市役所

歴史民俗博物館前
寺本駅東

長曽橋
清水が丘２丁目

つつじが丘団地北
つつじが丘団地南
イトーヨーカドー前

坊ノ下
看護専門学校前
新知東町２丁目

中部中学校東
梅が丘１号公園

梅が丘
佐布里保育園

佐布里
梅の館

東部福祉会館北
東部交番

西巽が丘北
西巽が丘南

南巽が丘３丁目
南巽が丘集会所

巽ケ丘駅西
北巽が丘集会所

東部公民館
東大平地

亥新田公会堂
八幡台中央

つつじが丘１丁目
つつじが丘団地

つつじが丘４丁目
中央図書館前

中田南
岡田美里町

旭桃台東
旭桃台西

日長台団地南
旭公園前

大興寺
落田
原兵

南粕谷団地東
南粕谷２丁目
南粕谷３丁目

南粕谷本町
新海東

老人福祉センター南
旭南５丁目

新舞子大口
新舞子駅前

中島交差点南
茶原下

知多翔洋高校前
寺本台３丁目
寺本台２丁目

西知多総合病院

復 路
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朝倉駅前
市役所

歴史民俗博物館前
寺本駅東

長曽橋
清水が丘２丁目

つつじが丘団地北
つつじが丘団地南
イトーヨーカドー前

坊ノ下
看護専門学校前
新知東町２丁目

中部中学校東
梅が丘１号公園

梅が丘
佐布里保育園

佐布里
梅の館

東部福祉会館北
東部交番

西巽が丘北
西巽が丘南

南巽が丘３丁目
南巽が丘集会所

巽ケ丘駅西
北巽が丘集会所

東部公民館
東大平地

亥新田公会堂
八幡台中央

つつじが丘１丁目
つつじが丘団地

つつじが丘４丁目
中央図書館前

中田南
岡田美里町

旭桃台東
旭桃台西

日長台団地南
旭公園前

大興寺
落田
原兵

南粕谷団地東
南粕谷２丁目
南粕谷３丁目

南粕谷本町
新海東

老人福祉センター南
旭南５丁目

新舞子大口
新舞子駅前

中島交差点南
茶原下

知多翔洋高校前
寺本台３丁目
寺本台２丁目

西知多総合病院

往 路

※片側のみ記入も含む

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

（人）（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

６

７

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



８　何回くらい利用しますか

(9)-a)  コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について
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週５回以上
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初めて利用

無回答
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70%
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始めた

22%

無回答
8%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

７

８

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）
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36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）
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週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた
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6

57

8

増えた

変わらない

減った
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２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



(9)-ｂ) 改正前より利用頻度は

(9)-ｃ) 改正後の主な利用先について

変わっていない
76%

変わった
14%

無回答
10%

増えた
25%

変わらない
64%

減った

4%

無回答
7%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

８

９

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②図書館に行くのに不便（寺本駅東バス停利用の方で）

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。
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(9)-ｃ) の詳細
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

朝倉駅前

市役所

保健センター入り口

新知西町集会所

新知小学校東

イトーヨーカドー前

坊ノ下

市民病院

新知東町２丁目

中部中学校東

梅が丘１号公園

梅が丘

佐布里保育園

佐布里

梅の館

東部福祉会館北

東部交番

西巽が丘北

西巽が丘南

南巽が丘３丁目

南巽が丘集会所

巽ケ丘駅西

北巽が丘集会所

東部公民館

東大平地

亥新田公会堂

八幡台中央

緑広場

寺本駅東

長曽橋

清水が丘２丁目

つつじが丘団地北

つつじが丘団地南

中央図書館前

中田南

岡田美里町

旭桃台東

旭桃台西

日長台団地南

旭公園前

大興寺

落田

原兵

南粕谷団地東

南粕谷２丁目

南粕谷３丁目

南粕谷本町

新海東

老人福祉セン…

旭南５丁目

新舞子大口

新舞子駅前

改正前
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1
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2
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0
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22

朝倉駅前
市役所

歴史民俗博物館前
寺本駅東

長曽橋
清水が丘２丁目

つつじが丘団地北
つつじが丘団地南
イトーヨーカドー前

坊ノ下
看護専門学校前
新知東町２丁目

中部中学校東
梅が丘１号公園

梅が丘
佐布里保育園

佐布里
梅の館

東部福祉会館北
東部交番

西巽が丘北
西巽が丘南

南巽が丘３丁目
南巽が丘集会所

巽ケ丘駅西
北巽が丘集会所

東部公民館
東大平地

亥新田公会堂
八幡台中央

つつじが丘１丁目
つつじが丘団地

つつじが丘４丁目
中央図書館前

中田南
岡田美里町

旭桃台東
旭桃台西

日長台団地南
旭公園前

大興寺
落田
原兵

南粕谷団地東
南粕谷２丁目
南粕谷３丁目

南粕谷本町
新海東

老人福祉センター南
旭南５丁目

新舞子大口
新舞子駅前

中島交差点南
茶原下

知多翔洋高校前
寺本台３丁目
寺本台２丁目

西知多総合病院

改正後

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

（人）

（人）

※片側のみ記入も含む

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

９

１０

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



(9)-ｄ) 全体的なサービスについて

(9)-e) 電車との乗り継ぎについて

良くなった

22%

変わらない
66%

悪くなった
5%

無回答
7%

良くなった
18%

変わらない
63%

悪くなった
6%

無回答
13%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

１０

１１

「悪くなった」と回答した方のコメント

①バスが時間通りに来ない

「悪くなった」と回答した方のコメント

①電車と時刻が合わない

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



(9)-ｆ) ダイヤ（運行時刻）について

(9)-ｇ) 運行経路について

良くなった
16%

変わらない
65%

悪くなった
11%

無回答

8%

良くなった
25%

変わらない
56%

悪くなった

11%

無回答

8%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

１１

１２

「良くなった」と回答した方のコメント

①北部・東部コースが走り便利になった（東部地区の方で）

②東部コースの最終便が遅くなった。

朝倉駅前発１７：１９ ⇒ １７：３８

「悪くなった」と回答した方のコメント

①東部コースから北部コースの乗り継ぎが不便

②東部コースから南部コースの乗り継ぎが不便

③発着時間が悪い

④イトーヨーカドーで買物が出来る時間が短い

「良くなった」と回答した方のコメント

①北部コースが新設され便利になった。

②朝倉駅が近くなった（南部コース利用の方）

③つつじが丘の団地を通り便利になった（南部コース利用の方）

「悪くなった」と回答した方のコメント

①保健センター入り口のバス停を利用していた

②寺本駅東を経由しない（南部コース利用の方）

③バス停が遠くなった

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



(9)-ｈ) 全戸配布された紙の時刻表について

(9)-i) バス停に掲示されている時刻表について

見やすい
24%

普通
53%

見にくい

4%

知らなかった
14%

無回答

5%

良くなった
31%

変わらない
61%

悪くなった
1%

無回答
7%

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

１２

１３

「見にくい」と回答した方のコメント

①文字が小さい

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



○主な意見
【便数について】
・便数を多くして欲しい

・本数は少ないが、ありがたい（北部コース）
・新舞子駅行きの本数を増やしてほしい
・帰りがタクシーを利用しなくてはいけないので、バスの本数を増やしてほしい

・翔洋高校から寺本駅行きの夕方の時間を増やして欲しい（高校生）

・病院が移転してから直通で行けなくなった（東部コース利用の方）

・朝１便でも西知多総合病院行きを運行して欲しい
・保健センターにバス停がほしい
・清水が丘整形に行けなくなった（南部コース利用の方）

・東海市と同じ１００円にして欲しい
・バスの回数券を駅で買いたい

【乗り継ぎについて】
・各コースの乗継をよくして欲しい

・３時台の南部コースから東部コースへの乗り継ぎを良くしてほしい
・病院からの帰りの乗り継ぎが悪い
・乗り継ぎ券についての案内がない

【運転手について】

・運行経路が変わり、活動範囲が増えた
・全てのバスを梅子のバスにして欲しい
・あいあいバスをなくさないように

・バスの本数を増やしてほしい

・北部コースが北巽が丘を通れば更に便利

・直接病院へ乗入れて欲しい

・乗り継ぎが悪い
・朝倉駅前での各コースの乗継を便利にして欲しい

・運転手の中には接客態度が悪い人がいる
・運転手の愛想が悪い

・１時間に１本運行して欲しい

・８時１０分、寺本駅東発にして欲しい(高校生)
【時間について】

・８時前に朝倉駅到着できる便、午後６時台に朝倉駅から乗れる便があればもっと利用したい
・ダイヤも丁度良い。電車では通らない経路で有難い（北部コース利用の方）

【コースについて】

・朝倉駅方面の最終便が早すぎる（東部コース）

・東部交番から直接病院に行くコースがあれば良い

【運賃について】
・料金が高い

【その他】
・病院が遠くなり不便になった

※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

１３

１４

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院
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8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250
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14

1
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2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。
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※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院
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8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250
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14

1
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2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた
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6

57

8

増えた

変わらない

減った
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２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院
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8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250
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1
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14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250
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14

1
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2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６



※市外の内訳
東海市 7人 東浦町 1人 四日市市 1人
常滑市 1人 名古屋市 4人 東京都 1人
半田市 1人 小牧市 1人
阿久比町 2人 尾張旭市 1人

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　７１人 　年に１回　　７人

　月に２回　２５人 　年に２回　　１人

　月に３回　１７人 　年に３回　　１人

※通勤・通学と回答した方の年齢（１０・２０歳代のみ）

【北部コース】 【東部コース】 【南部コース】

１０歳代　１１人 １０歳代　　１人 １０歳代　　８人

２０歳代　　０人 ２０歳代　　３人 ２０歳代　　２人

５　どのコースを利用していますか

６ あいあいバスの利用頻度は
　（設問５で利用しているコースを答えた方）

13

22

36

207

北部コース

東部コース

南部コース

全く利用しない

（人）

１９

0

1

2

1

7

21

39

週５回以上

週４回

週３回

週２回

週１回

月に数回

年に数回

（人）

【月に数回の内訳】 【年に数回の内訳】

　月に１回　１０人 　年に１回　１０人 　年に５回　　　１人

　月に２回　１０人 　年に２回　１８人 　年に６回　　　１人

　月に３回　　１人 　年に３回　　４人 　年に８回　　　１人

　年に４回　　４人

７ ”あいあいバスの利用について”
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

８　改正前より利用頻度は
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

60

11

改正前から利用し続けている

改正を機に利用を始めた

0 10 20 30 40 50 60 70

6

57

8

増えた

変わらない

減った

0 10 20 30 40 50 60

２０

「減った」と回答した方のコメント

①病院が移転したため

②乗りたい便がない

（人）

（人）

９　 改正後の主な利用先について
　　（設問５で利用しているコースを答えた方）

　設問９で「変わった」と答えた人の詳細

⇒
⇒ 　　イトーヨーカドー前
⇒　　寺本駅東

　　朝倉駅前

　　朝倉駅前

【改正後】【改正前】
　　市民病院
　　市民病院

61

8

2

変わっていない

変わった

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

２１

（人）

１０　本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について
　　　（設問５で「全く利用していない」と答えた方）

１１　利用しない理由は
　　　（設問１０で「改正前から利用していない」と答えた方）

205

2

改正前から利用していない

改正前は利用していた

0 50 100 150 200 250

168

14

1

6

2

14

他の交通手段がある

行きたいところがコース内にない

通勤・通学に不便

本数が少ないから

料金が高いから

その他

（人）

２２

（人）

１２　利用を止めた理由は
　　　（設問１０で」改正前は利用している」と答えた方）

　設問１２で「その他」と答えた人の詳細
　・利用する理由が無くなったから

○主な意見
【便数について】
・便数を増やして欲しい
・朝８時ごろに朝倉から新舞子に行く便が欲しい
・遅くまで運行して欲しい
・高齢になり本数が増えれば利用したい

【時間について】
・病院へ８時１５分に行こうとしても便数が無く、自家用車を使うしかない（南粕谷）

【コースについて】
・車に乗れないのでバスを利用して病院に行きたいがあいあいバスでは行けない（岡田）

【運賃について】
・東海市と料金の差をなくした方が良い
・１００円にして欲しい

【その他】
・まだ必要でないが将来的には利用したい
・運転が出来なくなったら利用したい
・高齢になれば必要になると思う
・今まで１回しか乗ったことがない
・子ども達だけでお祭りや海浜プール等を行く時に利用している

0

0

0

2

電車との乗り継ぎが悪くなったから

ダイヤが合わなくなったから

運行経路が悪くなったから

その他

（人）

２３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　     　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　 ８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　 　　２．つつじが丘　　 ３．東部　　　４．佐布里　　　　５．新知　　　　６．岡田

　　　７．旭北　　　 ８．旭東　　　　　　 ９．旭南　　１０．南粕谷　　　１１．市外(        　 )

（４）　主な利用目的は

　　　１．公共施設（　　　　　　　　　　　）利用のため　  ２．買物　   　　３．通院　

　　　４．通勤・通学　    ５．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（５）　運賃の主な支払方法は

　　　１．現金　　  ２．回数券　　  ３．定期券（７５あいパス）　　  ４．無料

（６）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース

（７）　主に利用するバス停はどこですか

　　　往（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　復（　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）　何回くらい利用しますか

　　　１．週５回以上　　２．週４回　　　３．週３回　　　４．週２回　　　５．週１回

　　　６．月に（　　　回）

　
　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しておりますが、時刻表やルートな
どについてのご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。
　
　　　　　　　　〖お 問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

裏面あり

　該当する項目１つに○をつけてください。

利用者用

２

（９）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路、

　　　 時刻表などを改正しました

　　　 改正した点についてお聞きまします（回答できるところのみで結構です）

     a)　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

　　  　　１．改正前から利用し続けている　　　　　２．改正を機に利用を始めた　

　　 b)　改正前より利用頻度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※例（改正前：市民病院） ⇒ （改正後：イトーヨーカドー前）

　　 d)　全体的なサービスについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 e)　電車との乗り継ぎについて

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　 　　）　

　　 f)　ダイヤ（運行時刻）について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 g)　運行経路について

　　　　　１．良くなった（　　　　　　 　　）　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　 　　　）　

　　 h)　全戸配布された紙の時刻表について

　　　　　１．見やすい　　 ２．普通　　　　　３．見にくい（　　　　　　  　　）　　　　４．知らなかった

　　 i)　バス停に掲示されている時刻表について

　　　　　１．良くなった　　２．変わらない　　３．悪くなった（　　　　　　　　）　

 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

         　１．増えた　　 　２．変わらない　　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）⇒（改正後：　　　　　　　）

　　※　あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

　　 c)　改正後の主な利用先について

＜自由欄＞

３

（１）　性別は

　　　１．男　　　　　　　　　２．女

（２）　年齢は

　　　１．１０歳代　　　２．２０歳代　　　３．３０歳代　　　　　４．４０歳代　　　　

　　　５．５０歳代　　　６．６０歳代　　　７．７０～７４歳　　　８．７５歳以上

（３）　お住まいは

　　　１．八幡　　２．つつじが丘　　３．東部　　　４．佐布里　　　５．新知　　　６．岡田

　　　７．旭北　　８．旭東　　　　　　９．旭南　　１０．南粕谷　　１１．市外(       　　  )

（４）　本年５月２日より北部コースの新設、既存の東部・南部コースの運行経路

　　　 時刻表などを改正しました。この改正については

　　　１．改正内容を知っていた　　　　　　　　　２．改正があったことは知っていた

　　　３．改正があったことを知らなかった

（５）　どのコースを利用していますか

　　　１．北部コース　　  ２．東部コース　　  ３．南部コース   　

　　　４．全く利用しない

（６）　あいあいバスの利用頻度は

　　　１．週５回以上　　　２．週４回　　　　３．週３回　　　　４．週２回　　　　５．週１回

　　　６．月に（　　回）　　７．年に（　　回）

　　　１．改正前から利用し続けている　　　　　 ２．改正を機に利用を始めた　

　皆様には、日ごろから市政にご協力をいただきありがとうございます。
　５月２日より、北部コースの新設、既存東部・南部コースを一部見直し運行を開始しております。
　そこで、皆様方のご意見、ご感想をお聞きし、今後の市内の公共交通のあり方を考えてまいりたいと思います。
　つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。
　なお、このアンケートは、無記名でご回答をいただくもので、皆様にご迷惑をおかけすることはありません。

　　　　　　　　〖お問合せ先：知多市役所　市民生活部　市民協働課　電話0562-33-3151　内線308〗

　該当する項目１つに○をつけてください。

（７）　コミュニティ交通”あいあいバス”の利用について

裏面あり

　　　裏面（１０）の問いへ

一般用

１５

　　　１．増えた　　　　　 ２．変わらない　　  　３．減った（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（９）　改正後の主な利用先について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※例（改正前：市民病院） → （改正後：イトーヨーカドー前）

　　　　　１．改正前から利用していない　　 （１１）の問いへ

　　　　　２．改正前は利用していた （１２）の問いへ

(11)  利用しない理由は

　　　　　１．他の交通手段がある　  ２．行きたいところがコース内にない　

        　 ３．通勤・通学に不便　      ４．本数が少ないから　    ５．料金が高いから

　　　　　６．その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(12)  利用を止めた理由は

　　　　　１．電車との乗り継ぎが悪くなったから　　　２．ダイヤが合わなくなったから

 　　      ３．運行経路が悪くなったから

　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※あいあいバス全般に関するご意見、ご感想がありましたら、ご記入ください。

  　　 ※（５）で４．全く利用しないと答えた方のみ

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。

                ご意見、ご感想があればアンケート自由欄へ

　　<自由欄>

(10)  本年５月２日に行われた改正前のバスの利用について

（８）　改正前より利用頻度は

　 　   　１．変わっていない　　　　２．変わった（改正前：　　　　　　　）→（改正後：　　　　　　　）

　　　　　※  質問（９）まで答えた方は、以上でアンケート調査は終了です。

１６
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