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平成２８年度第２回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成２９年２月１６日（木） １０時００分～１１時３０分 

 

○場  所  知多市役所 ３階協議会室 

 

○出席委員  １７名 

・知多副市長 渡辺 正敏 

・八幡コミュニティ会長 寺島 康夫 

・東部コミュニティ会長 藤井 主計重 

・南粕谷コミュニティ会長 檜垣 茂 

・旭東コミュニティ会長 稲垣 誠 

・知多市社会福祉協議会長 大島 大東 

・知多市観光協会長 酒井 清 

・知多市商工会 青年部長 中野 征樹 

・名城大学理工学部建設システム工学科 教授 松本 幸正 

・知多乗合(株) 取締役社長 勝田 厚秀（代理：橋本 大輔） 

・愛知県タクシー協会 知多支部長 藤田 重記 

・愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事 守山 睦 

・中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 古橋 靖弘（代理：渡邉 久志） 

・愛知県振興部交通対策課主幹 桑原 良隆（代理：塚崎 有里） 

・愛知県知多建設事務所 維持管理課長 井上 荘之助（代理：富田 弘敏） 

・愛知県知多警察署 交通課長 藤谷 和憲 

・知多市 都市整備部長 立川 泰造 

 

○欠席委員   ３名 

・岡田コミュニティ会長 加藤 章 

・安全タクシー(株) 代表取締役 鈴木 康史 

・(公社)愛知県バス協会 専務理事 古田  寛 
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○事務局    ４名 

・市民生活部長 竹内 愼二 

・市民協働課長 二木 輝夫 

・市民協働課 課長補佐 杉江 大典 

・市民協働課 稲葉 耕作 

 

会議の経過及び発言の要旨 

１ あいさつ 

【会長】 

昨年度は、１乗車１００円の料金改定と東部・南部コースの車両を小型の低床バスに更

新させていただいた。９月２９日には、そのお披露目式を行い、委員の皆様にも多数ご参

加いただき、厚く御礼を申し上げる。新しいバスの鮮やかなラッピングは、市民の方にも

大変好評をいただいており、１０月からの乗降客数も順調に伸びてきている。 

本日は料金改定後の乗降客の状況、結果などを示しさせていただいているので、更に利

便性を高めることも含めて、ご意見をいただきたい。 

今後も市内バス路線が、多くの方に利用してもらえる公共交通となるよう、協議をお願

いする。 

 

２ 協議事項 

(1) 市内バス路線について  

ア コミュニティ交通について 

(ア) 実績について（資料１） 

     資料に基づき事務局説明。 

 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 寺本駅から佐布里方面への路線をよく利用するが、その際、農協の前で結構な人が乗り

降りしていたので、これも安くなったおかげかなと思っている。 

【委員】 
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 高齢者の方に聞くと「安くなって近場でも利用しやすくなった」ということで、大変良

いと言っていた。 

【委員】 

 直接ではないが、何人か「免許を返納しよう」と考えている人がいると聞いている。 

【委員】 

財政の観点から見ると毎月１５万円から２０万円弱の減収が多少痛いかもしれないが、

それによって利用者が非常に多くなることは大変良い傾向ではないかと思う。宣伝費を２

０万円弱掛けているという解釈をしていただけると非常にありがたい。 

タクシーについてもこの地域で初乗り運賃を７００円から６００円に値下げした。最近

は、東京でも４１０円、名古屋でも４００円という流れがあり、値段を安くすることで、

距離が短くても利用する「チョイ乗り」が増えることは、公共交通を考える上で、大変良

い傾向だと思う。これを契機に利用が増え、収入も付くようになれば良いと思っている。 

【副会長】 

 コミュニティバスの意義はいろいろあるが、まずは「利用してもらう」ということであ

る。値下げすることによって収入は減るかもしれないが、やはり利用してもらわないとい

けない。利用していただくというのは、例えば、こういう安い交通手段を提供することに

よって、家でこもりがちになっている高齢者が外に出ていくということ。それが、健康に

繋がり、日々の生活の充実にも繋がるかもしれないということだと思う。 

また、今回の利用者数を計算すると、１０月が１．２倍弱、１１月が１．３倍、１２月

はもっと増えており、どんどん増加していく結果となった。これはすごく良い傾向であ

り、こんな形でもっと周知が進んで、利用が増えていく。そして「短い距離でも、利用で

きる」というのが、もっと皆さんに浸透していくと良いのではないかと思う。 

「料金を半額にしたら、収入も半額になる」ということは、単純に利用が増えていない

ということを示すが、今回、運賃を半額にした結果、収入は７割になり、これはまさに利

用増の効果である。 

今後、さらに分析が必要なことだと思っているが、「今まで利用していた方が出掛ける

回数が増えた」というパターンと「今まで利用していなかったけれど、新たに利用しよ

う」というパターンがある。特に、後者における利用の増加というのが望ましいところだ

が、そういったところをさらに見ていかないといけないと思っている。いずれにしても、
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もっと使ってもらえるような仕組み、また、冒頭に会長からも「さらなる利便性の向上に

ついてアイディアを」というお話があったので、それをみんなで取り組んでいかないとい

けない。 

後ほど路線バスの話も出てくるが、コミュニティバスの利用がどんどん増えていき、他

の利用が減るというのは決して良いことではない。一番良いのは、コミュニティバスも増

えるし、路線バスも増えるし、タクシーも増える。こういう状況が望ましい。そういうと

ころも皆さん少し念頭に置きながら、この数値を見ていただく必要があるかと思う。 

それから、他の自治体の事例を分析すると、行きはコミュニティバスを利用するが、１

時間に１本あるかないか。残念ながら帰りの時間がなかなか合わないので、帰りはタクシ

ーを利用するという事例もある。コミュニティバスとタクシーの相性は結構良いというの

が見えてきているので、ひょっとしたら、コミュニティバスの利用増加に伴って、タクシ

ーの利用も増えているのではないかと思う。もし、そんなことが数値として出ていたら、

ぜひ、報告をお願いしたい。 

 

（イ） バス停名の変更について、事務局から説明をお願いします。 

資料に基づき事務局説明。 

 

【副会長】 

 軽微な変更なので、承認の必要もないが、一応公共交通会議として、バス停名の変更に

承認いただきたいと思う。 

【委員】 

 全員承認。 

 

（ウ）その他 

   新車両のお披露目式の模様及び料金改定のちらしについて 

資料に基づき事務局説明。 

 

【副会長】 

 新車両のお披露目式などのイベントを開催し、皆さんに知っていただくことは大変重要
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だと思う。３台が同時に並ぶのはこの機会だけの貴重なイベントということで、どんな方

が参加していたか。 

【事務局】 

 市役所に訪れた家族連れなども新車両に乗っていただいた。 

【副会長】 

 バスのデザインは結構重要で、知多市の梅子とふゅうちゃんのようなキャラクターを入

れて親しみを持ちやすくするのはとても良いことだと思う。こうすると印象が変わって子

どもたちが乗りたがる。問題は、親が乗ってみたいと思うかどうか。一般的には、親御さ

んは「面倒くさいから車で行こう」となってしまうので、そこを一歩頑張って、「じゃ

あ、乗ってみようか」となってくれるとすごく変わってくる。そんなことで、またイベン

トか何かを開催するといいのかなと思う。 

 

イ 路線バスについて 

（ア） 乗降調査について（資料２） 

資料に基づき知多バス説明。 

 

【副会長】 

 １月は、年間を通じて利用者が最も下がる時ではあり、先程のコミュニティバスの資料

を見てもらうとわかるが、やはり１月の利用者数は下がる。これは知多市に限らず、どこ

でも同じ状況である。季節的な検証要因もあり、更にあいあいバスの運賃値下げの要因も

あるのではないかと思う。もう少し詳細に調べていきながら、特に競合、並行して走って

いるところでの利用はどうなのかを見ながら、影響を検証していく必要がある。 

我々は、どうしてもコミュニティバス対路線バス、コミュニティバス対タクシーという

議論になりがちだが、一番望ましいのは、公共交通全体でタッグを組んで車から奪う。対

車というものを考えていかないといけないが、どうしても車は利便性が高いゆえに、みん

な当然のように車を使っている。そうすると残りの公共交通の利用者を取り合ってしまう

という考え方になるが、そこをやはり発想や戦略を変えていかないといけないという気が

する。そもそも、いろんな手段が選択できるのはすごく良い状態であり、あいあいバスも

あるし、路線バスもある。いざとなったらタクシーもある。こんな幸せな状況は実はなく
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て、これを売りにしていかないといけない。その環境にあることを良い状態だということ

を住民の方に認識していただいて、公共交通をケースバイケースで使い分けてもらうよう

な移動が実現できれば良いのかなと思う。奪い合うのではなく、協調してその利便性を住

民の方に周知していくことが大切ではないかと思う。 

 減少傾向が出ている部分もあり、この先、これがずっと続くと知多バスさんも耐えられ

ないということが出てくるかもしれないので、あいあいバスのお客さんが増えるのは良い

ことだが、その他のところにも我々は目を向けながら、知多市全体としてどういう状況が

良いのか。本来、どのようにあるべきか、考慮していかないといけないと思う。 

 

３ その他 

(1) 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について 

資料に基づき愛知県説明。 

 

【副会長】 

 事業の適切性はＡだが、目標達成状況のＢは目標人数に残念ながら及ばなかったという

ことと思うが、これは恐らく次年度には上がると予測するが、事業の今後の改善点につい

ての記載はあるか。 

【事務局】 

改善点というところで利用促進の面を記載している。特に、この補助要件の１日の輸送

量が１５人以上となっている。輸送量は、単純な利用者数ではなく、走った距離と収入が

関係する特殊な計算によって算出するが、利用者数を増やして、当然収入も増やす必要が

ある。この補助要件を連続して満たさないと補助の対象外となるので、利用促進に今後も

務めていきたいと思う。 

【副会長】 

 本来、この事業評価は、皆さんに意見を伺った上で、県へ提出する方が好ましいと思

う。 

【委員】 

 事業評価表の作成のお願いが遅かったこともあり、公共交通会議の開催に間に合わなか

ったり、時期が合わなかったりしてできなかった市町村もいくつかある。そういう市町村
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には報告という形で、議題を挙げさせていただいている。 

【副会長】 

 今まで、事業評価については地域公共交通会議に出ても来なかったので、そういった意

味では一歩進んだと思う。来年度以降は、会議開催のタイミングもあるが、事前に協議で

きると良いと思う。 

 

(2) 無料シャトルバスについて 

事務局説明。（資料なし） 

 

【副会長】 

この秋に知多市であいあいバスの調査をした際に無料シャトルバスを見ていたら、朝の

時間帯は使われているけど、昼間の時間はほとんど使われていないのでもったいないと思

った。看護師さんもバスに乗ってはいけないことになっているので、働きに病院に行かれ

る方は、みなさんあいあいバスに乗っていた。役割分担がすごく明確にできていて良いと

思うが、利用されていない時間帯がもったいないと思う。もうすこし協調していろいろ出

来たらいい。病院側は戦略的に「とにかく病院に運ばないと」ということだが、やはり交

通体系という中では一緒に何か手を組んでやれるところがあれば一緒にやれたらいいと思

う。 

また、あいあいバスに乗って来られた方は、駅前改札口付近の降車場所で降り、その

後、無料シャトルなどに乗り継ぐ場合は、ほんの５０ｍぐらいの距離だが、乗車場所であ

るバス停まで歩かないといけない。病院に行かれる方を見ていると足腰の弱い方がいるの

で結構苦労している。何か出来ることはないか。 

【事務局】 

無料シャトルは北部コースと同様に当初は一番改札口から遠い位置にバス停が設置され

ていたが、病院側に要望があり、現在は一番手前の方に移動した。しかしながら、現状

は、降車場所でバスを降り、乗り継ぐ場合などは乗車場所まで歩くことになる。降車場所

が駅の改札に一番近いので、本来はそこで乗降できると一番良いのではないかと思ってい

る。まだ先の話になるが、朝倉駅再開発の計画の中でより利便性を高めていけたらいいの

ではないかと思っている。 
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【委員】 

 他の市町村のコミュニティバスでは、Ａコースに乗ってからＢコースに行く場合、同じ

車両だったので乗り継ぎ券を乗務員からもらってそのまま乗車させたケースはある。 

知多市の場合、降りる場所と乗る場所について、朝倉駅前に着いた方は基本的に朝倉駅

から名鉄電車に乗るであろう、という想定が大前提になっているので難しいが、バスター

ミナルによっては、バス停の前後関係で降車も乗車もできるように、お客様に「どこどこ

方面はお乗り換えですよ」と、ご案内をしておいて、「ではどのバスに乗ったらいいです

か」と聞かれたら「前のバスです」というような、乗り換え環境が整備できている場所も

ある。幸い、朝倉駅の再開発について、公共交通の事業者として参加させていただいてい

るので、バスとバス、バスとタクシーを乗り継いでいける様ないろんな選択肢の中で、い

ろんな動きがある中で、どういった形が良いかという視点も持ちながら議論に参加してい

きたいと思う。 

【副会長】 

 特にターミナルの再開発ということで公共交通の乗り継ぎの利便性という点も考慮して

いただきたい。現状の無料シャトルは、改札口から一番近い場所になったので、少し前進

したが、もし利用者の方々から改善の声が出てきたら、次の手を検討していただきたい。 

【委員】 

無料シャトルバスについて、４月から新舞子駅からも出るということだが、バス停をど

こに設置するのか。 

【事務局】 

今のあいあいバス南部コースや日長団地線が止まっているバス停に持ってくる予定だと

聞いている。 

【委員】 

朝倉駅前の再開発にも顔を出している関係上、進捗状況として、２月の会議に駅前広場

のプラン案が示されたが、交通事業者の意見も含めて、一般車の方と交通事業者のエリア

を分けて止めていただくような案が通過した。分かりやすく言うと、太田川駅の駅前のよ

うに手前に一般の方のロータリーがあって、改札近くにバスとタクシーがいるようなイメ

ージである。身体障害者用スペースやバスの順番など細かい導線はまだこれからだが、と

りあえず、改札近くは公共交通で、一般の方はその奥になるようなロータリー、広いロー
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タリーを分割して利用を図るという方向で検討されることになった。 

【副会長】 

分離が図られるということで、望ましい形だと思う。今度は公共交通同士が連携を深め

ていくことが必要である。 

 

(3) 路線バスダイヤ改正について 

知多バスから説明。 

 

【副会長】 

 バスのダイヤは柔軟に設定ができるが、時刻表の印刷や、バス停の案内も全部変えない

といけないので、決して簡単ではなく費用がかかる。その辺を考えながらやらないといけ

ないと思う。鉄道のダイヤが変わったり、コミュニティバス等の変更があったり、更に言

えば利用者の方々の状況に合わせて見直していただいたりすることが大事である。他の自

治体の路線バスの事例でもあるが、ほんの５分ダイヤをいじるだけでも、利用者は随分大

きく変わるという報告がある。特に電車との乗り継ぎが重要で、５分の違いが結構肝にな

ってくる。そういったところもやっていただきながら、利用者増に繋げていただきたいと

思う。 

 

≪全体を通して≫ 

【委員】 

会議の時間とバスの時間が合わないので、ついつい電車で遠回りして来ることがある。 

こういう会議をやる時は、あいあいバスのダイヤに合わせ開催してもらうとありがた

い。 

【委員】 

 新舞子駅から無料シャトルバスが出ることは、南地区の皆さんにとって非常に期待でき

ることである。地区の要望も非常に強かったので、これを機会に南部コースをもっと利用

するようになると思うので期待している。 

【委員】 

コミュニティバスは、通勤で使える時間帯に走っていないため使いにくい。誰が利用す
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るかというターゲットを絞り込んだダイヤを工夫していただけるともっと利用客が増える

と思う。 

北部コースは、翔洋高校の生徒の利用がまだまだ少ないと思う。その理由は、やはり時

間帯か、自転車利用かなと思うので、利用してもらえるような時間帯を考慮した方が良い

のではないかと思う。 

【副会長】 

バスが利用できる時間に会議を開催してはどうかという意見について事務局に伺いた

い。 

【事務局】 

以前、バスのダイヤを考慮して午後に開催したこともあったが、日程や会場の都合で出

来ない時が多い状況である。 

【副会長】 

本数が限られていてなかなか難しいことだが、可能であれば、通知時にバスの案内を是

非お願いしたい。電車に出られればここに来られるので、直接ここにバスで来られなくて

も、電車に乗り継いでという案内でも良いかと思う。 

それから通勤ニーズに合っていないのではないか。高校生の利用が少ないので実はダイ

ヤが合っていないのではないかということについて事務局に伺いたい。 

【事務局】 

 知多市では３コースそれぞれ経費を最小限に考えて１台を１人の運転手で運行してお

り、法的な運転手の休憩時間と一日の労働時間を踏まえると、現状の運行時間帯が最大限

であり、日中の市内の移動がメインになる。 

 高校生は、自転車で通う学生が多いが、１００円にしてからかなり乗ってくれるように

なったと思う。また、バスも小型で定員が３５名ということでこれが今のところはいっぱ

いなのではないかと思う。ただし、高校生向けの回数券１３枚１，０００円も発売してい

るので、寒い時、雨の時にだけでなく、利用頻度がより増えてくれば良いかなと考えてい

る。 

【副会長】 

 高校生が自転車で通う際に、積極的にバスを活用してもらう必要はないと思う。自転車

は環境にも優しいし、体力増強にもなるので、あえて無理にバスに移ってもらう必要はな



１１ 

 

い。それより、お父さん、お母さんが送迎しているのであれば、できるだけバスに乗って

もらえると良い。逆にバスが走っていますということを宣伝していかなくてはならない。

それによりお父さん、お母さんが送迎する時間を費やさなくて良くなるため、家族にとっ

ても良い。子どもたちも自分で移動ができるということを知ってもらうことで自立心の形

成にも繋がる。そういうことを教えてあげるのが重要であり、これから検討いただければ

と思う。 

 

≪佐布里池梅まつりＰＲ≫ 

 「岡田のおもてなし」ちらしを基に事務局説明。 

 

【副会長】 

 これはずっとやっていただいき大変素晴らしい取り組みだと思う。 

【委員】 

 佐布里線が１時間置きぐらいに発車しているが、土日の増発などの考えはあるか。ま

た、夏は新舞子のマリンパークで海上カーニバルがあるので、イベントに合わせバスを出

すような計画はあるか。 

【委員】 

 今のところは、この日のこの時刻を２台体制にしようというような計画はないが、「こ

の日に限り特別なイベントがあって何百人の来場者が予想されますよ」という時には、事

前にお知らせいただければ検討したい。今のところ、増発するような具体的な計画はな

い。 

【委員】 

 土日はどうしてもバスが少ないとお客さんに言われるので、梅まつり期間中の土日だけ

でも増やすことはできないか。 

【委員】 

 土日のダイヤは、平日とほぼ同じ対応になっており、輸送力そのものは変わらない。た

だし、イベントがあることがわかっている日は、日頃中型で運行するバスを大型に変更で

きるような準備はしておこうと考えている。 

【副会長】 
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 是非このようなことを今後も情報交換し、来訪者が便利に使えると良いと思う。 

「岡田のおもてなし」のようなちらしを作成していただくのは大変素晴らしいと思う

が、このちらしはどこに配置しているか。 

【事務局】 

 祭りの会場や市役所等に配置している。 

【副会長】 

 金山駅とか名古屋駅に配置しないか。 

【事務局】 

 今のところは置いていないと思う。 

【副会長】 

 市外から大勢の方に来てもらうなら主要駅に置かないと意味がない。「こんないいとこ

ろもある。電車で行ける。」となるので、金山駅、名古屋駅に置けると良い。 

 公共交通を使ってみんなで移動する方が増えている。地域の情報を載せることで名鉄電

車の利用増にも繋がると思う。一丸となってやれるとよい。 

 また、ちらしの写真がとても良く、この写真を選ばれた地域の方々の感性がすごい。こ

の光景は地域の方々にとっては当たり前かもしれないが、街に住んでいる人間からすると

非常にうらやましい風景である。この路地で子どもたちが自由に走り回る。ここにそんな

に車が入ってこないということだと思うが、そういう環境があるということは素晴らし

い。そして地域の方もそれが良いことだというのを分かっている。 

 

≪あいち公共交通シンポジウムＰＲ≫ 

 資料に基づき愛知県説明 

 


