
平成３０年度第２回みよし市地域公共交通会議 次第 

 

 

日時：平成３０年１０月１２日（金） 

午前９時３０分から 

場所：みよし市役所３階 研修室１・２・３ 

 

 

１ 委嘱状交付 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

⑴ さんさんバス「乗合タクシー乗降場」の新設について       【資料１】 

 

⑵ みよし市地域公共交通網形成計画策定のための各種ニーズ調査の内容について        

【資料２】 

 

⑶ 地域の公共交通を考える住民懇談会の開催について        【資料３】            

 

 

４ その他 



協議事項１ さんさんバス「乗合タクシー乗降場」の新設について 

 

①「三好公園バス停」・「三好公園東バス停」から「総合体育館」間の乗合タクシー運行区間の新設 

 

・目的 バス停から半径５００メートルのバス利便地域から外れる住宅をカバーし、また、 

傾斜地でありお年寄りなど地域住民の利便性を高めるため 

・路線 乗合タクシー            

・変更予定年月日 平成３１年２月１日 

 

路線名 ・交流路線（くろまつくん） 

「三好公園」バス停～「総合

体育館（新設）」 

0.8km新設 

・生活路線（さつきちゃん） 

「三好公園東」バス停～ 

「総合体育館（新設）」 

1.1km新設 

乗合タクシ

ー乗降場 

１か所新設 

総合体育館 

車両 乗合タクシー 

運賃 １乗車１００円 

 

○乗合タクシー乗降場のイメージ 

 

 

○事前確認事項                ○運行開始までのスケジュール            

   １０月  地域公共交通会議（本日） 

１月１日 広報掲載 

２月１日 運行開始予定  

９／１１  スポーツ課  支障なし 

９／１９  公園緑地課  支障なし         

９／１９  新屋行政区  支障なし        

総合体育館（新設） 

三好公園 

新設路線  

三好公園東 



 

「総合体育館」乗合タクシー乗降場新設予定箇所 

 

 

 

      ：「総合体育館（新設）」乗合タクシー乗降場から半径５００メートル 

     ：「三好公園」、「三好公園東」、「新屋」、「東山台」各バス停から半径５００メートル 

      ：さんさんバス交流路線・生活路線 

 

総合体育館（新設） 

三好公園 

三好公園東 

東山台 

資料１ 

新屋 



②「福谷バス停」から「福谷地区」間の乗合タクシー運行区間の新設 

 

・目的 バス停から半径５００メートルのバス利便地域から外れる住宅をカバーし、また、 

傾斜地でありお年寄りなど地域住民の利便性を高めるため 

・路線 乗合タクシー            

・変更予定年月日 平成３１年２月１日 

 

路線名 交流路線（くろまつくん）・

生活路線（さつきちゃん） 

「福谷」バス停～「福谷地区

（新設）」 

0.5km新設 

乗合タクシ

ー乗降場 

１か所新設 

福谷地区 

車両 乗合タクシー 

運賃 １乗車１００円 

 

○乗合タクシー乗降場のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事前確認事項                  

９／１８  道路河川課  支障なし 

９／１９  福谷行政区  支障なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運行開始までのスケジュール 

 １０月  地域公共交通会議（本日） 

 １月１日 広報掲載 

 ２月１日 運行開始予定 

 

 

  

福谷 

福谷地区 

（新設） 

新設路線  

福谷地区（新設） 

福谷 



「福谷地区」乗合タクシー乗降場新設予定箇所 

 

 

 

      ：「福谷地区（新設）」乗合タクシー乗降場から半径５００メートル                 

      ：「福谷」、「福谷公民館」各バス停から半径５００メートル 

      ：「黒笹地区」乗合タクシー乗降場から半径５００メートル 

      ：さんさんバス交流路線・生活路線 

福谷 

福谷地区（新設） 

黒笹地区 

福谷公民館 



バス停徒歩圏 

乗合タクシー停徒歩圏 

交流路線（くろまつくん） 

生活路線（さつきちゃん） 

明知下 

三好下

明知下公民館 

明知上２ 

みよし市民病院 

塩田 

福田南 

福田児童館 

わらび福祉園 

三好西口 

平池 

好住
ｱｲﾓｰﾙ･ｲｵﾝ三好店

みよし市役所 

三好ケ丘駅 
旭４丁目 

やすらぎ霊園 

浄水駅 
豊田厚生病院 

黒笹駅 

黒笹 

福谷 

ﾍﾞｲｼｱ三好店 
北部小学校 

根浦２ 

莇生１ 

しおみの丘 

高嶺 

名鉄バス路線 
　　(至 豊田市） 

名鉄バス路線 
　　(至 豊田市） 

高岡 
ふれあいバス 
　(至 若林駅） 

名鉄バス路線 
　　　(至 知立駅） 

名鉄バス路線 
　　(至 日進駅） 

名鉄バス路線 
　　(至 赤池駅） 

名鉄豊田線 

　　　　名鉄豊田線 
（名古屋市営地下鉄相互乗り入れ） 

 

名鉄バス路線 
　　(至 赤池駅） 

莇生２ 

根浦１ 

根浦３ 根浦４ 

明知上１ 

打越１ 

打越２ 

打越３ 

三好池東 

さんさんバス・乗合タクシー路線図（市域カバー図）

豊田 
おいでんバス 

平成30年4月1日作成



協議事項２　みよし市地域公共交通網形成計画策定のための各種ニーズ調査の内容について

【地域公共交通網形成計画策定スケジュール】

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

策定支援業者

選定
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 業者決定

市の地域概況

の整理
市の公共交通

の現状把握
ニーズ調査の

実施
市民懇談会の

開催
○

地域公共交通

の課題整理

課題に対する

対応方針の

検討

30年度バス

等利用実績

報告

○

地域公共交通

網形成計画

(案)の作成
パブリックコ

メント
 ○

地域公共交通

網形成計画の

作成

　 ⑥ ⑦

平成３０年度 平成３１年度

地域公共交通

会議
① ② ③ ④ ⑤



 

【各種ニーズ調査の一覧】 

調査種別 調査対象 調査目的 実施時期 実施方法等 

１ 

市民アンケート 

 

15 歳（高校生）

以 上 の 市 民

2,000 人 

市民の移動実態、

公共交通に期待す

る役割、公共交通

維持にかかる費用

負担のあり方など

を広く市民より把

握する 

 

10 月・11 月 

 

年代の分布を考

慮し無作為抽出 

 

郵送による 

御礼兼督促送付 

２ 

65歳以上アンケ

ート 

高 齢 者 市 民

1,000 人 

今後の高齢社会を

見据え、その方の

移動確保のため、

意向や期待する役

割を把握する 

 

（同上） 

 

（同上） 

３ 

バス等乗降調査 

さんさんバス・

名 鉄 バ ス 各 平

日・休日１日 

乗合タクシーは

１週間の全利用

者 

路線別、便別、停

留所別の利用実態

（ＯＤ）及び公共

交通相互の乗継利

用等を把握する 

 

11 月 

 

調査員がバスに

乗車し、乗客へ

調 査 カ ー ド を 

配布・回収 

乗合タクシーは

運転手により実

施 

４ 

バス等利用者ア

ンケート 

 

 （同上） 

公共交通の満足

度、改善事項、利

用促進のアイデア

などを把握する 

 

 （同上） 

３の調査時にア

ンケートを配布 

乗合タクシーは

運転手から手渡

しする 

５ 

主要集客施設 

調査 

施設利用者 

1 ｱｲﾓｰﾙ･ｲｵﾝ三好 

2 市民病院 

3 三好ケ丘駅 

各施設１００人

以上 

公共交通の認知

度、公共交通の利

用可能となる条

件、利用意向（潜

在需要）を把握す

る 

 

11 月 

調査員が平日・

休日の各１日の

施設利用者に聞

き取りを行う 

６ 

交通事業者等 

ヒアリング 

愛知つばめ交通 

名鉄バス 

名鉄電車 

の各交通事業者 

地域公共交通の課

題抽出、整理に必

要な基礎指標を把

握する 

 

11 月 

事前にアンケー

トを郵送し、後

日、交通事業者

を訪問しヒアリ

ングを行う 

 

資料２ 



みよし市 公共交通路線図 

１ 市民アンケート ２ ６５歳以上アンケート ４ バス等利用者アンケート に添付 



 

 

各種ニーズ調査の調査項目とそのねらい 

１．市民アンケート 

 調査目的：市民の移動実態、公共交通に期待する役割、公共交通維持にかかる費用負担のあり方などを広く市民より把握する  

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

1 

① 

・戸籍上の性別 

【１．男性 ２．女性】 
選択 

以降の回答結果について、属

性別の分析をする上での基礎

データとして使用する。 

② 

・年齢 

【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歳以上】 

選択 

③ 

・職業 

【１．会社員、公務員、会社役員等 ２．自営業（農業を含む） ３．パート・アルバイト 

４．専業主婦・主夫 ５．学生（専門学生） ６．無職 ７．その他（   ）】 

選択・記述 

④ 

・お住まいの地域 

【１．新屋 ２．三好上 ３．三好下 ４．西一色 ５．福田 ６．明知上 ７．明知下

８．打越 ９．莇生 10．福谷 11．黒笹 12．東山 13．高嶺 14．好住 15．中島 

16．ひばりヶ丘 17．あみだ堂 18．山伏 19．平池 20．上ヶ池 21．三好丘 

22．三好丘緑 23．三好丘旭 24．三好丘桜 25．三好丘あおば】 

選択 

⑤ 

・自家用車（送迎を含む）の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に２～３回程度 ３．週に 1回程度 ４．月に数回程度 

５．ほとんど利用していない】 

選択 

⑥ 

・自動車運転免許の有無と自動車の運転 

【１．運転している ２．免許を持っているが、運転していない 

３．免許を持っていたが返納したため、運転していない ４．免許を持っていない】 

選択 

免許返納者が増加すること

で、公共交通の利用促進に繋

がる可能性があり、免許返納

者を増加させる施策の参考と

する。 

⑦ 

（※問１⑥で「１・２・３」と回答した方のうち、60歳以上の方のみ） 

・運転免許を返納した（しようと思う）年齢 

【１．65歳頃 ２．70歳頃 ３．75歳頃 ４．80歳頃 ５．85歳頃 ６．90歳以上 

７．免許を返納するつもりはない ⇒⑧へ】 

選択 

⑧ 

（※問１⑥で「１・２・３」と回答した方のうち、60歳以上の方のみ） 

・免許返納後に利用している（利用したい）移動手段 

【１．さんさんバス・乗合タクシー ２．名鉄バス ３．鉄道  

４．一般タクシー ５．家族・知人などによる送迎 ６．自転車  

７．その他（        ）】８．なし 

選択 

（全て or３つ

まで） 

問

2 

①  

・普段の外出の目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．業務 ４．送迎 ５．買物・飲食 ６．観光 ７．通院・お

見舞い ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

日常的な生活交通圏域、交通

行動の実態、地区別の交通特

性（交通手段選択等）を把握

する 

 

（外出の頻度の順に２つ～３

つの外出について回答） 

②  

・普段の外出の目的地 

【１．市内：施設名（    ） ２．愛知県内：市町村名（    ） 

 ３．県外：（    ）県（    ）市】 

選択・記述 

③ 
・普段の外出の目的地への到着時刻 

【午前・午後（    ）時ごろに到着】 
記述 

④ 
・普段の外出の目的地からの出発時刻 

【午前・午後（    ）時ごろに出発】 
記述 

⑤ 

・普段の外出の頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．平日のみ ３．休日のみ ４．週に数日 ５．月に数日 

６．年に数日】 

選択 

⑥ 

・普段の外出の移動手段 

【１．さんさんバス・乗合タクシー ２．名鉄バス ３．鉄道   

４．自家用車（自分で運転） ５．自家用車（送迎） ６．一般タクシー 

 ７．原付・バイク ８．自転車 ９．徒歩 10．その他（    ）】 

選択（全て） 

・記述 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

３ 

・みよし市の公共交通について知っていること 

【１．市内を名鉄電車が走っていること 

２．市内を名鉄バスが走っていること 

３．市内をさんさんバスが走っていること 

４．さんさんバスに乗り継げる乗合タクシーが走っていること 

５．市内を三好ヶ丘ループバスが走っていること 

６．市内を一般の人も利用できる愛知学泉大学のスクールバスが走っていること 

７．自宅近くのバス停の位置 

８．自宅近くのバス停の名前 

９．自宅近くバス停にバスが１時間に何本くらい運行しているか 

10．自宅近くを走るバスの運行経路（ルート） 

11. 自宅近くを走るバスの乗り方（運賃の払い方など） 

12．自宅近くを走るバスで行くことのできる施設 

13. バスロケーションシステム※が導入されていること 
※インターネットを利用してバスが現在走っている位置を知ることができるシステム 

14．スマホアプリで乗り換えなどが確認できること（バス情報が GTFS※という共通フォ

ーマットで整理されていること） 
   ※GTFS(General Transit Feed Specification)とは、公共交通機関の時刻表や地理的情報を公開す

るために標準化されたデータ形式のこと。 

15．公共交通のことについては何も知らない】 

選択（全て） 

公共交通の認知度より利便性

向上に向けた周知項目を検討

する。 

問

４ 

・公共交通全体の満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

→「４・５」と回答した方のみ、具体的な不満内容を回答 

選択・記述 

公共交通全体の満足度を把握

し、地域公共交通網形成計画

の目標の基準値を算出する。 

問

５ 

・この１年間の名鉄豊田線（鉄道）の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 

名鉄豊田線（鉄道）の利用状

況を把握する。 

他の設問での回答結果につい

て、鉄道の利用状況別の分析

をする上での基礎データとし

て使用する。 

鉄道駅の利用状況及びアクセ

ス手段を把握する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

６ 

① 

（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務 

７．観光 ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

② 
（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・主な最終目的地【１．市内：施設名（   ） ２．市外：（   ）市・町・村】 
選択・記述 

③ 

（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・自宅から普段利用する鉄道駅 

【１．黒笹駅 ２．三好ケ丘駅 ３．浄水駅 ４．その他（ 駅）】 

選択（複

数）・記述 

④ 

（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・③で回答した駅までの交通手段 

【１．名鉄バス ２．さんさんバス・乗合タクシー ３．三好ヶ丘ループバス 

４．自家用車（自分で運転） ５．自家用車（送迎） ６．一般タクシー  

７．原付・バイク ８．自転車 ９．徒歩 10．その他（    ）】 

選択・記述 

⑤ 

（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄豊田線の満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

７ 

（※名鉄豊田線（鉄道）非利用者（問５で「５」と回答された方）及び不満意向者（⑤で

「４・５」を選んだ方）のみ） 

・名鉄豊田線を今後利用するための条件（不満が解消する・利用可能となる条件） 

① 自宅から乗車駅までの移動手段がある、または利便性が良ければよい 

② 降車駅から目的地までの移動手段があればよい 

③ バスと鉄道の乗り継ぎ時間が合えばよい 

④ 駅まで行くバスの遅延が無ければよい 

⑤ 自宅などから最寄りバス停まで近ければよい 

⑥ 運賃がもっと安いか、割引制度があればよい 

⑦ 駅まで行くバスの運賃が安ければよい 

⑧ 駅まで行くバスのダイヤやルートなどの情報がわかればよい 

⑨ 自家用車が運転できなくなれば利用する 

⑩ 乗り方が分かればよい 

⑪ 体が不自由な人でも乗りやすければよい 

⑫ その他（                ） 

選択 

（３つまで） 

・条件が改善した場合の鉄道利用意向 

 現在、利用している人 【１．現在以上に利用する ２．現在の利用と変わらない】 

現在、利用していない人 

【１．今後はぜひ利用したい ２．今後は利用したい ３．今後も利用しない】 

選択 

市民アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

８ 

・この１年間の名鉄バスの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 

名鉄バスの利用状況を把握す

る。 

他の設問での回答結果につい

て、名鉄バスの利用状況別の

分析をする上での基礎データ

として使用する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

９ 

① 

（※名鉄バス利用者（問８で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄バスの利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務 

７．観光 ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

② 

（※名鉄バス利用者（問８で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄バス利用での主な最終目的地 

【１．市内：施設名（   ） ２．市外：（   ）市・町・村】 

選択・記述 

③ 

（※名鉄バス利用者（問８で「１～４」と回答された方）のみ） 

・自宅から普段利用する名鉄バス路線 

【１．星ケ丘豊田線（赤池駅⇔豊田市駅間） ２．愛教大線（知立駅⇔愛教大⇔アイモー

ル・イオン三好店） ３．イオン赤池線（赤池駅⇔諸輪⇔アイモール・イオン三好店）】 

選択・記述 

④ 

（※名鉄バス利用者（問８で「１～４」と回答された方）のみ） 

・自宅から名鉄バスを利用するときの乗り継ぎの有無 

【１．乗り継ぐことがある ⇒⑤へ ２．乗り継ぐことはない ⇒⑥へ】 

選択 

⑤ 

（※乗り継ぎ利用者（問９④で「１」と回答された方）のみ） 

・乗り継ぎ交通機関 

【１．名鉄豊田線 ２.名鉄三河線 ２．名鉄名古屋本線 ４．地下鉄鶴舞線 

 ５．愛知環状鉄道 ６．名鉄バス星ケ丘豊田線（赤池駅⇔豊田市駅） ７．名鉄バス愛

教大線（知立駅⇔愛教大⇔アイモール・イオン三好店） ８．名鉄バス・イオン赤池線

（赤池駅⇔諸輪⇔アイモール・イオン三好店） ９．さんさんバスくろまつくん・乗合

タクシー 10．さんさんバスさつきちゃん・乗合タクシー 11．一般タクシー  

12．その他（      ）】 

選択・記述 

⑥ 

（※名鉄バス利用者（問８で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄バスの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

10 

（※名鉄バス非利用者（問８で「５」と回答された方）及び、不満意向者（問９⑥で

「４・５」を選んだ方）のみ） 

・名鉄バスを今後利用するための条件（不満が解消する・利用可能となる条件） 

① 運行本数が多ければ利用する 

② 始発時間が早く、終発時間が遅ければよい 

③ 鉄道や他のバスとの乗り継ぎ時間が合えばよい 

④ 自宅や目的地などから最寄りバス停まで近ければよい 

⑤ 行きたい施設を経由する路線があればよい 

⑥ 目的地まで最短ルートで運行されればよい 

⑦ 予約すると自宅や目的地まで迎えに来てくれればよい 

⑧ バス停にベンチや屋根が整備されればよい 

⑨ バスのダイヤやルートなどの情報がわかればよい 

⑩ 車いすでも気軽に乗れる環境があればよい 

⑪ 杖やカート（押し車）でも気軽に乗れる環境があればよい 

⑫ 自家用車が運転できなくなれば利用する 

⑫ 乗り方が分かればよい 

⑬ 体が不自由な人でも乗りやすければよい 

⑭ その他（              ） 

選択 

（３つまで） 

・条件が改善した場合の名鉄バス利用意向 

 現在、利用している人  

【１．現在以上に利用する ２．現在の利用と変わらない】 

現在、利用していない人 

【１．今後はぜひ利用したい ２．今後は利用したい ３．今後も利用しない】 

選択 

市民アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

11 

・この１年間のさんさんバス、乗合タクシーの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 

さんさんバス、乗合タクシー

の利用状況を把握する。 

他の設問での回答結果につい

て、さんさんバス、乗合タク

シーの利用状況別の分析をす

る上での基礎データとして使

用する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

12 

① 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問 11で「１～４」と回答された方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーの利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務 

７．観光 ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

② 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問 11で「１～４」と回答された方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシー利用での主な最終目的地 

【１．市内：施設名（   ） ２．市外：（   ）市・町・村】 

選択・記述 

③ 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問 11で「１～４」と回答された方）のみ） 

・自宅から普段利用するさんさんバス路線 

【１．くろまつくん ２．さつきちゃん ３．くろまつくん・さつきちゃん両方】 

選択（複数

可）・記述 

④ 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問 11で「１～４」を選んだ方）のみ） 

・自宅からさんさんバス、乗合タクシーを利用するときの乗り継ぎの有無 

【１．乗り継ぐことがある ⇒⑤へ ２．乗り継ぐことはない ⇒⑥へ】 

選択 

⑤ 

（※乗り継ぎ利用者（問 12④で「１」と回答された方）のみ） 

・乗り継ぎ交通機関 

【１．名鉄豊田線 ２.名鉄三河線 ２．名鉄名古屋本線 ４．地下鉄鶴舞線 

 ５．愛知環状鉄道 ６．名鉄バス星ケ丘豊田線（赤池駅⇔豊田市駅） ７．名鉄バス愛

教大線（知立駅⇔愛教大⇔アイモール・イオン三好店） ８．名鉄バス・イオン赤池線

（赤池駅⇔諸輪⇔アイモール・イオン三好店） ９．さんさんバスくろまつくん・乗合

タクシー 10．さんさんバスさつきちゃん・乗合タクシー 11．一般タクシー  

12．その他（      ）】 

選択・記述 

⑥ 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問 11で「１～４」と回答された方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

13 

（※さんさんバス、乗合タクシー非利用者（問 11で「５」と回答された方）及び不満意

向者（問 12⑥で「４・５」を選んだ方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーを今後利用するための条件（不満が解消する・利用可能と

なる条件） 

① 運行本数が多ければよい 

② 始発時間が早く、終発時間が遅ければよい 

③ 鉄道や他のバスとの乗り継ぎ時間が合えばよい 

④ 自宅や目的地などから最寄りバス停まで近ければよい 

⑤ 行きたい施設を経由する路線があればよい 

⑥ 目的地まで最短ルートで運行されればよい 

⑦ 予約すると自宅や目的地まで迎えに来てくれればよい 

⑧ バス停にベンチや屋根が整備されればよい 

⑨ バスのダイヤやルートなどの情報がわかればよい 

⑩ 車いすでも気軽に乗れる環境があればよい 

⑪ 杖やカート（押し車）でも気軽に乗れる環境があればよい 

⑫ 自家用車が運転できなくなれば利用する 

⑬ 乗り方が分かればよい 

⑭ ICカードが使えればよい 

⑮ 運転手の対応が良くなればよい 

⑯ その他（              ） 

選択 

（３つまで） 

・条件が改善した場合のさんさんバス、乗合タクシー利用意向 

 現在、利用している人  

【１．現在以上に利用する ２．現在の利用と変わらない】 

現在、利用していない人 

【１．今後はぜひ利用したい ２．今後は利用したい ３．今後も利用しない】 

選択 

問

14 

・現在さんさんバスは６時台後半～２１時台前半で運行しているが運行して欲しい時間帯 

【１．５時台 ２．６時台前半 ３．２１時台後半 ４.２２時台 ５．変更不要】 
選択（複数） 

市民アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

15 

・この１年間のみよし市内での一般タクシーの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数回 ３．月に数回 ４．年に数回 ５．利用していない】 
選択 

タクシーの利用状況を把握す

る。 

他の設問での回答結果につい

て、タクシーの利用状況別の

分析をする上での基礎データ

として使用する。 

個別輸送としての利用か公共

交通としての利用か把握し、

タクシーの公共交通利用の可

能性を検証する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

16 

① 

（※一般タクシー利用者（問 15で「１～４」と回答された方）のみ） 

・一般タクシーの主な利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務 

７．観光 ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

② 

（※一般タクシー利用者（問 15で「１～４」と回答された方）のみ） 

・一般タクシーの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

17 

・バスを使って行きたい施設 

【・みよし市内 

・近隣市町（      ）市・町 

各２施設以内ずつ回答】 

記述 

市民の移動ニーズ（潜在需

要）を把握する。 

・その施設の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．平日のみ ３．休日のみ ４．週に１回程度 ５．月に数回程度】 
選択 

・その施設の滞在時間 

【（ ： ）ごろに到着→（ ： ）ごろに出発】 
記述 

・その施設へ行くために現在利用している交通手段 

【１．車・バイク ２．鉄道 ３．名鉄バス ４．さんさんバス  

５．行くことができていない ６．その他（    ）】 

選択・記述 

問

18 

公共交通で市内のどこまで行けることが重要か 

【１．市中心部（市役所・サンライブ） ２．「1」以外の市内の公共施設 ３．鉄道

駅（周辺の施設も含む） ４．市民病院 ５．豊田厚生病院 ６．地域の病院や福祉

施設 ７．スーパー等の店舗 ８．その他（       ）】 

選択（３つま

で）・記述 

問 

19 

・さんさんバス及び名鉄バスに期待する役割 

【①通勤・通学するための交通手段  ②通院・買い物するための交通手段 

③鉄道の駅へ行くための交通手段  ④市外の施設へ行くための交通手段  

 ⑤市外から来訪する方たちにとっての交通手段  ⑥観光をするときの交通手段 

 ⑦自動車などを利用できない方や、利用できなくなった場合の交通手段 

 ⑧普段はバスを利用していないが、いつでも利用できるという安心感を与える役割 

 ⑨バス等の存在自体が、まちの活性化や活力につながるという役割 

⑩みよし市をアピールする資源となる役割 】 

選択 

（さんさんバ

ス・名鉄バス

それぞれの重

要度を５段階

で評価） 

さんさんバス及び名鉄バスが

果たすべき役割を把握する。 

地域公共交通網形成計画に基

づく推進事業を検討する素地

とする。 

・今後、バスサービスを維持・拡充していく際に重要な項目はどれか。 

（①～⑩の中から特に重要な項目をランク付ける） 

【1位（  ） 2位（  ） 3位（  ）】 

選択 

問

20 

① 

・さんさんバスは現在 100円の運賃で利用することができますが、運行を維持するために

市民一人あたり年間約 1,047円の税金を使っています。（平成 29年度は約 6,380万円の

市負担額）この額は年々増加しており、今後ますますバスを運営するのにかかる税金の額

は増加する可能性があります。このことを踏まえて問 21①、②をご回答ください。 

「運賃」や「税金での負担」の関係についての考え方をご回答ください。 

【１．運行本数の増加など、今以上の利便性を高めるため、市の負担額を増やすべき 

（税金の負担を増やして、サービスを向上させる） 

２．運行本数の増加など、利便性の向上は必要だが、利用者負担（運賃）の増加によ

り対応すべき（利用者の負担を増やして、サービスを向上させる） 

３．現在の運行本数や運賃を維持するため、市の負担額は現状程度で良い 

（税金の負担は現状のままで、サービスも現状維持） 

４．運賃を上げたり、運行本数を減らしたり、サービス水準を落として市の負担額を

減らすべき（税金の負担を減らして、サービスを低下させてもよい） 

５．その他（                          ）】 

選択・記述 さんさんバスの運賃体系と、

バス維持に対する税負担のあ

り方、市民連携の可能性につ

いての市民意向を把握する。 

② 
・あなたは運賃をいくらまでなら支払ってもよいと考えますか。 

【１．50円 ２．100円（現在） ３．200 円 ４．300円 ５．400円 ６．500円】 
選択 

市民アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

21 

・さんさんバスは、公共施設や病院、商業施設へ行くための路線として考えています。そ

のため所要時間が長くなるとともに本数が限られています。路線の改善についてご回答く

ださい。 

【１．現状のままでよい ２．料金が高くなってもよいので、所要時間を短縮する 

 ３．運行本数が少なくなってもよいので、所要時間を短縮する ４．料金が高くなって

よいので、本数を増やす ５．市中心部などで乗換えをしてもよいので、本数を増や

す ６．その他（            ）】 

選択 

さんさんバスの運賃体系と、

バス維持に対する税負担のあ

り方、市民連携の可能性につ

いての市民意向を把握する。 

問

22 

・公共交通を確保・維持するために、自身や地域が協働・連携して取り組める内容 

【１．公共交通を積極的に利用する 

２．地域で公共交通を活用したイベントを実施する 

３．地域で協賛金（募金など）を募り、収入を増やす 

４．地域企業の協賛金や広告費などを募り、収入を増やす 

５．地域で公共交通について話し合う場や組織を設置する 

６．地域が主体となり、地域特性やニーズに応じた新たな公共交通を運行する 

７．その他（                      ）】 

選択（全

て）・記述 

問

23 

・市民の意見を聞く場として、ワークショップ形式の住民懇談会への参加意向 

【１．参加したい ２．参加しない】 

・案内状の送付希望者の住所連絡先 

【氏名：（   ） 住所：（   ） 連絡先：（   ）】 

選択・記述 

今後開催予定の住民懇談会の

周知及び参加意向の確認をす

るとともに、案内状の送付を

希望する方の連絡先を把握す

る。 

問

24 
・みよし市内の公共交通の利便性を高めるアイデア 自由回答 

みよし市内の公共交通の利便

性を高めるためのアイデアを

募る。 

 

  

市民アンケート続き 

市民アンケート続き 



 

 

２ ６５歳以上アンケート 

 調査目的：今後の高齢社会を見据え、その方の移動確保のため、意向や期待する役割を把握する  

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

1 

① 

・戸籍上の性別 

【１．男性 ２．女性】 
選択 

以降の回答結果について、属

性別の分析をする上での基礎

データとして使用する。 

② 

・年齢 

【１．65～69歳 ２．70～74歳 ３．75～79歳 ４．80～84歳 ５．85～89歳 

 ６．90 歳以上】 

選択 

③ 

・職業 

【１．会社員、公務員、会社役員等 ２．自営業（農業を含む）  

３．パート・アルバイト ４．専業主婦・主夫 ５．無職 ６．その他（    ）】 

選択・記述 

④ 

・お住まいの地域 

【１．新屋 ２．三好上 ３．三好下 ４．西一色 ５．福田 ６．明知上 ７．明知下８．

打越 ９．莇生 10．福谷 11．黒笹 12．東山 13．高嶺 14．好住 15．中島 16．

ひばりヶ丘 17．あみだ堂 18．山伏 19．平池 20．上ヶ池 21．三好丘 22．三好丘

緑 23．三好丘旭 24．三好丘桜 25．三好丘あおば】 

選択 

⑤ 

・自家用車（送迎を含む）の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に２～３回程度 ３．週に 1回程度 ４．月に数回程度 

５．ほとんど利用していない】 

選択 

⑥ 

・自動車運転免許の有無と自動車の運転 

【１．運転している ２．免許を持っているが、運転していない 

３．免許を持っていたが返納したため、運転していない ４．免許を持っていない】 

選択 

免許返納者が増加すること

で、公共交通の利用促進に繋

がる可能性があり、その基礎

データとして使用する。 

⑦ 

（※⑥で「１・２・３」と回答した方のみ） 

・運転免許を返納した（しようと思う）年齢 

【１．65 歳頃 ２．70歳頃 ３．75歳頃 ４．80歳頃 ５．85歳頃 ６．90歳以上 ７．

免許を返納するつもりはない ⇒問２へ】 

選択 

⑧ 

・免許返納後に利用している（利用したい）移動手段 

【１．さんさんバス・乗合タクシー ２．名鉄バス ３．鉄道  

４．一般タクシー ５．福祉有償運送 ６．家族・知人などによる送迎 ７．自転車  

８．その他（        ）】９．なし 

選択 

（３つまで） 

⑨ 

・運転免許を返納した（しようと思う）理由 

【１．運転する必要を感じなくなったから 

 ２．運転に自信がなくなったから 

 ３．運転中に危ない場面があったから 

 ４．事故を起こしてしまったから 

 ５．家族などに勧められたから 

 ６．知り合いが運転免許を返納するから 

 ７．その他（            ）】 

選択（全て） 

免許返納をした（しようと思

った）理由について確認す

る。また、どのような理由が

多いのかを確認する。 

問

2 

① 

・普段の外出の目的 

【１．通勤 ２．業務 ３．送迎 ４．買物・飲食 ５．観光 ６．通院・お見舞い ７．趣

味・習い事・娯楽 ８.訪問（知人宅等） ９．その他（    ）】 

選択・記述 

日常的な生活交通圏域、交通

行動の実態、地区別の交通特

性（交通手段選択等）を把握

する 

 

（外出の頻度の順に２つ～３

つの外出について回答） 

② 

・普段の外出の目的地 

【１．市内：施設名（    ） ２．愛知県内：市町村名（    ） 

 ３．県外：（    ）県（    ）市】 

選択・記述 

③ 

・普段の外出の頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．平日のみ ３．休日のみ ４．週に数日 ５．月に数日 

６．年に数日】 

選択 

④ 

・普段の外出の移動手段 

【１．さんさんバス・乗合タクシー ２．名鉄バス ３．三好ヶ丘ループバス    

４．愛知学泉大学スクールバス ５．鉄道 ６．福祉有償運送  

７．自家用車（自分で運転） ８．自家用車（送迎） ９．一般タクシー  

10．原付・バイク 11．シニアカー 12．自転車 13．徒歩 14．その（    ）】 

選択（全て） 

・記述 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

３ 

・みよし市の公共交通について知っていること 

【１．市内を名鉄電車が走っていること 

２．市内を名鉄バスが走っていること 

３．市内をさんさんバスが走っていること 

４．さんさんバスに乗り継げる乗合タクシーが走っていること 

５．市内を三好ヶ丘ループバスが走っていること 

６．市内を一般の人も利用できる愛知学泉大学のスクールバスが走っていること 

７．自宅近くのバス停の位置 

８．自宅近くのバス停の名前 

９．自宅近くバス停にバスが１時間に何本くらい運行しているか 

10．自宅近くを走るバスの運行経路（ルート） 

11. 自宅近くを走るバスの乗り方（運賃の払い方など） 

12．自宅近くを走るバスで行くことのできる施設 

13．バスロケーションシステムが導入されていること 
※インターネットを利用してバスが現在走っている位置を知ることができるシステム 

14．スマホアプリで乗り換えなどが確認できること（バス情報が GTFS※という共通フォーマ

ットで整理されていること） 
   ※GTFS(General Transit Feed Specification)とは、公共交通機関の時刻表や地理情報を公開するため

に標準化されたデータ形式のこと。 

15．公共交通のことについては何も知らない】 

選択（全て） 

公共交通の認知度より利便性

向上に向けた周知項目を検討

する。 

問

４ 

・公共交通全体の満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

→「４・５」と回答した方のみ、具体的な不満内容を回答 

選択・記述 

公共交通全体の満足度を把握

し、地域公共交通網形成計画

の目標の基準値を算出する。 

問

５ 

・この１年間の名鉄豊田線（鉄道）の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 

名鉄豊田線（鉄道）の利用状

況を把握する。 

他の設問での回答結果につい

て、鉄道の利用状況別の分析

をする上での基礎データとし

て使用する。 

問

６ 

（※名鉄豊田線（鉄道）利用者（問５で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄豊田線の満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

７ 

・この１年間の名鉄バスの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 

名鉄バスの利用状況を把握す

る。 

他の設問での回答結果につい

て、名鉄バスの利用状況別の

分析をする上での基礎データ

として使用する。 

問

８ 

（※名鉄バス利用者（問７で「１～４」と回答された方）のみ） 

・名鉄バスの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

９ 

・この１年間のみよし市内での一般タクシーの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数回 ３．月に数回 ４．年に数回 ５．利用していない】 
選択 

タクシーの利用状況を把握す

る。 

他の設問での回答結果につい

て、タクシーの利用状況別の

分析をする上での基礎データ

として使用する。 

個別輸送としての利用か公共

交通としての利用か把握し、

タクシーの公共交通利用の可

能性を検証する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

10 

（※一般タクシー利用者（問９で「１～４」と回答された方）のみ） 

・一般タクシーの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

問

11 

・この１年間のさんさんバス、乗合タクシーの利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数日程度 ３．月に数日程度 ４．年に数日程度 

５．利用していない】 

選択 さんさんバス、乗合タクシー

の利用状況を把握する。 

他の設問での回答結果につい

て、さんさんバス、乗合タク

シーの利用状況別の分析をす

る上での基礎データとして使

用する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

問

12 

① 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問９で「１～４」と回答された方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーの利用目的 

【１．通勤 ２．通院・お見舞い ３．買物・飲食 ４．送迎 ５．業務 ６．観光  

７．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

② 

（※さんさんバス、乗合タクシー利用者（問９で「１～４」と回答された方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーの満足度 

【１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満】 

選択 

６５歳以上アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

13 

（※さんさんバス、乗合タクシー非利用者（問９で「５」と回答された方）及び不満意向者

（問 12②で「４・５」を選んだ方）のみ） 

・さんさんバス、乗合タクシーを今後利用するための条件（不満が解消する・利用可能となる

条件） 

① 運行本数が多ければよい 

② 始発時間が早く、終発時間が遅ければよい 

③ 鉄道や他のバスとの乗り継ぎ時間が合えばよい 

④ 自宅や目的地などから最寄りバス停まで近ければよい 

⑤ 行きたい施設を経由する路線があればよい 

⑥ 目的地まで最短ルートで運行されればよい 

⑦ 予約すると自宅や目的地まで迎えに来てくれればよい 

⑧ バス停にベンチや屋根が整備されればよい 

⑨ バスのダイヤやルートなどの情報がわかればよい 

⑩ 車いすでも気軽に乗れる環境があればよい 

⑪ 杖やカート（押し車）でも気軽に乗れる環境があればよい 

⑫ 乗り方が分かればよい 

⑬ 自家用車が運転できなくなれば利用する 

⑭ IC カードが使えればよい 

⑮ 運転手の対応が良くなればよい 

⑯ その他（              ） 

選択 

（３つまで） 

さんさんバス、乗合タクシー

の利用状況を把握する。 

他の設問での回答結果につい

て、さんさんバス、乗合タク

シーの利用状況別の分析をす

る上での基礎データとして使

用する。 

地域公共交通網形成計画の目

標の基準値算出に用いる。 

・条件が改善した場合のさんさんバス、乗合タクシー利用意向 

 現在、利用している人  

【１．現在以上に利用する ２．現在の利用と変わらない】 

現在、利用していない人 

【１．今後はぜひ利用したい ２．今後は利用したい ３．今後も利用しない】 

選択 

問

14 

公共交通で市内のどこまで行けることが重要か 

【１．市中心部（市役所・サンライブ） ２．「1」以外の市内の公共施設 ３．鉄道駅

（周辺の施設も含む） ４．市民病院 ５．豊田厚生病院 ６．地域の病院や福祉施設 

７．スーパー等の店舗 ８．その他（       ）】 

選択（３つま

で）・記述 

市民の移動ニーズ（潜在需

要）を把握する。 

問

15 

・さんさんバスは、公共施設や病院、商業施設へ行くための路線として考えています。そのた

め所要時間が長くなるとともに本数が限られています。路線の改善についてご回答ください。 

【１．現状のままでよい ２．料金が高くなってもよいので、所要時間を短縮する 

 ３．運行本数が少なくなってもよいので、所要時間を短縮する ４．料金が高くなってよい

ので、本数を増やす ５．市中心部などで乗換えをしてもよいので、本数を増やす 

 ６．その他（            ）】 

選択 

問

16 

・市民の意見を聞く場として、ワークショップ形式の住民懇談会への参加意向 

【１．参加したい ２．参加しない】 

・案内状の送付希望者の住所連絡先 

【氏名：（   ） 住所：（   ） 連絡先：（   ）】 

選択・記述 

今後開催予定の住民懇談会の周

知及び参加意向の確認をすると

ともに、案内状の送付を希望す

る方の連絡先を把握する。 

問

17 
・みよし市内の公共交通の利便性を高めるアイデア 自由回答 

みよし市内の公共交通の利便

性を高めるためのアイデアを

募る。 

 

  

６５歳以上アンケート続き 



 

 

３．バス等乗降調査 

 調査目的：路線別、便別、停留所別の利用実態（ＯＤ）及び公共交通相互の乗継利用等を把握する  

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

1 
・戸籍上の性別 

【１．男性 ２．女性】 
選択 

以降の回答結果について、属性別

の分析をする上での基礎データと

して使用する。 

2 
・お住まいの地域 

【１．みよし市内 ２．みよし市外】 
選択 

3 
・年齢 

【１．20歳未満 ２．20・30歳代 ３．40・50歳代 ４．60～69歳 ５．70歳以上】 
選択 

4 

・利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務 

７．観光 ８．習い事・趣味・娯楽 ９．訪問（知人宅等） 10．その他】 

選択 

バス・乗合タクシーの利用状況を

把握する。 

 

5 
・最終目的地 

【１・みよし市内 ２．みよし市外】 
選択 

6 

・利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に数回程度 ３．月に数回程度 ４．年に数回程度 ５．初めて利

用する】 

選択 

7 

・乗り継ぎ状況・乗り継ぎ手段 

【１．乗り継ぎしない ２．名鉄豊田線 ３．名鉄三河線 ４．地下鉄鶴舞線 ５．名鉄

バス ６．さんさんバス ７．乗合タクシー ８．三好ヶ丘ループバス ９．周辺市町

コミュニティバス 10．その他】 

選択 
乗継や往復利用といった利用特性

を把握する。 

8 
・往復利用状況 

【１．往復の利用 ２．片道の利用】 
選択 

9 
・利用路線と利用便（調査員の記録） 

【（    ）線 （    ）便】 

調査員が 

記入 乗降バス停を把握し、バス停間

ODを把握する。 
10 

・乗降バス停（調査員の記録） 

【乗車：（    ）バス停 降車：（    ）バス停】 

調査員が 

記入 

※乗降調査カード（ミシン目入り）を調査員が車内にて配布、利用者が該当箇所をパンチ（バス停間ＯＤは調査員が記入） 

 乗合タクシーは車内に設置し、運転手が声掛けして回収。 

 

※ＯＤ調査とは、起点（0rigin）から終点（Destination）までを一体として把握する交通量調査のこと。  



 

 

４．バス等利用者アンケート 

 調査目的：公共交通の満足度、改善事項、利用促進のアイデアなどを把握する  

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

１ 

① 

・戸籍上の性別 

【１．男性 ２．女性】 
選択 

以降の回答結果について、属

性別の分析をする上での基礎

データとして使用する。 

② 

・年齢 

【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歳以上】 

選択 

③ 

・職業 

【１．会社員、公務員、会社役員等 ２．自営業（農業を含む） ３．パート・アルバイト 

４．専業主婦・主夫 ５．学生（専門学生） ６．無職 ７．その他（    ）】 

選択・記述 

④ 

・お住まいの地域 

【１．新屋 ２．三好上 ３．三好下 ４．西一色 ５．福田 ６．明知上 ７．明知下

８．打越 ９．莇生 10．福谷 11．黒笹 12．東山 13．高嶺 14．好住 15．中島 

16．ひばりヶ丘 17．あみだ堂 18．山伏 19．平池 20．上ヶ池 21．三好丘 22．三

好丘緑 23．三好丘旭 24．三好丘桜 25．三好丘あおば 26．みよし市外

（     ）市・町・村】 

選択・記述 

⑤ 

・自家用車（送迎を含む）の利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．週に２～３回程度 ３．週に 1回程度 ４．月に数回程度 

５．ほとんど利用していない】 

選択 

自家用車利用（送迎も含む）

への依存度を把握する。 

不満事項の改善による利用頻

度の増加の可能性を分析する

際の参考データとする。 

⑥ 

・バスに乗るために徒歩で移動する場合、何分程度までなら移動することができるか。 

【１．1分 ２．3分 ３．5分 ４．10分 ５．15分 ６．20分以上 

 ７．徒歩では難しい】 （鉄道・路線バス・さんさんバス別に回答） 

選択 

利用者アンケートと市民アン

ケートにおいて、自力移動へ

の考え方にどのような違いが

出るかを調査する。 

公共交通利用圏域の妥当性を

検証する。 

問

２ 

・アンケートを受け取った路線 

【１．名鉄バス星ヶ丘豊田線（赤池駅⇔豊田市駅） ２．名鉄バス愛教大線（知立駅⇔愛教

大⇔アイモール・イオン三好店） ３．さんさんバス くろまつくん（明知下公民館～黒

笹駅） ４．さんさんバス さつきちゃん（福田児童館～黒笹駅）５．乗合タクシー】 

選択 

バスの利用状況を把握する。 

満足度と利用状況のクロス集

計により、路線別や利用状況

別の満足度や改善事項を分析

する。 

問

３ 

・アンケートを受け取ったバス・乗合タクシーに乗車した日時 

【（  ）月（  ）日、午前・午後（  ）時頃】 
記述 

問

４ 

・アンケートを受け取ったバス・乗合タクシーに乗車、降車したバス停・タクシー乗降場  

【乗車したバス停、乗降場：（    ） 降車したバス停、乗降場：(    )】 
記述 

問

５ 

・アンケートを受け取った当日のバス・乗合タクシーの利用目的 

【１．通勤 ２．通学 ３．通院・お見舞い ４．買物・飲食 ５．送迎 ６．業務  

７．観光 ８．趣味・習い事・娯楽 ９.訪問（知人宅等） 10．その他（    ）】 

選択・記述 

問

６ 

・アンケートを受け取った当日の最終目的地 

【１・みよし市内 施設名（          ） 

 ２．みよし市外 市町村名（         ）市・町・村】 

選択・記述 

問

７ 

・自宅からバス停までの移動手段 

【１．乗合タクシー ２．一般タクシー ３．自動車（自分で運転） 

 ４．自動車（他の人が運転） ５．原付・バイク ６．自転車 ７．徒歩 

 ８．その他（     ）】 

選択・記述 

問

８ 

・バス停から目的地までの移動手段 

【１．乗合タクシー ２．一般タクシー ３．自動車（自分で運転） 

 ４．自動車（他の人が運転） ５．原付・バイク ６．自転車 ７．徒歩 

 ８．その他（     ）】 

選択・記述 

問

９ 

・利用頻度 

【１．ほぼ毎日 ２．平日のみ ３．休日のみ ４．週に数日 ５．月に数日 

６．年に数日】 

選択 

問

10 

・運賃の支払方法 

【１．現金 ２．回数券 ３．乗継券 ４．ICカード ５．定期券 ６．無料】 
選択 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

11 

・アンケートを受け取った交通機関から他の交通機関へ乗り継いだか。または、アンケート

を受け取った交通機関へ乗り継いだか。 

【１．乗り継いでいない ２．名鉄豊田線 ３．名鉄三河線 ４．名鉄名古屋本線 

５．地下鉄鶴舞線 ６．名鉄バス星ヶ丘豊田線（赤池駅⇔豊田市駅） ７．名鉄バス愛教

大線（知立駅⇔愛教大⇔アイモール・イオン三好店） ７．名鉄バスイオン・赤池線（赤

池駅⇔諸輪⇔アイモール・イオン三好店） ８．さんさんバス（くろまつくん） 

９．さんさんバス（さつきちゃん） 10．乗合タクシー 11．三好ヶ丘ループバス  

12．とよたおいでんバス 13．豊田市高岡地域バス（ふれあいバス） 

14．一般タクシー 15．その他（  ）】 

選択・記述 

乗継の利用状況について把握

する。理由、代替手段を集計

し、それぞれのサービスの連

携についての検討材料とす

る。 

問

12 

・「行き」「帰り」と往復で同じ交通機関を利用するか。 

【１．行きのみ利用 ２．帰りのみ利用 ３．往復で利用する】 
選択 

問

13 

（※片道利用者（問 12で「１～２」と回答された方）のみ） 

・｢行き」または「帰り」のみ利用した場合、その理由 

【１．本数が少ないから ２．利用したい時間と合わないから 

３．行きたい場所にいけないから ４．遠回りになるから 

５．乗り継ぎが不便だから ６．他の交通手段の方が便利だから 

７．車で送迎してもらえるから ８．その他（       ）】 

選択・記述 

問

14 

（※片道利用者（問 12で「１～２」と回答された方）のみ） 

・｢行き」または「帰り」のみ利用した場合、代わりの交通手段について 

【１．名鉄豊田線 ２．名鉄名古屋本線 ３．地下鉄鶴舞線 ４．名鉄バス星ヶ丘豊田線

（赤池駅⇔豊田市駅） ５．名鉄バス愛教大線（知立駅⇔愛教大⇔アイモール・イオン三好

店） ６．名鉄バスイオン赤池線（赤池駅⇔諸輪⇔アイモール・イオン三好店）  

７．さんさんバス（くろまつくん）８．さんさんバス（さつきちゃん）  

９．乗合タクシー 10．三好ヶ丘ループバス 11．とよたおいでんバス  

12．豊田市高岡地域バス（ふれあいバス） 13．一般タクシー  

14．自動車（送迎を含む） 15．自転車 16．徒歩 17．その他（    ）】 

選択・記述 

問

15 

・バス・乗合タクシーに関する現状の満足度 

（項目ごとに評価【１．満足 ２．やや満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満】） 

① 総合的な満足度 

② 運行本数 

③ 運行経路 

④ 自宅からバス停までの距離 

⑤ 降車バス停から目的地・施設までの距離 

⑥ バスが運行している時間帯 

⑦ 目的地までの所要時間 

⑧ バスが時刻表どおりに発着すること 

⑨ バス停・乗降場での行き先案内や時刻表の見やすさ 

⑩ バス停・乗降場の待合環境 

⑪ バス停・乗降場周辺での施設整備 

⑫ バス・乗合タクシーの乗り降りのしやすさ 

⑬ バス・乗合タクシーの運賃 

⑭ 車内における案内表示のわかりやすさ 

⑮ 手持ちの路線図や時刻表の見やすさ 

⑯ 乗り継ぎの情報や乗り継ぎ案内のわかりやすさ 

⑰ 乗り継ぎをする際の移動距離 

⑱ 乗り継ぐバス停の待合環境 

⑲ 乗り継ぎの際の割引制度 

⑳ 乗合タクシーの予約方法 (利用者のみ) 

㉑ 乗合タクシーの予約締め切り時間 (利用者のみ) 

 

（※不満意向者（問 15で「４～５」と回答された方）のみ） 

・「やや不満」または「不満」と回答された項目の具体的な改善内容 

【選択肢、部分記述】 

選択・記述 

バスに関する項目別満足度を

把握する。 

路線別や利用状況別の分析に

より、属性別の改善すべき事

項を抽出する。 

不満事項を抽出し、回答結果

を参考に改善策を検討する。 

問

16 

（※不満意向者（問 15で「４～５」を１つ以上選んだ方）のみ） 

・不満の項目が改善された場合、利用頻度が増加するか 

【１．今まで以上に利用する ２．今までと同程度利用する】 

選択 
不満事項の改善による利用頻

度増加の可能性を把握する。 

問

17 

・今後、バス・乗合タクシーのサービス拡充していく際に重要な項目はどれか。 

（１７の②～㉒の中から選択） 

【1位（  ） 2位（  ） 3位（  ）】 

選択 

（上位３つ） 

市民が公共交通に対して求め

ているものを調査し、今後サ

ービス内容を変更する際の参

考とする。 

バス等利用者アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

18 

・あなたは日常的にどの情報通信機器を使用して Web（インターネット）を利用しています

か。 

【１．スマートフォン ２．スマートフォン以外の携帯情報通信端末（ガラケーなど） 

 ３．タブレット端末 ４．パソコン ５．インターネットを利用していない】 

選択 

（１つに○） 

バスを利用する人が普段どの

ような媒体で、どのような情

報を収集しているのかを把握

する。 

回答結果を参考に、バスの利

用促進策について検討する。 

問

19 

・バスを利用する際に携帯電話・スマートフォン・パソコン等を利用して、どのような情報

を検索しているかを教えてください。 

【１．路線図 ２．バス停の位置 ３．ダイヤ（時刻表） ４．目的地までの乗り継ぎ 

 ５．目的地までの所要時間 ６．目的地までの運賃 ７．その他（     ） 

 ８．何も検索していない】 

選択 

（すべてに

○） 

問

20 

・携帯電話・スマートフォン・パソコン等を利用してバス情報を検索する際によく利用する

検索サイトやアプリの名前を教えてください。 

【１．Google マップ ２．Yahoo!乗換案内 ３．NAVITIME ４．駅すぱあと ５．駅探  

６．ジョルダン ７．その他（      ） ８．利用していない】 

選択 

（すべてに

○） 

問

21 

・バスロケーションシステムの利用状況を教えてください。 

【１．よく利用する ２．たまに利用する ３．知っているが利用していない 

４．知らない】 

選択 

（１つに○） 

問

22 

・バスを利用する際にどのような情報が得られれば今より便利になるかを教えてください。 

【１．目的地の最寄りのバス停 ２．バス停周辺の施設情報 

３．鉄道や他のバスとの乗換え情報 ４．行政（市役所）からの情報 

５．地域の観光に関する情報 ６．地域のイベント情報 ７．その他（    ）】 

選択 

（すべてに

○） 

問

23

① 

・さんさんバスは現在 100円の運賃で利用することができますが、運行を維持するために市

民一人あたり年間約 1,047円の税金を使っています。（平成 29年度は約 6,380万円の市負

担額）この額は年々増加しており、今後ますますバスを運営するのにかかる税金の額は増加

する可能性があります。このことを踏まえて 23①、②をご回答ください。 

「運賃」や「税金での負担」の関係についての考え方についてご回答ください。 

【１．運行本数の増加など、今以上の利便性を高めるため、市の負担額を増やすべき（税金

の負担を増やして、サービスを向上させる） 

２．運行本数の増加など、利便性の向上は必要だが、利用者負担（運賃）の増加により対応

すべき（利用書の負担を増やして、サービスを向上させる） 

３．現在の運行本数や運賃を維持するため、市の負担額は現状程度で良い（税金の負担は

現状のままで、サービスも現状維持） 

４．運賃を上げたり、運行本数を減らしたり、サービス水準を落として市の負担額を減ら

すべき（税金の負担を減らして、サービスを低下させてもよい） 

５．その他（                ）】 

選択・記述 

利用する人がさんさんバスを

どう考えているかを把握する

ため。 

問

23

② 

・あなたは運賃をいくらまでなら支払ってもよいと考えますか。 

【１．50円 ２．100円（現在） ３．200円 ４．300円 ５．400円 ６．500円】 
選択 

問

24 

・さんさんバスは、公共施設や病院、商業施設へ行くための路線として考えています。その

ため所要時間が長くなるとともに本数が限られています。路線の改善についてご回答くださ

い。 

【１．現状のままでよい ２．料金が高くなってもよいので、所要時間を短縮する 

 ３．運行本数が少なくなってもよいので、所要時間を短縮する ４．料金が高くなってよ

いので、本数を増やす ５．市中心部などで乗換えをしてもよいので、本数を増やす 

 ６．その他（            ）】 

選択 

問

25 

・路線バス及びさんさんバスの社会的な役割 

【①通勤・通学するための交通手段  ②通院・買い物するための交通手段 

③鉄道の駅へ行くための交通手段  ④市外の施設へ行くための交通手段  

 ⑤市外から来訪する方たちにとっての交通手段  ⑥観光をするときの交通手段 

 ⑦自動車などを利用できない方やの交通手段 

 ⑧普段はバスを利用しなくても、いつでも利用できるという安心感を与える役割 

 ⑨バス等の存在自体がまちの活性化や活力につながるという役割 

⑩みよし市をアピールする資源となる役割 】 

選択 

（路線バス・

さんさんバス

それぞれの重

要度を５段階

で評価） 

路線バス及さんさんバスが果

たすべき役割を把握する。 

地域公共交通網形成計画に基

づく推進事業を検討する素地

とする。 

問

26 

・今後、バスサービスを維持・拡充していく際に重要な項目はどれか。 

（問 20の①～⑩の中から特に重要な項目をランク付ける） 

【1位（  ） 2位（  ） 3位（  ）】 

選択 

バス等利用者アンケート続き 



 

 

項目案 回答方式 調査項目のねらい 

問

27 

・公共交通を確保・維持するために、自身や地域が協働・連携して取り組める内容 

【１．公共交通を積極的に利用する 

２．地域で公共交通を活用したイベントを実施する 

３．地域で協賛金（募金など）を募り、収入を増やす 

４．地域企業の協賛金や広告費などを募り、収入を増やす 

５．地域で公共交通について話し合う場や組織を設置する 

６．地域が主体となり、地域特性やニーズに応じた新たな公共交通を運行する 

７．その他（                ）】 

選択・記述 
市民協働の可能性についての

市民意向を把握する。 

問

28 

・市民の意見を聞く場として、ワークショップ形式の住民懇談会への参加意向 

【１．参加したい ２．参加しない】 

・案内状の送付希望者の住所連絡先 

【氏名：（  ） 住所：（  ） 連絡先：（  ）】 

選択・記述 

今後開催予定の住民懇談会の

周知及び参加意向の確認をす

るとともに、案内状の送付を

希望する方の連絡先を把握す

る。 

問

29 
・みよし市内の公共交通の利便性を高めるアイデア 自由回答 

みよし市内の公共交通の利便

性を高めるためのアイデアを

募る。 

 

  

バス等利用者アンケート続き 



 

 

５．主要集客施設調査 

 調査目的：公共交通の認知度、公共交通の利用可能となる条件、利用意向（潜在需要）を把握する  

 

調査の種類 項目 内容 調査項目のねらい 

主要集客施設調査 

 

【対象】日常生活で利用する主

要集客施設３施設を対象に、平

日及び休日 1日の施設利用者 

１アイモール・イオン三好 

２市民病院 

３三好ケ丘駅 

 

【方法】 

調査員が聴き取り 

（ヒアリング、各施設 100人以

上の回答収集を目標とする） 

回答者属性 性別 ・ヒアリング回答者の属性や背景を把握

する 

・各種クロス集計項目として使用する 年齢 

居住地 

施設利用実態 利用頻度 ・施設の利用実態を把握する 

利用目的（駅の場合） 

最終目的地（駅の場合） 

施設滞在時間 

利用交通手段（往路・復路） 

該当施設以外に立ち寄る施設 

バスの認知度 

バス利用が可能と

なる条件 

利用意向 

バスに関して知っていること ・バスへの関心度を把握する 

・認知度より利便性向上に向けた周知項

目を検討する 

バスへの利用転換が 

可能となる条件 

・バス利用の促進に向けた改善等の項目

を把握する 

条件が改善された場合の 

バス利用意向 

・バスへの転換意向（潜在需要）を把握す

る 

バスを利用した場

合 

バスを利用した理由 ・バス利用の理由を把握する 

・バスサービスの確保や維持項目を把握

する 

タクシーを利用し

た場合 

タクシーを利用した理由 ・タクシー利用の理由を把握する 

・タクシーサービスの確保や維持項目を

把握する 

自由意見 公共交通に関する自由記述 ・時間に余裕がある場合のみ実施 

・設定項目以外の公共交通の利便性向上、 

利用促進につながる意見や考え方を把握

する 

 

  



 

 

６．交通事業者等ヒアリング 

 調査目的：地域公共交通の課題抽出、整理に必要な基礎指標を把握する  

 

調査の種類 項目 内容 調査項目のねらい 

交通事業者ヒアリング 

（アンケート） 

 

【対象】 

バス運転士など運行事業者 

 

【方法】 

ヒアリング項目を事前に郵送

し、後日交通事業者（営業所）

へ訪問、聴き取り（ヒアリン

グ） 

回答者属性 担当ルート ・アンケート回答者の属性や背景を把

握する 

担当年数 

運行上の問題点について 運転士として普段感じる 

運行上の問題点や改善点 

・運転士が感じる問題点を把握する 

・利用者から聞かれる問題点を把握す

る 利用者より聞かれる 

問題点や改善点及び要望 

公共交通の改善点や 

地域との協力体制 

公共交通に関するアイデア ・交通事業者が考える公共交通の改善

点を把握する 

市民や自治体と協力できる事 

自由意見 公共交通に関する自由記述 ・設定項目以外の公共交通の利便性向

上、利用促進につながる意見・意向を

把握する 
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協議事項３ 地域の公共交通を考える住民懇談会の開催について 
 

１ 住民懇談会開催の目的 

 みよし市地域公共交通網形成計画を策定する上で、市民や公共交通利用者の日常

的な移動特性とその移動における問題点を把握します。 

 平成 30 年 10 月・11 月に実施する各種調査結果を示しつつ、さんさんバス及

びその他の公共交通機関の利用特性や課題を把握できているかどうかを確認する

とともに、地域住民が公共交通に期待することや利用しやすい公共交通とするた

めのアイデアを地域の生の声として引き出します。 

 バス利用環境（待ち合い、乗り継ぎ環境を含む）の改善や各種利用促進施策など、

利用者目線から見た具体的なアイデアを整理する中で、地域住民が主体的に取り

組むことができる施策を抽出し、マイバス意識の醸成を図ります。 

 

 

２ 住民懇談会の進め方 

 開催の趣旨及び資料説明は全体で行い、具体的な意見交換は、テーブル単位でワー

クショップ形式にて進めます。 

 地区ごとにテーブル（１テーブル６～８人）に分かれ、テーブルごとにファシリテ

ーター１名が司会進行役として付き、会議を進めます。 

 ワークショップでは、参加者全員が公平に意見を出せる場となるよう、ポストイッ

トなどを活用します。 

 最後に参加者の代表の方（各テーブル 1名程度）から、各テーブルで出された意見

と結果を発表していただきます。 

 

 

３ 住民懇談会のテーマ 

～みんなが“乗ってみたくなる公共交通” 

をみんなで育もう！～ 

 

  

資料３ 

】 
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４ 住民懇談会の内容 

①開会あいさつ、本日のテーマと進め方の説明           （約 5分） 

②公共交通の現状と各種調査結果の説明              （約 15分） 

③グループ討議                         （約 40分） 

・普段のお出かけの実態と移動で困っていること 

・公共交通を利用したくなる取り組みやアイデア 

（地域住民が主体的に取り組むことができる施策） 

－ 休憩（5分） － 

④各テーブルの結果発表（1テーブル 3分程度）          （約 15分） 

⑤総評                              （約 5分） 

⑥閉会あいさつ、今後の予定                   （約 5分） 

合計 90分 

 

５ 開催スケジュール 

開 催 日 開催時間 開 催 場 所 

平成 31年 1月  日（平日） 14時 00分～ 市役所又はサンライブ 

平成 31年 1月  日（休日） 14時 00分～ 市役所又はサンライブ 

※市内各地区（きたよし、なかよし、みなよし、1地区 6～8人程度）を合同開催 

（平日と休日） 

 

 

６ 参加者募集方法 

参加者は、市役所企画政策課に事前申し込み（定員あり、平日・休日 各最大30名程度） 

申込期限 平成 30年 12月  日（ ） 

 

【募集方法案】 

・市民アンケート、６５歳以上アンケート及びバス等利用者アンケートにおける参加意向者

（連絡先記入者）への呼びかけ 

・さんさんバス・乗合タクシー車内での参加募集ポスターの掲示 

・広報みよしによる参加者募集 

 ・地域公共交通会議の傍聴者への呼びかけ 

 ・区長会、いきいきクラブ、子ども会、子育て支援組織等への呼びかけ 


