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様式第3号(第9条関係)  

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成30年度第２回みよし市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成30年10月12日（金曜日） 午前9時30分から午前11時18分まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室１・２・３ 

出 席 者 

【会長】 伊豆原浩二  【副会長】松本幸正 

【委員】 稲見恒弘 野々山勝利 鈴木伸幸 

小林裕之 吉岡実 加藤憲治（代理 加藤水竹） 

山口直毅 深町明弘(代理 毛利康浩） 二輪昭宏 

榊原 仁（代理 児玉朋孝） 岩月康男 水野恭幸  

新谷千晶 永井勝義 中野美咲 岡本隆広 

【事務局】政策推進部長 政策推進部参事 

 企画政策課長 企画政策課副主幹 

 企画政策課主任主査 企画政策課主事 

次 回 開 催 予 定 日 平成31年2月 

問 合 せ 先 

 政策推進部 企画政策課 

 （0561）32-8005 

 kikaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  

審議経過 

≪議事≫ 

１ 委嘱状交付 

【企画政策課長】 

定刻になりましたので、ただ今から平成30年度第2回みよし市地域公共交通

会議を開催します。委員の皆さまには早朝よりお集まりいただきまして、また、

ご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 私は本日、

議事に入るまでの進行役を務めさせていただきます、みよし市企画政策課長の

竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議はみよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱の規定に基づ

きまして、公開とさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。

なお、傍聴者の皆さまには受付時にお渡ししました注意事項を厳守していただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 本日の出席委員は現在18名で、みよし市地域公共交通会議要綱の第5条第2項

の規定を満たしておりますので、本会議は成立していることをご報告させてい

ただきます。 

 なお、伊藤久司委員、河合貴夫委員、角野知子委員、鈴木淳委員、志水昌吾

委員は、本日所用のため欠席されるという連絡をいただいております。ご了解

ください。 

会議に先立ちまして、本日から2名の方が役職員改選に伴いまして新たに委

員にご就任いただいておりますので、ご紹介をさせていただきます。愛知県バ

ス協会より小林裕之様。 

  

【小林委員】 

 協会役員の異動がありまして、小林でございます。よろしくお願いします。 
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【企画政策課長】 

よろしくお願いいたします。もうおひとかた、名鉄バス株式会社より吉岡実

様。 

 

【吉岡委員】 

名鉄バス、吉岡でございます。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

【企画政策課長】 

 ありがとうございます。２名の委員の方につきましては本日、各委員の皆さ

まのお手元に配布させていただいております委員名簿でご確認いただきたい

と思います。 

 なお、本来ならばお二人の委員お一人お一人に、委嘱状を交付させていただ

くのが本意ではございますが、時間の都合上、机の上に委嘱状を交付させてい

ただいておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、会議に先立ちまして初めに、伊豆原会長よりごあいさつをいただ

きたいと思います。伊豆原会長、よろしくお願いいたします。 

 

２ 会長あいさつ 

【会長】 

伊豆原でございます。おはようございます。朝早くから、いつもは10時ぐら

いからですが、今日は早めに集まっていただいてありがとうございます。よう

やく秋らしくなったといいますか、朝晩ちょっと寒いぐらいになって、私も鼻

声になって、皆さん、体調に気を付けていただけたらと思います。 

 みよし市の地域公共交通網形成計画という計画の立案を今年度から来年度、

２年かけて策定していきましょうと、こういうことで今日は一番最初のニーズ

調査について皆さんに意見をいただけるチャンスをつくっていただきまして

ありがとうございます。そして、みよし市の場合は、さんさんバスを何本かに

ネットワークしているわけですけども、このご利用が、ちょっと言い方が悪い

ですけど、かなり優等生だったと思います。ただ、少し、この１、２年、ご利

用の数が頭打ちといいますか、伸びていない状況になってきている、これも事

実でございます。なおかつ、みよし市の周囲を見渡すと長久手に大きな商業施

設、日進のほうでまた商業施設ができ、なおかつ、今度は豊田市の再開発がオー

プンになったというように、この市を取り巻く周辺の状況がかなり変わってき

ております。そういう影響も私はあるのだろうと思います。 

 ということになると、こういった交通の話というのは市内だけの話ではなく

て、もう少し広い視点を私たちは持つ必要があるのだろうと思います。そこら

辺も含めて、今回のニーズ調査ですが、みよし市の網形成計画を策定するにあ

たって、そういった視点を持ってご意見をいただけたらというふうに思います

ので、ぜひ忌憚のないご意見、あまり役割を背負ってとか、そういうのではな

くて、皆さんのお立場だけでなくて、住んでおられるお立場、それから、みよ

しを訪れる立場、こういうので見ていただいて忌憚のないご意見をたくさんい

ただけたらというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。少し長くな

りましたがお願いします。 

 

３ 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 

（参考資料：資料１） 

【企画政策課長】 

 それでは、議事に移りますが、本会議要綱の規定に基づきまして会長が議長

を務めますので、伊豆原会長に会議の進行をお願いしたいと思います。会長、

よろしくお願いいたします。 
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【会長】 

 それでは、お手元の次第に従って進めさせていただきます。今日は協議事項

が３件ございます。ぜひ、先ほど申しましたように、いろんな視点を持ってご

審議、ご協議いただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。 

 それでは、協議事項の１番目、さんさんバス「乗合タクシー乗降場」の新設

についてということで、事務局から説明お願いします。 

 

【事務局】 

 まず、資料１の１ページをご覧ください。今回、乗合タクシー乗降場の新設

が２件ありますが、まず、１件目として三好公園バス停、三好公園東バス停か

ら総合体育館の間に乗合タクシー運行区間を新設するものです。地元の新屋行

政区から行政区要望が提出されたこと、また、総合体育館が公共施設であるこ

とも考慮して設置を協議させていただくものです。 

 目的としましては、バス停から半径500メートルの利便地域から外れる住宅

をカバーし、また、坂道が多い傾斜地であり、高齢者など地域住民の利便性を

高めるためです。左側の地図の赤線で新設路線の表示がありますように、総合

体育館の位置が交流路線である三好公園、生活路線である三好公園東の中間に

位置しており、それぞれのバス停から新設する総合体育館の乗合タクシー乗降

場までの間で乗合タクシー路線を新設するものです。右側の地図を見ますと、

今回の乗合タクシーの運行区間である三好公園、三好公園東以外にも総合体育

館からの最寄りのバス停は他にもありますが、乗合タクシーが待機するのに適

した場所として今回の三好公園、三好公園東それぞれのバス停を選定していま

す。 

 設置に向けた流れとしましては事前に確認していることとして、体育館の管

理運営を行っているスポーツ課からは９月11日、三好公園として管理している

公園緑地課からは9月19日、新屋行政区からは９月19日にそれぞれ支障なしと

の確認が取れています。 

 続いて、２ページをご覧ください。こちらは乗合タクシー乗降場の新設の２

件目になります。福谷バス停から福谷地区、西荒井になりますが、その間の乗

合タクシー運行区間を新設するものです。地元の福谷行政区から行政区要望が

提出されたことで設置を協議させていただくものです。 

 目的としましては、バス停から半径500メートルの利便地域から外れる住宅

をカバーし、また、坂道が多い傾斜地であり、高齢者など地域住民の利便性を

高めるためです。左側の地図の赤線で新設路線の表示がありますように、福谷

バス停から新設する福谷地区の乗合タクシー乗降場までの間で乗合タクシー

路線を新設するものです。右側の地図をご覧いただきますと、福谷地区からさ

んさんバスのバス停まで距離としては500メートルの徒歩圏内となっています

が、高齢者が多く、バス停までの坂道を歩くことが困難だというご意見も頂戴

しています。 

 また、設置に向けた流れとしては事前に確認していることとして、市道を管

理している道路河川課からは９月18日、福谷行政区からは９月19日にそれぞれ

支障なしとの確認が取れています。 

 今後の予定としましては、本日のこの会議で承認が得られれば、先ほどの１

件目と同じく、１月１日号の広報に掲載してPRを図り、２月１日からの運行開

始をする予定です。 

 資料の3ページをご覧ください。こちらは参考になりますが、さんさんバス・

乗合タクシー路線図、市域カバー図となっています。バス停から半径500メー

トルのバス停徒歩圏を実線で描いており、バス停徒歩圏を目安として、そこか

ら外れる交通不便地域においても、さんさんバスの利用ができるように乗合タ

クシーを設定しています。乗合タクシー乗降場から半径500メートルの点線で

描かれている範囲が乗合タクシー乗降場の徒歩圏内となります。 

 資料1の説明は以上になります。 
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【会長】 

 ありがとうございます。ただ今、さんさんバス・乗合タクシーの乗降場２カ

所の新設について説明をいただきました。これについて何かご質問、ご意見ご

ざいましたら、お受けしますが、いかがでしょうか。 

 ご意見、ご質問ないようですので、委員のご了承をいただいたということで

進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、今、ご説明があったように、本日の会議

で了承いただいて、１月１日の広報に掲載をさせていただいて、２月１日から

運行開始ということで手続きをさせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、協議事項の二つ目、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、事務局から説明をお願いします。 

 

(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 

（参考資料：資料２） 

【事務局】 

 資料２の１ページ左側をご覧ください。最初に各種ニーズ調査を含めた地域

公共交通網形成計画策定スケジュールの概要を説明させていただきます。前回

５月の会議でも計画策定スケジュールは説明させていただきましたが、改めて

簡単に全体の流れを説明いたします。 

 地域公共交通網形成計画は平成30年度と平成31年度の２カ年をかけて策定

していきます。30年度につきましては、業務支援を行ってもらう策定支援業者

のプロポーザルを実施し、その選定を７月中に終え、審査の結果、株式会社国

際開発コンサルタンツに決定いたしました。本日の会議に参加しておりますの

で、ここでご紹介させていただきます。 

 

【㈱国際開発コンサルタンツ】 

 国際開発コンサルタンツ名古屋支店でございます。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 業者決定後は、本市の地域概況の整理や公共交通の現状把握等を行います。

続いて、公共交通の市民アンケート調査、バス乗降調査など市民を中心とした

利用者の意向を汲み取るためのニーズ調査を実施し、来年１月には住民懇談会

を開催し、参加者による生の声や公共交通の利用を推進するアイデア等を把握

します。年度末にかけて、把握した地域特性、各種ニーズ調査の結果や住民懇

談会の内容を踏まえ、地域公共交通の課題整理を行い、２月頃の第３回会議で

報告させていただきたいと考えています。 

 31年度は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を行い、

地域公共交通網形成計画案を策定していきます。その過程の中で本会議を重

ね、計画案を練った上で秋ごろに市民からの意見を聞く場としてパブリックコ

メントの実施、その後の対応の検討を行い、計画を策定します。なお、パブリッ

クコメント前には再度、住民懇談会を計画しております。31年度は４回程度の

会議の開催を予定しています。 

 計画策定後の32年度以降ですが、31年度に策定した計画を実施、実行してい

くことになります。この会議自体が計画実施の主体となりますので、計画の実

現に向けた取り組みをこの会議で進めていくことになります。 

 続いて、右側の各種ニーズ調査の一覧をご覧ください。左側の調査種別にあ

りますように、６種類の各種ニーズ調査を実施します。一つ目の市民アンケー

トは高校生以上である15歳以上の市民2,000人を対象として、市民の移動実態、

公共交通維持にかかる費用負担の在り方などを広く市民より把握します。10
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月・11月に実施し、年代分布を考慮して無作為抽出を行い、アンケート送付後

に郵送による御礼兼督促状を送付し、回収率の向上を図ります。 

 二つ目の65歳以上アンケートは高齢者市民1,000人を対象とします。この際

に、市民アンケート対象者2,000人とは重複しないように設定します。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しま

す。実施時期、実施方法等は市民アンケートと同じです。 

 三つ目のバス等乗降調査は、さんさんバス・名鉄バスの各平日・休日１日、

さんさんバスは全便全利用者、名鉄バスは全便ではなく調査対象便利用者にな

ります。乗合タクシーは1週間の全利用者となります。路線別、便別、停留所別

の利用実態および公共交通相互の乗継利用等を把握します。11月に実施し、調

査員がバスに乗車し、乗客へ調査カードを配布・回収をします。乗合タクシー

は運転手により実施します。 

 四つ目のバス等利用者アンケートは、３つ目のバス等乗降調査と同時に実施

をしますので、調査対象と実施時期は同じになります。利用者目線での公共交

通の満足度、改善事項、利用促進のアイデアなどを把握します。バス等乗降調

査時にアンケートを配布し、乗合タクシーは運転手から手渡し、郵送で回答を

してもらいます。 

 五つ目の主要集客施設調査はアイモール・イオン三好店、市民病院、三好ケ

丘駅、各施設100人以上を対象として、公共交通の認知度、公共交通の利用可能

となる条件、利用意向を把握します。11月に実施し、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います。 

 六つ目の交通事業者等ヒアリングは、愛知つばめ交通、名鉄バス、名鉄電車

の各交通事業者を対象に地域公共交通の課題抽出、整理に必要な基礎指標を把

握します。11月に実施し、各交通事業者には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います。各種ニーズ調査の一覧の説明は以

上になります。 

 ２ページをご覧ください。Ａ３の縦の路線図になります。こちらはみよし市

公共交通路線図ですが、市民アンケート、65歳以上アンケート、バス等利用者

アンケートに添付する本市の公共交通全体の路線図になります。 

 ３ページをご覧ください。先ほど一覧で概要をご説明した各種ニーズ調査の

調査項目と、そのねらいになります。これは実際の調査票に落とし込む前段階

の形となっています。実際の調査票は文字を大きくし、レイアウトも見やすく

して、どなたでも回答しやすいように工夫してまいります。 

 それでは、３ページの市民アンケートについて、右側の調査項目の狙いに

沿って簡単に説明いたします。問１①から⑥までは属性別の分析をする上での

基礎データとして質問します。問１⑥から⑧までは免許返納者が増加すること

で公共交通の利用促進につながる可能性があり、今後の免許返納者の増加に対

応するための参考といたします。 

 ここで１点、訂正がございます。問１⑦、運転免許を返納した（しようと思

う）年齢の設問で、選択肢の７「免許を返納するつもりはない」と回答した人

は矢印で⑧へとなっていますが、この部分が⑧ではなくて、問２①が正しくな

りますので、訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

 続きまして、問２①から⑥までは日常的な生活交通圏域、交通行動の実態、

地区別の交通特性を把握します。実際の調査票では外出の頻度の順に２つから

３つの外出について回答していただきます。 

 続いて４ページは、問３で公共交通の認知度により、利便性の向上に向けた

周知項目を検討します。問４では公共交通全体の満足度を把握します。問５か

ら問７までは名鉄豊田線の利用状況を把握します。 

 ５ページの問８から10までは名鉄バスの利用状況を把握します。 

 続いて、６ページの問11から問14まではさんさんバス・乗合タクシーの利用

状況を把握します。 

 ７ページの問15、16ではタクシーの利用状況を把握し、問17、18では市民の

移動ニーズを把握します。問19はさんさんバスや名鉄バスが果たすべき役割を
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把握し、地域公共交通網形成計画に基づく推進事業を検討する材料とします。

問20から次ページの問22までは、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します。問23で

は今後、開催予定の住民懇談会の周知と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いたします。 

 ここでもう１点訂正がございます。７ページにお戻りいただきまして、問20

の設問になりますが、上から４行目後半の「問21①、②をご回答ください」と

ありますが、正しくは「問20①、②をご回答ください」に訂正させていただき

ます。問21というのは問20が正しくなります。よろしくお願いします。 

 戻りまして８ページになりますが、最後の問24では、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聞いております。 

 続いて、９ページをお願いします。65歳以上アンケートになりますが、65歳

以上アンケートはただ今、説明しました市民アンケートをベースに質問を絞り

込んで、65歳以上の高齢者向けに選択肢をアレンジして回答いただきやすい内

容にしています。問１①から⑥までは属性別の分析をする上での基礎データと

して使用します。問１⑥から⑧までは今後、免許返納者の増加が見込まれ、公

共交通の利用促進につながる可能性があり、その基礎データとして使用しま

す。問１⑨は免許返納をした、またはしようと思った理由について確認をしま

す。問２では日常的な生活交通圏域、交通行動の実態、地区別の交通特性を把

握します。実際の調査票では外出の頻度の順に二つから三つの外出について回

答をいただきます。 

 続いて、10ページは問３で公共交通の認知度により、利便性の向上に向けた

周知項目を検討し、問４は公共交通全体の満足度を把握します。問５、問６は

名鉄豊田線の利用状況を把握、問７、問８は名鉄バスの利用状況、問９、問10

はタクシーの利用状況を把握します。問11から問13ではさんさんバス・乗合タ

クシーの利用状況を把握し、問14、15では市民の移動ニーズを把握し、問16で

は今後、開催予定の住民懇談会の周知と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します。問17では、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聞き取ります。 

 次に、12ページはバス等乗降調査になります。これは１から３までは属性別

の分析をする上での基礎データとして使用し、４から６まではバス・乗合タク

シーの利用状況を把握し、７、８は乗り継ぎや往復利用といった利用特性を把

握し、９、10は調査員が乗客の乗降バス停を把握し、バス停間の乗り降りを調

査します。バス等乗降調査の具体的な調査ですが、こちら、ミシン目入りの乗

降調査カードを調査員が車内で配布し、利用者が該当箇所をパンチして穴を開

ける、ビンゴカードのようなものを使いまして、車内でも回答しやすい調査票

を使用します。 

 続いて、13ページはバス等利用者アンケートになります。こちらは問１①か

ら④までは属性別の分析をする上での基礎データとして使用します。⑤は自家

用車利用への依存度を把握し、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します。⑥は自力移動の許容時間を把握するもの

です。問２から問10まではバスの利用状況を把握し、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します。 

 続いて、14ページにまいりますが、問11から問14までで乗り継ぎの利用状況

について把握し、理由や代替手段を集計して、それぞれのサービスの連携につ

いての検討材料とします。問15はバス・乗合タクシーに関する項目別満足度を

把握し、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しま

す。不満事項を抽出し、回答結果を参考に改善策を検討します。問16は不満事

項の改善による利用頻度増加の可能性を把握いたします。問17は市民が公共交

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

といたします。 

 続いて、15ページです。問18から問22までは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かを把握し、回答結果を参考に
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バスの利用促進策について検討します。問23、24は利用する人がさんさんバス

をどのように考えているかを把握します。問25、問26は路線バスやさんさんバ

スが果たすべき役割を把握し、地域公共交通網形成計画に基づく推進事業を検

討する材料といたします。 

 続いて、16ページです。問27は市民協働の可能性についての市民意向を把握

します。問28は今後、開催予定の住民懇談会の周知およ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します。問29では、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ります。 

 続いて、17ページです。主要集客施設調査では、調査員がヒアリング対象者

の属性や背景、施設の利用実態を把握します。バスへの関心度を把握し、認知

度より利便性向上に向けた周知項目を検討します。バス利用促進に向けた改善

等の項目、バスへの転換意向を把握します。また、バス・タクシー利用の理由、

それぞれのサービスの確保や維持項目を把握します。最後に公共交通に関する

記述として、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

します。 

 次に18ページで、交通事業者等ヒアリングになります。こちらは属性や背景

を把握し、運転手が感じる問題点、利用者から聞かれる問題点、交通事業者が

考える公共交通の改善点を把握します。最後に公共交通に関する自由記述とし

て、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します。 

 長くなりましたが、以上が各種ニーズ調査の説明とさせていただきます。特

に、市民アンケート、65歳以上アンケート、バス等利用者アンケートの３種類

のアンケートはボリュームが多くなっていますので、最初にご説明したとお

り、実際の調査票にする段階では回答しやすい文字の大きさや、誰でも回答し

やすいようなレイアウトとなるようにいたします。 

資料２の説明は以上になります。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。ただ今、今年度に行う、この10、11月に行います地

域公共交通網形成計画策定のためのニーズ調査ということで説明をいただき

ました。これについて何か、どこからでも結構でございますので、ご質問、そ

れからご提案の意見などいただけましたらありがたいですが、いかがでしょう

か。 

 

【児玉委員】 

 まず、ニーズ調査ですけれども、市民アンケート、65歳以上アンケートそれ

ぞれ行われるということですが、学生、特に東海学園大学の学生さんに委員で

入っていただいておりますので、例えば大学に協力いただいて、大学向けにア

ンケートをされるであるとか、あとは三好高校の方にも少し協力いただくとい

う形でアンケートにご協力いただくといかがかなと、そこのニーズも引き出せ

るのかなと思いました。ご検討ください。 

 あと、各市民アンケートでございます。まず、免許返納者に対しての質問と

いうところがありますが、現在みよし市さんでは免許返納事業という形で、免

許返納をされると、条件に応じて3,000円分のICカードの利用券の配布をされ

たりという形でやられてるので、現時点でという紹介にしかならないんでしょ

うけれども、免許返納をすると、こういうこともできますという形で少し促し

てあげると、より免許返納が進むのではないかと思いました。 

 あと、バスの経費に関しての利用でございまして、例えば15ページの問23、

100円の運賃で利用することができて、市民1人当たり1,047円の税金を使って

いるというところでございますけれども、みよし市さんのさんさんバスは28万

人ぐらいの年間利用者がおりまして、そのあとの下の問で利用料金について幾

らまで払えばいいという設問があるんですから、ここは経費を利用者で割って

いただいて１人当たりの利用者の負担、利用者１人に対する負担というのを出

してあげたほうが、より利用料の条件というのが出てくるのかなと、そんな感
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じはしました。 

 あと、主要集客施設調査でございますけれども、商業施設であるとか駅とい

う所を考えられて３カ所を選ばれたと思いますが、交通結節点、乗り継ぎとい

うところではみよし市役所というのも重要になってくるのかなと思いました。

そこを吸収するのが市民病院ということであれば、特に結構ではありますが、

ここも書かれると良いのかなと思います。いずれも意見でございますが、よろ

しくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。ご意見のほうは参考にさせていただいて、実際の

アンケート調査の用紙を作って、そのように加える分、直して、修正のほうを

加えておきたいと思います。 

 また、集客施設の調査で、この３カ所を指定させていただいていますのは、

今、みよし市から豊明、日進、長久手、東郷町の尾三地区で連携して公共交通

のあり方について検討する会議を行っているのですが、その中で昨年度、アン

ケート調査を行いまして、みよし市内のバス等で行ってみたい場所はどこかと

いうことでアンケートをとりました、その回答が多かった３カ所を指定させて

いただいております。そちらでアイモール・イオン三好店、市民病院、三好ケ

丘駅ということで指定をさせていただいています。 

 交通結節点という観点で市役所はどうかということでしたが、交通結節点と

いう観点でいきますと、乗り継ぎの多い三好ケ丘駅、また、市内では将来的に

は市民病院あたりが乗り継ぎの結節点の方向、また、アイモール・イオンもそ

うですけど、見直しを考えていくときに、この３カ所が主に検討していく場所

にもなり得るということで、今回３カ所を指定させていただいておりますの

で、ご了解いただきたいと思います。 

 

【新谷委員】 

 質問内容について少し、お聞かせいただければと思います。４ページの問７

の名鉄を利用するための条件というところで、④が駅まで行くバスの遅延がな

ければ良いということがあるのですが、遅延がなかったら本当にいいですが、

こういう設問は答えたら回答があるだろうという思いがあるので、その辺を確

認して載せていただければと思います。もう一つ、同じく問10で名鉄バスを今

後利用する条件というところの７番に、予約すると自宅や目的地まで迎えに来

てくれるということが入っていますが、自宅というのが少し現実的ではない気

がしたので、意見として述べさせていただきました。 

 同様に、ちょっと現実的じゃないと思ったのが、料金の質問で、200円とか 

300円までは分かりますが、400円、500円という選択肢はあまり現実的ではな

い気がして、かっこで自由記述はあってもいいと思いまして、なくてもいいの

かなということが感じたことです。 

 あと、それから、65歳以上のアンケートのところで、バスロケーションとか、

いろいろな、15ページの18から21に関わる部分ですが、インターネットを利用

しているとか、いろんなシステムを利用していますかという選択肢が、知って

いるが利用していないと、知らないがあります。ちょっと年配の方で、利用方

法が分からないという選択肢があってもいいのではないかなと思います。結

構、年配の方が利用されているので、便利そうですけど、そもそも、どうやっ

てやるのか分かってなくて使えていない方もいらっしゃると思うので、そう

いった選択肢を入れていただけるといいかなと思います。 

 あと、質問として重要だというのが並んでいますが、説明があったように、

非常にたくさんありまして、公共交通でどこに行きたいかという設問が、例え

ば市民アンケートだと問18の所に最終的に、公共施設、市内のどこまで行ける

ことが重要かという質問があって、これはまだ、さんさんバスの質問とちょっ

と離れた所にあるので、さんさんバスでというのではなくて、公共交通だとい

うことが少し分けて考えられますが、65歳以上だと、さんさんバスの後に公共
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交通が市内のどこまでという質問が続いています。そうすると、私もうっかり

と、さんさんバスでどこまで行きたいのかというふうに取ってしまうかもしれ

ないなという感じがあります。さんさんバス、名鉄バスなど、いろいろ出てき

ていますので、一度どこかに公共交通と書いた場合は、これ、これ、これが入

りますとか、そういう説明をしておいていただくほうが答えるときに混乱しな

くていいかなということを感じました。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。今、ご意見いただいた内容について、そういった

ところも併せて修正を考えたいと思います。 

 

【会長】 

 名鉄バスさんもみえるので、ここはちゃんと事業者さんにも話を聞いて設問

を作るというのはすごく大切ですよね。私も気になりました。丸を打っていた

だいて、たくさんの方がこれに丸を打って、ではこれをできますかって聞かれ

たときに、実際にできることはそんなにたくさんあるわけじゃないかもしれな

い。こうやって欲しいという要望はすごくあると思いますが、実際にできると

いうか、いわゆる施策としてちゃんとやれるかというあたりです。先ほどの遅

延の話は、これはやれたら一番ありがたいけど、どこまでという話になってき

たり、いろんな話が出てきたりしますよね。ですから、ここは少し事業者さん

とも相談していただいて、これは到底できないなとなれば、私は外しておく、

または逆に言えば、かっこしてこれ以外に何かご要望みたいなのが、あるいは

条件があれば書いてくださいというふうに書いておく問いのほうがいいかな

と思います。おっしゃるとおりだと思います。それから、料金のところは、私

も気にはなりました。 

 それから、先ほどの高齢者のお話です。言い方が悪いかもしれませんが、事

前におうちのおばあちゃんやおじいちゃんでも結構ですので、これだったら答

えられますかと聞いて、調査票を作ったらいいですね。やっておかれる方がい

いと思います。どういう1,000人を選ばれるか分かりませんけど、お答えいた

だいている方がどの程度、見えるのか分かりません。少し、文字の大きさも含

めて、どんな聞き方がいいですかというところも含めて、事前に数人の方の、

ご家族とかで試しておかれると分かりやすくなると思います。 

 そういう事前の調査みたいなことは、65歳以上の場合は何も別にお年寄り用

とかっていう意味ではなくて、そういう配慮が要るだろうと思います。そんな

ことを考えておくといいと思います。 

 

【吉岡委員】 

 今、新谷委員からもお話ございましたけれども、バスの遅延についてです。

実際、改正ごとにいろんな見直しというのは、いつも行っているというのは事

実です。どうしても現実になかなか追いついていかないということがございま

す。どちらにしましても、永遠の課題ではありますが、時刻の見直しを繰り返

すことによって定時性の確保について今後も取り組んでまいりたいと思って

おります。 

 あと、そういう部分につきまして、先ほどお話もありましたけれども、時刻

のご案内です。そういった部分につきましてもいろいろな仕組みを使って、お

客さまに運行情報をお知らせする取り組みもしております。全ての方にそれが

伝わるかというところも大きな課題ではございますけれども、いろいろなもの

を使って情報提供は今後とも進めていきたいと思っておりますので、ご理解を

お願いいたします。 

 あと、アンケートについてなんですけれども、バスの中での調査ということ

でございますけれども、バスにつきましては対象人数をある程度、絞りながら

実施するということでございますけども、大体どれぐらいの本数、イメージを

されているのか。あとは、こちらですね、乗降調査を行うにあたりまして周知
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期間も当然、必要だと思います。その辺のところを伺いたいと思います。 

 あと、アンケートにつきましてですが、バスへのアンケート項目、非常に多

いかなというところもございますが、必要な項目ではあると思いますけれど

も、実際、こちらの項目について、バスの中でどれぐらいの対応されるのかな

というところをお聞かせ願いたいと思います。 

 

【事務局】 

 お話のありました、12ページや13ページのバス等乗降調査、そしてバス等利

用者アンケートというところで、具体的に周知期間だとかというのは、また調

整させていただきながら、このようなことがありますというふうなことで、案

内をさせてもらいつつ、また事業者さんのほうにお願いさせていただきたいと

考えます。 

 あと、調査項目です。まず、バス等乗降調査の部分については、なるべくＡ

４より少し小さいサイズのカードで行います。説明の中でビンゴカードみたい

なものというお話があったんですが、なるべく、たとえ１区間だけ乗ったとし

ても、パッパッとビンゴを押していくように分かりやすく表示した中で、12

ページのような設定をさせていただいております。表示の仕方など、なるべく

簡潔にできるようにということで考えています。 

 また、バス等利用者アンケートは、実際お渡しした中で持ち帰ってやっても

らうということを想定しております。ただ、ご指摘のとおり、項目についても

結構多いですので、先ほどの新谷委員のご指摘にもあったような、聞いてどう

なるのというところについては、設問についてもう少し精査させてもらって、

なるべく簡潔になるよう見直しをしていきたいと考えますのでよろしくお願

いします。 

 

【二輪委員】 

 冒頭、会長からのあいさつでも話がありました、広域的な視点という話の中

で、現在、みよし市さんには豊田市さんの１つの系統が、みよし市さんに入っ

ていて、あと豊田厚生病院でおいでんバスに接続されていますが、それに関す

るアンケートというか、問い合わせというのが特に見当たりませんが、この場

合はどのようにお考えになっていますか。 

 

【事務局】 

 設問の中で、市内で行きたい場所、そしてまた、市外で行きたい場所という

ようなところで、また、その辺の目的地等のニーズを把握するということと、

あと、豊田厚生病院のほうまで乗り入れていますので、その辺の利用実態があ

りますので、そういったことを踏まえます。また、豊田厚生病院まで行くのは、

当然ニーズがあるから回しておるという実態があるということ。その反面、利

用の声の中でよく言われるのは、そこへ行くまで時間がかかるという声もあり

ますので、その辺のところも踏まえた中で、あらためて目的地の所をアンケー

トの中で確認をするということ。また、その後、出てきますが、住民懇談会等

もありますので、そういった所の生の声をお聞きした中で総合的に判断してい

きたいと考えております。 

 

【副会長】 

 先ほどから、どうすれば乗るかというところで、例えば遅延がなければいい

とか、予約ができればいいとか、できないことを聞いてもしょうがないよねと

いうこともありました。そもそも、これ自体が要るのかなというような気がし

ます。設問も多いし、乗っていない方などの要望を聞くのはすごく大事ですが、

基本的には車が便利なのでというところがあると思います。だから、できない

ことを並べるよりも、いっそのこと、ここを削って、それぞれですけど、名鉄

電車で直接行きたい、どこまで行けるとよいですかとか、あるいは名鉄バスで

どこへ行ければよいですかとか、ダイレクトにどこへ行けるとよいというのを
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聞いたらどうかと思います。逆に、行きたい所がないという方もいると思うの

で、そういう方々は結局、何を改善しても乗らないと思います。だから、設問

数も多いので、これは、いっそのこと削って、ニーズを直接聞いてはどうかと

いうことです。 

 それから、市民の方々は基本的には公共交通利用者が少ないと思います。ほ

とんどが普段、車で移動されている方々なので、その方々の公共交通に対する

ニーズを聞くというよりは、そういう方々が公共交通に対してどう思っている

かを捉えることが必要だなと思っています。使わないから必要ないねと思って

いるのか、そこを市民全体としてどう思っているかを捉える必要があると思っ

ています。 

 そういう意味では７ページの、さんさんバスと名鉄バスに期待する役割、こ

れがすごく大事だなと思っています。特に、さんさんバスの場合は税金で運行

されているということもありますので、納税者として、さんさんバスをどうい

うふうに考えているかというのはすごく大事だなと思います。 

 この先、数年後に起きる施設整備について、そこら辺の需要を聞かなくてい

いか、あるいは、そこで発生されることが予想される混雑に対しての考え方、

みよし市民の方々にとっては結構大きなインパクトがあるはずですけど、そこ

を聞いてもいいかと思います。ただ、聞いても、名鉄バスさん、何もやらない

よっていうのは言っていませんね。聞きたくないよということだったら難しい

かもしれませんですが、そこも聞いてもいいかと思います。 

 先ほど周辺にいろいろな商業施設ができているということがありました。そ

もそも、みよしの方々はどういう商業施設に行くのか。特にららぽーとができ

たときに、どういう所に行きたいのかというのも聞いてもよいのかなという気

はしました。それが市民アンケートでございます。 

 次に65歳以上アンケート、これ大変いいアイデアだと思っています。65歳以

上の方々だけに対して聞こうと思っていますが、その意味は、市民アンケート

に当然65歳以上の方々は入りますね。でも、それに手厚く入れようという意味

は、市民アンケートでは取れないところを取ろうという意味だと思います。と

ころが、これ見ると、市民アンケートと重なっているところが多くて意味がな

いです。65歳以上の方々に絞って聞きたいこと、あるいは、より詳細に分析が

できることに絞らないといけないと思います。 

 そうすると、何が聞きたいかというと、免許返納ですかね。あるいは免許返

納後、どうされているのか。あるいは、どうすれば免許返納されるのかだと思

います。その辺を市民アンケートでは取れませんので、そこに絞ってはどうか

と思っています。例えば、外出の目的、頻度、普段の外出って、これ、市民ア

ンケートと全く一緒です。みよし市の公共交通について知っていることって、

これも市民アンケートと全く一緒です。この選択肢であれば市民アンケートの

ほうで十分な精度取れるはずですよ。だから、こんなのいっそのこと削っちゃ

えばいいです。それは市民アンケートのほうでお願いしましょう。そうじゃな

い、こっちで取れることに絞る。そうすると、免許返納とか免許返納後、ある

いは免許返納するための条件。特に我々としてお聞きしたいのは、返納された

ら困ってないだろうか、生活水準は下がってないだろうかといったとこかなと

思います。そこで、実はみよし市では返納後もちゃんと生活を送れているし、

出歩くのに困ったことなどが分かれば、それはこれから市民の方々にいろいろ

発信できると思います。そういうアンケートにしてはどうかというふうに思い

ます。 

 それから、バス利用者のアンケートに関しては、これは実際に今、困ってらっ

しゃることを聞いて、今の利用者の方々が逃げないようにする、すごく大事だ

と思いますので、そこの満足度、そこに対して不満の項目をはっきりさせて、

そこを解消していくということは大事だと思っております。そんな中で、15

ページの要は情報通信を使ったいろんなことを聞いていて、すごく大事だと思

います。特にこれからも重要だと思っておりまして、ここは結構重要で、市民

の方々に聞いていただくといいかなと思っています。市民の方々も実は、そん
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なに使わないけど、結構、情報端末は使っているかもしれない。あるいは、情

報端末をどういう状況で使っているか。そこに対して我々は情報提供していけ

ばいいということが見られますので、ここは市民の方々にも入れていただくと

いいかなと思います。 

 

【事務局】 

 参考になるところが多かったので、なるべくそういったことを考えながら、

踏まえた中で精査させていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 大変いい話だと思います。65歳以上で、1,000人取っていくということになっ

てきたときに、65歳以上の方の移動の手段として公共交通というのがどうある

だろうというのは、設問を作りたいと思います。そうすると、利用の状況とい

うのは難しいかもしれないですね。だから、今おっしゃったように、市民アン

ケートとかぶらない部分で、何を65歳以上の人たちから意見をもらうか、考え

方をもらうのかというあたりは、今、先生が言われたようなところを考えても

いいかと思いますね。 

 私は、ひょっとすると65歳以上であるとするならば、モバイルの関係のとこ

ろも、65歳以上の方にも聞いてほしい。今、多分、使われない方が多いからと

いう話になっているかもしれないけれど、多分、私が思うには、もう70代前半

の方ぐらいまでは多分、スマホなりパソコンなり、結構普及しているのかなと

思っています。ですから、そこら辺も含めてちゃんと聞かれたほうがいいと思

います。だから、今すぐにホームページに載せてオープンにしました、だけど、

どれぐらいアクセスがあるかどうか分かりませんけど、そういうことをオープ

ンにしているのであったら、これは若い人だけじゃなくて、かなりのお年の方

もちゃんと分かるようになっているはずなので、そこはちゃんと聞かれたほう

がいいと思います。私は、松本先生の今の話のところで、モバイル系のことは

全ての世代に聞いておいた方がいいのかなという気がしております。だから、

市民アンケートでやれるのであれば、それは高齢者の方でも分かればいいかも

しれないですね。これはどうするか、またチェックしていただければと思いま

す。 

 

【児玉委員】 

 乗降調査の件ですけれども、名鉄バスは、日進赤池からアイモールの路線も

調査されるということですけれども、ここの路線の大部分は東郷町を走る路線

になっております。質問の内容が、みよし市とみよし市以外となっていますけ

れども、ここの路線については大部分が東郷町の利用という形で、そもそも東

郷町の町民なのか、それ以外なのかという形で整理されたほうがいいのかなと

思いました。 

 それと、その結果については東郷町さんにも情報提供をされていったほう

が、東郷町さんの交通計画にも影響を及ぼす可能性もありますので、積極的な

情報共有を図っていただきたいと思います。東郷町さんも既に情報を持ってい

る可能性もありますので、そこは調整していただければと思います。同じよう

に、知立駅からアイモールに行く愛教大の沿線も多分、同じような形になって

いると思いますので、周辺市町村の確認、情報共有についてよろしくお願いい

たします。 

 

【永井委員】 

 みよし市地域公共交通網形成計画というのは２年間かけてやられておりま

すが、私のイメージというのは２年後から先で、これも節目があって、２年後

から先のさらに５年とか、そういう節目かもしれませんけども、その中にまた、

いろいろな変化があって、移動手段だけじゃなくて、目的地とか、周辺の自治

体さんがすごく集客ができる商業施設ができるという、お話がありました。そ
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れ以外でもみよし市さんの中にも、そういう人がにぎわって集まるという、交

通手段、移動以外のところでにぎわいが起きてくるかもしれませんけど、それ

と別に、公共交通の視点でより多く利用してもらうための策定かと思います。

今日もいろいろお話出ていましたが、みよし市の公共交通というのは、限りな

くさんさんバスであると理解しました。 

 今日、事務局さんからもお話があった、他の市町さんとの接続のバスとか、

民間ですけど、今日もご参加されています、地域を支えているところでは名鉄

電車さんですとか、名鉄バスさんなど、そちらとの連携という形で、例えばリ

ニアが来たら、首都圏とか、ここから遠くへ出掛ける人も出るでしょうし、遠

くからこっちにやってくる人も出るかもしれませんので、そういう意味で２年

先、それからプラス５年とかということもあるかもしれませんけれども、そう

いった視点で、限りなくさんさんバスのことでいいとは思いますが、せっかく

の節目のニーズ調査や計画策定ですので、そういった視点でもとらえていただ

けると非常によいのかなと。皆さんが本当に役に立つ計画策定につながるのか

なというのを、皆さんの意見を聞いて感じたところです。 

 

【会長】 

 それについては、また策定のときに、今のご意見等は、この形成計画の中身

に入っていったときに、また今のお話をお伺いすることになるかなと思います

ので、またお願いいたします。 

 

【二輪委員】 

 今年、特に大きい台風が来て、いろいろと交通に大きな影響を与えている状

況がたびたびありますが、今後もこのような状況が続く中で、例えばバスの運

行を中断するという状況が多々出てくるとは思います。鉄道であると、駅に行

けば張り紙がしてあるので、最悪、駅に行けば運行を中止しているというのは

分かると思いますが、バスの場合はバス停に行ったところでバス停に張り紙が

してあるわけではないので、分からないという部分があります。そうすると、

インターネットとかホームページで周知という話になると思います。 

 その場合に、先ほど会長もおっしゃっていたように、どれだけの方がはたし

てインターネットを見ておられるのか、見られる環境があるのか、特に高齢者

の方ですね。そういうものを把握しておく必要からも、高齢者の方に対しても、

実際に見ている、見ていないは別として、見られているのか、見られていない

のか、というのを把握しておく必要があると思います。それに、その結果に応

じて周知の方法なども考えていかなければいけないというふうにも思われま

す。そういう意味でも、会長がおっしゃったような、高齢者に対してもスマホ

等のＩＴ環境は、どれぐらい利用できているかというものをアンケートで聞い

ておく必要はあると思います。 

 

【会長】 

 大変いいお話をいただきましてありがとうございます。事務局のほうは一

応、そういうのは頭に入れて調査票を作っていただければと思います。よろし

くお願いします。 

 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

今までにいただいた意見等について、また整理をさせていただきます。スケ

ジュール的には何かありますか。 

 

【事務局】 

 今回の会議の内容で出た意見を踏まえた中で、来週の中で整理をして、それ

を調査票に反映させていただいた中で、実施時期10月と言ってはおりますの

で、10月の最終週になってしまうかと思いますが、アンケートは10月中の発送

を目指して形にしていきたいと考えております。 
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【会長】 

 あまり時間的に余裕があるわけじゃないので大変だとは思いますが、一度、

調査票に起こしてもらって。調査票はどうしますか、委員の皆さんにはお送り

するということにしますか。 

 

【事務局】 

 今の意見についてまとめた形を、最終的には委員さんに全体の調査票につい

て、こういったもので進めさせていただきますというようなところで、また郵

送等でお知らせして確認していきたいと考えております。 

 

【会長】 

 一応、最終のこれでやりますというのだけお送りするということですね。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【会長】 

 今日いただいたご意見を精査して、反映できるところは反映して調査票を作

ります。大変申し訳ないですが、もう一度、議論し合える時間がないので、こ

れは事務局と、それから松本先生と私のほうで整理をさせていただくというこ

と、ご了承いただければ大変ありがたいですが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 それでは、そういう形で最終の調査票を作らせていただきますので、その調

査票について、また皆さんのほうに送付させていただくということにしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 大変いろんなご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、三つ目の協議事項に移りたいと思います。地域の公共交通を考え

る住民懇談会の開催についてということで、事務局から説明お願いします。 

 

(3) 地域の公共交通を考える住民懇談会の開催について 

（参考資料：資料３） 

【事務局】 

 資料３をご覧いただきますと、スケジュールにもありますような住民懇談会

ということで計画しております。この中で市民意向やニーズの把握の方法とし

て、協議事項２で検討していただいたアンケート調査を中心に行いますが、併

せて市民の生の声を聞きながら、公共交通に関しての市民意識の確認と意向の

把握を行うということで、網形成計画の策定に結び付けていきたいということ

で考えています。 

 開催目的としては１項目目にありますように、市民や公共交通の利用者の日

常的な移動特性、その他の問題点等の把握、市民が利用しやすい公共交通とす

るためのアイデアの拾い出しをするとともに、市民や利用者が主体的に公共交

通を考える機会とすることも目的としています。 

 進め方としては２項目目にありますように、できる限り参加者が地域ごとに

分かれて、グループで意見を交換するようなワークショップ形式での開催を考

えております。テーマについては、仮ではありますが、「みんなが乗ってみたく

なる公共交通をみんなで育もう」ということで考えております。 

 懇談会の内容、構成等については裏面です。４のとおりとして、年内に実施

するアンケート結果の概要をまとめた中で、それを情報提供として出しながら

ワークショップを進めていくという構成を考えております。 

 実施時期は５のスケジュールになりますが、年明け１月の平日と休日、それ

ぞれ同じ内容ですが、２日開催して参加しやすい曜日に、どちらかで参加して
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いただけるようにしたいと考えています。なお、実際に案内する段階ではでき

る限り、この日については公共交通を利用して参加できるよう、バスでお越し

いただくようにしたいと考えているため、会場は市の中心部である市役所かサ

ンライブでの計画をしております。 

 募集方法については、基本的には広報みよしを利用して周知させていただき

ますが、先ほどのアンケートの最後のほうの質問にあったような形での募集も

受け付ける中で、また、その他、実際にここにありますような各団体、区長会、

いきいきクラブなどでも声掛けをさせていただきたいと考えています。 

 この懇談会の開催については目的のとおり、市民意向を把握するということ

と、公共交通に対して求める市民の声は大きいものの、地域における公共交通

についての動きはまだまだ、決して大きくはないと考えています。そうした中

で、市民の利用者自らが考えてつくる公共交通を目指して、公共交通の実態、

みよしの実態を知ってもらいつつ、ご自身も地域の交通を支えていくというよ

うな意識の醸成をしていく、いい機会だと考えておりますので、このような内

容で進めていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 ただ今、地域の公共交通を考える住民懇談会を開いていきたいという内容の

ことをご説明いただきました。これについて何か、ご質問、または、こういっ

た方法がよいとか、何かご提案でも結構でございますが、ご意見いただけたら

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

【新谷委員】 

 こういう大事なテーマについて住民の懇談会があるというのはとってもい

いと思います。しかし、テーマが、みんなが乗ってみたくなる公共交通をみん

なで育もうということでして、これは自分のことを言っているのか、自分の公

共交通を考えるなんて、なかなかピンと来ないと感じます。やっぱり、みんな

というのは誰なのかとか、それから、公共交通といっても幅が広いですから、

何を、どういう構想を地域からつくろうとしているのかという、もう少し、話

し合うときにグループを作ってということになっていますので、グループで話

し合うテーマを具体的にしていただかないと、なかなか議論が出てこないと思

います。反対に、そういった場で出る意見はすごく公的ニーズに貢献したいと

思ってみえる方が発言されるという結果があって、全体を見ていると違ったも

のが見える可能性があるので、例えば今回の話し合いで、さんさんバスの役割

とか、名鉄バスに期待する役割というのをしっかり聞いてみたいとか、公共交

通についてどのくらい皆さんが利用されているとか、利用していますという方

とか、あと高齢の方が多ければ免許返納に関連することだとか、そういうこと

にきちんとした意見をまとめていきたい、というお話になったらと思います。

全てじゃなくても、そういうものをテーマに入れていただくと、当然その後、

アンケートをもとに議論をする市民の声というのが出てくるのだと思います。 

 もう一度、住民懇談会をされるということでしたが、それはパブコメ前とい

うことですので、おおかた計画がまとまった後みたいな格好になると思います

ので、計画をまとめる前段階で伺う、討論としてのそういうテーマを持ってい

ただけると、気楽に議論がしやすくなるかなと思っています。あと、出る側と

してということで、出た意見がどういうふうに扱っていかれるのかという、そ

ういう説明もちょっといただきたいので、そのあたりの説明もお願いします。 

 

 

【事務局】 

 最後、どう扱っていくかというところですが、アンケートだとか住民懇談会

ということを踏まえて、それらの意見をまとめていくという手法の一つとして

考えていますので、はじめの段階でどういうふうな目的というのは当然、お話

しするかと思いますけども、その後、どのようにしてこれを持っていくのか、
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活用していくのかというところもあわせて、はじめの段階でコメントをさせて

もらいながら進めていく必要があるかなというふうに思っていますので、考え

たいと思います。 

 

【会長】 

 最初にスケジュールのところでパブコメがあり、来年度のところでも懇談会

をやる、そういう話がありましたよね。これはパブコメの前ですか、後ですか。 

 

【事務局】 

 まだ明確に具体的なところは決め切れてない状態です。いずれにしても来年

度の中で行います。今回行う住民懇談会についてはいろいろな意見があると思

いますので、ある程度、そういったことの意見を聞くというようなことがある

というのと、来年度については網形成計画の案について、ご自身が、市民、利

用者がどのようにそれを実行していけばよいか、ということで考えていますの

で、今回と来年度、もし行うというところになると、目的は変わってくるのか

なと考えております。タイミングとして、正直、まだ明確には決めてはいませ

んので、また、その辺のところも考えながら進めていく必要はあると考えてい

ます。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。新谷委員のご提案もそういう意味でいくと、今回の

懇談会は網形成計画を作っていく上で、どうしたらいいというような形の、い

わば課題と言うと、正直、どこまで言えるかどうか分かりませんが、具体的に

アンケートの結果をもってして、それ以外に何かありますか、また、アンケー

トから把握できたことはこんなことですが、という形で市民の皆さんに呼び掛

けて新たな話を、課題を抽出したいと、こういう話ですね。 

 だから、そういう課題はやりにくくなってきて、むしろバスって楽しい？と

か、乗ってみて楽しいことって何かないかなとか。先ほどの話もありましたが、

本当にそれを皆さん、どう思っているか？ということや、そういう問い掛けの

形をちゃんとしておくことが大切です。問い掛けるためにはかなり具体的なこ

とを言わなきゃ問い掛けになりませんから、その内容については進め方、目的

のところはいいとしても、進め方のところで少し具体的にどういうことをどん

な形で進めていくかというあたりをチェックしながらやっていただけたらと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

 また、こういうことですぐに、行政の方にお願いばかり言う、市民の皆さん

から意見を聞くだけで、何でも聞く、聞く、聞く、聞くと、こういう形になっ

てしまっています。実は行政はもうちょっと自信を持って、こういうことを考

えていますよ、次に対してはこういうふうに考えますよ、網形成計画はどう

やって作りますよ、網形成計画というのは市民の皆さんのために作っていくわ

けであって、というところも含めて、もっとメッセージをちゃんと伝えるよう

にしないといけないだろうと思います。 

 市民アンケートも、ある意味でメッセージを伝える役目もありますよね。こ

ういうことを考えているからこれを聞きたいです、ということです。だから、

アンケート調査というのは全部が全部、聞けるわけじゃないので、そこを私た

ちは市民の皆さんに聞きたいから、こういうことを考えているから、こういう

ことを聞きますよ、というあたりをちゃんと前段で話を皆さんにしていき、説

明をちゃんとしておくというのが、すごく大切だと思います。 

 特に懇談会の場合は直接、話ができるということで、すごくいい機会だと思

います。ですから、市民の皆さんの役割、先ほどバスの役割とか、私はこうい

う懇談会の中で市民の皆さんは何ができますか、逆に言えば、市民の皆さんに

やってほしいこと、行政としてはこういうことをやれるけど、ここまではやる

けど、ここから先は市民の皆さんにお願いしたいです。そういうところも含め

て懇談会をやられるといいと思います。 
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【副会長】 

 住民懇談会って本当にやり方ですごく変わってくるので、あんまり言わない

ほうがよいと思いますが、まず、この２時というのは、さんさんバスで来られ

る時間ですか。 

 

【事務局】 

 来やすい時間帯ということで考えていますが、細かい時間設定についてはも

う少し、詰めていかないといけないと思っています。 

 

【副会長】 

 帰りの足も確保しないといけないと思います。ですから、基本的には利用者

の方々に来てほしいので、利用者の方々が、このバスに乗っていけば参加でき

て、そして、このバスに乗って帰れるよねっていうのがあるといいと思います。

ところが、バスってそんなに走っていないので、そこが不可能な場合は、どう

やって利用者の方々を運んでくるかを考えないといけないと思います。公用車

を出していただくとか、本当はそういうところまで考えていただくと利用者の

方々においでいただけて、利用者の方々から直接お声を聞くことも可能になる

かなと思います。 

 何が大事かというと、こういうことをやると、大体、地区の自治会の会長さ

んとか、そういう代表の方々、例えばいろんな組織の代表の方々が来られるの

ですが、そういう方々はバスに乗っていないですね。乗っていない中で一方的

に不便だと思っていて、思い込みで本数が少ないとか、運賃がどうだとかって

言われるだけで全然建設的な意見にならない。ところが、そこに利用者の方が

いると、利用者の方々って結構使っていて、感謝して使っていたり、あるいは

すごく上手な使い方していたりすると、そういう利用してない方が、実はさん

さんバスってそんなに使われているのかとか、ものすごく新しい発見につな

がったりします。 

 言いたいのは、非利用者の方々ばかり集まっていて、思い込みで批判の声、

あるいは要望ばかり出されるような場にはせずに、ちゃんと利用している方々

にも集まって、本当はその方々を中心に建設的なご意見をいただくといいです

ね。そこにプラスして、利用してない方々がお互いの意見交換をしながら、そ

うか、こういう意見もあるのかっていうふうにやると、すごくいいなと思って

います。 

 ２回やられるということですね。１回目から公共交通を利用したくなる取り

組みやアイデア、ハードルが高いなと思います。１回目はまず、何を改善して

ほしいの、というところに絞ってもいいかなと思います。そして、それを網形

成にうまく反映しますよね。今度、網形成ができた段階で、皆さんからいただ

いた声をこのように反映できました。もちろん、全部は無理ですよ。でも、こ

こはちゃんと取り入れさせてもらいました、ここはまさにそうだったので、こ

のようになりましたといって、信頼関係を築いた上で２回目を開催して、会長

が言われた、何をやってもらえますかとか、あるいは、どうやったら使っても

らえるか、アイデアを出してもらえますかというふうに順番を追っていかない

と、なかなか難しいなという気はしますので、その辺も考えていただきながら

と思っています。 

 ぜひ、ちゃんと住民の方々の意見を聞いて、反映して、という姿勢で、その

ためにはどうやって来ていただけるか、どういう方々に来ていただけるか、と

いうのを考えていただくといいなと思います。 

 

 

【会長】 

 ありがとうございます。大変いいお話をしていただきました。そういう意味

で、来年度も開催するというような想定はまだ、いつ、どこでというわけにい
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かないと思いますが、そういったことも含めて懇談会のやり方等をご検討いた

だけたらというふうに思います。よろしくお願いします。 

 他にいかがでしょう。よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

意見も出尽くしたようでございますので、一応、また懇談会については、日

にちが決定したら、また委員の皆さんにご連絡させていただいて、皆さんに参

加していただきながら、みんなと一緒に来ていただいたらということもあり得

るだろうと思いますので、また、よろしくお願いします。 

 

４．その他 

【企画政策課長】 

 本日、予定しました協議事項３点につきましてご協議いただき、ありがとう

ございました。その他としまして、さんさんバスのダイヤ調整について、ただ

今、検討しておりますので、そのことについて説明を事務局からさせていただ

きます。 

 

【事務局】 

 みよしのバスマップの裏面をご覧いただけますでしょうか。その中で交流路

線の「くろまつくん」、黒笹駅から明知下公民館行きという、大きく３番目の所

に時刻表があります。黒笹駅の最終ダイヤが19時30分に黒笹駅を出発すること

になっています。しかし、赤池から豊田行きの名鉄電車が19時31分に到着して、

市民が名古屋等から帰宅する際にバスに乗ることができないというようなご

意見をいただいております。 

 現在の名鉄のダイヤが平成23年12月に改正されており、また、さんさんバス

のダイヤは名鉄のダイヤを踏まえて平成25年10月に改正して現在、運行してい

ます。これまで、こうした大きな苦情等はありませんでしたが、最終便につい

て、市民が都心から帰宅することを考えると、最終便のバスの出発時刻を調整

して、具体的にはバスの出発時間を遅らすというようなことで、名鉄電車とさ

んさんバス乗り継ぎの利便性を高めていきたいというふうに考えております。 

 電車等のダイヤを調整することは広域的な路線であるため困難なので、先ほ

どの考えに基づきまして、交通の結節点となる黒笹駅の最終便のさんさんバス

２路線、具体的には今言った「くろまつくん」と「さつきちゃん」になります

が、そのダイヤの調整を行うということで考えております。時期については順

調に手続きが進めば、今年度の末ぐらいになろうかと思っております。 

 このような意見は最近、寄せられたものですから、まだ具体的な改正案につ

いて十分な検討はできていませんが、今回はこの会議の中で、交通結節点の最

終便のバスダイヤの変更についての方向性でよいかということの確認をいた

だいた中で、一部改正ということの手続きを進めていきたいと考えておりま

す。実際は、これを踏まえ、今後のダイヤ改正について運行事業者や、中部運

輸局との協議によって、道路運送法による手続きを経たうえで改正を行って、

改めて２月頃に開催されるこの会議で報告をさせていただきたいという流れ

で考えています。 

 なお、今回、大幅に改正することは、定期的に利用している利用者に混乱を

生じさせないために行いませんが、このたび策定しようとしている網形成計画

を踏まえて、今後実施するさんさんバスの路線の再編時、多分、平成32年度中

になろうかと思います。その時には根本的なダイヤ改正を予定しております。

今回は、先ほど申しましたように、黒笹駅の最終便の２路線についてのダイヤ

改正について考えておりますということで、共通認識を持った中で進めさせて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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【企画政策課長】 

 補足説明をさせていただきます。名鉄電車とさんさんバスの乗り継ぎの調整

をして、利用者の利便性を高めたいと考えているということですが、日中に何

本も当然、黒笹駅からバスが出発するわけですが、日中の時間帯も全て調整を

行ってしまいますと、平成25年の10月以降ずっと運行している今のさんさんバ

スのダイヤは、定着してきて、認知されてきているというところもありますの

で、細かいところを全部見直してダイヤの改正を行うというところまでは考え

ておりません。例えば日中ですと、もうちょっと調整すれば乗れるのにという

とこで乗れなかった場合でも、次の便がありますので、そこの利用者の方に関

して救済はできると思うのですが、最終便に関しては時間どおり出てしまって

は、１分のことで乗れなくなっているということで、最終便19時30分発の「く

ろまつくん」、それから19時ちょうど発の「さつきちゃん」、この2便に関して時

間を少し遅らせるような形で調整ができないかなということを考えておりま

すので、そのことについて今、ご説明をさせていただきました。 

 先ほどの説明の中でも、できれば今年度中に最終便の時間の調整を行ってま

いりたいということで考えておりますので、委員の皆さんにはそのようなこと

が今年度中に行われるということ、ご承知おきいただけたらと思います。よろ

しくお願いします。 

 

【企画政策課長】 

それでは、会議の終了にあたりまして、政策推進部、山田部長よりお礼のごあ

いさつを申し上げます。 

 

【政策推進部長】 

 長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。多くの貴

重なご意見をいただきました。特にアンケートにつきましてはご意見を反映さ

せていただけたらなと考えています。ご承認、先ほどいただきましたように、

会長、副会長のご意見をいただいて協議した中でアンケートのほう、修正をさ

せていただくということで進めさせていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 また、本日、協議いただきましたとおり、今後、ニーズ調査、それから住民

懇談会の開催等も進めてまいりたいと考えております。委員の皆さまにおかれ

ましては、また、本市にふさわしい地域公共交通をつくり上げていくというこ

とで今後とも、ご協力いただけますようお願い申し上げまして本日のお礼のあ

いさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。 

 

【企画政策課長】 

それでは、次回の第３回の地域公共交通会議につきましては、議題としまし

てアンケートの取りまとめた結果について、また、地域公共交通の課題などに

ついて、こういった点を議題に考えて、実施時期を来年、年明けて２月頃に第

３回みよし市地域公共交通会議を予定したいと思います。日程はまた調整しま

して、決まり次第、各委員、皆さまにご連絡を申し上げますのでよろしくお願

いいたします。 

 それでは、長時間にわたり、ありがとうございました。これをもちまして平

成30年度第２回みよし市地域公共交通会議を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

―閉会― 

 

 


