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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 令和元年度第３回みよし市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和元年12月20日（金曜日） 午後１時30分から午後３時まで 

開 催 場 所 みよし市役所６階 601・602会議室 

出 席 者 

【会長】 伊豆原浩二  【副会長】松本幸正 

【委員】 伊藤久司 稲見恒弘 久野文仁 岡本則之 

吉岡 実 大竹 宏（代理 加藤水竹） 山口直毅 

毛利康浩 上井久仁彦 渡邊重之（代理 安藤悠太） 

岩月康男 新谷千晶 中野美咲 酒井喜市 柴田 浩 

【事務局】政策推進部長 政策推進部次長兼企画政策課長 

 企画政策課副主幹 企画政策課主任主査 

企画政策課主査 

次 回 開 催 予 定 日 令和２年３月頃 

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 開会・委嘱状交付 

【企画政策課長】 

皆さんこんにちは。定刻より少し早いですけれども、本日、出席予定の委員

の方々がお揃いですので、ただ今から令和元年度、第３回みよし市地域公共交

通会議を開催いたします。委員の皆さま方におかれましては、年末の大変お忙

しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の議事に入る

までの進行役につきましては、私、企画政策課長の清水が務めさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の会議につきましては、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、公開とさせていただ

いております。よろしくお願いいたします。なお、傍聴者の皆さま方におかれ

ましては、お渡しをいたしました注意事項を守っ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17名でございます。委員の半数以上にご出席いただいてお

りますので、みよし市地域公共交通会議要綱第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、本日、猪飼可奈委員、小林裕之委員、河合貴夫委員、宇都野佳也委員、

水野恭幸委員、永井勝義委員におかれましては、所用のため欠席されるという

ご連絡を事前にいただいております。ご了承いただければと存じます。また、

本日の会議から役職委員の改選に従いまして、新たに委員にご就任いただきま

すので、ご紹介をさせていただきます。お手元に配布させていただきました委

員名簿にてご確認をいただきたいと存じます。民生児童委員協議会会長、久野

文仁様。 
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【久野委員】 

 久野と申します。12月から民生委員を務めさせていただいております。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した。本来ならば、委嘱状をお渡しさせていただくのが

本意ではございますが、机の上に委嘱状を交付させていただいております。ご

了承いただきたいと存じます。それでは会議の開催にあたりまして、伊豆原会

長にごあいさつをいただきたいと存じます。会長どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

２ 会長あいさつ 

【会長】 

どうも皆さんこんにちは。年の瀬になりまして、大変お忙しい中、来ていた

だいてありがとうございます。みよし市の公共交通、さんさんバスを中心にし

た公共交通ですが、もちろん名鉄バスも走っており、三好ヶ丘においては他の

バスもサービスを展開していただいていますが、メインとしてはさんさんバス

ということになるかと思います。 

このさんさんバスも、運行以来ずっとたくさんのご利用をいただいて、愛知

県内でも優等生的な役割を果たしてきていると思います。さて、それならその

ままでいいかと言うと、実は少し社会の状況によって、私たちはサービスの展

開を考えていく、再検討する時期が来ているのではないかと感じて、この形成

計画の中でもそういった話をさせていただいているわけです。 

今日はもう少しその中身を、再編に向けた基本方針も事務局のほうで検討し

てくれておりますので、どうぞこれから、このさんさんバスのサービスをどう

展開していったら、住民の皆さんや、このみよしを訪れてくれる来訪者の皆さ

んにとって、使いやすい、楽しく使えるようなさんさんバスの仕組みがつくっ

ていけたらと思っております。どうぞそのようなことを念頭に置きながら、ご

提案なりご意見をいただけると大変ありがたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

 

３ 協議事項 

（１）みよし市地域公共交通網形成計画（案）のパブリックコメントの実施結

果について 

（資料１） 

【企画政策課長】 

ありがとうございました。議事に入ります前に、本日の資料を確認させてい

ただきます。事前にご送付させていただきました、会議の次第と資料１、資料

２、資料３。そして本日、配布をさせていただきました、配席図、委員名簿、

さんさんバスの路線図、業務提携に関する新聞記事、愛知運輸支局からの資料

として「バスの効率的な運行について」、バス・トラック就職相談会と運転・乗

車体験会のチラシ、そして、新年あいさつ会のご案内となっております。もし

過不足がございましたらお申し出いただきたいと存じます。 

それでは議事に移らせていただきます。みよし市地域公共交通会議要綱の規

定によりまして、会長に議長を務めていただくことになっておりますので、伊

豆原会長に会議の進行をお願いしたいと存じます。会長どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

 

【会長】 

それでは私のほうで進めさせていただきます、よろしくお願いします。今日

は協議事項が２件、報告事項が１件ということでございます。まず、協議事項

の（１）「みよし市地域公共交通網形成計画（案）のパブリックコメントの実施

結果について」ということで、事務局から説明をお願いします。 
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【事務局】 

企画政策課の鏑木と申します。座りまして説明をさせていただきます。 

資料１、みよし市地域公共交通網形成計画（案）のパブリックコメント実施

結果の資料をご覧ください。 

今回、みよし市地域公共交通網形成計画（案）のパブリックコメントを実施

いたしました。ご意見の募集期間は、令和元年10月15日火曜日から11月14日木

曜日までの１か月間で、募集方法につきましては、郵便、ファックス、電子メー

ル、直接持参による方法でご意見を募集しました。 

募集の結果につきましては、提出者数が０名で、提出件数は０件でありまし

た。以上が今回のパブリックコメントの実施結果になり、市役所情報プラザ及

びホームページで結果の公表を行っております。パブリックコメントでの意見

の提出がありませんでしたので、今回、地域公共交通網形成計画（案）に反映

させる内容はございませんが、引き続き愛知運輸支局との最終確認や、字句の

整理などを経て、次回、会議にお諮りさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。資料１の説明は以上になります。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございます。 

パブリックコメントで意見なしというお話で、これがいいのか悪いのか私に

は分かりませんが、何かご意見なりご質問なりでも結構ですが、ございました

らお受けしますが、いかがでしょうか。 

 

【上井委員】 

参考までにお聞きしたいのですが、こういう計画を作るときは、大体パブコ

メの意見提出がないという、こんな感じですか。 

 

【事務局】 

一例ですけれども、総合計画が今年の３月に策定しておりますけれども、十

数件ございました。 

 

【上井委員】 

そうなのですね。関心がちょっとあれですかね。 

 

【会長】 

 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

パブリックコメントでこの計画書を見てコメントを下さいというのが、

ちょっと関心が低かったのか、中身が分かりにくかったのか、ちょっと分かり

ません。ご意見が一つもなかったというのは、私は会長の立場からいくと、

ちょっと寂しいです。生活に密着したものになりつつあると、私はさんさんバ

スを評価していましたが、そういう意味では、私たちがここで議論してこの案

を作った段階で、皆さんは受け入れていただいたのか、また、もう少し考えろ

ということなのか分かりませんが。もう一度、関連する住民の皆さんに、どう

いうふうに感じているのか、または、住民の皆さんがどう使っていただけるか

ということが、これから議論の対象になるかと思います。 

 そういう意味で、もしご質問等がなければ、実は、関連して報告事項になっ

ておりますけど、住民懇談会を開催していただいております。ある意味では、

住民の皆さんのご意見は、そこに一番集約されているかという感じもしており

ます。これについて、ワークショップの進行役、ファシリテーターとして新谷

委員にお願いしてありましたので、この報告事項、新谷委員からご説明いただ

けると大変ありがたいと思います、よろしいでしょうか。 
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４ 報告事項 

住民懇談会の開催結果について 

（資料３） 

【新谷委員】 

こんにちは、ただ今ご紹介いただきました、NPO法人あいちNPO市民ネット

ワークセンターの新谷です。報告を簡単にさせていただきます。よろしくお願

いします。 

先ほどパブコメが０件、QRコードで読み取って、小さいスマホ画面であれだ

けの計画は、恐らく読んでいるうちに頭が痛くなりますし、委員として参加を

したときもなかなか難しいわけですから、そういうところも若干あったかなと

思いつつ、一方で、この計画について理解をしていただき、なおかつ今回、基

本方針に盛り込んでいる、市民がさらに利用するだけではなくて、一緒につく

るという意識を持ってもらうといいのではないか。それに向けたアイデアを話

し合っていただけるという狙いもあって、実施をすることになった住民懇談会

です。 

今回、資料３ということで、Ａ３にまとめていただいたものをご覧いただい

たかと思います。まずは、参加人数が17人という、非常に少ない人数であった

ということが、すごく課題だったと思っています。実際に懇談会の状況がどう

いうものであったかということは、今回、参加をしていただいた方たちは、大

半が、さんさんバスを利用しているという方が多かったです。やっぱりご自身

の利便性を高めたいという視点でのご意見が多かったです。周りにみえるいろ

んな市民の気持ちを代弁して、こういうものにしていくといいのではないか、

というスタンスの意見交換にはならなかったというのが残念でした。 

参加者層ということでは、この17人のうち11人が65歳以上ということで、65

パーセントくらいの方たちが高齢者に属する方たちでした。中の資料で見てい

ただくと、10代、20代の利用者がいますが、その方たちの参加がなかったとい

うのはちょっと残念だったかと思います。また、地域別でもおかよし、きたよ

しという北部地域が６、７割程度です。南部のほうは、そもそも少し使いにく

いという声もあって利用者が少ないですが、今回お一人しか参加がなくて、そ

ういう地域のバランスというところも、今後の課題かと思いました。さらに、

前回に引き続き参加という方も６、７割ということで、いい意味では議論が継

続できたといえると思いますが、新しい意見があまり聞けないということでは

残念でした。 

やはり、さんさんバスというのは、私たち市民の公共交通なので、もう少し

多くの方の意見が聞き取れるように、今後も意見を聞いていく仕組みを考えて

いこうというプランになっていますので、そのときの方法だとか、声の掛け方

をもう少し工夫していく必要があるなと感じます。２回とも伊豆原会長に出て

いただいて、それぞれコメントもいただきました。 

ということで、出された意見はここを見ていただければ分かるのですが、ど

ちらかというと、本当は求めていなかったルートについてのご意見が多いで

す。それから、バス停のこと、まとめた意見の４つ目になっていますけれども、

表示に英語などの追記ありますが、みよしでも外国の方が増えてきたというこ

とで、そういう表示に対しても、外国人住民への多言語化だとかの工夫や、声

を聞くということも併せて考えたほうがいいのではないかという意見が出ま

した。あとは、伊豆原会長に付け足していただきたいと思います。 

 

【会長】 

ありがとうございます。私も参加させていただいて、先ほど新谷さんがおっ

しゃったとおりだと思います。先ほどのパブコメがなかったというのと、参加

者が若干少なかったというのが残念であります。それでも、ご利用になられて

おられる方が多かったですから、実際に利用者の立場からどうかというご意見

は結構いただけたと思います。 

ただし、先ほどお話ありましたように、さんさんバスそのものの、これから
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考えていくべき点は、結構ご指摘されたかと思います。これについて何かご質

問なりご意見なりがいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。特に、地

元の皆さんいかがでしょうか。何か先生、どうぞ。 

 

【副会長】 

10人、７人で決して多くはないですが、参加があって何よりだと思います。

いろいろ意見を聞けたのは良かったと思っております。この意見により意味の

ある懇談会になると思い、回数を重ねるほうがいいとか、もっと多くの声を聞

く機会を設けてほしいとかという、すごく前向きな言葉もいただいています。

再編内容とか網形成という意味ではなくて、今後、さんさんバスを一緒に支え

てもらえるような、そういう住民の方々の出会う場というか、活動の機会に

なってもいいなと思っています。 

事務局としてこういうことを続けていくとか、今後、こういう場を設けると

か、何かありますか。 

 

【事務局】 

来年度につきましても、住民懇談会につきましては、複数回、開催する予定

で計画をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【副会長】 

それはいいことですね。ぜひ、そういうのを続けていただければと思います。 

 

【会長】 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。伊藤先生何かございません

か。 

 

【伊藤委員】 

私もいろんな方にご意見を聞かれて、よかったかと思います。この懇談会は、

一つの手法としてあると思いますが、もう少し積極的なところ、例えば、アン

ケートは以前実施していますけれども、こちらから聞き取りに行くだとか、そ

ういうのも手法としてはあるとは思うので、もしそういうのが可能であれば、

ご検討いただくのも、一つの手法かなというふうに思いました。 

 

【会長】 

そうですね、先ほどおっしゃったように、地域によって懇談会の参加のバラ

ンスがというような話もありました。これはできる範囲か分かりませんけれ

ど、みよし市全体で集まってというよりも、今、伊藤先生おっしゃったように、

むしろ地域ごとに少し出前に行って、地域ごとに皆さんにご意見をいただくと

か集まっていただくと、もう少し集まりやすいかもしれないですよね。 

みよしも南北に長いですし、地域によってはだいぶ違いますから、中心だけ

でやるというのも、一つ考えることがいるかなと思います。これから継続して、

何回か、複数回やっていただくことになると、そのこともお考えいただけると

いいかと思います。 

 

【事務局】 

みよし市ですけれども、８つのコミュニティの小学校単位と、４つの中学校

がございますので、例えばそうした範囲の中で住民懇談会や乗り方教室などを

計画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。

ありがとうございます。 

 

【会長】 

よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。 

いつも参加してくれて、メンバーの中で一番若い中野さん。何か気が付いた
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点があったら、どうぞ。 

 

【中野委員】 

参加者の年代が若い人が少ないということで、10代、20代の人は自発的に参

加する人は、あまりいないかなと思っています。みよし市から学校と協力して

アンケートを配ってもらって、そこで意見を募集するという形のほうが、スト

レートかなと感じています。 

 

【会長】 

大学のサークル仲間で、その中で議論してもらうという手も、私も結構いい

のではないか。ここらに通ってくれている学生さんばかりですから、伊藤先生

もおみえになるので、そういう、みよし市をどう見てくれているかという辺り

も聞けたらいいと思います。 

そういう形でも、何らかの形で大学の皆さんと、そういう議論をしてみると

いうのも、一つの手ではあると思います。そのときには、中野さんにまたお手

伝いいただければ、よりいいかなと思います、よろしくお願いします。 

いかがでしょうか。他にはよろしいですか。 

 懇談会という言葉がいいかどうか分かりませんが、今、事務局からは来年度

にも複数回、こういったいろんな意見を出して行ける場をつくっていただける

ようでございますので、どうぞまたそのときにでも、地元の皆さん、またいろ

んなクラブの皆さんのほうでお話をいただいて、参加をしていただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

もしなければ、この項目については終了にさせていただいて、次のお題に移

りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、パブコメについては以上でございます。２つ目の協議事項に移り

たいと思います。２つ目は「さんさんバス路線再編に向けての基本方針（案）

について」ということで、事務局から説明お願いします。 

 

３ 協議事項 

（２）さんさんバス路線再編に向けての基本方針（案）について 

（参考資料：資料２） 

【事務局】 

資料２のさんさんバス路線再編に向けての基本方針（案）について、Ａ３の

資料がありますが、こちらをご覧ください。 

今回、さんさんバス路線再編に向けての基本方針（案）をお示しするのは、

現在策定中の地域公共交通網形成計画（案）において、実施する事業の１つと

して、さんさんバスの路線再編を令和３年度に実施することを明記しており、

これに向けて基本方針を定める必要があるからです。 

初めに、それまでの経緯と再編の目的についてご説明します。さんさんバス

は、平成11年から試験的に運行し、平成13年から本格運行を開始しており、ま

た、乗合タクシーは平成14年に試験運行を行い、平成16年から本格運行を開始

しております。これまでの約20年間に、さんさんバス路線見直しやダイヤ改正、

車両の増加などにより、市民ニーズに合わせてさまざまな取組を実施してきま

した。こうした中、さんさんバスの利用者数は、周辺市町のコミュニティバス

と比較しても高い水準ですが、平成28年度をピークに利用者が伸び悩んでいる

状況であり、市民の高齢化や周辺市町での大規模商業施設等の立地など、本市

の公共交通を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 こうした背景の下、さんさんバスは最近では、平成24年に路線の全面見直し

を行い、その際バスを２台、増車して、現在の６台体制としました。翌年の平

成25年に路線の一部見直しを行って以降は、大きな見直しをしていない状況で

す。みよし市地域公共交通網形成計画（案）では、本市の公共交通のめざす姿

を『人とまちをつなぐ 快適交流都市 みよし』と定めており、その実現に向け

て、本市に関わる公共交通の課題を踏まえ、路線ごとの機能の整理などにより、
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２ページにありますように、基本目標の設定をしました。その内容を踏まえ、

さんさんバスの再編に係る具体的な運行内容を検討することといたします。 

 ２ページにお戻りいただきまして、再編の予定としては、令和３年度10月か

らの再編運行開始を目指してまいります。そのために、令和２年度では、路線

再編の全体方針を定めた上で、運行目的、ルート、バス停、ダイヤ、運賃、車

両の６項目について具体的に本会議において協議・調整をしてまいります。再

編運行開始の半年前にあたる令和３年度４月から９月は、運輸支局への運行認

可申請ののち、再編運行の周知・ＰＲを実施してまいります。 

 ２ページをご覧ください。先ほど説明した、計画案の基本目標と、目標を達

成するための施策、事業の具体的な展開の方向性を示したものであります。こ

の４つの基本目標を踏まえた、さんさんバスの路線再編の全体方針として、矢

印の右側にあります10項目を掲げています。 

１ 市内の交通空白地帯の解消を図ること 

２ 路線を短縮化し、長大路線の解消を図ること 

３ 市役所周辺と三好ケ丘駅などの拠点の連携を図ること 

４ 地域を循環する路線を配置するとともに、市役所周辺や三好ケ丘駅、利

用の多い豊田厚生病院を結ぶ路線では、速達性を持たせた路線とすること 

５ 公共公益施設や大規模商業施設、地域の中核医療を担う病院が立地する

エリアへのアクセスを考慮すること 

６ さんさんバスの効率的な運行のための乗合、乗継タクシーを引き続き運

行すること 

７ 路線の短縮化に伴い、他のさんさんバス路線に無料で乗り継ぐことがで

きる「乗継ポイント」を設定すること 

８ 利用が見込まれるバス停が多い路線系統は、運行頻度を高めること 

９ 定時性の確保に向けた路線配置や、定時性の確保に向けたダイヤの設定

を行うこと 

10 利用実態に合わせた効率的な運行をすること 

以上の10項目を全体方針としています。 

 次に、ただ今の全体方針に基づいた、個別の６つの項目を見ていきたいと思

います。３ページ以降のそれぞれの項目では、左側の枠内にありますように、

再編にあたっての現状整理を行い、その中で、根拠となるアンケートのデータ

などの図や表を示し、また先ほどご説明あった、住民懇談会でのご意見も踏ま

えて矢印の下にあるように、それぞれの項目に沿った方針を示していきます。 

 それでは最初に（１）運行目的についてです。 

再編にあたっての現状整理として、地域公共交通網形成計画（案）にありま

す、本市の地域公共交通の４つの役割①から④では、さんさんバスにも同様の

役割が求められていると考えます。次にまた、現在のさんさんバスの運行目的

は５つあり、 

①市内の交通空白地帯の解消 

②高齢者、移動困難者の社会参加の支援 

③公共公益施設などへの交通手段の確保 

④地域間の交流促進 

⑤交通の安全と円滑化の推進 

になります。この５つの運行目的は、平成31年１月に開催した地域公共交通

の住民懇談会においても、どれも重要な項目であるという意見が出されまし

た。 

 次に、さんさんバス、乗合タクシーの人口カバー率ですが、右側の図１にあ

りますように、バス停、乗降場から半径500メートルを範囲とすると、カバー率

は96パーセントとなっており、市内の大部分をカバーしていることが分かりま

す。 

さんさんバスの利用目的は、４ページの図２にありますように、平日は通勤

と通学を合わせた割合が36.6パーセントと高く、休日は買い物、飲食の割合が

44.7パーセントと高くなっていること。また、さんさんバスに期待する役割と
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して、同じく４ページ、図３にありますように、自動車などが利用できない方

や、利用できなくなった場合の交通手段という役割が最も支持されているほ

か、通院、買い物をするための交通手段や、通勤、通学するための交通手段と

いう役割についても支持をされていること。 

地域間の移動の観点では、さんさんバスを利用した移動ということで、５

ページ、図５にありますように、地域内の移動よりも地域間の移動が多く、地

域間における交流が生まれているということ。以上のようなことが現状整理と

して挙げられています。 

 ３ページにお戻りいただきまして、以上のようなことが現状整理として挙げ

られますので、こうした現状整理を踏まえた、再編にあたっての運行目的とし

ては矢印の下にありますように、コミュニティバスであるさんさんバスは、市

内の交通空白地帯の解消を図るために、次の５つの運行目的を定めるものとし

ます。 

①日常生活における移動手段の確保 

②移動制約者の(地域)社会参加の促進 

③市中心部や駅へのアクセス確保 

④地域間の交流促進 

⑤環境負荷の低減と交通の円滑化の推進 

になります。現在の運行目的を基本としつつ、アンケート調査結果などから

現状に即した項目として整理をいたしました。 

 この運行目的設定の理由・背景は、右側の枠内に記載にあるとおりですが、

確認をしていきたいと思います。 

運行目的①日常生活における移動手段の確保という運行目的設定の理由・背

景としては、利用実態や乗降調査の結果から、さまざまな利用目的に対応する

ものとすること。 

運行目的②移動制約者の地域社会参加の促進という運行目的設定の理由・背

景としては、障がい者などの交通弱者や、免許を持たない、また返納した方々

が社会で活躍できる移動手段とすること。 

運行目的③市中心部や駅へのアクセス確保という運行目的設定の理由・背景

としては、本市の都市構造や公共交通ネットワークイメージに基づき、公共公

益施設や大規模商業施設、病院などが立地する市役所周辺や駅への接続を確保

すること。 

運行目的④地域間の交流促進の運行目的設定の理由・背景としては、各地域

の一体性や連携を強化し、地域間の交流を促進すること。 

運行目的⑤環境負荷の軽減と交通の円滑化の推進の運行目的設定の理由・背

景としましては、第２次みよし市総合計画に基づく取組分野である「地球環境

の保全」、「公共交通」を踏まえ、自家用車に過度に頼ることをなくし、ＣＯ２

排出量の削減や、この結果による交通の円滑化を目指すこと。以上が運行目的

設定の理由背景となります。 

 続いて６ページをご覧ください。（２）ルートについてです。 

再編にあたっての現状整理として、計画案では、市役所周辺を核とした駅前

拠点などの各拠点間の連携、交流を促進する路線を配置することで、基本目標

Ⅱ「市内の各地域を結ぶ利便性の高い交流ネットワークの形成」を達成すると

されていること。現在のさんさんバスは２路線が運行されており、運行距離は

いずれも約27キロであり、所要時間は１時間を超過する長大路線となっている

こと。図８のさんさんバスの今後の運行のあり方については、市役所周辺で乗

継をすることで１便当たりの運行時間を短縮する考え方が、一定程度支持され

ていること。同様に、住民懇談会においても、市役所周辺で乗継する運行方式

に対して、理解が示されていること。同じく、住民懇談会において、市役所周

辺と三好ケ丘駅や豊田厚生病院等の北部へ、速く行く路線の新設を望む意見が

聞かれていること。 

 ７ページ、図の９、10では、乗降調査で得られたデータとして、市の南部と

北部を縦断する利用は少数で、主な移動は、各地域と市の中心部を結ぶ利用や、
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市の中心部と豊田厚生病院を結ぶ利用であること。 

以上がルートの現状整理として挙げられており、これを踏まえた再編にあ

たってのルートの方針案としては、長大路線を解消し、路線の短縮化を図るこ

と。路線の短縮にあたっては、公共公益施設などが立地する市役所周辺へ可能

な限り乗り継ぎが少なく済むルートを設定すること。市役所周辺と駅前拠点で

ある三好ケ丘駅や豊田厚生病院を直線的に結ぶ路線を新設すること。利用者が

多く、乗継が見込まれるバス停においては、新たに乗継ポイントを設けること。

利用実態を考慮した効率的なルートとするため、乗合、乗継タクシーを運行す

ること。以上がルートの方針案になります。 

その中で、乗継ポイントの解説になりますが、乗車した路線から、指定する

バス乗降場で別の系統の路線に乗車することにより、市内の各地域に行くこと

ができる場所のことになります。 

 続いて８、９ページをご覧ください。これらルートに関しまして、さんさん

バス再編に向けた、大まかなルートのイメージをお示しします。８ページ、図

11は、計画（案）の基本目標を展開した公共交通ネットワークイメージになり

ます。黒の矢印は東西公共交通軸であり、名鉄豊田線、名鉄バス、赤の矢印は、

南北公共交通軸である名鉄バス、さんさんバス、青の矢印は、地域公共交通軸

であるさんさんバス、三好ヶ丘ループバス、緑の破線の矢印は、地域支援交通

である乗合タクシーを示しています。また、右下の図は第２次総合計画で定め

る本市を４つの地域に分けた地域区分図になります。 

ここでは、公共交通ネットワークイメージと、先ほどの再編にあたっての

ルートの方針案に基づき、さんさんバスの再編イメージを図の12、13、14にあ

る、Ａ、Ｂ、Ｃの３案で示しております。それぞれの考え方は下の枠内で記載

してありますが、３案に共通する内容としては、赤の線で示した市役所周辺と、

三好ケ丘駅、豊田厚生病院を直線的に結び、速達性を持たせた路線を新設し、

南北公共交通軸となる路線とすることです。 

 図12のＡ案の個別の考え方としては、先ほどの赤色の速達性を持たせた路線

の他に、市役所周辺で全ての路線に乗り継ぐことのできる路線を配置するこ

と。オレンジ色の線のように、市役所周辺とおかよし地域、きたよし地域を巡

回・連絡すること。青色の線にありますように、市役所周辺となかよし地域、

みなよし地域を巡回・連絡する路線とすること。以上の考え方の下、Ａ案は３

路線となります。 

 ９ぺージ、図13のＢ案の考え方としては、赤色の速達性を持たせた路線の他

に、市役所周辺で、全ての路線に乗り継ぐことのできる路線配置とすること。

オレンジ色の線にありますように、市役所周辺と、きたよし地域、おかよし地

域、みなよし地域を循環する路線とすること。青色の線のように、市役所周辺

となかよし地域、みなよし地域を循環する路線とすること。以上の考え方の下、

Ｂ案は、３路線となります。 

 図14のＣ案の考え方としては、赤色の速達性を持たせた路線の他に、地域路

線を設けることで１つの路線を短くするとともに、地域をきめ細かく巡回・連

絡する路線とすることであり、緑の線はおかよし地域を巡回する路線とし、オ

レンジ色の線は市役所を中心として、市役所周辺ときたよし地域を巡回・連絡

する路線とする。左下の青色の線は、市役所周辺となかよし地域を巡回・連絡

する路線。右下の紺色の線は、市役所周辺とみなよし地域を巡回・連絡する路

線とすること。以上の考え方の下、Ｃ案は、５路線となります。 

繰り返しになりますが、ここでは公共交通ネットワークイメージとルートの

方針に基づき、考えられる現時点の再編イメージとして３案をお示しさせてい

ただきました。 

 １枚めくっていただきまして、10ページ（３）バス停についてです。 

再編にあたっての現状整理として、さんさんバスは500メートル間隔にバス

停を設置することを基本とし、公共公益施設や、バス停設置環境、地元要望を

加味していること。再掲になりますが、図15にあるように、さんさんバスと乗

合タクシーの利用圏域はバス停から500メートル、半径500メートルと設定した
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場合、人口の96パーセントをカバーしていること。11ページの図16のように、

さんさんバスのサービス項目別の満足度では、自宅からバス停・乗降場までの

距離や、降車バス停・乗降場から目的地までの距離といった項目について、他

のサービス項目と比較して満足度の割合が高いこと。以上のようなことが、現

状整理として挙げられます。 

それを踏まえた再編にあたってのバス停の方針案としては、さんさんバスの

バス停は500メートル間隔での設置を基本とすること。丘陵地などの地形的要

因や、公共公益施設の立地などに配慮したバス停設置とすること。道路整備に

合わせた待合環境の整備を行うこと。以上がバス停の方針案になります。 

 続いて12ページの（４）ダイヤについてとなります。 

ダイヤについても再編にあたっての現状整理としては、さんさんバスは長大

路線であるがゆえに定時性が低い状態であり、朝夕を中心に大きな遅延が発生

していること。再掲になりますが、図17のさんさんバスのサービス項目別の満

足度は、運行本数、運行している時間帯、時刻表どおりに発着することの３項

目が、不満度の割合が他のサービス項目と比較して高い状態にあること。同じ

く再掲になりますが、13ページの図18のさんさんバスの今後の運行のあり方に

ついては、市役所周辺で乗継することで１便当たりの運行時間を短縮する考え

が一定程度、支持されていること。図19のさんさんバスの運行時間帯について、

57.3パーセントが現在、運行している時間帯でよいということなどが挙げられ

ています。 

 以上の現状の整理を踏まえて、再編にあたってのダイヤの方針案では、定時

性を確保できるダイヤの設定を行うこと。運転手が余裕を持ち、安全な運行を

確保できるダイヤの設定を行うこと。利用実態を考慮した、効率的なダイヤを

設定すること。乗継ポイントにおいて、各路線の乗り継ぎ時間に最大限、配慮

したダイヤを設定すること。以上がダイヤの方針案になります。 

 １枚めくっていただきまして、14ページをご覧ください。（５）運賃について

です。 

運賃についても再編にあたっての現状整理として、さんさんバスの運賃は、

ワンコイン100円で気軽に乗れるという点や、過度な負担にならない料金とい

う観点から、１回１乗車100円で設定されていること。再掲になりますが、15

ページの図24のバスのサービス項目別の満足度の中では、バス運賃の満足度は

他のサービス項目と比較して高い満足度となっていること。平成30年度のさん

さんバスの運行経費総額は115,919千円であり、このうち市の運行負担金は、

市民１人当たり1,118円、利用者１人当たり247円となっていること。運賃収入

を運行経費で割った収支率は22.5パーセントであり、16ページの図28にありま

すように、中部運輸局管内での比較ですと、運賃100円で収支率22.5パーセン

トという数値は、比較的、良い数値であることなどが挙げられます。 

 14ページにお戻りいただきまして、以上の現状の整理を踏まえて、再編にあ

たっての運賃の方針案では、運賃は受益者負担の観点から、全ての利用者が負

担するものとすること。誰もが気軽に乗車でき、過度な負担とならないよう手

軽な料金とするため、100円と設定すること。乗継ポイントによるさんさんバ

ス相互、また、さんさんバスと乗合タクシー間における乗継に対しては、乗継

券を発行し、乗り継いでも１乗車と見なすこと。さんさんバスの定期券を販売

すること。運賃について、キャッシュレスで支払う方法を導入すること。以上

が運賃の方針になります。 

 なお、障がい者や高齢者への運賃支援について、少し触れておきたいと思い

ます。運賃の方針案のとおり、受益者負担の観点から、全ての利用者の運賃を

100円とすることを基本としつつ、障がい者、高齢者への運賃の支援を行って

まいります。障がい者への支援については、障害者手帳をお持ちの方について

自発的に外出できるよう移動の支援を目的として、さんさんバスの運賃を福祉

施策により補てんする制度を新たに設けます。また、高齢者への支援について

は、運転免許の自主返納が今後もさらに進むことを考慮し、高齢者を対象とし

た乗り方教室の参加者に、利用促進としての乗車チケットを配布するなど、さ
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んさんバスに乗ってもらうきっかけづくりをします。参考ですが、社会福祉協

議会が、運転免許を自主返納者に対し、さんさんバス回数券2000円分とmanaca

3000円分を交付する支援を行っております。 

 １枚おめくりいただき、16ページの右下の枠内をご覧ください。こちら、仮

シミュレーションとなっておりますが、これは今後のバスサービス拡大に向け

たシミュレーションであります。計画案の基本目標４では、乗り続けられる地

域公共交通のための取組の展開になっておりますが、具体的な展開としては、

持続可能な地域公共交通を確保するため、効率性や生産性の視点も考慮した取

組を進めるとしていることから、サービス拡大によって、効率性や生産性の視

点を考えていく必要があるため、サービス拡大の仮シミュレーションを掲載し

ております。前提条件として、バスを現状の６台から３台増車し、1.5倍相当と

なる９台とします。バス９台ですと、現状の1.5倍の運行経費がかかり、総額は

年間で180,000千円とし、バス１台当たりの運行経費は、20,000千円でありま

す。国からの補助金は、現状どおりの額と仮定し20,000千円。利用者及び運賃

収入は、現状の1.1倍と仮定した場合、グラフにありますように、運賃収入と補

助金はほとんど変わりませんが、運行経費が右側の棒グラフのように大きく増

加します。この場合における市民１人当たりの市負担額は、2,145円となり、現

状の約1.9倍、利用者1人当たりの市の負担額は430円となり、現状の約1.7倍。

収支率については、15.9パーセントとなり、現在の22.5パーンセントより、6.

6パーセント低下します。結果として、バスサービス拡大により、市の負担額は

増加し、収支率は低下することが想定されます。 

最後になりますが、17ページの（６）車両について。 

再編にあたっての現状整理として、再掲になりますが、公共交通のネット

ワークイメージの実現に向けて、市役所周辺でバス路線を分割した場合、路線

数が増加すること。さんさんバスは、車いす乗車対応のノンステップバスで、

乗車定員が36人の車両で運行していることなどが挙げられます。 

以上の現状整理を踏まえて、再編にあたっての車両の方針案では、運行本数

などのサービス水準を維持するため、路線数の増加に対応したバスの増車を行

うこと。高齢者や身体障がい者に配慮し、乗り降りしやすく、車いすが乗せら

れる現状のような車両、ノンステップバス等とすること。地域によって狭い道

路を走行することを考慮し、現状のような小型バスで運行すること。以上が車

両の方針になります。 

長くなってしまいましたが、さんさんバス路線再編の全体方針と個別の６つ

の項目を合わせて、再編に向けての基本方針案として整理をさせていただきま

した。説明は以上になります。よろしくお願いします。 

 

【会長】 

ありがとうございました。ただ今、再編に向けての全体の方針と、目的から

車両までの６項目についての方針を説明いただきました。これについて、何か

ご質問、ご意見、どこからでも結構ですのでどうぞお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

【副会長】 

ご説明ありがとうございます。気になるところは、やはり南北の移動がない

ということで、そこを分けて、運行の効率化を図るというところかと思ってい

ます。それは利用実態に合わせた形なので、よろしいのではないかなと思って

おります。 

いくつか気になるところとしましては、ルートはこの後、具体案が決まって

くると思っております。これは３案出ておりますのでそれぞれ、特に既存のＯ

Ｄがそれぞれの案でどれぐらいちゃんとカバーできるのか、そういった検証を

してもらうといいかと思います。逆に言うと、このルートになってしまうと、

このＯＤが利用できなくなることがないように、その辺の検証はぜひお願いし

たいなと思っております。 
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 それから、ダイヤですけど、今回、効率化を図られますので、おおむね１時

間に１本ということで、非常にいいと思います。その中で、最近よく言われて

いるのが、パターンダイヤってやっぱり分かりやすくて、利用者増につながる

よねということ。改めてですが、結構いろんな所で言われていたりしますので、

ぜひ分かりやすさという意味で、パターンダイヤを目指してもらうのは１つか

なと思っておりますので、そういう意味ではできるだけ短い便で、30分以内、

60分以内、そして、休憩時間も含めないといけませんので、そのような設定で

パターンダイヤを目指してもらうといいかなと思っています。 

 運賃の考え方はいいと思います。交通事業としては皆さんから等しく100円

をもらう、受益者負担ということでもらう。ただし、福祉施策あるいは高齢者

施策ということで、そちらのほうで、高齢者の方々、障がい者の方々に対する

手当をしてもらうというのは、すごくいい考え方だと思いますので、これはぜ

ひこういう形で進めていただきたいと思っております。 

乗合タクシーも続けますということで、これは、みよしにとっての特徴だと

思いますし、利用者の方々も慣れてらっしゃいますし、そして、それによって

バス路線を効率化できますので、非常にいいと思っております。一方で、やは

り大きな問題として、バス停まで歩けない人の存在がある。ラストワンマイル

という問題も出てきている中で、今回もまた、いわゆる乗合タクシー用のバス

停を設けるつもりなのか、あるいは、そういった方々の利用を考えて、もう

ちょっと柔軟に考えていくのか。乗合タクシーのところが、少しイメージとし

て何かお持ちだったら教えてほしいという気がしております。いかがでしょう

か。 

 

【会長】 

前段のほうはご意見ですが、最後のほうはご質問です。 

 

【事務局】 

いろいろご助言等いただきましてありがとうございます。最初のほうに述べ

られたことについては今後、もう少し議論して内容を詰めていく中で、そう

いった視点を考慮していきたいと思います。 

それから、乗合、乗継タクシーの部分ですけれども、市のほうの感覚として

は、平成30年度、約1,700人余りの人が利用されているわけですが、もう少し利

用がしやすいだとか、もう少し利用が増えるような形であってもいいのかなと

考えております。そういった中で、具体的にどうということは、まだ明確なア

イデアがあるわけじゃないですが、今はミーティングポイントという発想で、

１点に利用者が来て、そこで乗合タクシーが来て拾っていくということです。

今後は多少、ミーティングポイントを柔軟的に対応できるといいかなとは思っ

ておりますが、交通事業者との調整もありますので、いろいろな視点でもって

検討していきたいと考えております。 

 

【副会長】 

ありがとうございます。ぜひそういった柔軟な発想を取り入れていただくと

ともに、お年を召した方で、かなりご高齢の方は難しいと思いますが、これか

らご高齢になっていかれる方々は、結構スマートフォンが使えますので、ス

マートフォンなどのＩＴ機器の利用を前提とした仕組みも十分、考えられると

思っていますので、そういう技術の利用もあってもいいと思います。 

それから、乗継ポイントという意味では、今、バスとバスの乗継ポイントは

ちゃんと整備していきますということがありましたが、そういう意味では、場

合によっては、ミーティングポイントから最寄りバス停まで運ぶのではなく

て、それぞれ地区ごとに乗継ポイント、すなわち乗合タクシーとの乗継ポイン

トみたいなものを設定いただいて、そこまで運んであげる。ただし、その乗継

ポイントは少しグレードの高いもの、例えば、できたら簡単な買い物ができる

とか、あるいは民間の施設の中に設けさせてもらうとか、そういう拠点という
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意味では、にぎわいを生むような仕組みも作ってもらうというのも１つかなと

思っておりますので、また今後、具体案を進めていく上で検討いただければと

思っています。以上です。 

  

【会長】 

ありがとうございます。最後のほうはご提案といいますか、ご意見だと思い

ます。参考にしていただければと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

 

【新谷委員】 

バス停の所ですけれども、現状整理のところでは、地元の要望を加味して設

置しているとありますが、新しい方針のところには、市民意見についての方針

がないのかなという感じがしました。バス停が欲しいとか、バス停については

市民から意見もあります。もちろん意見の出し方とか、どういうふうに受け取

るかというルールはあっていいと思いますが、住民意見をバス停に生かしてい

くというのが１つあったらいいなということです。 

さっきのご意見と重なりますが、タクシーが半径500メートルになっていま

すが、結構500メートルは遠いという意見もあります。何メートルなら妥当な

のかとか、全員がそれを短い距離でも利用していたというのも、またいろいろ

と議論は出ると思います。さっき話に出たポイントの置き方とかというところ

にも、市民の部分を組み込んでいただけるといいなと思いました。 

 

【会長】 

何か事務局のほうでありますか。今はご提案のことが多いですが。 

 

【事務局】 

先ほどのバス停の件については、確かにおっしゃるとおりだと思っておりま

す。その中で、今までよく行政区要望というような形で、バス停のご意見は地

域から出てまいりますので、そういった過去のものをマッチングしてみるとい

いかなということを、今のご意見をお聞きして思ったところです。 

それから、今、半径500メートルというところですが、今後もこの方針になっ

ておりますが、ある程度、丘陵地だとか、地域の状況だとか、そういったこと

を考慮した中で現場を見ていきたいと思っております。 

 

【会長】 

よろしいですか。今のご提案ですね。ぜひ、今おっしゃっていただいたよう

に、バス停が情報発信のポイントでもあることは、同意できると思います。主

要なバス停というか、そういうところでは、いろんな情報提供ができるところ

をつくってみるとか、市民の皆さんにこういうのは気を付けてねとか、いろん

な情報があると思います。 

何でも出せばいいというわけではないと思いますが、例えば、ご高齢の方が

大変多いバス停、ご利用が多いバス停には、簡単なことをいうと、詐欺にかか

らないような方策はどうですかとか、今、朝のNHKのテレビ見ていますと、必ず

詐欺に対して、「何々のキーワードに気を付けましょう」というものをいつも

出していますね。そういったようなのも、情報としては大切な情報だろうと思

います。行政情報だけじゃなくて、そういう安全安心な情報とか、いろんなも

のを出していただけると、多分、話としてやりやすいかもしれないです。だか

らその辺りは、皆でこういう情報が欲しいとか、皆さんからそういうご意見を

いただくとか、そういったことをまたお考えいただけるといいと思います。 

特にバス停をどこへ配置するか、今、既にさんさんバスのバス停、かなり数

多く設置していただいていますから、そのバス停をまずどれぐらいご利用に

なっているかは分かるわけですから、それ以外にも必要な所は、先ほどおっ

しゃったように、ミーティングポイントも含めて地域の皆さんと議論しながら

整備していただければ大変ありがたいなと思います。 
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他にいかがでしょうか。 

 

【副会長】 

追加になりますが、現実は非常に難しいなと思いながら、少しこういったこ

とも考えてもらえたらなと思っています。 

現在、みよしもGoogleマップで検索できますので、結構いろんなルート、あ

るいは乗継が出てきます。例えば、豊田からみよし市役所まで来ようと思いま

すと、これ残念ながらGoogleマップで名鉄バスは出てこないですが、もちろん

名鉄バスで来ることができますし、それから、豊田厚生病院まで行って、さん

さんバスもあります。もう１つが高岡のふれあいバス。特に豊田の南のほうか

ら来ると、ふれあいバスを明知下公民館で乗り継ぐルートも出てきます。こん

なルートもあるんだ、というのをそこで発見できたこともあります。そういう

意味では、隣接市町との連携というのもこれから重要になるなと思っていま

す。 

まして、そういう検索ができる時代ですので、そういうのが容易に分かって

きます。そうすると、隣のまちと乗り継げるというのは、非常に重要になって

くるかと思います。ただ、それぞれでそれぞれの事情があるので、全くばっち

り合わせるのは難しいですが、少し意識していただくことが大切です。すなわ

ち広域に目を向けてもらうといいなと思っていますので、ここに組み込めるか

どうか分かりませんが、書けないにしても、意識は持ってもらいたいというの

が１点です。 

もう１点は、やはりここに名鉄バスも走っています。それから名鉄豊田線も

走っています。そことの連携はすごく大事だなと思っています。名鉄バスとの

連携という意味では、もちろん乗継のバス停があるというのがいいです。急に

はできないのでゆくゆくはですが、料金の減免というのか、割引というのか、

そうしたことも導入できるような時代がいずれ来ると思うので、そういう意味

では、まだそこまではできないにしても、名鉄バスを、民間路線バスを意識し

ながら、民間路線バスでお願いできるところはそこでお願いする。そうじゃな

いところは、コミュニティバスでやる。そして、それが連携しながら１＋１を

３にしていくような、お互いに連携しながら、お互いが成長していくような、

そうした姿を描いてもらうといいなと思っています。 

今回、さんさんバスの再編なので、あんまり明確には書かれておりませんが、

そういったところも意識してやっておかないといけないのではないかなとい

うことであります。以上です。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございます。これはご意見ですね。 

 

【副会長】 

できる範囲でお願いします。書けるなら書いていただきたいですが、意識と

して、出来ないとしても書いていいと思います。 

 

【会長】 

そうですね。そこら辺は、また検討してください。ぜひ、やっぱり意識の中

にあるということは、表明しといたほうがいいですよね。広域または隣接の連

携の話は書いておくことだと思います。どのような形でやれるかは、これはま

た話は別ですので。 

 

【副会長】 

そう思います。それはお互いが知恵を出しながら、あるいは技術が発展する

のを待つ必要もあるかもしれませんが、諦めずにそういう方向を目指すという

ことは大事かなと思っています。 
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【会長】 

ありがとうございました。他にいかがですか。 

ルートのイメージの８ページ、９ページあたりには、皆さんの興味があるで

しょうか。ここら辺はどれがどれでというわけにいかないと思いますが、この

３案をずっと持ち続けるわけにはいかないと思いますし、そこら辺も含めてこ

の案についてのご感想でも結構ですが、いかがでしょう。 

今のさんさんバスの運行は、路線からいきますと、約１時間１５分かかって

います。始発から終点まで約１時間１５分、全部乗り続けておられる方はほと

んどいないと思います。ＯＤから見ても、使い方から見ても、どうもなかよし

地区の中心、北側といいますか、この市役所それからイオンあたりを中心にし

て、南と北で利用されている。この３案とも、ある意味で共通ゾーン的な発想

ですね。それを北と南で分けていこうということです。 

これは意図としては、短くすれば本数がある程度確保できるという、いわゆ

るサービスが上がるだろうということ。皆さん本数が少ないとおっしゃるの

で、何とか本数を確保したい、多くしたいということになると、路線を短くし

ていくという話になってくるわけです。そこら辺を考慮した案だと思います。 

これについては何かまた皆さんご感想でも結構です。何かありましたらどう

ぞ、お願いします。 

 

【上井委員】 

今日、このＡ、Ｂ、Ｃのどれがいいかを決めるわけではないですよね。 

 

【会長】 

まだまだその段階ではありません。 

 

【上井委員】 

先ほど松本先生から、最初におっしゃられたように、既存の動きがあって、

それがしっかりカバーできるようにという話で、いろんなシミュレーションを

やっていくことが大事かなと思っています。後で出てくる、全部で1.5倍相当

として、バスを３台増車して、９台で運行するということも含めて。あとは事

業者が、増車してそれでも本当に運行できるかどうかとかです。 

あと、今回の考え方でいくところの、速達性を持たせるというところが、い

ろいろあるかと思います。それぞれのＡ、Ｂ、Ｃでやったときに、例えば、こ

の部分はメリットとしては非常に大きいけど、デメリットもこういうところに

出てきますよというところで、当然いろいろ動線とかをいじろうとすると、旅

客利便が損なわれるなど、少なからず生じてきてしまいますので、その辺り、

それぞれのシミュレーションなんかもあって、議論できるといいのかなとは思

います。ただ、来年度中にすべきことなので、また検討いただければなと思い

ます。 

 

【会長】 

ありがとうございます。先ほどの先生おっしゃられて、この７ページにＯＤ

の状況が表現されていますが、ある意味でこの中で、ここは乗継をしなきゃな

らない、いわゆる１つの路線の中で完結できる量がどれぐらいで、乗継をしな

ければいけない人たちがどのくらいか。だから、特殊な例は別として、日常的

な動きがこの１つの路線で全部カバーできるのか、または、ここは乗り継がざ

るを得ない人たちがどれぐらい出てくるのかとか、そういったところも少し整

理していただけると大変ありがたいなと思います。上井委員のご意見は、そう

いうこともちゃんと押さえながらカバーできるか。先ほどの松本先生の話は、

これでひょっとしたら使えない人が出てしまうと、どうするんだというような

話も１つあると思いますので、そこら辺も含めて少しチェックをしていただけ

るといいかなと思います。 
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【上井委員】 

松本先生と一緒にある市の会議に出ていますけども、やっぱり本数と直接行

きたいという要望があって、それを両方やろうとすると、バスの台数とか運転

手の数とかもあって無理ですね。どちらかを犠牲にしないといけないし、利便

性を取るのか、あるいは乗換が多くても本数を多くしていくのか。何かは犠牲

になっていってしまいます。こういういい面もあるし、悪い面もあるところは、

しっかり出していただいたほうが、住民の方としてもご理解しやすいのではな

いかと思います。 

 

【会長】 

そうですね、おっしゃるとおりだと思います。そこら辺は、事務局も多分そ

のようなつもりでおられると思いますが。何かありますか。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。今はこのイメージだけで、その特徴と考え方をお示

ししているだけですが、次の段階、３月の会議ではと思っています。そこで、

基本方針の第２弾を検討するときに、その辺りのメリットだったり、デメリッ

トだったりを入れて出していきたいと思います。 

大きな考え方としては、先ほど伊豆原先生がおっしゃられたように、市役所

の中心と、北のほうを結ぶところの骨格があって、あとは地域の路線という考

え方は、大筋としてご了解いただけたものとして、このＡ案、Ｂ案、Ｃ案の特

徴を次に生かしていくということでよろしいでしょうか。 

 

【会長】 

そうですね。何か今のお話で、追加したほうがいいとか、何かここは考えて

おいたほうがいいというようなこと、ご意見などございましたらお聞きしたい

ですが、いかがですか。 

もう１つ、若干気になるのが、こういったネットを変えていくと、起終点で、

バスの転回場を担保していかなければいけなくなると思うと、今、赤い線です

とみよしの市民病院から行って、豊田の厚生病院というようなイメージです。

そうすると、そこで場所が取れるかとか、いわゆる物理的な条件っていうこと

が、チェックをちゃんとしとかないといけない。特に、物理的に余地を確保し

ていかなければいけない所は出てくると思いますので、そこら辺は入念な

チェックがいるという感じがします。何分ぐらい止められるか分かりません

が。そういうことも含めて、整理しとかなきゃいけないと思います。そこは

チェックをしてください。 

あとは、運転手さんといいますか、９台にしたときにどれぐらいの運転手さ

んが必要かとか、そういうところまでは少し難しいのかなと思います。本数に

影響してくるし、かなり具体的にならないと、そういうのは計算できないです。

皆さんに評価していただく視点として、どういうものがあって、あるところは

細かいので後で詰めるとしても、こうしたメリット、デメリットについてはど

ういう視点で整理しておくか。そこら辺は、運行計画といいますか、運行する

ということでいくと、上井委員の支局の皆さんか、名鉄さんか分かりませんが、

教えていただきながら、こういう視点があるといいねというようなことも、

チェックしていただけるとありがたいと思います。 

ここですぐにこれとこれを、という全部というわけにはいかないと思いま

す。何かご注文なり、ご指摘がいただけたらと思いますがいかがでしょうか。

よろしいですか。使う立場の住民の皆さん、いかがですか、稲見委員や久野委

員、岡本委員、何かご意見ございましたらお聞きしますがいかがですか。 

 

【久野委員】 

障がいの方への運賃については、ぜひやっていただきたいと思っておりま

す。ぜひ配慮していただけるといいかなと思います。 
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【会長】 

それは先ほど障がいをお持ちの方とか、高齢者の条件もあるでしょうし、要

支援とかいろいろあると思いますが、そこら辺は、また別の形でサポートの仕

方を考えると、こういうことですよね。ぜひまた、今おっしゃったようにちゃ

んとサポートできる形をつくるということでお願いしたい。ありがとうござい

ます。他にいかがですか。 

 

【副会長】 

網形成にどういう記載があったか、ごめんなさい、覚えてないですけど、免

許返納の後押しというか、そういうものに対する料金制度みたいなものは何か

考えていらっしゃいますか。 

 

【事務局】 

免許返納のところについて、全体としてはそうした視点の対応をというよう

なところでとどまっていて、具体的にこうしていこうということは書いていま

せん。今回の料金のところで、運賃の14ページのところにある、右上、高齢者

への支援という観点の中で、さんさんバスの事業についてということになりま

すが、現在は社会福祉協議会でmanacaと併せてさんさんバスの回数券の支援を

行っております。これも実際、その実績を見ながら、さらに市のほうの施策と

して引き継いでいくのか、さらに拡充をしていくのかどうかということを、今

後の検討課題であろうかと考えています。 

 

【副会長】 

なるほど。社会福祉協議会が閉じこもりを防ぐという意味では、確かにこの

ような支援だと思いますが、もう少し違った意義もあり得ると思っています。

そういう意味で、他の主体がもっと優遇をするというようなことも考えてもい

いような気もしますが、それは市の方針だなとは思っています。多分、世の中

的には、あるいは他の自治体なんかを見ると、もうちょっと優遇があるような

気もしないでもないです。ひとまずあるということは了解しました。 

あとはもう、それぞれでご検討いただくといいのかなと思っております。た

だ、例えば１年間無料だといっても、１年間無料になるから免許返納しようか

なんてことはないですね。もっといろんな、いわゆるバスの運賃だけじゃなく

て、その他にもお店もちょっと割引ができるとか、あるところでは、銀行の金

利も高くなるとか、いろんなものがあるので、それは市として広範囲で検討い

ただくといいと思っています。 

 

【会長】 

ありがとうございます。これについては、運賃の制度の中で考えるか、先ほ

どおっしゃったように、違った支援のサポートの中で考えていくかによって、

運行計画の中にどう反映するかということを整備しなければいけませんね。運

賃制度の中でやろということになれば、やはり、この地域公共交通会議で常に

意見交換をしなければいけないし、また、運賃制度でなければ、また他の課、

いわゆる関連のする皆さんとの協議が常にされてなければいけない。いずれに

しても、そうしたサポートの方法というのは常に整備をして、チェックをする

という仕組みを考えておくことがすごく大切だと思います。どちらにしても同

じです。新制度でやるか、サポートの仕組みでやるかというのは。私は地域ま

たは庁内での協議の仕方によるだろうと思いますので、そこら辺はぜひ、自分

たちで協議しながら作っていただければ、というように思います。よろしくお

願いします。 

 皆さんからご意見いただいて、これはもう少し整理していくものです。今日

は基本的な方針を議論していただいたわけですから、これからチェックしなが

ら、まだこれで１回やったからどうというわけにはいかないので、ぜひ、また
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次の会議も引き続きこうした考え方、もう少しチェックをして、メスを入れて、

もう少し具体的な話に持ち込んでいただくというような形で進めていって、来

年度１年間で具体的な運行計画を策定したいと、こういうことでございますの

で、ぜひお気付きの点がございましたら、また事務局のほうにお伝えください。

これはまだ、時期尚早かもしれませんが、事務局の考えているスケジュールか

ら考えて、どういうふうにするかを整理してくれると思います。来年度につい

てはまた次の３月の会議で次年度のスケジュール的な話が出てくると思いま

す。よろしくお願いします。 

それでは、ここまでが私の役割ですね。事務局にお返しします。 

 

５ その他 

【企画政策課長】 

ありがとうございました。その他といたしまして、愛知運輸支局の上井委員

より、バスの効率的な運行についてと、２月10日に開催予定のバス・トラック

就職相談会の運転・乗車体験会のお知らせがございますので、ご説明お願いい

たします。 

 

【上井委員】 

愛知運輸支局の上井でございます。 

最初にリストをお配りした、白黒の運行計画とおり運行されていますかとい

うことです。これ簡単に言えば、お客さんが誰もいない中で、最終一歩手前の

停留所で運行中断できますよということです。ただ、乗客が乗っていると違反

になってしまうので、届け出をしっかりしてくださいということ。あと、運転

手の判断で中断するのではなくて、運行管理者の指示を仰いでから、しっかり

と判断してくださいということです。これを12月６日に、うちの担当から愛知

県内の全市町村に担当者の方にメールでご連絡をした、その中の資料の一部抜

粋ということになります。これはご紹介ということになります。 

次の青と緑のカラー刷りのほうですが、２月10日にみよし市にあります、ト

ラック協会の中部トラック総合研修センターをお借りして、バス・トラックの

乗務員の運転手の確保・育成に向けた行事を企画しております。昨今、いろい

ろいわれている運転手不足ですとか、人材不足という中で、これまでも運輸支

局としては、女性のドライバーを確保するための体験会とかやっていますけれ

ども、今回、初めて交通モードを横断してバス・トラック、それからタクシー

とかも一部加わっていただきまして、乗車体験とか操作体験もやります。 

あと、国の愛知労働局にも協力いただいて、就職相談会ですとか、それから、

現役の運転手の方とも座談会とか、そういったもの盛りだくさんの行事をやっ

ていこうと思っております。ぜひ、周りの方とかお知り合いの方にもお声掛け

いただいたりして、周知について、ご協力いただけたら大変ありがたいなと

思っております。よろしくお願いします。 

 

【企画政策課長】 

ありがとうございました。続きまして、みよし市からのご案内をさせていた

だきます。 

お手元の新聞記事をご覧いただけますでしょうか。ご存じの方もいらっしゃ

るかと思いますけれども、モネ・テクノロジーズ株式会社と先月、11月27日に

ICTを活用した将来の自動運転社会に向けた次世代モビリティサービスに係る

業務連携協定を締結いたしました。具体的な連携内容につきましては、みよし

市内にございます、児童発達支援事業所よつばの園児さんを対象にいたしまし

た、モネの配車システムによるデマンド型の児童送迎サービスの実施でござい

ます。よつばにつきましては、発達の支援が必要となる園児ということでござ

います。今後につきましては、次世代モビリティサービスの実証実験及び実装、

地域の発展に貢献する次世代モビリティサービスの高度化の検討などにつき

まして、みよし市とモネさんとの間で取り組んでいくということになっており
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ますので、ご承知おきいただければと思います。 

 最後にもう１点ご案内になります。令和２年新年あいさつ会の実施について

でございます。みよし市につきましては、令和２年１月４日に市制施行10周年

を迎えます。そうした中、１月６日月曜日の午前10時15分から、市役所３階研

修室におきまして、令和２年新年あいさつ会を開催いたします。皆さまと一緒

に新年を祝い、意見交換する場でございます。もし、ご都合がつきましたらご

参加いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

これで、予定しておりました議事につきましては全て終了いたしました。本

日は長時間にわたりありがとうございました。 

次回ですけれども、令和元年度第４回みよし市地域公共交通会議につきまし

ては、３月13日金曜日午後２時からの開催を予定しております。議題につきま

しては、地域公共交通網形成計画の策定についてと、さんさんバス路線再編に

向けての基本方針案についてを予定しております。会議の開催案内につきまし

ては、後日、各委員の皆さまにご送付させていただきますので、お願いいたし

ます。 

それでは、これをもちまして令和元年第３回みよし市地域公共交通会議を終

了したします。本日はどうもありがとうございました。 

 

―閉会― 

 

 


