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平成 29年度 第２回瀬戸市地域公共交通会議 会議録 

開催日時 平成 29年 12月 18日（月） 午後３時から午後５時まで 

開催場所 パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

出席委員 19名 欠席委員 ４名 傍聴者 ４名 

会議概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会長挨拶 

  皆様こんにちは。もう今年も半月以下になってしまいましたが、師走の大変慌ただしい中、

第２回の公共交通会議にご参集いただき、まずは心から厚く御礼申し上げます。日頃から委員

の皆様方には、本市の公共交通につきまして、維持並びに活性化に関わるご理解、ご審議を賜

っていますことを重ねて御礼申し上げます。本日は第２回目でありますが、後程詳しく説明し

ますが、今年度の大きな事業の一つであります社会実験、一つは菱野団地内における住民バス

の実験、そしてもう一つは下半田川地域におけるデマンド型タクシーの実験でありますが、こ

れがこの 12 月で終了をするところでございます。地域の方々に大変なご理解をいただきまし

た。特に菱野団地の３台、八幡、萩山、原山、ここのいわゆる住民バスにつきましては、バス

の運転からダイヤの変更、そしてご利用なさる方々へのサービスも含めて、大変大きな力を頂

戴しました。瀬戸市総合計画の初年度でございまして来年以降改めて市民の方々との共同事業

を積極的に展開していこうと考えているわけでございまして、市民協働の一つのモデルとして

菱野団地の住民バス、そしてそのことを核として改めて菱野団地の再生を図っていきたい。再

生と言いますと、菱野団地の会長にご無礼な話でございますが、もっと元気になれるような施

策の展開をして参りたいと考えているところです。今後ともどうかそのような意味でご協力賜

りますことを心からお願い申し上げますとともに今年度そして来年度にかけてコミュニティ

バスを始めとした公共交通を根本的に考え直したい、あるいは見直したい、そしてそんな中に

地域の方々の意見を積極的に取り入れていける公共交通事業として皆様と共にご議論をし、よ

り良い方向に進んで参りたいと考えておりますので、どうか引き続きまして忌憚のないご意見

を頂戴できますよう冒頭にお願い申し上げまして、会長としてのご挨拶とさせていただきま

す。今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議長挨拶 

  議長を務めております中部大の磯部でございます。まずはお忙しいところ集まっていただき

ありがとうございました。私からは瀬戸市の地域交通の感想といいますか、取組みの特徴的な

ところなどをお話しさせていただきたいと思います。色々なきっかけがありますが、JR 東海

バスが撤退してから、バス路線を引き受けて、実際には名鉄バスに運行していただいています

が、そういった路線バスもありますし、いわゆるコミュニティバスと呼ばれている小型バスも

あります。それに加えて先ほど会長からお話がありました新しい実験もあります。なぜそんな

に色々あるのかという話になりますが、私はついつい口癖で交通政策対策は合わせ技だねと言

ってしまいます。合わせ技と言うと、柔道のようですが、柔道の世界だと合わせ技はだめだそ

うで、一回で倒さなくてはならないと言われていますが、交通の問題というのはなかなか一回

で倒せる良い道具や行動がありません。ですから細かい技を使って色々仕掛けて、やっていく

しかないと思っていますので、これからもその合わせ技というのをいっぱい使っていきたいと

考えています。ではその技の一つ一つが完全に良いものがあるかと言うと、まだまだ弱いとこ

ろがあります。ですから社会実験というのをやってみて、色々試してみて、これ効くかな、あ

れ効くかな、今度はこれをやってみようかなとそういった感じで強くなっていくと思っていま

す。ですからこういう意味では的確に社会実験といった新しい技を評価して、考えてまた次へ
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行くというこれは大事なことだと思います。皆様と積極的にご議論をして相手を倒すと、相手

が何かというと難しいところではありますが、そういうところでどうぞ皆様よろしくお願いい

たします。 

 

３ 議事 

 ⑴ 菱野団地「住民バス」社会実験の実施状況について 

   別紙資料１に従って事務局から説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。皆様から貴重なご意見を聞きたいところですが、まず先に瀬

戸市自治連合会から伊藤様が来られていまして、伊藤様は菱野団地での取り組みでは中心

的な方でございますので、議事１について、何かお話しいただけたらと思います。 

 

  （伊藤氏） 

 八幡台の自治会長をやっています、伊藤でございます。今回の住民バスの実験ですが、

市の方からお話しをいただく前に、実は最初はコミュニティバスを考えていました。しか

し、なかなかその話がうまくいかなかったものですから、この住民バス社会実験の話をい

ただいた時、最初は本当に不安がありました。運転手の募集をかけてもなかなか集まらな

いのではという思いもありましたが、それでも住民の方に手を挙げていただいて、運転し

てもらう形になった時に、本当にこれをやって良かったという意見が運転手さんから出ま

した。それから住民との触れ合い、これがバスをやることによって本当に出来たというと

ころが大きくあります。それから今の意見として、社会実験終了後も早急にバスを運行し

てほしいという意見が多く出ていますので、早く実験から実行に移っていけたら良いなと

思っています。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。実験は来週で終わりますが、我々としてはこの中身をよく吟味、

反省をして、新たな交通になるのかというところの検証が始まるわけでありますが、そう

いうことを考えて今日は皆様から色々なご意見をいただけると嬉しいなと思っていると

ころであります。委員の皆様、何かありますでしょうか。 

 

  （質疑応答） 

  （愛知運輸支局） 

 愛知運輸支局の岡田です。よろしくお願いします。視察対応一覧の中に愛知運輸支局が

ある通り、私も忙しい中 11 月末にお邪魔させていただき、試乗や色々現地を回らせてい

ただきました。同じような団地では同じように高齢化等の課題を持っているところが非常

に多くて、先進的な事例として、それと地形の高低差や、どういう形で走っているのかと

いうところで瀬戸市の皆様につきあっていただき見学をさせていただきました。一番印象

にありますのは、先ほど伊藤委員様が言われたように、ご利用される皆様が和気藹々と乗

られていたことです。私が試乗させていただいた時には 10 人ぐらい乗られていて、満員

になりそうで、私が降りなければならなくなったぐらいに皆様が和気藹々と乗られていた

ことを感じているところです。菱野団地では高低差も結構ありましたが、e-com8 が順調

に走っていたという感想を持っています。今後は結果を検証する時間が必要だと思いま

す。しっかり検証していただいて、ここからはお願いでございますが、持続可能なシステ

ムにして、今までの実験の結果を、また実際の運行に活かしていただきたいと思っていま

す。今後も私どもと法的なものと合致する形を相談させていただきます。以上、感想とお

願いでした。 
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  （江尻委員） 

 市民委員の江尻と申します。よろしくお願いします。実は今朝、このバスに乗ってきま

した。住民バス利用者カード 571番です。瀬戸市内の品野地区に住んでいますが、八幡台

から原山台の方に行く便に乗車させていただきました。e-com8 です。すごく話題になっ

ていたので、半年で 400万円、どんなバスなのだろうとまずそれが第一印象でした。もう

一台の方はハイエースでしたが、電動バスに比べ非常に乗り心地が良かったです。電動バ

スは和気藹々とお話しができることはすごく良いことですが、寒い中、暖房が効いていま

せん。電動バスに乗ってからハイエースに乗ると、こんなに暖かくて良いなと感じました。

それからまた電動バスで八幡台に戻りましたが、車両の違いをはっきりと感じました。ま

ずはそれが今日第一番の私の感想です。また、八幡と原山で一つ、萩山と原山で一つと路

線が二つに分かれていますが、どうして一路線で大きく周遊にしなかったのかというとこ

ろが思ったところです。長くやろうと思うと運転手さんの確保も大変だと思います。有償

ボランティアさんで運行していると聞いて、バスには二人乗っていましたが、有償ボラン

ティアでやるのも地域の住民の方の自治会費で払っていると思いますが、そのような負担

を考えると、長期的なことを考えると、大丈夫なのかなと感じました。半年という社会実

験でやっているからできると思いますし、ボランティアでやってみえる人たちも、なんと

かできたと私には見受けられました。 

 また、本当に足の悪い方はほんの少し行かれるだけでも大変です。八幡台外周から八幡

幼稚園方向に向けては上りの傾斜がきつくて、ここはバスを停めるには難しいと思いま

す。歩くには大変ですが停められない、要するに安全上の観点から、外周しか基本は停留

してはいけない、乗降してはいけないと言われて、果たして今後どうやって足の悪い方の

ためにやっていかれるのかなと少し思いました。 

 あと経費的なこともすごく気になりました。品野の方もコミュニティバスをやっていた

だいており、自己負担たった 100円でございますが、運行経費がすごく赤字なので、そう

いった経費的な面の心配を改めて今日は感じました。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。色々なご意見ご質問いただきましたけど、まとめてまたあとで

事務局からご回答頂きます。他に何かありますか。 

 

  （副議長） 

 いくつか質問があります。こういった社会実験はしっかりデータを取って次へ活かすこ

とが大事で、そこで質問ですが、資料１（P.１）３．曜日別利用者数で、水曜日の日あた

りの利用者数のデータがありまして、36.9 人と曜日で言うと前半一番利用が多かったで

すが、それを後半では辞めた理由をお聞かせいただきたい、という点がまず一つです。そ

れから裏面（P.2）にいきますと、先ほど乗降の実態から商店街への利用目的で使われた

のでは、というようなお話がありましたが、その他、例えば名鉄バスへの乗継利用がどの

程度あったのかといったことや、その他の目的としてはどのような利用があったのか、も

しわかっていれば教えていただきたいです。それから先ほど市民委員の方からもお話があ

りましたが、今回は無料ということですので、これから本当にやろうとすると運行経費の

問題が出てくると思います。もし有料にした場合、どの程度の利用人数になりそうか、ま

だアンケート調査はやれてないかもしれませんが、わかる範囲で教えていただきたいで

す。 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。他に意見等ありますでしょうか。 
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 無いようですので、事務局からお願いいたします。 

 

  （事務局） 

 まずは、ご質問いただいたところを先に回答させていただきます。副議長からお話をい

ただいた水曜日を運休にした件ですが、地元の方と利用状況を見て、何曜日をお休みにす

るか議論しました。当初は水曜日の利用者が一番多いのですが、最終的には他の曜日とほ

ぼ同じような利用者数の中で、最大の理由が水曜日に固定できるドライバーさんがいなか

ったということです。水曜日だけはヘルプで運行していた、ここが最大の理由です。 

 商店街の利用が多かったですけどその他にどんな利用がありましたか、という質問を副

議長からいただきました。まだ数字上で分析できていませんが、私が住民バスに乗車した

時に、八幡台の方で八幡台西のバス停から名鉄瀬戸線の新瀬戸駅まで行かれて、教室に通

っているという方がいました。その方は高齢の女性の方でしたが、週三日、住民バスを利

用して新瀬戸駅へ行くとのことで、自分の生活スタイルを住民バスの時刻表に合わせて動

いていますという方がいました。また、先ほど原山台を一周できるように 10 月から変更

しましたといった話をさせていただきましたが、この秋にドミーというスーパーが緑町に

できました。原山台の方ですが、原山小学校から団地の外、緑町の方へ降りられる階段が

ありまして、原山台の北側にお住まいの方が原山台南側にあるこの階段を利用してショッ

ピングへ行かれるといった話もありまして、このような利用が 10 月の改善以降には増え

てきているというお話を聞いています。 

 愛知運輸支局の岡田さん、また市民委員の江尻さんからもお話しがありましたが、持続

可能な運行についてですが、今まさに伊藤会長を始め菱野団地の方と持続可能にしていく

仕組みについて検討しているところです。現在は、無償運行という形でお客様からはお金

を取らずに自治会の方から一部負担をしていただき、残りを市役所からの負担金にて運行

していますが、先ほど岡田委員からのお話もありましたが、持続可能に向けて、お客様か

らお金を取る方法、民間企業様からの協賛金、自治会の方の負担金、あるいは行政の負担

金、こういったものの組み合わせの中で、菱野団地にとって一番適切なものは何か、一番

合っているものは何か、ということについて議論していますので、その部分に関して、地

元の意向が固まってきましたら、またこの公共交通会議の中でお話をさせていただきたい

と思っています。 

 あと江尻委員から質問がありましたが、まずは今日、住民バスにご乗車いただきありが

とうございました。有償ボランティアのことが少し心配です、というご意見をいただきま

した。たしかに有償ボランティアの方々にはかなり大変なボランティア活動をしていただ

いていると思います。この有償ボランティアの方々ですが、愛知運輸支局よりアドバイス

をいただいた国の講習を受けていただいています。また今回 e-com8 をお借りした群馬県

の桐生市で実際に運転されている運転手の方に瀬戸市へ 2 ヶ月に一度来ていただいてい

ます。このように実際運転されている方からの講習も受けているという形で準備をしたと

いうところです。 

  

  （議長） 

 ありがとうございました。色々な質問がありましたが、車両の問題で、どんな車両が良

いのかということもありますし、またルートに関する問題もあります。あと乗降場ですが、

ルートをどのように結んだら良いのかという話もありますし、今はフリー乗降で手を挙げ

れば停まれるという場所もあればそうではないところもある中で、そういう点をどう考え

ていくかということも課題でしょう。色々な課題が本当に多いので、関係機関と調整をし

ながら、しっかり検証して、良い形に変えていくことになると思います。私も力添えしま

すので、委員の皆様もご協力お願いいたします。他になにかありますでしょうか。 
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 資料１についてはこれぐらいにしまして、資料２、下半田川地域「デマンド型タクシー」

社会実験の実施状況について、事務局から説明を求めます。 

 

 

⑵  下半田川地域「デマンド型タクシー」社会実験の実施状況について 

   別紙資料２に従って事務局から説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。議事２について質問等ありますでしょうか。 

 

  （質疑応答） 

  （愛知運輸支局） 

 デマンド型タクシーの実験ということで、収支率が 7、8%でコミバスより良かったとい

うデータが出ていました。実験ですので、成功失敗という位置づけをどう見るのかという

問題はありますが、その中でもう一つ、乗合率と言いますか、１便当たりにどれくらい乗

ったかという数値が大事になってくると思います。これはデマンドという形式の中で、一

人で乗っているのと、それとも三、四人乗っているのか、おそらくこの火曜日の収支率が

良い時は非常に乗合ができているのかなと思いますが、今後検証していく際の大きな要素

だと思っておりますので、火、木、土に比べて水曜日が低いということですが、それに併

せて乗合率についてもお聞かせ下さい。 

 また、目的等は他の駅に乗り継いで行かれるということもあるのですが、やはり買物に

行かれる方が多かったというデータがあるのと、あと一点今後アンケートを取る時に、よ

く他のところで聞かれるのが、知らない人と乗るということに抵抗があるというような話

も出てきていますので、この点について瀬戸市の地域の人たちの感想等も踏まえて、いや

そんなことはない、皆さん一緒に乗ることが出来ていますよ、ということも PR していけ

れば良いなと思います。 

   

  （議長） 

 ありがとうございました。では事務局からお願いします。 

 

  （事務局） 

 とても重要な部分ではありますが、大変申し訳ないのですが、現在そこの分析まで出来

ていません。三月の公共交通会議には、乗合率についてきちんとお示しできるように分析

させていただきます。 

 またアンケートについてですが、現在集計中ですが、先ほど知らない人と乗ることにつ

いて、という点についても聞いていますので、３月の会議できちんとご報告させていただ

きます。 

 

  （議長） 

 おそらくこの場合の乗合という意味には、二種類出てくるかなと思います。地域の方々

があらかじめグループを作り、代表が連絡して皆で乗るというタイプもあるでしょう。そ

れはまさに地域コミュニティの形であると思います。もう一つは、連絡を受けた方が調整

して、結果的に乗合になるというのもあると思いますので、それがわかれば良いのですが。

一乗車に何人乗ったかはわかりますから、それに対して色々探っていくことになるのでは

と思います。 

 他、いかがでしょうか。 
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  （副議長） 

 今後のことを考えて、色々質問をさせていただきます。まずこの地域の人口はどれぐら

いでしょうか。それがわかると登録率がどれぐらいなのかということがわかると思いま

す。それとこのような実験はまず収支率でみるというのが一義的なところではあります

て、経営的な効率性を見るということでは収支率となりますが、収支差という点に関して

はどうでしょうか。実際に財政的な負担は増えたのか減ったのか、その辺りについてお聞

きしたいです。収支率は少し改善しているので、それ自体は効率性からみると良いと思い

ますが、収支差という点でもお話をお聞かせください。 

 

  （事務局） 

 この地域の人口ですが、水野地域と品野地域の両方とも一部でございますが、水野地域

の人口が 1,275 名、品野地域のうち下半田川町、定光寺町で 598 名、合計すると 1,900

人を少し切るぐらいの人口の方がこのエリアに住んでいます。世帯としては 750 世帯で

す。今回アンケートを取らせていただきまして、現時点で言える分析をお話しさせていた

だきます。水野連区の高齢化率が 24.4%、品野連区の高齢化率が 39.5%でございまして、

今回このデマンド型タクシーを利用された方の多くが 65 歳以上の方となっています。デ

マンド型タクシー事業がこのような高齢者の方を対象と考えると、555名ぐらいの方を対

象とした事業なのかなと考えられるところです。このような視点で考えると、555名の方

を対象としながら 37 名の登録があったということで、登録率としましては 6.7％ぐらい

の登録率となっています。こちら分析の仕方は、今後色々と勉強して３月の会議の場でき

ちんと報告をしていきたいと思っています。 

 あと先ほど出ました収支差についてですが、元々のコミュニティバス下半田川線の運行

経費が 597万円、運送収入が 39 万円、市の負担金が 558万円という形で年間掛かってい

ます。それに対しデマンド型タクシーはこの半年間運行して、運行経費は約 270万円とな

りました。運賃収入は 19 万 2 千円でございましたので、ほぼ同じぐらいの収支差になっ

ていくのではと思います。この辺りは非常に重要な数字でありますので、３月にはきちん

と数字をお出しして、皆様にご報告、ご議論していただけたらなと思います。 

 

  （副議長） 

 まずこういうものは登録してもらわないとどうしようもないという面がありますが、ど

こに課題があるか、まずはそこをしっかり見極めることと、今までのやり方もある中でど

の方法が一番良いのだろうと考えていかなければいけません。また、アンケートの集計結

果等のデータがまとまりましたら、またこの場でお知らせいただきたいと思います。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。資料２の関係で、その他いかがでしょうか。 

 それでは詳細な分析をまた次回の会議にてご報告よろしくお願いいたします。 

 

 それでは続きまして【議事３】平成 29 年度利用者数（速報）について、に入りたいと

思いますが、【議事４】市内基幹バス（瀬戸北線）利用者アンケート結果の概要について、

【議事５】市内基幹バスＯＤ調査に基づく利用状況についても関連していますので、一括

して事務局から説明を求めます。 

 

 

⑶  平成 29年度利用者数（速報）について 

   別紙資料３に従って事務局から説明 

 ⑷ 市内基幹バス（瀬戸北線）利用者アンケート結果の概要について 
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   別紙資料４に従って事務局から説明 

 ⑸ 市内基幹バスＯＤ調査に基づく利用状況について 

   別紙資料５に従って事務局から説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。コミュニティバス及び基幹バスについて、色々な現状を過去の

データと比較して説明いただいたところでありますが、何か皆様からお聞きしたいことは

ありますでしょうか。 

 

  （質疑応答） 

  （愛知運輸支局） 

 資料４「市内基幹バス（瀬戸北線）利用者アンケート結果の概要について」（P.2）【問

２】において、地元地域にて学生の利用が減少しているのではないかという話がある中で、

通勤や通院で利用される層が非常に減少している結果が出ていますが、ここはデータを

色々と分析し、今後対策をしていく必要があると思います。そして公共交通網形成計画に

も活かしていくことが大事です。瀬戸北線の減少傾向になんらかの歯止めをかけないとい

けないと思いますので、通勤客が減っているという点をもっと詳細に把握していかなくて

はならないと思いますが、その関係で、資料３（P.１）瀬戸北線の１ヶ月あたりの利用者

数が上半期（4 月～10 月まで）と打って変わり、10 月からほぼ倍以上、急に減っている

わけでありますが、通勤の関係なのかという点も併せて気になるところですので、もしわ

かっているのであれば教えていただきたいと思います。あともうひとつ、OD 調査におい

て非常に細かいデータが分析されています。先ほども言いましたが、今後網形成計画を策

定していくうえで非常に重要な事項だと思いますのでぜひ参考にしていただきたいと思

います。以上です。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。今の質問に関し、事務局からお願いいたします。 

 

  （事務局） 

 10 月、11 月と利用者が千人以上減っている理由ですが、まだ細かい分析は出来ていま

せんが、名鉄バスさんが OD 調査をやっていただいた中でひとつ気になるところがありま

す。資料５（P.8）、瀬戸北線の便別利用者数の推移のところで、⑴瀬戸北線の所を見てく

ださい。品野から尾張瀬戸駅方面への利用状況のうち、始発から通勤通学の時間帯は概ね

横ばいですが、一方で尾張瀬戸駅から品野方面への利用状況のうち、7 時台または 21 時

台のいわゆる通勤通学の帰宅時間で利用の減少が目立つような状況が見て取れます。まだ

まだ分析が必要となってくると思いますが、このような点から、朝はバスを利用している

が、帰りはバスを利用せずに自宅の送迎等、色々な手段で帰られているのでは、といった

推察ができる結果となっています。このようなことも含めて分析をして、３月には詳しく

ご説明できるようにしていきたいと思っております。 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

  （江尻委員） 

 品野に住んでいます。市民委員の江尻です。実は私の息子も高校２年生で、普段は自転

車で、ときどきバスを利用する感じです。私自身は滅多にバスには乗らないです。行きは

道が渋滞しているので、バスより自転車での移動の方が早いです。ただ帰りに雨が降れば、
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自転車を駅の前の駐輪場に置いてきて、バスで帰ってくるパターンが結構多いのです。バ

スの利用というのは天候に左右されますので、また分析される際の参考していただければ

と思います。 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。バスの利用には天気や気温など色々な要素がありますので、

その辺りもご考慮ください。他にいかがでしょうか。 

 

 それでは続きまして、【議事６】平成 29年度地域公共交通確保維持改善事業に関する自

己評価について、でありますがこちらは協議事項となります。よって最後に挙手にて採決

を取りますが、まずは説明を求めます。 

 

 

 ⑹ 協議事項 

   平成 29年度地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価について 

   別紙資料６に従って事務局から説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。なぜ自己評価をしているのか簡単にご説明しますと、ある路線

に対して、国からの補助金をいただいていますので、上手くいっているかどうかという点

をまず自分たちで考えなさい、というのがこの宿題です。我々はこうやって考えています

と、それで上手くいったところもあれば、あまりうまくいかなかったところもありますの

で、それをしっかり把握して次へ頑張ります、ということをお伝えするような内容となり

ます。ですので、この資料６のように色々やってきたことに対する項目を載せていて、自

己評価ということで取りまとめて報告書として仕上げてあるわけでありますが、委員の方

から何か質問等ありますでしょうか。 

 

  （質疑応答）  

  （愛知運輸支局） 

 ひとつ補足とお断りがあります。この資料が横書き版に変わりました、ということが

11月に入ってから通知していまして、非常に差し迫ったところで大変恐縮でありますが、

様式に沿った形に修正をお願いしたいと思います。また、第三者評価委員という石川先生

もメンバーになっていただいていますが、フィーダー系統、補助系統だけでなくネットワ

ーク全体を見つめて、瀬戸市としてどういうことに取り組んだのか、ということをひとま

ずは５分間でこの資料に基づいて、委員に説明をしていただきます。そこで先生方にアド

バイスをいただくという非常に有意義な場だと認識しております。この資料６は色々とた

くさん盛り込んでいただいている状況でございますが、先ほど説明していただいたような

かいつまんだ形になると思います。若干の修正等については事務局と私どもで精査させて

いただきたいと思いますが、それ以外の部分について、例えば何が足りないか、あるいは

ここがおかしいのではないかということについて、この場で協議していただきたいと思い

ます。 

 ひとつは、（P.2）３．目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容について、

非常に細かいところをやられていまして、それとなおかつかなり前からのものがありま

す。これは 28年度 29年度の評価になりますので、このような形で過去の経緯等を述べる

時間はなかなか無いですし、載せる必要性があるかと言うと、ある程度は手持ちにしてい

ただき割愛をする方が良いと思います。その他細かい点は色々とありますが、割愛させて

いただいて、重要なところをお話しします。（P.11）５．自己評価から得られた課題と対
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応方針について、今後網形成計画を作っていきますという形で対応方針が出ていますが、

今まで課題とかアンケート等で調査していることを踏まえるともう少し個別具体なもの

を、トータルとしては網形成計画を作っていきますという対応方針で良いと思いますが、

もう少し丁寧に①②③それぞれに方向性なり、そういうものを示していただきたいという

点と、それから（P.13）も個別具体なものが必要なのかなと思います。先ほど瀬戸北線の

利用状況報告で、まだ把握はできていないにしても色々課題等は見えてきていると思いま

す。今は両方とも、今後の改善点が同じことを書かれていますが、それぞれ路線の特徴が

違うという状況からいきますと、もう少し長くなっても良いので、調査したことも書き加

えていただくことをお願いできればと思います。 

 非常に丁寧に作られていますが、枚数等も制限されていますので、割愛するところそし

て手持ちにするところ等も踏まえて精査していただきたいなと思います。以上です。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。ご参考にしてください。 

 他に委員からなにかありますでしょうか。 

  

 私の方からも、（P.13）⑤目標・効果達成状況にて、瀬戸北線も赤津線も目標を達成で

きなかったという点について、（P.9）の参考等のデータを見ていくと、目標が少し高すぎ

たのではないかなと思います。努力してひとつ上の目標を立てることは良いですが、ちょ

っと難しかったのかなというのは感じるところであります。しかし、色々な取り組みをし

ている中で、どんな数字を入れるのが良いのか、目標を上げていくのか、下げ止まりにす

るのか、どういう風にするのか、それがこれからの大きな課題だと思います。これがうま

く設定できると、岡田さんにご指摘いただいた部分もうまく書けると思います。まずは目

標の設定の難しさというのがあるというのを感じました。 

 何か皆様からありますでしょうか。 

 

  （副議長） 

 （P.8）４．具体的取組みに対する評価について、上半田川線等で以前に少しルートを

変えたと思いますが、その結果利用者が増えています。私の印象だと、どこの線もどんど

ん利用者が減少していて、特に瀬戸北線は大きな問題だと感じていたところですが、他の

色々なコミュニティバスや基幹バスの路線で、そうやって修正して、それで改善できたと

いう結果が得られましたので、そうやって得られた教訓を今後に活かすような、そういう

姿勢、評価が必要だと思います。 

 それから瀬戸市内だけでのお話しをされていますが、以前は長久手市などが公共交通会

議にオブザーバーとして来られていたりして、もう少し広域的な視点でも色々と調整をさ

れていたと思います。そのような観点でも評価が加えられればと思います。 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。参考になるところが色々あると思います。もう一度整理して、

色々な議論を経て、まだまだ直すところがありますが、概ね、了解を得られれば皆様から

ご承認をいただきたいと思いますがよろしいでしょうか。ここで議論した意見をまとめ

て、修正するということをお約束したことを条件として、この平成 29 年度地域公共交通

確保維持改善事業に関する自己評価につきまして原案のとおり、賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

   採決 ＜全会一致で承認＞ 
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 ありがとうございます。皆様の賛成をいただきましたので承認とします。またしっかり

まとまったら、もう一度何らかの形でチェックして、提出ということになりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 それでは続きまして、【議事７】平成 29年度地域間幹線系統確保維持計画に係る事業評

価について事務局から説明を求めます。こちらも協議事項です。後程採決を取ることにな

りますのでよろしくお願いします。 

 

 

 ⑺ 協議事項 

   平成 29年度地域間幹線系統確保維持計画に係る事業評価について 

   別紙資料７に従って事務局から説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございます。尾張旭市の話ではありますが、こちらはまた別の補助金をいた

だいているということで、このような時はまた協議をしなくてはいけません。尾張旭市が

主としてやるものですが、長久手市や瀬戸市にも少しずつ入ってきているので、乗入先の

市の意見も欲しいといった形式で、今回は特に瀬戸市の部分についてチェックしてもらい

たいところです。いかがでしょうか。 

 

  （質疑応答） 

  （愛知県） 

 愛知県です。いつもお世話になります。ひとつ補足ということで申し上げたいと思いま

す。地域間幹線系統ですが、複数の市町村にまたがる基幹的なバスということで、こちら

につきましては、私ども愛知県の協議会にて計画を策定し、国の認定を受け、補助金をい

ただく、こういうシステムになっています。平成 30年１月 10日に県の協議会を開催させ

ていただきまして、そこで自己評価を行い、国に提出するという流れになっています。昨

年度に自己評価のやり方を変えさせていただき、今資料７という形で出していただいてい

ます、この事業評価票に変えさせていただきました。こちらのデータを運営主体様から各

市町村様へ送っていただき、その市町村様の方でこのようにご所見をいただき当該系統の

評価を形作っていくということで、連携した情報交換、それから意思統一、意思決定を行

う、この流れにさせていただきました。この系統は非常に利用者が増えていまして、大変

ありがたいことだと考えています。 

 現在、私どもの方でこの自己評価の作業をしております。本日のこの会議において、皆

様からぜひ有用なご意見をいただきまして、私どもの協議会での議論に活かしていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

  （議長） 

 補足ありがとうございました。それを受けまして、何かございましたらご発言願います。

いかがでしょうか。 

 

 なかなか難しい表現で、交通集中というのがありますが、要はおそらく色々な新しい商

業施設が出来たので、それに伴いお客さんが増えて道路が混雑しているのだろうというの

がありまして、そうすると時間通り運行させようと思ってもなかなか時間通りにならない

という問題があります。ではそれがいつまで続くのかというのがまた悩ましいところであ

るのですが、このような場合でも適切にダイヤを変えなければなりません。 

 なにかありますでしょうか。よろしいでしょうか。  
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 間違いないということであれば、これで承認ということになります。それでは確認とい

うことで、協議事項でございますので、平成 29 年度地域間幹線系統確保維持計画に係る

事業評価につきまして原案のとおり、賛成の方の挙手を取ります。いかがでしょうか。 

   

   採決 ＜全会一致で承認＞ 

 

 ありがとうございました。全員挙手をいただきましたので、原案の通り承認いたしまし

た。 

 本日の議事は以上となりますが、その他、委員の皆様からご意見等はありますでしょう

か。 

 

 名鉄バスさんから資料をいただいていましたので、名鉄バスさんの方からよろしくお願

いします。 

 

４ その他 

 ⑴ 名鉄バス路線図（2017.10改訂版）について 

   別紙資料に従って、名鉄バス株式会社 近藤委員より説明 

 

  （議長） 

 ありがとうございました。その他にありますでしょうか。 

 

 （質問等、特になし） 

  

 無いようでございますので、進行を事務局へお返しします。 

 

 

５ 閉会 

（事務局） 

 磯部議長、ありがとうございました。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、長時間にわたりご議論いただきまして誠にあり

がとうございました。以上をもちまして平成 29 年度第２回瀬戸市地域公共交通会議を終了い

たします。なお、第３回の会議についてですが、翌年３月頃の開催を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。みなさま、どうぞ気を付けてお帰りください。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


