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地域公共交通を語る会（意見交換会）の開催結果 

 

１．開催 

公共交通の現状・課題を確認し、今後の公共交通のあり方等について検討するための住民意

見を確認した。 

 

２．日時・場所・参加者数 

小学校区 日時 場所 出席者数（傍聴） 

北小学校区 10 月 13 日（土） 9：30～12：00 くすのきの家 25 人（4 人） 

曽野小学校区 10 月 13 日（土）14：00～16：30 消防署 大会議室 21 人 

東小学校区 10 月 14 日（日）14：00～16：30 東新町公会堂 22 人（1 人） 

五条川小学校区 10 月 20 日（土） 9：30～12：00 五条川小学校体育館 20 人（5 人） 

南小学校区 10 月 20 日（土）14：00～16：30 消防署 大会議室 19 人 

 

３．開催内容 

(1)市長あいさつ 

(2)趣旨説明（秘書企画課長） 

(3)岩倉市の公共交通の現状について（報告） 

(4)グループに分かれた意見交換 

・自己紹介と公共交通の利用状況の確認 

・公共交通の課題・問題点についての意見交換 

・課題・問題点への対応についての意見交換 

(5)グループ発表 

・各グループの意見交換内容を発表 

(6)閉会挨拶（市長） 

 

４．開催風景（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料４ 
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５．地域公共交通を語る会での主な意見 

（１）デマンド型乗合タクシーに対する主な意見 

■手続きや認知に関する意見 

・そもそも存在を知らなかった。 

・利用方法がよくわからない。 

・高齢者にはこのシステムは難しい。 

・車椅子では乗車できるのか。ベビーカーは大丈夫なのか。 

○利用条件を変更・拡充すべき。 

○名前を変えるべき（デマンドという言葉がわからないため）。 

○存在・利用方法をもっと「ＰＲ」すべき（広報の特集、回覧板、時刻表掲示、ポスター、市

ホームページでのＱ＆Ａなど）。 

○予約方法・乗り方講習会（練習会）をやるべき。 

 

■使い方・予約に関する意見 

・予約が面倒、時間の融通がきかない。 

・予約がとれない、帰りは予約が取りにくい。 

・利用したい時間に使えないなら意味がない（予約不成立）。 

・土・日曜日はなぜ休みなのか。 

・午前の利用者は、交通弱者に限定させる。 

・65 歳以上、年齢制限はやめるべき。 ⇔ 75・80 歳以上とし無料化させるべき。 

○使いたい時間帯にサービスを使える方法にすべき。 

○空き状況がわかるようにすべき（携帯電話・パソコンで閲覧可能に）。 

○社会福祉協議会など、だれかがまとめて予約する。 

○利用できる時間を延長させる。 

 

■デマンド型乗合タクシーをよくする方法に関する意見 

・シルバー人材センターの活用ができるのではないか。 

・時間を決めて走らせるべき。 

・病院に送迎されたタクシーを予約なしで乗れるとよい。 

○車両に予約の電話番号を示すべき。 

○運転手をボランティアにする、市職員が運転する（事故は問題になる）。 

○住民同士の助け合い、ボランティア輸送にする。 

○乗合をコーディネートするシステムにかえるべき。 

 

■車両についての意見 

・台数が少ない。 → 台数を増やすべき（午前中だけでも）。 

・２台の内、１台を巡回バスにする。 

○利用人数に応じた車種にすべき（小型化・軽車両に）。 

○定員を増やす・大型化すべき。 

 

※）「・」は課題問題点の意見・要望等、「○」は対応策・アイデアの意見等 
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■料金についての意見 

・料金高い、年金受給者には高い、往復 600 円は高い、200 円なら乗るだろう。 

○300 円でも行けるところを増やしてほしい。 

○登録時に 2000 円払い、乗り放題にすべき。 

○値下げする（無料・100 円・150 円など）。 

 

■停留所・ルートについての意見 

・コンビニ、商業施設なども含めるべき。 

・岩倉駅に行けない。 

・自由にとまれるようにしてほしい。 

・狭い道が多く、停留所が設置できない。 

・市外利用もできるようにしてほしい（病院だけは市外も使えるように）。 

・停留所の標識を設置してほしい。 

○登録箇所を増やす（駅・商業施設）。 

○エリアを限定して運行すべき、特定地区を重点的対応する。 

 

■デマンド型乗合タクシーの解決策＝「コミバス・巡回バス」への転換意見 

・バスの方が便利。巡回バスにしてほしい。 

・必要な時間帯に走らせる、定時運行は魅力。 

・バスだと停留所まで時間がかかる（歩く必要がある）。 

・ルートが決まっているほうがわかりやすい。 

・１時間に２便では少ない。 

・市が事業者として実施するのは疑問。民間事業者が参入する事業に補助すべき。 

・デマンドの利用が少ない午後を巡回バスにする。 

・社会福祉協議会が巡回バスの運行を考える（交通事業者まかせはよくない）。 

○巡回バスに転換すべき（３台で） 

 

■デマンド型乗合タクシーの解決策＝「タクシー」への転換意見 

・タクシーの方が税金は安い。 

・玄関前までくるタクシーの方がバスよりも良い（歩かなくてもよい、雨の日も）。 

○タクシーに転換すべき（チケット制に変える、ゾーン制運賃）。 

○福祉に特化すべき（病院・公共施設向け、高齢者・障がい者用）、福祉チケットの活用。 

○タクシー料金助成利用券を充実させる（枚数・年齢制限あり）。 

 

■事業費に関する意見 

・コストが高すぎる。経費負担が多いと感じる。廃止すべき。 ⇔ 税投入を増やすべき。 

・本当に必要ならどれだけ税金を使ってでもやるべき。 

○市役所（職員）のスリム化による経費削減。 

○観光を促進して財政を潤すべき。 

○企業誘致すべき（法人税収を増やす）。 
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（２）将来不安に関する意見 

・今のところ不安はない。 

・将来は不安。将来は使うようになる。 

・免許証返納ができるかわからない。 

・年齢を重ねたら、タクシー・バスなどは必要だ。 

・今後の高齢化をふまえ、移動手段を増やすことが必要。 

・5～10 年先のスパンで考えるべき。 

 

 

（３）名鉄バスについての意見 

・料金が高い、高齢者には安くしてほしい。 

・路線数が少ない。 

・乗り慣れていないので、行き先などわからない。 

・市の補助を入れて、利便性の高いサービスをしてもらう。 

・九日市場の路線を岩倉市内に乗り入れてもらう。 

・時刻表を配布すべき。 

 

 

（４）自転車についての意見 

・自転車が多く危ない（運転手側の意見）。 

・自転車を利用した時に危険を感じた・怖い（利用者側の意見）。 

○道路をよくする（拡幅・歩道確保・草刈りなど）。 

○電動アシスト自転車の貸し出し・購入補助をすべき。 

○シェアサイクルの導入。 

 

 

（５）その他の公共交通に対する意見 

・自動運転技術に期待する。 

・カーシェアリングができるなら、それが一番いい。 

・高齢者の居住地の集約化をすべき。 

・コンパクトに住めるようにすべき。 
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６．各会場の成果 

（１）北小学校区 10月13日（土） 9：30～12：00 

 ＜Ａグループ＞                              ＜Ｂグループ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤字＝課題・問題点  黒字＝対応意見・アイデア 

・面倒（デマンドタクシー）
・手続きが煩雑そう

問題

・知らなかった（デマンドタクシー）
・利用方法がよく判らない

知らない

・特になし←→先が不安
免許返納できるかな

・タクシー、バスは必要だろう

将来不安

・運転手をボランティアにする
安くする方法

事故
・利用人数に応じた車種にしては
（ワンボックス→タクシー）
・乗降場所
コンビニ、アピタなど買物先

市外も
・名前を考える
デマンドって？言葉わからない

良くする方法

・バスの方が便利
・巡回対応にしてほしい

・タクシー型ではなく巡回バス方
式にしては？
・コミュニティバス
・必要な時間帯に巡回バスを
・岩倉病院にバスを出してもらう

コミバスにかえる

・名鉄バスの料金が高い
・鉄道も高い

・名鉄バスの時刻表を配る

名鉄バス

・タクシーの方が安い

・乗合タクシーでなくタク
シー利用

タクシーにかえるべき

・利用したい時間に使えないなら意
味がない
・１回でやめる、使いづらい
・予約不成立
・使いたい時間帯にサービスを行う

使いたい時に使えない

・岩倉は自転車が多く危ない
・自転車道路を良く

自転車

デマンドの問題

・福祉タクシーチケット
（車椅子）

何かは必要

その時だけサービス

・空き状況がわかるといい
→スマホ、携帯、パソコンでアクセ
ス可能にする（運行の効率化）

・デマンドの台数を増やす
・市役所のスリム化が必須

課題に対するアイデア

・巡回バスにする
・定員を増やす
・利用条件の変更

65歳→フリー

コミュニティバスにする

・乗合をコーディネートするシステ
ムにする（民間のタクシーで）

・コスト面からより安価で利用しや
すいタクシーに切り替える（乗
合）

・デマンドは差別化を意識させる。
・デマンドタクシーの数が少ない。
・利便性が悪い。
・利用したい時にすぐに使用できな
い。
・予約が取れない（デマンド）

・利用したくても利用出来ない時間
帯がある

・デマンドでは買い物に行けない、
岩倉駅にも行けない

・生涯学習センターと市役所に停
まるが…でもその50ｍが課題で

は？？
・停留所が設定されている。
・行きはいいが、帰りは予約が取り
にくい
・運行費用がタクシーより高い

課題だな～と思うこと

・デマンド型乗合タクシーはやめ、タ
クシーチケット制に変える。条件は
考える必要があるが…
・免許の返納者も増えるだろう
・交通不便者には、タクシーを活用
（必要時に全て対応できるか心
配）

・狭い道が多く、停留所の設置難

・名草線に名鉄バスが通っていな
い。
・市の開発と歩調を合わせて公
共交通を考える必要がある

・今後の高齢化を踏まええ、移動
手段を増やすことが必要と考え
る

開発と歩調を合わせた公
共交通の指針を！

タクシーの活用につきるのでは？！
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 ＜Ｃグループ＞                               ＜Ｄグループ＞ 

 

 

  ・デマンドタクシーの使い勝手が悪
い（予約制の為）

・面倒
・急の場合、断られる
・予約が難しい
・時間の融通がきかない
・65歳以上限定
・デマンドタクシーの台数を増やす
・時間帯に回数を増す
・乗合にする
・巡回路線を明確に運行
自由にとめたい
・緊急時の利用は

予約について

・デマンドの利用者は何人位か？

・デマンド型タクシーの利用方法を
知らない

・デマンド利用した経験無し（家族
も含めて）
・状況を理解していない

・デマンド型乗合タクシーが市民に
PRされていない
・利用方法についてもっと知らせる
・もっと教宣する事
・市民へのPR訴求（乗車体験の実
施）
→利用者増を目指し、不便性を
無くす

・デマンド料金が高い
・300円でも行けるところを増やして

ほしい
・タクシーの料金への補助金にして
はどうか？

料金について

・デマンドの岩倉駅への乗り入れ

・市内に公共医療機関（大病院）無
く、利用不便と思う
・高齢者のスーパーへのおつかい
に使用

・デマンドの市街地の特定場所へ
の乗り入れ
・デマンドの登録箇所を増やす
駅と病院、スーパーも

ルートについて

そもそもデマンドタクシーって？

・バス停まで時間がかかる

・20分ぐらいかかる

・巡回バスの運行（財政の有無）及
び併用

路線バス
バス停について

・「デマンド型」の意味は？
普通に使っているが
・デマンドを知らない人が多いのでは
→自分は知らなかった
・車椅子ごと乗れますか？
→実際は乗れない。ベビーカーはでき
る。介護タクシーになる。

・デマンド型にした理由も含めて宣伝す
る！
・介護タクシーを利用してネ！

よくわからない！！

・市民税を安くする
・観光を促進して岩倉市をうるおそう！

・バスツアーのバス駐車場の整備（桜まつ
り期間中とか…）

・病院の専用のコースを考えられないか。
岩倉の場合、行くところが、駅、スー
パー、医者しか行かないのでは？

→目的地ごとに
・定員8人制の妥当性
もっと小さい車でもいいのでは
・利用者5％は少ない。有効に機能して
いない
→見直すべき
・巡回で市内をまわる事ができないか
・より不便になると他町で言われている
→不便、不向き

他の運行方法は？

・利用者年齢を見直す（75歳以上）
・利用したい時に利用できていない
・登録者多すぎる？

65歳→75歳へなど
・デマンド型乗合タクシーは、75歳又は

80歳以上は利用料金無料にしたらどう
でしょう！

・交通弱者を優先する
・本当に必要な人に乗ってもらえるよう
に（例）75歳以上にする
・登録時に2000円ぐらい払って乗り放題
にすべき
・利用者を80歳以上にして料金を無料に

運行サービスを改善する

市の財政

タクシーの利用助成を増やす

・コスト高すぎる
（市の財政苦しいはず）
・経費負担が多く感じます
・市民税高すぎるといわれる
・身の丈にあったものにすべき
・運用方法を改善する

運行経費高すぎ

・利用方法がわかりにくい

・高齢者にこのシステム使えない（難し
い）
・利用方法が面倒みたい
・85歳の母がいますが自分たちで送迎し
ている
・今行きたい！

・（助成）タクシー券を増やす
・一律ワンメータ助成
→遠いところは倍に！
・不便な地域の方にはもっと増やしては
どうか？２メーターなど

・タクシー料金助成利用券を充実させる
（枚数、年齢）
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（２）曽野小学校区 10月13日（土）14：00～16：30 

 ＜Ａグループ＞                              ＜Ｂグループ＞ 

 
  

・利用料金の（1回300円）は年金受
給者は高いと思います。
・税の投入を増やす

・自分が必要な時にすぐに利用でき
ない
・デマンド型だと気軽に使えない
・予約の手間

・安くする
・企業誘致をするべきだ
・企業を誘致して法人税収を増やす

お金・税金

・将来は不安
・車しかないと生活が

将来不安

・乗り方講習会、練習会をコツコツや
る
・デマンド型タクシーの知名度がない
・知らなかった
・講習会（乗り方教室）
・予約方法（TEL）を宣伝する。
・更に大きく予約番号を明記

デマンド知らない

・デマンドタクシーを増やす（午前中
だけでも）
・ドライバーボランティア募る
・タクシーチケット制で台数を増やす
・台数を増やす
・小型化→タクシーを小型化
して台数を増やす。維持費を減らす。

・近隣の市と車両を融通しあう

・デマンド型乗合タクシーを3台にし

て人数で使い分ける（軽・普・ワン
ボックス）

・玄関前のタクシーの方が良い

デマンドの工夫すべき事

・名鉄バスのバス路線数が少ない
・循環型バスへの切り替え
（予約制、年齢制限をなくす）

バスに

・岩倉市の広さなら出来るコンパクトな
まちづくり

・高齢者の居住地の集積化
・コンパクトに住めるように

コンパクト

・Siri タクシーよんで
・IT技術

・来るべきEV、自動運転を見据えて、
今からシステムを構築しておく（ス
ムーズな移動を考えて）
・5～10年のスパンで考える

・高齢化、人口減少、シェアリングな
ど時代の変化を考慮して通信イン
フラも考える

IT技術
先のことを考えて

知名度低い
知ってもらうPR

企業から

・自転車怖い

・電動自転車の補助を出してらくらく移
動
・道を良く

自転車

歩かなくて良い玄関前

車の車種増やす

・周知度が浅い
広報のみ、回覧板無

・デマンド型の今の稼働率が知りた
い（１日のうち…午前はフル稼働）

・利用者に聞いてみた結果はどうなっ
ているのか！？

・対象者全員が知った上での登録者
数なのか？
・全員ダイレクトメールしてでも周知
はして欲しい

周知度が低い

・デマンドはいい

・小さいバスをもっと走ら
せたらいい
・一宮、小牧等病院・買
い物に使えない

・軽四のバスで走らせた
方がルートが決まってい
ないならそのほうがいい

小型化するのはどうか

・帰りはどうするの

・車椅子の人は補助がいるので使いに
くい

利便性が低い

・市が実施する事業か疑問

・民間事業者が参入する事業にし
て補助しては？
・利用者をもう少し厳しくしては？
・対象者を狭くすることで需要と供
給のバランスをはかる！

・民間福祉タクシーなどのように、
事業者の方に補助してはどう
か？
・福祉に特化し、病院・公共施設を
誰でも、どこでも（高齢者、障が
い者）

・岩倉市内での利用にタクシーチ
ケットの対象者の拡大（所得に
応じて自己負担）

サービスとしては…
タクシーや民間がイイ

回覧板
活用しよう！

午前 巡回
午後 デマンド

現状に対する課題は何？

・高齢になった時、自分で
動けない時、家族も頼れ
ない時には必要では？
・本当に必要ならどれだけ
税金を使ってもやるべき

自分で何とかする、地域で何と
かするというのも大切では？

1回2,300円なら市

内ならどこでも行
けるのでは？利用
者は300円、市が
2,000円補助

土日なぜ休み
なの？

・今後の自動運転に期待
する

・デマンド型タクシーもい
らなくなるかも！？

今後の技術に期待

シルバー人材セン
ターの活用は？

・い～わ君のは知ることで
安心感へのPRを考えると1

日7万のコストも…
・1日20人タクシーに乗れ
る計算になるかも

保育園への送
迎バスはよく
できている

カーシェアリング
できるならそれが
一番いい

そもそもデマンド
タクシーの有無
を問うのか

課題に対する新しいアイデア・ご意見
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 ＜Ｃグループ＞                               ＜Ｄグループ＞ 

 

  

・デマンドの意味を知ら
ない
・そもそも分からない
・現在市民の皆さんが
知ってるか。私自身、定
期便かと思った。
・予備知識が不足
・現状意見無し
・知名度不足
→もっと利用してもらう
必要がある

・休憩している（空車時
の利用は？）
・デマンドタクシーに電
話番号を記す
・利用者を増やす
・口コミ

デマンドタクシーの認知度

・定期で地区を回る
・時間を決めて運行

・乗りたくても乗れない

・予約の仕方がわから
ない
・予約順での乗降は時
間がかかる
・使い勝手の不便

・巡回バス停ができたら
いい
北名古屋市のように巡
回で各停留所を作ってく
ださい。時間帯を決めて
・停留所をもっと増やす

・巡回コースが決まって
いた方がいい

乗り方がわからない

・デマンドタクシーは岩倉以外には
出ないのか
・運行する場所を決める
・アピタ、駅、市役所など
・駅を起点にする
・バス停を各地区に作る

行ける場所が少ない時間が読めない

・道路が狭いので自転車
・坂が少ない
・車も少ない

道路が狭い

・大山寺駅にバス停ない

バス停がない

・台数を増やす

・定期便にしてほしい。
コースの特定
・巡回定期バスにしてバ
ス停を決める

・時間が決まれば利用
者が増えると思う

・通勤通学にも使えるの
に
・もっと対象者をしぼる
べき

・内容を知らない人が多い
知らない23％、見たことがある37％
・運転免許証返納者には情報提供していく
・デマンド広報不足
・これからは高齢者には便利だと思う
・デマンド利用制限知らなかった
・ポスターで周知
・デマンド特集
・知らない人が多い為、広報特集してほしい
・高齢者免許返納にはよい
・デマンドタクシー車外アナウンス

・利用方法や手続き方法など、分かり易くイ
ラスト入りなどのポスターや広報紙で周知
するといい
・登録をPR
・30分後の送迎に限らず、タクシーのような

GPSで早めもＯＫに

・病院に送って来たタクシーに予約無しで乗
れるといい。

周知

・登録面倒くさいから結果、家族・
タクシー

・知人で病院の行き帰りは予約す
るが、帰りはタクシーが多い
・デマンドは帰りの時間がつかまら
ない

・登録しても予約の利用方法で消
極的になる様（両親）
・病院とデマンドが連携
・時刻表掲示

病院との連携

・デマンド予約、先着順で良い
か？

・各自が登録した時、所が先着希
望者順に決められていくが、
ルート・ガソリンのロスが生まれ
るのでは？
・巡回ルートは可能ですか？

・前もって予約すると無理がきかな
いのでは。
・ルートに疑問

・その時のコース順で乗車時刻が
変更されているのかな？

・デマンドバス、乗っている人が少
ない
・エリアを限定して運行
・私たちのエリアはいらない

・団地や駅から遠い地域に効率良
く動く
・北島町岩倉団地を重点に
・空いている時間に投入

ルートの改善

・デマンドバス往復で600円は高い
・300円が高いという人もいる。経

費を考えると安いことを教えてあ
げたい
・個人負担をもう少し増やしても良
いのでは
・実情知らない
・高齢者になると…
・金額ＵＰ
・市の職員が運転
・8人乗りより車型を少し小さくした
たら維持費安くなる
・1名毎も多いのなら、1台は軽自
動車等。ガソリン代節約できる？

コスト削減

・デマンドや
める

廃止
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（３）東小学校区 10月14日（日）14：00～16：30 

 ＜Ａグループ＞                              ＜Ｂグループ＞ 

 

 

  
・今は自転車で動く事ができるが、これ
からが心配だ

・将来心配
・これまではバスなどで駅まで行き、名
古屋まで出る

将来不安

・先入観
・難しい
・使い方の講習会をやろう

デマンドタクシー使い方

・予約が取れない
・予約不成立
・デマンドの利用方法に問題がある
・乗合がされない
・誰かがまとめて予約
・予約の融通
・デマンドの改善

朝～複数人員の調整を考える（乗
合）
・社協でまとめて予約

予約

・デマンドを巡回バスにしてほしい
・市内を回るバスが欲しい

・バスの時間がバラバラで時間が悪
い（名鉄バス）
・バスについては１時間２本では少
なすぎる。（昼は１時間１本）
・市が8人乗りバス２台を200円で走
らせる
・デマンドでなく巡回バスに出来ない
か

・デマンドの利用が少ない午後を巡
回に出来ないか

・社協が巡回バスを考える
・交通事業者まかせはよくない

バスについて

・カッパの置き場をつくろう

・市内のみはダメ
・市外の病院

・市内に大きな病院が
少なく、少なくとも小牧
市民、一宮などに行け
るように

・病院だけは市をこえて
も行ってほしい
・市外利用（江南、小牧、
一宮）

市外の利用も

・デマンドを使いたいが、帰りの予約
ができない

・デマンド交通は利用は不合理、帰り
とれない
・デマンド稼働時間が少なすぎる

・デマンドの利用時間の延長をしてほ
しい（8：00～18：00）
・帰りをまとめて運行

帰りの予約

みんなでまとめ
て利用

・料金が高い
・現在300円、引き下

げること
・1回200円なら乗る

・免許返納した時の
デマンド券は役に
立たず、10枚未使
用のままです（期
限切れ）

・使用期限なしにし
てほしい

バス

病院だけは
市外も

・タクシーチケットを配る
べき

・福祉タクシーチケットを
使う（610円/回）
・家の前のタクシーが便
利

・お金を計算して変える
のはかまわない

自転車も使えるように

巡回少ない

料金高い チケットもらったけど

デマンド

タクシーにすべき

・あまりよく知らなかった

・デマンドタクシーを使うにはとても分
かっていないので、一度聞いてみ
たいと思う
・車椅子では使えないの？

・デマンド交通は限られた人だけだと
思っていました（知識不足？）

よくわからなかった

・オンデマンドを使っている人もいる

・岩倉－藤島線の路線を利用させて
いただいております。１時間に１本
ですが、時間を見計らって利用して
います。助かっています。

工夫したり調整して使っている！

・利用する事になった時に予約を取れなけれ
ば利用者は減ると思う
・不安があると乗れなくなる

税金投入は慎
重にする

・福祉施設までの利用ができるといい
（一期一会荘）
・総合体育文化センター
・岩倉病院へ行きやすいように
・小牧市民病院へも行けるように

行きたい場所に行けるように“
ココに行きたい！

存在も使い方もよくわからない
知らない

間違っていた、忘れちゃう

利用したい時に乗れない・乗りにくい

・１週間前に予約しても利用できな
い→タクシーを利用

・デマンド交通はなかなか予約がと
れないと言うことを聞きます
・デマンドを利用されている方で、

帰り利用が出来にくいと言ってい
る人がありました

・利用したかったけれど予約で一杯
だったから利用できなかったと聞
きました。

・デマンドは高いよと友
達から聞いています

高い

・運転手さんは介助してはいけ
ない

・デマンドタクシーの利用時介助
があると助かる（乗降が不安）

法律上は介助で
きない

もう乗りたくなくなってしまう

・タクシー助成は、行きた
いところに行こうとする
と結局すごく高くて使い
にくい。年齢制限もある
ので、それまでどうする
のか…

・交通が整えば高齢者の免許返上が増え
ると思う
・循環バス３台にしてぐるぐるまわる
・オンデマンドで小牧まで行ける
・岩倉団地間の集合場所をつくる
・乗合岩倉団地号を自治会でとりまとめる

理想
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 ＜Ｃグループ＞                               ＜Ｄグループ＞ 

 

 

  

・デマンド交通は「300円」は高すぎる
・料金、65歳以上から100～150円とす
る
・一般タクシー料金、80歳からは利用
できるようにしてください
・利用する金額を100円に
・1回100円or無料にして欲しい

料金について

・予約するのは面倒くさい

・デマンド交通は予約が取りづらいら
しい
・予約の時間が取れない
・台数を増やす
・予約なしで使えるように！！
・夏などｐｍ5：00では早すぎる

予約について

・行きたいスーパーに行けない
・小牧市民病院へな行けない

・デマンドで利用するのは市内だけで近隣
の小牧、一宮との連絡で利用不可
・高齢者の岩倉内だけの交通の利用
・駅前では利用できない
・買い物でもできるように（市内）
・買い物に利用したい
・近い市外へも使って行きたい

ルートについて

・バス代、65歳過ぎたら安くしてほしい

・名鉄での車椅子の利用はバリアの完
備状況

・バスは乗りなれていないので、行き先
などがよくわからない

名鉄バス

・巡回バスにした方が良い

・２時間おきに巡回バスを運行してほし
い

巡回バス

巡回バスの方が便
利？費用は？

・対象者が限定されている
・利用者が限定されすぎている

対象者限定されすぎる

・乗降場の標識が欲しい
・予約不成立

・困っている人には利用して
ほしいが、平等のようで不
平等かな

・予約することができない人も
いる
・病院帰りが不便

運行状況分かり易く

・買い物に行けない
・買い物に利用できない

・運転手と乗る人の場所アン
マッチ
・スーパー等コース限定の運
行は？

・利用する人のコース、行動
エリアに見合ったデマンド
の改善
・エリアを広げる（ex.岩倉の
端から何kmまで）
・乗降場所の追加

コース見直し

・必要とされる人にどれだけ周
知されているのか不明

・デマンド型タクシー最近知っ
た

周知

緊急時にも

・１回の料金が高い（距離に
対して）
・料金が高い
・一人一回の利用税金が高い
・料金の値下げ 200円

・個人利用が多そうなのでワ
ンボックスカー→軽とか…

・介助者、つきそいの方の無
償化

コスト

・空いている時間に巡回してほ
しい

空き時間活用

・高齢者・障がい者への運行補
助

運行補助
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（４）五条川小学校区 10月20日（土） 9：30～12：00 

 ＜Ａグループ＞                              ＜Ｂグループ＞ 

 

 

  

・デマンド交通を知らなかった
・最初のPRがいる

・デマンドのことは知らない人が多い
のでは？
（困っている人が少ないのか）
（周知不足か？）
・岩倉駅がない

・どこにとまるか知らない
・PR

①知らなかった・知ってもらうPR

・高齢化社会に足の確保は必要
・先々は利用したいと思います
・高齢化の格差あり

②将来は何か移動手段が必要

・妊婦・子どもを連れてすぐ予約できる
・デマンド（8名枠）は非効率・不便（時
間で設定）
・タクシーの補助が今後満足度が上が
ると乗れる（使い勝手が良い）
・歩かないタクシーが便利

・雨の日バス停まで歩かなくてよい（家
の前まで）
・高齢者タクシー利用が多い便利

④タクシーは便利

・デマンド（非効率）より巡回バスが利
用しやすい

・午前→いっぱい
・午後は巡回型に
・巡回バスふれ愛まつりで利用してい

るが、巡回バスは回数が少ないので、
私はよくないと思う

・定時が魅力

⑤バスも魅力

・デマンドは午前中の利用者多い。
午前中だけ増便は不可能か？

・デマンド交通の予約が取りづらい人
が近所に見える
・予約体制（受付8：00～8：30）の改
善が必要
・デマンド高い。

・利用料金300円は高い。往復だと
600円
・タクシーなら1台の料金
・午前だけ1台300円

・午前と午後の方法をかえ同乗して
一緒に乗ったら安く

③デマンドの改善点

・自転車はあぶないと思う

⑦自転車を使いやすく

定時

・地域の関心がとぼしい
・地域を支える交通システム
・ボランティアの自家用有償運送
・行政にひっぱってもらうべき

⑥地域の関心を高める

地域でつくる
行政にひっぱってもらって

デマンド型タクシー
の困りごと

・小型の車で使い勝手を良くする

・予約がスムーズに取れる（出かけたい時
に使える様）
・デマンド型乗合タクシーのPR不足では？
・サービス内容のPR不足？

改善しよう！

・市として老人を主とするの
か若者（すべての人）を主と
した政策をとるのか？
・市営で老人による老人のバ
スを考え、人件費を下げた
バスを作る

・民間と競合してしまうが、
もっと若者も使えるようにし
てはどうか

・デマンドタクシーにとらわれ
るのではなく、動く歩道等の
設置は考えられるのか

・自動運転車も今後はあるか
もしれない
・利便性を考えると車利用に
なる

・労働人口を増やして税収を
増やしてサービスを上げる
・若い世代でどう住みやすく
するか
・名鉄に開発をしてほしい

・田畑の開発は国で禁止（制
限）されている

そもそも

鉄道路線バスのカバー割合？
バス時刻が考慮されていない
→カバー割合はもう少し下がる
はず）

・巡回バスは誰でも利用可能とすれば経
費が抑えられる
→大きいバスだと入れないところもある

・デマンド型と巡回バスとの併用検討
・申し込み時刻とコースと目的地を考慮し
た運行スケジュールをうまくできないの
か

・時間帯によって巡回型とデマンド型を切
り替えられないか
・くるくる回ってたくさん乗れるようにした
方が良い

・混みあう時間帯だけ巡回バスとの併用
検討

巡回バスとの併用

・買い物ができる指定場所を作る（増やす）

・商業施設も使えるようにしたらどうか（買
い物）
・民間業者と協調して公共交通をつくる
・市の補助を名鉄に足してより利便性の高
いサービスをしてもらう

民間との協調

・デマンド登録が少ないと思いました
・予約が大変
・利用者が重なって予約できない時がある
・利用料金（一人当たり経費）タクシーより高い理
由が分からない
・運行経費を下げる努力・方策が見えない
→利用すればするほど１人あたりの経費は下が
る

・乗り合った人の行きたい方向が異なると到着時
間が遅れる
・1週間の9時前に電話しても予約できない

・運行経費は、車・運転手・オペレーター・配車シス
テムとなっている

・免許返納後に困るだろう

・自分が思っていたよりも
お金がかかっているなと
思ったが、自分の将来を
思うと必要だと思います

もっと
広げる
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 ＜Ｃグループ＞                               ＜Ｄグループ＞ 

 

  ・普通免許で乗れる
→再雇用で運転手を探す
・巡回バスを１ルート追加する
・巡回バスは40人乗りでなく、10～20人
乗りでよい。そうすれば安くなる
・1台年間3000万円もかからないので
はないか
→お金持ちの発想

巡回バスの考え方

・１回300円は高く感じる。数回利用す
るとなると１回100円？

・余計に予約しにくくなる
・自分が利用したい時に利用できるか

・デマンドタクシーの利用料金（タクシー
のみの補助）

・再雇用職員、市直営で実施すれば安
価になるのでは？

・デマンドを認知している人が少ない。
もっと広めていくと利用が増える

・今までデマンドを聞いたことがなかっ
た！
・認知されていない。PR不足なので
は？
・情報を広める
・広報など
・登録時に回数券を配布して利用促進

周知

・デマンド利用者の必要性の軽重
→本当に必要な人

・デマンドは一部の利用者のみには制
限（例：回数制限）

・特定の方の利用を制限するか、優先
度を下げるかして広く利用者を増や
す

・回数制限
・午前中の利用者は弱者に限定
→全員レベルを登録

利用対象者料金

・岩倉市だけで考えず、近
隣市町と連携して、デマン
ド運行するべき（市外まで
行けるように）

・デマンドの方式が何種類

かあるが、今の方式が適
切か

・デマンドが登録者のみの
利用だが、それは適切か。
もっと広げられないか

デマンドのシステム

・買い物利用でスーパーなど
いけるようにしてほしい（重く
て大変）
・民間タクシー事業者の事業
との兼ね合いもある（民業
圧迫）

・時間帯の利用率が異なるの
で運用を工夫する
・午後2～4時は「買い物」目的
でOKにすればよい
・午後は家の前でなくてもよい
・運行形態の見直し
・買い物に使えるようにする

・自転車は道中が狭い所などこわ
いことが多い。ヒヤリとすること
あり

・公共利用より自家用車の方が便
利である（県内）

・県外に行くときは便利

利用方法

自転車 自動車

・他市町まで行け
るように

・もしくは岩倉病
院を充実させて、
市外病院に行
かなくてもよくす
る（体制強化）

・そして岩倉病院
シャトルバスを運
行させる

・デマンド知らない

・近隣の市の情報で岩倉市民にも役に立
つ情報は広報等を通して市民に周知し
てほしい（情報を知らなさすぎる）
・市のホームページに公共交通のQ＆A
・広報に値段を明記してわかりやすく

広報

・155号 自動車
道が狭い

・小学生たちにも
危険

・デマンドは予約が取りにくい
・電話がつながらない、値が高いとよく
聞く

・デマンド料金高い
・デマンドに１人１回2,300円投入は市
の予算を増やす。無駄を削って

・デマンド登録者にタクシーチケットを
補助

・対象者年齢下げる
・対象者けがをしている人でも

デマンドタクシー
予約

料金

対象者広げる道幅狭い

・岩倉駅の駐輪
場が少ない

・岩倉駅の駐輪
場が少ない

駐輪場もっと欲しい

自転車

・名鉄「石仏駅」利用

駅東に出入口がほ
しい

駅の改善

・一宮・小牧の乗り入
れを希望します（各
市に呼びかけてくだ
さい）

周辺地域との
交通の連携

・車を使わない方法を充実（民間タクシー
など）
・カーシェアリング

・デマンドは商業施設に行かない
・買い物が心配

・大きなスーパーにデマンドを停車
する
・ベビーカー・車椅子に対応したバ
ス

・高齢者“買物難民”の策として巡
回バス（ショッピ行き）

スーパー行きたい

民間タクシー・カーシェア

・バスの停留所が遠い

・電車：石仏、バス：八剱には足など不自
由のときは不便
・名鉄バス乗合バスを155号一宮→小牧
を走らせていただく

バス不便
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（５）南小学校区 10月20日（土）14：00～16：30 

 ＜Ａグループ＞                              ＜Ｂグループ＞ 

 

 

  

・知らなかった
・広報・PR
・知ってもらう

①デマンドを含めてPR

・北島地区は交通不便
・公共交通で駅まで行けない
・運転免許を返した時

②北島は不便だ

・小牧は巡回バスがある。岩倉にはな
い

・名鉄バスの延長
・デマンドバスを市内巡回バスにする
・営業時間を延長する
・8：00～遅くまで
・ボランティア運転手を使う

⑤巡回バスで対応

・デマンドの希望時間利用
使えない
・帰りが不安
・17：00 時間が早い
・乗合率1.1人を増やしたい（もったい
ない）
・午前台数を増やす
・遅くまで予約/走らせる
・1日の運行時間を考える（利用の多
い時に台数を増やす）

・アシスト自転車でぶつかっている高齢
者いた
・自転車あぶない
・歩道をよくしてほしい
・道路せまい
・草刈りしてほしい
・道路をよくする

⑦自転車（安全に走れるように）

・市外の病院へ行けない
・福祉タクシーチケット初乗り

・タクシーチケットの利用拡大（85歳～）

⑥タクシーで対応すべき

安い・便利
家の前

③デマンド（方法１）

・１人で利用するなら小型の乗用車を用
意する
・安くする方法小型化

④デマンド（方法２）

・コミュニティバスは定期運行は良い
が、経費がかかるし、それだけ人
が乗るかわからない
・循環バスはルートが決めにくい、バ
ス停を置きにくい、乗ってもらいに
くいため、実施されなかった

コミュニティバスは難しかった！

・江南病院、小牧市民病院ま
で行けるとよい
・車椅子が使えるといいな
・本当に困っている人に厚い
サービスを提供（高い税金）
をする

福祉的な利用を充実させる！

い～わくんの存在は
知っているが、利用方
法がわからない

・今一つよくわからないし、あまり
興味がなかった
・何をする為なのかわからない
・オンデマンドの見直しか？
・誰でも使えるのか？
・利用の仕方がわからない
・利用場所もわからない

・どこが乗降場所かわからない

オンデマンド型タクシーは
よくわからない！

改善ポイント！

・みんなで乗れるような
しくみにはしないのだ
ろうか？
・３人以上で乗れるよう
に運行してはどうか？
→公共施策としてはど
うか？

・乗降場所を限定しては
どうか？
・オンデマンド型タクシー
の年齢制限をあげて
はどうか？

逆に限定してはどうか？

・安全面・リスク面を考え
る必要があるが、市が
ボランティアを募集し
て運転手さんになって
もらう（瀬戸のように）

・前日予約にしてルート
を決める
・当日ダメ ・タクシー助成は年齢を下げて

もよい

・タクシーに補助をした方が安
い

タクシー助成を年齢を下げても
必要な人が使えるようにする
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 ＜Ｃグループ＞                               ＜Ｄグループ＞ 

 

 

・赤字でも続ける気があるのか？

・赤字分を分配して、タクシー券などを
配る→24時間利用可能
・5人乗りで十分！
・経費削減

・まずはタクシー券の施策のコストを
試算してほしい

デマンドの
赤字に対する考え方

・名鉄路線バス路線
の拡大（半径500m
に乗らない）
・岩倉駅→野寄→川
井→北島→岩倉駅

バス新設（巡回バ
ス）

・利用率が低い（1日平均24人）

・デマンドに午前中３台運行、午後１
台運行→平均２台運行
・デマンド終了時間pm5:00をpm6:00
か7:00に拡大

デマンドの
利用率改善方法

運行時間の延長
午前午後の台数を変える

例）午前３台、午後１台
タクシー券もしくは
車両の小型化

・家族に頼みづらい

家を出る機会が増
える

税金投入

・6～8人乗り程度

でよい。そんな
にコストかからな
いのでは？

公共交通の
路線拡大・巡回バス

・相乗りがやや不便（時間調整・
キャンセルetc）
・行き先が限定的で不便
・病院目的以外の人が使いづらい

現状維持OK
だけど、

・相乗り不便
・行き先の多様化

デマンドシステム

・野寄地区、北島
地区困る

・小牧の巡回バス
を岩倉まで延長
してもらう（税投
入）

市営の

シェアサイクルで
公共交通を補完

中央町住民は駅、バス
等は便利であります

（高齢すこやかタクシー）
85歳以上のタクーチケット

利用タクシー会社から嫌
がられる

巡回バス的な発想は可
能か

巡回バス

デマンド型タクシー

・利用者増
使用料（300円）を安価

に
・年代を区分しない公共
交通システムに切り替
えてはどうか
・障がい者利用を拡げる

・90歳以上の無料化

料金見直し

福祉対策

・利用者（年齢制限を廃
止する）

・若い世代の利用できる
範囲拡大
・みんなが利用できるよ
うに
・利用率・投資UP

・利用対象を拡大（今は
年代層65歳～）
・デマンド制度の充実
（誰もが利用できる）

・困っている人の為の交
通手段だといってもあ
る程度で線を引かな
いと甘やかすことにな
るのでほどほどに…

利用者拡大

・市民の声
・ヒアリング

・市民の求める有効な公共交通とは何か

今一度 市民の声を聞く

・障がい電動車の補助
・シニアカーの補助

シニアカーの補助

・タクシー利用に変更

・デマンドタクシーの中
がよく見えない（窓に
シールが貼ってある）
・税金で走っているの
だからオープンにす
る

タクシー利用変更

・住民同士助け合い

・リタイアした人にのせ
てもらう
・岩倉市の場合、３つ
の鉄道駅があり過疎
地といえるほどの地
区がないのでデマン
ドは必要なし。
・遠隔地の近くの人と
（タイムリーに運転で
きる人）契約を結ぶ

住民同士協力
・市外への料金の拡大
・市外拡大

・市外への拡大（特に病
院）
・三大病院（小牧市民、
江南厚生、一宮病院）
へのアクセスができる
直通のバスができるよ
うに
・２台のうち１台は路線
化

コース市外まで拡大

・時間帯見直し
・運行時間の変更
am8:00～pm6:00

・デマンドタクシーが交
通渋滞時に走っている
場合がある。昼間の時
間帯に走らせてほしい
・利用制限

時間帯見直し

新しいアイデア
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