
コミュニティ乗合交通の再編についての平成27年3⽉20⽇までの市と地域との説明・調整状況

■田原市地域コミュニティ連合会との説明・調整
（1月定例理事会）

（8月定例理事会）

（11月定例理事会）

（2月定例理事会）

■校区コミュニティ協議会との説明・調整
打合せ状況

日時 場所
平成26年9⽉9日 六連市⺠館 六連校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉15日 神⼾市⺠館 六連・神⼾・⼤草・⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉26日 六連市⺠館 六連校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉9日 神⼾市⺠館 神⼾校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉27日 神⼾市⺠館 神⼾校区会⻑、各14⾃治会⻑（漆⽥⼆区⽋）、主事 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉15日 神⼾市⺠館 六連・神⼾・⼤草・⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年11⽉27日 神⼾市⺠館 神⼾校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成26年11⽉29日 神⼾市⺠館 神⼾校区会⻑、各15⾃治会⻑、主事 経営企画課（土井、河口）
平成26年12⽉22日 電話対応 神⼾校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成27年2⽉25日 神⼾市⺠館 神⼾校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉5日 ⼤草市⺠館 ⼤草校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉15日 神⼾市⺠館 六連・神⼾・⼤草・⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉27日 電話対応 ⼤草校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉5日 ⼤草市⺠館 ⼤草校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉24日 電話対応 ⼤草校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉11日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年10⽉15日 ⽥原東部市⺠館 六連・神⼾・⼤草・⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年11⽉7日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑、各⾃治会⻑他23名、彦坂市議員 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年12⽉22日 電話対応 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成27年1⽉8日 電話対応 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成27年1⽉9日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（土井、河口）
平成27年1⽉20日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（土井、河口）
平成27年2⽉24日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（河口）
平成27年2⽉25日 ⽥原東部市⺠館 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年3⽉18日 電話対応 ⽥原東部校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成26年8⽉26日 ⽥原南部市⺠館 ⽥原南部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉27日 ⽥原南部市⺠館 ⽥原南部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉5日 電話対応 ⽥原南部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉24日 電話対応 ⽥原南部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年8⽉6日 童浦市⺠館 童浦校区会⻑、⽩⾕⾃治会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年9⽉2日 童浦市⺠館 童浦校区会⻑、各11⾃治会⻑、主事 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年9⽉5日 ⽥原市役所 ⽩⾕⾃治会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉5日 電話対応 童浦校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉8日 童浦小学校 校⻑、教頭 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育総務課（伊藤）
平成26年9⽉8日 ⽩⾕公⺠館 ⽩⾕⾃治会⻑他役員9名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年9⽉18日 ⽥原市役所 童浦校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年11⽉12日 童浦市⺠館 童浦校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年12⽉2日 童浦市⺠館 童浦校区会⻑、各11⾃治会⻑、主事 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年1⽉16日 童浦市⺠館 童浦校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年2⽉24日 ⽥原市役所 童浦校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年9⽉29日 ⽥原中部市⺠館 ⽥原中部校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年2⽉26日 ⽥原中部市⺠館 ⽥原中部校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成26年9⽉26日 ⾐笠市⺠館 ⾐笠校区会⻑、藤七原・鎌⽥役員、加治⽼⼈会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉25日 ⾐笠市⺠館 ⾐笠校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）

市街地バス運⾏案（市街地線活性化のため、中央線及び各路線の⽥原中⼼市街地・周辺地域を再編）を報告
　〔運⾏内容〕　東ルート・⻄ルート・南ルートを組み合わせた東線・⻄線の2路線を設ける

運⾏案（表浜線から神⼾校区を切り離し、新美（⾼松線）、志⽥・⾚松（中央線）を編⼊）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、表浜線を分離した路線設定

市街地バス運⾏案（市街地線活性化のため、中央線及び各路線の⽥原中⼼市街地・周辺地域を再編）を報告
　〔運⾏内容〕　東ルート・⻄ルート・南ルートを組み合わせた東線・⻄線の２路線を設ける

運⾏案（表浜線から東部・六連校区を切り離し、やぐま台・御殿⼭・中央公園⽅⾯への新規ルート設定）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、表浜線を分離した路線設定

決定事項等

運⾏案（⼤久保線・⾼松線を統合し、神⼾校区バス停を切り離した路線設定）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、⼤久保線・⾼松線を統合した路線設定

校区協議会

運⾏案（⼤久保線・⾼松線を統合し、神⼾校区バス停を切り離した路線設定）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、⼤久保線・⾼松線を統合した路線設定

○

運⾏案（表浜線から東部・六連校区を切り離し、やぐま台・御殿⼭・中央公園⽅⾯への新規ルート設定）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、表浜線を分離した路線設定

○

○

○

○

対応者

市街地バス運⾏案（市街地線活性化のため、中央線及び各路線の⽥原中⼼市街地・周辺地域を再編）を報告
　〔運⾏内容〕　東ルート・⻄ルート・南ルートを組み合わせた東線・⻄線の2路線を設ける

童浦

⾐笠

○

○

六連

神⼾

⼤草

⽥原東部

⽥原南部

⽥原中部 ○

公共交通再編／第2次田原市地域公共交通戦略計画案について説明・意見交換等　－　再編の必要性（路線変更・廃止、運賃（100円→200円）値上げ等）

公共交通再編について説明・現状報告等　－　秋までに各校区ごと調整して概ねの方向性を決定。平成27年10月に再編を実施。

公共交通再編について説明・現状報告等　－　各校区と見直し案について調整中。年内に概ねの方向性を決定し、1月から各種事前手続き、3月に運行内容を決定、4月頃から市民への周知予定。

公共交通再編について説明・現状報告等　－　各校区の要望をできる限り取り入れて見直し、再編運行開始後も地域と一緒になった改善取組を予定。

運⾏案（⻄部線から⽩⾕地区を切り離し、編⼊）にて了承
　〔運⾏内容〕　中型・⼤型バスにより、童浦校区と⽥原市街地を結ぶ

・平成26年1月16日

・平成26年8月25日

・平成26年11月20日

・平成27年2月17日
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打合せ状況
日時 場所 決定事項等校区協議会 対応者
平成26年3⽉20日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、地区総代、主事　計15名 市⺠協働課（加藤）
平成26年8⽉4日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年8⽉5日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、地区総代、区議員、主事　　計28名 経営企画課（鈴⽊、土井、河口）
平成26年8⽉8日 教育⻑室 野⽥中統合準備委員⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年8⽉19日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年8⽉21日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑、委員　計20名 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育部部・次⻑、教育企画室（三⽵、清⽔）、学校教育課⻑、政策推進課（松井）

平成26年8⽉28日 野⽥市⺠館 野⽥小・中PTA役員代表　計3名 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育企画室（三⽵）
平成26年9⽉3日 野⽥市⺠館 野⽥小・中PTA役員　計9名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年9⽉30日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年10⽉3日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑、委員　計22名 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育部部・次⻑、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年11⽉13日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑、委員 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年11⽉17日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、野⽥中統合準備委員⻑、委員　計23名 経営企画課（鈴⽊、土井）、教育部部・次⻑、教育企画室（三⽵、清⽔）、学校教育課⻑
平成26年12⽉4日 野⽥市⺠館 野⽥中統合準備委員⻑、PTA役員、保護者　計36名 経営企画課（土井）、教育企画室（三⽵、清⽔）
平成26年12⽉19日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、地区総代、主事　計15名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年12⽉26日 芦公⺠館 芦⾃治会⻑、PTA役員、保護者　計13名 経営企画課（土井）、教育企画室（三⽵）
平成27年1⽉20日 電話対応 野⽥校区会⻑、野⽥中PTA副会⻑ 経営企画課（土井）
平成27年1⽉21日 野⽥市⺠館 野⽥小･中PTA役員　計6名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年2⽉4日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑、主事 経営企画課（土井、河口）
平成27年2⽉16日 野⽥市⺠館 野⽥小･中PTA役員　計6名 経営企画課（土井、河口）
平成27年2⽉20日 ⽥原市役所 NPO法⼈ゆずりは学園理事⻑ 経営企画課（土井、河口）
平成27年2⽉24日 電話対応・FAX送信 NPO法⼈ゆずりは学園理事⻑、学園⻑ 経営企画課（土井）
平成27年2⽉24日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉25日 ⽥原市役所 NPO法⼈ゆずりは学園理事⻑ 経営企画課（稲垣、土井）
平成27年2⽉27日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年3⽉9日 ⽥原市役所 NPO法⼈ゆずりは学園関係者5名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年3⽉10日 ⽥原市役所 NPO法⼈ゆずりは学園理事⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年3⽉11日 電話対応・FAX送信 NPO法⼈ゆずりは学園学園⻑ 経営企画課（土井）
平成27年3⽉18日 ⽥原市役所 野⽥校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成27年3⽉20日 野⽥市⺠館 野⽥校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成26年8⽉27日 ⽥原市役所 ⾼松校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年9⽉12日 ⾼松市⺠館 ⾼松校区会⻑、役員8名 経営企画課（鈴⽊、土井）
平成26年10⽉20日 ⽥原市役所 ⾼松校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉10日 ⽥原市役所 ⾼松校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成27年2⽉24日 ⽥原市役所 ⾼松校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）

⾚羽根 ○ 平成26年8⽉8日 ⽥原市役所 ⾚羽根校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊） 幹線との競合解消、サンテパルクまでの利⽤がほとんどないことから廃⽌
若⼾ - - - - - -
和地 - - - - - -
堀切 - - - - - -
伊良湖 - - - - - -
⻲⼭ - - - - - -

平成26年8⽉28日 中⼭市⺠館 中⼭校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊、稲垣）
平成26年11⽉19日 中⼭市⺠館 中⼭校区会⻑、中⼭⾃治会⻑ 経営企画課（鈴⽊、稲垣）
平成26年11⽉20日 電話対応 中⼭校区会⻑ 経営企画課（稲垣）
平成27年2⽉27日 電話対応 中⼭校区会⻑ 経営企画課（鈴⽊）
平成26年10⽉28日 福江市⺠館 福江校区会⻑ 経営企画課（土井、河口）
平成26年11⽉4日 福江市⺠館 福江校区会⻑、各4⾃治会⻑、主事 経営企画課（河口）
平成26年10⽉28日 清⽥市⺠館 清⽥校区会⻑ 経営企画課（土井）
平成26年11⽉4日 清⽥市⺠館 清⽥校区会⻑、各4⾃治会⻑、主事 経営企画課（土井）
平成26年11⽉18日 泉市⺠館 泉校区会⻑、主事 経営企画課（土井、河口）
平成26年12⽉1日 泉市⺠館 泉校区会⻑、主事 経営企画課（土井、河口）
平成26年12⽉1日 泉市⺠館 泉校区会⻑、各8⾃治会⻑、鈴⽊議員、主事 経営企画課（土井、河口）
平成26年12⽉15日 泉市⺠館 泉校区会⻑、各8⾃治会⻑、鈴⽊議員、主事 経営企画課（土井、河口）
平成27年1⽉16日 泉市⺠館 泉校区会⻑、各8⾃治会⻑、主事 経営企画課（河口）
平成27年2⽉16日 泉市⺠館 泉校区会⻑、各8⾃治会⻑、主事 経営企画課（河口）
平成27年2⽉20日 待機等協⼒依頼者宅 協⼒依頼者2名 経営企画課（河口）
平成27年2⽉25日 泉市⺠館 泉校区会⻑ 経営企画課（河口）
平成27年3⽉16日 泉市⺠館 泉校区会⻑、各8⾃治会⻑、主事 経営企画課（河口）

●市と地域との説明・調整状況について、各校区協議会内における調整状況については把握していません。
●3⽉末の説明・調整終了後、6-7⽉にぐるりんバス童浦線の運⾏内容の変更について、童浦及び野⽥校区協議会と調整を⾏いました。

○

校区としては新たなバス運⾏の必要はない旨、了承済み

運⾏案（⼤久保線・⾼松線を統合し、神⼾校区バス停を切り離した路線設定）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、⼤久保線・⾼松線を統合した路線設定

運⾏案（乗合タクシーにより、中⼭線ルート（⼀部変更）を運⾏）にて了承
　〔運⾏内容〕　ワゴン⾞を使⽤し、中⼭市⺠館付近のルートを集落内を通る路線に変更

○

野⽥中統合準備委員会にて通学⼿段として路線バス・ぐるりんバス利⽤を決定
「路線バスの増便（仁崎発）・⽥原中学校バス停新設」「路線バスの増便回送ルートにバス停新設」「ぐるりんバスにスクールバス機能
（朝練対応）を追加」
運⾏案（校区中⼼部（野⽥バス停）で伊良湖本線に結節し、⽥原市街地等への移動を確保、⽥原中学校への通学使⽤のため早朝
2便（7時30分以前）を運⾏）にて了承
　〔運⾏内容〕　中型バスにより、野⽥校区内を８の字に巡回運⾏

野⽥

⾼松

○

中⼭

福江

泉 ○ 運⾏案（⽥原駅直⾏便を廃⽌し、伊良湖本線野⽥バス停に接続）にて了承
　〔運⾏内容〕　泉校区⼋王⼦・村松・⾺伏等からサンテパルク⽅⾯（野⽥バス停）及びライフランド⽅⾯（福江市街地）への路線

校区としては新たなバス運⾏の必要はない旨、了承済み

清⽥ ○

○

2


