
⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

1 あいさつ

2 委員紹介

３ 設置要綱について

４ 協議事項

(1) ぐるりんバス（中⼭線）の運⾏について

(2) 平成19年度の地域公共交通会議スケジュールについて

1 あいさつ

2 報告事項

(1) ぐるりんバス（中山線）について

3 協議事項

(1) 豊鉄ミデイ㈱渥美営業所の設置について

(2) 田原市地域公共交通会議設置要綱の改正について

(3) ⽥原市地域公共交通戦略計画の策定について

4 その他

1 あいさつ

2 協議事項

(1) 田原市地域公共交通会議設置要項の改正について

(2) ⽥原市地域公共交通戦略計画（案）について

3 その他

1 あいさつ

2 協議事項

(1) 田原市地域公共交通会議設置要綱の改正について

(2) 田原市地域公共交通会議財務規程及び事務局規程について

(3) ⽥原市地域公共交通戦略計画（全体計画）について

(4) ⽥原市地域公共交通戦略計画（部門計画）策定体制について

(5) 平成20年度⽥原市地域公共交通会議事業計画及び予算について

1 あいさつ

2 委員紹介

3 協議事項

(1) 平成20年度事業計画（案）並びに収⽀予算（案）について

(2) （仮称）⼋王⼦線実証運⾏について

(3) ぐるりんバス⻄浦循環線増便について

4 報告事項

(1) 生活交通確保計画策定体制及び分科会スケジュールについて

(2) 豊橋鉄道渥美線及び豊鉄バス時刻表の改正について　

1 あいさつ

2 新任委員紹介

3 田原市生活交通確保計画策定分科会等経過報告

4 協議事項

(1) 地域公共交通活性化・再生総合事業報告及び事後評価について

(2) 伊良湖⽀線⾒直しについて

(3) ぐるりんバスについて

1 あいさつ

2 協議事項

　（1）田原市地域公共交通会議設置要綱の一部改正について

　（2）平成21年度事業計画及び収⽀予算について

3 報告事項

　（1）地域公共交通活性化・再生総合事業に関する事後評価の評価結果について

　（2）⼋王⼦線実証運⾏アンケート結果について

1 あいさつ

2 新任委員紹介

3 協議事項

(1) 田原市地域公共交通活性化・再生総合事業の展開について

(2) 平成20年度⽥原市地域公共交通会議事業報告及び決算について

4 報告事項

  （1）田原市における公共交通の現状と課題

  （2）伊良湖⽀線ダイヤ改正後の現状について

  （3）泉校区公共交通促進協議会について

  （4）今後の対応

① フェリーとバス等との連携計画について

　② 生活交通確保計画策定分科会について

③ 地域公共交通活性化・再⽣総合事業計画の⾒直しについて

1 あいさつ

2 協議事項

　（1）田原市地域公共交通活性化・再生総合事業の事後評価について

　ア 事業報告及び評価

　イ 運輸局への事後評価書

3 報告事項

(1) 泉校区公共交通利⽤促進協議会における検討案

(2) フェリーとバス等との連携について

(3) ぐるりんバス⻄浦循環線の廃⽌について

4 その他

1 あいさつ

2 協議事項

（1) 田原市地域公共交通会議設置要綱の一部改正について

（2) 平成22年度事業計画（案）について

(3) 平成22年度収⽀予算（案）について

（4) ⼋王⼦線実証運⾏について

3 報告事項

（1) 2月末現在活性化・再生総合事業報告について

（2) 地域公共交通活性化・再生総合事業に関する事後評価の評価結果について

4 その他

第1回

平成19年3⽉23⽇（⾦）

14:30-16:30

福祉センター

会議室

平成18年度

第3回

平成20年1⽉21⽇（⽉）

13:30-16:00

第7回

平成21年1⽉30⽇（⾦）

13:30-15:45

平成19年度

平成21年3⽉26⽇（⽊）

15:00-16:00

第4回

開催概要

第5回

平成20年5⽉30⽇（⾦）

13:00-16:00

第2回

平成21年6⽉22⽇ (⽉)

13:30-15:45

 
 

第6回

第10回

第9回

平成20年度

平成21年度

第8回

平成19年9⽉14⽇（⾦）

13:30-16:00

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

平成22年3⽉17⽇（⽔）

14:30-16:50

平成20年3⽉24⽇（⽉）

9:30-12:00

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

平成21年12⽉17⽇ (⽊)

10:00-12:30

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂
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⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

開催概要

1 あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) ⽥原市地域公共交通戦略計画の達成状況について

(3) 東三河南部交通圏タクシー協議会（仮称）について

3 協議事項

(1) 平成21年度⽥原市地域公共交通会議事業収⽀決算について

(2) ⼋王⼦線実証運⾏について

(3) 分科会の設置について

(4) ⿃⽻伊良湖航路（伊勢湾フェリー）について

4 意⾒交換

5 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1) 監事の選任について

(2) ⿃⽻伊良湖航路の現況について

(3) 東三河南部交通圏タクシー協議会について

(4) 第1回田原市地域公共交通調査研究会の開催状況について

3 協議事項

(1) ⼋王⼦線実証運⾏の継続運⾏について

(2) 地域公共交通活性化・再生総合事業の事後評価について

(3) 平成23年度以降の公共交通に係る交通会議のあり⽅について

4 意⾒交換

5 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1) 地域公共交通活性化・再生総合事業について（2月末現在）

ア ラッピングトレイン（なのはな）の運⾏・割引きっぷ等設計（なのはなトレイン）について

イ ＩＣカードの導入事業について

ウ 総合交通マップの作成について

エ ⼋王⼦線の実証運⾏・地域参画型交通システムの導⼊等について

(2) 地域公共交通活性化・再生総合事業に関する事後評価の2次評価結果について

(3) 地域公共交通確保維持改善事業等について

(4) ⿃⽻伊良湖航路活性化協議会の状況について

3 協議事項

(1) 平成23年度事業計画（案）について

(2) 平成23年度収⽀予算（案）について

(3) 平成23年度⼋王⼦線実証運⾏について

ア 運⾏計画の変更について

イ 地域公共交通確保維持改善事業について

4 意⾒交換

5 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の達成状況について

3 協議事項

(1) 平成22年度⽥原市地域公共交通会議収⽀決算について

(2) 生活交通ネットワーク計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）について

4 意⾒交換

5 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の達成状況について

3 協議事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の⾒直しについて

・調査事業の実施について

(2) 平成24年度ぐるりんバス⾒直し（案）について

(3) その他

4 意⾒交換

5 その他

1 協議事項

⼋王⼦線の継続運⾏について

1 あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画・具体的な事業について

ア ⽥原市地域公共交通戦略計画・具体的な事業の実施状況について

イ 平成23年度「新・⼋王⼦線実証運⾏」運⾏状況について

ウ 総合交通マップ等の作成、公共交通利⽤促進の普及啓発事業について

(2) 田原市地域公共交通調査研究会開催の状況について

ア 田原市地域公共交通調査研究会開催状況報告（中間）について

イ 公共交通機関利⽤実態調査（市内⾼等学校対象）結果について

(3) 平成23年度第3回⽥原市地域公共交通会議結果について

(4) ⿃⽻伊良湖航路活性化協議会の状況について

3 協議事項

(1) 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について

(2) 平成24年度事業計画（案）について

(3) 平成24年度収⽀予算（案）について

(4) 戦略計画改訂、⽣活交通ネットワーク策定、地域公共交通調査事業の実施スケジュール及び推進体制について

4 意⾒交換

5 その他

平成22年5⽉31⽇ (⽉)

10:00-12:10

平成23年1⽉25⽇ (⽕)

13:30-15:40

平成23年3⽉28⽇ (⽉)

14:00-16:00

平成23年6⽉23⽇ (⽊)

10:00-12:00

平成24年1⽉13⽇ (⾦)

13:30-15:00

平成22年度

平成23年度

平成24年3⽉22⽇ (⽊)

10:00-12:00

第17回

第15回

第16回 平成24年2⽉27⽇（⽉）

第14回

第13回

第12回

第11回

書面協議

田原市役所

講堂

田原市役所

第1委員会室

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

第1委員会室

田原市役所

講堂
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⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

開催概要

1 あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) ⽥原市地域公共交通戦略計画の達成状況について

⽥原市地域公共交通戦略計画（概要）（具体的事業の実施状況）

(3) ｢小学生50円バス運賃導入社会実験(仮称)｣について

3 協議事項

(1) 平成23年度⽥原市地域公共交通会議事業収⽀決算について

(2) ⼋王⼦線運⾏ダイヤの変更等について

(3) 生活交通ネットワーク計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）について

4 意⾒交換

5 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1)  戦略計画の達成状況

(2)  個別の取組報告

ア 三河田原駅周辺整備の状況

イ 渥美線利⽤促進

ウ 伊良湖本線・⽀線利⽤促進策

エ ⿃⽻伊良湖航路利⽤促進策

オ その他

(3) 災害時連携体制確⽴検討会

3 協議事項

(1) ⼋王⼦線本格運⾏

(2) 戦略計画等検討会及び調査事業の状況

　ア 調査事業の状況　補助⾦申請〜交付決定〜コンペ〜業務内容

イ 検討会組織体制、検討スケジュール

　ウ 調査事業の進捗状況及び現況調査の概要

(3) その他公共交通活性化に関する意⾒交換

4 その他

1 あいさつ

2 報告事項

(1) 戦略計画の達成状況

(2) 個別の取組報告

ア 各事業者報告

(3) その他の報告

ア ⿃⽻伊良湖航路活性化協議会の状況

イ 田原市の取り組みの状況

３ 協議事項

(1) 八王子線について

ア 運⾏状況（状況報告）

イ ⽣活交通ネットワーク計画変更申請《報告》

ウ 事業評価《協議》

(2) 戦略計画等⾒直し検討について

ア 「調査事業」結果報告《協議》

イ 「調査事業」事業評価《協議》

ウ ⽥原市地域公共交通戦略計画等検討状況（報告）

(3) 平成25年度事業計画案・収⽀予算案について

ア 平成25年度事業計画案《協議》

イ 平成25年度収⽀予算《協議》

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の達成状況

(2) 各自業者公共交通事業取り組み報告各事業者報告

3 協議事項

(1) 平成24年度⽥原市地域公共交通会議事業収⽀決算について

(2) 三河⽥原駅周辺整備に関わるコミュニティバスの路線変更等について

(3) 生活交通ネットワーク計画（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係）について

4 公共交通活性化に関する意⾒交換

5 その他

1 協議事項

(1) ぐるりんバス路線変更等について

(2) ⼋王⼦線路線変更等について

(3) 地域協働推進事業について

(4) ⽣活交通ネットワーク計画の変更について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の実施状況

(2) ⼋王⼦線の運⾏・取組状況について

(3) 地域協働推進事業に関する公共交通事業について

(4) 各事業者公共交通事業取り組み状況等

3 協議事項

(1) コミュニティバス運⾏内容について

(2) ⽥原市地域公共交通戦略計画改訂（案）について

4 公共交通活性化に関する意⾒交換

5 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 計画事業の達成状況

(2) 個別の取組報告、その他の報告

3 協議事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画改訂（案）について

(2) 平成26年度事業計画・収⽀予算（案）について

4 公共交通活性化に関する意⾒交換

5 その他

第19回

平成24年12⽉27⽇ (⽊)

10:00-12:00

第24回

第23回

第22回

第21回

平成25年度

平成25年5⽉23⽇（⽊）

13:30-15:45

田原市役所

講堂

平成26年3⽉26⽇（⽔）

13:00-15:45

平成25年8⽉19⽇（⽉）

平成25年12⽉25⽇ (⽔)

10:00-12:15

第18回

平成24年度

第20回

平成25年3⽉27⽇ (⽊)

14:30-16:30

平成24年5⽉25⽇ (⾦)

10:00-12:00

書面協議

田原市役所

第1委員会室

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

田原市役所

第1委員会室
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⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

開催概要

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) ⽥原市地域公共交通戦略計画の実施状況について

(3) 乗合タクシー八王子線の取組状況について

3 協議事項

(1) 平成25年度⽥原市地域公共交通会議事業・収⽀決算について

(2) 生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統関係）について

(3) ⽥原市地域公共交通戦略計画の改訂（案）について

4 その他

1 協議事項

(1) ⼋王⼦線の運⾏計画等の変更について

1 協議事項

(1) ⼋王⼦線の運⾏内容の変更について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市地域公共交通戦略計画の実施状況

-1 コミュニティ乗合交通の再編について

-2 乗合タクシー八王子線の取組状況について

-3 利⽤環境改善・利⽤促進の取組状況について

(2) その他

3 協議事項

(1) 第2次⽥原市地域公共交通戦略計画の地域公共交通網形成計画への位置付けについて

(2) 平成26年度地域公共交通確保維持改善事業に関する⾃⼰評価（案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 平成26年度の取組状況について

(2) 第2次⽥原市地域公共交通戦略計画の地域公共交通網形成計画への位置付けについて

(3) その他

3 協議事項

(1) コミュニティ乗合交通の再編（案）について

(2) 平成27年度事業計画・収⽀予算（案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 平成26年度の取組状況について

3 協議事項

(1) 平成26年度⽥原市地域公共交通会議事業・収⽀決算（案）について

(2) 田原市地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

(3) コミュニティ乗合交通の再編（案）について

(4) ぐるりんバス再編成に関する陳情書について

(5) ぐるりんバス・地域乗合タクシー等運⾏事業者の選定について

4 その他

1 協議事項

(1) コミュニティ乗合交通の再編（案）について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 田原市コミュニティバスの再編の取組状況について

(2) 野田中学校統合に伴う通学体制について

(3) 要望書について

3

(1) 平成27年度地域公共交通確保維持改善事業に関する⾃⼰評価（案）について

(2) ⽥原市コミュニティバスの運賃制度の変更（案）について

4 その他

1 協議事項

(1) 中学校再編に伴う路線の新設（案）について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 戦略計画に基づく平成27年度の取組状況について

(2) ⽥原市コミュニティバスの運⾏内容について

3 協議事項

(1) 平成28年度事業計画・収⽀予算（案）について

4 その他

田原市役所

講堂

平成27年6⽉24⽇（⽔）

14:00-16:15

第30回

平成26年9⽉1⽇（⽉）第27回

第26回 平成26年8⽉22⽇（⾦）

平成26年度

田原市役所

講堂

書面協議

書面協議

第29回

平成27年3⽉26⽇（⽊）

14:00-16:10

第28回

平成26年12⽉24⽇（⽔）

14:00-16:10

田原市役所

第1委員会室

田原市役所

講堂

第25回

平成26年6⽉20⽇（⾦）

10:00-12:00

田原市役所

講堂

第34回

平成27年度

平成28年3⽉30⽇（⽔）

10:15-11:40

田原市役所

第1委員会室

平成27年12⽉18⽇（⾦）

10:10-12:15

第32回

第33回 書面協議平成28年1⽉22⽇（⾦）

第31回 平成27年8⽉11⽇（⽕） 書面協議
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⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

開催概要

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) 地域公共交通会議について

(3) 戦略計画に基づく平成27年度の取組状況について

(4) 地域乗合タクシー⼋王⼦線運⾏事業者について

(5) ⽥原市コミュニティバスの利⽤状況について

3 協議事項

(1) 平成27年度事業実績・収⽀決算（案）について

(2) 地域乗合タクシー運⾏事業者の再選定⽅針（案）について

(3) 田原市地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

4 その他

1 協議事項

(1) ぐるりんバス野⽥線の運⾏内容（運⾏時刻）の変更について（案）

(2) 三河⽥原駅ロータリー内配置変更について（案）

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 田原市コミュニティバスの再編実績について

(2) 伊良湖本線（豊鉄バス㈱）の乗降者実績について

(3) 田原市コミュニティバス再編の総括と今後の方針について

(4) 伊良湖本線ダイヤの⾒直し（案）について

3 協議事項

(1) 平成28年度地域公共交通確保維持改善事業に関する⾃⼰評価（案）について

(2) ⽥原市コミュニティバスの運⾏内容の変更（素案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 協議事項

(1) ⽥原市コミュニティバスの名称の変更（案）について

(2) ⽥原市コミュニティバスの運⾏内容の変更（案）について

(3) 運賃の取扱いの変更（案）について

3 その他

1 副会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 戦略計画に基づく平成28年度の取組状況について

3 協議事項

(1) 平成29年度事業計画・収⽀予算（案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) 地域公共交通会議について

(3) 平成28年度⽥原市公共交通利⽤者実績等について

3 協議事項

(1) 平成28年度事業実績・収⽀決算（案）について

(2) ぐるりんバス野⽥線の運⾏内容の変更について

(3) ぐるりんミニバス運⾏事業者の選定⽅針について

(4) 田原市地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について

4 その他

1 協議事項

(1) ぐるりんミニバス表浜線の運⾏事業者の選定について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 路線カルテ「利⽤促進の取組」について

(2) ⽥原市ぐるりんバス運⾏事業者従業員調査について

(3) 伊良湖本線（豊鉄バス㈱）の乗降者実績・事業評価について

(4) ⽥原市ぐるりんバス平成29年度上半期実績について

(5) その他報告事項について

3 協議事項

(1) ⽥原市ぐるりんバス運⾏内容変更スケジュールについて

(2) 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（案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 田原市ぐるりんバスOD調査について

(2) 公共交通に関する高校生アンケート調査について

(3) 豊鉄バス伊良湖本線のダイヤ変更について

(4) 新規購⼊ぐるりんバス⾞両のデザイン（案）について

3 協議事項

(1) 平成30年度事業計画・収⽀予算（案）について

(2) ⽥原市ぐるりんバス運⾏内容の変更について 

4 その他

田原市役所

講堂

平成30年1⽉12⽇（⾦）

10:10〜12.00

第42回

田原市役所

講堂

平成30年3⽉28⽇（⽔）

10:10〜12.00

第43回

平成29年度

田原市役所

大会議室

平成29年3⽉21⽇（⽕）

10:30〜11:45

第39回

平成28年度

田原市役所

大会議室

平成29年5⽉26⽇（⾦）

13:30〜15.50

第40回

平成29年6⽉21⽇（⽔） 書面協議第41回

第38回

平成29年2⽉10⽇（⾦）

15:10-16:25

田原市役所

講堂

田原市役所

講堂

第36回 平成28年8⽉16⽇（⽕） 書面協議

田原市役所

講堂

平成28年12⽉22⽇（⽊）

10:10-12:30

第37回

第35回

平成28年6⽉8⽇（⽔）

10:10-11:30

5/6



⽥原市地域公共交通会議の開催概要（第1回〜第41回）

回 年度 開催日時 開催場所

開催概要

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 役員の選任について

(2) 平成２９年度⽥原市公共交通利⽤者実績等について

(3)

第２次⽥原市地域公共交通戦略計画（地域公共交通網形成計画）における実施計画に関する主な取組につ

(4)
ぐるりんミニバス⼋王⼦線の運⾏事業者について

3 協議事項

(1) 平成29年度事業実績・収⽀決算（案）について

(2) イベントに伴うぐるりんバス野⽥線の臨時バス停の設置について　→　取り下げ

(3) ⽥原市ぐるりんバス回数券の障害者割引等の変更について

(4) ⽥原市ぐるりんバス市街地線・童浦線・表浜線の運⾏内容の変更について

(5) ⽥原市ぐるりんバス運⾏事業者の選定⽅針について

(6) 田原市生活交通確保維持改善計画について

(7) 第２次⽥原市地域公共交通戦略計画(地域公共交通網形成計画)の⼀部改訂について

4 その他

1 協議事項

(1) イベントに伴うぐるりんバス野⽥線の臨時バス停の設置について

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 各コミュニティ協議会による利⽤促進の取組について

3 協議事項

(1) 第２次⽥原市地域公共交通戦略計画の⾒直しについて

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) 伊良湖本線・⽀線（豊鉄バス㈱）の乗降者実績・事業評価について

(2) ⽥原市ぐるりんバス平成３０年度上半期実績について

3 協議事項

(1) ⽥原市ぐるりんバスの変更について　→　取り下げ

(2) ⽥原市ぐるりんバス運⾏事業者の選定に関するプロポーザル審査要領について

(3) 平成３０年度地域公共交通確保維持改善事業に関する⾃⼰評価（案）について

4 その他

1 会⻑あいさつ

2 報告事項

(1) ⽥原市ぐるりんバス新⾞両について

(2) (2) 豊鉄バス伊良湖本線・⽀線の通学定期購⼊費助成制度について

3 協議事項

(1) 平成３１年度事業計画・収⽀予算（案）について

(2) 平成３１年１０⽉の⽥原市ぐるりんバス路線変更について

(3) 第２次⽥原市地域公共交通戦略計画（網形成計画）⼀部⾒直しについて

4 その他

第47回

平成31年1⽉18⽇（⾦）

14:10〜16:30

田原市役所

講堂

第48回

平成31年3⽉20⽇（⽔）

10:10〜11:10

田原市役所

大会議室

平成30年度

第44回

平成30年6⽉19⽇（⽕）

15:10〜17:30

田原市役所

大会議室

第45回 平成30年8⽉20⽇（⽉） 書面協議

第46回

平成30年10⽉22⽇（⽉）

10:10〜12.15

田原市役所

講堂
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