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平成２９年１月２６日 定例記者懇談会発表

中部運輸局交通政策部

連絡先：中部運輸局 交通政策部

伊藤・鈴木・植山

℡ 052-952-8050

～各地域が自らの公共交通施策を披露し、有識者が鋭く切り込みます～

地域公共交通に関する「第三者評価委員会」を初公開！

中部運輸局では、２月１３日（月）からの３日間で各地の公共交通活性化協議会（※）

が地域の公共交通の現状・課題・将来像についてプレゼンテーションし、有識者が論評、

アドバイスを行う場を設け、プレス関係者・市民に初公開します。

この場では、国の補助金の効果を評価するものですが、中部運輸局独自の取組として、

補助の関係だけではなく、地域の公共交通網としての評価を実施しています。

各地の公共交通の現状・課題・将来像が議論される格好の機会なので、中部運輸局とし

ては、議論が公開されることでこの趣旨が広く周知され、公共交通に対する意識が高まる

ことを期待しています。

（※）事業者、有識者などが参加し、地域の公共交通のあり方を議論する法定の協議会

記

【開催概要】

１．日 時：平成２９年２月１３日（月）～ 平成２９年２月１５日（水）

各日 １０：００～１７：００開催（出入り自由）

２．会 場：名古屋合同庁舎第１号館 １１階 運輸大会議室

愛知県名古屋市中区三の丸２丁目２－１

３．カリキュラム等：別紙のとおり

※ 傍聴を希望される方は別紙「参加申込書」に必要事項を

ご記入のうえ、お申し込み下さい。



平成２８年度　第三者評価委員会スケジュール1 別紙 

開催日
県

(集合時間)
時間 事業 協議会名 市町村

H29.2.13 愛知 １０：００ フィーダー 豊田市公共交通会議 豊田市

（月） (９：５５) １０：１５ フィーダー 東郷町地域公共交通会議 東郷町

開催場所 １０：３０
フィーダー・

調査（計画推進） 長久手市地域公共交通会議 長久手市

中部運輸局 １０：５０
フィーダー・

調査（計画推進） 東海市地域公共交通会議 東海市

１１：１０ 調査（計画策定） 豊明市地域公共交通活性化協議会 豊明市

１１：２５ 調査（計画推進） 日進市地域公共交通会議 日進市

１１：４０～
１１：５０

愛知 １３：００ フィーダー 新城市地域公共交通会議 新城市

（１２：５５） １３：１５ フィーダー 北設楽郡公共交通活性化協議会 北設楽郡設楽町

１３：３０
フィーダー・

調査（計画推進） 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 豊橋市

１３：５０
フィーダー・

調査（計画推進） 豊川市地域公共交通会議 豊川市

１４：１０
フィーダー・

調査（計画推進） 田原市地域公共交通会議 田原市

１４：３０～
１４：４０

１４：４０

愛知 １５：００
フィーダー・

調査（計画推進） 清須市地域公共交通会議 清須市

（１４：５５） １５：２０
フィーダー・

調査（計画推進） 一宮市地域公共交通会議 一宮市

１５：４０ フィーダー 犬山市地域公共交通会議 犬山市

１５：５５ 調査（計画策定） 小牧市地域公共交通会議 小牧市

１６：１０ 調査（計画推進） 豊山町地域公共交通会議 豊山町

１６：２５ 幹線 愛知県バス対策協議会 愛知県

１６：４０～
１６：５５

意見交換・講評

意見交換

（２０分休憩）

意見交換



平成２８年度　第三者評価委員会スケジュール２ 別紙 

開催日
県

(集合時間)
時間 事業 協議会名 市町村

H29.2.14 岐阜 １０：００
フィーダー・

再編（計画推進） 岐阜市総合交通協議会 岐阜市

（火） (９：５５) １０：２０
フィーダー・

調査（計画推進） 各務原市地域公共交通会議 各務原市

開催場所 １０：４０
フィーダー・

調査（計画策定） 関市公共交通活性化協議会 関市

中部運輸局 １１：００ フィーダー 美濃市地域公共交通会議 美濃市

１１：１５ 調査（計画推進） 羽島市地域公共交通協議会 羽島市

１１：３０～
１１：４０

岐阜 １３：００
フィーダー・

調査（計画推進） 明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会 恵那市・中津川市

（１２：５５） １３：２０
フィーダー・

調査（計画推進） 高山市公共交通活性化協議会 高山市

１３：４０
フィーダー・

再編（計画推進） 飛騨市地域公共交通会議 飛騨市

１４：００ フィーダー 垂井町地域公共交通会議 垂井町

１４：１５ フィーダー 海津市地域公共交通会議 海津市

１４：３０ 幹線 岐阜県地域公共交通協議会 岐阜県

１４：４５～
１５：００

１５：００

福井 １５：２０ フィーダー 福井市地域生活交通活性化会議 福井市

（１５：１５） １５：３５ フィーダー 勝山市地域公共交通会議 勝山市

１５：５０ 再編（計画策定） 鯖江市地域公共交通活性化協議会 鯖江市

１６：０５ 幹線 福井県生活バス路線確保対策協議会 福井県

１６：２０～
１６：３５

意見交換・講評

意見交換・講評

（２０分休憩）

意見交換



平成２８年度　第三者評価委員会スケジュール３ 別紙 

開催日
県

(集合時間)
時間 事業 協議会名 市町村

H29.2.15 静岡 １０：００
フィーダー・

調査（計画策定） 湖西市地域公共交通会議 湖西市

(水） (９：５５) １０：２０ フィーダー 島田市地域公共交通会議 島田市

開催場所 １０：３５
フィーダー・

調査（計画策定） 藤枝市地域公共交通協議会 藤枝市

中部運輸局 １０：５０ フィーダー 焼津市地域公共交通会議 焼津市

１１：０５ フィーダー 富士市公共交通協議会 富士市

１１：２０ フィーダー 富士宮市地域公共交通活性化再生会議 富士宮市

１１：３５～
１１：４５

静岡 １３：００ フィーダー 下田市地域公共交通会議 下田市

（１２：５５） １３：１５ 調査（計画策定） 静岡市地域公共交通会議 静岡市

１３：３０ 幹線 静岡県生活交通確保対策協議会 静岡県

１３：４５～
１４：００

１４：００

三重 １４：２０
フィーダー・

調査（計画推進） 津市地域公共交通活性化協議会 津市

（１４：１０） １４：４０ フィーダー 亀山市地域公共交通会議 亀山市

１４：５５ フィーダー 菰野町地域公共交通会議 菰野町

１５：１０
フィーダー・

調査（計画策定） 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 尾鷲市

１５：３０ フィーダー
熊野市
（紀南地区地域公共交通会議熊野市分科会）

熊野市

１５：４５ 調査（計画推進） 伊賀市 伊賀市

１６：００
フィーダー・

調査（計画推進） 伊勢地域公共交通会議 伊勢市

１６：２０
フィーダー・

離島 鳥羽市地域公共交通会議 鳥羽市

１６：４０ 幹線 三重県生活交通確保対策協議会 三重県

１６：５５～
１７：１０

意見交換・講評

意見交換・講評

（２０分休憩）

意見交換



■ＪＲ名古屋駅より
↓ のりかえ

地下鉄東山線「栄」駅
または

地下鉄桜通線「久屋大通」駅
↓ のりかえ

地下鉄名城線「市役所」駅
↓
５番出口より徒歩１分程度

※公共交通機関にてお越しください。

【会場案内】

平成２８年度中部運輸局「地域公共交通確保維持改善事業」
第三者評価委員会 参加申込書

宛先／中部運輸局交通政策部 締切／平成29年2月9日(木)

－－－－－－－－－－－ ＦＡＸで送付される際は、切り取らずにお送りください。 －－－－－－－－－－－

メールでのお申し込み E-mail： hqt-merumaga-k@ml.mlit.go.jp
団体・事業者名、参加者全員の氏名（フリガナ）、電話番号等をご記入の上、メールしてください。

▼

団体・事業者名

所 属 役職 お名前 ご連絡先（電話番号）

フリガナ

（ ）

－

フリガナ
（ ）

－

フリガナ
（ ）

－

ＦＡＸでのお申し込み FAX： ０５２－９５２－８０８５ 下記にご記入の上、ＦＡＸしてください。

団体・事業者名、参加者全員の氏名（フリガナ）、電話番号等をご記入の上、メールしてください。

▼

中部運輸局交通政策部
TEL:052-952-8050
E-mail：hqt-merumaga-k@ml.mlit.go.jp

お問
合先

国土交通省中部運輸局主催

※参加申込者多数の場合、あらかじめ入場をお断りする場合がございます。何卒ご了承下さい。


