
小牧市地域公共交通会議
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平成２８年４月１日設置

令和元年度 地域公共交通調査事業（計画推進事業）

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（全体）

中部様式1



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

小牧市地域公共交通網形成計画（Ｈ３０～Ｒ４年度）
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【地域特性】
 人口は約１５万人で、人口密度は名鉄小牧駅周辺及び桃花台ニュータウンが高い
 市の中央を南北に名鉄小牧線が縦断
 民間路線バスは主に市外の鉄道（春日井市のＪＲ中央本線、岩倉市の名鉄犬山線）に接続
 こまき巡回バス（コミバス）がその他交通空白地域を運行

基本理念
地域の活力と交流を育み、地域を支える持続可能な交通体系

≪将来像１≫
活力あるまちづくりを支える交通体系
≪将来像２≫
持続可能な交通体系
≪将来像３≫
地域を支える交通体系
≪将来像４≫
交流を促す交通体系

地域間幹線系統：名鉄バス間内岩倉線

地域間幹線系統：名鉄バス桃山線

公共交通体系のイメージ図



2.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容（1/2） （Do）

実施事業 概要

≪公共交通マップや時刻表による
情報提供≫

公共交通マップの見直し
【令和元年９月】

こまき巡回バス、民間路線バス、市内
に乗り入れている隣接市町コミュニ
ティバスをすべて集約した公共交通
マップを見直し、作成

≪多様なツールによる情報提供≫
バスロケーションシステム導入
【令和元年５月～】

こまき巡回バスにバスロケーションシ
ステムを導入することで、リアルタイ
ムの運行情報を利用者に提供

≪多様なツールによる情報提供≫
市公式ラインアカウントとの連携
【令和元年６月～】

市公式ラインアカウントにおいて、メ
ニューにこまき巡回バスのアイコンを
追加し、バスロケーションシステム・
時刻表検索ページへのアクセス向上

≪未利用者へのＰＲ≫
市ウォーキングアプリとの連携
【令和元年９月～１２月】

市ウォーキングアプリとの連携し、ア
プリの利用者特典としてこまき巡回バ
ス料金無料乗車を実施
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 市広報広聴課と連携

 市保健センターと連携



2.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容（2/2） （Do）

実施事業 概要

≪交通事業者との連携≫
外国人バス乗り方教室
【令和元年１０月～】

国際交流協会と連携し、授業の
一環として市内在住外国人に対
しバス乗り方教室の実施

≪交通事業者との連携≫
バス・タクシー乗車体験
【令和元年１１月】

市内イベント（環境フェア）に
おいて交通事業者の協力のもと
バス・タクシーの乗車体験を実
施

≪地域や学校との連携≫
バス車体ラッピング
【令和元年１１月～】

市内小中学校の児童・生徒に交
通安全に関するポスターを募集
し、優秀作品をこまき巡回バス
の車体にラッピングを実施

≪未利用者へのＰＲ≫
転入者へのバスマップ配布
【通年】

市内転入者に対し、市民課窓口
においてバスマップの配布を実
施
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 国際交流協会と連携

 公共交通利用促進協議会と連携

 市市民課と連携



市内公共交通の過去３年利用者数推移

53.計画の達成状況の評価指標とその結果（1/2） （Check）

運行主体 路線名 H28 H29 H30 傾向

名古屋鉄道 名鉄小牧線（市内乗降客数） 11,127,134 11,549,327 11,926,998 増加

名鉄バス

岩倉線（岩倉－小牧） 603,435 596,112 592,783 減少

間内岩倉線（岩倉－名鉄間内駅） 31,427 32,013 32,050 横ばい

春日井市内線（春日井―小牧） 606,013 613,336 627,393 増加

桃山線（春日井―大草） 47,317 48,403 48,335 横ばい

桃花台線（高蔵寺―桃花台） 174,484 177,227 177,794 横ばい

春日井桃花台線（春日井―桃花台） 763,768 761,050 766,547 増加

小牧・勝川線（勝川―小牧） 198,724 199,309 204,497 増加

近距離高速バス
（桃花台―名古屋） 331,383 337,224 339,121 増加

名鉄バス他 中央道桃花台バス停（乗降客数） 91,959 85,490 77,122 減少

あおい交通
ピーチバス 361,715 362,901 360,677 横ばい

桃花台バス 220,515 215,465 204,805 減少

小牧市 こまき巡回バス 625,473 686,265 736,216 増加

（単位：人）

 名鉄小牧線の利用者数は、沿線地区整備による沿線人口の増加や、名古屋方面への移動需要の増加などに
より年々増加している

 市補助路線である名鉄バス間内岩倉線の利用者数は、利用促進を図っているが、ほぼ横ばいとなっている
 こまき巡回バスの利用者数は、平成27・28年の路線拡充以降、運行本数の増加や路線認識が広まったこと

などにより年々増加しているが、依然として利用が低いコースもみられる



こまき巡回バスコース別過去３年利用者数推移

63.計画の達成状況の評価指標とその結果（2/2） （Check）

コース 評価
基準

H28 H29 H30 H30達成
状況

⑪西部右まわ
り

51,442 32,787 33,718 35,662 未

⑫西部左まわ
り

51,442 27,549 29,866 31,612 未

⑬南部北里右
まわり

55,233 49,864 52,851 59,712 達成

⑭南部北里左
まわり

55,233 49,299 53,690 59,385 達成

⑮ﾊﾟｰｸｱﾘｰﾅ小
牧市役所

51,262 46,576 50,185 54,256 達成

⑯小牧・味岡
西

68,590 61,983 64,807 69,229 達成

⑰小牧・味岡
中

64,980 30,783 36,001 38,762 未

⑱北部東部右
まわり

74,005 115,839 128,675 136,045 達成

⑲北部東部左
まわり

74,005 109,064 123,379 129,407 達成

コース 評価
基準

H28 H29 H30 H30達成
状況

51三ツ渕･舟
津

7,220 11,735 12,894 13,885 達成

52河内屋・横
内

10,830 13,333 13,904 13,962 達成

53春日寺・間
内

14,440 23,524 23,951 25,070 達成

54多気・小針 10,830 13,937 15,078 17,450 達成

55田県・岩崎
原

8,664 15,939 18,022 18,530 達成

56上末・池之
内南

5,054 5,779 8,133 9,094 達成

57林・池之内 3,249 3,727 4,900 6,017 達成

58小牧ヶ丘・
野口南

3,249 4,024 4,557 6,052 達成

59中央道桃花
台

4,693 3,433 4,418 5,091 達成

60高根南・城
山

3,971 6,298 7,236 6,995 達成
※評価基準は過去の利用者数や沿線人口などから市が設定した目標数値

（単位：人）

なお、小牧市地域公共交通網形成計画には、策定時に実施した市民・利用者アンケート、乗
降調査の結果を評価指標としているものがあるが、計画における将来像及び基本方針の達成
状況を検証するため、目標年次である令和４年に実施予定。



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 7

小牧市地域公共交通網形成計画に掲げた目標を達成するため、公共交通の利用者の増加な
どに繋がる様々な事業を実施する

 間内岩倉線の沿線地区に対し利用周知の地区内回覧の実施【令和２年２月】

 間内岩倉線の沿線地区の小中学校へチラシの配布【令和２年７月】

 市民祭りにおける無料乗車の実施【令和２年１０月】

 市内イベントにおける啓発活動の実施【令和２年１１月】

 鉄道や民間路線バスと接続・補完しつつ、利用状況や現行の課題、利用者ニーズに対応

するため、こまき巡回バスの路線再編を実施【令和２年１２月】

 交通結節点強化のため、市民病院に公共交通専用のロータリーを整備【令和２年１２月】

 交通結節点強化のため、市民病院にバスロケーションシステムのデジタルサイネージを

設置【令和２年１２月】

対応方針

 市補助路線である間内岩倉線の利用者数が伸び悩んでいる
 こまき巡回バスの利用者数は増加しているものの、利用者が少ないコースがあり、遅延

が多く発生しているコースがある

課題



小牧市地域公共交通会議
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平成２８年４月１日設置

令和元年度 地域公共交通調査事業（計画推進事業）

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（経緯）

中部様式2



1.直近の第三者評価の活用・対応状況 9

直近の第三者評価委員会
における事業評価結果

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

・小牧駅からピーチバスで
桃花台センターに着くと、
郊外への放射線路線が一斉
に運行される、逆に郊外か
らの各路線が桃花台セン
ターに着くとうまく乗り継
ぎ、小牧駅方向へ運行する
形態を構築してほしい。

・放射線路線については、５
路線を２台の車両で運行して
おり、一斉に郊外へ行くこと
は難しいが、可能な限り午前
中は小牧駅方向、午後は各地
区方向への乗継がしやすいダ
イヤを設定した。

・来年度の再編において、現
在の放射状をベースに路線を
設定し、小牧駅と桃花台セン
ターを結ぶこまき巡回バス、
ピーチバスとの乗り継ぎを意
識したダイヤを設定予定。

・桃花台センターのバス停は
点在しており、利便性向上に
向け集約化整備を検討した。

・引き続き桃花台センターの
乗継利便性向上に向けた整備
を検討。

・間内岩倉線は予想を反す
る利用が見られる。良い事
例として他地区への展開も
期待したい。

・運行開始から継続して、沿
線地区への啓発に取り組んだ。

・利用者は微増を続けている
が、目標値には達していない
ため、新たな啓発方法などを
含め検討、実施予定。

・多様な調査を実施してい
るが、どのように取りまと
めるのか不安に思う。（き
ちんと整理（フローチャー
トなど）してほしい。

・計画策定時の調査を踏まえ、
課題整理を行い目標値の設定
に用いた。今後も定期的に調
査を実施予定。

・今後も調査は継続して実施
していくが、実施時期や、内
容について、検討のうえ実施
予定。



 バスロケーションシステムの導入

2.アピールポイント

利用者利便性の向上に向けた取り組み
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令和元年５月より、こまき巡回バス全路線にバスロケーションシステム
を導入し、バスの遅延状況などの情報提供を開始。
利用者は携帯・スマホ・ＰＣから、ＨＰ上のページを閲覧することで運

行情報が確認可能。
令和２年１２月の市民病院ロータリー供用開始にあわせ、待合スペース

にサイネージ整備予定。
≪事業効果≫
 運行状況の問い合わせに対し素早く対応可能となった
 遅延状況のデータが把握可能となった
 利用者がリアルタイムに情報を得ることができ、運行状況の問い合わせが減少した

現在の運行における課題の解消を図るとともに、利
用状況、各地区や利用者の要望などに対応したルート
再編案を作成するため、アンケート調査、地域懇談会
などを実施し、課題抽出・ニーズ把握を行った。
隣接市町である犬山市・豊山町のコミュニティバス

の乗り入れに加え、他の隣接市町との連携も検討。

≪事業効果≫
 現在の運行における課題や利用者のニーズが把握できた

こまき巡回バスの再編に向けた取り組み

 効果的・効率的なルート再編案の作成

（地域懇談会のようす）



（別添１）

令和2年1月15日

協議会名：小牧市地域公共交通会議

①事業の結果概要
③事業の今後の改善点
（特記事項含む）

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【事業が適切に実施された（されている）かを記載。適切に実施されなかっ
た（されていない）場合には、実施されなかった事項及び理由等記載】

【事業の今後の改善点として、取組内容・関係者それぞれが果たす
べき役割等を記載。】

【事業内容】
公共交通マップの作成

【結果概要】
市内の公共交通を網羅したマップを作成し、市役所窓口、市内
各支所にて配布を実施した。

Ａ 事業が適切に実施された。
今後は、令和２年１２月に予定しているコミュニティバス路線の再編
にあわせ、内容を刷新し作成予定。

【事業内容】
地域公共交通会議の開催

【結果概要】
平成２９年度に策定した小牧市地域公共交通網形成計画におけ
る事業について、小牧市地域公共交通会議において、前年度実
施した事業の報告を行うとともに、本年度実施予定事業につい
て報告を行い、進捗管理及び情報を共有した。

Ａ 事業が適切に実施された。
今後も計画に基づく事業の進捗管理を行うとともに、情報共有を図る
ため、継続して会議を開催予定。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画推進に係る事業）

④事業実施の適切性



（別添１－２）

令和2年1月15日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

　本市の公共交通は、名鉄小牧線が市中央部を南北に縦断し、民間路線バスは、市内と、隣接の春日井市及び岩倉市の鉄道駅の間を運行しています。
　その中でも、名鉄バス間内・岩倉線は、名鉄小牧線間内駅から北里地区及び藤島地区の拠点間を結び、名鉄犬山線岩倉駅に接続する路線であり、地域住民の生
活に必要な生活交通路線として位置づけられていることから、本市が赤字分を補填し、路線維持を行っております。
　この路線は、平成２６年８月の運行開始から５年が経過し、利用者数は年々増加し定着しつつあるものの、目標までは未だ遠い状況であり、さらなる利用者の増加に
向けた取り組みが必要です。
　これらに加え、民間路線が運行していない交通空白地域をカバーするため、こまき巡回バスを運行しています。
　こまき巡回バスの利用者は年々増加を続けていますが、多額の経費を要していることや、現在の運行に関し様々なご意見をいただいていることなどから、より効果
的・効率的な運行とするため、令和２年１２月に再編を実施することとしています。
　小牧市地域公共交通網形成計画においては、集約型市街地形成を誘導し、過度に自動車に依存することのない暮らしを実現すべく、公共交通による最低限の移動
が確保され、さらに市民が進んで公共交通を活用し交流することにより、必要な公共交通ネットワークを維持・存続する持続可能な交通体系の構築を目指すことを掲げ
ています。

小牧市地域公共交通会議

地域公共交通調査事業（計画推進事業）


