
令和３年度　第三者評価委員会スケジュール　１日目

開催日 評価委員 開催枠 時間 評価対象 協議会名 市町村・県

R4.2.17 伊豆原先生 愛知 １０：００ 幹線補助 愛知県バス対策協議会 愛知県

（木） 加藤先生 　 １０：０５ フィーダー補助 清須市地域公共交通会議 清須市

　 松本先生 １０：２０ フィーダー補助 一宮市地域公共交通会議 一宮市

　 運輸局部長 １０：３５ （計画） 小牧市地域公共交通会議 小牧市

１０：５０ フィーダー補助 瀬戸市地域公共交通会議 瀬戸市

　 １１：０５ フィーダー補助 岡崎市交通政策会議 岡崎市

１１：２０ フィーダー補助 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 豊橋市

　 １１：３５ フィーダー補助 田原市地域公共交通会議 田原市

１１：５０

伊豆原先生 １３：３０ 幹線補助 愛知県バス対策協議会 愛知県

加藤先生 １３：３５ 計画策定補助 刈谷市都市交通協議会 刈谷市

杉木先生 １３：５０ フィーダー補助 安城市総合交通会議 安城市

運輸局部長 １４：０５ （計画） 西尾市地域公共交通活性化協議会 西尾市

１４：２０

１４：３０

１４：４５ フィーダー補助 東海市地域公共交通会議 東海市

１５：００
フィーダー・

計画策定補助 武豊町地域公共交通会議 武豊町

１５：１５ フィーダー補助 半田市地域公共交通会議 半田市

１５：３０ （計画） 東浦町地域公共交通会議 東浦町

１５：４５

１５：５５

１６：１０

※  フィーダー・計画策定事業の説明時間は５分間とし、これに対する評価・意見交換は１０分間とする

※　幹線系統の説明時間は５分間とし、評価・意見交換は「全体意見交換」において実施

※　「全体意見交換」については各県から県全体の取組を５分間説明し、評価・意見交換は１０分間とする

（終了）

（休憩１００分）

全体意見交換（愛知県）

交通圏意見交換（刈谷・安城・碧南・西尾交通圏）

（休憩１５分）

交通圏意見交換（東海・半田・大府・常滑・美浜交通圏）



令和３年度　第三者評価委員会スケジュール　２日目

開催日 評価委員 開催枠 時間 評価対象 協議会名 市町村・県

R4.2.18 加藤先生 福井 １０：３０ 幹線補助 福井県生活バス路線確保対策協議会 福井県

（金） 杉木先生 　 １０：３５ 計画策定補助 えちぜん鉄道活性化連携協議会 福井市、大野市、勝山市、
あわら市、坂井市、永平寺町

　 運輸局部長 １０：５０ 計画策定補助 小浜市地域公共交通会議 小浜市

　 １１：０５ フィーダー補助 美浜町地域公共交通会議 美浜町

１１：２０ フィーダー補助 若狭町地域公共交通会議 若狭町

１１：３５

１１：５０

松本先生 岐阜 １３：３０
幹線・

計画策定補助 岐阜県地域公共交通協議会 岐阜県

加藤先生 １３：３５
フィーダー・

利便推進補助
岐阜市総合交通協議会 岐阜市

運輸局部長 １３：５０ フィーダー補助 山県市公共交通会議 山県市

１４：０５
フィーダー・

計画策定補助
輪之内町地域公共交通会議 輪之内町

１４：２０
フィーダー・

計画策定補助
関市公共交通活性化協議会 関市

１４：３５ フィーダー補助 美濃市地域公共交通会議 美濃市

１４：５０ フィーダー補助 郡上市地域公共交通会議 郡上市

１５：０５ （計画） 白川・東白川地域公共交通活性化協議会 白川町・東白川村

１５：２０

１５：３０

１５：４５ フィーダー補助 瑞浪市地域公共交通会議 瑞浪市

１６：００ （計画） 土岐市地域公共交通活性化協議会 土岐市

１６：１５ フィーダー補助 高山市公共交通活性化協議会 高山市

１６：３０

１６：４５

※  フィーダー・計画策定・利便推進事業の説明時間は５分間とし、これに対する評価・意見交換は１０分間とする

※　幹線系統の説明時間は５分間とし、評価・意見交換は「全体意見交換」において実施

※　「全体意見交換」については各県から県全体の取組を５分間説明し、評価・意見交換は１０分間とする

（終了）

全体意見交換（福井県）

（休憩１５分）

（休憩１００分）

交通圏意見交換（美濃加茂・関・郡上・白川交通圏）

全体意見交換（岐阜県）



令和３年度　第三者評価委員会スケジュール　３日目

開催日 評価委員 開催枠 時間 評価対象 協議会名 市町村・県

R4.2.21 倉内先生 三重 １０：３０ 幹線補助 三重県生活交通確保対策協議会 三重県

（月） 加藤先生 　 １０：３５ フィーダー補助 四日市市地域公共交通会議 四日市市

　 石川先生 １０：５０ フィーダー補助 津市地域公共交通活性化協議会 津市

　 運輸局部長 １１：０５ フィーダー補助 松阪市地域公共交通協議会 松阪市

１１：２０ フィーダー補助 紀北町地域公共交通会議 紀北町

１１：３５

１１：５０

静岡 １３：３０ 幹線補助 静岡県生活交通確保対策協議会 静岡県

１３：３５ フィーダー補助 焼津市地域公共交通会議 焼津市

１３：５０ （計画） 牧之原市地域公共交通会議 牧之原市

１４：０５ 利便策定補助 沼津市地域公共交通協議会 沼津市

１４：２０ （計画） 三島市地域公共交通網形成協議会 三島市

１４：３５ （計画） 裾野市地域公共交通活性化協議会 裾野市

１４：５０

１５：００

１５：１５ （計画） 東伊豆・中伊豆地域公共交通活性化協議会
静岡市、沼津市、熱海市、三
島市、伊東市、伊豆の国市、
東伊豆町、河津町、函南町

１５：３０
フィーダー・

計画策定補助 下田市地域公共交通会議 下田市

１５：４５

１６：００

※  フィーダー・計画策定・利便策定事業の説明時間は５分間とし、これに対する評価・意見交換は１０分間とする

※　幹線系統の説明時間は５分間とし、評価・意見交換は「全体意見交換」において実施

※　「全体意見交換」については各県から県全体の取組を５分間説明し、評価・意見交換は１０分間とする

（終了）

全体意見交換（三重県）

（休憩１００分）

交通圏意見交換（沼津・伊豆・御殿場交通圏）

（休憩１５分）

全体意見交換（静岡県）


