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｢う・ら・ら｣ダイヤ改正に向けた地区別グループインタビュー 

開催結果概要 

 

１ 調査目的 

・東浦町地域公共交通網形成計画に基づき、地域特性に応じた「う・ら・ら」の運行方法（ル

ートやダイヤ等）や小型車両の導入に対する地域住民の意向を把握するため、地区別にグ

ループインタビュー形式でヒアリングを実施しました。 

 

２ 調査日時 

・グループインタビューは、町内の７小学校区と東ヶ丘地区の８地域を対象として実施しま

した。各地区の開催日時と参加者数は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査内容 

・当日は地区別に以下のような内容についてヒアリングを行いました。 

 

参考資料２ 

地区名 開催日時・場所 参加者数 

卯ノ里小学校区 
・平成 30 年７月 14 日（土）10:00～12:00 

・卯ノ里コミュニティセンター 

８名 

（男性:３/女性:５） 

東ヶ丘地区 
・平成 30 年７月 14 日（土）13:30～15:30 

・東ヶ丘自治会集会所 

９名 

（男性:９/女性:０） 

緒川小学校区 
・平成 30 年７月 15 日（日）10:00～12:00 

・緒川コミュニティセンター 

８名 

（男性:２/女性:６） 

生路小学校区 
・平成 30 年７月 15 日（日）13:30～15:40 

・生路コミュニティセンター 

７名 

（男性:３/女性:４） 

藤江小学校区 
・平成 30 年７月 15 日（日）16:00～18:20 

・藤江コミュニティセンター 

８名 

（男性:３/女性:５） 

片葩小学校区 
・平成 30 年７月 21 日（土）10:00～12:00 

・石浜コミュニティセンター 

８名 

（男性:４/女性:４） 

石浜西小学校区 
・平成 30 年７月 21 日（土）13:30～15:30 

・県営住宅自治会集会所 

６名 

（男性:３/女性:３） 

森岡小学校区 
・平成 30 年７月 21 日（土）16:00～18:00 

・森岡コミュニティセンター 

10 名 

（男性:８/女性:２） 

 

１．自己紹介 

２．地域の意向把握（方面別の｢う･ら･ら｣の改善の方向性、小型車両の導入の方向性等） 

 【卯ノ里】①長寿・げんきの郷方面について／②刈谷方面について 

 【東ヶ丘】①名鉄巽ヶ丘駅について／②小型車両について 

 【緒 川】①長寿・健康の森方面について／②刈谷方面について 

 【生 路】①長寿・健康の森方面について／②刈谷方面について／③小型車両について 

 【藤 江】①刈谷方面について／②小型車両について 

 【片 葩】①刈谷方面について／②長寿・健康の森方面について／③小型車両について 

 【石浜西】①刈谷方面について／②長寿・健康の森方面について／③小型車両について 

 【森 岡】①大府・健康の森方面について／②刈谷方面について 
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地区別グループインタビュー（卯ノ里小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 14日（土）10：00～12：00 

■場  所：卯ノ里コミュニティセンター 

■参加者数：８名（男性：３名、女性：５名、うらら利用者：３名） 

 

【意見まとめ】 

〇緒川新田から「長寿医療研究センター」への短縮ルートが

あると便利（病院まで１時間は時間がかかりすぎる） 

〇東ヶ丘と緒川新田（葵ノ荘含む）で小型車両による運行検

討 

〇｢葵ノ荘｣の近接バス停（インター南）の位置見直し（セブ

ン･イレブン敷地内） 

○バスの乗り方教室開催が必要 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・「長寿医療研究センター」の降車場所を病院前にできないか 

・昼間の帰り便がなく１時間待つ必要がある 

・子どもが東ヶ丘方面（塾）やイオンに行く際に時間があわない 

・よしだ眼科（通院２回/月）が移転（役場近く→於大公園）し、東ヶ丘線バス停から遠くなった 

・｢知北平和公園｣への乗り入れ希望 

・夜間（飲み会の帰り）に巽ヶ丘駅から東ヶ丘へのバスがあれば利用したい 

・バスを利用したくても時刻表の読み方が分からない 

・役場の職員も積極的な利用が必要である 

・う･ら･らで緒川新田から｢長寿医療研究センター｣へ行くに１時間かかるのはつらいため、短縮

できないか。（現状では、タクシーなら 2,000円程度かかり、予約が必要） 

■長寿医療研究センター・げんきの郷方面 

・朝の通院時間帯だけでも乗車時間を短縮できないか 

・例えば、東ヶ丘→げんきの郷・長寿医療研究センター→知北平和公園→東ヶ丘 

・東ヶ丘地区と一緒に小型車両による運行を検討 

■刈谷方面 

・刈谷方面より巽ヶ丘駅方面を優先 

・緒川新田～巽ヶ丘駅にバスがあれば小学生や高校生を利用させたい（特に夜間の帰宅時。夜道

危険）…別途高校生への追加調査が必要 

■その他 

・｢葵ノ荘｣からバス停（インター南）が遠い。葵ノ荘の入口かコンビニ（セブン･イレブン）の駐

車場へバス停の移設を検討（→終了後、水谷さんが交渉しオーナ―は OK。本部相談） 

・買い物は｢マルス東ヶ丘店｣へ行くことが多い                    以上
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地区別グループインタビュー（東ヶ丘地区） 

 

■日  時：平成 30年７月 14日（土）13：30～15：30 

■場  所：東ヶ丘自治会集会所 

■参加者数：９名（男性：９名、うらら利用者：１名） 

 

【意見まとめ】 

○巽ヶ丘駅を利用 

○健康の森・げんきの郷方面へ行く際のバス乗車時間の短縮 

○小型車両で、朝：上高根台→マルス東ヶ丘店→緒川新田→

長寿医療研究センター、昼：上高根台→巽ヶ丘駅→葵ノ荘

の運行を検討 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・｢巽ヶ丘駅｣から通勤（自転車、知多バス利用） 

・う･ら･らで｢健康の森のプール（今後廃止予定）｣へ行くのに時間がかかる 

・昔は知多バスで｢巽ヶ丘駅｣を利用（現在は送迎か自動車（駐車場活用）） 

・飲み会の時は知多バスで｢巽ヶ丘駅｣へ行く 

・阿久比町へ買い物（アピタ阿久比店）、通院に行く 

・飲み会の時には知多バスを活用。う･ら･らで｢げんきの郷｣へ行くのに時間がかかりすぎる 

・｢げんきの郷｣へ行くのに時間がかかりすぎる 

・飲み会の際は｢巽ヶ丘駅｣へ行く（徒歩） 

・子どもが朝・雨天にバス利用したい（現在は送迎） 

■巽ヶ丘駅 

・東ヶ丘・緒川新田で一緒に取組むべき 

・上高根台から巽ヶ丘駅へのバス（上高根台は比較的通勤・通学世代がいる） 

・上高根台への知多バスの乗入れ･･･転回できない 

・朝はたくさん便数が必要 

・現在運行している｢知多バス｣を活かした方がよい 

■小型車両 

・上高根台は昼間に高齢者の移動手段がないことが課題（朝は本数が必要→知多バス） 

・団地内の移動手段が必要（例えば、卯ノ里コミュニティセンターへの移動手段がない） 

・高根台（阿久比町）と一緒に検討が必要 

■その他 

・病院は、｢西知多総合病院｣｢竹内整形｣｢よしだ眼科｣「長寿医療研究センター」を利用 

・｢知北平和公園｣にはあまり行かない 

 

以上
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地区別グループインタビュー（緒川小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 15日（日）10:00～12:00 

■場  所：緒川コミュニティセンター 

■参加者数：８名（男性：２名、女性：６名（うち小学生２

名）、うらら利用者：４名） 

【意見まとめ】 

○刈谷線の８時台の確保（刈谷豊田総合病院への通院） 

○緒川駅におけるＪＲとの接続の確認・検討 

○最終便の延長（20時台、21時台）、帰り便の確保 

○相生の丘・葵ノ荘～長寿医療研究センターへの直通ルート

の検討（東ヶ丘地区の小型車両と一緒に取組む） 

○相生の丘バス停の安全性確保が必要（相生の丘南公園前へ

のバス停移設、現在のバス停敷地の拡張（民有地の借用） 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・緒川小学校の遅バスが相生の丘に来る時はすでに一般のお客さんも乗車しており満員で心配 

・小学校が 15時に終わっても１回で全員乗り切れず、２時間近く待つ必要がある。そのため、小

学校でバスを静かに待つ子や送迎する親もいる 

・相生の丘のバス停スペースが狭く、50人の小学生が道路に溢れ出た状態でバスを待っており危

険。バス停を公園の前などに移設できないか 

・刈谷市での飲み会（老人会）に行った際に帰り（夜）の便がない（21時台） 

■健康の森方面 

・昼間の便（13時～15時台）がない 

・すごく大回りに感じる。特に病院（長寿医療研究センター）へ通院するのに１時間かかるのは

つらい 

・東ヶ丘→緒川新田→相生の丘→げんきの郷･長寿医療研究センター→大府駅と直接行けるとよい 

■刈谷方面 

・刈谷豊田総合病院への８時台の便がないため、刈谷線で通院することは難しい。そのため、長

寿医療研究センターに通っている（ちなみに、その他に行く病院は｢まつおか整形｣「よしだ眼

科（移転）」） 

・将来的（相生の丘の小学生が高校生になった時）には、刈谷高校への便も必要 

■緒川駅 

・緒川駅におけるう･ら･らとＪＲの接続を確認・検討する（３月） 

・車では大府駅、刈谷駅も利用している 

■町内各地区 

・「体育館」へ行く際に運行本数が少ない→新平池台線にすることで改善が期待できる 

・目的地は｢イオンモール｣が多い                          以上 
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地区別グループインタビュー（生路小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 15日（日）13:30～15:40 

■場  所：生路コミュニティセンター 

■参加者数：７名（男性：３名、女性：４名、うらら利用者：２名） 

 

【意見まとめ】 

○平池台線は、計画イメージのとおり体育館経由に１本化し、

運行本数１時間１本を確保 

○｢東浦駅｣におけるＪＲとの接続を検討 

○刈谷市→東浦町方面の最終便 21時台の運行（交流会バス） 

○小型車両は、イオンモールや緒川駅を目的地とし、生路の

生活道路を運行する。 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・う･ら･らで健康プラザへ行く。行きはよいが帰りの便がない 

・行きの便（９時台）はよいが、帰りの便（11時台）がない。運行本数が少ない。 

・以前は｢刈谷豊田総合病院｣に行っていたが、不便になり現在は利用していない 

・最終便が 21時まであると便利 

・利用したことはないが、運行本数が少なく、目的地まで時間がかかっているように感じる 

・運行本数が少なく、帰りに｢東浦駅｣で乗り継ぐバスがない。 

・飲み会は大府市、刈谷市へ行くことが多い（月３回程度） 

・帰りに｢イオンモール｣から乗車する人が多く、立ち席になるため徒歩で緒川駅まで行って乗車

することがある 

・｢イオンモール｣や｢げんきの郷｣へ行く際にう･ら･らを利用 

・運行本数がもう少し増えれば月 5、6回は利用したい 

■小型車両（９人乗り） 

・現在のう･ら･らでも「石浜駅」の利用者は少ない 

・目的地は｢イオンモール｣、｢緒川駅｣が多い 

・石浜南バス停北側の地域は高台になっているため、現在のバス停に行けない人もいる 

・試験的に運行して試行錯誤できないか 

■刈谷方面 

・飲み会は刈谷市で開催することが多いため、最終便が 21時台になるとよい。（交流会バス） 

■健康の森方面 

・｢げんきの郷｣には行くことはある 

 

以上



6 

 

地区別グループインタビュー（藤江小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 15日（日）16:00～18:20 

■場  所：藤江コミュニティセンター 

■参加者数：８名（男性:３名、女性:５名、うらら利用者:１名） 

 

【意見まとめ】 

○平池台線は体育館経由に一本化することでよい（ただし、

車両の中型化、東浦駅でのＪＲとの接続、12 時台の帰りの

便の確保、最終便 20時台まで確保を検討） 

○平池台→上高根台→東ヶ丘マルス→東ヶ丘線の大循環路線

を検討 

○石浜・生路小学校区に導入予定の小型車両（９人乗り）は、

｢ふじが丘｣もカバー 

○字内における移動手段（グリーンスローモビリティ等）を

地域で検討 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・白内障の手術（よしだ眼科）をした際にう･ら･らを利用したが有り難かった 

・母親がう･ら･らで｢健康の森｣へ行っている 

・刈谷からイオンモールへ来る子連れ（ベビーカー）の親から、緒川駅にエレベーターがなくて、

大変なので、バスがないかと聞かれたことがある（→刈谷線や知多バス空港線を活用可能。ま

た２年後にエレベーター設置予定） 

・う･ら･らで｢健康の森｣へ行くが片道１時間もかかり大変 

・｢東浦駅｣においてＪＲとう･ら･らの乗り継ぎが確保されていない 

・藤江小学校地区は地区内の商業施設も病院もなく不便なため、全て緒川駅周辺まで行く必要が

ある。そのためにう･ら･らが必要。タクシーは電話しても来てくれない。（特に朝） 

・地区内の安全な歩行・自転車空間もないため、健康の森まで行ってウォーキング 

・｢藤江バス停｣の降車場所が縁石の上で危険（運転手の裁量）。また、藤江バス停の近くにある旧・

国道 366号に架かる歩道橋を渡れない高齢者もいる。 

・車両が小さいため（ポンチョ）、県営住宅で満員になり座れない高齢者が危険（→現在のふじが

丘経由の東浦高校前の道路は中型車両が運行できないため。今後、体育館経由のみにした場合

は中型車両で運行可能となる） 

・役場周辺の病院から帰宅する際の 12時過ぎのバスがない 

■健康の森方面 

・健康の森へウォーキングのため行く。最近利用者が減少しているため、バス利用促進による施

設の活性化が必要。 

・乗車時間１時間はかかりすぎる（物理的な問題もある） 
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■半田方面 

・車でパワードームや半田病院を利用するが、バスを使うかはわからない 

■巽ヶ丘駅方面 

・平池台から巽ヶ丘駅や東ヶ丘マルスを利用することもある（所要時間：車で６分程度） 

■小型車両 

・石浜、生路小学校区に導入予定の小型車両で｢ふじが丘｣もカバーを検討 

・高齢者は字内の移動が困難なため、グリーンスローモビリティが導入できるとよい（プチう･

ら･ら） 

■う･ら･らその他 

・ＪＲ（東浦駅）との接続にもっと配慮が必要（平池台の人は東浦駅の利用がある） 

■その他 

・路線図・時刻表（文字が小さい）をどのように調べているか分からない（知っている路線しか

利用できない） 

・藤江Ｖerの時刻表を作成する必要がある 

・利便性が高まれば、運賃 200 円にしてもよいのでは？→運賃値上げは利用者３割減少のため、

利便性を高め、定期券を値上げすることは考えられる 

・自動車運転免許自主返納については、回数券の配布など一時的な対応ではなく、時間帯を限定

してバスの乗車を無料にするなどのメリットが必要ではないか 

・バスが便利になれば高齢者が元気になるため、長期的にはその方がよい。高齢者が活動できる

場所と移動手段を一緒に考える必要がある 

 

以上 
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地区別グループインタビュー（片葩小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 21日（土）10:00～12:00 

■場  所：石浜コミュニティセンター 

■参加者数：８名（男性:４名、女性:４名、うらら利用者:３名） 

 

【意見まとめ】 

○う･ら･らの運行本数（１時間に１本）、帰り便（13時台） 

○｢よしだ眼科｣移転に伴うバス停の新設 

○小型車両は、緒川駅接続、｢イオンモール｣｢アイプラザ｣｢マ

ルス｣、病院等を回って細街路を１時間１本程度での運行を

検討 

○小型車両の地区の拠点施設｢石浜コミュニティセンター｣ 

○イオンモールバス停近くへのカート置き場の設置検討 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・｢長寿医療研究センター｣から帰る便がない。（11 時台～14 時台の間）歩ける人はげんきの郷で

時間を潰す人もいる。せめて１時間に１本は運行していてほしい 

・自動車に乗らないので、う･ら･らを利用している 

・昼間に子どもをバスで行かせようと思ってもよい時間になく、それ以来利用していない 

・13時台と 15時台の間にう･ら･らが運行していない 

・｢よしだ眼科｣が移転し、まつおか整形外科の近くになったため、バス停が近くにあるとよい 

・｢まつおか整形外科｣や｢藤沢医院｣に行くが、移動手段がなく薬も取りに行けない（現在は知り

合いに依頼） 

・｢げんきの郷｣で温泉に入ってビールを飲む時はう･ら･らを利用する。観光ガイドのふるさとコ

ースなどもやっているため、買い物や通院以外でもう･ら･らの利用できるように考える必要が

ある。 

・小型車両を導入する際は住民の意見を取り込んで検討して欲しい 

→地域で目的地とルートは考えてもらえるとよい（参考事例：半田市 亀崎有脇線（10月～）） 

 

■刈谷方面 

・長寿方面より刈谷方面へ行く。特に｢刈谷豊田総合病院｣へ通院 

・刈谷での飲み会が多い（う･ら･らの 23時台があれば利用したい） 

・刈谷方面への通学（高校）は主に自転車が多い 

・現在の停車場所（刈谷駅、刈谷豊田総合病院）以外で、東浦町内になく、刈谷市内にある施設

としては｢美術館｣が考えられるが、需要は少ないように思われる 

・刈谷駅から刈谷市公共交通連絡バスを利用できるが、どのバスに乗車してよいか分からない。 

→googleで検索できるようになれば活用の幅は広がる。 
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→刈谷方面であれば、知多バス（空港線：緒川駅～知立駅）も利用可能 

 

■長寿方面 

・｢げんきの郷｣は野菜や他では手に入らないものがあるので行く（それ以外はイオンモールへ） 

 

■小型車両 

・石浜駅は跨線橋があるため、足が悪い人は利用しにくい（一方で、８時台のう･ら･らでは石浜

駅で降車する人は多い） 

→今後緒川駅にエレベーターが設置されるため、緒川駅接続を考えている 

・買い物は｢イオンモール｣｢アイプラザ｣｢マルス｣、病院は｢よしだ眼科｣｢まつおか整形外科｣をル

ートとし、自宅近くから１時間１本程度、ワンコインであれば利用できる 

→買い物の時間などは利用が重なるため、９人乗り小型車両でカバーできるか心配される 

→石浜地区だけで運行することも考えられないか 

・帰りは荷物が多いためバス停から自宅までの移動が大変 

→イオンモールであれば、バス停近くにカート置き場を設置できるとよい 

・バスを待つ場所が大切であるため、｢石浜コミュニティセンター｣を拠点にできるとよい 

・郷中に細かくバス停を設置できるとよい 

 

■その他 

・知北霊園へバスで行けるとよい（新住民は知北霊園にお墓を持っている人が多い）。お盆のシー

ズンなど季節限定だけでも運行できないか 

→１便だけ乗り入れることは考えられる 

・げんきの郷でお花を買ってお墓参りに行く 

→げんきの郷からであれば、大府市のバスで知北霊園へ行くことができる（案内が必要） 

 

以上 
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東浦町 地区別グループインタビュー（石浜西小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 21日（土）13:30～15:30 

■場  所：県営住宅自治会集会所 

■参加者数：６名（男性:３名、女性:３名、うらら利用者:１名） 

 

【意見まとめ】 

○う･ら･ら上りがアイプラ前で満員になるため改善（中型化） 

○う･ら･らの帰り便がない（刈総、長寿からの 13時台） 

○刈谷方面の朝１本早い便の増便 

○小型車両はコミュニティセンターを拠点として運行 

○新平池台線は体育館経由で統一 

○ＪＲ緒川駅の乗り継ぎダイヤを確認 

○アイプラ前のバス停への上屋設置を検討（民有地） 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・飲み会の時はう･ら･らで石浜駅まで行き名古屋方面へ。帰りはバスがないため徒歩で帰宅 

・｢長寿医療研究センター｣へう･ら･らで行っている。｢刈谷豊田総合病院｣へも行く 

・買い物は｢イオンモール｣や刈谷市の｢アピタ｣へ 

・高齢者のサロンでう･ら･らを利用しておでかけすることを企画している 

・イオンモールに行くのにう･ら･らを月 1、2回利用しているが、帰りの荷物が多い時にバスが小

型で乗りにくい（夏休み期間は 11時 33分発が満席） 

・13時台と 15時台の間に帰りのバスがない 

・会社（生路）の就業時間（８時 30分～）にう･ら･らでは間に合わない 

・忘年会の際はう･ら･らを利用して緒川駅まで行った 

・かつては知多バスを利用していたが、最近は孫と一緒にう･ら･らを利用する程度 

■刈谷方面 

・新平池台線を朝１本早く運行できないか 

→小型車両で刈谷方面へ乗り入れることも考えられる 

→知多バス（空港線）も利用できる（ただし、刈谷豊田総合病院に停車しない） 

・｢刈谷豊田総合病院｣で帰りの便を待つ時間が長くてつらい 

■健康の森方面 

・帰りによい時間帯のバスがない 

■地区内 

・コミュニティセンターを拠点にした運行 

・現在の｢石浜西保育園｣の利用（近くに子育て支援センターがあるが、概ね自動車利用）は少な

いと思われるため、小型車両でカバーしてはどうか 
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■買い物する場所 

・アイプラザ、マルス･･･県営住宅からは主に徒歩、自転車 

・イオンモール 

■その他 

・う･ら･らの車両が小型なため満員になり、高齢者が立って乗車しており危険。（アイプラザの１

つ前の県営住宅から乗車するも満員） 

→新平池台線（体育館経由）にすれば、狭い道路（厄松池バス停）を運行しなくてもよくなるた

め中型車両による運行が可能となる（ただし、中型車両は朝使用中） 

・アイプラザのバス停は利用が多いため、ベンチだけでなく上屋も設置できないか（歩道幅員が

不足するため、向かいの県営住宅用地へ設置） 

・う･ら･らの JR駅（緒川駅もしくは石浜駅）での接続 

・う･ら･らの県営住宅の利用が減少している 

→前回の改編で通勤時間帯（6 時台、20 時台）の利用がなくなったこと、居住者の高齢化により

利用が減ったことが予想される 

 

以上 
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地区別グループインタビュー（森岡小学校区） 

 

■日  時：平成 30年７月 21日（土）16:00～18:00 

■場  所：森岡コミュニティセンター 

■参加者数：10名（男性:８名、女性２名、うらら利用者:０名） 

 

【意見まとめ】 

○長寿医療研究センターからの帰り便の確保（13:30頃） 

○刈谷豊田総合病院や役場方面（よしだ眼科、まつおか整形

外科）の朝便 

○げんきの郷・長寿医療研究センター、ドミー、イオンモール、

刈谷豊田総合病院をつなぐ運行 

 

 

【意見概要】 

■自己紹介 

・小学校区で住民アンケート調査を実施し、その他の自由記述欄に公共交通に関することも記載

あり･･･買い物や集会所が近くにないため、移動手段が必要との意見：800人中 20人 

・車に乗れなくなり徒歩で生活している 

・刈谷に通勤しているが、う･ら･らでは通勤できない 

・車に乗れない時はう･ら･らを利用 

・ＪＲ大府駅まで車で行くことが多い 

■買い物する場所 

・ドミーが多く、他にイオンモール、アピタ（大府市） 

・イオンモールより緒川駅の方を優先 

 →緒川駅で待機しなくともイオンモールに行きやすくするよう高架下にバス停の新設を検討 

■大府・健康の森方面 

・う･ら･らが大府駅まで行ってほしいとの意見がアンケートにあった（20 人）（しかしながら、

大府駅はあくまで中継点） 

・知多バス（大府循環線）は主婦や高齢者には使い勝手のよい時間帯に運行していない 

・高校生は自転車で通学 

・｢長寿医療研究センター｣からの帰りの便がない･･･13:30頃に１本あるとよい 

・｢げんきの郷｣の利用は増えている 

■刈谷方面 

・刈谷豊田総合病院へ朝行く便がない（利用 1、2回/月）･･･その程度の頻度では対応難 

・役場方面へ行く際の朝便も少ない（高齢者が増え、行き先も変わってきた） 

・よしだ眼科、まつおか整形外科 

→緒川小学校南のルートは朝夕のみとして、それ以外は猪伏釜～於大公園南～役場とすることは

考えられる 
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■地区内 

・前回ダイヤ改編で２ルートが１ルートになったこともあり、バス停まで行くのが大変という意

見を聞く 

→バス停環境を改善することも考えられる 

→バス停へのベンチ設置に関する意見もあった（アンケート調査より） 

→半ノ木まで大回りだが、住宅地内で運行できる道路が限られているため仕方がない 

・地区内の各バス停の乗降データが知りたい 

■その他 

・イオンモールと協力し、バスで来た人にポイント還元や割引等してもらえるとよい 

・う･ら･らとＪＲ緒川駅の乗り継ぎがうまくできるとよい 

・緒川と森岡でも小型車両が１台あるとよいのではないか 

 

以上 


