
デマンド交通導入検討部会における進捗報告について 

 

≪デマンド交通導入検討の進捗≫ 

日程 内容 参加人数 備考 

令和元年 

7月 19日（金） 

令和元年度第１回猪名川

町地域公共交通会議 
- 

地域公共交通

会議 

令和元年 

11月 1日（金） 

第１回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和元年 

11月 25日（月） 

阿古谷地区まちづくり協

議会地域説明会 
8名 

地域説明会（ま

ち協） 

令和元年 

11月 25日（月） 

松尾台小学校区まちづく

り協議会地域説明会 
12名 

地域説明会（ま

ち協） 

令和元年 

11月 28日（木） 

第 2 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和元年 

12月 5日（木） 

大島小学校区まちづくり

協議会地域説明会 
8名 

地域説明会（ま

ち協） 

令和元年 

12月 17日（火） 

第 3 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和元年 

12月 20日（金） 

令和元年度第 2 回猪名川

町地域公共交通会議 
- 

地域公共交通

会議 

令和 2年 

1月 20日（月） 

柏原自治会地域説明会（大

島エリア） 
37名 

地域説明会（自

治会） 

令和 2年 

1月 20日（月） 

第 4 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和 2年 

2月 10日（月） 

西畑自治会地域説明会（大

島エリア） 
16名 

地域説明会（自

治会） 

令和 2年 

2月 28日（火） 

第 5 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和 2年 

3月 13日（金） 

大島小学校教員向け説明

会（大島エリア） 
14名 

地域説明会（学

校） 

令和 2年 

3月 17日（火） 

第 6 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和 2年 

3月 25日（水） 

令和元年度第 3 回猪名川

町地域公共交通会議 
- 

地域公共交通

会議 

資料４－１ 



≪今後のスケジュール≫ 

日程 内容 参加人数 備考 

令和 2年 

4月 17日（金） 

第 7 回 デマンド交通導

入検討部会 
- 部会 

令和 2年 

4月 下旬 

令和 2 年度第 1 回猪名川

町地域公共交通会議 
- 

地域公共交通

会議 

令和 2年 

5月 6日（水） 

旭ヶ丘自治会地域説明会

（大島エリア） 
- 

地域説明会（自

治会） 

令和 2年 

5月 9日（土） 

旭ヶ丘自治会地域説明会

（大島エリア） 
- 

地域説明会（自

治会） 

令和 2年 

5月 11日（月） 

受付コールセンター稼働

（会員募集開始） 
-  

令和 2年 

5月 25日（月） 

実証運行開始、路線バス・

ふれあいバス一部運休 
-  

※スケジュールは目安であり、予定が変更する場合があります 

 

≪部会の詳細≫ 

第１回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和元年 11月 1日（金）16時 00分～ 

■場所：猪名川町役場本庁舎 2階 第 2会議室 

■内容：部会の役割の整理、今後の進め方を確認した。 

・部会長の選任について 

・実証実験に伴うバスネットワークの見直しについて 

・交通事業者、町の役割、地域説明会の開催について 

・今後のスケジュールについて 

 

第 2回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和元年 11月 28日（木）15時 00分～ 

■場所：猪名川町役場第 2庁舎 1階 会議室 2 

■内容：地域説明会の結果報告、杉生線の利用状況を確認した。 

・地域説明会（阿古谷、松尾台）の開催報告について 

    ・路線バス杉生線の利用状況について 

 

第 3回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和元年 12月 17日（火）16時 30分～ 

■場所：猪名川町役場第 2庁舎 2階 委員会室 



■内容：地域説明会の結果報告、運行体系の協議、バスの運休区間の検討等、

具体的な運行内容の協議に入った。 

・地域説明会（大島）の開催報告について 

    ・運行仕様（時間、曜日、会員資格）について 

    ・運行エリア及び停留所について 

    ・路線バス及びふれあいバス運休区間について 

 

第 4回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和 2年 1月 20日（月）14時 00分～ 

■場所：猪名川町役場第 2庁舎 1階 会議室 1・2 

■内容：地域説明会の結果報告、将来的な事業スキームの提案、運行に向けた

具体的な協議を進めた。 

・地域説明会（柏原自治会）の開催報告について 

    ・運行仕様（時間、曜日、会員資格）について 

    ・協賛企業の募集について 

    ・各種確認事項（運行主体、経費等）について 

 

第 5回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和 2年 2月 28日（火）14時 00分～ 

■場所：猪名川町役場第 2庁舎 1階 会議室 1 

■内容：地域説明会の結果報告、停留所設置候補箇所の報告、各事業者の役割

を再確認した。 

・地域説明会（西畑自治会）の開催報告について 

    ・ミーティングポイントについて 

    ・運行仕様及び事業構想について 

    ・運行計画について 

 

第 6回 デマンド交通導入検討部会 

■日時：令和 2年 3月 17日（火）15時 00分～ 

■場所：猪名川町役場本庁舎 2階 第 1・2会議室 

■内容：地域説明会の結果報告、具体的な停留所設置箇所の決定、会員募集パ

ンフレット（開始日等の運行概要）の検討、利用促進策の提案があった。 

・地域説明会（大島小学校教員向け）の開催報告について 

    ・ミーティングポイントについて 

    ・会員募集パンフレットについて 

    ・路線バス等とデマンド交通の相互利用に向けた利用促進について 


