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<A3：市バス、３月>         実施日：    、便名：         

名古屋市営バス延伸運行実験に関する利用実態調査 

 本調査は、現在ご利用になっている黒川 11 号系統の名古屋空港への延伸運行実験

実施にあたり、皆様がどのような移動をされているかを知るために行います。 

 結果は、今後の運行の検討にあたっての基礎資料とするほか、調査に協力してい

る名古屋大学大学院環境学研究科加藤研究室が公共交通に関する学術研究のため

に使用する場合があります。 

 調査の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

平成 29 年 3 月 豊山町役場産業建設部地域振興課、名古屋市交通局

 

あなたの今回のご移動について 
 

（１） 移動目的（１つ選んで○を付けてください） 
a. 通勤 b. 通学 c. 買い物 d. 通院 e. 業務・出張 
ｆ. レジャー・旅行・趣味 g. 試乗 h. その他（                    ）

    具体的な目的の施設名をお書きください（例、自宅、空港、三菱重工など） 
        （                    ） 
 

（２） 乗った停留所（１つ選んで○を付けてください） 
a. 黒川 b. 黒川本通 4 丁目 c. 北図書館 d. 城北小学校 
e. 中切町 4 丁目 f. 新川中橋 g. 楠インター h. 大我麻町 
i. 楠西小学校東 j. 北部市場 k. 青山東栄 l. 豊山町社会教育ｾﾝﾀｰ
m. 名古屋空港  

 
（３） 降りた停留所（１つ選んで○を付けてください） 
a. 黒川 b. 黒川本通 4 丁目 c. 北図書館 d. 城北小学校 
e. 中切町 4 丁目 f. 新川中橋 g. 楠インター h. 大我麻町 
i. 楠西小学校東 j. 北部市場 k. 青山東栄 l. 豊山町社会教育ｾﾝﾀｰ
m. 名古屋空港  

 
（４） 今日の出発地（ご自宅もしくはご宿泊地） 

（１つ選んで○を付け、最寄りの駅をお書きください） 
a. 豊山町内 b. 名古屋市内 （区をお書きください            ）
c. 愛知県内 （市町村をお書きください                ） 
e. 愛知県以外 （都道府県をお書きください             ） 

   最寄りの駅（               線                   駅）  
 
（５） 今日の目的地（おでかけの場合は行先、お帰りの場合は行ってきた場所） 

（１つ選んで○を付けてください） 
a. 豊山町内 b. 名古屋市内 （区をお書きください            ）
c. 愛知県内 （市町村をお書きください                ） 
e. 愛知県以外 （都道府県をお書きください             ） 

 
（６） 移動頻度について 

(4)の出発地から(5)の目的地まで、普段どの程度の頻度で移動していますか 
（１つ選んで○を付けてください。 
a. ほぼ毎日 b. 1 週間に 1～3 日程度 c. 1 カ月に 1～3 日程度 
f. １年に 1～6 日程度 e. 数年に 1 回程度 f. 今回が初めて 

 
質問は裏面に続きます。 
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（７） 運賃のお支払方法（１つ選んで○を付けてください） 

a. 現金 b. 定期券 c. IC カード（manaca など） 
d. １日乗車券 e. 敬老・福祉パス  

 
（８） この系統（名古屋空港への延長運行）のご利用回数（１つ選んで○を付けてください） 

a. 1 回 b. 2 回 c. 3～4 回 d. 5 回以上 
 
（９） この系統（名古屋空港への延伸運行）を利用した理由 

（当てはまるものを全部選んで○を付けてください） 
a. 運賃が安いから 
b. 乗り換えが楽だから 
c. 移動時間が短いから 
d. たまたま今回の延伸運行を知ったから 
e. その他（                                             ）

 
（１０） この系統（名古屋空港への延伸運行）がなかった場合の移動方法 

（１つ選んで○を付けてください） 
a. あおい交通バス（名古屋駅発着便） b. あおい交通バス（勝川駅発着便） 
c. 名鉄バス（西春駅発着便） d. 名鉄バス（西春駅発着便） 
e. 上記以外のバス路線・鉄道路線 ｆ. タクシー 
g. 自家用車・バイク h. 自転車 
i. 徒歩 ｊ. 延伸運行がなければ移動していない 

 
（１１） この延伸運行が本格実施された場合、利用するかどうか 

（１つ選んで○を付けてください） 
a. 運賃が 210 円のままであれば利用したいが、それより高ければ利用したくない 
b. 運賃が 300 円程度であっても利用したいが、それより高すぎる場合は利用したくない
c. 運賃が 400 円程度であっても利用したい 
d. 運賃がいくらであっても利用したくない 

 
（１２） 性別（○を付けてください）    男性     女性 

 
（１３） 年齢（○を付けてください） 

12 歳以下 13～15 歳 16～18 歳 19～22 歳 
23～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 
60～69 歳 70～79 歳 80～89 歳 90 歳以上 

 
（１４） ご職業（○を付けてください）。 

a. 会社員・公務員・団体職員 b. 自営業 c.主婦・主夫 
d. 無職 e. 学生 f. その他 

 
（１５） お住まい【住所】（○を付けてください。名古屋市内の方は区名を記入願います）。 

a. 名古屋市内（        区） b. 豊山町 c.その他 
   

 
その他、バスなどの公共交通に関するあなたのご意見をお聞かせください 

 
 
 
 

 

以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。 


