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Ｑ６ 

あしがるバスの改善点 

あしがるバスの改善したほうが良い点を教えてください。〈あしがるバスの改

善点〉 

 

①本数・ダイヤ（38件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

便数を増やしてほしい。 オレンジ 20代 

１時間に１本あったら嬉しいです。 オレンジ 20代 

せめて１時間に２本、１時間に１本は走ってほしい（沢山住宅も建ってきたの

で）。 
オレンジ 30代 

８、９時台、15、16時台、増便してほしい。 オレンジ 40代 

便数を増やしてほしい。 オレンジ 50代 

１時間に１便位ほしい。 オレンジ 70代 

１時間に１台の割合で出て欲しい。 オレンジ 70代 

便数増便 オレンジ 70代 

１時間に１台あるとよい。 オレンジ 70代 

10時台～11時台 オレンジ 80歳以上 

10時～14時台の便数が少ない。 オレンジ 80歳以上 

２時間に１本は少ない。 グリーン 20代 

１時間に１本以上あると便利だと思いました。 グリーン 20代 

最終便がもう少し遅くなったら便利。 グリーン 30代 

１時間に１本あるともっと利用します。 グリーン 40代 

本数を１時間に１本にしてほしい。 グリーン 40代 

１時間に１本あるともう少し利用します。 グリーン 40代 

便数が少ない。さくら、オレンジ利用。 グリーン 70代 

買物の為の高齢者の足としてもっと利用したいので、午後の便数を増やして

欲しい。 
グリーン 70代 

運行ダイヤ グリーン 70代 

便数の時間を多くしてほしい。 グリーン 70代 

１時間に１便にしていただけますようお願いします。 グリーン 80歳以上 

便数がせめて１時間に１便位あるといい。 グリーン 80歳以上 

２時間に１台は少ない。 グリーン 80歳以上 

１時間に１本だと辛い。 ブルー 10代 

朝の通勤に使いたいです。帰りしか乗らないので、通勤手当が出ません。お

願いします。 
ブルー 20代 

ブルーは１時間に１本、グリーンの名鉄新清洲駅南口発は２時間に１本しか

ないのが不便です。通院も出来ないです。 
ブルー 50代 

８時台 18時台に使いたい。 ブルー 50代 

朝、夕方 自分勝手ですみません。 ブルー 70代 

早い時間、遅い時間がない。 サクラ 20代 

９時台に便があると出かけやすい。 サクラ 20代 

サクラルートでヨシヅヤに買い物に出たとき、帰りのバスが早くて買い物に

取れる時間が少ない 
サクラ 30代 

全線ではないが１時間に１本位にしてもらうと使いやすい。 サクラ 60代 

定期便があるといいな。 サクラ 60代 

１時間ごとに１本３便 サクラ 60代 



2 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

10時、12時台に便を増加出来ませんか？ サクラ 80歳以上 

13時台の便が少ない。 サクラ 80歳以上 

西枇杷島行き、朝９時台の便をお願いしたい。 サクラ 80歳以上 

 

②運行ルート（９件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

１時間交代で反対周りがあれば便利だと思います。 ブルー 80歳以上 

名鉄新清洲駅に行くバスがほしい。 オレンジ 70代 

名鉄新清洲駅に行くバスが欲しい。 オレンジ 80歳以上 

行きは１回の乗り換えでペガサスに行けますが、帰りは２回乗り換えるの

で、帰りも乗り換えが１回になるといいです。 
グリーン 20代 

路線を研究してください。 グリーン 80歳以上 

春日循環はやめて往復運行にしてほしい。 ブルー 60代 

ブルールートで反対側もある方がよい。 ブルー 60代 

市役所まで乗り換え無しで行けるようにして下さい。 ブルー 60代 

乗車のないバス停は省いて時間短縮は不可なのか？ サクラ 70代 

 

③充実している・満足（４件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

『あしがるバス』のシステムはとても良い事だと思いますので、今後とも『あし

がるバス』を利用させて頂きたいと思います。 
グリーン 40代 

良 グリーン 70代 

今のままでもよい。 グリーン 80歳以上 

ありがたいです。 ブルー 80歳以上 

 

④バス停（４件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

バス停に設置できる場所なら、屋根を付けてほしい。 グリーン 60代 

バス停みすぼらしい。 グリーン 70代 

清須市役所支所後の駐車場 バス停新設。 グリーン 80歳以上 

バス停が少しわかりづらいところがある。 ブルー 30代 

 

⑤わかりやすさ・情報提供（２件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

電車のように、どこへ行ってどこでとまるのかがわかりづらい。 オレンジ 30代 

交通機関への便利さを（時間）アピールすればもう少しよくなる様な気がしま

す。 
ブルー 80歳以上 
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⑥遅延対策・定時性（２件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

山中（枇杷島駅方面）の時間を遅れ５分以内にしてほしい（現在８分）。 グリーン 80歳以上 

時間通りに来ないので時刻表と同じ時間通りに来るように手配してください。 サクラ 80歳以上 

 

⑦運賃（２件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

週三回は乗るので、お得なものができるといい。 サクラ 60代 

１日切符の取りやめ。 サクラ 80歳以上 

 

⑧その他（１件ずつの回答）（11件） 

具体的な内容 乗車ルート 年齢 

運転する時のスピード（急にスピードが出ているときがある）。 グリーン 40代 

雨の時等、運転経路上に自宅がある場合で足の不自由な人や体調不良者

などが希望すれば、停留所までではなく、自宅近くで降ろしてほしい。 
グリーン 60代 

全体に グリーン 70代 

特になし。 グリーン 70代 

全体に グリーン 70代 

はなみずき整形に行きたいが、足が悪いのでバス停から病院まで歩けな

い。 
グリーン 70代 

整形外科医院 グリーン 80歳以上 

グリーン 15:15がいっぱいだったからお年寄りと交代してサクラバスに乗るこ

とにした。 
サクラ 40代 

多く サクラ 70代 

免許証をやめたから。 サクラ 80歳以上 

バスや電車の乗り継ぎ オレンジ 40代 
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Ｑ７ 

あしがるバスに対する意見 

あしがるバスに対するご意見をご自由に記入してください。〈あしがるバスに

対する意見〉 

 

①充実している・満足・お褒め（38件） 

意見 乗車ルート 年齢 

今は市民ではないのですが実家への帰省に利用させていただいています。

荷物を持って歩くのが大変なので、とても助かっています。ありがとうござい

ます。 

オレンジ 20代 

どの運転手さんも穏やかな方で安心して乗車しています。 オレンジ 50代 

100円で便利に使っています。 オレンジ 60代 

乗るたびにありがとうございますと喜んで乗せて頂いています。 オレンジ 70代 

乗るたびにありがとうございますと、喜んで乗車させて頂いています。 オレンジ 80歳以上 

私、高齢者にとって、とても有難いバスです。今までは、車、自転車を利用し

ていました。この年齢になって返しました。ほぼ毎日利用する者にとって、タ

クシーを利用するのも困難です。 

オレンジ 80歳以上 

便利 グリーン 20代 

便利 グリーン 20代 

便利 グリーン 20代 

運賃が安いのでありがたいです。 グリーン 20代 

バス内も清潔でいいと思います。 グリーン 60代 

年寄りになり、体が動きにくくなるとあしがるバスが有って良かったと思う。 グリーン 60代 

満足しています。 グリーン 70代 

感じ良い。 グリーン 70代 

年を取ってきましたし、足が不自由になってきていえの近くにバス停が有りい

いと思います。 
グリーン 70代 

びわじま整形は病院の駐車場にバス停があるから便利。 グリーン 70代 

助かります。 グリーン 70代 

車をやめてからとても有難いです。 グリーン 70代 

サービスは良い。 グリーン 80歳以上 

感謝 グリーン 80歳以上 

バスのおかげで 90才でも温泉に行けます。感謝 グリーン 80歳以上 

あしがるバスは大変有難く利用させて頂いております。 グリーン 80歳以上 

感謝しています。 グリーン － 

いつもありがとうございます。 ブルー 20代 

いつもありがとうございます。 ブルー 20代 

いつもありがとうございます。丁寧に運行していただいて助かっています。 ブルー 30代 

このままでいいです。 ブルー 70代 

ありがたく思います。 ブルー 80歳以上 

大変助かってます。 ブルー 80歳以上 

料金が安く利用がしやすいです。 サクラ 20代 

安くて良い。 サクラ 20代 

初めて利用。大変助かります。 サクラ 30代 

いつもありがとうございます。 サクラ 50代 

乗り場も近いためかなり便利に使用しています。 サクラ 60代 

大変助かります。 サクラ 60代 

今のままで。 サクラ 70代 

親切です。 サクラ 70代 
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意見 乗車ルート 年齢 

ありがたい。 サクラ 80歳以上 

 

②運行本数（27件） 

■本数の増減（18件） 

意見 乗車ルート 年齢 

もう少し便数を増やしてほしいです。 オレンジ 20代 

便数が少ない。 オレンジ 20代 

便数を増やしてほしい。 オレンジ 20代 

便を増やす。 オレンジ 20代 

便数を増やして欲しい。 オレンジ 40代 

本数を増やしてほしい。 オレンジ 50代 

１時間に１便あれば必然的に集客は増えると思う。 オレンジ 70代 

２時間に１本は少ないと思いますが、乗車人数を見ると仕方がないと思いま

す。 
オレンジ 80歳以上 

時間帯によって、１時間に１便の数にしていただけたら有難いです。 オレンジ 80歳以上 

便数が少ない為、待ち時間が増加する。 オレンジ 80歳以上 

30分に１本はほしい。 グリーン 40代 

１時間ぐらいにしてほしい。 グリーン 70代 

本数を増やす。 グリーン 70代 

便数がもう少しあるといい。 グリーン 80歳以上 

もう少し便数が多いともっと良いかなと思います。 サクラ 60代 

せめて１時間に１本、または１時間半に１本運行してください。 サクラ 70代 

本数が少ない。乗り遅れると２時間も待たなければならないので、せめて１時

間に１本にしてほしい。 
サクラ 80歳以上 

１時間に１本増やしてください。 サクラ 80歳以上 

 

■時間帯の見直し（７件） 

意見 乗車ルート 年齢 

朝の時間を１本早く（オレンジ）グリーンを１本遅くして下さい。 オレンジ 60代 

朝７時台、夕方 16、17時台の便を増やして欲しい。 オレンジ 70代 

朝８時台から運行してもらえると助かります。 ブルー 20代 

通勤時間の午前７時台に便が無いです。とても不便で困っています。腰痛な

のに無理して自転車で駅まで通っています（約 25分）。 
ブルー 50代 

便数をグリーンにも 15時 16時で増やして欲しい。乗れない時多い。わたし

はサクラに乗る時もあるけど夏と冬はつらい。 
サクラ 40代 

18時台もバスがあるといい。 サクラ 40代 

朝と夕方の便がほしい。朝は９時ごろ、夕方は 15～16時。 サクラ 80歳以上 

 

■主要施設・病院等（２件） 

意見 乗車ルート 年齢 

アオキスーパーの買い物にて品物を見る時間及びレジが混雑すると、バス

には乗ることが出来ません。現在は 30分でしか回ることが出来ません。 
グリーン 70代 

枇杷島駅周辺に住んでいます。子どもがおり図書館によく行きますが便が少

なく先日、清須だよりの枇杷島小学校の女の子の投書のあった通り気軽に

図書館へ行けるようサクラルートの便数を増やしてほしいです。 

サクラ 30代 
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③運行ルート（13件） 

■見直し・廃止（７件） 

意見 乗車ルート 年齢 

無駄なバス停有り。 オレンジ 70代 

運行経路を研究して下さい。 グリーン 80歳以上 

東町公民館等、乗降のないバス停等調べてほしい。 グリーン 80歳以上 

利用少ないバス停を無しに。例：東町公民館前 グリーン 80歳以上 

ヨシヅヤに行くだけなのに、すごく大回りするので、時間の無駄になってしま

います。帰りは早いですが。 
ブルー 60代 

停車場所を多くして頂きたいです。 ブルー 80歳以上 

綿半バス停～本町保育園までが長すぎる。 サクラ 80歳以上 

 

■自宅付近（３件） 

意見 乗車ルート 年齢 

郷１にはバス停がありません。住宅も増えましたので増やして下さい。 オレンジ 70代 

朝 10時 18分にお願いします。足が痛いので清洲住宅に停まって欲しい。 グリーン 80歳以上 

西枇から清洲方面を増やす。 ブルー 20代 

 

■主要施設・病院等（３件） 

意見 乗車ルート 年齢 

現在のブルールートを市役所から出るようにしてほしい。 オレンジ 50代 

直通で図書館へ行けたら良いなと思います。 オレンジ 60代 

ＪＲ清洲駅ちかくにもバス停があると嬉しい。 サクラ 40代 

 

④接遇・マナー（８件） 

意見 乗車ルート 年齢 

時々運転が荒い。 オレンジ 20代 

運転荒い人がいる。 オレンジ 20代 

いつも大変有難く利用させてもらっていますが、運転手の人達の態度が良く

ないです。今まで何度か乗っていて、一人しか親切な人に会いませんでし

た。 

オレンジ 30代 

今までよく『あしがるバス』を利用させて頂いておりますが、その中で運転手さ

んの態度やマナーが悪い方が何名かいます。運転手さんのマナーや態度を

しっかりと徹底して頂き、もしあまりにも運転手さんのマナーや態度が悪かっ

たら、配属を変えて頂くなどの必要があるかと思います。（清須市のイメージ

ダウンにも繋がるので） 

グリーン 40代 

ドライバーは交通ルールを守りましょう。 グリーン 50代 

親切な運転手さんばかりですが、急ブレーキを頻繁に踏む運転手さんが居

てこわい。気分が悪くなる時がある。訓練して下さい。 
ブルー 80歳以上 

運転が荒い人がいるのでもう少しゆっくり立っている人にもやさしい運転をお

願いします。座っていても怖い時がある。 
サクラ 50代 

いつもあしがるバスには、お世話になっております。通勤で、朝夕乗せてもら

っていますが、朝乗る時には必ず挨拶もしますが、無言の方もいます。ドライ

バーさんは運転だけがお仕事かもしれませんが、言葉位はお願いしたいで

す。大体の方はしてくれますが・・・。 

サクラ 70代 
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⑤バス停施設（５件） 

意見 乗車ルート 年齢 

全バス停場所にイスがほしい。 グリーン 60代 

全バス停にイスがあるといい。 グリーン 60代 

全バス停にイスがほしい。 グリーン 60代 

バス停に雨除けの屋根とベンチが欲しい。 グリーン 70代 

枇杷島駅西口にベンチがあると有難いです。よろしくお願いします。 グリーン 80歳以上 

 

⑥運賃（５件） 

意見 乗車ルート 年齢 

無料 65歳以上 グリーン 70代 

チケット、回数券希望。 ブルー 80歳以上 

回数券とかあるといい。 サクラ 60代 

回数券のようなものを作ってほしい。 サクラ 60代 

定期券があるといいです。 サクラ 80歳以上 

 

⑦遅延対策・定時性向上（４件） 

意見 乗車ルート 年齢 

ブルールートの 16時 清洲駅発に乗っているが大体２～３分遅れるのでダ

イヤ改正した方が良い。 
ブルー 30代 

平日 時刻表通りにバスが来てほしい ブルー 80歳以上 

決まった時刻に遅れるがどうか？（交通渋滞のせいか？） サクラ 80歳以上 

「足」として使う以上、時刻表の正確性を守ってほしい。 サクラ 80歳以上 

 

⑧わかりやすさ・情報提供（４件） 

意見 乗車ルート 年齢 

乗っている時に停留所の案内が欲しいです。市民はまだ分かるかもしれませ

んが、他から来ている人はどこら辺で停まるのか、ここがどこなのかも分かり

ません。 

オレンジ 30代 

駅名停留所が似ててお年寄りが間違いやすい。 グリーン 40代 

客数アップ 宣伝 ブルー 40代 

周辺の歩けるマップのようなガイドブックがあるといいと思う。 ブルー 80歳以上 

 

⑨ＩＣカード（３件） 

意見 乗車ルート 年齢 

マナカ使えたら便利。 オレンジ 40代 

マナカ使えたら良い。 グリーン 40代 

マナカも使えると嬉しいです。 ブルー 20代 

 

⑩感染症対策（２件） 

意見 乗車ルート 年齢 

体温測定機で体温の高い人を判別する（37度以上）。 グリーン 60代 

マイクロバスの換気が不足。小窓を全て開ける等が必要。 サクラ 60代 
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⑪その他（１件ずつの回答）（11件） 

意見 乗車ルート 年齢 

高齢者へのサービス グリーン 70代 

特になし。 グリーン 70代 

降車時バス停（中河原公民館東）の降車位置（墓地入口（真ん前））より、少

し（１～２歩）手前で停めて降ろしてほしい（最終便）。特に冬場の最終便は墓

地真ん前の降車は気分が悪いです（バス停はそのままで可）。 

グリーン 70代 

なし グリーン 80歳以上 

特にありません。 ブルー 50代 

雨天時に利用してます。 ブルー 50代 

車の乗り降りが楽です。年をとってくると足が悪くなり乗り降りの足台が高い

と難儀している。 
ブルー 70代 

バスは見かけることはあったが、どういったものか知らなかった。 サクラ 40代 

名古屋市用駐輪場が少ない。 サクラ 80歳以上 

ＪＲ清洲駅名鉄新清洲駅。 サクラ 80歳以上 

乗り継ぎを良くしてほしい。 オレンジ 40代 

 


