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問７ 
公共交通に対する意見・感想 

公共交通に対するご意見・ご感想がございましたら、ご自由にお書きください。 

Ａ．鉄道に関する意見 

①駐車場・駐輪場・駅周辺（18件） 

意見・感想 地区 年齢 

新清洲駅周辺がしょぼい。道が狭い、暗い、危ない。特に北側、いつも事故りそうになり

ます。 
清洲地区 40代 

ＪＲ枇杷島駅の一般・定期利用者の自転車置き場(特にスーパー側付近）の放置車両

（主に定期利用の切れた学生のもの）が多すぎる。そのため一般利用したい時に空きが

無く事務所に出向いて預けるため不便。定期利用で毎月払っているのに停めることが

出来ない時がある。何のための定期利用の場所を作ったのでしょうか？ 

西枇杷島地区 20代 

ＪＲ清洲駅の周辺を早く整備して欲しい。駅付近は禁煙なので、すぐそばの自販機の付

近でよく吸われているのを見ます。どうにかなりませんか？ 
清洲地区 30代 

駅の駐輪場の整備もしつつ、無料が良い。ＪＲのようにいちいち支払いをする時間がも

ったいない。 
西枇杷島地区 30代 

新清洲駅の駐輪場だが月極めの方は屋根が無くて雨の日は不便である。定期券の更

新をする際は有人のため、土日に行えない点と現金のみの取り扱いなので使いづらさ

を感じる。口座引き落としやクレカ対応などして頂けるとありがたい。１日の方は 50円値

上がりし、150円となったが高いと思う。朝、空いていない時があるので足りていないと

思う。その為、近くに停めただけなのに日中勝手に駐輪ラックに移動されているがどうか

と思う。 

清洲地区 30代 

須ケ口駅周辺の活性化。駅ビルに空き店舗が多すぎて閑散としている。 新川地区 40代 

鉄道駅周辺の歩道を整備して欲しい。 清洲地区 40代 

税金が上がっているのに駅の駐輪場がどんどん有料になって行くのはどうかと思う。  西枇杷島地区 20代 

須ケ口駅には無料の駐輪場が無いように思いますが、なぜですか？もしもあれば出か

ける際に電車の利用をもっとすると思います。急行も止まる便利な駅なので、駅ビルや

周辺ももう少し栄えて欲しいです。 

新川地区 30代 

近くのＪＲ・名鉄を利用する時は自転車で駅まで行きますが、雨の日はでかけません。

市営の駐車場が出来ればとても便利になります。あしがるバスは年に１～２回利用して

います。 

新川地区 50代 

枇杷島以外、駅の周りの駐輪場、駐車場、ロータリーが狭く不便。新清洲駅北側駐輪場

に屋根が必要（有料なので）。 
清洲地区 30代 

ＪＲ枇杷島有料駐輪場が狭すぎて停めにくい。特に上段はハンドルがひっかかるので改

善してほしい。 
西枇杷島地区 20代 

駅の付近の駐車場の整備を充実させてほしいです。またお手洗いの環境を良くして欲し

い。 
新川地区 20代 

駐輪場を無料の場所を作ってほしい。 清洲地区 20代 
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意見・感想 地区 年齢 

名鉄駅前に駐輪が出来なくなってから駅まで歩いている。不便になった。また駅前に駐

輪できるようにしてほしい。スペースだって何にも活用していない。駅から歩いている人

もよく見かけるようになった。老いた女性が暗がりを 15分歩いているのを見かけ危ない

と思う。レンタルサイクルを常時設置してもいいと思う。景観よりも市民が生活しやすい

ようにして欲しい。 

－ － 

ＪＲ清洲駅の駐輪場に屋根が欲しいです。 春日地区 20代 

通勤で電車を利用しますが、駐輪場の費用は個人負担の為、駅前の駐輪施設を使用し

やすく、改善されれば自家用車の利用は減らせると思います。 
清洲地区 40代 

枇杷島駅に無料駐輪場を設けてほしい。近くのスーパーに止めている人がいて、スーパ

ー側にも迷惑。とりしまっても金がかかるので、駅近くの以前の仮駐輪場を開放してほし

い。それだけで良いです。以上。 

新川地区 30代 

 

②駅施設・バリアフリー（12件） 

意見・感想 地区 年齢 

名鉄新清洲駅の改善。子育て世代にも利用しやすいようにして欲しい。今のままだと最

寄り駅なのに利用することを躊躇してしまう。 
清洲地区 20代 

清洲在住ですのでやはり名鉄新清洲駅もＪＲ清洲駅も、公共交通を利用して全国から

来ていただいた方々が、感動できる美しく華やかで楽しい駅づくりをしてほしいです。お

店があり、買い物、飲食ができ、安心して滞在できる環境があれば街全体も発展します

し、他県からの利用の方があしがるバスを使って移動して頂けると思う。 

清洲地区 40代 

列車速度の為か踏切が早く閉り、新川橋では 30分間隔の為、無理に遮断機をくぐり抜

けるのが目につき危険を感じる。以前は踏切の両側に階段があったため、踏切が閉ま

っても階段を上下することで無理な横断は少なかったと思う。改善を望みたい。 

新川地区 60代 

人身事故で電車が遅れ出勤に困る。ゲートをつけてほしい。 清洲地区 60代 

駅・ホームまでの階段が多すぎる（高齢者のため）。 清洲地区 70代 

ＪＲ清洲駅：エレベーターではなくエスカレーターにしてほしい。 春日地区 20代 

ＪＲ清洲駅の入口について、西側の方に改札口を作っていただきたい。 清洲地区 30代 

城北線はエレベーターを付けて欲しいです。上小田井にもつなげてほしいです。 新川地区 40代 

ＪＲ東海道本線清洲駅の改札口が線路反対側にもあったら便利。 清洲地区 60代 

名鉄新清洲駅の架橋事業がどうなっているのか、一般市民により丁寧に情報公開をし

てほしい。清須市の行政はやる事がすべて遅い気がする。 
清洲地区 50代 

新清洲駅がもっときれいになってほしい。ＪＲ清洲駅が反対側からも行けるようにしてほ

しい。 
清洲地区 20代 

ＪＲ清洲駅の改札口を線路の反対側にもあったら使いやすいです。また、名鉄新清洲駅

も改札、ホームが狭いのでホーム反対側に改札を増やすとスムーズになると思います。 
清洲地区 30代 
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③鉄道の本数・ダイヤ（11件） 

意見・感想 地区 年齢 

名鉄の市内駅のうち新川橋、西枇杷島のみが基本２本/時停車なので、少なくとも 15分

間隔になるようにして欲しい。 
新川地区 60代 

城北線の増便と運賃を安くし、利用客を増やすことを希望します。 新川地区 40代 

尾張星の宮駅の本数が少ない。乗り換えが多すぎる。 清洲地区 70代 

名鉄西枇杷島駅の本数が増えるといいと思う。 西枇杷島地区 60代 

下小田井駅は乗車する人に対して運行本数が少なすぎる。特に朝はもう少し増やすべ

き。 
西枇杷島地区 40代 

名鉄の始発の時間、二ツ杁、新川橋駅が遅いので早くなれば良い。5：27の岐阜行きの

普通電車に乗るには須ケ口まで徒歩で行かなくてはならないので不便。 
西枇杷島地区 40代 

城北線は便利だが、本数も少ないし運賃も高いので使いづらい。 新川地区 30代 

下小田井駅を利用しています。朝本数が少なく、利用する人数も多いと感じます。改善

できないでしょうか。 
西枇杷島地区 20代 

枇杷島駅よりＪＲをよく利用させてもらっています。名古屋駅にすぐ着くのでとても便利な

のですが、１時間に約４本と本数が少ないので利用しづらいと感じることが多いです。 
西枇杷島地区 40代 

枇杷島駅～名古屋間の電車の本数を増やしてほしい。 西枇杷島地区 30代 

城北線の時間あたり増便を希望します。せめて４本/時間ぐらいあると使いやすい。便

利と思います。 
清洲地区 40代 

 

④鉄道の運賃（５件） 

意見・感想 地区 年齢 

鉄道料金、中高生も安くしてほしい。せっかく近くに駅があっても中学生ー大人料金なの

であまり使わなくなった。 
西枇杷島地区 30代 

城北線で交通系ＩＣが使用できるようにしてほしい。 新川地区 30代 

名鉄、ＪＲは、シルバーにお値打ちにしてほしい。名鉄病院とか買い物に便利。名古屋と

か外出したい。 
西枇杷島地区 60代 

城北線の増便と運賃を安くし、利用客を増やすことを希望します。 新川地区 40代 

城北線は便利だが、本数も少ないし運賃も高いので使いづらい。 新川地区 30代 

 

⑤バス・他路線との接続（４件） 

意見・感想 地区 年齢 

ターゲットが高齢者であれば問題ないかもしれませんが、学生、社会人も含むのであれ

ば、もう少し駅での乗降客目線で時間の見直しをしてみては？（名古屋方面から帰宅す

る娘を迎えに行くと決まって電車の到着３～４分前にバスが来てほぼ誰も乗せずに走り

去るのを見ているともったいないなと思います。） 

清洲地区 50代 

主に上小田井駅を利用しているが城北線の小田井駅と名鉄及び地下鉄の上小田井駅

が徒歩５～10分程離れているので、乗り換えにとても不便。 
新川地区 40代 

丸ノ内から各駅へ名鉄で向かう場合、行きはまだしも帰りの須ケ口からの連絡がとても

悪く、時間によっては 20分くらい須ケ口で待つことがある。是非改善してほしい。 
新川地区 60代 
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意見・感想 地区 年齢 

丸ノ内駅は夜の時間帯に名古屋方面から乗る場合、乗り継ぎが大変不便で、20分近く

須ケ口で待ち時間を持て余すことがあります。困っています。※公共交通ではないです

が、新川タクシーも夜９時すぎには１台もいなくなり困ります。 

新川地区 50代 

 

⑥鉄道の運休・遅延対策（３件） 

意見・感想 地区 年齢 

名鉄はよく遅延する為、予約時間や約束の時間がある時は困ります。 新川地区 50代 

雪の日や台風の日にインターネットですぐに電車の運行状況が見られるようにしてほし

いです。 
西枇杷島地区 30代 

事故があったりすると何時間も待ったりして次の電車の見込みがつかない！ＪＲで１度

あったのは、夜 10：00に帰ったのに夜中の 12：30頃になって、次のホームまで変わっ

たりした！ 

西枇杷島地区 60代 
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Ｂ．あしがるバスに関する意見 

①バスの運行ルート（83件） 

■市外への乗り入れ（20件） 

意見・感想 地区 年齢 

あしがるバス→名古屋駅まで行くルートを設けてほしい。 新川地区 60代 

現状、通勤・通学にあしがるバスは使用しづらい。しかし目的としては移動手段を持たな

い方へのサポートがメインと考えられるので、日中の利用者の便が優先で良い。名古屋

市への接続も考え、名古屋の市バス、地下鉄の近くまで行けると良い。 

清洲地区 40代 

古城の交差点より南側（下小田井駅側）に名駅や栄へいけるバス停が欲しい。 西枇杷島地区 40代 

運行ルート：名古屋空港・名古屋駅行線をつくる。 清洲地区 60代 

大規模商業施設への運行を使いたい。（ヨシヅヤ、イオン（mozo）） 清洲地区 50代 

日本の人口は減少しているので利用者が減るのは自然である。できるだけ運行経費の

行政負担割合を減らしたいのであれば、バスの市外への接続もアイデアかもしれない。 
西枇杷島地区 30代 

市内だけではなく、市外の施設へ行けるようルートの見直しをお願いしたい。 清洲地区 30代 

あしがるバスのルートをみると、高齢者向けの市内公共施設への移動手段の保障とい

う感がする。それで良いとするなら自分が高齢になった時に利用できれば良いという思

いであるが、より多くの人に満足してもらうならばルートを市外に広げ、利用価値を高め

る必要があると思う。上小田井駅（モゾ）、広田緑地、名駅など。名駅と清洲城を結ぶと

外からの利用も増える可能性は高い。 

西枇杷島地区 60代 

近隣市町との相互乗り入れ。 新川地区 70代 

豊山町のタウンバスのように名古屋へ行けるバスがあるといいですね。 西枇杷島地区 60代 

ＪＲ名鉄などの駅が、直接、朝日貝塚やキリンビール等に行けるバスがあると他地域の

人が使うと思う。 
清洲地区 50代 

清須市以外のモゾワンダーシティなどにも（直行便）バスで行けたらいいと思いました。 西枇杷島地区 50代 

市内には店が少ないので、他市への乗り入れも検討して欲しい。 春日地区 70代 

清須市以外の近くのホームセンターやリーフウォーク、西春駅、稲沢駅等にも行けると、

車の利用が減るので運行されると良い。その場所によって運賃の上乗せをしても良い。 
春日地区 70代 

清須に来てから車以外の移動は本当に不便です。バスも市内だけでなく他の市との連

携があると良いのですが。 
清洲地区 70代 

名古屋の名鉄バスと契約して名古屋駅にバスのみで行けると良い。 清洲地区 40代 

市外からの観光にも使ってもらえるようなルート、アピール。せめて上小田井、東枇杷島

など、地下鉄のり入れルートもあると良い。（清須市でないことは分かっていますが）せっ

かく名古屋も近いのだからうまく連携すべき。 

西枇杷島地区 40代 

清須市内だけでなく上小田井駅にも接続し、利便性を向上させるべき。 春日地区 60代 

モゾに行く際、自転車か自動車なので清須市ではないがそこまでバスが行くのなら若い

人も使用すると思う。 
新川地区 20代 

清須はアクセスが良いので隣接する名古屋市や稲沢市への市バスや鉄道の乗り換え

がしやすくなるようなルートがあると大きな病院等もあるので便利だと思うし、市外の病

院や幼稚園に通う人も多いと思う。又、豊山町では町バスで北区や栄まで通っているの

で、清須も西区や中村区方面までルートがあると便利だと思った。利用状況にもよるが

本数も最低１時間に１本ある方が良いと思いました。 

西枇杷島地区 30代 
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■自宅付近（17件） 

意見・感想 地区 年齢 

高齢化の進んでいる問屋町、橋詰・十軒にバス停を作ってください。 西枇杷島地区 40代 

あしがるバスは自動車免許を返納したら使いたいと思いますが、バス停が遠いので近く

にあればと思います。 
新川地区 50代 

バスは乗車場所が近くにないと利用不可の為、200ｍ毎の停留所が必要では。 清洲地区 #N/A 

実家が阿原地区だが地区の中ではなく尾張星の宮駅とカルチバ新川の２ケ所で阿原地

区住民が住んでいる場所よりかなり離れた場所に停留所がある。年配者がここまで行く

だけでも大変（買い物の場合荷物もある）のため、気軽に使おうとしないと思う。 

西枇杷島地区 50代 

阿原地区に走るバスが少なすぎます。 新川地区 60代 

近所にバス停が無いので使用したことはありませんが、子が小さく、健診等で公共施設

を利用することがあるので、あれば便利だなと思います。 
西枇杷島地区 30代 

特に買い物で、自宅より離れている所へ向かう場合は、徒歩、自転車以外の手段が必

要。あしがるバスで、直通ルートも作ってはどうか？  
西枇杷島地区 50代 

バス停、駅が遠いのは、昔から。あしがるバスがあれば有難い。 新川地区 70代 

便利かつ良ければ利用者は増えるはず。値上げの前にそちらを考えるべき。字（アザ）

の中をもっとくまなく回ってくれるバス。地元の住民の意見を聞いてもらいたい。 
春日地区 60代 

あしがるバスは本数が少なすぎるし、バス停も近くにないので利用しづらい。せめて公

園にはバス停を作ってほしい。将来的に免許を返納して自転車も乗れなくなったら、近く

にバス停が無いと歩くのも大変になった時に困る。 

清洲地区 50代 

あしがるバス停が近くにない、年寄りは踏切を渡るのも危ないと思う。足場が悪い為、21

号線の北側にも清須市があることを忘れないで。 
西枇杷島地区 30代 

あしがるバスはもっと清須市をくまなく走ってほしい。（古城地区までのバスとか） 西枇杷島地区 20代 

町内又は２町内で走らせてほしい。 西枇杷島地区 70代 

あしがるバスのルートがもっと多いと嬉しいです。時間がかかりすぎるし、本数も少な

い。時間のあるお年寄りには良いと思うが時間が無い人には不向きと思う。 
春日地区 40代 

一丁目のバス停があまりにも離れている。もっと近くにしてほしい。 清洲地区 70代 

新清洲駅より西の十年以上前にできた団地（区画整理）の場所にもバスを通らせたらど

うか。ツツミ田公園、高島公園のあたり。市民バスは「いかに自分の家から近いか」で利

用率が変わると思う。 

清洲地区 40代 

じゃああしがるバスを利用しようとしても、自分の住んでいる方にバス停がないし本数も

なさそうで、この地域に住むのがとても不便に思う。 
－ － 
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■駅・主要施設（17件） 

意見・感想 地区 年齢 

鉄道駅を起点とする運行ルートを拡充する。観光客の足にもなる「あしがるバス」を考え

るべき。 
清洲地区 70代 

清洲駅までは 15分くらいで（あしがるバス）行けるのですが、駅から公民館（春日）帰り

は１時間くらいかかります。もっと早く帰れる方法が分かりません（勉強不足）。時短出来

ればと思います。稲沢駅まで行ってタクシーで帰った時もたまにあります。先々車の運

転も出来なくなり公共のバスを期待しています。 

春日地区 70代 

春日から新清洲駅に行くバスがあると便利。子供たちの通学にあしがるバスを利用した

くても乗り換えばかりだと心配で乗れない。 
春日地区 40代 

市役所の近くの西枇杷島警察署近くにバス停があると免許関連の手続きをするのにあ

りがたい。若い世代の方が少ない気がするので、人が多く集まる場所付近のルート・バ

ス停を設定すると需要が伸びそう。 

西枇杷島地区 20代 

自分は西田中に住んでいるが同封してあったバスのルートを見ると使い勝手は非常に

悪い。名鉄でもＪＲもオレンジルートにはない（尾張星の宮駅は問題外の為）。乗り放題

なんかなしで良いので、普通に使い勝手のよいバスなら利用したいと思う。今のバス停

の位置を見ると議員の力が反映されてるようにしか見えない。 

清洲地区 40代 

利用者を増やしたいのであれば若者向けに駅や学校、ショッピングセンターや名古屋行

きの便を増やしてみるのはどうかと思います（１時間に２本は欲しいです）。 
清洲地区 30代 

起点ルート型と目的地ルート。例えばＪＲ枇杷島駅→清洲城、朝日ミュージアム往復型

を取り入れてはどうですか？ 
新川地区 60代 

あしがるバスについては、若い世代（主に 20代）よりも高齢の世代（70歳以上）におけ

る利用が大半ではないだろうかと考える。今後、あいち朝日遺跡ミュージアムがオープ

ンすることにともない、先に述べた若い世代をターゲットとした、主に土休日運行などの

観光施設をメインルートとした路線を開拓してみるというのも一つの手かもしれない。 

新川地区 20代 

現在、最寄りのバス停のルートはオレンジルートになるが、最寄りの駅（新清洲駅）を通

らないので利用していない。駅を利用する人が多いと思うので、近くの駅は通して欲し

い。 

清洲地区 30代 

清須の施設廻り専用バス（観光専用特急バス）（歴史専用バス）。例としてあいち朝日遺

跡ミュージアム→はるひ美術館、清洲ヨシヅヤ、日吉神社、清洲城、清須市役所、湯吉

郎、ヤマナカ・ロイヤル、その他、総見院、問屋記念館など。 

西枇杷島地区 60代 

あしがるバスを鉄道の駅発にしてほしい。便の数もメリハリが必要。 清洲地区 30代 

新規に公共施設が出来た時、バス停を新設してほしい。（ルート変更） 清洲地区 30代 

ＪＲ清洲駅や名鉄新清洲駅から、清須市内の観光の大目玉である清洲城へ公共交通で

行けるバスがあると観光客の人は大変喜ばれると思います。今はないためお客様に直

接行けるバスはないですとしか答えようがなく、これからは駅から清洲城を経てあいち

朝日遺跡ミュージアムへ行けるルートを確立するとお客様も県も嬉んでくれ大変良いと

思います。 

春日地区 70代 
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意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスは最初の頃に比べると本数もルートも時間の長さもずいぶん充実してきて

はいると思います。状況的、ルート的に難しいのは解っていますが、市役所に行くのに

乗り換えをしないといけないのは、年をとって車の運転をしなくなった時に不便かなと感

じています。 

春日地区 40代 

助七～須ケ口のバスが欲しい。 新川地区 20代 

星の宮、貝塚、春日地区に駅がほぼないので、そこから駅へ行くルートがもっとあるとい

い。名鉄、ＪＲどちらも直接いけるルートがいい。あしがるバスの乗り継してまでは駅に

行かない。 

清洲地区 40代 

「あいち朝日遺跡ミュージアム」「清洲城」へは主要駅からシャトルバスを運行する（休

日）などして高齢者が引きこもらず、コロナが落ち着いた頃、清須が少し集える場所にな

ることを願う。 

清洲地区 50代 

 

■見直し・廃止（10件） 

意見・感想 地区 年齢 

そもそも公共交通を利用してほしくてあしがるバスを運行させてるのであれば、運行ル

ートが駅周辺しか走ってないのは何故なのか？国道 22号から西には運行ルートさえな

く、どのように利用してほしいのか分からない。ターゲットを誰にするのか？学生ならば

朝・夕のルート、高齢者ならば昼中ルートなど１日中同じルートでは利用客は伸びず、税

金ばかりが使われ利用しない出来ない市民は不満でしかない。 

西枇杷島地区 30代 

まわるルートが少ないから高齢者が利用しない…（バス停を増やす）。もっと細かいルー

トでまわる必要がある。本数を減らしてこまかいルートにする必要がある。高齢者には

時間の余裕があると思う。 

西枇杷島地区 50代 

あしがるバスのルートの拡充。 西枇杷島地区 60代 

あしがるバスのバス停が減少しました。友人たちと利用しづらいと話しています。 清洲地区 70代 

あしがるバスは年配の方には必要だと思います。年配の方のみならず、お子様や他い

ろんな方がもっと気軽に利用できるように、ルートをもっとコンパクトにしても良いと思い

ます。 

清洲地区 50代 

ヨシヅヤから清洲駅に行く時にあしがるバスで行きたいのですが、適当なバスが見当た

りません。私の見落としでしょうか。出来たら利用したいのでお願いします。 
清洲地区 60代 

ルートが複雑に錯綜している為、目的地へのルート判定が難しい。利便性の充実と簡易

性の向上とのバランスを考慮すべき。ルートの理解度が利用者の上昇への第一歩であ

り、庁職員内でも良いので現状調査をしても良いと思います。 

西枇杷島地区 70代 

人が全く乗降しない所はバス停の存続を考え、名鉄の駅に近い所にバス停を変更して

頂ければ乗降数が増えるのではないでしょうか。 
新川地区 50代 

あしがるバスの運行経費の市負担額が 80％、56百万円もあるとは知りませんでした。

一度も利用したことは無いのですが、乗客が乗っていない走っているバスを見かけたこ

とがあります。運行本数やルートの見直しを行っても良いと思います。 

西枇杷島地区 50代 
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意見・感想 地区 年齢 

公共交通機関と言っても幅広いので、何を書いたらよいかわかりませんが、あしがるバ

スに関して言わせてもらえば、見たところもう十分にルートも網羅されているのではない

か？34年間、乗り続けている自分もいつかは車から離れなければいけない時がくるで

しょう。その時には、窓から景色を見ながら買い物、必要な場所へゆったりとした気分で

あしがるバスを使わせていただきたいです。あと、公共機関にとどまらず、日常のものす

べて、昔と比較すると本当に便利になった。あしがるバスに関して言えば、これ以上つき

つめなくてもよいのではないか？人間、何事も便利になればなるほど、高飛車、高慢、

横着になる。そして「その便利さが、当然のよう」に生きている。けれど、何かあって利用

できなくなったりすると、文句を言い始めたりする。便利さもほどほどでよいと思う。毎

日、今現在の便利さに感謝して生きている人が一体どれくらいいるのだろう。あと、自分

が運転中、信号待ち中、停留所から発車時のあしがるバスを見かけますが、乗車してい

る客が見当たらない。私も清須市内全域を走り回っているわけではないし、時間帯のこ

ともあるのでしょうが、いつ見かけても３人乗っている状態を目にしたことがない。１人か

無人です。偶然なのでしょうか。乗車人数が０や１、２人である時間帯は、調査した上で

本数を減らしてもよいと思う。本当にもったいない。まずはあしがるバスがあること自体、

実に便利。８時～19時くらいまで運行してくれることも便利。その１人か２人のお客様

は、今まで乗っていた時間の前後のバスを使えばよい。どうしてもその時間に行く用事

があれば、自費でタクシーなり電車なり利用する。私だったらそうする。 

西枇杷島地区 60代 

 

■商業施設・病院等（８件） 

意見・感想 地区 年齢 

お年寄りがはなみずき整形外科にいくのにバスを利用されていますが、バス停が遠いよ

うです。ロケーションシステムは遅れていることがわかり便利です。 
新川地区 40代 

日常的に使う「あしがるバス」は買い物、医者に行く時が多い。その時の利便性が大

切。他に学生、子供連れが利用しやすい時間、ルートを検討すれば若い人に便利にな

る。 

清洲地区 70代 

ルート上にある医院の所に乗り場を設置して欲しい。 清洲地区 70代 

高齢者は病院に行くための交通手段が必要なのに病院の近くにバス停は無い。一人も

乗っていないバスをよく見かける。 
西枇杷島地区 50代 

年配者へ車の免許証返納を促す目的もあるのであれば、食料品、日用品を気軽に買い

に行くことが主要となるので、１つのルートにスーパーを数軒入れると良いと思う（途中

市役所やヨシヅヤが入るが、そこまでに２～３軒入れると増えるのでは？）。逆に公園、

保育園は使用者はいないように感じる。 

西枇杷島地区 50代 

高齢になりますと整形外科へ通院する日が毎日ですので、病院の近くでバス停を作って

いただきたいです。 
西枇杷島地区 70代 

利用人数の多いスーパーや市役所などへ直行で行けるバスがあると子連れ（２人以上）

でも乗ってみようと思える。駅やバス停が近くても目的地までの道のりが長いと子供をあ

やすのが大変なので。 

新川地区 30代 
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意見・感想 地区 年齢 

清須市の鉄道は便利だと思いますが、市バスはルートに偏りがあると思う。スーパーや

病院付近、保育園、幼稚園、児童福祉施設などにももう少し増えるといいのでは。 
西枇杷島地区 30代 

 

■他路線バスの乗り入れ（７件） 

意見・感想 地区 年齢 

理想は名古屋駅～は鉄道で、栄にはバスで。栄行きの名古屋市バスが乗り入れてくれ

るとありがたい。 
新川地区 50代 

名古屋方面への移動は自家用車か鉄道を、その他の方面へは自家用車を併用してお

ります。自家用車の利用を減らすためにも名古屋市バスを市内にも導入して頂きたいで

す。 

西枇杷島地区 40代 

津島市などは名古屋市内から名鉄バスが運行されていますが、可能であれば清須も導

入したらいいと思います。 
清洲地区 30代 

名鉄バス復活 清洲地区 60代 

やはり名古屋市バスの相互乗り入れ。 西枇杷島地区 40代 

名鉄バスのルートが市内にできるとより利便性があると思います。 西枇杷島地区 30代 

名古屋市との合併を考え、地下鉄、市バスの導入を期待したい。 新川地区 60代 

 

■逆ルート（４件） 

意見・感想 地区 年齢 

平安の里に行きたいのですが、行きは良いのですが、帰りは春日を一周してヨシヅヤに

もどるので、時間がすごくかかります。 
新川地区 70代 

出来ればでいいのですが、ブルールートを左回り、右回り、両方あるとより良いと思いま

す。あと、人があまり利用しないバス停はショートカットしてもいいと思います。 
春日地区 40代 

ブルールートは循環ではなく逆回りもつくってほしい。 春日地区 60代 

ブルールートの反対ルートが欲しい。清洲駅までは 10分くらいで行くことができるが、清

洲駅から自宅まで行くルートがないため、バスを利用しづらい。 
春日地区 30代 

 

②あしがるバスの維持・充実（45件） 

意見・感想 地区 年齢 

各ルート増設すれば利用者も増えるのでは。清須は老人が多いのでもっとバスを充実し

てほしい。 
春日地区 30代 

利用したいことが無いのでよくわかりませんが、前に比べ本数など充実しているように

思います。自分は近くのバス停から直通で行ける所もありますが、帰りの手荷物を思う

とやはりためらいます。これからの高齢化に伴い（免許返納で）あしがるバスはなくては

ならない物となるでしょう。バス停で待つ人を以前より多く見かけるようになりました。移

動手段が無い人には特に必要かと。 

新川地区 60代 

年老いた義父が運転免許を返納し、事故の心配から解放されたのですが、自動車生活

に慣れていた人があしがるバスやタクシーを使って市内を移動するという感覚になるま

で義父本人は時間がかかりました。それまでは私が「送っていく」「迎えに行く」係になっ

ていました。あしがるバスがもっと利用され便利になると助かると思っています。 

－ 50代 
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意見・感想 地区 年齢 

２～３回あしがるバスにのったのですが、利用の仕方で色々に使えると思います（あまり

行ったことのないルートに乗って回るのは楽しかったです）。清須の桜まつり、アルコー

ル等飲んでもバスがあると安心です。 

春日地区 60代 

現状は車の無い生活は考えられないが、自身が高齢になり、バス利用者となった時、今

の運行状況では不便と感じる。現在バスを利用されている方々の意見を参考に改善さ

れるのが良いのではと考えます。 

清洲地区 50代 

ただ今育児休暇中です。子供が小さいとやはりマイカーがとても便利であり、市内移動

であればマイカー利用がほとんどです。また、コロナ禍でマイカーの方が安心という思い

もあります。しかし、免許返納や老後を思うと、あしがるバスは無くてはならないものだと

思います。土田、上条周辺は子育て世代とリタイヤした世代と二極化している為、あしが

るバスの必要性はあると思います。今は現状維持が妥当かと思います。 

清洲地区 30代 

お年寄りの方に対してバスは必ず必要だと思います。普段使用する方の意見が最重要

であると考えます。 
清洲地区 30代 

バスの規模的に通勤、通学利用は考えられていないようなので、今後も十数年は利用

しないと思うが、免許返納者等の為には維持は必要と思われる。 
春日地区 30代 

今は自転車に乗っての移動が便利なのでバスを使っていません。けれどもこれから年

齢を重ねることで自転車の利用も出来なくなります。そうするとバスがとても有り難いと

思います。運賃も安いし、心強い味方になります。どうぞよろしくお願いします。いつもあ

りがとうございます。 

西枇杷島地区 70代 

あしがるバスは使い勝手が悪いように思われる。 新川地区 70代 

足の不自由な老人の外出を助けるためには、家族の自家用車のみならず、あしがるバ

スを必要とする人は増えると思います。市内の行動くらい、便利に使える手段があって

もいいと安心します。 

清洲地区 60代 

個人の税金負担が増えるのは困りますが、あしがるバスの停留所やバスの本数が増え

れば、あしがるバスの利用がしやすくなります。 
新川地区 70代 

あしがるバスはまだ利用したことないのですが、よく空車で運行されているのを見ます。

市民の足として運行は続けて欲しいのですが、もっと有効利用されると良いですね。 
西枇杷島地区 60代 

バスを利用したことが無いので分かりませんが、あしがるバスが必要な方の為に、より

良く改善して頂けたらと思います。私は今後も利用する予定が無いので要望はありませ

ん。 

西枇杷島地区 30代 

市内の交通機関は皆無です。（市内を移動する手段としての）車もしくは自転車が無け

ればどこへも行けません。若者はいいですが、高齢になって移動手段が無ければ外出

できません。公平に市民が利用できるようあしがるバスを運行してほしいと願います。税

金は市民の為に使ってください。 

清洲地区 30代 

以前あしがるバスを利用しました。カルチバやヨシヅヤ等に行く時に利用させていただき

ましたが、ルート的に芳野公園バス停だったので買い物が少し多い時はちょっと歩いて

の荷物が大変と思い、今はあまり利用していませんが、このままの本数が理想です。 

西枇杷島地区 50代 
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意見・感想 地区 年齢 

今は家族４人、車の免許を持っているのであしがるバスやタクシーを利用することは有

りません。自転車もよく乗ります。もし年をとって運転に自信が無くなったら、あしがるバ

スを利用するだろうと思います。この制度は無くならないといいなあと思います。 

春日地区 40代 

今後も本数やルートを維持して頂けたらと思います。 春日地区 40代 

公共交通の利便性が上がれば、自主返納する高齢者がもっと増えて、高齢ドライバー

関連の事故が減らせると思う。送迎する家族の負担も減るので、ぜひあしがるバスをも

っと充実させてほしい。 

新川地区 40代 

清須市内であしがるバスを利用して子供と出かけたこともありました。本数が増え、時間

にゆとりをもって、将来的には利用していきたいと思っています。そのためルートの見直

しは必要かもしれませんが、あまりしないでほしいと思っています。また、運転しない方

が利用しやすいバスになって行ってほしいと思います。 

新川地区 50代 

あしがるバスがあることで移動が軽くなっている方がたくさんいます。私も年齢を重ね、

自分で運転することが出来なくなった時、利用すると思います。今後も公共交通が充実

され自由に外出できることを望んでいます。 

清洲地区 40代 

コロナの状況でなければあしがるバスに多くの人に乗車してもらいたいが、なかなか難

しいと思います。コロナでなければ子供さんの習い事や母子の検診時など、いろいろな

場面を想定して停車場所や時間帯を考えても良いかと思います。生活しやすい街づくり

を考えた時、車や自転車に乗れなくなっても、地域バスである程度の日常生活が確保で

きることが大切だと思います。Ｈ30のダイヤとルートの改正でかなり使いやすくなってき

たと思いますので、今後もルートや時間の工夫をしてもらいたいと思います。 

西枇杷島地区 50代 

私はとても便利な所に住んでいますが実家の母は１人で田舎の不便な所に居ます。そ

の実家に行く度にいつもあしがるバスのようなコミュニティバスがあり本当にありがたく

思います。不便な地域ご年配の方に優しいコミュニティバスの充実を心より願っていま

す。 

西枇杷島地区 50代 

今はいいが、歳をとってからあしかるバスを使うと思うので継続してほしい。 清洲地区 50代 

運転が出来ない人々にとって、公共交通や地域に密着したあしがるバスは、なくてはな

らないものだと思います。どうぞ、これからも、安全にきめ細やかな運転、実施につとめ

てほしいと思います。どうぞこれからもよろしくお願い致します。 

春日地区 40代 

あしがるバスは今回の同封資料で初めてコースを知りました。現在、利用している方が

いらっしゃるならば維持する必要があるのではないでしょうか。残念ながら私の家からは

利用したい路線は近くにないですし、利用する予定は有りません。 

清洲地区 40代 

あしがるバスも一度も利用したことがありませんが、将来には便利に使えるようにルート

も本数も料金が高くなっても増やして欲しいと思います。 
清洲地区 60代 

いずれは公共交通を利用する立場になると思います。高齢者になり免許自主返納しな

ければならない年齢に近づきつつありますが、コミュニティバスが利用できるその日まで

よりよい交通移動手段になっていることを願っています。 

西枇杷島地区 60代 

祖父、祖母が以前、あしがるバスを利用した際、便利ですが家の近くのバス停では行き

たいところに行けず、遠くのバス停まで行きました。もう少し利便性が良いといいなと思

いました。清須市民の足代わりのお役目をこれからもよろしくお願いいたします。 

清洲地区 20代 
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意見・感想 地区 年齢 

現在、市内市外共にマイカーでの移動が主なので、あしがるバスについてはよく知りま

せんでした。改めて全体ルート図、時刻表、経費や収支を見て、よく考えられていると感

じたと共に、これ以上行政の負担を増やすべきではないと思いました。運行数は少ない

が、利用者が合わせて利用すればいいことです。自動車免許を返納した人には、永年

無料パスや 70歳以上にも無料パスなどのサービス。将来自分たちが利用する時にも

同じように運行してほしいと思います。 

新川地区 40代 

あしがるバスは本数が少なく利用しにくいです。清須市内の移動に使おうとはあまり思

わないので、充実させた方が良いと思います。高齢者だけではなく、子育て世代でも車

移動が難しい方が周りにはいるので、あしがるバスを使いやすくすることが一番大事だ

と思います。 

清洲地区 30代 

高齢になり免許証を返納するには、バスが充実していることが望ましい。 新川地区 50代 

私自身はあしがるバスを利用したことは有りませんが、80代の母はよく利用していま

す。バスはいろいろな所に立ち寄って目的地へ行くため、時間が無い人や若い人などの

利用はなかなか難しいと思います。私自身、市内の移動は自転車が多いです。高齢の

方が使いやすいバスにして頂けると有り難いです。 

新川地区 40代 

あしがるバス制度については、自家用車が無い方には必要だと思います。 西枇杷島地区 20代 

あしがるバスは使ったことがありません。外出する機会も買い物は歩いて行けますし、

仕事で車を使用するだけなので…。バスを見かけますが、必要な方にはとても大切な移

動手段だと思うので行政のやりくりで運行が続くことを望みます。いつか私も孫とのれた

ら良いなと思っています。 

西枇杷島地区 60代 

車を運転できない高齢者の通院、買い物の為、あしがるバスの本数、ルートを維持して

下さい（私は運転できませんが夫の運転で困っていません）。 
清洲地区 70代 

税金の負担が増えるかもしれないが、あしがるバスの本数やルートを充実させてほしい

です。 
新川地区 40代 

最初あしがるバスが運行し始めた時より皆さんが利用するようになって必要なサービス

だと思います。ルートを充実させると運賃が高くなるのは仕方が無い事で。必要な方は

利用すると思うので！私も仕事を辞めたら利用します。 

新川地区 60代 

私はあしがるバスを利用しませんが、利用する人も多くいると思うので、運行本数やバ

ス停を減らすのはあまり良いとは思いません。 
新川地区 20代 

今は車を運転できるので気にとめてませんでした。清須市にあしがるバスがある事はと

てもいいことだと思うので続けて欲しいです。いつか乗る時が来たら有り難く思うはずで

す。 

西枇杷島地区 40代 

あしがるバスは高齢者にとってはよいもの老後は利用したいと考えている。 西枇杷島地区 30代 

あしがるバスの運行時間、本数、ルート、乗り換えが便利になれば使用したいが、現状

では使用しづらいです。（個人の意見ですが） 
清洲地区 40代 
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意見・感想 地区 年齢 

今現在、車の運転をしているが、まだ運転免許の返納支援制度を使用する年齢になる

までの年月が長く、あしがるバス等を使用することがありません。しかし今、高齢者など

の足になっているのは確かなので、自分自身がお世話になる頃にも続いていたら嬉し

いと思います。コロナが終息して子供たちが他の方に迷惑を掛けないようになるころに

は一度使用したいと思います。 

清洲地区 30代 

自ら車を運転できず不便さを感じている人が増えて行くと思うので問６の２を希望しま

す。 
清洲地区 30代 

あしがるバスの利用者数 82,609人が多いのか少ないのか正直よくわかりませんが、も

っと利用者数を増やした方がいいと思います。いつ見てもガラガラだなと思ってました。

住んでる地域で違うんでしょうか・・・。通学で使えたら親としても安心です。 

新川地区 40代 

 

③バスの運行本数（24件） 

■本数の増減（17件） 

意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスを通勤で利用しています。グリーンは小さいのでヨシヅヤから帰る時（15：

15）満員になることがあり、タクシーを呼んでくれるようになっています。私はあとのサク

ラにのったりしますが、それがのれないと 17：05までバスがありません。２時間おきは不

便です。お年寄り優先とは思いますが、１時間に１本にしてもらうと非常にありがたいし、

タクシーを呼ぶ不満も減ると思います。本数が無いから集中します。朝９時 10時台、３

時４時台を増やして欲しいです。 

新川地区 40代 

税金が増えるのは困るけど、あしがるバスの本数はもう少し増やして欲しいと思う。 新川地区 50代 

会社勤務をしている若い世代（65歳頃）は、どうしてもマイカーで移動することが便利な

のであしがるバスが近くにあっても今は利用しないことが多い。今後、高齢になった時に

ヨシヅヤ（買い物施設）や病院、駅へ行く時に利用したいと思うので本数をもう少し（１時

間に２本くらい運行されるのが理想かと思われる）増やして頂けると有り難いとは思いま

す。 

春日地区 50代 

あしがるバスのルート自体は市内の要所が充実していると思いますが、本数が少ない

為、不便に感じて利用したことがありません。主に足腰の悪い年配の方向けだと思って

います。 

清洲地区 30代 

確実に１時間に１本は欲しいです。 新川地区 70代 

家に車が無いのでバスの便がもっと増えると便利。しかし現状１時間に１本等なので、

自転車、電車を使う方が利便性が高い。１時間に１本しか来ないバスは不便。 
清洲地区 20代 

安い運賃ですごく助かるけど、本数が少ないと感じて、使いたい時になかなか時間が合

いません。多少の値上げをしてでも本数が増えれば、もう少し気軽に使えると思います。 
西枇杷島地区 30代 

税金の負担は減らす方がよいが、友人達の話を聞くと１時間に１本位で運行して欲し

い。 
西枇杷島地区 70代 

本数が少ないので行っても帰ってこれるのか心配。 新川地区 50代 
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意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスはとても良い交通機関ですが会社への通勤時間にバスが出ていない為、

利用できない。駅までは徒歩 25分かかる為、自転車や家族に送迎をお願いしているの

が現状。通勤時間帯にバスが利用できるよう今後改善していただきたいと思います。 

春日地区 30代 

あしがるバスの本数がグリーンルートの場合２時間に１本ですが、毎時間に１本になれ

ば、帰りのバスに乗るのに待ち時間も少なく計画できそう。 
新川地区 70代 

あしがるバスを利用しようとしても本数が少なく、夕方も早い時間に終わってしまうので、

負のスパイラルになり、もっと利便性を図ってもらいたい。中途半端に運行しても利用し

にくいです。 

新川地区 60代 

あしがるバスの始発を６時台に運行してもらえると出勤、登校（特に雨の日）に助かりま

す。利用者も増えると思います。夜も９時 10時台も運行してもらえると早朝と同様助か

ります。 

新川地区 20代 

あしがるバスはルートはいいのですが目的地に向かった際、帰りに使いたくても時間が

合わないことが多いので使いづらいです。 
清洲地区 30代 

通勤時間帯の運行本数を増やすこと。 春日地区 60代 

アンケート回答にあたり、利用者のデータなどを見ました。商業施設や観光地があるの

にもかかわらず、あしがるバスを運行する本数が少なく、利便性をあまり感じません。交

通手段の一つとして考えるのが難しい状況です。１時間に１本は欲しいです。 

清洲地区 20代 

バスの時間の間隔をせめて１時間に１本ぐらいにしてほしい。駅に行くバスが少なく帰り

の時刻が分からない（名鉄清洲）。 
新川地区 60代 

 

■時間帯の見直し（７件） 

意見・感想 地区 年齢 

ヨシヅヤや病院、市役所などへのルートで車からバスへ手段を変えさせることは難しい

と思います。それよりも朝、晩に駅への送迎を車で行っている家庭をよく目にします。そ

こをターゲットに改善すれば利益改善に繋がらないかなと思います。 

清洲地区 30代 

運行する方が毎回メモをして、どこからどこへ何人乗っているかわかっていると思うの

で、精査して時間を減らしたり本数を減らしたりしても良いと思います。休みの日があっ

ても。 

春日地区 30代 

最終便の戻りのバスが無いのはヨシヅヤでバスの待機で帰り便を設定してもらえると嬉

しいです。 
清洲地区 60代 

コースを決めてあしがるバスを運行しても乗車のない時間帯等は見直す必要があると

思います。乗車のない時間帯は運行せず乗車の高い時間帯のバスの本数を増やして

欲しいです。 

西枇杷島地区 40代 

あしがるバスを通勤・通学ラッシュ時間帯にも設定し、主要駅までの移動手段を確保す

ることによって、徒歩、自転車、家族等による送迎を移動手段にしている人は便利にな

ると思います。特に天候の悪い日はとっても助かるのではないでしょうか。 

新川地区 30代 

終バスをもう１時間くらい遅くしてほしいですね。 新川地区 70代 

自分の利用したい時間帯にバス利用できないので改善して欲しい。 春日地区 40代 
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④バスの運行コスト（22件） 

意見・感想 地区 年齢 

企業広告を募る。 清洲地区 40代 

年間運行経費全体の 90％に税金を使って 10％が運賃収入なら 100％税金を使って利

用料を無料にすることで、高齢者などの交通弱者などの負担軽減や自動車運転による

事故のリスクをなくすことにより生活しやすい市になると思う。 

清洲地区 30代 

行政の負担を減らし運賃の値上げをし運行本数を増やす。 清洲地区 60代 

バス：本数を多くすればお金がかかる。しかし利用したいが時間がかかりすぎて不便で

ある。高齢になり車も自転車も断った場合は、あしがるバスを利用することになるだろう

し、安価で便利にはならないだろうか。 

西枇杷島地区 70代 

私はまだマイカーを利用していてあしがるバスを利用したことが無いのでよく分かりませ

んが、将来マイカーに乗らなくなり、あしがるバスがあれば助かるとは思いますが、今の

行政の負担は大きすぎるような気がします。 

新川地区 60代 

経費削減を安易に考えるのではなく、如何に市民の為、利便性を上げるべきかを真剣

に考え、対策すべきと考える。考えることは一切費用は掛からない！ 
新川地区 70代 

あしがるバスは正直利用している人が居るのかなあと思います。あまり利便性があるよ

うには感じません。これ以上税金をそこに費やす必要が無いと思います。 
西枇杷島地区 40代 

きよす・あしがるバスに乗る人が少ないと思うので、必要なのか疑問！どうしてもあしが

るバス移動するしかない人には、タクシーの一部負担するとかして行くとか。行政の負

担が大きすぎると思う。 

新川地区 60代 

あしがるバスにはまだ乗ったことが無いので料金が現在いくらなのかわかっていません

が、これから先利用するかもしれませんが、多少の値上がりは仕方ないのではないでし

ょうか。 

西枇杷島地区 70代 

タクシー代との比較があると、わかりやすいかな？ 清洲地区 60代 

広告費（清須市のお店）で車体にお店紹介で収入にならないか？→全部税金ですかね

ー。やってたらすいません。キリンビールとかヨシヅヤとか。 
西枇杷島地区 40代 

利用者数と市の負担額の収支率に疑問が…。あしがるバスを見かけても利用されてい

る方が少なく、ルート変更で不便になったと高齢の方が仰っていました。本数、ルートを

増やし経費が掛かり、税金を上げるのなら他の移動手段なり（通院なら乗合タクシー）、

買い物ならスーパー等の協力で移動販売もありかも？ 

西枇杷島地区 40代 

あしがるバスは今まで２回だけ枇杷島駅から創造センターまで利用したことがあります。

２時間に１本の便にたまたま乗れたというものです。「運が良かった」と思います。バスを

見かけるたびに何人の利用者がいるのかなぁと思います。あしがるバスで出かける目

的地が無く、今後も多分利用しないと思います。必要な時にタイミングよく使えるタクシー

利用助成を充実させてほしいです。バスの維持、管理、燃料、人件費等。費用対効果を

考え、見直すことを望みます。 

西枇杷島地区 60代 

現状の利用状況を見て現予算で可能な改革を検討して下さい。不要なルート、時間等

必ずあるはずです。安易な予算増は反対。どうしても必要ならほかの事業予算を削って

ください。 

西枇杷島地区 40代 
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意見・感想 地区 年齢 

公共交通機関は維持されるためのコストがかかる事業なので、利用目的を欲張らず

に、市内公共施設への移動に絞るなど、目的をしぼって実施してはいかがでしょうか。 
新川地区 50代 

目的地まで遠回りすぎる。経費のかかりすぎ、廃止せよ。 西枇杷島地区 70代 

無料の範囲を拡大し利用率を上げるのが良いと思います。（60歳以上、学生、清須市

内の観光に利用する場合など） 
清洲地区 40代 

バスを使わない人々がその分税金を負担するのがよく分からない。税金で運行すべき

ではないと思う。 
西枇杷島地区 30代 

あしがるバスは税金に頼らず採算の合う仕組みを市が作るべきである。 西枇杷島地区 20代 

市民が使えるツールなら税金での運行。 新川地区 30代 

こんな多額の税金が使われているとは思わなかった。あまりあしがるバスを利用してい

ると思われない。今後の財政運営が心配です。 
西枇杷島地区 60代 

あしがるバスに関しては利用者数と市負担税率を考えると運行を続けるべきではないと

思います。病院へ行くのにあしがるバスを使うと待ち時間と移動で半日以上かかりそう。

買い物に行った荷物を持ち込んでバスに乗るのもつらいです。今のまま本数やルートを

増やしても利用者は増えないし、負担が重くなる。将来的にはメインの道路の自転車道

などを整備して、免許の不要な電動カートなどで移動できたり、乗り物をレンタルできた

らいいなぁと思う。難しいですね…。 

清洲地区 40代 

 

⑤バスの運賃（16件） 

意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスについて、一日乗車券は良いと思いますが１ケ月、３ケ月など割引の多い

乗車券が出来ればもっと利用者が増えると思います。 
西枇杷島地区 50代 

10回つづりの回数券を発行して頂きたい。 清洲地区 70代 

一日乗車券のみとし、100円を維持することにより利用者増となると考える。小・中学生

無料も実施することにより、祖父母の動向を促す効果も検討する余地があると思う。 
新川地区 70代 

利用が無料になれば助かります。 新川地区 70代 

・高齢者は無料にする。 

・免許返納で１年間無料は短かすぎ。将来まで無料にすべきだ。 
西枇杷島地区 60代 

１乗車 100円、１日乗車 200円の２種類を無くし、１回乗車券 50円が良いと思います

（目的地へは往復利用する人が多いと思われ、１日に２ケ所以上利用する人は少ないと

思います）。したがって１回 50円の回数券発行が良いと思います。（あしがるバス） 

西枇杷島地区 70代 

現状の負担で、区間により少し長く（遠くに）利用される方、高い運賃も値上げしてでもい

いのではないですか。できるだけあしがるバス利用しております。 
清洲地区 70代 

年齢別料金 清洲地区 60代 

返納支援制度のあしがるバス１年間無料も良いが、１年以降もお得なフリーパスや特典

があれば利用しやすくなると思う。 
新川地区 50代 

高齢者は無料にして大人は 200円でもよい。 清洲地区 40代 

一日乗車券の他、お得な回数券などを販売してみてはどうでしょうか。 新川地区 30代 
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意見・感想 地区 年齢 

運転免許自主返納した方に対するあしがるバス無料乗車券は１年だけでなくずっと無料

にしてはどうか。自主返納をうながし返納後の生活が不自由なくできる制度を考えるべ

きでは。 

西枇杷島地区 30代 

高齢者は無料にすることで、運転免許の返納を促す理由にもなると思います。 新川地区 40代 

後期高齢者（75歳以上）にバス無料化希望。 新川地区 70代 

2000円位で１月使用できるように。 － 80代以上 

100円でずっと乗れるような仕組みにすることが大切。金額は大切です。 清洲地区 40代 

 

⑥バスのわかりやすさ・情報提供（11件） 

意見・感想 地区 年齢 

そもそもあしがるバスは一般の人が利用していいのかすら知らない。バスが小さいので

高齢者のみ利用するバスだと思っている。駅まで利用はしてみたいとは思っている。 
春日地区 40代 

きよすあしがるバスは高齢者の利用が多いと思われますが、若者、中年者の利用者を

増やすために、もっとＰＲをした方が良いと思います。認知度が高いように思います。 
新川地区 60代 

あしがるバスのルート（４ルート）がとても分かりづらい。 新川地区 40代 

あしがるバスの利用について詳細な利用方法のパンフレットの発行（年１回）。（ｅｘ：乗車

する時、降車する時 etc、料金の支払い方法 etc） 
新川地区 70代 

バスロケシステムについてはとても良い物だと感じたが、すべての世代が使いこなせる

か、また認知度の問題についてもより考えていく必要があるのではないかとも思った。 
新川地区 20代 

今回のようにあしがるバスの時刻表やルート図の配布。アンケートの実施、イベント紹

介などＰＲや市民の実態調査に力を入れ、市民の意識を探り、ＰＲに努め、一層市民の

ニーズに合うあしがるバスの運行をお願いしたい。 

新川地区 60代 

・路地はお客さんが乗り降りしません。  

・ＪＲ枇杷島で営業の方（遠方から来た人）がそこから乗るものがわからなくてタクシーに

乗る方をよく見ます。もう少しコミュニティバスがわかりやすいと良いと思います。  

・キリンビールのバスと間違えています。  

西枇杷島地区 60代 

バス等の時刻表、マップ等をアプリで見れたら便利かと思います。 西枇杷島地区 30代 

自宅から目的地までの最短ルートや時刻、所要時間など検索できるシステムがあると

良い。 
春日地区 60代 

運行ルートがたくさんありいいことだと思いますが、分かりにくい。乗って買い物に行こう

と思いましたが、乗り換えがよく分からずにやめたので…。バス停でなくてもルート上で

乗り降りが出来ると便利。 

春日地区 30代 

清須に住んで４年が経つが、バスを利用したことは一度もない。利用したいと考えたこと

もあったが、ルートや本数が不便だと感じ、利用にいたらなかった。車の運転はあまり好

きではないが、移動手段としては車以外は考えられない。目的地のバス停の情報をネッ

トで調べてもわかりにくいことがあり、利用しない要因の一つとなっている。 

清洲地区 30代 
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⑦バスの利用促進（イベント・キャンペーン等）（11件） 

意見・感想 地区 年齢 

清洲地区に住んでいると、買い物等あしがるバスを利用しなくても不便ではありません。

運行ルートもよく解らないので、小学校などで乗り方教室を授業に取り入れてもらうのは

どうでしょうか。 

清洲地区 50代 

あしがるバスは正直、あまりよく分からなかったです。いくらでどこまで行くのか、よく分

かっていないです。高３の妹にも聞いてみましたが同じことを言っていました。ご高齢の

方々が使っているイメージです。小学校・中学校で利用方法を教えたら利用率も高まる

のではと思います。今回、あしがるバスのことをよく知れて利用してみたいと思いまし

た。 

西枇杷島地区 20代 

たんなる交通手段だけでなく、観光、イベントで収益を増す。 清洲地区 50代 

あしがるバスの１日乗車券はすごくいいなと思ったが、実際使って色々廻ろうと考える

と、ルートによって行ける場所も変わってくるので、時刻表を見ながらスケジュールを組

むのが面倒だと感じ、辞めてしまった。運行本数など頑張っているんだろうなとは思う

が、正直私個人としてはあってもなくてもどっちでもいいものなので、可もなく不可もなく

といった感じです。 

新川地区 40代 

・一日乗車券というのは何度乗り換えてもいいという事ですか？ 

・ルートを上手に考えないとうまく使えない。 

・須ケ口から乗るので別に不便は感じないです。 

新川地区 70代 

すぐ近くに名鉄下小田井駅があるのでパートも名古屋、買い物も名古屋で、今の生活圏

は西枇杷島と名古屋で満たされているので、清須市全体に足を運ぶ商店街とか魅力的

な定期的な催しがあればもっとあしがるバスで清須市内で買い物などしたいです。 

西枇杷島地区 60代 

あしがるバスの１ケ月券や３ケ月券の導入、月に１度、子供と乗車するとお菓子プレゼ

ント！のような乗車をすすめるイベント。時季によって内装をデコレーションしたり、ちょっ

とだけイルミネーションで飾りつけたり、あしがるバスでスタンプラリー、スマホ、GPS、

SNS と連携して位置情報をリアルタイムで見れるようにしてみるなど、ご提案してみまし

た。頑張ってください！応援しています！ 

西枇杷島地区 30代 

あしがるバスの運行経費の高さにびっくりしました。あしがるバスを利用して一日中あち

こち回って楽しむことも年に２度ほどあります。名所・買い物・食事巡りなど１日券を使っ

たプラン？を立て、もっと清須を知り楽しめるものがあるといいと思います。 

西枇杷島地区 60代 

・きよ丸がかっこ悪い。せめて鬼滅とコラボするとかあれば皆乗る。  

・うるるんが印象ない。ポケモンとコラボしてポケ SPOT周りイベントとかあれば乗る。  
西枇杷島地区 30代 

２時間に１本の運行の為、少し不便さを感じます。利用者数を考えると本数も増やすの

は難しいと思いますが、使いにくい為に利用しない人が多いのかもしれません。子供が

「バスに乗りたい」という場合、親は利用するのではないでしょうか？保育園、小学校で

あしがるバスを利用し、交通安全やバスの乗り方を考えると利用率が上がるかも。 

新川地区 40代 

図書館を利用する際、あしがるバスを利用しています。本の返却のみの場合も図書館

に行く必要があり不便だと感じています。返却ポストをもっと多くの場所（施設）に設置

し、その回収にあしがるバスを利用できないでしょうか。この費用は図書館の管轄とかで

きませんか？ 

新川地区 40代 
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⑧デマンドタクシーの導入、タクシーの活用（10件） 

意見・感想 地区 年齢 

バス停まで行かなくてもタクシーのように自宅まで来てくれるようなものがあると高齢に

なった時に使えて便利になるだろうなと思います。 
清洲地区 50代 

現実としてバスは必要な方々がいらっしゃるので必要だと思います。ただバスの時間に

バス停まで行くのは大変かもしれないし、帰りのバスの時間が都合よく合わないなら使

用は考えてしまいます。本当に必要な方々のためにタクシー業者さんやタクシーアプリ

と連携してそこまで送迎できることにご予算をお使い頂けたらと思う時があります。 

清洲地区 40代 

高齢化によりバスの利用に併せ、もっと小さいコミュニティの方が自由な時間に乗り合

わせるバスのようなものがあるといいかもしれません！ 
西枇杷島地区 50代 

目的地を決めて予約運行など。乗用車での個人乗車（その時は運賃の値上げは有。で

もタクシーよりは安いと思います。） 
新川地区 60代 

介助タクシー系を市町村で利用できるようにしてほしい。バスはルート時間より負担にも

なるので、同じ税金を使うなら介助タクシーを普及された方が利用者も助かるし、介助を

する側も助かると思います。 

西枇杷島地区 50代 

バスは公共交通としては不向きのように考えます。利用人口も減る事と思います。タク

シーのようなサービスを行政による支援で手軽に利用できるようにあってほしいと思い

ます（自由な時間、ルート）。 

西枇杷島地区 40代 

今のバスのような大きな車ではなく、ワゴン車にしてもっと自由に動き回れる体制にでき

ないですか。 
新川地区 60代 

普段生活をしている中で、自動車を所有している為、あしがるバスを利用したことが無く

自分自身は必要ないと思います。高齢者の方の交通手段が無くなってしまう点と運行経

費年間７千万円を天秤にかけると、高齢者の方に専用のタクシーなどを利用できるよう

なサービスを提供するといった代替案でも節税できるのでは？と思いました。 

西枇杷島地区 30代 

ルートバスを土日祝は運休して、そのかわり休日に利用できる高齢者タクシー助成を行

ってはどうか（タクシーは予約制）。 
清洲地区 50代 

バスよりタクシーの活用を考えて行ったらよいのではないでしょうか。 西枇杷島地区 60代 

 

⑨バスの車両・バリアフリー化（９件） 

意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスは乗り物がバスっぽくなく、乗りにくいイメージ。 春日地区 30代 

車いすでの乗車。 西枇杷島地区 60代 

現在手押し車を利用しているのでバス停までの歩道の段差が多く歩きにくいのと、バス

に乗り降りするのが不便ではないかと考えると、一度も利用したことが無い。 
新川地区 70代 

サクラルート以外のバスは通路が狭い為、荷物を持っていると通りづらいです。 清洲地区 60代 

脱 CO2のバスはどうだろう？充電だと時間がかかるかな？水素を使う場合は下水から

アンモニアを利用できないかな？トヨタさんに質問すると効率や将来性など分かるかもし

れません。自動運転はいつ頃？高価？ 

清洲地区 40代 

バスの通路がせまくて荷物が大きいと通りにくい。 新川地区 70代 
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意見・感想 地区 年齢 

数年前に一度、オレンジルートで枇杷島駅から利用しようとしましたが、乗車人数が多く

定員になってしまい利用できませんでした。それ以来利用してません。確実に乗車でき

るなら利用したいですが、あてにならないのでタクシーを使っています。 

清洲地区 40代 

あしがるバスの 10人乗りバンは車酔いしやすいと思います。ルート状況で難しいと思い

ますが、サクラルートのバスタイプがいいと思います。 
西枇杷島地区 40代 

シルバーカー等、身体の不自由な方がもっとスムーズに乗れるバスにするか、運転手さ

んの補助もしていただけるといいです。 
西枇杷島地区 40代 

 

⑩バスのフリー乗降（５件） 

意見・感想 地区 年齢 

バス停ではない場所でも乗れることが有り難いです。 春日地区 40代 

鉄道（ＪＲ、名鉄）の駅へのアクセスが課題と考えている。あしがるバスの利用を将来は

考えないといけないが、自宅周辺のバス停まで歩いていく事への利便性が欲しい。タク

シーのようにどこでも乗り降りできる（法令上問題あり？）事を希望。 ※駅周辺の開発

をして頂いて、交通アクセス＋ショッピング等の付加価値を付けて欲しい。 

新川地区 60代 

バス停の間隔が長い所では、安全であれば途中で下車できるようにしてほしい。 清洲地区 30代 

あしがるバスを一度も利用したことが無く、要望などを言う立場ではありませんが、年齢

も運転免許返納かなと思う時があります。乗車は指定された場所でと思います。自分の

思った場所へ自由に移動できる乗物になってほしい。 

清洲地区 60代 

あしがるバスは新しい車両であるが自動車学校のようなルートバスでも良いのではと思

う。 
清洲地区 40代 

 

⑪バス停の周辺環境（４件） 

意見・感想 地区 年齢 

ヤマナカ・ロイヤル西のバス停は老人の方が危ないです。 西枇杷島地区 60代 

バス停に屋根やベンチ等を設置してほしい。真夏に高齢者や障害のある方が待ってい

るのをよく見かけたので、安全・安心・市民にやさしいあしがるバスにしてほしい。 
西枇杷島地区 60代 

同世代であしがるバスを利用している人はあまりいないように感じる。過去に一度だけ

利用したことがあるが、帰りのバスがタイミングよくなかったので結局車で迎えに来ても

らった。その時は真夏で寝てしまった下の子を抱っこし上の子の手もひき、とても次のバ

スを待っている事は出来なかった。その時は日よけとベンチでもあれば助かるのになと

思った。 

西枇杷島地区 30代 

我が家にも高齢の母が居ますが（82歳）、自転車に乗る事もなくなりました。通院で利用

してはとあしがるバスを考えましたが、バス停まで私が付き添い送り迎えに行くという感

じで、一度の利用でやめてしまいました。高齢者にこそもっと利用してもらえるよう工夫し

て下さい。バス停は助七交差点南ですが結構危険です。確認してみてください。今後の

改善を心より願っています。私もすぐに高齢者です。よろしくお願いします。 

新川地区 50代 
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⑫バスの接遇・マナー（４件） 

意見・感想 地区 年齢 

何度か利用しましたが、運転が荒く子供との乗車は危ないと感じました。以来利用して

いません。 
清洲地区 30代 

あしがるバスは便利だと思いますが運転があらいのは気をつけてほしいです。 西枇杷島地区 30代 

以前バスに乗った時、先に両替をしなくてはならない事に気づかず、支払いをしたら運

転手の方にとても怒られた。それ以降どうしても必要な時以外はバスに乗らないと決

め、以来乗っていない（10年以上）。現在はどうかわからないが、支払いについてもバス

毎に異なり分かりにくかった。今でもバスには乗りたくない。 

西枇杷島地区 30代 

運転手の質を高めて欲しいです。 新川地区 70代 

 

⑬バスに関するその他の意見（３件） 

意見・感想 地区 年齢 

今後は子供の習い事の移動手段としても利用を考えています。親が付き添わなくても乗

車できるよう、安心安全でお願い致します。 
西枇杷島地区 40代 

愛犬の乗車も許可してほしい。そうすればあしがるバスに乗って出かけたい。 西枇杷島地区 50代 

バスが時間通りに運行できないのは道路状況によって左右される為仕方ないと思うが、

ＪＲ清洲駅につく時間をもう少し早くしてほしいなと思いました。そこの時間が合わないこ

とが多く、バスを使うのをためらっています。 

春日地区 20代 
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Ｃ．公共交通全般に関する意見 

①移動に対する補助の充実（21件） 

意見・感想 地区 年齢 

運転免許証を返納した高齢者に対し２年目からは乗車料金を半額にすべき。１年間だ

けでは高齢者の方も不便で有り、返納する人たちも不安を感じるため。返納したくてもで

きない方もいるはず。 

西枇杷島地区 40代 

名鉄最寄駅から名古屋駅までの敬老パス（名前はもっとハイカラに）の発行をしてほし

い。名古屋駅まで行かないと劇場、美術館、商業施設にふれにくい。名古屋まで行きや

すくなることで高齢者のひきこもりが減り、元気になると思う。 

新川地区 60代 

敬老パスみたいな 11ケ月いくらか、半年でいくらかで乗れるパスはどうだろう。 新川地区 50代 

私の両親の住んでいる所は、高齢者に１年に 10回分の病院へのタクシーチケットを配

っている。その方が良いと思う。 
西枇杷島地区 50代 

・敬老パス。  

・月１回無料の日を作る。（例えば西枇地区は 24日など） 
西枇杷島地区 30代 

割引回数券、お店利用・施設併用によるポイント制度を設けたらどうか。 清洲地区 70代 

稲沢市のように、高齢者にタクシー料金の半額を補助して頂きたい。タクシー会社の存

続の為にも、足腰が弱っているが介護認定迄受ける必要のない人達には助かると思

う。出来れば、私も使用したい。 

春日地区 70代 

あと、名古屋駅までの割引キャンペーン等あれば、高齢者ももっと自動車が無くても活

動的になり、公共交通を利用するようになるのではないかな？←国をも巻き込むー大事

業になりそうだが・・・。 

新川地区 50代 

タクシーの補助を強化した方が良いと思う。 清洲地区 50代 

名古屋市のように地下鉄など乗り放題ができるので清須市も何かあればよいと思いま

す。 
西枇杷島地区 30代 

市内名鉄駅、ＪＲ駅間移動は無料にする。 西枇杷島地区 40代 

若い方の収入のある方と母子家庭、年金の方が同じ金額は考えて欲しい。 清洲地区 40代 

名古屋市内では敬老パスがあり、市バス・地下鉄が無料で使用できる（市内での名鉄

の使用も出来るようになる）。大変羨ましい内容である。清須市内では特別行きたいお

店もないが、市役所、公共施設への交通を充実してほしい。タクシー利用ができると良

いと思う。 

西枇杷島地区 70代 

名古屋市のように敬老パスを検討して欲しいです。 新川地区 60代 

現状のままでの利用は考えられないです。この運行経費で高齢者及びシングルマザー

などへのタクシーチケットの配布を考えた方が良いのでは。 
西枇杷島地区 60代 

福祉、タクシーチケットの拡充をお願いしたい。 西枇杷島地区 70代 

名古屋市のように敬老パスの支給を求める。 清洲地区 80代以上 

年金の少ない人や身体の不自由な人は格安の定期券や無料にしたらよいと思うけど。

あと介護する人、私の親が認知症になったら、イヤでもついていかないとダメだから、そ

ういう方も対象に配慮したら。高齢化社会で苦しいのですから。 

西枇杷島地区 40代 

認知症（要介護）でありルートバス利用は出来ないが、介助のもと日赤、名鉄病院、済

衆館等に受診することが度々あるがタクシー利用の為、高齢者割…などあればぜひ利

用したい。 

西枇杷島地区 80代以上 
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意見・感想 地区 年齢 

タクシー助成制度の拡充。 西枇杷島地区 50代 

免許を返納した方にはあしがるバスの割引券 etcがあると良い。 新川地区 50代 

 

②公共交通全般の充実（20件） 

意見・感想 地区 年齢 

年を取ればいずれバスか鉄道になると思いますので、公共交通の充実を図っていって

ほしいと思います。 
新川地区 70代 

利用者が一定数いる現状であれば、行政として支援の必要はあると思います。特に高

齢者にとって利用しやすい公共交通であってほしいと思います。 
春日地区 30代 

運転免許のない人、特に年齢の高い人には必要だと思います。 春日地区 50代 

三人の子供を連れての外出は大変で、移動の苦労を考えると出かけることにも前向き

になれず躊躇してしまいます。周りの目を気にしてしまったり、荷物の多さから今は有無

を言わさず、自家用車での移動を選択してしまいます。小さな子連れ世代でも利用しや

すい公共交通手段の仕組みが出来たらより楽しく子育てできると思います。 

春日地区 30代 

市内の移動はあしがるバスでもできるが、市外にはマイカーがないと生活できない。市

をまたいで行政が連携をとらなければマイカーの利用は減らないと思います。 
西枇杷島地区 40代 

利用状況に合わせ検討すべき。高齢者向けなら良いのでは。 清洲地区 40代 

両親が高齢になって、自家用車が使用できなくなった時に、スーパーや買い物に気軽に

行ける、公共交通機関がもっと充実すればいいなと思います。 
新川地区 30代 

今後、年をめした方が安心して免許の返納が出来るように公共交通機関の充実を希

望。 
清洲地区 40代 

公共交通手段が多いのは良いことだが民間にやらせるべき。「あったらいい」程度の要

望で継続すべきではない。 
清洲地区 40代 

気をつけて運転できなくなりましたら、利用させていただくかもしれませんので、現状の

まま運行していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
春日地区 60代 

今は利用する気はないが、年をとった時は利用しなければ大変にはなるだろうと思って

います。もっと利用しやすくなれば、お年寄りの方の返納が増えると思います。 
西枇杷島地区 30代 

住宅近くにバス停及び駅がないため、自動車での移動になる。現在公共交通の利便性

は良いとはいえない。 
春日地区 60代 

高齢者の買い物を支援する体制の促進。 新川地区 70代 

高齢の為、足腰に痛みを覚え、少しでも公共交通を充実させてほしいと思う。 西枇杷島地区 70代 

市内のどこに住んでいるかによって公共交通機関（市内を通るもの）の利用しやすさが

違う為、どこに住んでいても利用しやすい公共交通になれば良いなと思います。 
春日地区 20代 

公共交通を利用される方々は、ご自分での移動手段が無くて困っている方が多いと思

いますので、市の負担が多くなるのはやむを得ないのではと思います。利用しやすい環

境を整えて市民に活発に生活して頂いた方が認知症予防や、寝たきり予防にもつなが

り市の経済の活性化にも繋がると思います。関係する方々の奮闘に期待しております。 

西枇杷島地区 60代 
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意見・感想 地区 年齢 

車の運転が出来ないので、公共交通を利用するしかないのですが、バスも電車も本数

が少なく、イオンやアルコ、ヨシヅヤなど行きたいところも行きづらく（乗り継など）、子ども

の習い事も通いづらいので、車の運転をしないといけないなと考えているくらいです。公

共交通の発達を心から願います。 

西枇杷島地区 40代 

あしがるバスがこんなにルートやバス停があるのをそもそも知らなかったので、経費や

状況などを知れてよかった。バスだけではなく、交通や環境に配慮した乗物を提供して

いってもらえるといいと思いました。 

西枇杷島地区 30代 

高齢者にとっては公共交通機関は必須だが、どの程度の人が便利に利用しているかは

疑問である。 
新川地区 50代 

人同士の繋がりが生まれる大事なインフラとして、もっと多くの利用者が生まれる仕組

みをつくってほしい。 
清洲地区 40代 

 

③将来への不安（自動車からの転換）（15件） 

意見・感想 地区 年齢 

現在は健康で近くは歩き遠くはマイカー将来は利用する。 清洲地区 70代 

とにかく駅、病院など、どこにいくにも車がいる。将来の事を考えると不安。 春日地区 50代 

現在は私は必要ないが将来は？ 清洲地区 60代 

住居が清須市の都心でなくはずれなため、あしがるバス一本での移動が難しい。また近

くにスーパー等の買い物をする店もほとんどないので、バスの利用も出来ない。今のと

ころに住んでいて、将来運転が出来なくなった時の自分の生活がとても不安です。 

春日地区 50代 

40代なので自家用車が便利。あしがるバスを利用する機会が無い。将来、免許証を返

納するなどしたら意識が変わるかも。 
西枇杷島地区 40代 

60歳でまだマイカーに乗っているので移動に不便を感じていませんが、何歳まで安全

に乗れるかは不安です。息子の家が岐阜にあり、今はマイカーで行っていますが、いつ

まで行けるか？ 

清洲地区 60代 

主人と二人の行動（車での移動）が主になっており、お互い 70歳以上の高齢の為、充

分に気をつけて、車を利用しています。休日の移動では公共交通を利用しようかとあし

がるバスを検討し、地域の交通手段も考えています。 

春日地区 70代 

現在仕事をしているのでマイカーも持っているが、リタイアし持てなくなった場合や、頭、

足などが衰えて運転が危うくなった時、免許の自主返納が出来るか不安である。今回こ

のアンケートで祖父の言っていたことがよく分かった。 

西枇杷島地区 30代 

現在は自営ですから仕入れ（名古屋中央市場、豊場市場）、買い物（ヨシヅヤ綿半スー

パー）などへ行くのにマイカーで行っておりますが、数年後自営を止めた時には免許を

返納し、買い物にはあしがるバスを利用したいと思っております。 

新川地区 70代 

私の家の近くにはスーパーがあるし、名鉄丸ノ内駅も近いので、今まで不便に思ったこ

とは無く、原付があるので今の所どこへでも行きます。でも後５年後は免許の返納しま

すので、あしがるバスを利用したいと思っています。まだ一度もバスに乗ったことが無く、

ヨシヅヤ清洲店までだと思います。自転車で近くのスーパーまでは行きます。 

新川地区 70代 
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意見・感想 地区 年齢 

いつも市民の生活向上の為にありがとうございます。私はまだ自分で自家用車の運転

が可能なので具体的にどうするのが良いか全くイメージがわかないのですが、いずれ運

転が出来なくなった時の不安はあります。まずはお年寄りの方たちの意見を主に（また

は車を運転しない方）考えて頂けたらと思います。 

清洲地区 40代 

今以上に年齢を重ねたら利用することが多くなると思いますが、車で移動できる間はあ

しがるバスは利用していません。税金を使い運行することは老後には必要になってくる

と思っています。 

新川地区 60代 

マイカーの方が自由に動けるので免許がある限り運転を続けます。免許を返納した場

合は移動手段が無くなるのでバスを利用すると思います。 
新川地区 50代 

免許返納したら公共交通に対し検討したい。  清洲地区 70代 

運転免許をいずれ返納したら、あしがるバスを利用したい。 春日地区 60代 

 

④充実している・満足・お褒め（７件） 

意見・感想 地区 年齢 

引っ越してきたばかりで何回も市役所へ行くのに鉄道だと便数が少なくかなりの距離を

歩くのが大変だったのであしがるバスはありがたい。 
西枇杷島地区 20代 

あしがるバスは料金も 100円で当初に比べて工夫、改善してルートを考えていただき、

本当に有り難い市民の足だと思っております。 
春日地区 50代 

今まで自分で（自転車）行動が出来ましたが、年齢が上がるにつれあしがるバスはとて

もありがたい移動手段だと思います。今後は気軽に利用したいと思います（金額も安い

ですのでいいと思います）。 

新川地区 70代 

自分は若い為、現状に満足しています。 西枇杷島地区 20代 

今のままで満足です。 清洲地区 70代 

祖父母の家にいるのであしがるバスがあると今後移動もしやすくなり、家族としてはとて

も有り難いです。ですが利用するのに少し距離があり、結局自転車を使っています。使

いやすさを伝えていこうと思います。市民の為に日々改善をして下さりありがとうござい

ます。 

春日地区 20代 

特にありません。数年前に子連れ（抱っこひも）であしがるバスを利用した時に、運転手

さんが優しくてうれしかったのを今でも覚えています。あの時はありがとうございました。 
新川地区 30代 

 

⑤公共交通全般の本数・ダイヤ（２件） 

意見・感想 地区 年齢 

数を増やして欲しいです。 清洲地区 60代 

急行（直行便）、普通便を作ってほしい。 春日地区 60代 
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Ｄ．その他の意見 

①自転車に関する意見（７件） 

意見・感想 地区 年齢 

日頃は自転車を利用していますが、車道や歩道が狭い所があり危ないので、自転車専

用の道を作って欲しいです！ 
西枇杷島地区 20代 

レンタルサイクル事業では五条川沿いなど駅近くを離れると雑草もひどく、歩道があまり

歩行、自転車で通るのに楽な整備がされていないように感じる。自宅→駅も自転車が通

れる道が狭く、車がスピードを出すため非常に行きづらい。 

春日地区 30代 

自転車が走りやすい歩道等を作ってほしい。 西枇杷島地区 30代 

自動車移動抑制と健康維持の為、自転車道の整備を進めて欲しい。現在、庄内川の遊

歩道が西枇杷島周辺で自転車通行止めになっている。大治町から名古屋の北区、春日

井市に直行できるはずのサイクリングロードがなぜか妨げられている。改善してほしい。

あわせて新川沿いや五条川沿いのさらなる自転車道の整備に期待したい。P.S.荷物を

運べる三輪アシスト自転車（STROKE Cargo Trike）のような自転車の市営レンタル・リー

スがあるとありがたい。 

新川地区 50代 

バスは乗らない、自転車、歩くウォーカブル中心にすべき、環境、SDGsや健康の良い

のは、自分で移動すること、そのサイクルロードの整備はグローバルのトレンドですよ。

日本はダサイ。 

西枇杷島地区 50代 

自転車移動ができる町づくり。歩道充実。歩きたくなるまちの景観。 西枇杷島地区 40代 

電車やバスでの移動（買い物やお出かけ）をしたいとは思うが、子供を２人連れて駅ま

での移動手段は徒歩しかない。３人乗り自転車のレンタルなどを市で行うなど（行ってい

る場合は周知されておらずわからないが）して頂くなどの対応が無いと現状では難しい。

駅までの道のりがネックです。そこが改善されれば電車やバスでの移動も出来ます。Ｊ

Ｒ清洲駅も上小田井駅も遠く、バスもありません…。 

春日地区 30代 

 

②その他の意見（68件） 

意見・感想 地区 年齢 

歩ける人は弱らないように、歩く事の健康ウォーキングをすすめたり、そういう活動はい

かがでしょう。人が乗っていないバスを見ると少し疑問に思う時は確かにあります。私も

時々使いますが年数回、気分転換としてです。それより体を強く保とうと思っています。 

清洲地区 40代 

使ったことが無いので分からない。 西枇杷島地区 50代 

使わないのでわからない。 清洲地区 20代 

下小田井駅付近朝 8：00頃看板を無視している車が多すぎるのでどうにかならないか。 西枇杷島地区 30代 

特になし。 新川地区 40代 

まだ一度も利用していないので分からない。 春日地区 70代 

今後、子供が出来て公共交通を利用する機会が増えると思いますが、その時に改めて

あしがるバスの便利さを知れたらと思っております。現状ですと目的地と合わないので

あまり使う必要が無い生活をしているので、今回のアンケートにあまりお役に立てなかっ

たかと思います。 

西枇杷島地区 30代 
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意見・感想 地区 年齢 

今年は去年とは違い、コロナで外出がほとんどできなかった。名鉄、ＪＲは病院へ行くた

め使用しましたが、あしがるバスは１度も利用できなかった。今回の調査はあまり正確

な数字が出ないような気がします。 

西枇杷島地区 70代 

・そもそも清須市内で公共交通を使って行くような所がない。  

・バスを利用しなくても済むように自転車置き場の整備が必要。  
西枇杷島地区 30代 

バスは使いません。電車は遠出で使います。清須市内であれば自転車、スクーターで

間に合います。首都圏からきましたが、自動車が多く、自転車・バイクが極端に少ない。

さすがモノづくり日本一の県です。 

清洲地区 50代 

自宅から近くに名鉄本線の駅があり、当駅は急行が停車し、かつ停車本数が多いこと

から、誠に近視眼的ではありますが、特段の意見などもありません。 
新川地区 60代 

あしがるバスは町内各所で見かけるが、実際に乗車したことが無いので利便性につい

てはよく分かりません。将来的にはお世話になる事になると思います。 
清洲地区 60代 

人混みによるストレスを軽減したい。精神的に影響する行動は自身で判断できないと身

を守れません。人混みはとても苦手です。 
新川地区 30代 

将来利用します。 西枇杷島地区 70代 

問６に関しては、行政及び公共交通機関会社、住宅及び土地開発関係会社が将来を見

据え、交通環境についても併せて開発を進めて行くべきだろう。自家用車ありきの開発

ではなく、それが無くても生活を快適に送る事が可能な環境づくりを望みます。 

清洲地区 50代 

あしがるバスを一度も利用したことが無い為、色々と答えられなかったかもしれません

（一度乗ってみたいです）。ついマイカーになってしまいます。 
清洲地区 70代 

利用したことが無いのでわからない。 清洲地区 70代 

質問の意図がわからない。51歳男（自身）の意見は、親の事を考慮するのか自分自身

の意見なのか、どう回答するのか分かりづらい。アンケート用紙をせっかく作るのならし

っかりわかりやすく作成して下さい（買い物に行くのは親を連れて行くために自家用車で

行っているのです。親はそもそも免許返納以前に免許を持っていません）。このアンケー

トには腹立ちしかありませんでした。 

西枇杷島地区 50代 

ひとりひとりが暮らしやすい生活環境が整うといいですね。 新川地区 30代 

買い物が多い時とか雨の日とか、その時だけでいいから家の近くの道路まで乗せてくだ

さい。もしできたら病気の人がどんだけうれしいか。お願いします。 
清洲地区 70代 

あしがるバスは利用したことが無いので定着がわからない。時々見るけど。ほとんど乗

っていないのが現状かな？ 
西枇杷島地区 70代 

子供が小さい時はバスを良く利用しました。バスに乗る事が子供には楽しかったみたい

です。時間に余裕があればあしがるバスを利用したいと思っています。 
清洲地区 40代 

使用したことが無いが、今後も目的地まで行くのに不便なので使用しない。 清洲地区 50代 

今回のアンケートからは外れますが自家用車を持っていないので、常々近くにシェアカ

ーがあるといいなとは思っています。 
新川地区 40代 

安易なマイカー移動に対しては路上駐車の取り締まりの強化が必要です。自分の家の

前を駐車場として利用しているのを厳しくすれば。 
－ 60代 
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意見・感想 地区 年齢 

あしがるバスを利用したことが無いのでよくわかりません。すみません。いつか利用した

いと思います。 
西枇杷島地区 50代 

申し訳ありませんがわかりません。58歳でトラック運転手をしております。月～土、朝５

時半に家を出て帰りが 17時に家に帰ってきます。この生活にはバスは使えません。し

かし車の無い方々には便利だと思います。 

西枇杷島地区 50代 

現状では公共交通を利用しなくても生活が維持できるので不便を感じない。 清洲地区 60代 

新型コロナが落ち着くまでは、感染率を考えたら、公共交通の利用はしたくないです。 清洲地区 50代 

ＪＲ枇杷島の西口ロータリーでスケートボードの練習をしている人たちがいます。平日で

夜遅い時間帯だと思います。許可をとっていたり、自由に使ってよいというのであれば、

そういうものだと思い、納得します。もし使っていけないのならば、注意をする必要があり

ます。少し怖い状況を感じています。スケートボードがこっちに来たらどうしようとか思っ

てしまいます。確認してください。 

西枇杷島地区 50代 

特になし 清洲地区 50代 

車を所有し、ＪＲ、名鉄線のどちらも利用できる所に住んでいるので正直、現時点で公共

交通について自分事として考えにくい。 
新川地区 50代 

コロナウイルスが流行しているので、密になる公共交通の車内は心配であまり乗車する

気になれない。対策がしっかりされていれば乗車するが今は密を避ける為、マイカー利

用が多くなると思う。 

清洲地区 20代 

高齢者の事故で若い人の命が失われるのはなくしたいので、子供から高齢者まで、み

んなが安全に豊かな暮らしができる町づくりをお願いします。 
西枇杷島地区 30代 

まだ学生の身であり、鉄道しか利用していませんでしたが、この機会にぜひあしがるバ

スを利用しようと思いました。値段も手頃なので、あしがるバスを利用していろんな場所

へ行きたいです。 

清洲地区 20代 

辞職したらあしがるバスを利用してみたいです。 － 60代 

子供が小さかったり、荷物が多かったりで使おうと思っていない。 春日地区 30代 

あしがるバスに乗ってみたいという気持ちはあります。 西枇杷島地区 60代 

今は仕事をしており、名鉄電車を利用。お休みの日には用事をたくさんしたいのであし

がるバスであちこちと時間をかけてバスで回るということは出来ない。（時間に追われて

いる） 

西枇杷島地区 70代 

特に不満はありません。 西枇杷島地区 20代 

ライフスタイルと公共交通があっていないと自家用車の便利さにはかなわないと思う。

免許を持っている人は通勤・通学で利用しないかぎりあまり利用しないのではないでしょ

うか。 

清洲地区 40代 

市の面積、人口、生活様式などから勘案すると、バス利用者の増加は期待できないと思

慮する。 
清洲地区 60代 

電車は年に３～４回くらいしか乗らないです。車も月に５回も乗りません。タクシーなんて

生まれてから２～３回しか乗ったことが無いです。あしがるバスに乗る人にアンケートを

配った方が良いと思いました。 

新川地区 40代 
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現在の生活においては自分たちでできる形で生活をしているが、将来的には利用する

ことになるかもです。 
新川地区 60代 

現在利用していない為分からない。 清洲地区 40代 

乗る予定が無いので何とも言えない。 西枇杷島地区 40代 

今のところは車での移動を考えているので。近い将来はそのようなことを心に考えても

いいと思いました。このアンケートで少し考えが変わりました。ありがとうございました。 
清洲地区 40代 

建設業の為、現場に行くためには自動車での通勤が必要。公共交通を使用することは

ほとんど無い為。 
新川地区 50代 

高齢になったら使用することは有るかもしれないですが、今はなかなか使う機会がない

かなぁと思います。 
西枇杷島地区 40代 

あしがるバスの本数を増やして欲しいが、コロナ禍で収入も減っているのでコロナがおさ

まったとしてもまだ４～５年は生活が不安定かもしれない。だから増税は困る。以前は名

古屋まで通勤していたが、今は子供もいるので市内の生活。そうすると自家用車が便

利。出かけたい時に乗って遠くへ自由に行けるメリットは大きい。 

清洲地区 40代 

利用してないのでわからない。 清洲地区 40代 

別にありません。 西枇杷島地区 70代 

・近隣市との連携もこれから先は必要と思われます。 

・スマートシティを目指し、集中させる考え方も必要と思われます。 

・人口減少、高齢化は避けることはできないので、資源の分配をシミュレーションするべ

きだと思います。 

西枇杷島地区 50代 

運動不足解消のため、できるだけ車を使わず歩くことに心がけている。毎日 30分から１

時間歩くことにしている。 
西枇杷島地区 70代 

名古屋市西区に近い古城小地域や城並地域（22号より北部）が、色々な事がいつも忘

れ去られている。 
西枇杷島地区 50代 

清須市内で行く場所がほとんどないのでそもそも利用する機会が無い。 春日地区 20代 

歩いて行ける所へは徒歩で、自転車で行ける所へは自転車で行き、やむを得ない場合

のみ車。公共交通を利用すればよいと思います。 
新川地区 60代 

普段あまり使わないので、これを機に公共交通を check してみたいと思います。 清洲地区 40代 

清須市内には商業施設（大手スーパー）が少なく、買い物難民になっている。市外に出

ていかなければない施設や商業店舗も多い。いくら市内のバスを充実させ本数を増やし

ても全く意味が無い。大病院に行くにも鉄道や名古屋の地下鉄を使用しても１時間近く

かかるが、車なら 20分でいける。タクシーではあてにならない。緊急時には対応できな

い。市内に施設が無いのが大問題。 

新川地区 60代 

道路の幅が狭い。歩行者用道路が無いので危ない。桃栄保育園前の交差点は車が一

時停止しない。（朝の出勤時） 
新川地区 40代 

あしがるバスはおばあちゃんたちしか乗ってないイメージ。 春日地区 20代 

コロナ禍のためマイカー利用は最善である。公共交通機関を現在あえて切っている。 西枇杷島地区 30代 

今はコロナが恐いし、公共交通を利用しない方針。したがって極力徒歩としている。 清洲地区 70代 
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あしがるバスを最近利用させて頂くようになりました。家の中にいるばかりだったので気

分転換と思い利用しています。 
新川地区 60代 

線路の踏切が多く、しまるため、車の渋滞が多発している。何とかしてほしい。302号線

が混むため、２車線にしてほしい。 
清洲地区 － 

名古屋市の地下鉄は利便性が高いと思う。高齢者の負担を考えてもベストである。 清洲地区 50代 

・うるるんが印象ない。 

・きよ丸の相手（女の子）を作って欲しい。もしいなければ他市（他県）とコラボするとか。 
西枇杷島地区 30代 

自分で運転できるとなかなか時間を合わせなければならない公共交通を利用しようとは

思わない。通勤通学なら仕方が無いとは思う。 
清洲地区 50代 

 

 

 


