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会  議  録 

会議の名称 令和２年度第１回清須市地域公共交通会議 

開催日時 令和２年６月１５日（月） 

午前１０時から午前１１時３０分 

開催場所 清須市役所北館２階 第１・第２会議室 

議題 １ 開会 

２ 議事 

〔報告事項〕 

⑴ 令和２年度清須市地域公共交通会議スケジュー 

ルについて 

⑵ 令和元年度コミュニティバスの運行・利用状況に 

ついて 

〔協議事項〕 

⑴ 清須市地域公共交通網形成計画に係る取組状況 

の評価（案）について 

⑵ 令和３年度清須市生活交通確保維持改善計画 

（案）について 

⑶ コミュニティバスバス停の名称変更（案）につい 

 て 

３ その他 

４ 閉会 

会議資料 会議次第、委員名簿、配席表 

〔会議資料〕 

資料１ 令和２年度清須市地域公共交通会議スケ

ジュール 

資料２ 令和元年度コミュニティバスの運行・利用状況

概要 

資料３ 清須市地域公共交通網形成計画の概要 

資料４ 清須市地域公共交通網形成計画に係る取組状

況の評価（案） 

資料５ 清須市地域公共交通計画の概要 

資料６ 清須市生活交通確保維持改善計画の概要 

資料７ 令和３年度清須市生活交通確保維持改善計画

（案） 

資料８ コミュニティバスバス停の名称変更（案） 

公開・非公開の別 

(非公開の場合はその理由) 

公開 

傍聴人の数 ３人 

出席委員 前田委員、山田委員、林委員、佐藤委員、柴田委員、加

藤（榮）委員、鬼頭委員、加藤（博）委員、上井委員、

澤木委員、小川委員、多田委員、小林委員（代理）、大

島委員、毛利委員、宮崎委員、長谷川委員 

欠席委員 増岡委員 

出席者（市） なし 
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事務局 （企画政策課） 

後藤企画部次長兼企画政策課長、服部課長補佐兼企画政

策係長、河村副主幹、西田主任、次森主任 

会議録署名委員 山田委員、林委員 

１  開会  

 

（服部課長補佐兼企画政策係長）  

ただ今から、令和２年度第１回清須市地域公共交通会議を開会します。 

私は、企画政策課の服部です。よろしくお願いします。  

それでは、開会にあたりまして、前田会長からごあいさつをいただきた

いと存じます。  

前田会長、よろしくお願いいたします。  

 

（前田会長）  

 皆様、おはようございます。  

新型コロナウイルス感染症の影響により大変な時期が続いております

が、本日は、令和２年度第１回清須市地域公共交通会議へご出席いただき

まして、ありがとうございます。  

また、日頃、皆様には本会議の運営等に多大なご理解とご協力をいただ

いております。あらためて、お礼を申し上げます。  

さて、本日の会議では、「令和３年度清須市生活交通確保維持改善計画

（案）」についてが主な議題となります。  

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  

なお、時節柄、会議時間の短縮にご協力いただけますと幸いです。  

簡単ではございますが、これで私のあいさつに代えさせていただきま

す。  

 

（服部課長補佐兼企画政策係長）  

ありがとうございました。それでは、本日の会議の出席状況について、

ご報告します。  

はじめに、人事異動等により本会議から新たにご参画いただきます委員

をご紹介します。  

まず一人目は、第１号委員の柴田孝子委員です。  

二人目は、第４号委員で愛知県都市整備局交通対策課担当課長の澤木  

徹委員です。  

三人目は、同じく第４号委員で愛知県尾張建設事務所維持管理課長の  

増岡浩仁委員です。なお、増岡委員は他の公務のため、本日はご欠席です。 

また、第５号委員で愛知県バス協会専務理事の小林委員におかれまして

は、栗木様に代理でご出席いただいております。  

皆様、どうぞよろしくお願いします。  

それでは、これより議事に入りますが、ここで、事務局からお願いがご

ざいます。  

当会議の議事録を作成するため、会議でのご発言にあたっては、次の二

点についてご協力をお願いいたします。  
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まず一点目ですが、ご発言にあたっては、必ず挙手の上、会長の指名を

受けてください。  

二点目ですが、会長の指名を受けた委員様には、係の者がマイクをお持

ちいたしますので、その都度、ご自身のお名前を仰っていただいてからご

発言くださいますよう、お願いいたします。  

なお、委員の皆様には、マスクの持参・着用にご協力をお願いしたとこ

ろですが、事務局におきましても、マスクを着用させていただきます。  

それでは、ここからの進行は前田会長にお願いいたします。  

 

２  ２  議事〔報告事項〕（１）令和２年度清須市地域公共交通会議スケジュー

ルについて（２）令和元年度コミュニティバスの運行・利用状況につい

て  

 

（前田会長）  

それでは、ここからは私のほうで会議の取り回しをさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。  

まずはじめに、会議録の署名委員を指名したいと思います。  

本日の会議の会議録署名委員は、座席の順に山田委員と林委員にお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、本日の議事に入ります。  

本日の議事につきましては、お手元の次第のとおり、報告事項が２件、

協議事項が３件です。  

まずは次第の順に「報告事項」についての議事を進めます。  

次第にある報告事項（１）と（２）を一括して扱うこととしますので、

まずは該当資料について事務局から説明してください。  

 

（次森企画政策課主任）  

【資料１・２を説明】  

 

（前田会長）  

ありがとうございます。  

ただいま、事務局から報告がございました。ご意見、ご質問等がござい

ましたら、挙手をお願いいたします。  

 

（山田委員）  

 山田です。小学校でのバス乗り方教室は中止となっていますが、延期と

したほうが良いのではないですか。  

 これは、小学校ではかなり評判が良いみたいで、楽しみにしているよう

ですので、少し考えていただきたいと思います。以上です。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 バス乗り方教室について、非常に評判が良いというのは山田委員がおっ

しゃる通りなのですが、実施にあたっては、授業のコマ数が一つ必要にな

ります。  

今年度につきましては、休業要請により二ヶ月間学校の授業がございま
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せんでしたので、どうしてもコマ数が足りないということで、今回のバス

乗り方教室ですとか、他にも、市役所が行っているものですと、選挙の疑

似投票も毎年やっているのですが、そういったほとんどの事業について、

中止せざるを得ないという状況です。  

次年度以降につきましては、コマ数が確保できる状況になれば事業を再

開していきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございます。委員さん、他によろしいですか。  

 

（上井委員）  

 愛知運輸支局の上井です。資料２のところで二点ほどお願いします。  

まず、１便あたりの利用者数の比較について、平成３０年度の５．６人

から、令和元年度は５．２人になったということでした。３月の新型コロ

ナウイルスによる利用減の影響があったかもしれませんが、単純に、１月

から２月頃の、新型コロナウイルスの影響を受ける前あたりの値で見たと

きに、この数字はどうだったのかなということが一点です。  

  あと、資料２の三番目にある一日乗車券の利用者ですが、こちらの使わ

れ方が追えたかどうかということの確認です。例えば、乗り継ぎ利用がど

のくらいいるのかとか、そういうことは追えるのでしょうか。以上二点で

す。  

 

（次森企画政策課主任）  

  一点目の、新型コロナウイルスの影響を受ける前までの値についてです

が、この時期までの１便あたりの利用者数を算出したものが手元にござい

ませんので、正確なお答えはできませんが、月ごとの利用者数で見ますと、

２月までは平成３０年度を上回る実績が続いていて、３月から徐々に減っ

てきています。ですので、おそらく２月までで比較すると、５．２人まで

は落ちない可能性が高いです。  

 二つ目ですが、一日乗車券の使われ方は追えません。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございます。他に委員さんよろしいですか。  

それでは、特にございませんので、報告事項については、これで終了し

ます。  

 

２  議事〔協議事項〕（１）清須市地域公共交通網形成計画に係る取組状

況の評価（案）について  

 

（前田会長）  

引き続き、「協議事項」に関する議事に移ります。  

まずは次第の順に  (１ )「清須市地域公共交通網形成計画に係る取組状

況の評価（案）について」を議題とします。  

それでは、事務局から説明してください。  
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（次森企画政策課主任）  

【資料３～５を説明】  

 

（前田会長）  

それでは、この協議事項について、ご意見やご質問等がありましたら挙

手をお願いします。  

 

（小川委員）  

  西枇杷島警察署交通課長の小川と申します。  

  レンタサイクル事業につきまして、レンタサイクル自体は保険に入って

おられますか。また、ヘルメットの貸し出しはどのような状況でやってお

られるのかというところが少し心配です。  

  警察といたしましては、事故の未然防止のため、道路交通法の第一条に

基づく安全と円滑を法定根拠に活動しているわけですが、自転車で事故を

起こして、賠償額が何千万円にもなってしまうというような事案が発生し

ています。そういった場合、重過失傷害の被疑者として事件送致すること

になるわけですが、保険に入っていないばかりに、その場から逃げてしま

うこともあります。  

また、交通の被疑者となり被害者となる自転車で、ヘルメットも一緒に

貸し出しされているのかということと、清須市さんとして、自転車安全条

例の制定を考えていただけるのかということについて教えていただきた

いです。  

 

（次森企画政策課主任）  

 まず保険についてですが、こちらは必ず入るようにしております。ＴＳ

保険というものに加入し、都度更新していますので、事故があったときは、

市役所にご連絡をいただいて、保険の中で賠償等をするということで運用

しています。  

 ヘルメットにつきましては、これまで貸し出しはしておりませんが、資

料説明で少しお話しましたように、次回から、少しやり方を変えて運用す

ることになっており、今、その方針を検討しているところです。その中で、

ヘルメットの貸し出しについても考えていく必要があるのかなと思いま

す。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 自転車安全条例の関係については、私が以前防災行政課長をやっており

まして、そのときから、署長さんからお話を受けております。ただ、これ

までに内部で検討したこともあるのですが、条例施行には至っていないと

いうのが現状でございます。  

 レンタサイクルにつきましては、この４月から、所管が企画政策課から

産業課に代わることになりました。清須市の場合、一年中レンタサイクル

をやっているわけではないものですから、期間限定での運用となります

が、小川委員が危惧されるように、安全性というのはしっかり担保する必

要があると思っています。  
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 条例制定につきましては、今のところまだ検討中であるということで、

すぐに条例が作られるような状況ではないものですから、現状ではそのよ

うなお答えしかできません。  

 

（小川委員）  

 検討中と言われると、前向きに検討されているという考え方でよろしい

ですか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 所管が私どもではなく、防災行政課になりまして、私は直接条例制定に

参画しておりませんので、今言える範囲でお答えしますと、市役所の中で

必要があるかないかという議論が、正直言ってまだ始まっていない状況で

す。  

それを検討中と捉えるのか、調査・研究中と捉えるのかは捉え方がある

かと思いますが、課長さんが望んでおられるスタンスにはたどり着いてい

ないと感じております。  

 

（小川委員）  

 私ども警察といたしましては、警察にしかできないことというと、例え

ば交通の取り締まりがあります。交通事故防止というのは、３Ｅの原則に

則ってやらなければなりませんので、交通安全教育の関係、道路構造など

のエンジニアリングの関係、それから規制の関係、あとは交通の取り締ま

りということで取り組んでいます。  

この交通の取り締まりについては、特に私が来てからは、強制事件、通

常逮捕、現行犯逮捕と、悪い被疑者についてはどんどん逮捕していくとい

う方向でやらせていただいています。その中で、警察において傾注するの

はやはり司法警察で、悪いやつをどんどん捕まえてくということに力を入

れています。  

あとは、自転車について、被疑者となり被害者となる可能性があります

ので、申し入れをする部が違うかもしれませんが、市全体として、自転車

安全条例の関係を前向きに進めていただきたいなと思います。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。事務局は、そういった要望もありますのでよ

ろしくお願いします。他に委員さんから何かございましたらお願いしま

す。  

 

（山田委員）  

 山田です。歩道・自転車通行路の整備をしているということですが、か

なり前にもお話したと思いますが、我々の目に見えません。どこをどうし

たのかということをきちんと明示していただきたいです。ここに書くだけ

で、「やりました」「やります」「方針です」とするのでなくて、確実に実

施をしていただきたいです。  

 もう一つは、あしがるバスの利用度向上ということで、事務局として何

をされているんですか。この会議に出ている人たちは、特に市民委員はバ
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スを利用することが多いと思うんですけれども、あまり事務局の動きとい

うのが目に見えません。目に見えるような活動というのはないのですか。

すぐには回答が出ないと思いますが、いつも疑問に思っています。以上で

す。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 ありがとうございます。まず、道路の関係ですが、自転車専用道路につ

きましては、正直なところ、できません。また、整備をしているというの

は、現在の市の状況から言いますと、維持・補修というのがほとんどです。 

新しい道路を作るとか、そういうところにはなかなか資金を投入すること

ができませんので、現状あるものの維持と補修に資金を投入しています。 

委員がおっしゃるように、目に見えてというものは少ないというのが現実

でございます。  

 また、あしがるバスの利用促進につきましては、表立って何かをやって

いるというのは、正直なところありません。今年度も、ルート・ダイヤ改

正に向けたアンケート等は実施しますが、今のところは、あまり不平不満

などの声が上がっていないというのが現実です。  

今回の新型コロナウイルスの関係を除きますと、利用者数は上がってき

ていますので、表立って利用促進はしておりませんが、今後、利用につい

てあまりにも落ち込むようなことがあれば、利用促進策を考えていかなけ

ればならないということは感じております。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございます。他に委員さん、よろしいですか。  

 

（加藤副会長）  

 計画の中に実施施策などが色々と書いてあるので、それができたかどう

かというのは皆さんよく説明されますが、計画というのは、英語で言いま

すと、アウトプットとアウトカムが大切です。アウトプットというのは、

計画に書いたことをきちんとやったかどうかということです。そして、ア

ウトカムというのは、そのことによって利用が実際に増えるのかというこ

とです。  

本来は、やることが目的ではなくて、利用を増やしてたくさんの方に

知っていただいて、バスを使って生活が良くなるということがアウトカム

なので、そういうところまでいくかどうかというのが大切です。その二つ

の側面から評価していかなくてはいけません。  

利用促進については、やっていないとはっきりおっしゃいましたが、

やっていないことはないと僕は思っています。計画ですとか、普段の事業

の内容でも、色々なことをやっていますと書いていますので、それを言え

ば良いだけのことです。その内容は、決して他の自治体より少ないとかそ

ういうことも思わないので、普通にやっているということで良いと思いま

す。コロナの件はやむを得ないとしても、さぼっているというレベルでは

ないです。  

ただ、本当に市民の皆さんそれぞれが働きかけられるというか、市役所

がバスのことを頑張ってやっているみたいだねと認識されるほどかとい
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うと、なかなかそこまでやるのは難しいかもしれません。  

だから、計画策定のときに何かやるとか、市民意見交換会をやるとかい

うのは、そういうインパクトを狙っています。実はアンケートもそうで、

アンケートは、データをとるのも目的ですが、市がそういうことをやって

いるんだというのを知ってもらうことに大きな意味があります。その上

で、ちゃんと答えてもらう必要があります。それを今年度もやるというこ

とですが、ちなみに、アンケートの対象者は何人くらいを想定していまし

たか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 ２，０００人です。  

 

（加藤副会長）  

 ２，０００人ですね。そうしたら、人口が今何人くらいですか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

７万人弱です。  

 

（加藤副会長）  

分かりました。そうすると、７万人弱のうちの２，０００人ですので、

人口の３％くらいですね。市民の方は、自分の知り合いの中で一人か二人

くらいは対象者になるかもしれないですね。こういうのはきりがありませ

んから、どれだけとっても良いかもしれませんが、これはアンケート調査

についての色々な議論がありますので、また別の話です。  

そういうこともやる中で、公共交通について市役所は考えていますよ、

色々と市民の方からの意見ももらいますよということを示す機会となる

ので、これも別に、他の自治体と比べてやっていないとも思わないです。 

 そういう意味では、正直に、網形成計画や今回新しく作った地域公共交

通計画には何が書いてあって、何をやっていくのかというのをアンケート

調査の中で示していったら良いんじゃないかと思いますので、是非お願い

したいです。  

 あと、自転車の話が出ましたが、清須は、自転車に対するスタンスがま

だ何もないということで良いんじゃないかと思っています。ただ、これも

全国平均ではこのくらいです。最近、名古屋が計画を策定して、私もそこ

に参加したわけですが、名古屋は以前から任意の計画を作っていて、法律

ができたことに合わせて、法に基づいた計画を策定したわけです。これも、

愛知県の中で同じように計画を策定しているのは、１１自治体か１２自治

体くらいですね。まだ少ないので、清須が計画を策定したとしたら、早い

というか、先進的だねと言われるくらいです。  

今やっていないからとそう卑下することもないと思いますが、僕自身

は、清須は本来自転車に向いていると思っています。今日も美濃路を車で

走ってきましたけど、自転車も結構走っていて、本当はここを車で走っ

ちゃいけないなと思いました。これも難しいところで、車が走らないよう

にすると、普段から車を使う人は不便になるかもしれませんが、一方で、

歩いている人や自転車の人は多いし、すれ違いがぎりぎりできるかできな
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いかくらいの道幅のところをたくさんの車が通るというのは、これからの

時代どうなのかなと考えます。  

やっぱり私たちは、公共交通事業をやっていますので、もっと車じゃな

いものに対応していかなくちゃいけません。さらにこれからは、いわゆる

スローモビリティとかマイクロモビリティ、そういうことに対応していか

なきゃいけなくなっていきますので、１０年後に、自転車のことを考えて

いないとか、マイクロモビリティのことも考えていないとかでは、一体あ

なた方は昭和時代か平成時代の人ですかと言われてしまいます。ただ、こ

の令和２年の段階では、そこまでの状況ではないです。  

 ただ、僕としては、当然自分の関わっている自治体は先進的であってほ

しいと思っています。公共交通政策は、清須は決して遅くありません。資

料５の「地域公共交通計画」という名前も、法改正が５月２７日に可決し

ましたけど、既にこの法改正に合わせた名前になっています。これは、早

すぎるくらいのものになっているので、僕が関わるところはやっぱりこう

あってほしいです。  

自転車については、またこういう委員会が作られて検討されるのを待ち

望みたいなと思います。今は何もないので、この地域公共交通計画の中に、

公共交通の端末になるものとしてレンタサイクルが位置付けられていま

す。ただ、フィーダーとしてはなかなかヒットしなかったので、次の計画

では観光主体で行うこととしています。  

あとは、バスの利用は着実に増えているということですが、相変わらず

満車時にタクシーで追走するというのがあるので、正直、これ以上利用が

増えると溢れてしまうという、とても有り難い状況ではあります。  

最後にまとめて言おうと思っていますが、新型コロナウイルスの件は、

出掛けなくても暮らせるということを皆さんに気づかせた可能性がある

ので、決してそのことを甘く見てはいけません。今まで出掛けていた人が

出掛けなくなって、あしがるバスには乗らなくていいやとなる可能性もあ

ります。むしろ、お年寄りはそうでもないかもしれませんが、これから高

齢になっていかれる方は、今まで車利用でいいんじゃないかと思っていた

けど、車の利用もしなくていいやと考えるかもしれません。バスや電車が

使いにくいから免許を持っていなくちゃいけないという考えも、ＩＴとか

が使えるのであれば、免許を持たなくてもいいとか、そうなってくる可能

性もあります。  

そういう意味では、この状況の中で、バスや電車を使ってもらうために

はどうしたら良いのかというのを、今回の計画期間である令和２年度から

６年度までの間にしっかり考えて対策しなくてはいけないと思います。こ

の５年間は、是非そういうふうに考えていただきたいです。新型コロナウ

イルスの影響で利用が下がったとはいえ、増加傾向だから安心というわけ

ではないので、そのために計画を作っています。なので、計画はよく読ん

で、新しい委員さんも含めて、何をやろうとしているのかというのをよく

ご理解いただきたいです。  

 

（前田会長）  

今、委員さんからご意見をいただきましたので、今後の運営に生かして

いただくようよろしくお願いします。  
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 他に委員さん、よろしいでしょうか。  

ご質問も無いようですので、ここでお諮りします。  

本件に関しまして、事務局案のとおりご承認いただくということでよろ

しいでしょうか。  

 

〔異議なしの声〕  

 

ありがとうございます。  

それでは、これで協議事項の議題（１）を終わります。  

 

２  議事〔協議事項〕（２）令和３年度清須市生活交通確保維持改善計画

（案）について  

 

（前田会長）  

続きまして、（２）「令和３年度清須市生活交通確保維持改善計画（案）

について」を議題とします。  

それでは、事務局から説明してください。  

 

（次森企画政策課主任）  

 【資料６・７を説明】  

 

（前田会長）  

それでは、この協議事項について、ご意見、ご質問等がありましたら挙

手をお願いします。  

 

（加藤副会長）  

  これは毎年６月に策定しているものです。今年度は新型コロナウイルス

の関係で提出期限が７月末までと一ヶ月延長になりましたが、どちらにせ

よ、今やらなくてはいけません。そして、注意点が三つあります。  

  まず一つ目は、この計画を出すと補助金が貰えます。補助金を貰いたく

ない人は出さなくて良いので、特にそこ自体は議論になりません。補助金

を貰うための計画と捉えていただければ結構です。  

  ただし、二点目に注意するべきこととして、これは国土交通省の本省が

見るものです。逆に、これしか見ませんので、清須市が何をやっているか

を国にアピールしようとすると、ここにきちんと書いておかないと伝わり

ません。それが書いてあるかどうかということが大切です。  

今、資料説明で読み上げていただいた内容というのは、そのアピールに

なるわけですが、そういう意味では、もう少し過激にいっても良いくらい

に思っています。うちしかこれはやっていないとか、うちこそ最先端だと

いうくらいのことを書いても良いと思います。ただ、嘘を言ってはいけま

せん。大げさに書くくらいは問題ないので、そういう意味では、清須らし

く大人しいです。  

これはこれで良いのかなとも思いますが、補助金が貰えるから出してお

いたほうが良いということだけではなくて、国が見ることを意識すると良

いです。たくさんの自治体の計画が平積みされているような状況で、清須
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は頑張ってるなと思いながら見てもらえるようにするというのが大事な

ことなので、同じ書くにしても、例えば下線を引くとか、強調するとか、

色々と工夫があっても良いのではと思います。  

あと、もう一つ大事なのは、１ページ目に書いてある計画の目標につい

てです。意外とここが、６月の協議であまり議論されずに、後で話に上が

ることがあります。  

資料６の最後のスケジュールのところを見ていただくと、今回は令和２

年６月の計画策定の段階です。補助金の対象期間ですが、一般的には年度

というと４月から３月までですが、バスの補助金の場合は、１０月から９

月までの年度になっています。例年は６月、今年の場合は７月に計画を提

出して、１０月から９月までを対象に補助金を貰って、そこで終わりでは

なくて、貰った後には、補助金によってどんな良いことがあったかとか、

どこをもっと頑張らなくちゃいけなかったかという評価をやります。大体

どこの自治体でも、１２月から１月くらいにこの会議でやります。そして、

２月くらいに運輸局で第三者評価委員会というのが開かれますので、そこ

でプレゼンをして評価を受けます。それによって次の補助金が減るとかい

うのは、現状ではありません。これからは分かりません。ただ、だからと

いっていい加減で良いのかというと、中部運輸局の偉い方も見ていますの

で、そういうわけにはいきません。特に、中部運輸局の評価委員会には国

の偉い人が来るので、そういう人に恥をさらしたら大変なことですから、

きちんとやらなくてはいけません。  

そのときに大事なのが、資料７の１ページ目の下に書いてある目標で

す。みんな簡単にこの目標が達成できたかできていないかで見てしまうの

で、０．１人でも下回っていると、何故なのかということになります。清

須の場合は、ここの内容は地域公共交通計画で既に議論して決められた内

容です。今日も、この会議の前半に、網形成計画の目標を達成したかして

いないかという議論をやりました。  

ここで、清須が少し難しいのは、平成３０年度に新しい路線ができたの

で、目標自体は全体的に下がったということです。何故下がったのかとい

うと、１便あたりの人数を目標に設定しているので、本数を増やしたり路

線を増やしたりすると、どうしても１便あたりの人がばらけて、見た目は

目標も下がったように見えます。ただ、今日見ていただいたように、トー

タルの人数は増えているので、この点はどこかに特記したほうが良いで

す。さらっと書いてあるんですけど、大事なところなので、きちんと、総

数としては増えているけれど、もっと高い目標として、１便あたりをなる

べく減らさないようにそれぞれが頑張るというまとめ方ができると良い

です。  

その上で、今日評価したところでも、１便あたりの利用者数が若干足り

なかったという説明でしたよね。そういう意味では、新型コロナウイルス

の影響がなければ達成できそうな雰囲気があるので、こう書いておけば良

いと思います。新型コロナウイルスのことは全国的に同じ状況で、多分ど

この自治体も、新型コロナウイルスがない前提で目標を立てていたら、新

型コロナウイルスの影響で利用が大きく減少して、今年度は正直言って難

しいと思います。今から難しいと言ってしまうのも良くないですが、だか

らといってこれがいつ収束するかも分かりません。収束が遅ければ遅いほ
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ど影響は大きいし、そうでなければ少ないので、とりあえずは今のこの計

画に書いてある目標でそのまま頑張るということでやっていこうという

ことです。  

基本的には資料の通りの流れで良いのかなということをただ言えば良

かったかもしれませんが、計画全体としては、今お話したとおり認識して

いただければと思います。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。他に、委員さんよろしいですか。  

それでは、ご質問もないようですので、ここでお諮りします。  

本件に関して、ご承認いただくということで、よろしいでしょうか。  

 

〔異議なしの声〕  

 

それでは、これで協議事項の議題 (２ )を終わります。  

 

２  議事〔協議事項〕（３）コミュニティバスバス停の名称変更（案）に

ついて  

 

（前田会長）  

続きまして、（３）「コミュニティバスバス停の名称変更（案）について」

を議題とします。  

それでは、事務局から説明をお願いします。  

 

（次森企画政策課主任）  

 【資料８について説明】  

 

（前田会長）  

それでは、この協議事項について、ご意見、ご質問等がありましたら挙

手をお願いします。  

 

（加藤副会長）  

 バス停名を変えるのはやるべきことで、大事なんですけど、少し注意点

があって、バス停名がきちんと検索にかかるようにするのが重要です。例

えば、ミュージアムのホームページに、アクセスとしてきちんと書いても

らうようにしてください。愛知県だと、こういうのは申し入れをしないと

やってくれないことが多いので、きちんとやってもらうということが大事

だと思います。  

 ちなみに、今ちょうど「麒麟がくる」という大河ドラマをやっていて、

来週から休止になりますけど、ドラマの一番最後に、その日の放送に出て

きた場所の紹介があります。最近は、例えば末森城とか、このあたりが次

から次へと出てきたわけですけど、最後に知っている場所が紹介されたと

きに、駅から徒歩６０分とか出ると、本当に印象が悪いです。清須も出る

可能性がありますよね。そういうときに、きちんとバスも含めたアクセス

が出るようにしておきたいです。  
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例えば、一宮の聖徳寺が出たときには、名鉄バスの起から徒歩２０分と

出ていましたが、一宮の i-バスに聖徳寺跡というバス停があります。僕

は以前から跡なんていうのはあまり縁起が良くないと思っていたので、そ

んな名前で良いのかと思っていたら、もろに聖徳寺跡とそのバス停が写っ

た写真がＮＨＫのＨＰにそのまま載っていました。そうすると、見た方に

はっきりと「そうか、このバスに乗っていけば良いんだ」と分かっていた

だけます。  

別に、それによって i-バスの利用が増えたのかとかは、新型コロナウ

イルスの関係でそんなこと言っていられなかったかもしれませんが、本来

ならそれで新しい利用が出てくる可能性もあります。そういう意味では、

名前を変えて良しとしないで、それをきちんと関係のあるところに載せて

もらうとか、あるいは、何かイベントがあったときにはバスを活用しても

らうとかしてほしいです。まさに利用促進というのはそういうことを言う

ので、きちんとアンテナを立ててやってほしいなと思います。  

 そもそも、施設が勝手に名前を書いただけだから自分は関係ないという

ところもありますので、きちんとバス停名を変えるのは非常に良いことで

す。変えたこと自体も、例えば広報に書くとしても、ただ変えましたとい

う書き方じゃなくて、実はこの近くにバス停あるので是非使ってくださ

い、そのためにも名前を変えましたというふうに、しっかりアピールして

ほしいです。そうやって、清須ではちゃんとバスがあるというのを細かく

アピールできるように考えていただきたいです。  

ちなみにこれは、括弧書きも含めて停留所名称で良いですか。それとも

副名称みたいなものですか。  

 

（次森企画政策課主任）  

 バス停の標示も括弧書きを含めた状態で載せていますので、全体で停留

所名称です。  

 

（加藤副会長）  

 分かりました。場合によっては、副名称と位置付けていて、名称は変わっ

ていないものの標示だけ変わっているということもあります。そういう場

合は、検索には副名称を入れないので、検索しても出てこない可能性もあ

りますが、この場合は一連で停留所名称としているということなので、こ

れで良いと思います。  

 今、特に観光やこういったものは、ネット検索にかかるかということと、

施設にきちんと書かれているかというのが大事なので、きちんと対応して

もらえると嬉しいです。  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。他に委員さん、何かこの件に関しましてよろし

いでしょうか。  

 

（鬼頭委員）  

 鬼頭です。今のところですが、「ピアゴ清洲店前」というのがまず前に

来て、括弧書きで「あいち朝日遺跡ミュージアム」となっていますが、こ
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の位置関係は何故ですか。「あいち朝日遺跡ミュージアム」を先にして、

括弧書きで「ピアゴ清洲店前」としたほうが良いんじゃないかと思います。

公共交通なので、私的な名前よりも公共的な名前を優先すべきではないか

ということです。以上です。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 ご指摘ありがとうございます。バス停の位置を見ていただくと分かるか

と思いますが、もともとどちらかというとピアゴ清洲店さんの前にありま

す。今は定かではないですが、貝殻山貝塚資料館から見るとバス停が少し

離れているので、利用する方のことを考えたときに、名称的にこちらの名

称を優先した経緯があるのではないかと思います。  

 また、実際は、貝殻山貝塚資料館も名称としては残ります。ただ、メイ

ンになるミュージアムがあいち朝日遺跡ミュージアムという名称で一般

的に出るものですから、これを機に名称変更しようということで動いてい

ます。  

 鬼頭委員がおっしゃることはごもっともだと思うのですが、バス停の位

置から考えると、あいち朝日遺跡ミュージアムという名称を前に出すのは

そぐわないという考えで、以前からこのような名称の付け方にしていると

いうことですので、ご理解いただければと思います。  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。その他に委員さんからご意見はよろしいです

か。  

ご質問もないようですので、ここでお諮りします。  

本件に関して、事務局案でご承認いただくということで、よろしいで

しょうか。  

 

 〔異議なしの声〕  

 

それでは、これで協議事項の議題 (３ )を終わります。  

 

３  その他  

 

（前田会長）  

以上で、本日予定されておりました議事は全て終了いたしました。  

 慎重にご審議いただきありがとうございました。  

ここからは、次第の「３  その他」に移ります。  

事務局から報告事項等がありましたらお願いします。  

 

（次森企画政策課主任）  

特にございません。  

 

（前田会長）  

最後に、この他のことで、何か委員の皆様からございますか。  
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（加藤副会長）  

 今日の資料２にも表れていたように、３月以降は公共交通の利用が大き

く減少しています。私自身も何かやらなければいけないと思って、４月７

日に、１０月の公共交通関係のシンポジウムをどうするかということにつ

いて、オンライン会議を行いました。  

そのときに、このまま行くと、１０月にそんな会議をやったって公共交

通自体がないんじゃないのという話が出ました。自分もそういった危惧が

あったので、色々あって、それならもう１０月なんて言っていないで早く

やろうということになって、４月２４日にオンラインフォーラムをやりま

した。４月７日に発案して、４月２４日にやるというすごいスケジュール

でした。しかも、オンラインというのはやったことがないわけなので、と

ても大変で、実はその間のメールはあまり返事をしていなかったので、今

見るととても失礼なことが起きています。  

これは、私のホームページの一番トップのところに詳しいことが書いて

あるので、それを見ていただければ分かりますが、ＹｏｕＴｕｂｅで配信

して、１，０００人の方に見ていただきました。  

 また、５月２９日にもオンラインフォーラムをやりました。こちらは８

２０人の方に見ていただき、国土交通大臣が出てくれました。国交省の偉

い方に出ていただき、それくらい国交省として深刻に考えているというこ

とを分かってもらうために、私も色々な方向からお願いしました。そうし

たら、大臣が出たいとおっしゃったということで、有り難く、録画でした

が出ていただきました。それもＹｏｕＴｕｂｅで見ることができて、もち

ろん私も出ています。  

 そのときに、名鉄さんに、データを出していただきました。これは、映

像では出して良いけどファイルでは出すなと、そういうレベルの資料を出

していただいたのですが、見ていただくと、鉄道事業・バス事業はもちろ

ん、控え事業である百貨店やレジャー、不動産といったものが全て総崩れ

になっていて、非常に危機的な状態だというのが分かると思います。  

これは、名鉄だけではなくて、全国至る所のバスあるいは鉄道やタク

シーみんな同じ状況で、今いらっしゃるつばめ自動車さんにはあえて聞き

きませんが、５割とか、もっと下のレベルの減少じゃないかなと考えてい

ます。  

 そうなると、大きい会社でもそうですし、小さい会社であれば、経営が

非常に厳しい状態になってきます。しかも、ようやくこうやって会議もあ

る程度できるようになってきて、人の動きも出てきましたが、当然、新型

コロナウイルスが流行する前と１００％同じ状況にはなかなか戻らない

でしょうから、ずっと影響が続くと思われます。  

これは何かしなくちゃいけないということで、実は、清須ではどうしよ

うかと思って辞めたんですけど、明日、飯田で同じ会議があって、そこで

は、このままいくと公共交通が大変なことになってしまうので、そのこと

を意識して何とかしていかなくちゃいけないし、国ももっと動いてほしい

ということをアピールするような、宣言みたいなものを出そうとしていま

す。清須ではやらなかったんですけど、皆さんに、そういう状況だという

ことだけはご理解いただきたいです。  

あと、全国でこういう会議が書面になっていることが多いんですけど、
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実際にこうやって対面でやる場合に、今日の資料を見ると、新型コロナウ

イルスの影響があるとは言っていますが、じゃあ何をするかというのには

至っていませんよね。至っていないのはやむを得ないと思いますが、少な

くとも認識してほしいと思っています。データを見ても明らかですが、平

常時には考えられないくらい利用が減少していて、しかも長期的です。３

月までの実績が出ていますが、４月、５月はどうでしょう。ひどい結果で

すよね。  

 この状況が続いたら、あしがるバスは国の補助も出ているからまだい良

いですが、補助がないような鉄道や路線バス、タクシーはどうなってしま

うんだということです。その制度は何もないんです。制度がないのであれ

ば、地方創生臨時交付金を活用してはどうだという話になります。実は、

その特設サイトも私たちのほうで作成していて、地方創生臨時交付金をど

う活用すると公共交通に使えるかという用例集を作っています。何でそこ

までやらなくちゃいけないのかといつも自問自答しているのですが、国交

省は、そういうことをもっとやってほしいと思います。中部運輸局さんは

少しやっていますけど、もう少しやっていただきたいです。  

 こういう場合は気づいた人がやらないとしょうがないので、みんなどん

どんやってこうということで動いています。感染予防策についても、今日

あしがるバスをのぞいたら、感染が広がらないように色々と対策をとって

いましたね。周知チラシなどの掲示もしてありましたが、中にはやってい

ない自治体もありますので、そういうことをどこの自治体も徹底してやる

と良いと思います。そういうポスターの例示みたいなのも我々が作ってい

まして、データも好きに加工できる形式にしてあるので、自分たちでアレ

ンジしてポスターにするとか、市役所に貼るとか、そうやって使ってくだ

さいという活動をしています。  

なので皆さん、もしよろしければ、私の加藤博和という名前を検索して

いただくと、一番上にホームページが出て、それをクリックすると、そう

いったフォーラムについての動画や資料、特設サイトへ行けるリンクなど

が載っていますので、そういうのを一回見ていただきたいです。そして、

今本当に大変な状況になっているということと、それに対して色々と打て

る策があるということを是非知っていただいて、知り合いの皆さんにも拡

散していただけるといいなと思っています。  

それから、５月２９日の午前に、法改正についてのオンラインセミナー

をやりました。地域公共交通活性化再生法や道路運送法といったこの会議

の拠り所になる法律の改正法が、５月２７日に国会で可決成立して、１０

月から１１月くらいに施行される予定です。  

この法改正は、衆議院も参議院もいる本会議で審議されました。普通、

本会議では重要なものしか議論されないので、本会議で議題になるという

ことはあまりないのですが、この法律は重要法案と見なされて審議された

ということで、非常に重視されたうえに、審議も早かったです。  

清須はさっき言ったようにある程度先取りをしているのですが、具体的

にどういうことが変わるのかということについては、この会議に出ていた

だいていれば、上井さんと私でちゃんと新しい法律に合わせて進めていけ

るようにしますが、どんなふうに考えているのかというのが知りたけれ

ば、５月２９日の午前中のセミナーでその紹介をしていますので、そちら
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を見ていただければ分かるかと思います。これも、オンラインで９０人の

方に見ていただいて、今もＹｏｕＴｕｂｅで見ることができます。  

ということで、色々と動きがありますけど、そういう情報も見ていただ

きながら、できることはやるべきだと思っています。事務局にあまり言い

すぎると良くないので、このくらいにしておきますが、やることをやらな

いと、本当に地域公共交通が焼け野原となってしまいます。  

もしよろしければ、タクシー協会の方もおられますし、事務局も、一言

いただけるといいなと思います。私からは以上です。  

 

（多田委員）  

 名古屋タクシー協会の多田と申します。  

 今、加藤先生から公共交通の将来を危惧するご発言をいただきました

が、まさしくタクシーも貸し切りバスも大変な状況だと認識しているとこ

ろです。特にタクシーにつきましては、４月から５月は壊滅的です。名古

屋の大手さんでも、売り上げは前年度実績の２割か３割しかありません。

たいていは休業して、助成金を活用しながら雇用を食い止めて、なんとか

回復するのを待っている状況でございます。  

 私ども名古屋タクシー協会としても、愛知県や名古屋市にコロナの窮状

を訴えて、何か支援をしてくださいと要望を出したところ、タクシーの車

内のいわゆる感染防止対策、飛沫防止対策、そういうようなところに予算

をつけていただけるよう、今、議会で議論されている状況でございます。 

また、地方創生臨時交付金というのもあるわけですが、地元のタクシー

事業者に、何が困っているのかを直接お聞きしていただけると非常に有り

難いなと思っておりますので、そういうことも是非ご検討いただければと

思います。以上です。  

 

（前田会長）  

 貴重なご意見ありがとうございました。他によろしいですか。  

 それでは、お手元にパンフレットがあるかと思いますので、愛知運輸支

局さんよりご説明をお願いします。  

 

（上井委員）  

 愛知運輸支局の上井です。お手元にある「活発で良い議論ができる会議

のために」というパンフレットですが、特に新しい委員さんにはよくお読

みになっていただきたいなと思います。  

公共交通会議では、色々な関係者の方々がお集まりになって議論してい

ただきますが、初めて参加されると、どういうことを聞いたら良いのかと

か、こんなこと言って良いのかなという不安があるかと思います。そう

いった中で、それぞれの立場で疑問に思うことですとか、積極的にご発言

いただきたい、公共交通会議で議論が活発にできるようになっていただき

たいという思いを込めて、数年前に、中部運輸局で作成したものです。  

 それぞれのお立場の事例というのも簡潔にまとめてありますので、是

非、次回以降の会議で積極的なご発言をしていただければと思います。  
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４  閉会  

 

（前田会長）  

  ありがとうございます。それでは、これをもちまして、令和２年度第１

回清須市地域公共交通会議を閉会いたします。どうもありがとうございま

した。  

 

問い合わせ先 企画部 企画政策課 
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