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会  議  録 

会議の名称 令和２年度第２回清須市地域公共交通会議 

開催日時 令和２年１０月１９日（月） 

午前１０時から午前１１時３０分 

開催場所 清須市役所南館３階 大会議室 

議題 １ 開会 

２ 議事 

〔報告事項〕 

⑴ コミュニティバスの運行・利用状況概要及び今後

の取組について 

⑵ 公共交通に関する市民アンケート調査等の実施

について 

〔協議事項〕 

⑴ コミュニティバスのバス停位置の変更（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 コミュニティバスの運行・利用状況概要及び今

後の取組について 

資料１参考資料 清須市生活交通確保維持改善計画の

概要 

資料２ 公共交通に関する市民アンケート調査等の実

施について 

資料２－１ 市民アンケート調査（案） 

資料２－２ 利用者ニーズ調査（案） 

資料３ コミュニティバスのバス停位置の変更（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 なし 

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（代

理）、澤木委員（代理）、小川委員（代理）、多田委員、

小林委員（代理）、大島委員、毛利委員（代理）、宮崎委

員、長谷川委員 

欠席委員 増岡委員 

出席者（市） なし 

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 佐藤委員、柴田委員 

１  開会  
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（服部課長補佐兼企画政策係長）  

ただ今から、令和２年度第２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。  

本日は、令和２年度第２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、「コミュニティバスの運行・利用状況概要及び

今後の取組について」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。  

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。よろしくお願いします。  

 

（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。  

本日の欠席委員は、第４号委員で愛知県尾張建設事務所維持管理課長の

増岡委員です。  

また、他の公務のため、第３号委員で国土交通省中部運輸局愛知運輸支

局首席運輸企画専門官の上井委員におかれましては、鈴木様に、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委員におかれましては、

安藤様に、同じく第４号委員で愛知県警察本部西枇杷島警察署交通課長の

小川委員におかれましては、増田様に、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、同じく第５号委員でつばめユ

ニオン委員長の毛利委員におかれましては、安藤様に代理でご出席いただ

いております。  

加えて、事務局といたしまして、本日の報告事項（２）で議題としてお

ります、「公共交通に関する市民アンケート調査等の実施」について、ア

ンケート調査の作成に携わっていただいております、株式会社日本海コン

サルタントの塩士様にご同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。  

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。  
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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）コミュニティバスの運行・利用状況概要及び

今後の取組について（２）公共交通に関する市民アンケート調査等の実

施について  

 

（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、座席の順に佐藤委員と柴田委員にお願

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１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）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を説明】  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。  

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。今、資料についてのご説明を受けましたが、私は、新型コロ

ナウイルスが流行しているこの時期にこれだけのことができているのな

ら、十分だと思います。清須市の感染者が少ないというのも、４月から５

月にかけて皆さんがしっかりと外出を自粛されていたからだと思います。 

これから、まだ先が長い戦いになると思いますので、地道に活動してい

く必要があるのかなと思います。以上です。  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。他に委員さんから何かご意見ございますか。 

 よろしいですか。それでは先生からご講評お願いします。  

 

（加藤副会長）  

 元々この議題は、参考資料に書いてあるように、確保維持改善事業の評
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価をやるという話をしていたのですが、今の状況を考えるとそれどころで

はありません。  

 ９月までの利用状況を踏まえて１０月以降に評価をすれば良いので、も

う内容がまとまっていれば今の時期に評価しても良いのですが、普通は、

１２月の下旬から１月の上旬に評価する自治体が多いです。なので、その

時期は会議がたくさんあって、既に日程の調整に入っています。  

 清須の場合は９月が終わってすぐに結果が出てくるので、今回の会議で

評価をやってしまおうという予定でしたが、今年度については、資料を見

ていただいて分かるように、新型コロナウイルスの影響で利用が大幅に

減っています。  

ただ、その現状を書いて、新型コロナウイルスの影響で利用が大幅に

減って残念でした、これからも大人しくしていきましょうでは評価になり

ません。せっかくこのタイミングで会議をやるなら、こういう状況を踏ま

えて今後一体何が必要なのかを考えていかなくてはいけないということ

で、今回の資料を作っていただきました。  

事業者の方も協会の方もこの場にいらっしゃるので、後でそれぞれの状

況についてご発言されると良いと思うのですが、注意点としては、いわゆ

るバスやタクシー、鉄道というのは、休業できないので、休業補償が全く

出ません。休業できないけど減便もそう簡単にできないので、あしがるバ

スの場合も、利用が半分に減ったとしても、全く減便していないわけです

よね。そうすると、同じように走っているのに半分しか乗らない、あるい

は半分も乗らないということになります。  

ただ、あしがるバスの場合は、足りない分を清須市が補填する形なので

まだ良いです。ですが、一般的な路線バスや東海道線、名鉄線というのは

そういった仕組みではないので、収入は大幅に減っているのに、支出は全

く変わりません。変わらないどころか、運転士さんや駅員さんにも感染の

リスクがあるので、色々と気を遣います。あしがるバスでも資料１の２

ページのように対応しているわけですが、日頃こんなことにお金を使って

いないので、当然コストアップになっています。  

それが、バスの営業所にクラスターが発生したものなら、大変なことで

す。今日事務局としてご出席いただいている日本海コンサルタントの塩士

さんは、普段金沢におられるので、まさに直撃を食らったわけですよね。

金沢の場合、クラスターではなかったかと思いますが、バスの営業所で感

染された方が、１名でしたっけ。  

 

（塩士氏）  

３名感染されたという状況です。  

 

（加藤副会長）  

３名ですか。それで営業所が全部止まってしまいました。こちらでもそ

のようなことが起こったら大変なことです。その地域が全部真っ白になっ

てしまいます。  

そういう状況がずっとあったので、私の大学でも、学内に誰もいないよ

うな状況が続いています。誰も通学しないので、地下鉄の利用も大きく

減っています。でも、駅員さんはいるわけだし、医療関係の方だとか、い
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わゆるエッセンシャルワーカーと言われる、どんな場合でも働いていかな

いといけない方というのは、通勤しなければならないので、運行を辞めら

れないという状況があります。結論を言うと、経営が非常にまずい状態に

なっています。  

ＧｏＴｏトラベルも、そういうことを踏まえての話になっています。あ

の事業自体がどうなのかというのはまた別の話ですが、まず言えるのは、

先ほどのバスの営業所で感染者が出たという話ですけど、それはバスの中

で感染したのかというと、そういうわけではなさそうだということです。

バスや電車で感染したというのは、確認のとりようがないんです。同じ電

車に乗っていた人が集団で感染したとか、そういうことはないです。  

その上で、僕もこの状況で色々な対応をしていると、医学部の先生等と

話をすることがありますが、感染対策をすることで、何もしないより９９．

９％感染を減らせると言われます。つまり、何もしないと１，０００人感

染するところ、１人で済むとか、それくらい減らせるということです。  

外に出なければ０になりますが、出ないとどうしようもない人もいるの

で、それは難しいです。ただ、そういう人が気をつければ、感染を抑えら

れます。私も今日、地下鉄とＪＲを乗り継いで来ましたけど、当然以前と

は車内の様子が全然違っていて、あまりつり革を触らないとか、なるべく

他の人のほうを向かないとか、そういうことを皆さんが意識して動いてい

るわけです。  

そういうことも踏まえながら、もっと安心して乗っていただいて構わな

いですよという周知をしたほうが良いんじゃないかという動きが、資料１

の３ページに載せていただいた、各自治体が今やっているキャンペーンで

す。  

こういった周知をしっかりやっていかないと、あしがるバスだけなら問

題ないですが、公共交通機関全体を見て、もう一年先のこととかを考える

と、非常に大変なことになっているんじゃないかというのが私の思いで

す。  

４月から５月の感染が最も拡大していた時期に、そういうオンラインの

シンポジウムをやって、何ヶ月後かに状況が戻ってきたとしても、一年先

には大変なことになっているだろうし、一体どうしようという話をしてい

ました。今は、さらにその具体的な取組をやっています。  

なので、清須市も、そういうことをきちんと見ていかなきゃいけないん

じゃないですかということを申し上げて、今回の議題として取り上げてい

ただきました。  

 あとは、事業者の皆さんから何かアピールすることがあれば、言ってい

ただければと思います。例えば、つばめ自動車さんなんかは、大きな影響

を受けているのではないかと思います。また、タクシーの場合は、夜に飲

みに行かなくなる方や残業しなくなる方が増えているなかで、夜のタク

シー利用が非常に少なくなっています。そういう大きな影響があると思い

ます。  

その上で、清須市でも資料１の３ページに書いてあるようなことをやっ

ていけたら良いんじゃないかと思うので、この会議の結果を踏まえてそれ

を一次評価に書いて、その後二次評価を受けるという流れになります。こ

の会議はそういうタイミングだと思っていただければ結構です。  
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（前田会長）  

 ありがとうございます。今、加藤先生からお話がありましたように、事

業者の方から何か一言いただければと思いますが、いかがですか。  

 

（小林委員（代理））  

 愛知県バス協会の小林の代理の栗木でございます。  

 私どもといたしましても、やはり、新型コロナウイルスの影響を大きく

受けております。一番最初に、観光バスのドライバーが感染して大騒ぎに

なりました。観光バス全体でも本当に大きな打撃を受けておりますし、ま

た、路線バスにつきましては、外出自粛の影響で、４月から５月に大幅に

減収になりました。  

 ただ、最近では少し戻ってきて、全体的には昨年の７割くらいの方に

乗っていただいております。また、例えば名古屋市交通局では、一番前の

座席を使えなくするなどして、座席数を減らしています。市のコミュニ

ティバスですと、そういうわけにいかないかと思いますので、難しいとこ

ろかと思いますが。  

 県外に行っても、二席あるうちの一席はできるだけ利用しないでくださ

いとしている場合が多いのですが、逆に、通路に立っている人が密になっ

ているんじゃないかなと思う時もあります。  

また、先ほど言いましたように、観光バスを中心に大幅な影響を受けま

したので、愛知県バス協会としては、ＧｏＴｏトラベルを開始した７月２

２日に、名古屋城の駐車場で、バスの換気がどのくらいスムーズに行われ

ているかという実験をしました。  

 大型バスの場合、内気循環ではなく、外気を取り入れて循環させるモー

ドを使用すれば、４分から５分で車内の空気が入れ替わっていくというこ

とで、先ほど加藤先生にもお話しいただいたように、路線バスに乗ってい

たから感染したという話はないという状況です。そういう意味では、バス

は安全な乗り物なのですが、やはり、まだそれが浸透していません。  

 それから、やはり一部の路線バス会社では、抗菌作用があるものをつり

革や取っ手に塗る等の対策を行っています。今回のこの資料を見ますと、

あしがるバスでもそういった対策を考えていらっしゃるということです

ので、それは是非公表していただくと良いかなと思います。  

 

（大島委員）  

 つばめ自動車の大島です。実行できる対策はやっているつもりなのです

が、具体的には、資料１の２ページの左側から書いてある通りです。  

現在の取組の一つである乗務員のマスク着用について、口と鼻をマスク

で覆っていますが、この他に、エアマスクと言いまして、薬剤が入ったプ

ラスチック製のものを首からかけておくと、１ｍくらいの空間は除菌でき

るといったものを着用させております。また、換気は、大きなバスと違っ

てファンでの換気が難しいのですが、窓は雨の日でも２ｃｍから３ｃｍ空

けるように指示を出しています。  

 資料に書いてあるもの以外では、今申し上げた通りです。以上です。  
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（多田委員）  

 名古屋タクシー協会の多田と申します。  

 私どもタクシー事業者の団体としましては、今のコロナの状況というの

は、本当に危機的な状況だと捉えております。先ほど資料１の中で、４月、

５月はコミュニティバスの利用者がかなり減っているという話がありま

したが、タクシーにおいてもこれは同じです。対前年度比で見ても、収入

は昨年の３割から４割まで減っております。また、そんな状況の中で、ド

ライバーの売り上げが最低賃金にも満たないような状況が続いていたの

ですが、当然解雇するわけにはいきません。  

 そういうこともあって、国の雇用調整助成金等を活用させていただい

て、名古屋タクシー協会では、現状、コロナが原因でタクシー事業を廃止

した事業者はありません。ただし、この状況が今後続いていくと、さらに

大きな影響が出てきて、いずれは廃業というような事業者もひょっとした

ら出てくるんじゃないかという危機感を持っています。  

 しばらくはこのような状況が続くんだろうなと思うので、１年、２年と

いう長いスパンで、お客様への安心安全をどうやってＰＲしながらタク

シーを動かしていくのかという取組が非常に重要になります。  

愛知県と名古屋市でもタクシーの感染防止対策に関する補助金を予算

化していただいて、手当てをしていただいている状況でして、こういった

ものをフルに活用しながら運行していきたいと考えています。既に大手の

会社さんでは、運転席をビニールシートで囲っているタクシー車両も走っ

ていますが、実際こういったものについてドライバーさんにお聞きする

と、夜間に光が反射して見にくいだとか、安全上問題がある部分もあって、

それらを考慮したより良いものが少しずつ出てきている状況です。  

 また、窓を開けるだけではなくて、車内の空気を強制的に後方へ排出す

るファンであったり、足踏み式の消毒液、さらには、運転席を囲ってしま

うもの、この３点セットで実施しているところが多くあります。  

また、これは名古屋の取組ではありませんが、今、東京のほうでは、

ニューノーマルタクシーという言い方で、オリンピックが開催されるとい

う前提で、タクシーをより安心安全な乗り物にしていくために、試験的で

はありますが、イオンとかオゾンとかそういうもので殺菌対策を万全にし

ていこうという取組が始まっています。  

とはいっても、やはりタクシーの利用者減というのが一番の原因だと思

うのですが、収入が伸びていかないと、それに対する設備投資も難しいと

ころがございます。  

 資料１の３ページに色々な対策が記載されておりますが、当然、タク

シーにおいても、お客様にマスクをしてくださいという案内と同時に、各

タクシー会社の安全対策についてのステッカーを貼るというようなこと

もしております。また、タクシー協会のホームページでも、タクシー会社

の安全対策についての情報発信をしておりますので、ご覧いただければと

思います。  

 最後になりますが、タクシーも地域の皆様方にとってはなくてはならな

い公共交通機関だと認識しておりますが、ドライバーに高齢者が多いとい

うことや、お客さんが少ないということもあって、高齢のドライバーを中

心にお休みをしていただいています。  
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こういう状況ではございますけれども、一刻も早く元の状態に戻してい

くということは、タクシーだけでできる取組ではございませんので、皆さ

ん方にご理解いただきながら、より安心安全に楽しく移動ができるように

心がけていきたいと考えております。以上です。  

 

（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しょうか。  

 

（鬼頭委員）  

 鬼頭です。今の話の流れから少しずれてしまいますが、多田委員がおっ

しゃったタクシーでのマスクの義務化というのを是非やってほしいと

思っています。前に誰が乗ったか分からないので、ひょっとしたらという

危険性をできるだけ減らしたいと思います。  

 また、話が少し違うのですが、清須市観光・産業きよす会議というもの

の資料を入手しました。それを見ますと、コミュニティバスの存在という

のがほぼ無視されています。あってないような書き方をしている部分があ

ります。  

 本当はこの会議ときよす会議と、どこかで連携していく必要があると思

います。例えば、観光客を増やしたい、観光客にもコミュニティバスに乗っ

てもらいたいというのであれば、その方策をどうするかを考えていくこと

が大事なんだろうと僕は思っています。  

ですが、全くパラレルに話が進行しているので、どうも両者がかみ合っ

ていないとつくづく感じます。すごくもったいないと思いました。そのあ

たりは後に検討していただきたいと思います。  

 それから、毎回指摘しているのですが、結局、清須市にまちの核がない

ということが大きな問題点です。もし核があれば、そこを中心にフィー

ダーにバス路線を延ばすというようなことも可能なのですが、それがなか

なかうまくいきません。結果的に、どこかへ行くときに、コミュニティバ

スが走っていますよと言っても、２時間に１本しか来ないようでは、なか

なか利用促進には繋がりません。そういうことを危惧しています。  

これは、この会議の内容を超えてしまって、まちづくり全体をどうする

かという問題になってきます。そのあたりを、是非行政当局として踏まえ

てほしいと思います。  

ちょっとしたエピソードなんですけど、先日、一宮警察署に用事があり

まして、その帰り道に、駅の中で駅ピアノというのをやっていました。駅

ピアノは、各地の空港や駅に設置されているというのがＮＨＫのニュース

で放送されていまして、いいなと思っていたんです。  

それが一宮にもできていて、この地方にもこういうのができたんだと関

心してたのですが、あの協賛をしていたのが、宗次ホールなんですね。宗

次ホールというのは、創業の地が枇杷島ですから、あの人たちと連携して

何か同じようなことができないのかなと考えましたが、清須にはピアノを

置くような場所がないんです。新清洲駅に置くわけにはいかないし、枇杷

島駅も無理ですし。それで、ピアノに関しては、去年指摘したのですが、

春日図書館の一階に、どこかの幼稚園から寄付されたヤマハのピアノが置

いてあります。家庭用のピアノとしては少し大きめのピアノで、あれを一
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宮駅のようにどこかの駅に置けると良いです。  

あのくらいのピアノであれば、ある程度の方に弾いてもらうことも可能

なので、せっかくそういうものを持っているんだから、宝の持ち腐れをす

るなよと思います。かといって、町おこしのためにどうするかというと、

大きな箱がないので、そこにすごく矛盾を感じています。そういうことも

少し考えてほしいと思います。  

 

（前田会長）  

 委員さんから色々とご意見がございましたげれども、事務局でも、適宜

検討していただきたいと思います。  

 続きまして、報告事項（２）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２を説明】  

 

（前田会長）  

 ありがとうございます。  

 それでは、この報告について、ご意見、ご質問等がありましたら挙手を

お願いします。  

 

（鬼頭委員）  

 鬼頭です。資料２の１（２）の市民アンケート調査の調査方法について、

無作為抽出で行うと書いてあるのですが、何故操作抽出をしないのです

か。操作抽出をすれば、各所属クラスター別のクロス集計ができますが、

無作為抽出ですと、それがうまくできません。  

 せっかくやるなら、サンプリングのところでもう少し工夫できなかった

のかなと思います。ただ、サンプルが２，０００人ということで、数が多

いので、そこで均せるかもしれませんが、どの年齢の人がどういう行動を

とるのかというところに注目して、ターゲットを絞って利用の増進を図る

というプランニングができなくなってしまいます。お金をかけてやるの

に、残念だなと思います。  

 それからもう一つ、右側の２（２）の利用者ニーズ調査の調査方法につ

いてです。一番最後に、適宜聞き取りを実施と書いてありますが、車内で

アンケート用紙を配付して書かせるのと、一旦家へ持ち帰らせて書いて郵

送させるのとでは、結果が違ってきてしまいます。  

 面接法で行うのか郵送法で行うのかという調査法の根本的な違いが出

てきます。それをごっちゃにしてデータとして使っても、果たしてそれに

どの程度の信頼性があるのかということを感じます。ひょっとしたら全く

の無駄金使いに終わってしまうかもしれません。そのあたりのことを、市

の当局の方はどのようにお考えなんでしょうか。  

 あと、アンケートの中でも気になるところはたくさんありますが、差し

当たってこの二点についてお願いします。  

 

（後藤次長兼企画政策課長）  

企画政策課の後藤でございます。まず、調査方法を無作為抽出にしたこ
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とについてですが、これは公共交通についてということで広く捉えたアン

ケートであって、バスのみについてのアンケートではないためです。です

ので、広く無作為抽出で２，０００人を対象に実施します。  

 また、利用者ニーズ調査につきましては、聞き取りと書いてしまったの

で大変恐縮なのですが、実際には葉書をお渡しする想定で、聞き取りは行

いません。葉書をお渡しして、バスの中で書いていただける方はその場で

回収、中で書けない方については自宅に持ち帰って書いてポストに投函し

ていただくということで実施いたします。  

 

（鬼頭委員）  

 一つ目の論点ですが、他の公共交通機関等のことを含めて調査をすると

しても、無作為抽出することの正当化には繋がらないと私は思うのです

が、いかがでしょう。  

 

（後藤次長兼企画政策課長）  

 ご意見としては伺いたいと思いますが、我々は今回このようなやり方で

実施すると決めさせていただきましたので、ここでご報告させていただい

ております。  

 

（加藤副会長）  

 今、無作為抽出かどうかという話が出ましたが、何について見ていくの

かというのが難しいところです。コミュニティバスのことを聞きたいのな

ら、正直言って、どういう取り方をしても、このアンケートだとコミュニ

ティバスに乗る人は数パーセントしかいないので、ほとんど意味がありま

せん。  

 じゃあ、乗りそうな人はどうかというのを考えたときに、例えばお年寄

りが乗りそうだというのを大前提としてとるのかというと、それが良いと

は限りません。実は、全国のコミュニティバスを見たときに、お年寄りば

かり乗っている場合もありますが、東浦町なんかは若い人がよく乗ってい

ます。  

 そういうものを目指したいときには、大きな意向として、若い人も見て

いかなくちゃいけません。そのことと操作抽出するのかというのは関係あ

りませんが、じゃあどのくらいの割合をとったら良いのかというと、それ

もよく分からないということになってしまいます。  

 抽出方法の話の後に、利用者ニーズ調査の話が出ましたが、コミュニ

ティバスを実際に利用されている方の意向を聞くなら、市民の皆さんに広

く薄く聞くのではなくて、利用されている方のアンケートをとらないと意

味がないと考えています。  

 一方で、このアンケートを作るときも言っていましたが、このアンケー

トで本当にとらなきゃいけないのは、コミュニティバス利用者の何百倍も

いる、鉄道に乗っている人です。  

 地域公共交通会議では、そういう人が今鉄道を使ってどう思っているか

とか、あるいは、清須市にはＪＲ清洲駅も含めて１０の駅がありますが、

それらを有効に活用できているのかということも見ていかなくちゃいけ

ません。そう考えたときに、実際にコアに使われている方の年代を考える
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と、お年寄りや若い方もそうですが、３０代から５０代の方もたくさん使

われているので、そういう方々の意向も伺わなくちゃいけません。それか

ら、車を使っている方にどうやってバスや鉄道を使ってもらうかというこ

とも考えなきゃいけないので、そういう意味では、色んな方の意見をとら

なきゃいけません。ですが、その中のどこに重点を置くのかとか、そうい

うことを考えると分からなくなってしまいます。  

単純に２，０００人を無作為抽出してアンケートをとると、性別や年齢、

あるいは職業とかそういったところで大きな偏りがあります。また、この

アンケートは住民票からの抽出で良いですよね。そうすると、個人情報の

問題も出てくるので、あまり細かく抽出できないというのもあります。  

でも、アンケートの結果は細かく出ますので、私の考えとして、回答に

偏りがある場合等には、追加があり得ると考えれば良いのかなと思いま

す。抽出して調査しても、年代によって回答率が違って、結局ある年代で

は満足にとれていないので追加するということもあります。そういう場合

は追加して、例えばこの地区については、どうしても１００とりたかった

けど８０しかとれなかったので、残りの２０をとるために５０追加します

とか、そういうことは私もよくやります。  

その時、統計的な色々な問題が出てきますが、それは、サンプルの取り

方とか、どのくらい追加したかとかで補正できることなので、技術的な問

題で処理できます。  

あとは、郵送で書いてもらうのと聞き取りで書いてもらう場合について

ですが、聞き取りで聞きたいこともあるし、郵送で聞きたいこともあるん

ですよね。なので、まぜこぜにして全部一緒に集計してしまうというのは

考えられないことです。そこは鬼頭委員からご指摘いただいた通りです。 

例えば、郵送で調査したときに出た意見を踏まえて、追加でもう少し聞

きたいなと思ったときに、こういう意見が出ているのですがどう思います

かというのを乗客の方に聞くというのは、一つの手なのかなと思います。

このあたりのことまではまだ考えていないにしても、アンケートをやって

みた結果として、さらに必要があればそういった補足もあるんじゃないか

と考えています。  

２，０００人だと、多分回答率が５０％くらいで、１，０００人という

ことになります。そうすると、地区がそう偏ることはないと思いますが、

世代で見ると少し足りないところが出てくるかもしれません。どうして

も、お年寄りの方はよく回答されますし、若い方は少ない傾向にあります。

やはりそこはやらなくちゃいけなくなるのではないかなと思います。  

追加を考えておられるかは確認していないので、聞いておきたいです。

ただ、元々２，０００人というのは、回収率が５０％で、それぞれの層で

ある程度回答が得られるというのを念頭に置いた数だと考えたら良いと

は思っております。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 事務局です。今、先生からご指摘がありましたように、世代別での人数

の傾斜はかけておりません。基本的には、２０代から均等に届くようにし

ております。また、今おっしゃられたように、５０％の回収率というのを

念頭に置いています。  
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 通常、傾斜をかける場合は、回答率の悪い２０代、３０代あたりにたく

さん送るというのが一つの手なのですが、今回はそれをやらずに、全ての

年代において均等に無作為抽出をします。ただし、清須市は合併市町村だ

ということもありますので、４地区で若干の傾斜はかけたいと考えており

ます。  

 また、追加の調査につきましては、今のところ全く検討しておりません。 

 

（加藤副会長）  

 あと、この調査は回答率自体に意味がある調査です。回答率というのは

関心の度合いそのものなので、今、回答率５０％と言いましたが、５０％

より上回れば相当関心が高く、５０％を下回ると低いという印象です。  

 だいたいこういうアンケートはどこでとっても４０％から５０％くら

いの回答率です。投票率と同じですね。関心が分かるというのもとても大

事なところなので、それはこの会議でも見ていただく必要があります。  

もちろん、聞き方が悪いとか、配り方が悪いとかそういうこともあり得

ますが、同じようにやって回答率が良くないとしたら、やはり色々と問題

があるということなので、そこも見ていかなくちゃいけません。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 事務局です。今、ご指摘がありましたように、清須市民の方というのは

非常にアンケートに協力的で、市民満足度調査をやっても、結構な回答率

がありますので、今回このような抽出方法で実施させていただきます。  

 回収率５０％というのは一つの目標だと思っておりますので、できれば

それを数パーセントでも上回れば良いなと考えております。以上です。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。その他に、委員さん、よろしいですか。  

 それでは、報告事項については、これで終了します。  

 

２  議事〔協議事項〕コミュニティバスのバス停位置の変更（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。  

「コミュニティバスのバス停位置の変更（案）について」を議題としま

す。  

それでは、事務局から説明してください。  

 

（次森企画政策課主任）  

【資料３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。  
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（鬼頭委員）  

 先ほどのアンケートの内容について、アンケートの調査票自体に対する

説明があるかと思いましたが、なかったので、ここでお尋ねします。調査

票の３ページについてです。  

 ４－２「電車・バスを月１回以上利用される方は、下記の問いにご回答

ください。」という設問の、「鉄道を月１回以上利用する方」の回答欄に、

「清須市内で最も利用する駅をご回答ください。」と書いてありますが、

ＪＲ清洲駅も名鉄大里駅も、場所は稲沢市です。あそこを使っている方は

たくさんいます。  

前から言っていますが、ＪＲ清洲駅に西口を作ることによって、駅の場

所としては稲沢市の問題ですが、利益を受けるのはほとんど清須市の方な

ので、清須市で何とかしていただきたいです。それにも関わらず、回答欄

で清須市内と限定していると、ＪＲ清洲駅や名鉄大里駅を利用している方

は、この問題から完全に放り出されてしまいます。  

そういった質問の設定自体、清須市民はＪＲ清洲駅を使うな、あそこは

稲沢市にある駅だから使うなと言っているかのようなプレッシャーすら

感じます。なんでこんな質問にしちゃったのかなと感じました。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 鬼頭委員、少しよろしいですか。調査票の表紙を１枚めくっていただく

と、「清須市内を通る電車」という記載がありますが、ここでは、ＪＲ清

洲駅は外していません。清須市内を通るということで、ＪＲ清洲駅も入れ

てあります。ですが、名鉄大里駅については、立地的に見ても清須市と全

く関係ないので、入れません。  

 

（鬼頭委員）  

 いえ、私自身もそうですし、私の近所の人も大里駅を使っています。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 それを言ったらきりがありません。私自身も、ＪＲ稲沢駅が自宅から一

番近いですが、そういう聞き方はできません。現状では清須市内を通る駅

についてを対象としています。  

仮にそこで大里駅を書いてこられても、それはそれで良いと思っていま

す。ですので、除外しているわけでも何でもないです。参考として、調査

票の表紙の裏面に清須市内を通る電車の一覧を載せていますが、それを踏

まえて大里駅を書いていただいても結構ですから。ただ、大里駅は清須市

内の駅でも何でもないですから、そこはご理解いただかなければいけませ

ん。  

 

（鬼頭委員）  

 そうすると、大里駅を書いた場合に、その人は集計されないのですか。 

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 いえ、大里駅もきちんと集計します。問題ないです。要は、私が稲沢駅

と書いても良いわけです。  
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（鬼頭委員）  

 あなたが稲沢駅と書いても、そもそもあなたは住んでいるところが稲沢

市なんじゃないですか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 いえ、私は春日に住んでいます。春日から行くと、稲沢駅のほうが近い

ところはたくさんあります。ですから、そういう方は他にもいますので、

そこは先ほど申し上げたように考えていただければ結構です。ただ、そう

いった駅を全て書くわけにはいきませんので、清須市内でというふうに書

かせていただいております。回答欄にその他の駅を書くのは自由です。  

 

（鬼頭委員）  

 だったら、自宅からの最寄り駅という書き方でよろしいのではないです

か。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 そういう書き方も結構ですが、清須市としてとりたいアンケートになり

ますので、そこで稲沢駅という回答をたくさんいただいたところで、我々

は稲沢市に対する施策はうてません。  

先ほどおっしゃられたＪＲ清洲駅の西口についても、清須市単独で何と

かなるものではありません。前も申し上げたと思いますが、計画はありま

すが、一日二日で何とかなる話ではないものですから、ここで何度おっ

しゃられてもどうしようもありません。稲沢市さんが乗ってこないと何と

もならない話ですから。県や鉄道事業者にも働きかけてはいますが、それ

が実行に移せないというのは諸問題があるということです。この場で何度

おっしゃられても、回答は一緒です。そこはもう少し考えてご発言いただ

ければと思います。  

 

（鬼頭委員）  

 おっしゃることは分かりますが、ＪＲ清洲駅に関しては、私ももう２０

年以上前からささやかな動きをしています。ですが、稲沢市が全く動いて

くれないのが最大の理由だというのは分かっています。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 その話については、この会議で何を言われてもどうしようもありませ

ん。他の委員さんもおられますので、ここで主張されても何ともなりませ

ん。そこは、大人の対応として一度考えていただきたいです。この場でど

のように言われても、今の話は何も変わりません。  

 

（鬼頭委員）  

分かりました。  

 

（加藤副会長）  

 少しよろしいですか。今の話ですが、アンケート調査票の３ページの問
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４ですね。設問に清須市内でと書いてあって、その言い方をすると稲沢駅

と書けないので、最寄り駅と書いたらどうかいうことですね。そうすると、

４－１も４－２も、最寄り駅でよく使う駅という書き方でも良いですね。 

 田舎だと、県境とかでない限りは市内の駅を使うということが多いです

が、清須の場合はそうではないです。確かにこの設問だと、ＪＲ清洲駅は

書いても良いけど、僕が後藤次長のようにＪＲ稲沢駅をよく使う立場だっ

たら、市内ではないから書けないと思ってしまいます。それで良いのかと

いう話ですね。  

 ここで知りたいのは、稲沢駅は稲沢市にあって、清須市で何とかできる

範囲に及ばないのでそんな回答はいらないということではなくて、清須市

の人がどのくらい稲沢駅に行っているかということです。稲沢市には権限

が及ばないけど、これだけ清須市から行っている人がいるから覚えておい

てねというプレッシャーをかけることくらいには使えます。  

それもやらないで、稲沢駅しか使わない人はここに書くなという印象を

与えてしまってはよくありません。そうすると、その人は何も意見が言え

なくなってしまいます。あるいは、そういった人たちが無理してＪＲ清洲

駅だとか他の駅を書くと、間違ったデータになってしまうので、それもま

ずいです。  

そういう意味では、調査票の表紙の裏面については、「清須市内を通る

電車」と書いてあるのでこの内容で良いんです。ただ、電車という言い方

はまずいですね。鉄道です。  

これは事実としてそうなので、このままで良いけど、問４を回答する時

はここを見て書くわけではなくて、清須市内でという設問を見て書くと思

うので、この書き方は良くないかもしれません。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 はい。そこはおっしゃるとおりなので、最寄り駅という書き方にしたい

なと思います。  

 

（前田会長）  

 はい、よろしいですか。  

それでは、先ほど言いましたように、コミュニティバスのバス停位置の

変更についてを議題としますので、よろしくお願いします。  

 

（上井委員（代理））  

 愛知運輸支局の鈴木です。今日は、上井の代理でまいりました。よろし

くお願いします。  

 バス停の位置の変更ということですが、これについては地図等で状況を

確認させていただいておりますので、よっぽど良いと思います。  

 これに関連して、実は今、国の方で、バス停の安全対策を講じましょう

という取組を全国的に進めています。例えば、交差点から５ｍ以内にバス

停が設置されているとか、バスが停まったときに車両が交差点にかかって

しまって視界を塞ぐとか、そういったものが全国にいくつかあるというこ

とで、今、調査をかけています。  

 愛知県内でも、各事業者に調査を出して、今集計しているところですが、
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愛知県内で１４，０００箇所くらいのバス停があるうち、安全対策が必要

と思われるバス停が６００箇所くらい出てきています。  

 清須市さんの場合は、つばめ自動車さんでしっかり見てもらっているは

ずですが、改めて、市もご協力いただいて、再確認いただければと思いま

す。  

 またこれは、走行環境に起因する部分が一番大きくて、そこに停留所が

置いてあるからどうのというよりは、そこにバスが停まることで、何の視

界を妨げているのかということのほうが論点になると思っています。  

 ですので、走行環境について、例えば道路がカーブになっていて、その

途中にバス停が置いてあるとか、その場合にどのような視界を妨げるのか

とか、そういう観点で是非再確認をお願いしたいです。よろしくお願いし

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、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事を終わります。  

 

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がありましたらお願いします。  

 

（次森企画政策課主任）  

 事務局から１点ご連絡をさせていただきます。  

本日の報告事項（１）でご説明しましたとおり、令和２年度地域公共交

通確保維持改善事業に係る一次評価について、書面協議を予定しておりま

す。  

本日いただいたご意見を踏まえ、国土交通省へ提出する一次評価（案）

を作成し、令和２年１２月頃を目途に送付させていただきますので、書面

での回答にご協力をお願いいたします。  

事務局からは以上です。  

また、会議前に、「令和２年度地域公共交通シンポジウム in 中部」とい

うチラシをお配りしましたので、こちらについて、支局さんから簡単に説

明をお願いします。  
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（上井委員（代理））  

 愛知運輸支局の鈴木です。本日、机上にチラシを１枚配らせていただき

ました。毎年、中部運輸局で開催している地域公共交通に関連したシンポ

ジウムについてです。基本的には、自治体の担当者様ですとか、事業者の

担当者様を対象に行っているものなのですが、今年は、会場の都合等もご

ざいまして、ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネルを使って配信します。どなたで

も見れる環境にありますので、今回、ご紹介させていただきます。  

 開催日は１１月１８日で、オンラインで開催をします。会場は今池のガ

スビルで、プログラムは下に書いてある通りなのですが、パネルディス

カッションのパネリストとして加藤先生にもご登壇いただきます。  

 一応、参加人数だとかどのくらい興味があるかとかいった関係もござい

ますので、下の方に書いてあるＵＲＬから応募していただくものになって

います。ご興味のある方は、是非ご視聴いただきますようよろしくお願い

します。以上です。  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。  

最後になりますが、この他のことで、何か委員の皆様から何かございま

すか。  

 

（加藤副会長）  

 １１月１８日のシンポジウムですが、これはＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

のアドレスさえ分かっていれば誰でも見られます。スマホでも見られます

ので、是非ご覧いただけたらと思います。  

 感染症の専門家で、うちの大学の医学部の松田先生も登壇されます。と

いっても、医学部は鶴舞にキャンパスがあるので、これまで全然会うこと

もなく、このシンポジウムで初対面になりますが。その先生に色々と教え

ていただきます。  

 コロナウイルスの最新情報とか、どういうふうに対応したら良いかとい

う情報もお話しいただけます。その後も継続的に協力していただこうと考

えていますし、参考になると思いますので、是非ご覧ください。  

 あと、先ほど話に出た、今日の議題の報告事項（１）についてです。今

後の取組ですが、元々清須市が構造的にどうだというのは分かり切ったこ

とです。それを何とかしてほしいということですけど、これは地域公共交

通会議で言っていても何ともらちがあかないので、総合計画だとか都市計

画だとか、そういったところの方々にきちんと取り組んでいただきたいと

いうことを、この会議として言っていく必要があります。  

ただ、現状、核がないとか、大きな病院がないとか、ヨシヅヤだって市

の端にあるので、どうしても路線が真ん中に集まるというような構造には

ならないとか、駅に求心性がないとか、色々な課題がありますが、その中

で何をやっていくべきかを考えなければいけません。  

個人的には、例えばバスが空いている時間帯はいつかを調べていただい

て、元々安心して乗っていただけますが、この時間帯なら空いているので

特に安心して乗っていただけますみたいなことをお伝えすると良いと思

います。清洲城や夢広場はるひもそうですが、野外で楽しめる場所がこん
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なにありますということをしっかり情報提供して、新しい外出というのは

こういうものだと発信していくのが良いのではないかと思います。  

普通に名古屋駅に行くとかであれば、皆さんがよく知っていることだと

思いますが、清須市の中で、市民でもあまり行ったことがない場所なんか

もあると思います。ここはバスで出掛けると近いけれど、結構遠出したよ

うな気分になるだとか、そういった宣伝をすると良いんじゃないかと思い

ます。  

 僕の拙いアイデアはそんなところですが、皆さんも、あしがるバスに

乗ってもらうためにどんな工夫ができるかというのを、この会議が終わっ

た後にでも事務局に提案していただけると良いです。そこから使えるアイ

デアは実行していくということで良いと思いますし、観光協会や商工会と

も話をしてやっていかないと、具体的なネタが無いことにはなかなか前に

進みません。そういう形で進めていって、できるものについては１２月の

評価に項目として出てくると思っていただければいいなと思います。以上

です。  

 

４  閉会  

 

（前田会長）  

  ありがとうございました。それでは、これをもちまして、令和２年度第

２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。  
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