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会  議  録 

会議の名称 令和２年度第４回清須市地域公共交通会議 

開催日時 令和３年３月１８日（木） 

午前１０時から午前１１時４５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 令和２年度地域公共交通確保維持改善事業の二

次評価結果について 

⑵ 公共交通に関する市民アンケート調査等の実施

結果について 

〔協議事項〕 

⑴ 令和３年度コミュニティバスの利用促進施策実

施計画（案）について 

⑵ 令和３年度清須市地域公共交通会議スケジュー

ル（案）について 

⑶ 北名古屋市内循環バスの清須市への乗入れにつ

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１－１ 地域公共交通確保維持改善事業の概要 

資料１－２ 令和２年度地域公共交通確保維持改善事

業・事業評価 

資料１－３ 令和２年度地域公共交通確保維持改善に

関する自己評価概要 

資料１－４ 中部運輸局二次評価結果 

資料２－１ 市民アンケート調査結果 

資料２－２ 利用者ニーズ調査結果 

資料２－３ 公共交通に関する市民アンケート調査結

果報告書（案） 

資料２－４ 「あしがるバス」利用者ニーズ調査結果報

告書（案） 

資料３ 令和３年度コミュニティバスの利用促進施策

実施計画（案） 

資料４ 令和３年度清須市地域公共交通会議スケ

ジュール（案） 

資料５－１ 令和３年度改定きたバス路線図（昼便）

（案） 

資料５－２ きたバス新規バス停（案） 

資料５－３ きたバスつつじ（南部）線時刻表（案） 

公開・非公開の別 公開 
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(非公開の場合はその理由) 

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）、小川委員（代理）、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 澤木委員、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、山口市民協働係長、西田主任 

会議録署名委員 加藤（榮）委員、鬼頭委員 

１  開会  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

定刻となりましたので、ただ今から、令和２年度第４回清須市地域公共

交通会議を開会します。  

私は、企画政策課の後藤と申します。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４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、「公共交通に関する市民アンケート調査等の実

施結果について」が主な議題となります。  

今回は報告事項として事務局から実施結果の説明がありますが、この結

果等をもとに、令和３年度から次期ルート・ダイヤ改正（案）の検討に入

ることとなります。  

委員の皆様におかれましては、ご意見がありましたら積極的にご発言く

ださいますようお願いいたします。  

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。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

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。  

本日の欠席委員は、第４号委員で愛知県都市整備局交通対策課担当課長

の澤木委員と、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  

の増岡委員です。  
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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  

近藤様に、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結果」について、

アンケート調査の実施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と神納様にご同席いただいております。  

また、協議事項（３）で議題としております「北名古屋市内循環バスの

清須市への乗入れ」については、北名古屋市から説明がありますので、北

名古屋市防災交通課の法月様、山本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。  

また、本日、机上に資料２－１と資料２－２を配付しておりますが、事

前にお配りしたものとの差し替えをお願いいたします。中身が違っている

とうわけではなくて、カラー印刷の都合で色味が悪い部分がございました

ので、差し替えとさせていただいております。  

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。  

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年度地域公共交通確保維持改善事業の

二次評価結果について（２）公共交通に関する市民アンケート調査等の

実施結果について  

 

（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、座席の順に加藤委員と鬼頭委員にお願

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（１）「令和２年度地域公共交通確保維持改

善事業の二次評価結果について」を事務局から説明してください。  
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（山口市民協働係長）  

【資料１を説明】  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。  

それでは、この報告について、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。  

 

（加藤副会長）  

 名古屋大学の加藤です。私は評価委員だったわけですけど、基本は、頑

張っていますのでこれからも頑張ってくださいということです。ただ、注

意点としては、清須のこの会議はあしがるバスを運行するためにできて、

ずっとそうやっているわけですけど、今の地域公共交通会議というのは、

鉄道だとかタクシーだとか、市内にあるもっと色んな公共交通全部を見て

いきましょうねというものになってきています。  

そうすると、傍目で見るとどうしてもあしがるバスに偏って機能してい

るように見えてしまいます。ただ、実際に市内にはそれしかバスが走って

いなくて、古城に名古屋の市バスのバス停はありますが、それ以外はない

というのも事実です。公共交通の全体を見てくださいとか、あるいは、今

日は北名古屋市さんもお見えですが、清須市だけで完結しないようにきち

んと議論してくださいねということが評価結果の最後のほうに書いてあ

ります。それは、この活性化再生法の流れでそういう方向に進んでいて、

ニーズもそういうものだと思いますので、これから意識してほしいです。 

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。他に、委員さんよろしいですか。  

では、続きまして、報告事項（２）「公共交通に関する市民アンケート

調査等の実施結果について」を事務局から説明してください。  

 

（山口市民協働係長）  

 【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。  

 

（上井委員（代理））  

 愛知運輸支局の鈴木でございます。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。  

 二、三点あるのですが、まず、タクシーをどうお考えですかというとこ

ろが、資料では薄いなと思いました。具体的に申し上げると、資料２－１

の３ページの右上のまとめのところで、移動手段の一行目ですね。公共交

通の利用が一割、10％とありまして、下の棒グラフを足すと、タクシーを
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含めれば 11％になる思うのですが、 10％としか書いていないということ

は、鉄道とバスしか公共交通として見ていないということかなと思いまし

た。 法律上はタクシーも公共交通ですので、認識がどういうふうなのか

というところがありますし、市民の方がどう思っているのかというのは、

こういったアンケートで分かるのかなという気もしました。  

 何故こういったことを言うかというと、確か清須市では、バスの積み残

しがあった場合にタクシーの続行便を出すというのをやられていたかと

思うのですが、それがあるなら尚更タクシーの位置付けはどうなのかなと

思ってしまいます。今もその対応をしているのであれば、その回数がどの

くらい発生しているのか、そこに何かしらの課題はあるのかというところ

が分かればお聞きしたいです。  

 もう一つは、資料２－３以降の報告書について、ざっと斜め読みですけ

ど、バス停の環境の改善についてのご意見がありました。せっかくアン

ケートをとったので、ここが危ないよという指摘があるのであれば、きち

んと調べて、危ないのであれば即座に見直していただくようによろしくお

願いします。  

 最後に一点です。通勤利用について、どうしたらバスを利用しますかと

いうことよりも、現在通勤でバスを利用できている方というのは、どうい

う条件が合って使えているのかというのが少し分かるといいなと思いま

した。なおかつそれが、バスを走らせるもともとの狙いと合っているのか

というのがチェックできるとさらに良いのかなと思いました。  

 三点目は感想めいていますので、特にお答えは結構ですが、一点目と二

点目だけよろしくお願いします。  

 

（後藤企画部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、一点目のお話ですけど、積み残

しのタクシー対応についてはございます。ほとんどがグリーンルートで、

他のルートはよほどでないとありません。そこについては今後対策を検討

していかなければならないというのは前々から考えているところです。  

 二つ目のバス停の改善なんですけれども、民間のバスと違って、コミュ

ニティバスというのはバス停の設置に苦労しています。イスを置いてほし

いとか屋根をつけてほしいとかいうのはよく伺いますが、現状では、イス

を置けるところについては全て置いているという認識でいます。  

残念ながら、民地をお借りしてバス停を置いているようなところもござ

いますので、環境の改善については、今のところこれ以上やるのはなかな

か難しいのかなと考えております。危険なバス停というお話については、

運行事業者とも一緒に確認した上で、ないという認識を持っております。 

 

（上井委員（代理））  

 危険なバス停と言われるのは、こちらでお示ししている基準に基づいた

もののことをおっしゃっていますか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 そうです。例えば横断歩道のすぐ近くにあるとか、そういうものはない

という認識を持っています。  
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（上井委員（代理））  

 それは報告いただいていますので十分承知しています。そうではなく

て、アンケートの中で、危ないよという回答があるものですから、そこは

チェックしてくださいねというお願いです。うちの基準がどうということ

を申し上げているつもりはございませんので、よろしくお願いします。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 確かにアンケートに書いてあるところにつきましても、再度調査を行う

ことになるかと思います。ただし、バス停を置くことに関しまして様々な

課題がございますので、危ないとおっしゃられるところがすぐに改善でき

るかというのはすぐにお答えできませんが、確認はさせていただきます。

以上です。  

 

（多田委員）  

 名古屋タクシー協会の多田でございます。  

今、タクシーが大変な状況になっているということに関して、また、あ

しがるバスとタクシーはどういう関係で整理したら良いのかということ

について少しお話しさせていただきます。  

 タクシーにつきましては、コロナの影響で大変な状況になっています。

昨年の４月、５月が対前年三割くらいの収入しか上がっておらず、その後、

８月頃に向けて若干上がっていったものの、またコロナの第二波で大きく

ダメージを受け、年末頃から４月にかけては二度目の緊急事態宣言の影響

もあり、大変厳しい状況にございます。  

 新聞等で既に報道されていますが、名古屋市内では、既に事業者が二社

廃業しております。また、数字には表れていませんが、グループの会社が

事業を統合するということで、タクシー事業の経営を集約する、合理化す

るという事例も既に数社出てきております。今後、これがどういう状況に

拡大していくかということが、私たちの業界の関心事でございます。  

申し上げたいのは、今後、タクシーがなくなると、この地域の利用者の

方にどういう影響が出るかということを十分に考えていただきたいとい

うことです。タクシーにつきましては、仕事の多いところで仕事をします。

つまり、名古屋市の中心部でございます。そうすると、名古屋市の中心か

ら離れたところでは、既に配車ができない地域が相当数出てきておりま

す。それが名古屋市外となると、更にそういう傾向が強まっていくのでは

ないのかなと思います。清須市内にも二社の事業者がございますが、今後

いつまで存続できるかということは、どの地域においても大変大きな課題

だと認識しております。  

 今回の市民アンケート等を見ていても、これを今後どうしていかれるの

かがなかなかよく見えてこない中で、高齢者の方がこれから増えていき、

自動車の利用ができなくなる方も増えるというデータがはっきりと見て

取れるわけでございます。その方々に対してどういう交通を提供していく

のか、あしがるバスだけで本当に大丈夫なのかという議論も是非やってい

ただきたいということを切に訴えさせていただきたいと思います。  

 その中で、交通と福祉の連携ということも考えていただきたいと思いま
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す。タクシーはドアツードアですので、バス停に行けない方も十分に対応

できると思います。問題は予算の関係だとは思いますけれども、バスだけ

で本当に大丈夫なのかという心配があります。先ほど加藤先生もおっしゃ

いましたが、いわゆる他の公共交通とのネットワークをどうしていくのか

ということを十分に考えていただきたいというのと、民間事業者を上手に

使っていただきたいということです。  

 これ以上申し上げると長くなってしまうのでこのくらいにさせていた

だきますけれども、是非そういうことにも関心を持っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございます。今、貴重なご意見をいただきましたので、事務

局におかれましても、ご配慮の程よろしくお願いします。  

 他に、委員さんよろしいですか。  

 

（鬼頭委員）  

 鬼頭です。今、タクシーのことについて色々お話がありました。以前も

お話ししたんですけれども、清須市内で、例えばＪＲ清洲駅だとか名鉄新

清洲駅で名鉄タクシーや新川タクシーを呼ぼうとしても来てくれない、さ

らには遅い時間になると電話にすら出てくれない、広告では 24 時間対応

と書いてあるのに出てくれないという状況があります。  

 ただ、名鉄に乗って一駅先の大里駅まで行くと、稲沢の営業所のタク

シーが来てくれます。あそこは割と早く来てくれます。それが清須の場合

は全く来てくれないんです。私の自宅に対しても来てくれません。今は車

がないと言われるか、電話にすら出てくれないかです。そういう状況なの

で、実際にタクシーを使えないんですよね。これは私の個人的な感想です。 

 それからもう一つ、資料２－１の⑥市民アンケート調査結果のまとめの

中で、公共交通モード別の特徴の欄の真ん中に、ＪＲ清洲駅西側の出入り

を可能にということが書いてあります。これ、本当に大事なことなんです

けど、何とかならないでしょうかということを前から言っています。清洲

町の時代にもその話をしたんですけれども、あそこは稲沢市だと言って全

然相手にされませんでした。アンケートの報告書にもこの話が出ていま

す。ところが、現状、駅の西側の改札が設けられるだろうなと思った場所

が、ソーラー発電機の設置場所になってしまって、既に使えなくなってい

るんです。本当に残念です。  

 さらにもう一つ、名鉄の高架化が行われますけれども、前から言ってい

ますが、名鉄と祖父江街道との交差点あたりに、是非新しい駅を作ってほ

しいです。高架線を通して、そこに駅を作るんだったら、相当なお金はか

かりますけれども、今の状態で市に引き継ぐよりはコストが抑えられると

思うので、是非やってほしいです。と思っていたら、あそこもまた開発が

始まって何か作っているんですね。全てうやむやになっているというか、

残念です。ただ、何らかの形でＪＲ清洲駅の西側に出入り口を作るという

ことを協議してほしいです。ここで話す話ではなくて、もっと市全体の問

題だろうと思いますけれども。以上です。  
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（加藤副会長）  

 駅がどうとかいうのは、都市計画のほうできちっと議論しないといけな

いから、ここで駅を作ってほしいと言っても手段はないですよね。駅前広

場を作るとかいうのもそうですけど、そういう都市計画が全然ないわけな

んで。枇杷島駅の東口はスキームがあったできたということですけど、Ｊ

Ｒ清洲駅だとか名鉄の沿線のそれぞれの駅というのは、現状そういうもの

はないですよね。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 はい、私が知る限りではＪＲ清洲駅の西側についてはそのような計画は

ありません。  

 

（加藤副会長）  

 なので、ここでそういう話をしてもいいんですけど、具体的には都市計

画審議会でやってもらわないといけないことじゃないかなと思います。誰

が委員をやっているのか分かりません。もし僕が知っている人がいたら聞

いてみますけど。  

 それから、今回のこの調査をやって、目新しい結果があるのかというの

が一番気になるところですけど、そういうのはあったかどうかですね。皆

知っていることが浮き彫りになったのか、追認されたのか、思ってもいな

い結果が出たのか。特にこの思ってもいない結果というのは非常に大事で

す。そういうことをこの資料は全然意識しないで書いてあるので分からな

いです。事務局としてどうですか。今回の結果を見たときに、はっとした

ようなことはありましたか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 はっとしたと言うかどうかは分かりませんが、まずひとつ、オレンジ

ルートについて、現状のルートだと市役所を経由していることで遠回りに

なっています。遠回りすることでだいぶ時間のロスが出ていますので、そ

こは検討の余地があるかなと考えています。  

 あと、ＯＤをとると、あまり利用されていないバス停というのがどの

ルートにも出てきます。そのあたりも、前回のダイヤ改正をしてから特に

調査をしていなかったものですから、今あるバス停を通していいのか、新

しいバス停に変えていくのかという流れが出てくるかなというのは私が

感じたところです。あとは、グリーンルートは積み残しが多いというとこ

ろくらいですかね。  

 

（加藤副会長）  

 なので、大きなポイントとしては、お客さんがいなく、迂回していると

ころは避けたいということで、これまでにも古城のあたりのバス停を廃止

したりとかそういうのはありましたよね。そうすると、案の定、そのあた

りに住んでいる方はバス停がなくなると不便だと言ってきます。こちらと

しては利用が少なかったからなくしたわけですけど。  

こういう場合、利用が少なかったのとゼロとでは全く違います。もとも

と利用がゼロならあまり問題ないんですけど、少なからずいたわけなの
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で、その人にとっては致命的だったかもしれません。それが大きい声なの

か小さい声なのかというのは、その地域の皆さんが切実に思っておられる

のかそうではないのかによります。切実に思っていたら利用していただけ

ると思いますけど。そういうところは、考えなきゃいけないです。だから

といって、今こうやって出てきている、ここはほとんど利用がないという

バス停については、どうせ通らなきゃいけないからバス停を廃止できない

んだったら、ここに書いてもあまり意味がないです。  

 また、例えば、西枇杷島中学校のバス停は狭いので、ここにバス停を置

いていると危ないということがありますが、それは、ここで大きく見直し

をする中での話というよりは、このバス停特有のことなので、あまりまと

めに書くことではなのかなということは思いました。  

ただ、先ほど後藤さんがおっしゃったように、オレンジとかグリーンで

迂回していると、これをもう少しシンプルにしたほうがいいんじゃないか

というのは、普段乗っておられる方は特に思われるでしょう。いつもここ

のバス停からは誰も乗らないのにとか、これならもう真っ直ぐ行ったらい

いじゃんとか。そういうことが浮き彫りになってくると、実際の利用も多

くないし、別のバス停に代替できるとかそういうことができるのなら、や

はり少しシンプルにしていくということは改正の大きなポイントになる

んじゃないかと思います。  

 また、鈴木さんがおっしゃった停留所の件は、少し遠くなったとしても

その停留所が待ちやすい停留所であるとすると、引きつけられる可能性が

高くなります。まさに西枇杷島中学校のバス停なんかは、柵に停留所の看

板を貼り付けてあるほど余地がないところですから、待っていられないの

で、近くにベンチがあって雨がしのげて待っていられる停留所があるなら

そこまで行く気にもなるということになります。  

 なので、停留所を絞るときは、残した停留所は良い停留所にしていかな

くちゃいけません。当然、用地とかの問題はありますが、私もここで 10

年くらいやっていると、 10 年前からずっと言っているんだったらこの 10

年で何かできることはなかったのかという話になってしまいます。なかな

かできないと言うんだけど、何か行動を起こしていけば、 10 年のうちに

できるかもしれない。もちろん 10 年のうちにそこを通らなくなるという

こともあるかもしれませんが。結局覚悟を決めなきゃいけないんですけ

ど、実はそれも都市計画の関係になるかもしれません。そういうところが、

もうちょっと深めて考えられるといいなと思います。  

 そういう意味ではこの報告書はまだ浅い内容かなと感じます。このあた

りのことは、塩士さんもおられるし、事務局ももちろん、これに興味のあ

る皆さんで、ワークショップのような形で検討したほうがいいんじゃない

のかなと思いました。どうしても、こういう場でこれだけ資料が出てくる

と訳が分からなくなるので、そういう場があると、この調査も結果が生か

せるかなと思いました。  

 あと、タクシーは、結局どうしたらいいですかね、多田さん。大変なこ

とは私も非常に分かっているんですけど、じゃあどうしたらいいんでしょ

うか。  

 

（多田委員）  
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 あしがるバスでお手伝いできない方々にタクシーをどうやって活用し

ていただけるかという方策を探るということで、まずは地元のタクシー事

業者に話をしていただくということが一番大事かなと思います。  

 

（加藤副会長）  

 先ほど大里駅の話が出ましたが、大里駅は名鉄西武交通ですよね。で、

こっちは名タクなんですよね。エリアが違うんです。なので、名鉄西武交

通のタクシーは栄でお客さんをとったりできないんでしたっけ。  

 

（多田委員）  

 それは少し複雑なんです。名古屋交通圏というのは、名古屋市とその周

辺部で営業する許可を得てタクシーが動いています。多くは市内の中心部

で利用者の需要に答えているという状況なんですが、大里駅は稲沢市です

ので、名古屋交通圏のタクシーはそこでは営業ができないんです。なので、

大里駅には稲沢のタクシーが来ると。では、清須市内の駅にタクシーがい

ないというのは、この地域にタクシーの需要が多くは見込めないので、な

かなか呼んでもこないということです。夜は尚更で、 24 時間というのは

原則ですけれども、ドライバーもいない、また、車を動かすだけの需要も

ないので、中小さんの多くは、夜間はやっていない、動かしていないとい

う現実が既にあります。それが、コロナでさらにひどくなるんじゃないの

かということを申し上げたいです。  

 

（加藤副会長）  

 結局、清須だったら、新清洲駅で待っているよりも、栄とか名駅に行っ

たほうがお客さんがいるんですね。でも、大里駅は稲沢なので、清須のタ

クシーは全くいないんです。逆に稲沢のタクシーは、大里駅でも国府宮駅

でも稲沢駅でも待っていられます。そうすると、大里駅は名古屋に近いの

で、ある程度の利用が考えられますから、稲沢の北の方のタクシー会社か

らすれば、大里駅はいいところです。  

 もし稲沢のタクシーが新清洲駅に入れたら、タクシーもたくさん来るん

じゃないかと思うんですけど、来れないんです。逆に、名古屋と同じ圏域

の中で考えると、新清洲駅というのは魅力が薄い感じがします。そういう

事情もあるんです。  

 なので、そうすると何をしなきゃいけないかというのを考えたときに、

タクシーの運転士さんは歩合ですので、そういうお客さんの少ないところ

には、どれだけ行ってほしいと言ったって行かないです。タクシー会社か

らしても、当然それぞれの運転士さんの積み上げが売り上げになりますか

ら、例えば市からそう言われたといっても、絶対とは言わなくて、行って

ほしいけど暇があったら行ってねくらいしか言えないと思います。  

 そうじゃなく、新清洲駅にいつも一台以上タクシーがいるようにすると

なると、もう少し踏み込んだ策が必要だと思います。田舎だったらそうい

うことは既にやっています。本当に輪番で、月曜日はこのタクシーを一台

は入れとけとか、そういうことをやったりしています。だけど、ここは田

舎じゃなくてやや都会なので、あまりそういうことはやりません。  

 何でかと言ったら、これまでは栄や名駅にお客さんがいて稼げたので、
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その余力で、台数もあったしということで新清洲駅のあたりにもタクシー

が来ることができたんです。それが今、コロナでできなくなってしまって

います。タクシーが危機的だと言うけど、どこが危機的なのか、タクシー

についての対策を何故やらなきゃいけないのかと言うと、タクシーは常に

お客さんの多いほうへ行ってしまうので、お客さんが少ない清須市はもろ

に打撃を受けます。だから、今何かやらなくちゃいけないんじゃないかと

いう話になっています。ただその時に、じゃあ具体的に何をしたらいいか

というのを多田さんに聞いても、具体的には市民目線でないと思いつかな

いのかなと思うので、どうしたらいいか分からないままそこで止まっちゃ

うんですね。あえて言うと、ここにタクシーを置く代わりにいくらお金を

出すとか、そういうのじゃないとできないのかなと思います。  

 

（鬼頭委員）  

 今の件について、加藤先生のおっしゃることはこちらも存じています。

であるが故に、さっき多田委員からお話があった、タクシーを公共交通シ

ステムの中にどう位置付けるかということを考えたときに、僕の個人的な

感想では、あてにならないの一言に尽きます。経営状態も悪いということ

は色んなところで報道されていて分かっていますから、じゃあどうするか

という次の段階を考えたときに、結局、経済原理が働く以上どうしようも

ならないです。それが私の基本的な考え方です。以上です。  

 

（多田委員）  

 経済理論から言えば、その通りだとは思います。ただ、本当にそれで良

いかというのは、その地域でタクシーがなくなってもいいのかという議論

だと思いますし、じゃあこの地域にタクシーがなくなって、その代わりを

探そうとしたときには、もう何もないよということだと思います。  

 一番言いたいことは、先ほども申し上げましたけれども、あしがるバス

で救済できない方々、バスを利用できない方々が必ずいるはずです。この

方々を、個別輸送という形でタクシーがどういう役割を担うことができる

のかということをこういう場で議論し、市の交通施策に反映していくとい

うことが大事ではないのかなと思います。  

 それで地元のタクシーを使えば、経営の一助にはなるだろうと思いま

す。安定した収入をどうやって確保していくのかということがタクシー会

社の戦略の一つだとは思いますけれども、今のこの経済萎縮の中で、タク

シーは利用者の多いところへ行ってしまうというのは避けられない事実

ですので、そういう見方だけで良いかどうかということを皆さんに考えて

いただきたいです。  

 

（加藤副会長）  

 今聞いていて思ったんですけど、私が稲沢の委員をやっていたときに、

フィーダータクシーをやりました。また、一宮でも i-バスミニというの

をやりました。これは、バスだけでカバーできないところについては、バ

ス停とか駅から１キロとか２キロ以内くらいのところに停留所みたいな

ものを置いてそこまで行ってくれるという仕組みを作りました。短いタク

シーで、それは安く乗れるというものです。今、一宮とか稲沢とか色んな
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地区でやっています。  

例えばそういうことをやる一方で、清須の中の今あしがるバスでぐるぐ

るまわっているところはシンプルにするとかいったことを組み合わせて

やるといいかもしれません。そうすると、タクシーはある程度そこにいる

し、今までバスでまわっていたけどあまり利用がなかったところが、思い

切って真っ直ぐ短縮できたりします。  

今まではあまり考えずにバスで全部網羅しようとしていたんですけど、

タクシーがその他のところをカバーしてくれるという前提が少し揺らい

できているので、そういうものを入れていくことを考えなくちゃいけなく

なってきているのかもしれません。これも選択肢の一つとして、また考え

ていけばいいと思います。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。  

 これをもちまして、報告事項については終了したいと思います。  

 

２  議事〔協議事項〕（１）令和３年度コミュニティバスの利用促進施策

実施計画（案）について（２）令和３年度清須市地域公共交通会議スケ

ジュール（案）について（３）北名古屋市内循環バスの清須市への乗入

れについて  

 

（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）「  令和３年度コミュニティバスの利用促進施策

実施計画（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。  

 

（山口市民協働係長）  

【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。  

 

（山田委員）  

 山田です。少し話がずれるかもしれませんけれども、今、高齢者が非常

に多くなっている中で、車を辞めようという方もお見えになります。その

ときに、手続きの仕方が分からないという声を聞きますので、そのあたり

を、広報とか何でもいいので、もう少し皆さんにＰＲしてほしいなと思い

ます。そうすると、交通事故等も少なくなるんじゃないかなと思います。

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。今のは、免許返納についての話ですね。こちら

は基本的には警察署でやっていただくことになると思います。あと、市の
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ほうでは、免許証を返納した方に対して、１年間分のあしがるバスの無料

券を配布させていただいています。そちらの手続きにつきましても、警察

で免許返納をした後にチラシをお渡しいただいて、市役所の総務課で申請

いただいています。このあたりについては、総務課や警察と話をしますが、

広報等でも更なる周知ができればさせていただきます。  

 

（加藤副会長）  

 今の免許返納の話ですが、その告知の仕方をきちっとするといいです

ね。清須だとこういうものがありますよと、ピンポイントに一通りの情報

が分かるようなものを一枚で作るとか。清須なり北名古屋なりで内容が異

なるとは思いますが、西枇杷島警察署管内で、警察とこの会議とでコラボ

して、どういう情報提供をするか議論していく必要があると思います。  

 免許返納される方をがっつり公共交通に掴み取るというのは非常に大

切です。免許返納したらもう出掛けられなくなると考えている人が多いの

で、どうしたらいいかきちんと知らせるというのは、お客さんをとれる大

きなチャンスですから、是非重点的にやってほしいと思います。  

 あと、これも言おうかなと思っていたのですが、ちょうどこの会議が始

まる直前に田原市さんからメールが来まして、次の会議が来週にあるので

その内容だったのですが、田原市さんなんかは、商業施設とかと組んで、

商業施設に行ったらこういう特典があるからバスで行こうねというキャ

ンペーンみたいなものをやっています。  

 田原市の担当の方がそういうことをどんどんやりたいタイプなので

やっているのですが、これだとちょっと商工系ですよね。そういった商工

であったり福祉であったり教育であったり、色々なチャンネルの中で公共

交通をこうやって使うといいよという情報と、使うことでこういうメリッ

トが付与できるよというのを色々アイデア出して貰ってやっていくとい

うのが非常に大事です。  

資料３には企画で自前でできることが並んでいるのでこういう感じに

なるんですが、あくまでも田原市は一例ですけど、せっかく清須市役所に

色んな部署があるので、そういうところにも、これを使って何かやりませ

んかということを提案していただけると、何か出てくることもあるのかな

と思います。そういうのはどうですか。今まであまりやったことないです

よね。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 はい、バスに関してはやったことがないです。健康増進なんかの話で、

お得なクーポンがあるといった例はありますので、そういうのを参考にし

ながら、何かやれることはないかと探っていきたいです。  

 

（加藤副会長）  

 健康面でいうと、何か健康にいいことをやるとポイントが貯まるみたい

なのは全国的にありますよね。そのポイントがバスで使えるというのもよ

くあります。そういうふうに、全国で見たら、これをやるとバスにタダで

乗れるとか、逆にバスに乗ると色々なところで優遇措置があるとか、そう

いうのが結構あるので、そんなのをやってみると面白いかなと思います。
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是非、そういうことも考えていただいて、これにプラスしていただけると

いいかなと思います。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。  

 西枇杷島警察署さんから、免許返納の関係で何かありましたらご発言お

願いします。  

 

（小川委員（代理））  

 本日、小川の代理でまいりました、西枇杷島警察署交通課の近藤と申し

ます。  

ただいま、免許証の返納についてご発言がございました。こちらにつき

ましては、かねてから警察のほうでも、運転に自信がなくなった方に関し

ては自主返納を進めております。そのやり方としては、先ほど加藤副会長

様がおっしゃられましたように、見やすいペーパーを作りまして配付して

おります。現状では、免許証の更新に見える方にはわかりやすい形で広報

しております。  

また、自主返納したいんですけどどうしたらいいんでしょうかとか、警

察署に電話が結構かかってまいります。インターネット等を使いまして

色々と広報はさせていただいているんですけれど、やはり口で言った方が

分かりやすいという方につきましては、一度、西枇杷島警察署の交通課へ

お問い合わせいただければ、平たくご説明申し上げます。そういった

ちょっと分かりにくいなという方には、遠慮なく電話をするようにお伝え

ください。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。  

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題（１）を終わります。  

 

（前田会長）  

続きまして、協議事項（２）「令和３年度清須市地域公共交通会議スケ

ジュール（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。  

 

（山口市民協働係長）  

【資料４を説明】  

 

（前田会長）  
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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。  

 

（加藤副会長）  

 次の会議が６月ということですけれど、６月までの間にやることがある

かもしれないと、さっきのアンケート結果を聞いて思いました。  

 まず、今思ったのは、清須のタクシー会社がどういう状況になっている

かということを把握する必要があるなと思いました。それから、今日の結

果の中で特にルート・ダイヤ改正に関係するものがどこかという洗い出し

がきちんとできなければいけませんが、それをどこでやるのかというのが

あります。  

６月にそれが出て、それを踏まえて議論して、８月の会議、それから１

２月の会議で具体的なルート・ダイヤを決めていくということですが、そ

うすると、むしろ６月の前に何かやっておかなきゃいけないのかなという

印象も受けました。それは、またメンバーが専門部会と違うのかもしれま

せんし、もう少し打ち合わせ的なものになるのかもしれないとも思いまし

た。  

６月に出してくる内容が具体的に何なのかということがまだ明確では

ないとすると、手戻りが大きい可能性があります。今その内容を見せるこ

とができないのだとしたら、それを検討する機会が４月から５月頃に必要

だと思いましたが、そのあたりはどうお考えですか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 企画政策課の後藤です。  

今のご発言についてですが、６月の会議に出す資料について、先に皆さ

んに持って行く必要があるということですか。  

 

（加藤副会長）  

 はい、そうかなと思いました。というのは、６月の会議の議題だけ見る

と、具体的に何を議論するのかよく分かりません。僕の推測だと、さっき

言ったように、６月は今回のアンケート結果を踏まえて、どこを変えてい

かなきゃいけないのかという主な骨子みたいなものが出てきて、それでい

いのかを議論するのかなと思います。  

 ただ、その骨子でいいとなると、それで８月以降の会議も進んでいくの

で、そうすると、その骨子をきちんと議論するような機会を設ける必要が

あるのかなと思いました。それは部会なのか、あるいは事務局で検討する

というプロセスなのかもしれませんが。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 今おっしゃられたように、今回の結果の洗い出しをしたものを６月に出

して、市民委員さんで８月に専門部会をやりたいなと思っていました。こ

こでどんな意見が出るかは分かりませんが、それをもって 12 月の会議に

大体の案を出したいなと思っています。  

 ６月の会議までのことについては、まだ次年度のコンサルとの契約の関

係も終わっていませんし、現時点では何とも言いようがないですが、例え
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ばコンサルと事務局で６月の会議資料を作ってお出しするという考え方

を持っていますが、このような考え方でもよろしいでしょうか。  

 

（加藤副会長）  

 それは、６月の会議の前にということですか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 はい。６月に出す資料を一度揉まなければいけないかなと思っていま

す。  

 

（加藤副会長）  

 それはやったほうがいいと思います。それが、今日の資料では明確じゃ

なかったので。６月にその資料が出てくるとすると、そこまでに１回、こ

のあたりが大事じゃないかというのを議論できる機会があるといいん

じゃないかと思いました。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 今のお話なのですが、今日の資料というのは、あくまでアンケート結果

です。一部コンサルさんに分析いただいたことも書いてありますが、これ

と今日の会議を踏まえて、成果品という形で業者から出してもらいます。 

 そして、新年度早々に契約をした上で、成果品をもって６月の会議に諮

るたたき台のようなものを作った上で、会議の前に先生にお送りしようか

と考えています。  

 

（加藤副会長）  

 僕はいいのですが、特に市民委員の皆さんにきちんと見て貰ったほうが

いいかなと思います。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

それで、６月の会議をもって、市民委員の皆さんには、８月にもう一度

ご足労いただいて、市民委員さんと事務局だけでお話を聞きたいなと考え

ています。  

 

（加藤副会長）  

それが結局骨子の後になるので、骨子自体について、検討したほうがい

いかなという意見です。つまり、骨子を超えると、具体的にルートをどう

するとかいう細かい話になってくるので、その前に、こういう骨子で行こ

うみたいなところを議論しておいたほうがまとまると思います。そこがま

とまっていないで、８月になって根本的におかしいとなったら困ってしま

いますよね。  

あと、さっきのタクシーの話もあるので、そういうことをやっておいた

ほうがいいかなと思いました。やり方は色々とあるので、５月くらいにそ

ういう検討を、書面でもあるかもしれないし、会合でもできるかもしれま

せんが、きちっと詰めておく機会があるといいかなと思いました。  
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（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 分かりました。一度検討させていただきます。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。  

その他、委員さんからご質問等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題（２）を終わります。  

 

（前田会長）  

続きまして、協議事項（３）「北名古屋市内循環バスの清須市への乗入

れについて」を議題とします。  

こちらに関しましては、北名古屋市防災交通課の法月様からご説明をい

ただきますので、よろしくお願いします。  

 

（北名古屋市防災交通課法月課長補佐）  

【資料５を説明】  

 

（前田会長）  

ありがとうございました。  

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。  

 

（加藤副会長）  

 きたバスの今回の改正では、豊山との接続もありましたね。豊山は青山

高添という東の停留所がありますが、そこが乗入れになります。豊山の栄

から来るバスが４月１日から経由しますし、小牧のバスは既に来ているの

で、小牧、北名古屋、豊山の三つの市町のバスがローソンの前で一緒にな

るということになりました。  

西のほうは今ご説明いただいた通りですが、実際、この乗り継ぎダイヤ

を見たら現実的に乗り継げるわけではないですし、これを合わせようとい

うのは至難の業です。それぞれの事情もありますし、あくまでもこういう

ダイヤに現状なるということで、この乗り継ぎ時間を短くするためにどう

するかという努力までは、できればしたほうがいいですけど、優先度はそ

う高くないと思います。  

それでも、清須のバスも北名古屋のバスもはるひ呼吸器病院に行くよう

になることによって、はるひ呼吸器病院に行かれる方に対して、両方とも

行けるので便利だと思わせるという、その程度の効果は間違いなくありま

す。それがもし、清須と北名古屋との境の手前でバスが戻ってしまうなら、

なんて不便なんだと思いますもんね。すぐそこまで来ているのになんでそ
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こに行かないのと思いますから、そういう意味では非常にいいことです

し、清須としてもきちっと宣伝していけばいいんじゃないかと思います。 

 ただ、正直言うと、ドン・キホーテがすぐ北にあるので、乗り継ぎと考

えたら、ドン・キホーテであれば１時間いられますよね。はるひ呼吸器病

院だといられないです。病院で１時間待つというのは、特にこのコロナの

状況では考えにくいですから、乗り継ぎをするなら本当は商業施設のよう

なところがいいのかなと思いますが、だからといってバス停を両方とも動

かすということもできないので、やれることはやるということかなと思い

ます。  

 そういう意味で、小さいものにも感じるんですけど、とても大事なこと

だと思います。あとは、青山高添だったら小牧も北名古屋も豊山も全部あ

おい交通のバスなんですね。ところが、今回はつばめ自動車さんとのこと

になります。調整とかは、今のダイヤを見たらあまりかち合わないので関

係ないかもしれませんが、そこはご注意いただければと思います。  

つばめ自動車さんは、このことについて聞いておられるんですよね。で

は、具体的にはつばめ自動車さんとあおい交通さんの間で何か起こるかも

しれません。乗り場は同じ場所ですよね。そうすると、乗り間違えという

のが出てくるかもしれないので、少し注意する必要があります。清洲駅に

行こうとしていたら健康ドームに行っちゃったとか、そういうことがない

ように気をつけてください。  

 

（前田会長）  

 ありがとうございました。  

他に委員さん、何かございませんか。  

それでは、他に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題を終わります。  

 

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。  

続きまして、次第の「３  その他」に移ります。  

事務局から報告事項はありますか。  

 

（後藤企画部次長兼企画政策課長）  

 企画政策課の後藤でございます。  

 次回の会議は来年度ということになりますけれども、今のところ、６月

に開催を予定しております。ただ、加藤先生からご意見がありましたので、

もしかすると書面会議的なものを開くかもしれませんが、その場合はご協
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力をお願いします。  

 もう一点、今、机の上にタクシー協会の多田様から、チラシと啓発物品

を配付させていただきました。タクシーも色々な対策をしたうえで営業し

ておられますので、利用する機会がございましたら、タクシーも十分使っ

ていただけたらと思いますので、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す。最後に、この他のことで、何か委員の皆様から

何かございましたらお願いします。  

 

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

４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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