
1 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度清須市地域公共交通会議 専門部会 

開催日時 平成３０年６月２２日（金） 

午前１０時から午前１１時１５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 

   コミュニティバスのルート・ダイヤ改正（増便）に伴う

利用促進策について 

３ 閉会 

会議資料 会議次第、委員名簿、配席表 

〔会議資料〕 

資料 コミュニティバスのルート・ダイヤ改正（増便）に 

伴う利用促進策について 

 

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 

(公開した場合) 

３人 

出席委員 前田委員、谷野委員、林委員、後藤委員、石原委員、加藤（榮）

委員、宮﨑委員 

欠席委員 山田委員 

出席者（市） なし 

事務局 （企画政策課） 

河口次長兼課長、藏城課長補佐、服部課長補佐兼係長、 

赤羽副主幹、山田主任、笹野主事 

会議録署名委員 後藤委員、石原委員 

１  開会  

 

●司会  

定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度清須市地域公共

交通会議専門部会を開会いたします。  

私は、本日の進行を務めさせていただきます、企画政策課の赤羽と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

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、よろしくお願いします。  

 

●前田会長  

皆様、おはようございます。本日は、大変お忙しい中、地域公共交

通会議の専門部会へご出席いただきまして、大変ありがとうございま

す。  

本日は、この秋１０月に予定しておりますルート・ダイヤ改正に伴

う利用促進策といたしまして、皆様方にご協議いただくこととしてお
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ります。  

先だって既に、各委員さんから意見等をいただきました。そういっ

た中で、今日の専門部会として、市民目線で皆様方の意見をいただき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

また、本日は事務局主導で行いますので、事務局に取り回しの程よ

ろしくお願いしまして、挨拶に代えさせていただきます。よろしくお

願いします。  

 

２  議事  

 

●司会  

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、山田委員お一人でございます。  

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に、会議でのご発言に

あたりましては、次の２点についてご協力をお願いいたします。  

まず１点目ですが、ご発言にあたっては、必ず挙手のうえ会長の指

名を受けてください。  

２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。その都度、ご自身のお名前を仰っていただいてか

ら、ご発言いただきますようお願い申し上げます。  

まずはじめに、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いま

す。  

本日の会議の会議録署名委員は、座席順に後藤委員と石原委員にお

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、本日の議事に入らせていただきます。  

本日の議事につきましては、お手元の次第のとおり、協議事項が１

件となってございます。  

まずは事務局から本日の資料の１（１）「市民が集まる機会を活用

したＰＲ」について説明させていただきます。  

 

 

〔１（１）について事務局から説明〕  

 

 

それでは、１（１）につきまして、委員さんからいただいた意見に

対する事務局の整理につきまして、協議を進めたいと思います。  

まず、この１（１）につきまして、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。  

 

●前田会長  

会長から１件よろしいですか。  

今ご説明の中で、利用者は高齢者の方が多いと思うんですけど、そ

の不安解消に色々策を練ってみえるんですけど、１回乗ると１００
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円、そして、これからはヨシヅヤを中継してその先にということで、

乗換えが前提にあるということなので、乗換えすると、私ども知って

いる者は、１日券２００円を買って乗るんですけれども、そういうこ

とを知らずに乗り継いだときに、帰りまた乗り継いで１００円、１０

０円で行かれると料金が４００円になっちゃうんですよね。そういっ

て乗られる方がいた場合、そういうものの周知の仕方っていうのも、

そのときにされますか。  

 

●事務局  

お答えします。乗換え券などの周知につきましては、少し後で、ポ

スターやチラシなどについての項目が出てくるんですけれども、今の

ところ、チラシの裏面に載せる内容を考えておりまして、そこで今回

の改正に関する、増便ですとか、そういった内容とは別で、例えばタ

クシー配車のことですとか、１日券の利用ですとか、既に今あるバス

の乗り方に関する周知についても記載しようと思っております。今ご

意見いただいたように、例えば寿会等に行く際にもそういったことは

お伝えする必要があるかと思いますので、それも併せて周知していき

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。他に委員さん何かありましたら。  

 

●司会  

それでは、委員の皆様よろしいでしょうか。  

それでは、１（１）①から③につきましては、事務局案のとおり別

の手法で実施する、④⑤につきましては実施するということとしてよ

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、１（２）に移ります。  

１（２）「広報紙の活用」について事務局からご説明を申し上げま

す。  

 

〔１（２）について事務局から説明〕  

 

それでは、１（２）につきまして、ご意見ご質問等ございましたら

挙手をお願いします。  

 

●林委員  

林です。今事務局の方から説明がありましたように、中々良い方法

ということで、やっていただけると思うのですが、広報に載せてもら

うというのが、例えばチラシですと結構どっかにすぐやっちゃうとか

して失われたりしますが、広報というのは、わりと、皆さんどこの家

庭でもとっておかれる方が多いんじゃないかと思うので、広報にそう
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いう乗り方とか、特に今回乗換えとか、ちょっと複雑なところが、ど

ちらかといえば利用者は高齢者の方が大分多いみたいなので、それの

ところが分かりやすく、また後で出ると思いますけど、モデルコース

みたいなものを作ってもらって、どこへ行くときは乗換えはこうです

とか、そういうものを書いていただくと、広報ですと色々見られる機

会があると思うので、そうしていただけると良いんじゃないかなと思

います。以上です。  

 

●事務局  

ありがとうございます。今ご意見いただいたように、具体的なモデ

ルルートなどを載せて、乗換えですとか利用のイメージがつくよう

に、記事も工夫していきたいと考えております。  

ただ、これに関連してお話しておきたいことが一点ありまして、こ

の後に、（３）でポスター、チラシについての内容が出てきます。そ

このところでも説明があろうかとは思いますけれども、実際うちの方

としましては、チラシですとか、ポスターですとかを作成して、これ

を多くの方の目に付くようにしていきたいということも考えており

ます。  

広報紙というのも、その選択肢の一つですけれども、実施する上で、

予算の制約というのがございます。  

広報紙に折込をという話もありますし、広報紙の紙面にという話も

ありますし、それとは別に色々なところに配布をという話もあります

けれども、広報紙に載せるにしましても、紙面の都合上と経費的なこ

とも色々ございますので、今ある範囲内で最大限のことはさせていた

だきたいというふうに思っておりますが、各委員の方色々ご意見いた

だいております。それが、全部できれば良いんですけれども、若干そ

ういうふうにはいかないということを、また後で（３）でも出てきま

すけれども、そういったことはまずもってご理解の方はしていただき

たいということを申し添えたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。  

 

●司会  

委員の皆様、ご意見等他によろしかったでしょうか。  

それでは、１（２）につきましては事務局案のとおり実施するとい

うこととして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、次に１（３）「ポスター、チラ

シ作成・配布等」に移ります。  

１（３）について、事務局からご説明を申し上げます。  

 

〔１（３）について事務局から説明〕  
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それでは、今ご説明させていただきました１（３）につきまして、

ご意見ご質問等ございましたら挙手をお願いいたします。  

 

 

●後藤委員  

後藤です。このチラシの配布についてなんですけれども、広報紙へ

の折込や各種イベントでの配布って書いてありますけれども、市役所

の窓口とか、そういうところにも置かれる予定ですか。  

例えば、住民票など取りにみえた方の目に留まるように。  

 

●事務局  

現在のところは、こちらに書いてありますように、イベントに来場

された方に配ることなどしか想定はしておりませんでした。  

 

●後藤委員  

そうですか。市役所にみえた方に目に付くと、良いかなと今思った

ものですから。  

 

●事務局  

少し説明を加えさせていただきます。  

今までの実績をまず申し上げますと、主にチラシとかをこのような

形で作成してお配りしたということは無いんですけれども、類似のも

のといたしまして、ルート・ダイヤ改正ごとに作り直します全体ルー

ト図と時刻表ですね。そちらの方は、市民課の窓口を始めといたしま

して、市役所内各所、後は各地区の市民サービスセンターの窓口だっ

たり、そういったところに置かせていただいているという実績がござ

いますので、枚数の都合もございますけれども、今後作成していく予

定のチラシなどにつきましても、同じような形で対応ができないかな

ということは今内部で検討を進めているところでございます。  

 

●司会  

それでは、委員の皆様ご意見等よろしいでしょうか。  

それでは、１（３）①から⑥につきましては実施する、⑦につきま

しては別の手法で実施する、⑧⑨についても実施する、⑩につきまし

ては実施しないという事務局案のとおりとして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、次に、１（４）「清洲城信長ま

つりでのＰＲ」についてご説明をさせていただきます。  

 

〔１（４）について事務局から説明〕  

 

それでは、１（４）につきまして、協議を進めたいと思います。  

１（４）につきまして、ご意見ご質問等ございましたら挙手をお願
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いいたします。  

 

●宮﨑委員  

宮﨑と申します。何度も言っていると思いますけど、総合福祉セン

ターには、ヨシヅヤから乗り継ぎをして行かなければいけないので

しょうか。  

 

●事務局  

少しＰＲとは離れた話になりますけど、ご質問いただきましたので

お答えさせていただきます。  

総合福祉センターのバス停につきましては、１０月のルート・ダイ

ヤ改正以降は、ブルールートのみの停車という形になります。  

乗換えの手間がというところが、どうしても宮﨑委員がご心配され

ているところかとは思うんですけれども、別のルート、例えばサクラ

ルートですとか、既存のグリーン、それからオレンジ、そういったバ

スがヨシヅヤのバス停に来たときには、ダイヤ設定上、同じ場所にブ

ルールートの車が既に停まって待っている状態になります。  

車の台数とダイヤの構成の関係で、乗換え自体はちょっとお手間を

いただく形にはなりますけれども、これまでと比べてそれ程時間がか

かるわけではありませんので、そこはご了承いただいてということで

お願いしたいなと思います。  

 

●司会  

協議内容について、ご意見ご質問等他にございますでしょうか。  

 

●林委員  

林です。ちょっと私認識不足で分からないのですが、清洲城信長ま

つりでのＰＲをやられるんですけど、これ、春のさくらまつりの時も

やってみえますよね。ああいう格好でやられる予定なんですか。  

 

●事務局  

清洲城信長まつりについては、具体的にはまだ決まってはいないん

ですけれども、やるとしたらどのくらいの規模でというのは話は聞い

ていまして、さくらまつりよりも確保できるスペースが少ないので、

おそらくテント一張りくらいとかもう少し小さめの規模にはなると

は思うのですが、そこが決まり次第、人も多いかと思いますので、そ

のスペースでできる範囲内で、ブースが設置できる場合は実施しよう

と考えております。  

 

●林委員  

あそこは産業まつりも一緒にやるので、商工会の方もブースが入ら

ないで今困っている状態なので、どこでやられるのかなと思って、

ちょっと気になったのでお聞きしました。  

 

●事務局  
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正にそのとおりで、確かにスペース的に春日の場合とは違いますの

で、うちもブースを確保して、ＰＲをしたいなという思いで産業課と

調整はしていますけれども、産業課さんとしましても、色々な団体さ

んのブース調整もございますので、今は調整中ということになりま

す。  

仮にうちが取れたとしても、先ほど言いましたように、春日のとき

みたいにはとれないということは今時点で分かっておりますので、も

らえたとすると、もらえた範囲内でできることをやっていきたいと考

えております。  

 

●谷野委員  

谷野でございます。あしがるバスで会場に行くのは、各地区からス

ムーズに行けるようなんですが、帰りが、時間がはっきりしないので、

乗り遅れたり、どこで乗って良いやら分からないということで、帰り

を非常にしっかりとＰＲしておいていただかないと、ちょっと困ると

思うんですが。  

この前も、一昨年でしたかね、まつりに参加したんですけど、行き

はあしがるバスでスムーズに行けたんですけど、帰りが車が無くて、

どうやって良いのやら、どこから出て良いのやらさっぱり分からない

ということで、歩いても帰れないし、非常に困ったようなことが起こ

りましたので、帰りの方もしっかりと決めておいていただくとありが

たいなと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 

●事務局  

ご意見ありがとうございます。まつり当日のバスにつきましては、

特別その日だけまつり用のダイヤを組むという形で行うことは考え

ておりません。ですので、通常通りのダイヤのバスが動いているとい

う形にはなるんですけれども、まつりの当日に１日無料デーを同時開

催する予定でございますので、ブースへの案内と、１日無料デーの開

催とを合わせまして周知を図れたら良いなと思っております。  

帰りのバスの心配につきましても、当日は清洲市民センターの臨時

バス停になるかなと思うんですけれども、何々ルートが何分に出ます

よという案内はさせていただきたいと思いますので、そういった形で

対応させていただきたいと思います。  

 

●司会  

それでは、１（４）につきましては、事務局案のとおり、別の手法

で実施するということとして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、次に１（５）に移ります。  

１（５）「１日無料デー」につきまして、事務局からご説明を申し

上げます。  
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〔１（５）について事務局から説明〕  

 

 

それではこちらについて、ご意見ご質問等ございましたら挙手をお

願いいたします。  

 

〔特になし〕  

 

皆様ご意見ご質問等ございますでしょうか。よろしければ、進めさ

せていただきたいと思います。  

それでは１（５）につきましては、事務局案のとおり実施しないこ

ととして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、次に１（６）「マスコミ取材等」

に移ります。  

１（６）について、事務局からご説明申し上げます。  

 

〔１（６）について事務局から説明〕  

 

それでは、資料１（６）につきまして協議を進めていただきたいと

思います。ご意見ご質問等ございましたら挙手をお願いいたします。 

 

〔特になし〕  

 

委員の皆様、よろしいでしょうか。それでは、進行させていただき

ます。  

１（６）につきましては、事務局案のとおり実施することとしてよ

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、次に１（７）「その他」に移り

ます。  

１（７）について、事務局からご説明を申し上げます。  

 

〔１（７）について事務局から説明〕  

 

それでは、１（７）につきまして協議を進めたいと思います。  

こちらにつきまして、ご意見ご質問等ございましたら挙手をお願い

いたします。  

 

〔特になし〕  
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皆様、ご意見ご質問等よろしいでしょうか。  

それでは、１（７）①②につきましては実施しない、③から⑤につ

きましては実施するという事務局案のとおりとしてよろしいでしょ

うか。  

 

〔異議なしの声〕  

 

ありがとうございます。それでは、最後に２「ご意見をふまえた今

後の周知活動スケジュール（案）」に移ります。  

２について事務局からご説明を申し上げます。  

 

〔２について事務局から説明〕  

 

それでは、２につきまして、ご意見ご質問等ございましたら挙手を

お願いいたします。  

 

●加藤委員  

加藤榮子です。今の案についてというわけではございませんが、た

だ、近くでこういうことが行われているので、そういう色々なチラシ

を一緒に配れたら良いなと思ったのでこうして話をするのですが、三

菱重工さんが毎朝２台バスを出しているんです。毎日ですよ。４５人

乗りでしたら、満員で行くとしたら９０人くらいいらっしゃるんで、

そこへもしチラシが配れるようでしたら、配ってみてはいかがでしょ

うか。  

バスに乗って仕事に行くんだと思います。何も勉強してるわけじゃ

ないからそういうチラシを見てもらって、ああこういうものがあるん

だということを確認していただけるんじゃないでしょうかね。  

ただ、これは案です。何時から何時までというのははっきり知りま

せんが、９時前に出て、４時半から５時くらいに帰ってくるバスが２

台あるんです。そこに若い方が乗ってらっしゃるんで、独身の方だと

思います。  

それと、もうひとつは、バス停に広告を載せるスペースを作りまし

たよね。例えば、広告を出してもらって、実際にその広告を貼るのは

時刻表が書いてある道側なのか、それとも車で皆さんに見てもらえる

ように道路側に広告を出すのか、どちらなんでしょうか。  

 

●事務局  

お答えさせていただきます。まず初めのところですね。三菱さんの、

おそらく社員さんが他の工場とかに向かわれるときに乗られるバス

があるよということだとは思うんですけども、取り組みの内容といた

しましては、まず、ポスター、チラシ作成のところで考えておりまし

て、当然作るだけではなくて、各所に掲示ですとかチラシですとかの

配架を依頼していくというのが、作成した後に付随してくるところで

ございます。  
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そういったポスター、チラシなんかですと、まず、皆さんに見てい

ただくということが、委員がおっしゃるように大事だなと思いますの

で、市内の三菱さんに限らず、例えば今までいろんな広告を出稿して

いただいた企業さんですとか、バス停の近くに所在している商店なん

かですね。そういったところに、ポスターの掲示ですとか、場合によっ

てはチラシの配架なども併せてこれからお願いしていくという形で、

チラシ、ポスターなどの活用を考えておりますので、その中で対応し

ていけたらなというところがございます。  

それから、２点目の広告のお話でございます。今、バス停の乗り場

の標識のところに、広告を載せるためのスペースを作ってございま

す。実際いくつかのバス停には、そういったところに広告出稿をして

いただいているところもございます。それから、バスの車内でも、こ

ちらサクラルートのポンチョになりますけれども、バスの車内広告と

いうところも今実施しております。車内広告ですと、今、４枠埋まっ

ているような状態で、非常に広告主さんの反応が良いということを聞

いております。  

そういった既存の広告と併せて、今回時刻表が変わりますので、全

体ルート図、時刻表に出稿していただいてるところに今後の広告出稿

を依頼するにあたって、そういった他の広告媒体につきましても、併

せてご説明をしていくことで、周知に繋げていけたらなということを

考えております。  

 

●加藤委員  

バス停の時刻表が書いてあるところに広告が出るということです

よね。そうしますと、ところによっては駄目なところもありますけど、

裏のところが全く空いてますよね。時刻表と、その広告スペースを

作ってある裏側のところ。そこに何か、安くて便利なあしがるバスに

乗りましょうとか、何か言葉を皆さんで考えて付けて、一緒にやられ

てはいかがでしょうか。  

 

●事務局  

お答え申し上げます。バス停の時刻が載っている面の裏側の面のこ

とをおっしゃっていると思いますが、裏側の面となりますと、基本的

には車道側ということになります。歩行者の方が車道側に出て見ると

いうことは、安全性の面から問題があるのではないかと認識しており

ますし、例えば、車でそこを通行される方がそれを見るということは

脇見になりますので、裏面の活用ということについては、若干ハード

ルが高いのかなと思っております。  

既存のものですと、時刻が載っているところの下の部分に広告ス

ペースがありますので、まずはそちらの方を活用していくということ

を考えたいと思います。  

 

●加藤委員  

皆さんバスに乗っていらっしゃる方は、あしがるバスのことをもち

ろんご存知ですよね。そして、走っているバスには後ろと横にちゃん
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とあしがるバスと書いてありますよね。それでも、普段まだ乗ったこ

との無い人が、車の陰でそれが見えなかったりするんですよね。そん

なこと今まで考えたこと無かったですが、車に乗って、あしがるバス

の後ろへ付いたときに、ああこういうことなんだ、後ろからでないと

見れない、あしがるバスという文字があるんだということに気付きま

して、そういったことから、バス停の後ろにも、大きなものじゃなく

ても良いので、あしがるバスの停留所なんだということを知らせるた

めの何か工夫があったら良いかなと思いましたので言わせていただ

きました。  

 

●司会  

皆様他にご意見等ございますでしょうか。  

 

●石原委員  

石原です。その他のところなんですが、時刻表全体ルート図に、乗

換えを意識したモデルコースを掲載とありますが、今のところモデル

コースというのはどういうのを考えてみえますか。教えていただけま

すか。  

 

●事務局  

全体を通してはまだ作成中ではございますけれども、今考えている

ところでお話をさせていただきます。  

例えば、あしがるバスのルート上で、はるひ呼吸器病院という病院

がございます。こちらはご覧のとおり春日地区で、市内全体から見る

とかなり北の方にずれた位置にございます。こちらのバス停はかなり

新しいバス停なんですけれども、利用が非常に多い状況になっており

まして、そのバス停の状況を見ますと、春日地区の方だけではなくて、

他の地区からも通われている方が多いのではないのかということが

推測されます。  

新しい１０月からのルート・ダイヤになりますと、はるひ呼吸器病

院のバス停には、ブルールートとサクラルートが停まるという形にな

ります。他のオレンジルート、グリーンルートにつきましては、この

はるひ呼吸器病院までは行かないんですけれども、その沿線の方々も

行きたい場合があるかと思います。そういったときに、グリーン、そ

れからオレンジそれぞれの沿線からここで乗換えていただくとすぐ

にバスが来ますので、これに乗っていくと何時何分に着きますよと。

帰りのバスにつきましては、例えば１時間後にこのバスが来ますの

で、これに乗ってくださいねと。そういった形での提示をできないか

なということを考えております。  

 

●司会  

他にご意見等ございますでしょうか。  

 

●後藤委員  

すみません、今回のとはちょっと違うんですけれども、ＪＲ清洲駅
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からバスを利用してみえる方の意見なんですけれども、バスがいっぱ

いで乗れなくて、タクシーに乗ってくださいって言われて、タクシー

に乗ったら、タクシー代を請求されたって言われるんですけれども。

運転手さんから言われてそのタクシーに乗ったんですけれども、それ

はどういうことかと言われたんですが。  

 

●事務局  

お答えさせていただきます。その事例については、報告が入ってい

なくて分からないんですけれども、基本的には満車時の対応というこ

とで、満車になりますと、バスの車両がハイエースですので、立ち席

等ございませんので、そのままですと乗れないと、したがって同じ運

行会社でタクシーを呼びますので、そちらに乗ってくださいと、ただ、

その場合は運賃と同額で乗れるというのが大前提なので、状況が分か

りませんけれども。  

 

●後藤委員  

その方もそれは知っておられたようで。それで、バスの運転手さん

にそのことは言われたって言うんですね。タクシーに乗ってください

と言われて、そのタクシーに乗ったって言われるんですけれども。  

 

●事務局  

おそらく、推測ですけれども、乗られたタクシーが違うタクシーだ

と思います。  

ですので、バスの運転手もそういうふうですと、おそらくその方に

そういう話をしたうえで、無線で本部の方に、そこのバス停にタク

シー配車を１台するはずです。そのタクシーに乗っていただかない

と、あの辺ですと、駅ですので、タクシー結構来てますよね。そのタ

クシーに乗ると、普通のタクシーに乗ることになってしまいます。  

初めて聞きますので、一度運行会社の方に、そういったことがない

ように、お伝えするときには、ちゃんと呼んだタクシーにということ

を伝えるように指導していきたいと思います。  

 

●後藤委員  

よろしくお願いします。  

 

●司会  

他よろしいでしょうか。  

それでは、特にご質問も尽きたようですので、資料２につきまして

は、こちらに示してありますスケジュール案で実施していくこととし

てよろしいでしょうか。  

 

 

〔異議なしの声〕  
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ありがとうございます。以上で、本日予定されていた議題は全て終

了いたしました。長時間にわたり誠にありがとうございました。  

それでは、これをもちまして、平成３０年度清須市地域公共交通会

議専門部会を閉会させていただきます。  

どうもありがとうございました。  

 

３  閉会（午前１１時１５分）  

問い合わせ先 企画部 企画政策課 

０５２－４００－２９１１ 内線３２５０ 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名す

る。  

 
会  長 前田 繁一 

 
署名委員 後藤 美奈子 

 
署名委員 石原 直子 

 


