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平成２８年度第１回 知多市地域公共交通会議 要旨 

 

○日  時  平成２８年８月３日（水） １０時００分～１２時００分 

 

○場  所  知多市役所 ３階協議会室 

 

○出席委員  １７名 

・知多副市長 渡辺 正敏 

・八幡コミュニティ会長 寺島 康夫 

・東部コミュニティ会長 藤井 主計重 

・岡田コミュニティ会長 加藤 章 

・南粕谷コミュニティ会長 檜垣 茂 

・旭東コミュニティ会長 稲垣 誠 

・知多市社会福祉協議会長 大島 大東（代理：平松 茂久） 

・知多市観光協会長 酒井 清 

・知多市商工会 青年部長 中野 征樹（代理：波多江 将） 

・名城大学理工学部建設システム工学科 教授 松本 幸正 

・知多乗合(株) 取締役社長 勝田 厚秀（代理：橋本 大輔） 

・(公社)愛知県バス協会 専務理事 古田  寛 

・愛知県タクシー協会 知多支部長 藤田 重記 

・中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 古橋 靖弘（代理：渡邉 久志） 

・愛知県振興部交通対策課主幹 桑原 良隆（代理：塚崎 有里） 

・愛知県知多警察署 交通課長 藤谷 和憲 

・知多市 都市整備部長 立川 泰造（代理：山口 敦久） 

 

○欠席委員   ３名 

・安全タクシー(株) 代表取締役 鈴木 康史 

・愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事 守山 睦 

・愛知県知多建設事務所 維持管理課長 井上 荘之助 
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○事務局    ５名 

・市民生活部長 竹内 愼二 

・市民協働課長 二木 輝夫 

・市民協働課 課長補佐 杉江 大典 

・市民協働課 稲葉 耕作、佐藤 隼也 

 

会議の経過及び発言の要旨 

１ あいさつ 

【会長】 

新病院へのアクセス手段として北部コースを新設し、既存の東部・南部コースも

一部見直しをして運行を開始した他、高齢者や児童生徒等の移動手段として、より

多くの方に利用してもらうことを最優先とし、近隣市町の状況も踏まえ、１乗車１

００円を基本とする料金改定についても協議いただき、承認していただいた。 

 さらに、老朽化した東部・南部コースの車両も低床の小型バスに更新し、快適な乗り心

地と、鮮やかなラッピングを施し、市民の皆様に親しまれるバスにするため、委員の皆様

方には、これまで以上にあいあいバスをピーアールしていただくようお願いしたい。 

今後も市内バス路線が、多くの方に利用してもらえる公共交通となるよう、協議をお願

いする。 

 

２ 委員委嘱について 

委嘱書を机上に配布し、省略。 

 

３ 副会長の指名について 

【会長】 

専門的な立場及び公正な立場から、知多市の公共交通について助言、指導をいただきた

いので、昨年に引き続き副会長は松本幸正教授にお願いしたいと思う。  

 

４ 協議事項 

(1) 市内バス路線について  
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ア コミュニティ交通について 

(ア) 現状のコースについて（資料１、２） 

    資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 イトーヨーカドーのバス停は、コミバス及び路線バスの３路線が重複している。また、

東部コースと北部コースの一部も重複している。重複している部分を他に充て、どこでも

バスで行けるコース設定にするべきではないか。 

【事務局】 

 イトーヨーカドーには現在、東部コース、南部コース、昼間時間帯の岡田線の３コース

が重複して運行している。市内の中心であり買い物の拠点となっているため、利用者も多

く、重複も仕方ないと考えているが、スムーズな乗り継ぎに関しては、事務局としても課

題として捉えている。 

【副会長】 

 北部コースと東部コースの重複についてはどうか。 

【事務局】 

 八幡の旧道（国道１５５号）を通るコースも検討したが、朝倉の交差点から南東に進み、

知多市役所東交差点を左折するのが難しいため、現在のコースになった。コースの見直し

をしていく中での課題として捉えている。 

【委員】 

北部コースと東部コースを環状に走るコースはどうか。 

【事務局】 

 以前検討したが、東部コースの一部で道路幅が狭い箇所があり、警察と協議した結果、

さらに路線を増やすのは交通安全上好ましくないとの回答を得たため、コースに設定でき

なかった。 

【委員】 

 １０月から小型バスになり、通れる道も増えると考えられるため、今すぐでなくとも今

後コースの見直しをしていく中での課題にして欲しい。 

【事務局】 
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 了解した。 

【副会長】 

今後、車両の変更や、道路整備が進んだりしていけば、使い勝手のよい環状コースを検

討できるようになるかもしれない。 

 イトーヨーカドーに関しては、市の中心部にあり、みなさん利用したい施設なので、集

中してしまうのは仕方ないことかもしれないが、それを逆手にとり、イトーヨーカドーを

乗り換えの拠点にするのも一つの手かもしれない。 

【委員】 

北部コースについて、八幡台を東に下り、左折せず名古屋半田街道に出て、南加木屋駅

を経由することはできないか。 

また、同じく北部コースについて、北巽ヶ丘集会所まで迂回することはできないか。 

【副会長】 

 南加木屋駅を経由するルートに関して、南加木屋の駅前交差点は迂回できる場所がなく、

迂回するためにルートを延ばすと、１人の運転手で１０便運行するのが難しくなる可能性

もあるため、それも含めて考えたいと思う。 

 北巽ヶ丘集会所を通るルートについて、幅員が狭く、路線を増やすことについて、警察

より安全な運行を考えると好ましくないとの回答を得たため、ご理解をいただきたい。 

【委員】 

 八幡台から東進して名古屋半田線に出て、北進して南加木屋駅前交差点を西側に進むか、

または南加木屋駅前交差点を直進して、西知多病院の東側交差点を西側に進むルートはど

うか。バス停は南加木屋駅付近にある東海市のコミュニティバスと同じ位置に設置すれば

いいと思う。南加木屋駅を通ることによって、駅を利用したい方たちが利用すると考えら

れる。 

【事務局】 

 南加木屋付近のバス停については、東海市のコミュニティバスと、民間の路線バスが入

っており、市域をまたぐので東海市と協議が必要になってくるため、貴重なご意見として

承り、今後検討させていただく。 

【副会長】 

 やはり、駅への接続は大切である。ただ、北部コース新設の際に南加木屋駅へのルート
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も検討したが、乗り入れるとダイヤが伸び、運行本数を確保できなくなってしまうため、

その中で断念した経緯がある。しかし、今後、南加木屋駅への需要が増えていけば、検討

していくべきだと考えられる。 

 また、北巽ヶ丘集会所への運行について、安全が第一のコミュニティ交通であるので、

警察から安全性に問題があると助言を受ける判断がされたら納得せざるを得ない。そこに

バスを運行させようとすると道路の拡幅等でかなりの予算を投じることとなるが、必要で

あれば市で整備してから改めて検討するという方法もある。 

【委員】 

東部コース及び南部コースの利用者数の減尐は見逃すことのできない数字であり、利用

者や利用者であったが現在そうでない方たちへ意見を聞き、利用者が増えるような対策を

すべきだと思うが、事務局は、さまざまな意見を聞いて作成したと思われるこのコースの

東部コースと南部コースの利用者数の減尐について、想定内だったのか、または想定外だ

ったのか。 

【事務局】 

 病院の移転及び朝倉駅から出ている無料シャトルバスの便数から、具体的人数までの想

定はしていなかったが、ある程度の利用者数の減尐は予想していた。 

 バス路線変更後のアンケートでは、乗り継ぎを課題とする声が多くあったので、それを

課題として受け止め、今後も利用者の声を取り入れながら改善していきたい。 

【副会長】 

 今まで行けていたところに行けなくなることが一番の問題であるが、無料シャトルバス

等、他の手段で代用が可能であれば問題ない。病院の移転による利用者数の減尐に関して

はある程度やむを得ないことであり、利用者数だけにとらわれず、他の要素も含めて総合

的に判断していただければと思う。 

 事務局、乗降調査について、イトーヨーカドーでの乗り降りは去年に比べてどうか。 

【事務局】 

 乗降調査の日に関しては、利用者数に去年と大きな差はなかった。 

【副会長】 

 変更点のない場所についての利用状況はあまり変わっていないということで、やはり明

らかに減ったのは市民病院での乗り降りということである。 
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 いずれにしても利用者は減っているため、利用者やこの会議の声を聞き、今後の検討材

料にしていけばと思っている。 

 

 (イ) 料金改定について（資料２） 

     資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

 まだ回数券を持っている利用者についてはどうするのか。 

【事務局】 

 新しい回数券については７月から事前販売しているが、それと平行して古い回数券を新

しいものに交換できるようにしている。 

【委員】 

 １０月までに現行の回数券を新しいものに交換する必要があるということか。 

【事務局】 

 １０月以降でも交換は可能である。なお、１０月からは料金が１００円になるため、回

数券の枚数を倍にして交換することを広報に掲載した。 

【副会長】 

 そのことについては周知・徹底を。 

 現金での払い戻しはできるのか？ 

【事務局】 

 それは考えていない。 

【副会長】 

 現行の回数券は払い戻しせず、あくまで新しい１００円の回数券と交換という形である。 

無料あいパスについては、定期券と同じような形になるのか。 

【事務局】 

 顔写真をつける予定である。必要な書類を揃え、１０月以降に市民協働課へ申請すれば、

基本的に後日渡しになるが、発行できる。（申請は土日祝日を除く平日の午前８時３０分

から午後５時１５分。）月単位のため概ねであるが、有効期限は交付した日から１年間で

ある。 
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【副会長】 

 使い回し防止のため、顔写真がついているということである。 

委員より話があったが、知多市では事故が増えているとのことなので、免許証を返納し

ていただき、公共交通機関を利用していただくことで、何より家族が安心できるため、ぜ

ひご利用いただきたい。 

【委員】 

 免許証返納に対する恩恵はコミュニティバスのみであり、路線バスについては現状ない

ということでよいか。 

【事務局】 

 路線バスについては、今のところ考えていない。 

【副会長】 

 今まで、あいあいバスの運行時間帯は、路線バスも２００円であったが、１０月のあい

あいバスの料金改定からも路線バスはそのまま２００円であり、１００円にはならないた

め、周知を徹底した方がいいかもしれない。 

【事務局】 

 了解した。 

【委員】 

 ７５あいパスの発行場所が、朝倉駅、新舞子駅、巽ヶ丘駅及び市役所売店となっている

が、利用者が多いイトーヨーカドーや、新病院での販売は予定しているか。 

 また、無料あいパスの期限が１年ということだったが、期限を過ぎたら再発行できるの

か。 

【事務局】 

 ７５あいパスの販売場所について、以前イトーヨーカドーに相談をしたが、その時点で

は人員配置等の問題により、販売できないとの回答を得た。新病院について、当初は想定

していなかったが、コンビニがあるため、可能であれば、今後検討していきたい。 

無料あいパスについては再発行できない。１人１回の発行である。 

【副会長】 

 販売場所の拡大について、何か意見等はないか。 

【委員】 
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 必要なルールを定めた上で、バス停付近の店に販売場所としての話を持っていくことは

可能ではないか。 

【副会長】 

 販売場所の拡大について提案できる機会があれば、お願いしたい。事務局としてはどう

か。 

【事務局】 

 販売場所が拡大できるならありがたい。 

【委員】 

 コミュニティバスがほぼ通っていない岡田にとっては恩恵がないため、尐しでも恩恵を

受けられるようなものを検討いただきたい。 

【事務局】 

 １０月から１００円にして運行し、その後の利用者の声とともに、今出ている意見と合

わせて検討の材料としていきたい。 

【副会長】 

 コミュニティ交通は税金で運営しており、全ての地域が恩恵を受けられるよう、検討し

ていくべきだと思う。 

 広報等で案内しているが、運賃を１００円にするにあたって混乱のないようにし、また、

料金改定の前後の利用状況をしっかり捉えていくべきだと思うので、事務局は調査等を進

めていくこと。 

【事務局】 

 了解した。 

 

(ウ) その他について 

【事務局】 

阿久比町にアグピー号という循環バスがある。ハイエースの１４人乗りで１号車ブルー

ラインと２号車オレンジラインの２台が無料で運行しているが、隣接している知多市の巽

ヶ丘駅西のバス停まで運行経路を延長する計画がある。具体的には、平成２９年１０月１

日を予定しており、１日７便、東部コース 八幡台中央方面の巽ヶ丘駅西バス停に接続す

る予定である。オレンジラインのダイヤについては、今後、検討するということで、また、
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情報が入り次第報告したいと思う。これまでも、数件だが、阿久比町の方から西知多総合

病院へ行くバスのダイヤの問い合わせがあったため、知多市としても北部コースの利用促

進になるのではと考えている。 

直近に阿久比町から連絡があったばかりだが、せっかくこの会議があるということで報

告した。 

【副会長】 

北部コースへ接続して、阿久比町の方が病院へ行けるようにするためのものである。知

多市の方に入ってきての運行ということで、もちろんこの場で乗り入れに関して即答はで

きないが、無料のバスであるため料金競合ということもない。 また、正式に決定したら

報告いただきたい。 

  

イ 路線バスについて 

 (ア) 実績について（資料３） 

     資料に基づき事務局説明。 

〈主な質疑、意見等〉 

【委員】 

岡田線でも良い実績が出てきており、あいあいバスの南部コースと比べると利用者数は

多く、また朝倉駅からもそれほど遠い地域ではないため、岡田にもコミバスが運行してい

ると便利であり、利用者増も見込めるのではないか。市民としては、安く乗車できるバス

の存在はありがたいと思う。 

【副会長】 

現状の路線バスが、コミバスに比べ便数も多く、使いやすいから増加しているのであっ

て、コミバスになったら利用者数がガクッと下がってしまう可能性もある。また、通勤で

利用している場合は、会社から定期券を支給されるケースがあるため、料金の安さを求め

ない傾向もある。それよりは、運行時間の長さなど、サービス精神が高い方が利用しやす

いと思う。現在岡田線は何時まで運行しているか。 

【事務局】 

平日の最終便は、朝倉駅を２１時１８分に発車して、終点の東岡田に２１時３３分に到

着する便である。 
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【副会長】 

 その時間だと、尐しお酒を飲んでからバスで帰ることも可能だが、反面コミバスはその

時間に運行していない。タクシーという手もあるが、市民の支出は増える。路線バスとし

ても本数が増加したり運行時間が長くなったり、もっとサービスがあがっていくのが理想

であるが、現実はまだ赤字であるため、引き続き地域からも見守っていっていただきたい。 

 路線バスについて、補足等あるか。 

【委員】 

毎年６月に乗降調査をし、その値から年間の実績を出し、欠損分については知多市から

補助を受けている。先日、２８年度の乗降調査を行い、利用者数に関しては２７年度より

はよろしくない結果であったが、あくまで利用者数であり、路線バスは距離によって運賃

が変わるため、長い距離を乗車した方が多ければ、実績に関しては利用者数の減尐とは異

なる結果がでることもある。現在細かい集計を進めている。 

現在、通勤通学、あるいはお酒を飲んでから帰ってきた時間でも利用しやすいダイヤを

設定しており、多くの方に利用していただいている。通勤時間帯には椅子に座れず、立ち

乗りの利用者も出るくらいの便もある。しかし、日中も含めて１便あたりの平均乗車数を

計算すると一桁であり、まだまだ利用促進が必要な状態である。 

【副会長】 

 岡田地区で、古い町並みの観光案内をするなどまちづくりにも力を入れていたが、最近

はどうか。 

【委員】 

 観光客が来るようになり、ＴＶ局の取材も来るなど注目されてきている。そこで、やは

りふゅうちゃんや梅子のラッピングのコミバスが走っていると、もっと岡田の観光促進に

つながると思う。 

【副会長】 

 地域の発展とともに公共交通も充実していくのが理想である。他市町から来る人は公共

交通を利用したいと思うので、路線バスの存在も見逃せない。 

路線バスでは、ＩＣカードは使えるか。 

【委員】 

使うことはできない。今後使えるようにしたいと思っているが、初期投資だけでもかな
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りの金額であり、すぐには難しい。 

【副会長】 

 名鉄電車では使えて、バスでは使えない現状であるため、使えるようになるとよい。Ｉ

Ｃカードを利用すると、初乗り運賃が割引されるところもあるようだ。何かいい補助の仕

組みはないか。 

【委員】 

 予算が厳しい状態であり、よい補助の仕組みは思い当たらない。補助事業も、単純なシ

ステムの導入ではなく、多言語に対応しているシステムでないと、補助が出にくくなって

いる。 

【副会長】 

 インバウンド（海外からの観光客）対応ということで、知多も観光地を外国人にも対応

したものにする手もあるが、他の地域にも観光地はたくさんあるため、頭ひとつ抜けるの

は難しいかもしれない。 

 事務局、ＩＣカードで乗車できるシステムの設置予定はあるか。 

【事務局】 

 正確な利用者数の把握にも役立つため、導入したいところだが、経費や予算の状況次第

である。 

【副会長】 

 設置だけでも莫大な費用がかかる上、その後の維持管理にもお金がかかるので難しいこ

とではあるが、ぜひ利用者の方々のことを考え、現金が不要でありバリアフリーの一環と

しての意義もあるＩＣカードの導入を、各々協力しながら進めていけるいといいと思う。

市の規模として別格であるため、同じように考えてはいけないが、豊田市は市の負担でコ

ミバスにＩＣカードを設置しているので、知多市でもできないことではないと考えている。 

  

（イ）その他について 

【事務局】 

 特になし。 

 

５ その他 
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【委員】 

 半田市や常滑市を中心に、１０月１日付けで路線バスの今年度の事業計画変更、要する

にダイヤ改正を行うが、それにあわせて朝倉駅の発着時間も見直そうと考えている。本数

等に変更はないが、朝倉団地線の２７分、５７分発や、佐布里線の２８分、５８分発が覚

えにくいということで、００分発や３０分発に変更する等、ダイヤを覚えやすいように微

調整し、利用しやすくしていこうと考えている。 

 １０月１日からあいあいバスが１００円になり、路線バスの昼間時間帯２００円との格

差が生じることについて、事業者としてもお客様に十分周知はしていくが、勘違いや取り

扱いの間違い等起こってしまう可能性もあるため、委員各位の力をお借りしながら周知を

していきたいと思っている。 

また、昼間時間帯の利用者数に尐なからず影響は出ると考えられるため、１０月１日以

降の動向を見ながら、どのような対応をしていくかをこの場所で報告していきたい。 

【副会長】 

 ダイヤの微調整については、市からの依頼か。 

【事務局】 

 はい。１７時台から２２時台の路線バスについて、朝倉団地線の１分後に佐布里線が出

発しており、つつじが丘団地バス停やつつじが丘４丁目バス停に関してはバスが２台並ん

で走っている状態であるため、別の電車にあわせるなど、ダイヤの調整を依頼していた。 

【副会長】 

 ダイヤ改正に関しては密に情報交換をすることをお願いしたい。 

それに加えて料金改定の周知について、事務局、何か対応策はあるか。 

【事務局】 

路線バス岡田線とコミバス南部コースのつつじが丘団地以降についてコースが重複して

いるが、昼間時間帯の料金に差が出てくるため、バス停等への表示をしていきたいと考え

ている。 

【副会長】 

間違いがないよう、混乱を招かないようそれぞれが協力して対応をお願いしたい。 

【委員】 

タクシーも公共交通の一部ということで、タクシー協会も地域公共交通会議の委員であ
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るが、コミバスとタクシーについては意外と相関関係がある。コミバスで出かけたものの、

バスが２時間おきの運行であり、帰りにバスがない方がタクシーを利用したりしているか

らである。そこで、地域の方に、タクシーについての要望を聞きたい。例えば、東海市の

例だと、「普通」停車駅の名鉄名和駅はタクシーがいるにも係らず、なぜ「準急」停車駅

（一部時間帯には「快速急行」も停車する）の聚楽園駅にはタクシーがいないのか、とい

う意見がタクシー協会に寄せられたため、聚楽園駅にもタクシーを極力待機させるという

ようなことも行っている。対処できること、できないことはあるが、様々な地域の方の意

見を聞けるとありがたい。 

また、タクシーは今年の１月２１日に７．６８％値上げしたが、ただ値上げをするだけ

でなく、今まで７００円だった初乗運賃を６００円に下げたり、免許を返納した７０歳以

上の方を１割引にしたり、様々な工夫をしている。 

また、免許返納に着目した東浦の例だと、２ヶ月のバス券の支給に加え、マナカやトイ

カの３０００円分チャージまたは５００円のタクシー券を６枚、計３,０００円分支給する

などしているし、東海市でも、タクシー券を２,０００円前後支給する方向で検討している。

知多市では返納者に対していくらか支給するなどの仕組みがないため、現状、タクシー券

の支給までは及んでいない。財政面のこともあるとは思うが、公共交通の穴を埋めるとい

うことで、検討していただければありがたい。 

【副会長】９：０５ 

タクシーに関して、地域からの要望が聞きたいとのことだったが、何かあるか。対処で

きることできないことはあるとのことだが、タクシー協会としても意見交換をしていきた

いとのことなので、できれば地区の方にもタクシーへの要望がないか聞き、また今後何か

出てくればこのような機会に発言をお願いしたい。 

他市町村を例として取り上げた、運転免許証自主返納者へのタクシー券等の支給につい

て、知多市では１０月から、運転免許証自主返納者が申請をすると、無料あいパスを発行

することとなっているが、それ以外にタクシー券等も支給してはどうかという提案であっ

た。会長、いかがか。 

【会長】 

 返納者に対して、無料あいパスに加えてタクシー券等を支給してはどうか、という意見

であったが、タクシー券の支給は初めて聞くことであり、また財政的なこともあるため、
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タクシー券だけでなく他の選択肢も含め、できるのか検討していきたいと思う。 

【副会長】 

他の自治体では、返納者が商店街で割引制度を受けられたり、県によっては銀行の定期

預金の金利が優遇されるといったことも聞いたことがある。市町村全体をあげて免許返納

を促すこのような先進的な取り組みは大切である。ただ、市民協働課だけで検討できるこ

とではないので、横断的意見等をいただきたい。 

ちなみに、タクシー券を支給する場合、タクシー協会もいくらか負担するのか。 

【委員】 

協会は負担できないと思う。運賃のことになるので、タクシー協会として答えるのは難

しい。 

【副会長】 

例えば蒲郡市は、高齢者の方に３割のタクシー運賃補助があるが、そのうちの１／３は

タクシー側が負担しているため、不可能ではないと思うが、いかがか。 

【委員】 

私は無理だと思っている。 

【委員】 

運賃そのものの割引となると難しいだろうが、何らかの補助という形であれば、問題な

いと思う。あくまで問題がないというだけで、実際にできるかできないかは、補助者の財

政的面次第である。 

【副会長】 

例えば、免許証自主返納者に対して無料あいパスに加え、タクシーお試し券を５００円

券×４枚支給し、５００円券のうち市が４００円、タクシー協会が１００円負担するよう

な仕組みになればと思う。元々タクシーを利用しなかった方たちがタクシーを利用するよ

うになり、タクシーの利用促進が図れるため、タクシー協会が一部を負担するという仕組

みである。お互いに協力し合っていける仕組みを作っていくことが大切であるため、情報

交換をしながら検討いただければと思う。その他、意見は。 

【委員】 

自主返納というのは、免許証の期限が切れて失効する前に、自主的に返納する仕組みで

ある。知多市では自主返納者が徐々に増えているが、広報ちたで無料あいパスの記事が掲
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載されてからは、さらに自主返納者が増える傾向にあり、現在では１日に２、３人程度自

主返納の申請をする方がいると思われる。顔写真や住所が載っている運転経歴証明書の発

行には１,０００円が必要であり、取り消し通知書の発行は無料である。知多警察署は、返

納者に梅子デザインの反射材を配布する予定で交通安全協会と話を進め、現在作成中であ

る。 

【副会長】 

返納すると何かもらえる、お得である。そのようなことがきっかけで自主返納者が増え

る可能性があるが、免許証を返納して車を運転できなくなった後にも公共交通があるとい

うことが何よりも大切であるため、返納した時の特典と合わせて、今後も公共交通を検討

していきたい。 

事務局、無料あいパスの話や、梅子デザインの反射材の話は周知したか。 

【事務局】 

無料あいパスについては議会便りや広報ちたに掲載したが、反射材についてはまだ公に

はしていない。 

【副会長】 

今後、大々的に周知をお願いしたい。 

【事務局】 

了解した。 

【副会長】 

その他、意見は。 

【委員】 

市役所前のバス停だが、市の玄関口であるため、屋根を設置することはできないのか。 

【事務局】 

予算もあるため、設置について即答はできないが、貴重な意見として伺う。 

【副会長】 

今の市役所前のバス停は木陰で、その下にベンチが設置してあり、陽を遮ることはでき

るが、雤のときは困る。後ろが緑であり、とてもいい環境だと思うが、屋根等の環境整備

も大切であるため、できることから検討していただきたい。 

 


