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バス輸送は、通勤、通学など地域の生活交通の一翼を担うほか、都市間高速輸送、観光輸

送など国民生活に密着した交通機関として重要な役割を果たしています。 

バス業界では、広く国民にバス事業の理解と関心を深めてもらうことにより、業界のイメ

ージアップやバスの利用促進を目的として、毎年９月２０日を「バスの日」※と定め啓発活

動を行っています。 

最近では、各県バス協会、自治体、バス事業者等が主体となり、公共交通の利用促進のみ

ならず、バス運転者の担い手不足を背景に、将来の担い手と期待される子供との交流を深め

ることを目的とした様々なイベントが企画されています。 

 今般、今年度に中部運輸局管内（愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県）で開催が予

定されている主なイベントをとりまとめましたのでご紹介します。なお、イベントの詳細に

つきましては、各実施主体の連絡先へお問合せください。 

 

 

※「バスの日」の由来 

日本で初めてバスが走ったのは、明治 36 年（1903 年）９月 20 日、京都市（堀川中立売～七

条～祇園）で二井（にい）商会により、蒸気自動車を改良した６人乗り（幌なし）の乗合自動

車で運行したのが始まりとされています。 

その後、昭和 62 年（1987 年）10 月に開催された日本バス協会の全国バス事業者大会でこれ

を記念し、「いつでも、どこでも、みんなのバス」をテーマに、９月 20 日を「バスの日」と

して定め、昭和 63 年にスタートしたものです。 

資 料５ 

 連絡先 

中部運輸局 自動車交通部 

  旅客第一課  担当：野田、猪飼 

  ℡ ０５２－９５２－８０３５ 

９月 20 日は「バスの日」です！ 

～バスに関する様々なイベントを紹介します～ 
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各県のバスに関するイベント内容（予定）

県 実 施 主 体 概 要

愛 知 公益社団法人 〈日時〉９月２０日(木)
愛知県バス協会 〈場所〉名鉄百貨店メンズ館付近及び名鉄名古屋駅中央改札口付近

〈内容〉「バスの日」のＰＲを行い、バスガイドによる広報用品を配布。
【連絡先】 あわせて、愛知県警と連携し、シートベルト着用の呼びかけを行う。
℡ 052-613-8133 ※一般紙に「９月２０日はバスの日」のＰＲと利用促進を行う。

岡崎市 〈名称〉「公共交通に親しむ日」
【連絡先】 〈日時〉１１月３日(土)～４日（日）
整備部交通政策室 〈場所〉岡崎市
公共交通班 〈内容〉小学生のバス運賃を無料とし、公共交通に関する見学会、バス乗り方教室、
℡ 0564-23-6486 バス運転手体験、ノベルティの配布等を行う。

清須市 〈日時〉１０月７日(日)
〈場所〉清洲城信長まつり会場

【連絡先】 〈内容〉あしがるバスの認知度向上
企画部企画政策課 ・あしがるバス全ルートの無料デー
℡ 052-400-2911 ・ノベルティーの配布

静 岡 一般社団法人 〈日時〉９月１９日(水)８時～
静岡県バス協会 〈場所〉三島駅・沼津駅・富士駅・静岡駅・浜松駅（各ＪＲ駅構内及び駅周辺ターミナル）

【連絡先】 〈内容〉日頃のバス利用に感謝するとともに更なるバスの利用促進を図るため、県内の主
℡ 054-255-9281 要なＪＲ５駅構内及び周辺ターミナルにおいて、啓発品（トートバッグ）を配布。

秋葉バスサービス(株) 〈日時〉９月～１１月
【連絡先】 〈場所〉袋井市及び周智郡森町の各小学校
運行課 〈内容〉バスの乗り方や車内マナーについて学習してもらう機会を設けるとともに
℡ 0538-85-2141 後日、授業の一環でバスを利用する際の予行演習を行う。

しずてつジャストライン(株) 〈名称〉「しずてつバスフェスタ」
〈日時〉１０月２７日（土)
〈場所〉県営吉田公園（静岡県榛原郡吉田町）

【連絡先】 〈内容〉お客さまへの日頃の感謝をこめ、バスに慣れ親しんでもらう機会を提供すること
総務部総務課 により、バスをもっと身近な乗り物として感じていただき、更なるバス利用促進
℡ 054-267-5151 を図る。
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静 岡 伊豆箱根バス(株) 〈日時〉９月２０日(木)７時３０分～８時１５分
〈場所〉伊豆箱根鉄道 三島駅・三島広小路駅・伊豆長岡駅
〈内容〉バス利用を啓発するチラシを入れたポケットティッシュを配布。

〈名称〉「バスの乗り方教室」
〈日時〉９月１２日（水）～１４日（金）、２１日（金）１０時～１１時３０分

【連絡先】 〈場所〉伊豆箱根鉄道本社構内
℡ 055-977-1212 〈内容〉三島市内の小学校を対象にバスの乗り方教室を実施。

富士市 〈名称〉「バスの日」イベント
富士急静岡バス(株) 〈日時〉９月２９日（土）９時～１３時
三交タウンコーチ(株) 〈場所〉富士市中央公園多目的広場
【連絡先】 〈内容〉バス車両の展示、市内無料バスミステリーツアー、バス乗り方教室、
富士市役所都市整備部 運転士等の制服を着て記念撮影、ＰＡＳＭＯロボの記念撮影、
都市計画課 スタンプラリー及び塗り絵、バス廃品販売等を実施。
℡ 0545-55-2904

交通安全協会熱海地区支部 〈日時〉９月３日（月）（予定）９時３０分～１０時１５分
(株)伊豆東海バス 〈場所〉熱海市立多賀小学校（予定）
【連絡先】 〈内容〉交通安全協会による交通安全教室の中で、小学生を対象としてバスの乗り方等を
熱海事業所 説明する。
℡ 0557-85-0381

(株)伊豆東海バス 〈日時〉９月３日（月）（予定）
【連絡先】 〈場所〉伊東駅
伊東事業所 〈内容〉バスの日の啓発品（ポケットティッシュ）を配布。
℡ 0557-37-5121

(株)南伊豆東海バス 〈日時〉９月２０日(木)１１時～１２時１５分
〈場所〉下田市立浜崎小学校
〈内容〉下田市立浜崎小学校低学年へバスの乗り方を説明する。

〈日時〉９月１２日(水)１０時～１２時
【連絡先】 〈場所〉河津町立河津南小学校
℡ 0558-22-2514 〈内容〉河津町立河津南小学校低学年へバスの乗り方を説明する。
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静 岡 (株)西伊豆東海バス 〈日時〉１０月１１日（木）８時４５分～１５時
【連絡先】 〈場所〉西伊豆東海バス仁科車庫及び東海車両サービス松崎工場
℡ 0538-42-1190 〈内容〉西伊豆町立伊豆海認定こども園の園児を対象とし、バスの乗り方教室、工場見学

、伊豆アニマルキングダムへのミニ遠足を実施する。

(株)新東海バス 〈日時〉９月１２日(水)
〈場所〉沼津市戸田地区戸田っこセンター（戸田幼稚園）

【連絡先】 〈内容〉沼津市戸田地区戸田っこセンターの園児を対象にバスの乗り方教室を実施し、
℡ 0558-72-1841 併せて「バスの日」について周知する。

(株)東海バスオレンジシャトル 〈日時〉９月５日(水)、６日（木）、７日（金）
〈場所〉（株）東海バスオレンジシャトル大平車庫（沼津市）

【連絡先】 〈内容〉清水北幼稚園、大平幼稚園、清水南幼稚園の園児を対象にバスの乗り方教室、
℡ 055-935-6611 バス修理工場見学を実施する。

岐 阜 公益社団法人 〈日時〉９月２０日(木)７時３０分～（３０分程度）
岐阜県バス協会 〈場所〉ＪＲ岐阜駅・ＪＲ大垣駅・ＪＲ多治見駅・名鉄岐阜駅

濃飛乗合高山バスセンター
〈内容〉県内の５主要駅前において、バス協会、バス事業者等により広報用品キャンパ

【連絡先】 スノート、ポケットティシュを配布し、環境、安全面からも公共交通機関である
℡ 058-279-3700 バスの利用を呼びかける。

岐阜市総合交通協議会 〈名称〉「岐阜市ＢＲＴトランジットモール☆公共交通フェスタ」
岐阜乗合自動車(株) 〈日時〉９月８日(土)、９日（日）

〈場所〉岐阜市神田町「紅葉園駐車場」
〈内容〉神田町通り一帯で一般車両の通行を規制し、第二車線をバスが走行、第一車線を

歩行者空間として開放する。
「公共交通フェスタ」をあわせて実施し、岐阜市中心部のにぎわい創出、利用促
進を図る。

【連絡先】 ＪＲ岐阜～ぎふメディアコスモスまで連節バスをシャトルバス運行
岐阜乗合自動車(株) おえかきラッピングバス、周遊ラリー
営業管理部 車両展示（路線バス・観光バス）・バス関連グッズ販売
℡ 058-240-8814 子供向けなりきり制服体験（運転士・ガイド）

岐阜乗合自動車(株) 〈名称〉「信長まつり」
【連絡先】 〈日時〉１０月６日(土)
営業管理部 〈場所〉岐阜市 若宮町歩行者天国
℡ 058-240-8814 〈内容〉観光バスを展示、子供向けなりきり運転士体験・写真撮影、バス関連グッズ販売。
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岐 阜 岐阜県警察本部 〈名称〉「安全安心まちづくり推進大会」
生活安全総務課 〈日時〉９月２０日(木)

高齢者安全対策係 〈場所〉関市文化会館
岐阜乗合自動車(株) 〈内容〉岐阜県警本部に協力をして、バスの日の活動及び高齢者などの防犯交通意識向上
【連絡先】 を目的として行う。
岐阜乗合自動車(株) 路線バスの展示（体験乗車）
営業管理部
℡ 058-240-8814

大垣市役所生活安全課 〈名称〉「元気ハツラツ市（のりものフェア）」
名阪近鉄バス(株) 〈日時〉１２月２日(日)

〈場所〉大垣市 中心市街
【連絡先】 〈内容〉バスなど公共交通を担う乗り物に親しみを持っていただき、公共交通の啓発・
名阪近鉄バス(株) 利用促進につなげるとともに、乗り物を通じて交通安全の啓発、ノンステップ
乗合バス営業部 バス乗車体験、こどもなりきり運転士、バスの乗り方案内ほかバスのＰＲ等。
℡ 0584-81-3326 大垣市制１００周年記念回数乗車券の販売。

中津川市健康福祉課 〈名称〉中津川市健康福祉まつり
北恵那交通(株) 〈日時〉１０月１４日(日)

〈場所〉東美濃ふれあいセンター
【連絡先】 〈内容〉大型ノンステップ乗合バス車両を展示して、来場者に乗り方教室やスタンプラ
北恵那交通㈱ リーに参加してもらい、バスチョロＱなどの景品を配付や子供用バス運転士制
運輸担当 服を着用した記念撮影や車椅子・ベビーカーを使用した乗車体験を行って、公
℡ 0573-66-1555 共交通に親しんでもらうイベントを実施。

高山市 〈名称〉「のりものフェスタｉｎ高山」
公共交通活性化協議会 〈日時〉１０月１４日(日)
濃飛乗合自動車(株) 〈場所〉高山駅西交流広場
【連絡先】 〈内容〉大型高速バス仕様車・中型ノンステップバスの車両展示
濃飛乗合自動車(株) 乗り方教室・こどもなりきり運転士体験・こども１日運転士体験ツアー・
計画管理部 乗鞍の歴史写真展。
℡ 0577-32-0045
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岐 阜 土岐市高齢福祉課 〈名称〉「土岐市福祉まつり」
土岐市社会福祉協議会 〈日時〉１２月２日(日)
土岐市公共交通活性化協議会 〈場所〉セラトピア土岐
東濃鉄道(株) 〈内容〉公共交通のブースを設け土岐市民バスの車両展示
【連絡先】 子供用バス運転士・バスガイドの制服を着ての写真撮影、ペーパークラフト作り
東濃鉄道(株)乗合営業部 パネル展示等を行い公共交通に親しんでもらい利用促進を図る。
℡ 0572-25-8085

三 重 公益社団法人 〈日時〉９月２０日(木)
三重県バス協会 〈場所〉四日市・津・松阪など主要１０駅

〈内容〉早朝より各駅街頭にて「バスの日」ＰＲを行い、ノベルティーグッズを配布。

〈日時〉９月１４日(金)～９月２０日(木)
〈内容〉期間内に乗合バスの定期券又はＩＣカード回数券購入者、貸切バス利用者を対象

【後援・連携機関】 としてノベルティーグッズを配布。
三重運輸支局
三重県地域連携部 〈名称〉「バスの絵コンテスト」
各市町交通政策担当課 〈対象〉 小学生以下対象

〈テーマ〉・未来のバス ・あったらいいな、こんなバス ・バスのある風景
〈応募期間〉７月２０日(金)～９月１０日(月)
〈表彰式〉 ９月２９日(土) 三重県総合博物館 ３Ｆ レクチャールーム

※入選作品をポスター印刷し、車内に展示した「ギャラリーバス」１０両
【連絡先】 （県内全エリア）を８週間運行。
公益社団法人
三重県バス協会 〈日時〉９月７日(金)～２０日(木)
℡ 059-234-1101 〈内容〉乗合バス車両の前面に「９月２０日は、バスの日」の前幕を取り付けてＰＲ。

三重運輸支局 〈名称〉「みえ交通安全・環境フェスタ２０１８」
三重県自動車会議所 〈日時〉９月２９日(土)１０時～１６時
公益社団法人 〈場所〉三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）
三重県バス協会 〈内容〉お絵かきバス、子どもなりきりバス運転手＆バスガイド

自動車技術総合機構
中部検査部三重事務所
三重県交通安全協会
日本自動車連盟三重支部
【連絡先】
三重運輸支局
℡ 059-234-8411
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三 重 津市 〈名称〉「津まつり」（バス利用促進コーナー出展）
【連絡先】 〈日時〉１０月７日(日)
交通政策課 〈場所〉津まつり会場
℡ 059-234-3289 〈内容〉お絵かきバス、子どもなりきりバス運転手＆バスガイド。

伊勢地域公共交通会議 〈名称〉「伊勢まつり」
〈日時〉１０月６日(土)
〈場所〉伊勢まつり会場

【連絡先】 〈内容〉伊勢市バスポスター作品展示、ポケモン電気バス展示、おかげバス利用相談の
交通政策課 実施、子どもなりきりバス運転手＆バスガイド。
℡ 0596-21-5593

名張市 〈名称〉「とれたて！名張２０１８」（バス利用促進ブース出展）
〈日時〉１１月１０日(土)または１１日(日)

【連絡先】 〈場所〉名張市役所広場
都市計画室 〈内容〉お絵かきバスほか公共交通の利用促進を実施。
℡ 0595-63-7749

福 井 公益社団法人 〈日時〉１１月１３日(火) ７時３０分～８時３０分
福井県バス協会 〈場所〉ＪＲ福井駅、敦賀駅前

〈内容〉啓発品を配布。

〈名称〉「バスの感謝デー」
〈日時〉１１月１３日(火)１３時 ～１５時３０分

【連絡先】 〈場所〉福井県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）
℡ 0776-34-1730 〈内容〉交通安全宣言、交通マナー講演、アトラクションを実施。

カーフリーデーふくい実行委員会 〈名称〉「第１２回カーフリーデーふくい２０１８」
【連絡先】 〈日時〉９月２２日(土)１０時 ～１６時

NPO 法人ふくい路面電車 〈場所〉ハピテラス(ＪＲ福井駅西口広場)
とまちづくりの会 〈内容〉バスの乗り方教室
℡ 0776-37-3328


