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バス業界では、広く国民にバス事業への理解と関心を深めて貰い、業界のイメージアッ

プやバスの利用促進に繋げるため、毎年９月２０日の「バスの日」※にあわせ、各地域で

啓発活動を実施しています。今年度は、別紙記載のとおり、中部運輸局管内各県において

「バスの日」関連イベントの開催が予定されています。 

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、都市間高速輸送や観光

二次交通など、国民生活に密着した公共交通機関として重要な役割を担っており、新型コ

ロナウイルスの感染拡大等の影響により輸送需要が減少する中でも、感染予防対策を徹

底し、エッセンシャルサービスとして日々の安心安全な輸送サービスを提供しています。 

このような中、中部運輸局では、「バスの日」関連イベントを積極的にＰＲすることに

より、日頃バスをご利用されている方はもちろんのこと、バスに接する機会の少ない方に

も、身近な公共交通として理解を深め、バスを利用していただくことによって輸送サービ

スを維持する“乗って守る意識”の醸成が図られることを期待します。 

 

 

 

 

〈お問合せ先〉 

中部運輸局 自動車交通部 旅客第一課

  担当：小松田、榊原 

   ℡ ０５２－９５２－８０３５ 

９月２０日は「バスの日」 

～バスに親しんでいただくための様々なイベントを開催！～ 

※「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。 



 
各県の「バスの日」関連イベント内容（予定） 

 
 

※新型コロナウイルス感染症の拡大等により、イベントの中止、日程や内容が変更となる場合もありま

すので、詳細については各実施主体へお問合せ願います。 

 

県 実 施 主 体 概       要 

 
愛 知 

 
 
 
 
 

 

公益社団法人 

愛知県バス協会 

 

【連絡先】 

公益社団法人 

愛知県バス協会 

℡052-613-8133 

バス利用促進広報活動の実施 
日時    ９月２０日（火）１０時～ 

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付近 

参加者  バス事業者（バスガイド）、愛知運輸支局、 

中部貸切バス適正化センター、愛知県バス協会 

内容   「バスの日」のＰＲ、バス利用促進、バスガイドによるノベルティ、 

感染防止対策チラシの配布 

 

※一般紙に「９月２０日はバスの日」の PR と利用促進を掲載予定 

 

豊橋市 

豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

 

【連絡先】 

豊橋市都市計画課 

℡0532-51-2620 

ええじゃないかとよはしカーフリーデー202２ 
日時 9 月 1７日（土）１１時～１６時 

場所 豊橋まちなか広場 

目的 豊橋市が実施する交通施策や公共交通についてＰＲを行い、普段の移

動を自家用車に限らず公共交通も移動手段の選択肢であることを再

確認してもらう 

内容 豊橋市の交通政策に関するパネル展示、路線バス乗車体験など 

 

 みよし市 

 

【連絡先】 

みよし市企画政策課 

℡0561-32-8005 

名鉄バス(株)地域交通課 

℡052-588-0884 

 

みよし安全安心大作戦 2022 
日時 １０月２９日（土） 

場所 イオン三好店 

内容 「みよし安全安心大作戦 2022」において、バス利用促進 PR（コミ

ュニティバス・路線バスの展示、ワークショップの開催、啓発品・チ

ラシの配布）を実施する 

 
静 岡 

 

一般社団法人 

静岡県バス協会 

 

【連絡先】 

一般社団法人 

静岡県バス協会 

℡054-255-9281 

 

日時 ９月２０日（火） 8 時 ～ 8 時 45 分（予定） 

内容 ９月２０日の「バスの日」にちなんで、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、県内の主要な JR 東海 5

駅構内（静岡駅、三島駅、沼津駅、富士駅、浜松駅）等において、会

員事業者のバスガイド及び職員等（140 名程度予定）が、啓発品（ト

ートバッグ）を配布する広報キャンペーンを実施 

 

 藤枝市 

 

【連絡先】 

藤枝市地域交通課 

℡054- 631-4169 

 

 

バスストリート（同時開催イベント有） 
日時 １０月３０日（日）１０時 ～１４時 

場所 藤枝駅南口周辺 

内容 ・バス車両の展示（空港アクセス車両、ポンチョ、コロバス） 

   ・子ども用制服の貸出（バス運転士） 

   ・バス乗り方教室 

   ・バスの塗り絵（後日作品を車内に展示） 

 

 



 島田市 

 

【連絡先】 

島田市生活安心課 

℡0547-36-7144 

 

日時 11 月 12 日（土）９時 30 分～15 時 

場所 しまだ音楽広場ぴ～ファイブ コンベンションホール 

内容 「くらし・消費・環境展 202２」でのバス利用促進 PR 

（バス資料・啓発品の配布） 

 

 伊豆箱根バス(株) 

 

【連絡先】 

伊豆箱根バス(株)乗合課 

℡055-977-1212 

 

日時 ９月 10 日（土）～９月２０日（火） 

場所 営業地域内の乗合バス 

内容 回送バスの方向幕にバスの日のお知らせを掲示 

 伊豆箱根バス(株) 

 

【連絡先】 

伊豆箱根バス(株)乗合課 

℡055-977-1212 

 

日時 ９月～１0 月 

内容 バス乗り方教室の開催 

・静岡県内５校の小学 2 年生に対して、バスの乗り方教室を実施 

 

 (株)東海バス 

 

【連絡先】 

東海自動車(株)バス計画部 

℡0557-36-1114 

日時  ９月～１２月 

場所 ㈱東海バスの熱海・伊東・下田・松崎・修善寺・沼津営業所 

内容 幼稚園児及び小学生を対象としたバスの乗り方教室や整備工場見学

を実施予定 

 

 掛川バスサービス(株) 

 

【連絡先】 

掛川バスサービス(株) 

℡0537-24-7331 

日時 ９月～11 月 

内容 バスの乗り方教室の開催 

   ・掛川市内小学生を対象にバスの乗り方や安全に関する説明等をし、

バスへの意識向上を図る 

 ジーネット(株)  

 

【連絡先】 

ジーネット(株) 

 ℡0537-24-2210 

日時 10 月～12 月 ※時期は学校と調整（コロナ感染状況をみて） 

内容 バスの乗り方教室の開催 

   ・近隣小学校の生徒（3 年生を予定）に対し、社会科見学を兼ねて会

社見学を実施、その中でバスの利用方法や質疑応答を通し、バスの

利用促進を実施 

 

 岐 阜 

 

 

岐阜市 

岐阜乗合自動車(株) 

  

【連絡先】 

岐阜乗合自動車(株) 

営業管理部 

℡058-240-8814 

 

公共交通フェスタ  
日時  10 月 2２日（土）～2３日（日） 

場所  岐阜市メディアコスモス 

内容  公共交通フェスタ 

     ・バスの展示 

    ・バス関連グッズの販売、部品、備品等の販売 

・子ども向けイベント企画 

・バスの乗り方教室(学生向け) 

 

 多治見市 

ピアゴ多治見店 

東濃鉄道(株) 

 

【連絡先】 

東濃鉄道(株)乗合営業部 

℡0572-25-8085 

 

バス PR イベント 「バスまつり」開催 
日時  11 月（開催について検討中） 

場所  ピアゴ多治見店 

内容  ピアゴ駐車場内に、公共交通を担うバスを展示し、乗り物に親しんで

いただき利用促進、感染防止を啓発 

       ・バスの展示、懐かしの写真展 

       ・子ども向けイベント（子供服着用し写真撮影） 

       ・ペーパークラフトつくり 



 明知鉄道沿線地域公共交通

活性化協議会 

 

【連絡先】 

恵那市まちづくり企画部 

交通政策課 

℡0573-26-2111 

明知鉄道沿線地域公共交通シンポジウム 2022 
日時  ９月 17 日（土）１０時 ～ １５時３０分 

場所  恵那文化センター 

内容  （１）シンポジウム 

     ①  明知鉄道沿線地域公共交通活性化協議会 活動報告 

     ②  基調講演「交通政策と都市政策の融合について」 

       講師： 元富山市長 森雅志 氏 

     ③  パネルディスカッション 

       テーマ：「みんなで支え育てよう！公共交通！ 

       ～地域に根付いた持続可能な『おでかけ環境』の実現～」 

   （２）交通フェスタ 

     公共交通パネル展示、明鉄沿線地域路線の車両展示、バス乗り方

教室と乗車体験、ミニ SL 乗車、N ゲージ（鉄道模型）走行、シ

ートベルト効果体験車、子ども安全免許証、夜間視力検査、スタ

ンプラリー など 

 

 

 三 重 

 

 

公益社団法人 

三重県バス協会 

【後援・連携機関】 

 傘下会員９社９８両 

乗合：５社８５両 

貸切：４社１３両 

 

【連絡先】 

公益社団法人 

三重県バス協会 

℡059-234-1101 

 

期間 ９月１日（木）～９月２０日（火） 

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 

 

日時 9 月 20 日（火） 

内容 「9 月 20 日（火）バスの日」に乗合バスの定期券、回数券又は 

   IC カードを新規購入された方にノベルティーグッズを配布 

 

名張市 

【共催】 

 三重交通(株) 

 公益社団法人三重県バス協会 

 

【連絡先】 

名張市都市整備部 

都市計画室交通政策担当 

 ℡0595-63-7749 

 

交通安全フェスタなばり 

日時 ９月２3 日（金・祝） 

場所 ＭEGA ドンキホーテ UＮY 名張店 

内容 バスの絵、バス川柳を募集し、交通安全フェスタにて展示 

   公共交通としてのバス利用を PR 

 

 福 井 
 
 
 

カーフリーデーふくい実行委員会 

 

【連絡先】 

ＮＰＯ法人 

ふくい路面電車とまちづくりの会 

℡0776-25-7968 

 

第１６回カーフリーデーふくい２０２２ 

日時 ９月 1８日（日）１０時 ～ １６時 

場所 田原町駅広場 

内容 バスの乗り方教室、 

感染防止対策のＰＲ他 

 

 


