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平成 26年度第１回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

 

１ 会議名 平成 26年度第１回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成 26年５月 19日（月） 

午後１時 00分から午後４時 00分まで 

３ 開催場所 津市役所本庁舎４階庁議室 

４ 出席した者の 

  氏名 

（津市地域公共交通活性化協議会委員） ※順不同 敬称略 

伊豆原浩二（会長）、岡喜理夫（副会長）、松本尚士（副会長）、伊

藤誠司、井戸坂昇、越川経男、落合毅人、竹田治、谷口榮二、中

津多喜郎、中林広己、西川明正、野田敏幸、林眞砂子、川端賢一

（原田孝夫代理）、森田寛、山口貞信 

（事務局） 

都市計画部次長 荒木忠徳 

交通政策参事兼課長 南勇二 

交通政策・海上アクセス担当主幹 岸江一浩 

交通政策・海上アクセス担当 西出智康、山下翔 

５ 内容 １ 副会長、監査委員及び出納員の指名について 

２ 平成 25 年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告

について 

３ 平成 25年度同協議会における収支決算報告について 

４ 津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画について 

５ 分科会の設置について 

６ 高松山団地乗合ワゴン実績及び変更について 

７ 津市地域内フィーダー系統確保維持計画について 

８ コミュニティバス実証体験について 

９ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 都市計画部交通政策課交通政策・海上アクセス担当 

電話番号 059－229－3289 

Ｅ－mail 229-3289＠city.tsu.lg.jp 
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【平成 26年度第１回津市地域公共交通活性化協議会の議事内容】 

 

＜事務局＞   本日はお忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

それでは定刻となりましたので、ただいまから平成 26 年度第 1 回津市

地域公共交通活性化協議会を開会させていただきます。 

議事に先立ちまして、津市長、前葉泰幸より一言御挨拶申し上げます。 

 

＜市 長＞   皆さんこんにちは。津市の地域公共交通活性化協議会につきまして、皆

様方にそれぞれ委員に御就任をいただき、御議論をいただいておりますこ

とに感謝を申し上げます。今年度最初の会議ということで御挨拶をさせて

いただきたいというふうに思います。 

この法律ですが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律というこ

とで、公共交通のあり方というのは自治体でさまざまな議論をしなければ

ならない部分なのですが、私自身の経験は、実は京都市に勤務しておりま

したときに交通政策のことも含めて企画全般を担当したことがあります。

そのころは京都市の地下鉄を西に伸ばすと。東西線の西伸ということだっ

たのですが、そこは地下鉄が来るんだと称して住宅開発をしたという経緯

がありまして、その後、経済を取り巻く環境が全然変わったということで

どうするかというような話があったのですが、最終的には天神川、嵐電と

の接続点を作って、その天神川にバスターミナルを作って、そして右京区

役所がそこへ移ってきて、という大きなまちづくりをしながら一つ新たな

開発をしたというところで一旦西に伸ばす話は決着をつけたというような、

そういう最終的な形になったんですけど、その形を作る西伸の考え方につ

いての調査を出す時に私が担当したわけでございます。そのときに地域交

通のあり方というのはまちづくりそのものであるということ、そして都市

交通、あるいは地域間交通ということを考えるときに都市の中のインフラ、

あるいは都市間を結ぶインフラということをしっかりと考えていかないと

いけないというふうに思いました。したがって自治体の仕事の中で交通政

策を考えるというのは非常に重要な仕事であります。当協議会ということ

になるわけですが、地域の公共交通活性化というように、より限定的な議

論になるわけでございますが、これは非常に難しい課題であります。例え

ばモータリゼーションが進んで自家用車による交通がこれだけ進んでくる

なかで、それではどんどん道路を作らなければいけないのかというような
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こと、あるいは通過交通をどうさばくかということは都市計画そのものに

なってまいりますし、それからコミュニティバスということを一つとって

みても、計算してみますとだいたいコストが１人千円くらい、１人という

か１乗車人あたり千円くらいかかっているのですよね。これが廃止代替バ

スを６路線持たせていただいていますけど、これもやっぱり500円から800

円くらいかかっているわけですね。一つの路線は非常に大きなお金がかか

っているところがありますが、それ以外。そういうこともあってこれをど

う位置付けるかということで、福祉サービス、あるいは移動支援みたいな

ところに今後持っていくのかどうかとか、そんなようなことまで考えると

本当に地域公共交通のあり方というのは別な意味で地方行政そのものに関

わってくるわけでございます。そんな中で皆様方に学識経験者、あるいは

各関係機関の皆様方、そして公募委員の皆様方、事業者の皆様方。それぞ

れのお立場でこの協議会で知恵を集めていただくことは非常に重要なこと

だというふうに思っております。伊豆原会長には名松線のこともお世話に

なっているのですが、名松線も最終的に復旧をしようというふうに決まっ

て、そのことがＪＲ東海さん、三重県さん、そして私ども津市で合意をし

て、そして地域住民の皆さんの大きな期待をいただきながら進めているの

ですが、これは単なる鉄道軌道の復旧ではなくて山を治め水を治めるとい

う治山治水を併せてやるという非常に大きな事業になっております。結果

として 21年 10月の台風でしたから再開通まで６年半をかけるという大事

業になっております。どうも東日本大震災関連のプロジェクトで三陸鉄道

が再開通したとかいろいろ話題が出ていますけど、ああいうところで恐ら

くこの６年半の記録を抜くところは出てくるかと思いますが、今までのと

ころ自然災害に対して６年半ぶりに開通するというのはどうも例がないよ

うでございます。それはどういうことかというと、６年半前にあの名松線

に乗って白山高校に通っていた子供達はもう地域にほとんどいなかったり

するという、大きく地域が変わっている。あるいは一志病院に通っていた

高齢の方が引き続き一志病院に通っておられる。６年間ずっと廃止代替バ

スで頑張ったんだというような方々もいらっしゃるという地域生活そのも

のがどう６年半の間で変わったかということを考えていかないといけない

わけですね。そんなことを考えてみると地域交通のあり方論を議論すると

きに本当に地方行政そのものだなという感じをいたしておりまして、そう

いう意味で是非この協議会の議論が非常に大きな視野になった、かつ実際
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には今申し上げたように千円かかってるんだというミクロのことも当然の

ことながら、大きな視野からミクロのことを議論していただくという非常

に難易度の高いお願いになっておるんだというふうに思いますが、逆にそ

ういうことを議論していただくことによって私どもはいろんな意味でフレ

キシブルに行政で受け止めをさせていただき、そして市民のための仕事を

するにあたってそういう観点を折り込んでしっかり仕事をしなければいけ

ないというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

いつもありがとうございます。 

 

＜事務局＞   大変申し訳ございませんが、津市長は公務の都合でここで退席とさせて

いただきます。 

 

＜市 長＞   ではよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

 

＜事務局＞   まず初めに委員の皆様には会長の互選結果を事前に郵送させていただい

ておりますが、今期の津市地域公共交通活性化協議会の会長は伊豆原委員

が選任されましたことを改めて御報告させていただきます。 

また本日は平成 26 年度最初の会議でございますので、当協議会委員の

方々を 50音順御着席順に御紹介させていただきます。 

まず会長でございます。愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授の伊

豆原浩二様。 

本日は欠席されておりますが、三重県津警察署交通官の伊藤誠司様。 

三重県津建設事務所総務・管理室管理課長の井戸坂昇様。 

公募委員の越川経男様。 

本日は欠席されておりますが、公募委員の大西正晏様。 

津市自治会連合会美里支部会長の岡喜理夫様。 

津市建設部建設政策課長の落合毅人様。 

本日は欠席されておりますが、三重短期大学准教授の北村香織様。 

地域公共交通コーディネーターの竹田治様。 

三重県津南警察署交通課長の谷口榮二様。 

公募委員の中津多喜郎様。 

三重交通株式会社中勢営業所所長の中林広己様。 

社会福祉法人津市社会福祉協議会から西川明正様。 
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三重運輸支局首席運輸企画専門官の野田敏幸様。 

公募委員の林眞砂子様。 

三重県地域連携部交通政策課長の原田孝夫様。本日は代理で川端様に御

出席いただいております。 

まだお越しではございませんが、社団法人三重県旅客自動車協会津支部

長の松下太様。 

津市都市計画部長の松本尚士様。 

公募委員の森田寛様。 

最後に三重交通労働組合中勢支部支部長の山口貞信様。 

以上、今期の津市地域公共交通活性化協議会委員を御紹介させていただ

きました。皆様、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、人事異動により事務局の交代もありましたので、事務局の

紹介をさせていただきたいと思います。 

交通政策課長の南でございます。 

担当主幹の岸江でございます。 

担当の西出でございます。 

担当の山下でございます。 

私、都市計画部次長の荒木でございます。 

本年度は、このような事務局体制で取り組んでまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、協議事項に入らせていただきたいと思いますが、その前に本

日の会議は委員総数 20名のうち 16名の出席をいただいておりますので、

規約第８条第２項の規定による成立要件を満たしていることを報告させて

いただきます。 

それでは、規約第８条第１項の規定によりまして、ここからの議事進行

につきましては、伊豆原会長にお願いしたいと思います。それでは、会長、

よろしくお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞ 会長を仰せつかりました伊豆原でございます。よろしくお願いいたしま

す。さきほど市長さんからまちづくりというお話をいただきました。実は

さきほど野田さんから確認をいただいたのですが、この協議会のベースと

なる法律、地域公共交通に関しての活性化再生法の一部改正案が、この５

月 14日に参議院で可決成立いたしました。多分この法律はまだ皆さんはお



 

- 6 - 

 

目通しいただいてないのではないかと思いますが、是非お目通しいただけ

たらと思います。インターネットで公表されておりますので、是非ご覧い

ただけたらと思います。概要が出ております。なぜ改正になったかという

あたりを尐し今市長さんからおっしゃっていただいたのですが、要は今ま

ではコミュニティバスを始めとしてこの地域公共交通にどうやって乗って

いただくかとか、そういう話を随分やってきたわけですね。活性化再生で

すからそういうことになる。それに加えて地域との一体化、いわゆるまち

づくりと同じものであるという位置付けがこの頃なされてきてるわけです

ね。ですから、さきほど市長さんの方でおっしゃっていたお話はまさしく

活性化再生法の意図にも入るわけでありまして、この津の地域公共交通、

実は前の活性化再生法に基づいた協議会が確か 20年だったと思います。平

成21年の12月に確か連携計画ができて22年の４月から実証運行でいろい

ろバスの運行が始まった。それ以来４年が経つわけですね。昨年の４月か

ら本格運行ということになってきたわけですけども、さて、この活性化再

生法も含めて私たちはもう尐し、さきほど市長さんが言われたまちづくり

そのものをもう一度見直していくということが大切なんだろうと思います。

特に津の場合は 10市町村が合併して以来、９の市町を単位とした仕組みを

ベースにやってきました。実は最初のこの協議会で津は二つの視点がいる

という話。旧の委員の方は覚えておられるかもしれません。まずは目の先

のことをなんとかしなければいけないというのが一つ。それから将来の津

を見定めて何とかしなければいけないというのがもう一つ。実は今まで将

来のという形のところは実は協議会ではあまり議論されてきませんでした。

これから多分まちづくりとかそういったもの、それから尐子高齢化という

問題、それから人口減尐という問題を含めて津の将来を見据えたまちづく

りと連携したこの公共交通のあり方というのをまた議論していただけるチ

ャンスが来たわけですので、あまり肩書にこだわらずに個人的な御意見で

結構でございますので、是非お知恵をいただいて、市民の皆さんにいかに

愛していただけるような仕組みを作っていけるかということを目指してい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。尐し長くなりました。

それでは座って進めさせていただきます。 

それではお手元の事項書に従いまして今日は事項が８項目ございます。

大変多くございますので若干長くなるかと思いますが、是非御協力の方お

願いしたいと思います。 
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それでは事項１の副会長、監査委員及び出納員の指名についてというこ

とですが、実はまず監査委員につきましては平成 25年度の会計監査という

こともございまして、規約第５条第４項に基づきまして第１回協議会に先

立ちまして去る４月４日付で井戸坂委員と落合委員にお願いすることとし

ています。御報告させていただきたいと思います。それから出納員につき

ましても財務規定第７条第１項に基づきまして同じく４月４日付にて事務

局の南事務局次長にお願いしてございます。これも御報告させていただき

ます。それから副会長につきましても規約第５条第３項に副会長は委員の

うちから会長が指名するとありまして、また規約第５条第１項第２号に副

会長は二人以内と規定されていることから副会長についてお二人を指名さ

せていただきたいと思います。まずお一人目は住民の代表ということで津

市自治会連合会美里支部会長であります岡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。お二人目は行政の立場から会長を補佐し

ていただくということで津市の松本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。お二人ともよろしくお願いいたします。それで

は席の移動をお願いいたします。ありがとうございました。 

それではお手元の事項書を引き続き進めたいと思います。事項２平成 25

年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告についてと、事項３平

成 25 年度同協議会における収支決算報告については関連してございます

ので一括して説明をしていただきたいと思います。 

 

＜中津委員＞  １について質問させていただいてよろしいですか。例えば副会長につい

ては一人の方は津市の方、一人の方は自治会連合の方、監査委員について

は県、市。どうも偏っていないか。当然規約でこういうふうになっていま

すのでやむを得ないと思いますが、来年度以降、27年度以降、考慮に入れ

ていただきたいのですけど。 

 

＜伊豆原会長＞ 皆さんの方の御意見はいかがですか。今、中津委員からお話ございまし

た。これから皆さんの方の御指摘をいただきながら進めてまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  来年度以降考えてくれるの。 
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＜事務局＞   規約の方は協議会の中での合議があれば改正できますので、また１年間

の活性化協議会の中で議題として御審議いただければよろしいかと思いま

す。 

 

＜中津委員＞  行政の方に偏りすぎているような感じを受けますので。 

 

＜事務局＞   それについても協議していただければと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 他に何かございますでしょうか。それではこれから議論をしていきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。それでは事項２と事項３の説

明を事務局からお願いします。 

 

＜事務局＞   会長からもお話がありましたとおり、事項２と事項３につきましては、

関連した事項でございますことから、続けて御説明させていただきます。 

まずは、事項２の平成 25 年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事

業報告について御説明申し上げます。 

資料２－１をご覧ください。 

まず、１ 津市地域公共交通活性化協議会ですが、昨年度は、通算で４

回開催いたしました。 

第１回の活性化協議会は、平成 25年５月 23日に開催いたしました。内

容は、 

・副会長及び監査委員の指名について 

・平成 24年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告について 

・平成 24年度同協議会における収支決算報告について 

・津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画について 

・平成 25年度補正予算（第１号）について 

・コミュニティバス事業評価検討業務報告書について 

・高松山団地乗合ワゴン実証運行の結果報告について 

・津市地域内フィーダー系統確保維持計画について 

・コミュニティバス実証体験について 

などです。 

第２回の活性化協議会は、平成 25年８月 19日に開催いたしました。内

容は、 
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・平成 24年度津市コミュニティバスの運行実績について 

・地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について 

・高松山団地乗合ワゴン本格運行後の運行実績等について 

・利用促進グッズについて 

・津市コミュニティバス現地視察について 

などです。 

第３回の活性化協議会は、平成 25 年 12 月 25 日に開催いたしました。

内容は、 

・高松山団地乗合ワゴン本格運行後の運行実績等について  

・地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について   

・津市コミュニティバス現地視察に係るアンケートの結果について   

・平成 25年度バス利用に係る啓発事業について  

・津市地域公共交通活性化協議会公募委員選考委員会設置要領の改正に

ついて 

などです。 

第４回の活性化協議会は、平成 26年２月 25日に開催いたしました。内

容は、 

・平成 26 年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）及び同予

算（案）について 

・平成 26年度コミュニティバスの運行変更について 

・地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について 

・廃止代替バスの運賃改定について 

などです。 

次に、２ 津市コミュニティバス現地視察を、平成 25年８月 22日に開

催いたしました。内容は、 

・津市コミュニティバス（久居地域）榊原ルートと津市コミュニティバ

ス（美里地域）辰水ルートにおいて、実際の車両に乗車しました。 

次に、３ 津市コミュニティバスの運行見直しを、久居、河芸、芸濃、

白山及び美杉地域で行い、平成 26年４月１日から見直し後の運行を開始い

たしました。 

次に、４ 乗降調査として、三重交通運行受託路線につきましては、５

月、８月、11月、２月の４回、各１週間ずつ実施いたしました。対象路線

は、ここに挙げてあります廃止代替バスの三行線、津新町大里線、安濃線、
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多気線、亀山椋本線、名張奥津線及び美里、白山、美杉地域のコミュニテ

ィバス路線です。 

これ以外のいわゆる 79 条路線久居、河芸、芸濃、安濃、及び４条路線

の一部である一志地域の５地域につきましては、基本的に全ての運行日で

実施しています。 

次に、５ 利用促進グッズの作成と啓発といたしましては、利用促進グ

ッズとして、日本バス協会のキャラクター「セバスチャン」を用いたマグ

ネットバーを 1,500個作成いたしました。 

こちらのマグネットバーについては、バスの利用促進のため、平成 25

年度に行いましたバスの乗り方教室及び施設利用者アンケートの際に配布

させていただきました。 

また、啓発といたしましては、９月 20 日に、早朝の津駅前にて、三重

県バス協会さん、三重交通さん、三重運輸支局さん、三重県さんとともに、

バスの日の啓発を行いました。 

10月 13日に、津まつりにて三重県バス協会さん、三重交通さん、三重

運輸支局さん、三重県さん、とともに出展したブースで、お絵かきバス等

の啓発事業を行いました。 

11月６日に、津市立香良洲小学校で、三重県バス協会さん、三重交通さ

ん、三重運輸支局さんのご協力のもと、バスの実車を用いた小学生対象の

バスの乗り方教室を行いました。 

次に、６ 委託業務といたしまして、記載されている３つの業務を実施

いたしました。 

（１）は、先ほど啓発の部分でも御説明させていただきましたマグネッ

トバーの作成のための委託業務です。 

（２）はコミュニティバスをはじめとした公共交通機関の利用を呼び掛

けるために、今春、地元美杉地域を題材とした映画との相乗効果を狙った

パネルの作成業務でございます。こちらの業務は、津市コミュニティバス

の車両の外側に表示しております。 

（３）につきましては、平成 26 年４月１日の運行変更に関連する委託

業務でございます。 

運行変更に伴い、久居地域において、野村ルート及び桃園ルートの「城

山ショッピングセンター」を「イオンタウン津城山」へ変更するため、停

留所の標識及び車内で行っている音声による停留所案内の修正を行いまし
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た。 

なお、河芸地域におきまして、東上野中央と松林寺前停留所の間に、上

野中央霊園前停留所を追加したため、停留所の新設を行いました。 

また、芸濃地域におきまして、実際の道路状況に応じた運行ダイヤとす

るために、芸濃総合支所、ぎゅーとらラブリー芸濃店、イオンタウン芸濃

及び団地南停留所の時刻修正を行いました。 

さらに、白山地域におきまして、利用者の意見を反映させ、三ヶ野中出

停留所の場所を移動し、名称を三ヶ野北谷とするため、停留所の修正を行

いました。 

最後に、美杉地域におきまして、白山地域へ乗り入れている路線で、家

城駅前とマックスバリュ（川口店）停留所の間に、関ノ宮停留所を追加し

たため、停留所の新設を行いました。 

次に、７ 地域公共交通総合連携計画に係る調査事業ですが、昨年度は、

補助金が希望に達しなかったため、事務局職員によるできる限りの調査事

業を行いました。 

（１）は、常時利用者と接点を有するバスの運転手に注目し、その経験

の中から得られる課題や改善に向かう意見などの調査を行いました。 

（２）は、タクシー事業者に対しまして、バスとは尐し異なった視点で

の課題や改善に向かう意見などの調査を行いました。 

（３）は、イオン津南ショッピングセンターをはじめとする市内７つの

商業施設において、施設をご利用いただいた方を対象にアンケートを行い

ました。 

なお、ただいま説明させていただきました事項を時系列的に並べた表に

したものが、別紙２－２となっております。 

以上で、平成 25 年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告に

ついての説明を終わります。 

続きまして、事項３の平成 25 年度同協議会に係る収支決算報告につい

て御説明申し上げます。 

資料３－１をご覧ください。 

先ず歳入からですが、第１款負担金は、津市からの負担金で、決算額は

566万 9,000円で当初予算額と同額でした。 

第２款補助金は、当初予算額で 2,000万円でしたが、津市地域公共交通

総合連携計画の策定に係る国庫補助金が見込めなくなったことから、補正
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予算により全額減額させていただき、決算額はございませんでした。 

第３款繰越金は、ございませんでした。 

第４款諸収入は、預金利息で、当初予算額 1,000円に対し決算額 817円

でした。 

以上、歳入の決算額の合計は、566万 9,817円でございます。 

続きまして、歳出ですが、第１款運営費、これは委員報償費及び費用弁

償費等になりますが、当初予算額58万8,000円に対し、決算額は41万8,220

円でした。 

第２款事務費これは、消耗品費等になりますが、当初予算額 58万 2,000

円に対し、決算額は 20万 5,409円でした。 

第３款第１項第３目の委託料ですが、先ほど歳入でも述べさせていただ

きました津市地域公共交通総合連携計画の策定に係る補助金が得られませ

んでしたことから、その相当額である 2,000 万円を減額させていただき、

予算現額 400万円に対し、決算額は 205万 1,595円となっております。委

託料の内訳としましては、乗降調査委託料 159万 6,000円、コミュニティ

バス利用促進グッズ作成業務委託料 22万 500円、バス外側看板広告作成業

務委託料３万 7,170円、停留所標識作成、音声合成修正委託料 19万 7,925

円となっております。また、予算残額は、194 万 8,405 円となっており、

主な理由といたしましては、入札による差額でございます。 

運行事業費は、新たな地域住民主体型の運行を想定していましたが、残

念ながら対象となる事業がありませんでした。 

平成 25年度の歳入額 566万 9,817円から歳出 267万 5,224円を差し引

いた 299万 4,593円につきましては、精算し、津市へ戻入いたしました。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 続きまして、平成 25 年度同協議会に係る監査報告を監査委員の三重県

津建設事務所の井戸坂委員にお願いしたいと思います。 

 

＜井戸坂委員＞ 次ページ、資料３－２をご覧ください。会計監査報告をさせていただき

ます。平成 25年度津市地域公共交通活性化協議会歳入歳出決算について平

成 26年５月２日津建設事務所内において監査を実施いたしました。関係書

類を精査した結果、適正かつ正確に処理されていることを報告いたします。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ただいま事務局から事項２、事項３の説明と

井戸坂監査委員より収支決算に関する監査報告をいただきました。この事

項３と監査報告につきましては承認事項となりますので何か御質問、御意

見はございますか。 

 

＜中津委員＞  資料３－１の歳入、歳出で最終的に 299万 4,593円が津市に戻入という

形ですね。これはっきり言って歳入の半分以上が戻入になるわけですね。

例えばこの扱いを繰越金という扱いにできないんですか。それともう一点、

だいたい私、第１回の活性化協議会は総会に準じたものとみているのです

が、例えば 26年度の歳入歳出の案とかそういうのはないのですか。 

 

＜事務局＞   まず一点目の津市への負担金の戻入の件でございますが、こちらにつき

ましては、毎回戻入をさせていただいてその都度新しく必要な分の負担金

を市の方からいただくということで財政課との協議の結果、平成 24年度分

からこのような形で実施をさせていただいておりまして現在のところ繰越

金という扱いはさせていただいておりません。二点目でございますが、平

成 26年度の予算案につきましては前回平成 25年度の第４回のこちらの活

性化協議会の席上で事前に議決をいただいておりますので、また資料等必

要でございましたら市のホームページにもあげておりますし、こちらの方

から送付させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  できたら今日の会議に欲しかったですね。 

 

＜伊豆原会長＞ また次のときにはそれを気を付けておいてください。よろしいですか。 

 

＜越川委員＞  一つよろしいですか。私初めて出席させていただきますので、これから

の議論の理解を踏まえる意味で、この委託料、事業費の中の大部分が委託

料なんですが、注意書きのところに備考に停留所標識の作製及び設置業務

委託料というような注記がしてありますけど一体内容はどういうものなん

でしょう。素人によく分かるようにこういうこととこういうことを予定し

ておりましたところ、国からの予算 2,000 万が届きませんでしたと。従っ

て実行したのはこれこれでございますというようなことを御説明いただけ

るとよく理解が進むと思うのですが。 
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＜事務局＞   まず停留所標識の作製と設置につきましてですが、停留所と言いますの

は重い土台があってそこにポールがささっておって、時刻表、いわゆる何

時にどういう便が来るかというのがあって、場合によっては上に停留所名

が表示しているものがございます。そういったものを板とか土台とか含め

て作っていただくのが作製にあたりまして、設置につきましてはその土台

となる部分が飛んでいかないように重くできておりますことから事業者の

方に運んでいただいて設置していただくということで設置の方を委託とい

うふうにさせていただいております。 

 

＜中津委員＞  それに関連してですけど、2,000 万は大きい金額ですよね。この 2,000

万がなぜ補正でなくなったかということをもう尐し具体的に話して下さい。 

 

＜事務局＞   こちらの 2,000万につきましては国の方から補助金という形で後段で説

明させていただきます連携計画の策定にかかる調査事業ということで当初

補助申請をする予定でございましたけど、国の内示の方がありましてうち

の予算額よりかなり尐ない金額の内示でありましたので、平成 25年度につ

きましては国の補助金で業者に委託するような調査事業は行いませんで、

事務局の方で調査の方をさせていただいたということでございまして、本

年度、調査事業の方を市の負担金の中に予算措置をいたしましたので、本

年度はこちらの事業の方は実施させていただくということで前回からの委

員会の方で御了解いただいておりますので御報告させていただきます。 

 

＜中津委員＞  市の予算の方ですね。 

 

＜事務局＞   説明不足で申し訳ございませんでした。市の予算で予算確保いたしまし

て調査事業の国の方にもまた本年度新たに申請いたしまして、先日国の方

から 310 万円の交付決定の方をいただいておりますので御報告させていた

だきます。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

 

＜越川委員＞  もうちょっと理解を深めたいと思います。この停留所を２，３か所、さ
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きほどの報告で廃止したり新設したりございましたね。その費用ですか。 

 

＜事務局＞   さきほどと重複して大変申し訳ありませんが、委託料といたしましては、

乗降調査、乗車数をカウントしていただく委託料といたしまして 159 万

6,000円。160万弱の方がかかっておりまして、そのほかコミュニティバス

の利用促進グッズの業務委託料といたしまして 22万 500円。バスの外側看

板広告作成業務委託料といたしまして３万 7,170 円、停留所標識作成、音

声合成修正委託料といたしまして 19万 7,925円がかかっております。 

 

＜越川委員＞  一基いくらぐらいかかるんですか。 

 

＜事務局＞   修正具合にもよるのですが、まったくの新設ですと３万 5,000 円程度。

物とかそのときの時勢価格にもよりますので３万 5,000 円ジャストとは言

えませんが、概ね３万 5,000円程度かかることがあります。 

 

＜越川委員＞  分かりました。もう一つ。マグネットバーとは一体何のことでしょう。

全く分かりませんので。 

 

＜事務局＞   本日現物を持ってきていませんので大変申し訳ないのですが、マグネッ

トバーと言いますのは、要は磁石のことでして、冷蔵庫などによく貼って

いただくような形で、ああいう形で冷蔵庫に貼っていただければバスのこ

とも意識していただけるのかなと思いまして作らせていただいたものです。 

 

＜事務局＞   マグネットバーに「乗って残そう公共交通」というメッセージを入れた、

こういったものを作製させていただいております。 

 

＜越川委員＞  分かりました。 

 

＜中津委員＞  もう一点すみません。この活性化協議会は津市に当然総合計画あります

よね。津市の総合計画の中での公共交通に関連する予算と交通活性化協議

会に関する予算との整合性はどういうふうになってるんですか。 

 

＜事務局＞   予算的なもので、例えばさきほど市長が言われましたコミュニティバス
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の運行とか、そういうのは市の独自の予算ですけど、その運行のルートを

こういうふうに変えるなどの御協議とか御承認を活性化協議会でさせてい

ただいています。あと、活性化協議会として特に予算を使っていく部分に

つきましては、さきほどの利用促進の部分で活性化協議会としてそういう

名前で利用の促進をしていくとか。予算自体は整合性というか別の予算と

いう考え方です。 

 

＜中津委員＞  市長さんが言われるのは津地域公共交通活性化協議会のまちづくりの

大きな目玉の顔とはっきり冒頭言われてましたよね。そこの整合性をきち

っと整理してほしいですね。 

 

＜事務局＞   そういう意味では今年この協議会で御審議いただく地域連携計画の方

で今後の津市の公共交通網を目指すべき点というのを決めていただきます。

その部分では当然津市の都市マスタープランであるとか、総合計画とも合

致してそれとリンクしてという形になりますので、そういう意味でよろし

くお願いしたいと思います。 

 

＜中津委員＞  分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがでしょうか。もしなければ事項２、３につ

きましては御承認いただいたということにさせていただいてよろしいでし

ょうか。ありがとうございます。それでは事項２、３につきましては御承

認いただいたことを確認しておきたいと思います。それでは事項４に移り

たいと思います。今尐し委員からも御質問ございましたが、その関連だと

思いますが、事項４津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画に

ついてということで事務局から説明お願いします。 

 

＜事務局＞   それでは、事項４ 津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画

について御説明させていただきます。 

さきほど会長の方から５月 14 日に新しい地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律の一部を改正する法律案が可決されたということをお聞き

しましたが、こちらの資料を作成する段階ではまだ細かな情報等が得られ

ておりませんでしたので、本日の資料につきましては大変申し訳ございま
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せんが、地域公共交通総合連携計画という名称を用いさせていただきます

こと、現在の法律での御説明になりますことを御了承いただきたいと思い

ます。 

それでは資料４－１でございますが、タイトルの津市地域公共交通総合

連携計画の策定に係る調査事業の実施についてですが、委員の皆様の交代

もありましたので、最初に、この「地域公共交通総合連携計画」について、

簡単に説明させていただきたいと思います。 

資料にはありませんが、平成 19 年に「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」が施行され、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町

村を中心とした地域関係者が連携して取組んでいくための制度が確立され

ています。 

その背景となっていますのは、高齢化の問題ですとか、地域住民の自立

した日常生活や、社会生活の確保ですとか、活力ある都市活動の実現、観

光交流の促進などによる地域の活性化や、環境問題への対応などの観点か

ら、良質な公共輸送サービスを確保することが極めて重要な課題であり、

地域の公共交通の活性化・再生が喫緊の政策課題となっていることでござ

います。 

そこで、市町村が中心となって、地域の関係者が地域交通について総合

的に検討し、地域のバス交通の活性化など、地域住民の移動手段の確保、

鉄道などとの連携、乗り継ぎ改善など、公共交通のあらゆる課題について、

当該地域にとって最適な公共交通のあり方について、合意形成を図り、合

意に基づき各実施主体が責任を持って推進していくために策定する計画が、

「地域公共交通総合連携計画」でございます。 

津市におきましても、後ほど、背景のところで説明させていただきます

が、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、平成 21 年

12月に津市地域公共交通総合連携計画を策定し、主に、コミュニティバス

等の再編を行ってまいりましたが、その計画年度が平成 24年度で終了した

ため、昨年度から、新たな連携計画の策定に着手してまいりました。 

ところが、昨年 12 月４日に「交通政策基本法」が成立し、その基本理

念にのっとり、本年２月 12日に「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、５月 14日成立という運び

になっておりますので、こちらの、現在の、地域公共交通総合連携計画に

つきましては、「地域公共交通網形成計画」という名称になるかと思います
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が、改正することが予定されています。 

この法律の情報が入手されましたら、本日、御協議いただく津市の計画

も、新しい理念の新しい名称の計画にシフトしていく予定でございます。

本日の資料におきましては繰り返しになりますが、現状の地域公共交通総

合連携計画という名称で御説明をさせていただいております。前置きの方

が大変長くなってしまいましたが、資料の説明に戻らせていただきたいと

思います。 

１の背景と目的でございますが、先ほど申し上げましたように、効率的

で一体感のある合併後の新しい公共交通システムを構築するため、平成 21

年 12月に津市地域公共交通総合連携計画を策定し、その計画をもとに、平

成 22年４月に市内８地域のコミュニティバス等を再編し、３年間の実証運

行期間を経て、平成 25年４月から本格運行へと移行してまいりました。 

そこで、次のステップとして、平成 25年度から、市域全体を展望した、

より効率的で利便性の高い公共交通ネットワークを構築する、新たな地域

公共交通総合連携計画を作成するため、その基礎資料とするために、バス・

タクシーの運行事業者にヒアリング調査を行ったり、市内の商業施設利用

者に対して、ヒアリング調査を実施してまいりました。 

本年度は、「津市地域公共交通総合連携計画作成に係る調査事業」によ

り、市民アンケート調査等を実施し、平成 26年中に計画策定を行うことと

しています。 

２の考え方としましては、 

市が運営しているコミュニティバス、廃止代替バスのみではなく、民間

路線バスなどの道路交通、鉄道交通、海上交通等の連携の強化を行い、効

率的な交通網を形成することが必要であることから、津市の公共交通に関

する現状を把握し、地域全体及び各地域が直面している課題の整理を行い、

将来を展望した上で、地域公共交通網の活性化・再生に資する具体的な施

策について、関係者が連携し、展開していくため、新たな連携計画案を策

定することとしています。 

以下に例示していますように、 

⑴ 民間路線バスを含めたバス路線網のあり方を見直し、その活性化を

図る。 

⑵ デマンド型交通をはじめとした新たな公共交通導入の検討 

⑶ バス交通とＪＲ、近鉄、伊勢鉄道、津エアポートラインなどとの乗



 

- 19 - 

 

継円滑化やネットワークの強化による公共交通機関の利便性向上 

⑷では、今後の法改正も視野に入れ、 

⑷ 地方公共団体が、それぞれの地域の公共交通のあり方を主体的に検

討し、その再構築を先頭に立って推進することができる仕組みを構築し、

まちづくりと連携した、面的な公共交通ネットワークを再構築するための

計画とすることとしています。  

⑸ 地域公共交通活性化協議会並びに市民意見等の反映ですが、アの当

協議会と本日の議事の５のところで説明させていただく同分科会と、  

イの各地域における公共交通利用者との懇談会、ウの運行事業者との協議 

などといった関係者並びに、市民の方のご意見を計画案に反映させていた

だくことを予定しています。 

３の計画期間としましては、平成 27年度～平成 31年度の５年間です。 

今年度実施の市民アンケート調査等は、委託業務内で行いますことから、 

その委託業務の内容を４に書かせていただいています。 

⑴ 市民アンケート調査 調査抽出者 6,700件を予定しています。 

⑵ 津市公共交通の現状の把握でございますが、⑴の市民アンケート、

及び、津市が平成 25年度に行ったバス・タクシー運行事業者や、施設利用

者へのヒアリング調査、バス乗降調査に加えて、コミュニティバス利用状

況、その他統計データ等から津市公共交通の現状について、市全体及び地

域ごとに整理を行うこととしています。 

⑶ 津市公共交通における課題の検討と連携計画素案の策定ですが、  

アの津市公共交通における課題の検討については、⑴～⑵の結果を踏まえ、

鉄道、民間路線バス、コミュニティバス、海上アクセスなど、津市におけ

る公共交通全体に関する課題について整理を行い、アで整理した課題及び

総合計画、都市マスタープラン等の上位計画や関連計画を踏まえ、イの連

携計画素案を作成します。 

 ⑷ 報告書（案）作成では、上記調査内容及び素案をとりまとめた報告

書（案）を作成し、⑸のパブリックコメントを実施した後、⑹で、Ａ４版 

カラー200ページ程度の報告書を作成することを予定しています。 

５ 連携計画策定までのスケジュールについては、資料４－２のとおり

でございます。 

５月１日付で、中部運輸局から、連携計画策定のための調査事業の交付

決定の通知をいただきましたので、現在、指名競争入札により、業者選定
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の手続きを行っているところでございます。 

今後、受託業者が決まり次第、市民アンケート等の実施に取り掛かり、

アンケート結果の分析、計画案の取りまとめなどを行っていく中で、当協

議会の開催時である、８月、11月、３月に、途中経過等をお示しさせてい

ただきたいと考えています。また、後ほど説明させていただく分科会につ

きましても、７月、10月、２月に開催を予定しています。他にも、地域あ

り方検討会、運行事業者との協議や、パブリックコメントを実施し、３月

に策定というスケジュールになっています。 

表中、一番下にある委員会協議会とは、市議会への協議のことでござい

ます。 

委員の皆様には、大変タイトなスケジュールの中、御協議をお願いする

ことになりますが、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上で、津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画について御

説明を終わらせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。ただいまの説明に対して何か御質問、御意見は

ありますか。 

 

＜森田委員＞  言葉なんですけど、デマンド型交通というのを初めて聞かせていただく

のですが、どのようなものなのか教えていただきたいのですが。 

 

＜事務局＞   私どもが普段使っております三重交通さん等のバスにつきましては定

時定路線型、決まった時間に決まったルートを走る定時定路線型の公共交

通というような言い方をしておりまして、デマンド型交通と言いますのは

決まった時間というのはございませんでして、場合によっては決まってい

る場合もあるのですが、予約型の公共交通ということで、いつどこからど

こまで行きたいのでお願いしますということで事前に予約をしておいてロ

スが防げる。一部、時間帯などによりましてはバスが空気を運んで走って

いるのではないかという御批判などをいただいたりするのですが、そうい

ったことに対応した最近いろんな自治体の方でも取り組まれているもので

す。 

 

＜森田委員＞  県内でも取り組まれている自治体はありますか。 
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＜事務局＞   玉城町の方で。 

 

＜森田委員＞  ありがとうございました。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。若干補足しますと、いわゆる予約型ということですか

ら、非常に沢山の仕組みがあります。さきほど説明がありましたけども、

やはり決まった時間に決まった停留所を通過してバスの仕組みとして乗っ

ていただくだけではなくて、その方が電話なりいろんなやり方があります

が、予約をしてそれに対してバス停まで行ったり、自分のところへ来ても

らったり、いろんな仕組みが三重県では尐ないですが、中部管内ではそう

いう仕組みが動いてきています。運輸局ではその調査をすでに昨年と一昨

年やりました。津の方にもデマンド交通の手引きは来ていますよね。是非

そういうのを皆さんにお配りしていただいて、全部が全部お配りいただく

のは大変だろうと思いますから主要なところをピックアップして皆さんに

お伝えしておくというのは大切かなと思います。いろんな仕組みが沢山あ

りまして、今中部管内でだいたい 50近くの市町で既に動いています。高松

山の乗合ワゴンについても方法としてはデマンド、いわゆる予約型交通の

仕組みの一つでもあるわけですね。よろしいでしょうか。 

 

＜中津委員＞  今の事務局の方から資料を読んでこの計画案を報告してもらいました

けど、さきほど言っていたように５月に法案が可決成立されてますので、

当然考え方等変わる部分を修正しないといけないと思うのですが、そのお

考えはあるのですか。 

 

＜事務局＞   こちらの新しい法律案につきましては事前から情報はある程度入手し

ていましたので、今後連携計画から新たな計画案に名前は変わることにな

ろうかと思いますが、主旨につきましては現在のものをある程度そちらの

ほうにシフトしていくような形でいけるように業者への仕様書等にはうた

いこんでございますので、特に問題はないかと思います。 

 

＜中津委員＞  変えないわけですね。 
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＜事務局＞   ２月に閣議決定をされておりまして、その時点で変わるであろうという

想定はできましたので、ただ手続き上まだ法案が可決されていない中で、

こちらで交通網形成計画という形で進められませんので、作る計画という

のは形成計画というのを視野に入れて作って、名前を連携計画という形で

法案が変わるまでは手続きを進めてきたと、そういう理解でよろしくお願

いします。 

 

＜中津委員＞  分かりました。計画は平成 27から 31年まで５か年あるのですが、それ

ぞれ年度毎に進捗状況をまた報告してもらうわけですか。 

 

＜事務局＞   こちらの活性化協議会の方ではもちろん進捗状況等をその都度協議を

させていただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。今の法律の件については

５月 14日に可決成立したのですが、実際には秋に施行ということになりま

すよね。法律が決まったらすぐになんでもかんでもというわけにいきませ

んから、実際にこの法律をどう運用していくかということは今国交省の方

で当然のことながら検討されているわけですよね。ですから秋というふう

に聞いています。だいたい 10月か 11月頃というふうに聞いていますので

今中津委員がおっしゃった話ですと、大きな流れというのはだいたい私た

ちも頭の中に入っておるのですけど、実際にどういうことを盛り込んでい

くのか、項目そのものはまだ決まってないわけですね。考え方、方向性は

見えてきた。だからそのへんは支局の方と情報交換の方を密にしていただ

いて計画の中に盛り込んでいく。名前は連携計画から形成計画と変わるか

もしれませんけど、中身の問題でありまして名前の話ではありませんから、

そこをしっかり事務局の方で把握して進めてもらうというのが大切です。

なおかつそれは逆に言うと、この協議会の決定事項になるはずでございま

すので、この協議会になるべく早く情報を伝えていただくということと、

もう一つは私たち、この協議会のメンバーが意見を言っていただくという

ことが大切なわけなんですね。そのへんをよろしくお願いしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。それではこの４－１につきましても承認をいた

だくということになっておりますが、今の地域公共交通網形成計画、いわ

ゆる新しい活性化再生法一部改正案の主旨に基づいてこの調査なり計画を
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していただくということを念頭において御承認いただくということで御異

議はありませんでしょうか。ありがとうございます。それでは事項４につ

きましては御承認いただいたということで進めてまいりたいと思います。

それでは事項５分科会の設置について事務局からお願いしたいと思います。 

 

＜事務局＞   次に、事項５ 分科会の設置について、御説明いたします。 

資料５－１をご覧いただきたいと思います。 

先ほど、４のところで、説明させていただいたとおり、津市地域公共交

通総合連携計画するに当たり、より専門的に御協議いただくため、分科会

を設置したいと考えています。 

当協議会の規約第 11 条に、専門的な調査又は検討を行うため、必要に

応じ協議会に分科会を置くことができると規定しており、分科会の組織、

運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定めることとしています。 

そこで、その分科会について、詳細を定めた規程の案について、お謀り

したいと思います。まず、（趣旨）については、先ほど申し上げましたとお

りでございます。 

（所掌事務）については、第２条で、分科会は、次にあげる事項につい

て、専門的に協議又は調整を行うものとしています。 

⑴ 津市地域公共交通総合連携計画の作成及び変更の協議に関すること。 

⑵ その他分科会が必要と認める事項について、 

（組織）については、第３条で、別表に掲げる者をもって組織する。と

しており、各専門性を考慮し、資料５－２のとおり７名を提案したいと思

います。 

なお、うち１名は、公共交通の利用者を代表しまして、公募委員の中か

らどなたかお一人にお願いしたいと思います。 

公募委員の選任につきましては、立候補制とさせていただき、立候補者

の方が複数になる場合は、大変申し訳ございませんが、くじ引きにより決

定させていただきたいと考えています。 

それでは、資料５－１に戻らせていただきます。 

（分科会長及び副分科会長）については、第４条で、分科会長 １名、

副分科会長 １名とし、分科会長は、委員の互選により定め、副分科会長

は、委員のうちから分科会長が指名することとしています。 

（職務）については、第５条で、分科会長は、分科会を代表し、その会
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務を総理し、副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があると

き又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。こととしています。 

委員の（任期）は、連携計画が策定されるまでの期間ということです

ので、１年としています。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間でございます。 

（会議）については、第７条で、分科会長が招集し、分科会長が議長と

なり、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができず、議事は、

出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところにより

ます。 

また、必要に応じて、分科会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明

又は意見を求めることができる。としています。 

（協議結果の取扱い）については、第８条で、分科会において協議を行

った事項については、協議会へ報告するものとしています。 

（報酬及び費用弁償）については、当協議会の規約を準用するものとし、

（庶務）については、第 10条で事務局である津市都市計画部交通政策課に

おいて処理することとしています。 

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げますとともに、公募委員に

立候補いただける方がございましたら、お願いしたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。とりあえず今の説明の方について御質問、御

意見はございませんでしょうか。 

 

＜中津委員＞  これも国、県、市の方が３名いらっしゃいますよね。７名中３名。ちょ

っと偏っとるのと違うかな、こちらも。 

 

＜伊豆原会長＞ 何か事務局の方で説明はいかがですか。 

 

＜中津委員＞  確かに専門性はあるかもしれませんが。 

 

＜事務局＞   国、県、市ということですと、ひとくくりにすると行政という一つのく

くりになるとは思うのですが、立場で、市の立場、県が県全域を見据えた

立場、国の国交省という全体的な考え方ということで、行政としては３名

ですけど、それぞれ違う立場という形でとらえて委員の方にお願いしてい
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るという形です。 

 

＜伊豆原会長＞ いかがでしょうか。何か他にありませんか。御意見でも結構ですが、よ

ろしいでしょうか。もし御意見、御質問がないようでしたら、今日メンバ

ーを決定しないと次の協議会はもう間に合いませんので、公募委員の方で

この分科会に参加していただける方を決めておきたいと思いますので、い

かがでしょうか。参加していただける方はございませんでしょうか。いか

がでしょう。 

 

＜越川委員＞  推薦でもいいんですか。 

 

＜伊豆原会長＞ できれば御自分で立候補していただけると大変ありがたいと思います。

そうでなければ御推薦でも構いませんが、できましたら立候補していただ

けると大変ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。ございませんか。 

 

＜中津委員＞  誰もなかったら立候補します。 

 

＜伊豆原委員＞ よろしいですか。それでは中津委員から立候補いただきましたが、公募

委員の皆さんも拍手をいただきましたのでよろしいでしょうか。それでは

中津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。回数

が３回、この協議会を入れると７回という、大変タイトなスケジュールで

ございますがよろしくお願いいたします。分科会規定も承認事項ですよね。

御承認いただけますでしょうか。御異議ございませんでしょうか。ありが

とうございます。それでは分科会を３回開いてもう尐し議論を進めていく

ということにさせていただきます。分科会のことについては、ここで分科

会の結果を報告するというのが当然ですのでよろしくお願いいたします。 

それでは次の事項に移りたいと思います。事項６高松山団地乗合ワゴン実

績及び変更についてということで事務局よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   それでは「高松山団地乗合ワゴン実績及び変更について」御説明いたし

ます。 

まず高松山団地乗合ワゴンにつきまして概要を説明させていただくの

ですが、さきほど松本副会長の方からもお話があったのですが、こちらに
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つきましては電話で予約していただいて予約された停留所から津新町駅の

方に、高松山団地の中から津新町駅の方に行く運行をさせていただいてい

ます。 

それでは資料は６－１、６－２、６－３となっております。 

高松山団地乗合ワゴンの運行につきましては、当協議会が平成 25 年１

月から３月までの３カ月間運営を行い、その後、平成 25年４月から、高松

山団地乗合ワゴン運営委員会が運営を行っているものです。 

この度、平成 25 年度の利用状況の結果がまとまりましたので御報告さ

せていただきます。 

それでは、資料６－１をお願いいたします。 

こちらの表は、平成 25 年度の月ごとの実運行日、運行予定便数、実運

行便数、乗合率、稼働率、利用者数、一便あたりの利用者数、一日あたり

の利用者数、運行しなかった便数という観点から作成いたしました。 

火曜日、金曜日及び第一日曜日の運行であるため、実運行日及び運行予

定便数は月ごとに大きな変化はありません。 

一番右の列の合計というところが、一年間の合計です。 

一年間の利用を見ると、実運行便数において、１人だけの利用が 66 便

と多く、乗り合う人が増えるにつれて、利用便数は尐なくなる傾向がござ

います。 

また、時間別の内訳としましては、往路の 9:30の便が 41便と 10:30の

便が 38便と均衡した利用となっています。復路は 12:00便、14:00便は４、

５月に若干あったものの、６月以降は利用が無く、往便に比べ尐ない利用

となりました。 

稼働率につきましては、最大 36.1％となっており、ほとんどが 10％か

ら 23％の幅となっております。 

利用者数につきましても５月が最大の 17 人の利用で、他の月は概ね５

人から 11人の幅での利用となっています。 

一便あたりの利用者数ですが、変動はあるものの、平均すると 1.3人と

なっております。 

一日あたりの利用者数につきましては、変動がありますが、平均すると

1.6人となっております。 

運行しなかった便につきましては、月あたり 23便から 36便という変動

がありますが、12:00便、14:00便がほぼ運行しなかったという結果になり
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ました。 

続きまして、資料６－２をご覧ください。 

こちらは、実証運行期間中の平成 25年１月から３月及び平成 25年度乗

降調査表となっております。 

ご覧のとおり、高松山団地内から御乗車いただいた方が津新町駅に行く

というのが主たる利用となっており、帰りにつきましても津新町駅から高

松山団地内へお帰りいただくというのが主たる利用となっております。 

次に、資料６－３をご覧ください。 

高松山団地乗合ワゴンに係る平成 25 年度の主な取組と今後の取組につ

いて説明させていただきます。 

平成 25 年度の主な取組としては、高松山団地乗合ワゴン運営委員会と

協議を 13回ほど行い、利用実績の報告、ＰＲ方法、利用登録者の意向調査

のアンケートの実施、利用登録者意見交換会の開催などについて協議を行

いました。 

利用登録者アンケート調査を運営委員会において、利用者 67 名を対象

に、２回行い、利用状況、利用者の意見・要望等の把握、分析などを行い

ました。 

また、利用登録者意見交換会を２回実施し、運行利用実績、アンケート

結果の報告、ぐるっと・つーバスと連携していくことのできる場所などの

ＰＲなどを行いました。 

さらに、利用登録者全員を対象に、ヒアリングを行い、現状における課

題や改善点などの取りまとめを行いました。 

最近の取組といたしまして、この４月以降にも取組を進めております。 

４月には運行事業者である三交タクシー、津市、運営協議会の三者で、

より改善するために行う運行計画の変更の中で、課題を整理することを目

的とした協議を行いました。 

また直近の５月には４月に行った三者協議を踏まえる形で、意見交換会

を開催し、最終的な運行変更案ができました。 

運行変更案ですが、お手元の資料のとおり、運行日の第一日曜日を削り、

第１・３水曜日とし、さらに運行ダイヤの復便を２便から１便に見直しま

した。さらに、予約時間につきましても帰りの便については、津新町駅発

に限り１時間前、11時 30分までの予約としています。 

現在、運行事業者である三交タクシーがこの変更に向け、三重運輸支局
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に手続きの準備を行っており、また、高松山団乗合ワゴン運営委員会では、

変更に向けたチラシや停留所時刻等の修正の準備を行っています。 

当協議会につきましても、今後も助言等の協力をしていきたいと思いま

す。 

以上で高松山団地乗合ワゴンに係る平成 25 年度の取組及び今後の取組

についての御説明を終わります。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ただいま事務局から高松山団地乗合ワゴンの

運行実績と今後の取り組みということで御説明いただきました。これにつ

きましても協議事項、いわゆる地域公共交通会議の役割をこの協議会は持

っております。最初に説明があったのか無かったのか、公募委員の方は大

変難しいかもしれません。この協議会は地域交通に関する活性化再生法に

基づく協議会であると同時に、道路運送法に基づく地域公共交通会議とい

う二つの法律に基づいた会議の性格を二つ持っておりまして、この会議の

中で運行計画を承認していただかないと運輸局の方は受け取れないという

形になりますので。こういうところが住民参加といいますか、みんなで決

めるというところになりますが。そういうことも含めてここで事務局、地

元の運営委員会の皆さん、三交タクシーさんの三者でいろいろ協議した結

果こういう方向で今後の取り組みをしたいという御提案をいただいていま

す。 

 

＜事務局＞   こちらのデマンド系のものの変更につきましては事前の届け出で済む

と伺っておるのですが。事前変更ということです。 

 

＜伊豆原会長＞ 分かりました。ここで承認いただかなければいけないということではな

くて、事前届け出ということでよろしいということです。 

 

＜越川委員＞  往復の行き、往は合計で乗る人が 153名ですね。復路の場合は合計で 33

名。主に行きは新町駅ですが、帰りは新町駅から乗る人が合計で年間 30

名ですか。こんなに尐ないんですか。デマンドバスというのは。行きと帰

りの差はどういうことですか。 

 

＜事務局＞   行きの方につきましては朝出て行くということから時間の設定がしや
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すいということもあろうかと思われます。ただ帰りの方は協議の中でもあ

ったのですが、病院だとかで、なかなか時間が読めないということがあり

まして、この変更がかかるまでは予約は２時間前まででしたので、12時の

２時間前といいますと 10時ですので、そういうことで予約を入れられない

という気持ちを持たれたということがあって、お帰りはタクシー等、他の

手段を用いられていたように思われます。 

 

＜伊豆原会長＞ 具体的にお聞きになったわけですよね。こちらで予測したわけじゃなく

て。 

 

＜事務局＞   運営委員会の方にも事務局の方で参加させていただきまして生の声を

聞かせていただいているところでございます。 

 

＜林委員＞   私ごとなんですが、市民代表ということで。お年寄りのお世話をさせて

もらってる仕事をしていますけど、一日で 50名くらいを満タンで送迎をす

るのですが、その感覚からして税金を使って年間これだけの利用というの

はちょっと市民感覚として驚きです。ガソリン代とかいろいろなこと考え

て。ここの地域を選定されたというのは例えば高齢者の方が多いとか、自

家用車をお持ちじゃない人が多いから、団地であれば利用者が多いのかな

ということでデマンドを採用されたのかとか素朴な疑問としてお聞きした

いなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 高松山の乗合ワゴンの経緯が今の御質問の中にあるのではないかと思

うのですが、尐しそういう苦労も含めてお願いします。 

 

＜事務局＞   高松山団地というところは民間の路線バスが近くに通っておりません

ことから我々は交通空白地という呼び方をしておったりするのですけど、

そちらにつきましては住民主導の形で行政からというものではなく住民主

導という形で運営委員会の方を設置されて自分達でやっていくというよう

な方針を出されまして、それに対して市が補助金を出している形となって

おります。 

 

＜林委員＞   利用料はあるのですか。無料ですか。 
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＜事務局＞   利用料につきましては一乗車 300円ということでございます。 

 

＜林委員＞   ありがとうございました。 

 

＜中津委員＞  高松山の他に豊里ネオポリスの方で津市とバス運行会社にコミュニテ

ィバスの運行をできないかと話を持ちかけたようなんですがダメだったよ

うです。詳しくは知りませんけど、自主的に４月から地域住民が主体にな

ってやると。やはり地域住民の方の要望ですので、もう尐し詳しく調査さ

れて、むげに断ってはないと思いますけど、十分現状を把握しながら他の

こういう地域においてもコミュニティバスも、特に高齢者とか生活弱者と

いう言葉を私あまり使いたくないのですけど、運転できない方は病院に行

きたい、そういうときにある程度行政も交通機関も要望は酌んであげてほ

しいと思います。ちょっと現状を把握せずに質問していますけど、現状は

どうなんですか。実際４月から施行されてるんですか。 

 

＜伊豆原会長＞ ちょっと高松山とは違うのですが、関連のお話で。 

 

＜事務局＞   高松山に関しましても豊が丘さんに関しましても住民主導ということ

で、住民の方からの発案でということでやっています。御質問の豊が丘さ

んの方ですが、去年度から運輸支局さんにも御協力願いまして、うちの福

祉部門とうちの部門と運輸支局さんと豊が丘さんといろいろ御協議をさせ

ていただいて、御存知だと思いますが道路運送法上、ボランティアという

ことで御好意で輸送するという場合でもいろいろな制限がかかってきます

ので、そのあたりの部分のクリアをしていかないと道路運送法に違反する

ということがありますので、そういう形で４月からも豊が丘さんでやって

いただいています。実際のところ助け合い、支え合いという形でいろんな

事業を今されようとしています。例えばご高齢者の方の庭の掃除とか。そ

ういうのを含めた中の買い物支援という形でされてきて、自分のところで

お車を持って自分のところで運転してやってみえるということでなかなか

料金を取って運行するとういうことができないという中で今考えてみえる

のは、総合的な支え合いという、福祉的な考えのもとで４月から自治会さ

んの方でやっていただいておりまして、その状況についてもこの間からも
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豊が丘さんともお話させていただき、行政としましても福祉部門、それか

ら交通の部門といろいろと今までどおり協力しながら御相談には乗ってい

きたいと思っております。 

 

＜中津委員＞  他の高松山以外の地区でも聞いています。聞いていますけど実際行政や

交通会社へお話を持って行くと、それはダメですねということが大半だと

聞いています。 

 

＜事務局＞   まだ津市内も交通空白地、交通不便地が沢山あります。そういうところ

から御相談がありましたら、例えばそういうお話を聞いた時は、私どもい

つでもとりあえずお話を聞きに行かせていただいています。確かになかな

か向こうから言ってきてもらわないと、先ほどの話の中でもありましたが、

例えば１人、２人困っておるのと地域全体が困っておるのとでは手だてが

変わってきますので、なかなかこちらから広い津市域全体を回れませんの

で、もし委員さんの中でもここが困っているのでなんとかならないかとい

うお声を聞きましたら交通政策課の方へ言っていただきましたら、それは

うちが出向いてどういうことでお困りか、どういう方法がいいのかという

御相談にはいつでも乗らせていただきますので。 

 

＜中津委員＞  できるだけ行政の敶居が高くならないようにお願いします。 

 

＜事務局＞   分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。 

 

＜越川委員＞  交通政策課でしたか、担当の方は。交通弱者はどういうふうに把握され

てみえますか。ここにも計画がありましたけど、さきほど御説明がありま

したヒアリング調査をやりたいということが計画に入ってましたね。今ま

では具体的にはどんな把握をしていたんでしょうか。交通弱者がだいたい

こんな地域にこれくらいずついるんだというような地図の上でのプロット

をされてそのへんを変えないといけないじゃないかというような計画をな

さっているんでしょうか。 
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＜事務局＞   地域が全部で 10 地域なんですけど、この活性化協議会の他に、地域ご

とに地域公共交通あり方検討会というものを設けていまして、年に１、２

回くらいの割合で会議を開きまして、そこでコミュニティバスの利用者の

方であるとか自治会の代表の方であるとかそこの学校の関係者であるとか

いう方々を寄せて、そこで御意見を聞いているというのが一つと、あとは

バスに乗って利用者の方に聞き取りも行っていますし、さきほど言われた

ように御相談があればすぐ行くというようなところもあります。というの

は、公共交通が通っていなくても例えば地域によっては皆さん車に乗って

おられるので実際には全然困ってないという地域もありますし、なかなか

目に見えない部分というのは聞いてみないと分からないということが確か

にございます。ご高齢者が多くても近所ぐるみが仲がいいのでみんなで乗

って行っていてさほど困ってないというところもあれば、非常に移動に困

ってみえるというところもありますので、そういう部分でやっぱり生の声

を聞くというのが一番ですので、私どもも出来る限りそういうことはうち

が率先して分かっていかないとだめな部分というのはあるのですが、なか

なかそれでも 100％そこで見抜けないということがありますので、先ほど

お話申し上げましたようにそういうお話があればいくらでもうちが行きま

して出来る範囲で一番いい方法というのを御検討させていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

 

＜越川委員＞  私、実は今 84 歳なんですが、80 歳で運転免許を返納しました。たちま

ち交通弱者になりました。これは本当にしまったなと今思っているんです。

車に乗ってないんです。今住んでる場所は垂水の千歳ヶ丘というところに

住んでるんです。あそこはバス停に行くのに全部坂なんですよ。私の住ん

でるところが地図の上では 45ｍの高さです。その間必ずバスに乗ろうと思

うと上下しないといけないです。俺もとうとう交通弱者になったなと思い

ながら何かいい方法ないかなと思って実はこれをしております。そんなデ

ータは聞き取り調査でいろいろなさってらっしゃると思いますけど、そう

いう高齢者の人数とか自治会ごとに把握していらっしゃいますか。ここの

自治会では何名の高齢者がいらっしゃるとか。そういうのが一つの計画上

の基礎になってくるんじゃないかと思うのですが。そういうのはお持ちだ
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と思いますが。 

 

＜伊豆原会長＞ データとして持ってるのがどこまでかというのをお願いします。 

 

＜事務局＞   こちら平成 25 年３月に津市の方でコミュニティバス事業評価検討報告

書というのを活性協の方で議論していただいたのですが、その時も平成 22

年度の国勢調査のメッシュデータから高齢化率をグラフに落とし込んだデ

ータ、そういった数値も使いまして検討いたしております。 

 

＜越川委員＞  余分なことをお尋ねしまして。 

 

＜伊豆原会長＞ いえいえ、大切なことですので結構です。ですから、いわゆる生活実態

といいますか、生活実感とかそういったものを含めてこれからの今までの

計画だけでなくて、さきほど言いました形成計画はそういったまちづくり

とかそういったところを含めて連携してやらなければならないということ

が今回の法律改正の中なので、是非そういうところを含めてこれからもお

知恵をいただきたいと思います。今大変いいお話いただきました。事務局

を叱っては申し訳ないですが、単純にメッシュでやったって坂道のあると

ころと平坦なところでは違うというあたりをちゃんと調べなければいけな

いということだと思いますね。今の御指摘は大変いいお話だと思うのです

ね。紙の上だけではなくてそういったところも含めて私たちは調査なり検

討をしていかないといけないということだと思います。大変いい御指摘を

いただきました。さきほど事務局の方から言いました、行政の中にいては

なかなか実際の地元の皆さんの御要望といいますかお困り点がなかなか見

えにくい。もしそういうお話を耳にされたらちょっとおせっかいかもしれ

ませんけど事務局の方へ一報していただければ大変ありがたいなと思いま

すので是非よろしくお願いします。地元の皆さんとお話していただくとい

うのが一番大切なことでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

＜中津委員＞  津市内は車に乗られない方はやっぱりバスですね。はっきり言って。例

えば大門とか新町とか津駅、津駅は鉄道が可能ですけど。ここ５年間で津

市内の方でバスの利用者の数の状況がもし分かれば教えてください。例え

ば１日 10本あったのが５本になったとか、逆に全く無くなったとか、その
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あたりの状況を５年間くらいさかのぼって教えてください。それとさきほ

ど越川さん言われましたけど、子供さんや高齢者に対する、名古屋なんか

は交通支援ですね。現在私もあまり把握してないんですけど子供さんや高

齢者の交通支援が現在なされておるのかどうか。障がい者の方については

それなりの処置をなされておると聞いておるのですけど、そのあたり分か

れば教えていただきたい。 

 

＜伊豆原会長＞ ちょっと待って下さいね。高松山をとりあえず決着してからにしたいと

思います。これ当然のことですが、だんだん意見は広がりますので、とり

あえず高松山の変更だけは先にさせていただいて今の御意見に進みたいと

思います。高松山の乗合ワゴンは実は当初地元の皆さんから会員制といい

ますか、登録していただいた会員の皆さんが御利用できるようにというこ

とで自治会を始めとして運営委員会を作っていただいて運行しだしたので

すが、実際問題として２時間前に予約だと帰りの便が分かりにくいとか時

間が読めないとか、いろいろなところでの御指摘がこういう形になってま

いりました。いろいろ課題ありの中でいろいろ協議をしていただいて今後

の取り組みということで、この６月から往の２便、復の２便を往の２便と

復の１便に変更して会員の皆さんとで一生懸命やってみましょうというこ

とですが、これについて御異議ございませんでしょうか。これは地元の皆

さんがどうやって使っていただけるかだと思いますので本格運行という形

になりにくいかも分かりませんが、とりあえず本格運行ということで動い

てきていますのでお願いできますでしょうか。よろしいでしょうか。あり

がとうございます。それでは今年度６月１日からこの運行でお願いしてい

くということで進めたいと思います。 

さきほどの中津委員の御質問について何か資料ありますでしょうか。お

答えいただけますでしょうか。いわば津における公共交通、電車はどうか

分かりませんがバスの、三重交通さんの路線もそうだと思うのですが、だ

いたい全体としてどの程度か。コミバスの利用状況は分かりましたよね。

ざっとでいいです。細かい数字は今日は時間がありませんから。 

 

＜事務局＞   コミュニティバスということでよろしいでしょうか。 

 

＜中津委員＞  いえいえ普通の路線バス。 
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＜三重交通＞  そこまでの数字は。 

 

＜伊豆原会長＞ 数字そのものはね。だいたいどんな傾向にあるかという程度でお願いし

ます。津というわけにはいかないかも分かりませんが。 

 

＜三重交通＞  全体的に減っているというのは確かでございます。津管内というのでは

なしに当社全体的な乗合バスの輸送人員の推移でいきますと平成 22 年度

を 100とした場合、平成 23年度は 99.4％、平成 24年度は 98％、平成 25

年度につきましては 105％となっております。ただ平成 25年度につきまし

てはこれ全体でございますので、伊勢に式年遷宮のお客さまが沢山来られ

たという効果も含んででございますので、これは参考にならない数字でご

ざいますので。 

 

＜中津委員＞  県下全体の数字ですか。 

 

＜三重交通＞  県下全体です。津管内は今数字がございませんが。 

 

＜伊豆原会長＞ なかなか難しいです。路線が津より外へ行ってるのがどうかというのは

大変ですので。路線ごとなら話は別ですけど。 

 

＜森田委員＞  何人乗りのワゴンなんですかと思って。 

 

＜事務局＞   高松山は登録人数が 67 名で全体が尐ないので乗合してもさほど多くな

らないので普通のタクシー車両でございます。乗用車でございます。 

 

＜森田委員＞  ５人くらい。 

 

＜事務局＞   そうですね。５人です。 

 

＜伊豆原会長＞ さて三重交通さんの方は若干減りつつあるというか 25 年はちょっとい

いことがあって伸びたのですが、コミバスはいかがですか。 
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＜事務局＞   コミュニティバスにつきましては今年度でプラス 1.何％、去年も 100.

何％で、ここ２年くらいは微増で、とりあえず現状維持ということで。 

 

＜越川委員＞  時系列的に資料お持ちじゃないんですか。 

 

＜事務局＞   24 年度までのでしたらあります。25 年度の分は確定して今度の活性化

協議会で御報告します。数でよろしいでしょうか。対前年度比で。 

 

＜越川委員＞  一番比較するのにいいのは 22年度 23、24、25言われましたよね。それ

と比べてどれくらい差があるんでしょうね。意外に三重交通さん尐ないで

すよね。 

 

＜三重交通＞  例えば 24年度なんかも遷宮の前の年で結構お乗りいただいてます。 

 

＜事務局＞   22年度からですと、22年、23年、24年ほぼ一緒です。 

 

＜中津委員＞  私もう一点質問させていただいたのですけど、子供さんや高齢者や障が

い者に対して交通支援はどうなっているか、これからどう考えていくのか。 

 

＜伊豆原会長＞ これからの話はここで決めていけばいいと思うのですけど、今の移動支

援といいますか、交通費助成が何かあるか、お願いします。 

 

＜事務局＞   コミュニティバスでございますか。 

 

＜中津委員＞  一般の路線バスで結構です。 

 

＜事務局＞   一般の路線バスの割引、支援ということですか。 

 

＜中津委員＞  高齢者や障がい者の支援を津市が現在やられてるかどうか。 

 

＜事務局＞   津市独自としてですか。 

 

＜中津委員＞  障がい者の方に対してはやられとると聞いておるんですけど。 
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＜事務局＞   現在のところ津市としては一般路線バスに対する料金の補助等は行っ

ておりません。 

 

＜中津委員＞  障がい者の方にはやられてるんですか。交通支援やってますね。半額。 

 

＜事務局＞   福祉の方の部局の所管でございまして、詳しくまた調べておいて次回お

答えします。 

 

＜伊豆原会長＞ 交通部門では助成はしていませんということですね。 

 

＜中津委員＞  名古屋市はやってますので。高齢者についてはね。 

 

＜伊豆原会長＞ 名古屋市はやっていますけど、私の町は残念ながらやっていません。私

は名古屋市に行っても尐しも恩恵を受けれません。名古屋市はみんな外か

ら集まるのですけど、その人は何にも恩恵こうむりません。住んでいる方

はいい。それはどうなのでしょうか。私はちょっと分かりませんが。よろ

しいですか。そういう議論も本当はいっぱいしたいのですが、時間があり

ますので、とりあえず事項だけ終わらせていただいてまたいろんな御意見

をいただきたいと思います。それでは７番目の津市地域内フィーダー系統

確保維持計画について事務局からお願いします。 

 

＜事務局＞   事項７の「津市地域内フィーダー系統確保維持計画について」、御説明

申し上げます。 

津市のコミュニティバス運行については、国の地域公共交通確保維持改

善事業の補助制度における地域公共交通確保維持事業のメニューを活用し、

補助を受ける予定でございます。 

この事業による支援を受けるためには、協議会での議論を経た生活交通

ネットワーク計画を作成する必要があります。 

バス等の陸上交通につきましては、地域間の幹線系統を確保維持する計

画を都道府県の協議会が、また幹線系統につなぐ支線は、地域内フィーダ

ー系統確保維持計画として市町村等の協議会において作成することとされ

ておりまして、本日、当協議会で御協議いただきます計画が、この計画に
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当たります。 

補助の要件としましては、簡単に言えば、三重県の協議会で定められた

地域間幹線系統としてのバス路線にコミュニティバス等から乗継ができる

かどうかといったことが要件となっています。 

津市コミュニティバスにおいては、白山地域以外の久居・河芸・芸濃・

美里・安濃・一志地域は、地域間幹線系統が接続おり、美杉地域において

は地域間幹線系統には接続しておりませんが、過疎地域ということで要件

を満たしております。 

なお、津市コミュニティバスではございませんが、名張駅からの地域間

幹線系統に接続している廃止代替路線である名張奥津線についても、対象

となっております。 

それでは、資料７－１をご覧ください。 

こちらが津市地域内フィーダー系統確保維持計画になっております。 

 

＜越川委員＞  ちょっとすみません。言葉の意味聞かせてください。フィーダーってな

んですか。 

 

＜事務局＞   フィーダーといいますのは地域間幹線系統といいます、太い、県さんの

方で定められた路線につないでいく路線のことでして。 

 

＜越川委員＞  具体的にこのへんの周辺で例をあげておっしゃってください。どうも分

かりません。 

 

＜事務局＞   芸濃の椋本から津駅へ出てる路線があるのですが、あれが幹線と位置付

けられておりまして、そこの椋本に繋がっているコミュニティバスをフィ

ーダーという扱いとなっています。 

 

＜越川委員＞  コミュニティバスの方をフィーダーというのですか。分かりました。あ

りがとうございました。 

 

＜事務局＞   まず、地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性について、説明い

たします。 

久居地域につきましては、三重中央医療センターなどの医療機関及びシ
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ョッピングセンターなどの商業施設が集積する久居インターガーデンにつ

いて、駅周辺からの民間路線バスはあるものの、郊外から乗り入れている

路線がないため、郊外からこれらの施設を利用するためにもコミュニティ

バスは重要な交通手段であることから、路線の確保・維持が必要です。 

河芸地域につきましては、スーパーや個人病院等が集積している地区に、

高齢者等はコミュニティバスを利用して行くことが多く、地域住民の移動

手段の確保という点で、地域住民にとって欠くことのできない交通手段と

なっています。また公共交通機関を乗り継いで、三重大学附属病院や津市

中心地への移動が可能となることから、確保・維持していく必要がありま

す。 

次に芸濃地域につきましては、中心地区及び南部地区に関しましては、

民間路線バスが運行しているものの、それ以外の地区、特に山間部におい

ては、民間路線バスの運行もなく、医療機関及び商業施設が集積している

中心地区へ向かうコミュニティバスは高齢者等、地域住民の移動手段の確

保という点で、欠くことのできない交通手段となっており、確保・維持し

ていく必要があります。 

次に美里地域につきましては、コミュニティバスが小学生及び中学生の

登下校にも利用されていることもあり、高齢者が総合病院への通院又は温

泉施設へ行くのにコミュニティバスを利用していることから、地域住民の

移動手段の確保という点で、欠くことのできない交通手段となっており、

確保・維持していく必要があります。 

次に、安濃地域につきましては、地域内にスーパーはあるものの、曽根

橋にしかないため、高齢者が買い物に行くのにコミュニティバスを利用す

ることが多いことや、地域内に個人病院はあるものの、総合病院が無いた

め、曽根橋で民間バス路線に乗り継いで通院することが多いことからも、

安濃地域のコミュニティバスについては、地域住民にとって欠くことので

きない交通手段となっており、今後も同路線を確保・維持していく必要が

あります。 

次に、一志地域につきましては、スーパーマーケットなどの商業施設及

び医療機関が一志総合支所周辺に集中していることもあるため、民間バス

路線等の沿線上にない集落から買い物及び通院に対する移動手段の確保が

必須となっており、さらに三重中央医療センターなどの、より高度な医療

機関等への移動は民間路線バスに乗り継ぎ通院することも多いことから、
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コミュニティバスについては、地域住民にとって欠くことのできない交通

手段となっており、今後も確保・維持していく必要があります。 

次に、美杉地域ですが、美杉地域は過疎地域自立促進特別措置法に基づ

く、過疎地域に指定されており、地域の人口は減尐傾向であり、市内で最

も高齢者比率が高くなっています。また美杉地域のコミュニティバスは、

主に民間路線バスが廃止となったところを運行しており、現在復旧を予定

しているＪＲ名松線を除けば、唯一の公共交通手段となっています。高齢

者が一志病院への通院や買い物に利用することが多く、地域住民にとって

欠くことのできない、重要な交通手段となっております。 

最後に、名張奥津線ですが、こちらの路線は、飯垣内からＪＲ名松線伊

勢奥津駅までを結ぶバス路線でありますが、通勤、通学などで定常的な利

用者があり、生活必要度が高いことや、美杉地域の太郎生・伊勢地地域に

とっては、当該路線が廃線となった場合、津市の他の地域へ移動する手段

が寸断されるなど、交通弱者の移動に重大な支障をきたすことなどから、

維持する必要があります。 

以上、各地域の地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性について

御説明させていただきました。 

続きまして、事業の定量的な目標・効果ですが、事業の目標としては、

津市コミュニティバスは平成 25年度から本格運行を行っており、大きな運

行変更は行いませんでしたので、基本的に現状維持としますが、現在取り

まとめを進めている平成 25年度コミュニティバス乗降調査の中で、特に増

加傾向が顕著に表れると見込まれる芸濃地域においては、対前年度比

110％を目指すこととしたいと思います。 

また、名張奥津線についても、多くのコミュニティバス同様に現状維持

を目指します。 

次に事業の効果ですが、津市コミュニティバスについては、現在、運行

している地域のほとんどが、民間路線バスが運行していない中山間部の地

域であり、児童や高齢者等の交通弱者の移動手段の確保が重要であると認

識しており、各地域のコミュニティバスを確保・維持することにより、こ

れら交通弱者の移動手段の確保はもとより、高齢者等の社会参加の確保や

生きがいの創出等の効果があり、さらには地域活性化にもつながると考え

ております。 

名張奥津線については、美杉地域の太郎生地区・伊勢地地区の学生や高
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齢者等の移動制約者の日常生活に必要な移動手段が確保され、さらには幹

線と支線の相互連携により、過疎地域の観光振興や地域活性化にもつなが

ります。 

次の３ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系

統の概要及び運行予定者、４ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の

総額、負担者及びその負担額、５ 地域公共交通確保維持改善を行う地域

の概要につきましては、現在事業者と調整を図っておりますことから、今

回御提示することができません。 

これらの資料につきましては、事業者と調整した上で、添付をさせてい

ただきたいと考えています。 

次に６ 協議会の開催状況と主な議論につきましては、この会議を記載

させていただいてます。 

次に７の利用者等の意見の反映といたしましては、当協議会は公募委員

が５名含まれているほか、各地域において、利用者、自治会長、社会福祉

協議会代表者等で構成する地域公共交通あり方検討会を開催しており、各

地域の様々な要望や意見等を協議し、必要であれば運行変更を行っており

ます。 

冒頭でも御説明させていただきましたが、国の地域公共交通確保維持改

善事業の補助制度を利用する際には、この計画の提出は必須となっており

ますことから、この計画書及び計画書の３から５項に示されております運

行事業者に由来する資料を調整の上、提出したいと思います。 

以上、津市地域内フィーダー系統確保維持計画の内容について、説明を

終わります。 

 

＜伊豆原会長＞ 多分初めて聞かれた方は何のことだと言われると思うのですね。ちょっ

と説明しておきます。本当は支局の皆さんから説明していただく方がいい

かもしれませんが。要は国の補助金、いわゆる路線ごとに国の補助金が出

ることになっております。確保維持改善事業の中で補助金が出ることにな

っておりまして、その補助金が地域間幹線系統というのとフィーダー系統

というのに分かれております。幹線系統は合併前の市町村をまたぐ場合の、

いわゆる幹になるような路線を県が認定します。県の方で認定したものを

県の協議会で承認を得て国に提出していきます。この市町村の協議会はフ

ィーダー系統、要は幹線系統に繋がって、幹線系統に連携していくような
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系統をフィーダー系統、フィーダーというのは蜘蛛の巣みたいなものなの

ですけどね。そういった系統についても国の補助金がつくという仕組みが

二つあるのですね。フィーダー系統についてはこういった市町の方で合意

を得なさい、幹線系統については県の方で承認を得てくださいという仕組

みになっています。なおかつこの申請は６月いっぱいなのです。だから今

日やっておかないと次の協議会は８月なので間に合いませんね。ですから

今日フィーダー系統の確保維持計画というのを皆さんに議論していただい

て６月末までに運輸支局の方へ提出していくということになります。それ

で認められればその系統に対して補助金が出るという仕組みになっている

のですね。説明がないと分かりにくいですが、そういうことで今日この議

論をしていただくということになります。さきほどの３、４、５というの

は実はまだ添付する資料が要るのです。ただこれは前年の利用者数に基づ

いてちゃんと作らないといけませんよということになっているものですか

ら、これは路線ごとに整理をして数値を入れなければなりません。これは

三重交通さんの路線も一緒です。ですから今こういったものについては作

成中ということなのですが、今日は文章でもって補助金を計画と言いなが

らも補助金をもらうためには手続き上しなくてはいけませんので、こうい

った位置づけでもって補助金を申請したいということでございます。それ

をお分かりの上で何か御質問、御意見がございましたらどうぞ。 

 

＜越川委員＞  次回にこの３、４、５、６については事業者と調整中の資料は出るわけ

ですか。 

 

＜伊豆原会長＞ 次回は、こういう形で申請しましたよという報告です。 

 

＜越川委員＞  資料は出るわけでしょうか。 

 

＜事務局＞   次回は出させていただいたものを皆様方に報告させていただきたいと

思います。 

 

＜伊豆原会長＞ お願いします。他にいかがですか。 

 

＜中津委員＞  現在コミュニティバスを運行している路線は何路線くらいあって、それ
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からこれから申請があるだろう路線は何路線くらいあるんですか。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局の方でお願いします。 

 

＜事務局＞   路線数は 25 路線になりまして、さきほども御説明させていただきまし

た、白山地域にのみ幹線がありませんので、そちらが３路線ありますこと

からそこは対象になっていません。ですから 22です。 

 

＜伊豆原会長＞ 上限いっぱいまでもらってるのですよね。 

 

＜事務局＞   上限いっぱいもらっています。 

 

＜越川委員＞  フィーダー系統はどうなんですか。今のは路線バスでしょ。 

 

＜事務局＞   それが同じものでしてフィーダー系統の中でコミュニティバスという

形で渡っておりますので。 

 

＜越川委員＞  両方あわせて 25。 

 

＜伊豆原会長＞ 幹線は今入れていないです。県の方でやりますから。補助金は全部で幾

らくらいなのか、できれば全体の事業費がこれくらいあって、そのうちこ

れだけ、というふうに説明していただくと皆さん分かりやすいと思います。

ちょっと去年の資料を見ていただいて。結構もらっているのです。上限が

ありますので、津の場合は上限いっぱいはきてると思います。 

 

＜中津委員＞  この中に香良洲町は入ってないですけど、香良洲町は幹線路線なので入

ってないんですね。 

 

＜事務局＞  コミュニティバスにつきましては香良洲地域は入っていないです。   

昨年度のものになるのですが、助成額につきましては 5,000万くらいのも

のになっています。これをまた上限按分という形にさせていただきますの

で。 
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＜中津委員＞  この 5,000万というのは国からまるまる 5,000万ということですか。 

 

＜事務局＞   全部の路線に対して合わせたものが 5,000万です。 

 

＜中津委員＞  それに対してプラスアルファを市が出しているんですか。 

 

＜事務局＞   企画とかの分に出していますので、プラスアルファというか市がお支払

いした中のものに入ってくるということです。 

 

＜伊豆原会長＞ 実際は市が出して国からもらったものを返しているということです。と

いうことで22路線で5,000万くらいもらっているので上限いっぱいになっ

ているのですね。そういう意味で実はそのお金は市に来ません。市に来ず

に運行事業者さんの方へ直接入ることになっておりまして、事業者さんが

幾らもらったということが分かると市の方からその分だけ差し引いてとい

うことになりますね。実は協議会がもらってもいいというルールになって

おるのですけど津の場合はそうではありません。これからこの協議会がか

なり重要な役割を担っていくだろうという方向は尐し見えてきているかな

と思いますので、これはルールが決まって、また議論していただければよ

ろしいかと思います。この７番の津市地域内フィーダー系統確保維持計画

については御承認いただくということで御異議ございませんでしょうか。

ありがとうございます。それでは申請したのはまた御報告事項ということ

でお願いします。それでは８番目のコミュニティバス実証体験についてと

いうことですが、現地視察ですね。事務局の方から説明お願いします。 

 

＜事務局＞   事項８の「コミュニティバス実証体験について」、御説明申し上げます。 

平成 25 年度にも行わせていただきましたコミュニティバス実証体験で

すが、今回、委員の方にも異動がありましたことから、地域のコミバスに

ついて身近に接していただき当協議会での議論を交わす上で参考になれば

と考え、事務局で別紙のとおり、案を作成しました。 

まず、目的でございますが、平成 25 年４月から本格運行を開始した本

市のコミュニティバスについては、実証運行期間である平成 24年度までの

ような頻繁な運行変更は行わない方針であるが、今後もＰＤＣＡサイクル

による見直し・改善を継続して行っていく予定であることから、本格運行
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後の津市コミュニティバスを利用者の立場で体験してもらうため、実証体

験を実施します。 

次に実証体験ルート案ですが、このルート案を提案するに至った事務局

の考えとしましては、平成 25年度より、午後便を増便した安濃地域、芸濃

地域のバスに乗車可能であるということ、平成 26年度より運行時間の調整

を行った芸濃地域芸濃循環明ルートの視察が可能であること、今までの実

証体験をしていないことが大きな理由でございます。 

ルートの説明をします。まず、集合時間については、津市役所本庁舎に

お越しになる方は 14時 20分に本庁舎、安濃に直接お越しになる方は、14

時 40分にサンヒルズ安濃でございます。 

その後、14時 53 分の安濃地域草生ルート【復】に乗車して１周し、15

時 41分に下車していただきます。 

その後、事務局が用意した車で芸濃総合支所まで移動していただき、芸

濃地域の視察に移行します。バスの大きさの関係上、芸濃循環明ルートと、

芸濃循環安西ルートの二班に分かれて視察を行いたいと思います。 

一班は、芸濃総合支所 16時 07分発の芸濃地域芸濃循環明ルート【右回

り】に乗車して１周し、16：54分に下車していただきます。 

もう一班は、芸濃総合支所 16時 10分発の芸濃地域芸濃循環安西ルート

【右ルート】に乗車して１周し、16時 47分に下車する予定となります。 

お帰りは、芸濃総合支所から事務局が準備した車に分乗していただき、

17 時 15 分に津市役所本庁舎、もしくはサンヒルズ安濃に到着し、解散す

る予定です。 

しかしながら、芸濃地域で使用している車両につきましては、乗車定員

の比較的尐ないものを用いていますことから、参加いただける委員の人数

により、多数参加いただける場合は、この計画を再度見直したいと考えて

おります。 

この案でよろしければ、当該ルートが金曜日のみに乗車可能なルートで

あることから、８月中旪から下旪の金曜日のいずれか１日で実施したいと

考えております。 

実施予定日については、改めてお伝えさせていただきたいと思います。 

なお、実証体験後には、今後の改善の参考とさせてただいくため、体験

の感想などをまとめて、御提出いただきたいと考えております。 

以上でございます。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。何かこれについて御意見、御質問はありますか。 

 

＜越川委員＞  日にちは下旪というだけで、まだ決まってないんですか。 

 

＜事務局＞   日程については再度また御提出させていただきたいと思います。 

 

＜中津委員＞  なぜ午後を選んだんですか。何か理由があるのですか。 

 

＜事務局＞   まず 25 年と今回に改正を行った所ということで、特に見ていただきた

いところで選びました。また午前中よりも午後の方が参加しやすいかなと

いうことで考慮いたしました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他によろしいですか。現地を見るということで百聞は一見にしかずでご

ざいますので、是非、御参加いただけたらと思いますのでよろしくお願い

いたします。昨年も一昨年も大変いい視察になったかと思いますので是非

よろしくお願いしたいと思います。二つのルートに分けるというのは、小

さいバスが走っていますのであまり乗ってしまうと地元の方が乗れなくな

ってしまうというと困りますので、参加人数によって考えたいとこういう

ことですのでよろしくお願いいたします。もしよろしければこの件につい

ては御承認いただいたということでよろしいでしょうか。一応ここまでが

協議事項でございますが、その他についてに移りたいと思います。その他

については三重交通さんの方から資料が出ておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

＜三重交通＞  失礼いたします。三重交通でございます。皆さんのお手元に資料の方を

お配りさせていただいておりますが、三重交通では平成 26年度３月 31日

をもって路線バス運賃改定の申請の方あげさせていただきました。これに

ついては収支改善を目的とした運賃改定ということでございまして、前回

でいきますと平成７年 12月以来の運賃改定となっています。なお平成９年、

それと今年つい先月平成 26年４月に運賃改定を行っておりますが、こちら

につきましては消費税増率改定に伴う運賃改定ということになりますので、

純粋な格好での運賃改定ではございませんので御了承いただきたいと思い
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ます。利用いただいているお客様の減尐に加え、燃料費の高騰など、諸経

費の増加、それからバスを取り巻く経営環境が非常に厳しさを増している

という中におきまして、地域に根差したバス路線の維持そして公共交通機

関としての使命を果たしていくための運賃改正ということが不可欠である

という判断のもと、運賃改定の時期につきましては今現在申請をあげてい

るところでございますが、26 年の 10 月の１日を予定しております。では

具体的にどれくらい上がるかというのを下の表、３番、４番にお示しして

おりますが４番を見ていただくのが一番分かりやすいかと思います。今現

在 170円から 490円の区間につきましては 10円の加算、500円から 990円

までの区間につきましては 20円の加算、1,000円以上の区間につきまして

は 30円の加算ということで、平均の改定率につきましては当社の試算によ

りますと 2.3％の増ということになっております。５番の欄になりますが、

定期券につきましては今回の申請の実施運賃、実改定におきましては原則

据え置きということで、定期券についはそのままと考えておりますのでお

客様の負担はなしということで原則考えております。簡単ではございます

が以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。これについて御質問等がございましたらどうぞ。

よろしいですか。こういった値上げの議論というのはなかなかしにくいの

ですが、逆に言えば御利用が増えれば値上げせずに済むんですよね。是非

それを言っていただかないと値上げの話されるよりは利用していただけれ

ば値上げせずに済むんだよというあたりを私たちは議論しないといけない

わけです。 

 

＜三重交通＞  先ほど違う議論の中で三重交通の輸送人員の実績を発表させていただ

いて、22年度を基にして 99％、98％というお話をさせていただきましたが、

これはあくまで乗車人員でございます。当社といたしましても一人でも多

くの方に乗っていただこうということで逆に割引をした上でこれだけの人

数でとどまっているというのが現状でございます。例えば現在エコバスカ

ードというバスカードを販売しております。通常１万円のバスカードでご

ざいますと、１万１千円分なんですが、４月から６月までの期間の販売に

関しては１万 2,500 円。2,500 円のプレミアを付けてバスを御利用いただ

きたいというふうな施策も打っておりますし、あと尐子高齢化に伴う学生
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さんの減尐に伴って尐しでも学生さんに乗っていただきやすいようにとい

うことで特別割引の通学定期券というのも販売しております。具体的にな

かなか申し上げにくいのですが、私の高校生のときに松阪の山奥の方から

松阪市内まで通っていまして１学期について約 10 万円くらいのバスの定

期券を払っておりましたが、今は年間で 12万の定期券をお買い求めいただ

いたらどの路線でもどのところでもお乗りいただける。それこそ私の昔に

比べたら３分の１でお乗りいただけると。それだけの割引をしてこれだけ

の乗車人になっておりますので、ちょっと乗車人数が増えれば増収になる

というわけではございませんので御理解いただけたらと思います。 

 

＜中津委員＞  敬老バスは。65歳以上になったら。それも収益は出ないですけど。 

 

＜伊豆原会長＞ 皆さんが御利用していただくことがまず前提かなと思いますね。他の地

域の話ですが、尐し下げ止まりといいますか増加に転じたというルートも

結構あります。できればさきほど越川さんおっしゃったのですが、車を利

用しているとバスに乗れなくなるのですよね。どうやって乗ったらいいか

分からない。どこに行ってしまうか分からない。これが理由になっておじ

いちゃんたちは乗らないのではなくて乗れないという状況がすでに起きて

いるので、是非みんなで乗ってみるということも、バスの日を中心に乗っ

てみるというようなこともこれからいるのではないかという気がします。

私たちがまず乗ってみて、それではみんなで乗ってみようということを是

非やってみるといいのではないかなと思いますので、これまた事務局にお

願いばかりで申し訳ないですが、三重交通さんも協力していただけると大

変いいかなと思います。今のバスのイメージは随分変わって、昔のバスの

イメージではないですよね。それが、私もそうですが昔のイメージのまま

ずっと車を運転しているとほとんど知らないですよね。昔のイメージが残

っていてバスって乗りにくいし汚いなんて思ってしまうのですね。今のバ

スはサスペンションもすごくいいし、出足もスムーズだし、随分変わって

いますよね。乗り心地も良くなっています。みんなで乗ってみるというや

り方も含めて御利用していただけるといいかなと思います。是非またそん

な機会がいただけたら御利用してください。 

 

＜中津委員＞  津市ではパークアンドバスライドは考えてみえないんですかね。伊勢の
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遷宮みたいに。 

 

＜伊豆原会長＞ 観光地ではあります。実は運輸局では事例集をいっぱい出しておりまし

て、いろんな検討をした資料がかなりの厚さになっております。皆さんに

見ていただけるように是非事務局にもお願いしたいですね。事例とかそう

いうものをやりながら市民の皆さんに御理解いただけるような方向を考え

ていただけるといいかと思います。是非よろしくお願いいたします。 

 

＜竹田委員＞  よろしいですか。ちょっと蛇足になるんですけど、協議とは全く別の話

なんですが、御承知のように旧津市内で、中心部にぐるっとつーバスとい

う 100円バスがあります。あれはコミュニティバスじゃないのという疑問

を持たれたかも分かりません。対象になってないですからね。実はぐるっ

とつーバスというのはＮＰＯ法人バスネット津が運営しております関係上

からこの協議事項に入ってこないということで、同じくコミュニティバス

の仲間というのは仲間なんですね。そういう意味で是非今後とも一つこの

協議会の委員の皆様の温かい御支援、ここに言われるコミュニティバスと

同様によろしくお願いしたいと思います。もう一つコマーシャルなんです

が、このメンバーが中心になって、北村香織さんという委員の方、三重短

期大学の先生ですけど、その方が代表になられまして、津市の公共交通を

良くする市民研究会というのを立ち上げて、この協議会でいろいろ議論さ

れていることを補佐していこうということで、下支えを市民的な目線で勉

強していこうというような研究会で、年に２、３回程度の研究会なんです

が、また特に公募委員の皆様方は全員新しく変わられましたので、その都

度事務局の方から案内さしあげたいと思いますが、またそちらの方も御利

用いただいてお互いに津市の公共交通を良くしていくために努力をしてい

きたいと思いますので一つよろしくお願いしたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ いろんなところでいろんな形で活動していただいていますので是非そ

ういうところも御参加いただいて実際の行動に繋げていくという方向で活

動していただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。他に何かございませんか。こういう機会は年に何回もございませんの

で。 
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＜森田委員＞  私は岐阜が好きなものですから、娘が 15 年前に岐阜に嫁いでおりまし

て、岐阜を見てると三重県の都市計画がいかに遅れているか。20年くらい

遅れてるんじゃないかと思いますけど、ここへきて津市さんが景観計画を

導入ということでございますけれども、なにくそということで岐阜県でや

ってらっしゃるのですが、いち早く、２年ほど前でしょうか。国体がござ

いまして清流ライナーというのを導入されまして、これドイツのものらし

いですけど、大型のものが走ってる。かっこいいなあと思いますけど、そ

ういうのは三重県にはないんですよね。そしてもう一つびっくりしたのは

ちょっと今写真はないんですけど、幹線なんですけど、三重県にはないと

思いますけど、横浜や岡山の大都市には多いと思うのですが、広告付バス

停があるわけですね。フランスかどっかと提携してやってると思うのです

が。そういったものが三重県には全然ないと。是非津だけでもここへきて

新しいものにチャレンジすることが出来ないかなと思いまして。三重交通

さんがいらっしゃるのですけど。そういう研究会というのですかね。新し

いタイプのことをやるとバスに乗ろうじゃないかということでまた勢いも

出て来るのじゃないかと思って御提案するわけでございますけど。もう一

つは四日市の尾平さんと生桑さんで、平成 17年から３年間、マイカーから

バスに乗り換えるという運動がございました。伊勢で行われていると思う

のですが、そういうパークアンドバスライドという、そういうものを実験

的に導入することはできないかと。切り口をどんどん変えていかないとテ

ンポが早いと思うんですよ。私ももう 72歳になりましたので、あと７、８

年したら 80ですよね。あのときにやっておけばよかったというのではなく

て、やはりやれるべきときにやらないといけない。大手術でしょうけど、

今だと思うんですよ。この２、３年だと思うんですよ。超高齢化社会がや

ってきます。だから思い切って提言申し上げるのですけど。その中の一つ

だけでも導入できないかなと思っておるのですけど。以上でございます。

よろしくお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

 

＜中津委員＞  やはり公共交通機関は、人対人、物対物をつないでいる接着剤だと思う

んです。たとえば人と物でも構いません。物と人でも構いません。人と人

でも構いません。たとえば私たちが公共交通活性化協議会だけで話してい
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てもこれは話になりません。やはり市長が言われたようにトータルで大き

い津市のまちづくりの中で公共交通機関を活性化するためにはやっぱり魅

力あるたとえば観光施設とか観光地とか。昔の私のイメージでは津は通過

の町でした。今は通過の町じゃないんです。津にもいろんな文化遺産とか

沢山あるんです。そこをつなぐ接着剤が公共交通機関だと思うんです。そ

れは皆さんの知恵。これは次の世代に引き継ぐ大きな財産を私たちが考え

るべきだと思うんです。いろんな審議会に出ていますけど、はっきり言っ

て若い方尐ないんですよ。私たち 60、70代が、将来の 10年、20年後を考

えているそのときには、私たちいないんです。たとえばいろんな審議会で

40代、50代は無理かもしれませんけど、そういう方の意見もどんどん出し

ていただいたら、私たちにない新しいアイデアが出ます。活性化になりま

す。そういう意味でいろんな審議会で公募委員もそうなんですけど、ここ

でも女性の方１名だけです。これおかしいですよ。津市は男女共同参画社

会を宣言されてるわけでしょう。女性の視点、男性の視点、これは全然違

います。公共交通においても。そこの比率も考えてください。そうすると

新しい視点が生まれます。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいでしょうか。事務局だけじゃなくて私たちがこれから考えてい

かないといけないと思いますが、何か事務局からどうぞ。 

 

＜事務局＞   委員さんがおっしゃることも、その辺の部分も分かってはおるのですが、

一部この活性化協議会に関しましては各部門の代表者ということがござい

まして、たとえば三重交通さん、事業者さん来てくださいとかそう形でし

てますので、公募ばかりですと比率というのがある程度女性が何人以上と

かできるのですが、公募委員さんに関しましてはそういう部分もしっかり

頭の中に入れながらしていきたいと考えております。 

 

＜中津委員＞  男性が 20 人おって育児をどうしようとかそういう話とはこれはっきり

言って論外の話ですよ。 

 

＜事務局＞   公募委員さんを増やしてという部分で、協議会の中で御議論というのは

増やしていただければそういう自由な形でできると思うのですが、一応立

場立場というか、県の警察の公安の方、交通の方、県の交通の担当の方、
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事業者の代表の方ということでお願いしてますので。 

 

＜中津委員＞  できるだけそういうバリアをなくしましょうに。このバリア内で話はで

きませんよ。新しい発想はできませんよ。 

 

＜事務局＞   法律上に定めがありまして、こういう部門の人を寄せてという部分があ

りますので、そこらへんも守りながら委員さんがおっしゃるように公募委

員とか住民代表ということで入っていただけるところがありますので。 

 

＜中津委員＞  法律は最低限度。法律は運用できるわけですからね。 

 

＜事務局＞   守らなければいけない部分は守らないといけないのでそこだけ御理解

ください。 

 

＜林委員＞   40代の女性代表ということで、市民の子育て支援ということにも力を入

れていまして、安濃町の子育て支援の会長をさせてもらってるのですが、

安濃の子たちはバスに乗る経験がほとんどないんですね。私、出身は奈良

なんですけど、普通に交通手段として使っていました。父は免許がなくて

も 60までいけたくらいの人生を送ったのですけど、そういう意味でさきほ

どおっしゃられた濃いバスがあったりとか伊賀市みたいに市をあげて忍者

みたいな乗り物したりとか、何か津でも子供たちがバスいいな、かっこい

いなとか、お年寄りもバスがあって安心やなというようなものを皆さんで

作っていけたらすごく素晴らしいなと思っておりますので、また私の方で

も意見を集めてくるので一応代表としてここで言わせてもらおうと思いま

す。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

 

＜越川委員＞  会長、このメンバーの中で私のように本当に交通弱者は何人いらっしゃ

るでしょうか。一人か二人じゃないでしょうか。みんな自家用車に乗って

みえますよね。 

 

＜中津委員＞  そこ弱者というのはおかしいですよ。 
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＜越川委員＞  それはね、高齢者は。 

 

＜中津委員＞  それは弱者じゃないですよ。弱者は市が守っていかなければいけないん

ですよ。弱者じゃなくなるんですよ。 

 

＜越川委員＞  守られておりませんのでね。 

 

＜中津委員＞  そうでしょ。 

 

＜伊豆原会長＞ この場合の弱者という言葉は今あまり使わないですね。 

 

＜越川委員＞  どういう言葉を使うんでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ 移動が困難な移動困難者とか、移動に制約がある移動制約者、そういっ

た人たちの移動をどうするかですね。障がい者ということを文字に書くと

障害のがいの字が違う。今、平仮名にしようということが出ていますよね。

そういうことですので言葉は別としても今おっしゃったように、足がない

と外に出られなくなってしまう。外に出たくても出られなくなってしまう

方が増えてしまうということが一番まずいわけで、外へ出てあそこへ行っ

てこよう、みんなと会って話をしてこようと思った人たちが、若干制約が

あるかもしれませんが、そこへ行けるようにしてあげる。そういうような

仕組みをこれから作っていかないといけない。今おっしゃったとおりだと

思うのですよね。公募委員の皆さんがおっしゃるとおりなのですが、それ

をいかにうまくしていくか。車は敵ではありません。上手に使うという仕

組みを作らないといけないのが、さきほどおっしゃったように車ばかり運

転される方はバスの乗り方が分からない。また、降りたらどうすればいい

かが分からない。そういう話が出てしまうので、それで車で行ってしまう。

タクシーで行ってしまう。タクシーも今は公共交通の役割を占めておりま

すから。いろんな仕組みの中へバスも含めていい移動の仕方を作っていく

ということが大切だと思うのですね。これから、さきほどおっしゃってい

ただいたように数年が勝負だろうと私も思います。実は社会は変わってき

ていますので、若者も免許を持っていない人が増えています。ある意味で
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は車離れということを言う方もみえますが、免許を持っている若者の割合

が落ちてきている。果たしてそれがこのままいくのかどうか、それではそ

の足をどうするか。今、若者は車じゃなくて結構電車で動きまわったりし

ますからね。社会は変わっていきますので、なんとか私たちのところでい

い仕組みを作る、車と電車とバス等をうまく使えるような仕組みを作って

いけたら大変ありがたいなと思います。知恵が勝負だと思います。知識じ

ゃなくて知恵だと思いますので、是非、知恵をみんなで出し合って良いも

のにしていきたいと思います。いろんな御意見をいただきましてありがと

うございました。随分長い時間を費やしてしまいました。もし御意見がな

ければ事務局の方へお返ししたいと思います。よろしいでしょうか。では

事務局の方にお返しします。 

 

＜事務局＞   ありがとうございました。委員の皆様には本日は長時間にわたりまして

白熱した議論をありがとうございました。今後も熱い討議をお願いしたい

と思います。 

これで平成 26 年度第１回津市地域公共交通活性化協議会を閉会させて

いただきます。ありがとうございました。 

 


