
 

- 1 - 

 

平成 26年度第２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２回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成 26年８月 21日（木） 

午後１時 30分から午後３時 30分まで 

３ 開催場所 津リージョンプラザ２階 第２会議室 

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、大西正晏、落合毅人、北村香織、

竹田治、中津多喜郎、中林広己、西川明正、塚本哲士（野田敏幸

代理）、林眞砂子、川端賢一（原田孝夫代理）、森田寛、山口貞信 

（事務局） 

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 平成 25年度津市コミュニティバスの運行実績について 

２ 地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について 

３ 高松山団地乗合ワゴンの運行実績等について 

４ 津市コミュニティバスの運行変更について 

５ 津市コミュニティバス現地視察について 

６ 廃止代替バスの運賃改正について 

７ 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２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をいただきまして、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

２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。 

本日、当協議会の事務局長の荒木が他の業務により欠席のため、事務局

次長の私、南が司会進行をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

なお、津南警察署交通課長の谷口委員につきましては、所要のため欠席

するとの御連絡をいただいております。また、松下委員がまだ到着されて

おりませんことを報告させていただきます。 

また、本日の会議は役員総数 20名のうち現在 18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、

よろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ それでは第２回の協議会に入りたいと思いますが、今日はお手元の事項

書にありますように６件の報告事項と協議事項になっておりますので、挨

拶は省きまして早速会議に入りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。暑い中ですので、どうぞ扇子等をお使いいただいて熱中症の予防にお

努めいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは事項書に従いまして進めていきたいと思います。まず第１番目。

「平成 25年度津市コミュニティバスの運行実績について」ということで事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

＜事務局＞   それでは事項の１、「平成 25年度津市コミュニティバスの運行実績につ

いて」御説明申し上げます。 

集計の関係で、前回の協議会で報告ができませんでした平成 25 年度津

市コミュニティバスの運行実績ですが、お手元の資料１のとおり結果がま

とまりましたので、報告させていただきます。 

一覧表として作成しているため、文字が尐々小さくなっており、見づら
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い部分もあるかと思いますがご容赦のほどお願いいたします。 

まず、最初に、表の美杉地域の下段にあります津市コミュニティバス合

計をご覧ください。 

津市全体としては、前年度の平成 24年度の乗降者数が 81,043人に対し、

平成 25年度の乗降者数は 82,067人となり、率で言うと、前年度比 101.3％

と増加した結果となりました。 

この増加の要因といたしまして、地域単位で見てまいりますと、芸濃地

域、美里地域、白山地域及び美杉地域での増が原因となっています。 

細かくルート別に見ていきますと、久居地域では、稲葉ふれあい会館ル

ート、榊原ルート、芸濃地域では全４ルート、美里地域では、長野・高宮

ルート、安濃地域では安濃ルート、一志地域では高岡ルート、白山地域で

は城立・福田山ルート、白山循環三ヶ野ルートで増えております。美杉地

域につきましては循環系統からの見直しを行っているため、ルート単位で

は比較はできませんが、地域で見ると増加しています。 

それでは、ルートについて、見ていきたいと思います。 

久居地域では、 稲葉ルート及び桃園ルートにおいては、利用者が前年

に比べ減っており、過去３年間の傾向として減尐傾向となっています。 

どちらのルートも年度当初から利用が尐なくなっており、利用促進の効

果があったのか、若干後半にかけて改善がされてきていますが、残念なが

ら、前年度の 24年度より尐ない利用となっています。 

河芸地域では、河芸循環北ルートにおきまして、利用率が悪化している

ものの、５月からはその率は比較的に安定していますことから、実利用者

の中で、利用しなくなった、または、利用できなくなった方がいるように

推測されます。河芸循環南ルートは月ごとの利用者にばらつきがあり、特

に、夏場の８月や冬場の１月から３月にかけて減尐が表れていることから、

気候により外出を控えている場合があるように思えます。 

芸濃地域につきましては、平成 25 年度の本格運行時の見直しが功を奏

したのか、すべてのルートで年間の利用者数は増えています。しかしなが

ら、年度後半にかけて、最適な利用の方法が定着してきたのか、利用数が

減尐している部分もあります。 

美里地域につきましては、長野・高宮ルートは、年間を通して月当たり

の利用が前年度を超えている月も多く、年間で前年度の利用者数を超える

ことができました。辰水ルートは７月から 12月までの年度中盤は良いもの
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のそれ以外で、利用者の減尐があります。 

安濃地域について、明合ルートで年度前半は利用が低迷しており８月に

は半分になることもありましたが、住民への周知が功を奏したか、後半で

は利用が増えています。 

安濃ルートについては反対に、前半の利用が非常に良い状態だったので

すが、冬場による出控えからか、２月、３月に急に利用が減尐しています。

草生ルートにつきましては、前半では利用が多くなっているものの、９月

から１月までは利用が減っています。しかし途中の利用促進の効果があっ

たせいか、後半期では再び利用が多くなってきています。 

一志地域については、川合ルートで５月から減尐が見られますが、減尐

幅がほぼ一定であるため、定期的に利用していた方が、利用しなくなった、

またはできなくなったことが推測されます。 

高岡ルートについては、月により多尐ばらつきはあるものの、利用者が

増えています。 

白山地域につきましては、家城ルートの前身である竹原ルートに見直し、

交通結節点を竹原から一志病院にするなど大幅な変更がありました。家城

ルート及び城立・福田山ルートについてはこれらの影響が大きく表れてお

り、家城ルートの利用者は尐なく、城立・福田山ルートの利用者は多くな

っておりますが、この２つのルートの合計としては、前年度とほぼ同様の

ものとなっております。白山循環三ケ野ルートはマックスバリュでの買い

物時間確保の見直しにより、おおむね利用者数が伸びている傾向がありま

す。 

美杉地域については、循環型のルートから往復型のルートに見直しを行

ったことにより、ルートごとの比較が困難となっております。前年度は美

杉循環ルートが主たる運行で、川上ルート、丹生俣ルートは基本的に、車

庫からの出し入れである始発、終発のみとしておりましたが、平成 25年度

からは美杉循環ルートを分割し、川上ルート、丹生俣ルートおよび逢坂・

飼坂ルートに再編を行いました。 

結果的に、美杉地域内での利用は前年度と同じまたは、それを上回る利

用となり、１年を通してみると、前年よりも多い利用となりました。 

今後も利用状況を注視し、特に利用が減尐しているところについては、

原因を調べ、利用が増えるよう取り組んでまいりたいと思います。 

以上で説明を終わります。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ただいま利用実績について説明していただき

ました。これは報告事項なのですが、御質問等ございましたらどうぞ。 

 

＜中津委員＞  冒頭で言われましたけど、確かにこれ細かすぎますわ。資料１を見よう

と思ったら大変です。はっきり言って。これ次回から見やすいようにお願

いします。今説明がありましたが、利用しなくなった理由として具体的に

なぜ利用しなくなったのか、利用できなくなったのかもう尐し具体的に説

明いただきたいのですが。 

 

＜事務局＞   年々、この傾向を見ておりますと乗られている方というのが、乗車があ

る程度決まっておりまして、高齢者の方が多いのですけど、その方の中で

バスに乗ることができなくなるという事象が起きると、一人乗らなくなる

ということは回数がそれだけ延べ人数としては減りますのでそういったこ

とで、一人の方が乗られなくなっただけで何人、何十人という形で場合に

よってはこの乗降調査に反映してくることになります。バスの運転手にお

話を聞くと、この間まで利用されていた誰々さんが最近見かけないなとい

うお話も聞くことがありますので、昔から使っていただいているお客様の

中で利用が困難になった方も中にはみえてきているのかなと感じておりま

す。 

 

＜中津委員＞  できなくなった理由は何なんですか。 

 

＜事務局＞   やはり高齢ということから足腰が弱くなったりとか、場合によってはお

亡くなりになっている場合もあるのかも分かりませんが、そこについては

追跡していません。運転手さんから見なくなったということを聞いただけ

ですので、そういうことが推測されます。 

 

＜中津委員＞  逆をお聞きしますけど、利用するような方、利用できるようになった方

を具体的に。 

 

＜事務局＞   利用できるようになったというところは、利用促進を行っていますので、

新たな方、特に今までバスを知らなかった方が使ってみようかなと思って
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いただいたのかなという部分がある中で、実際どういった人がというとこ

ろまでは詳しく出ておりません。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

 

＜大西委員＞  安全面についてお伺いしたいのですが、実はこれは非常に大切なことだ

と思うのですが、交通事故なんかの発生状況はどうなっているのですか。

全然ないのですか。 

 

＜事務局＞   全然ないということは残念ながらありません。この間もバスが停まって

いたところ、ゆっくりブレーキを踏んでいたら前の車にこつんと当てるよ

うなことがありました。ただ運転手及び乗客に危害があるような事故は今

のところ発生していません。 

 

＜中津委員＞  たとえばそれが引き金で利用しなくなったとかできなくなったという

ことはありますか。 

 

＜事務局＞   そこまで苦情も受けておりませんし、そのときの利用者の方ともお話を

させていただいておりますが、そこまでの苦情には至っていないと考えて

おります。 

 

＜中津委員＞  できたら追跡調査をお願いします。 

 

＜大西委員＞  最近道路交通法の一部改正がたびたび行われていると思いますので。 

 

＜事務局＞   ドライバーにつきましては、まず三重交通さんにお願いしている４条系

統につきましては三重交通さんの方でお願いしておりますし、他の市町村

有償運送、いわゆる市の車で行っているものにつきましても、二種免許を

持っている事業者の方に委託をしておりまして、その中で運転教育等をし

ていただいているということになっております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。数字の羅列は見にくいと

おっしゃったのですが、その通りだと思いますね。たとえばグラフ化する
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とか、たとえば前年比が急激に落ちているところ、または急激に御利用が

増えているところは何があったのかというのは、そのバス停とか何か地域

によって特徴があるのでしょうから、御利用になってみえる方たちのヒア

リングとか簡単なことでいいのではないかと思うのですね。そこから整理

していくというのが随分大切なので、是非、次のステップのときには分か

りやすいデータにしていただきたい。この数字もそうですけど、下に書い

てあることも。これ横並びにしていると余計分かりにくいわけですから。

一つずつ整理していただけると分かりやすくなるかなと思います。 

 

＜事務局＞   委員の皆さまからいただいた御意見を参考にさせていただきまして、見

てすぐ分かりやすいような、グラフ化を含めて今後資料を作るときには十

分気を付けていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。よろしいでしょう

か。ルートによってこれだけ増加現象があるということになると、統合し

たり分割したりしていますので、そのあたりを含めて今度計画を作るわけ

ですから、もう尐し分析していただけたらと思います。よろしいでしょう

か。ではそういうことをお願いして御報告いただいたということで確認し

ておきたいと思います。それでは２つめの議事に移りたいと思います。「地

域公共交通総合連携計画に係る調査事業について」ということで事務局か

らお願いいたします。これも報告事項になりますが、御質問等受けたいと

思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   それでは、事項２ 地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について、

御説明させていただきます。 

 地域公共交通総合連携計画の策定については、別途、分科会を開催し、

協議を行っていただいておりますことから、分科会の委員の皆さまにおか

れましては、説明が重複しますことをお許しください。 

まず、計画策定に係る進捗状況について、説明させていただきます。 

資料２－１をご覧になってください。 

１ 経緯につきましては、前回、第１回協議会で説明させていただいた

内容の繰り返しになりますが、平成 21年 1月に策定した「津市地域公共交

通総合連携計画」により、平成 22年４月に市内８地域のコミュニティバス
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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

と移行していること、次のステップとして、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、現在、「津市地域公共交通に係る総合

的な計画作成に係る調査事業」を実施しており、平成 26年度中に同計画の

策定を行うこととしています。 

また、現在、作成中の「津市地域公共交通総合連携計画」については、

「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」の

施行後、速やかに、「津市地域公共交通網形成計画」へ改定することを書き

加えております。 

２ 現在の進捗状況等については、 

 ⑴ ５月 26日に、指名競争入札により、計画作成に係る調査事業を、税

込み、536 万 6,800 円で、株式会社 日本開発研究所三重に委託をしてお

り、契約期間は平成 27年３月 31日までとしています。 

この調査事業の報告書の構成につきましては、案を資料２－３に示させ

ていただいております。事前に郵送させていただきました資料２-３の裏面

がコピー出来ておりませんでしたので、本日、差し替えたものを配布させ

ていただきました。大変失礼いたしました。  

 ⑵ の市民アンケートの設問等を作成することに時間をかけましたた

め、市民アンケートの実施時期が当初予定から遅れていますが、現在、無

作為抽出した、津市在住の 15歳以上の方、7,400人を対象に実施した、市

民アンケートの集計及び一部分析を行っています。 

現在、2,454通が返信されており、回収率は 33.2％となっています。 

今後も遅れて届いて来るものもございますので８月いっぱいまで待っ

て集計をさせていただきたいと思っております。 

市民アンケートの設問の内容については、別添のとおりとなっています

ので、後ほど、お目通しいただきたいと思います。 

 ⑶ は、先日、開催された分科会でございます。 

３ 計画のイメージ（案）でございますが、７月に、国土交通省から、

改正地域公共交通活性化再生法の活用にあたってという資料が提供され、

その中で、この秋にも施行されると言われています、地域公共交通網形成

計画のイメージ案が示されていますので、そちらを記載させていただきま

した。 
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内容については、 

 ⑴ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及

び再生の推進に関する基本的な方針として、検討に当たっては、特に、以

下の４点に留意することが重要としています。 

① まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保 

② 地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成 

特に、公的支援のあるサービスは公的支援のないサービスを補完するもの

と位置付け、両者の重複を出来る限り避けるとともに、民間活力を最大限

活用することに留意する必要があるとしています。 

③ 地域特性に忚じた多様な交通サービスの組み合わせ 

人口密度や自然条件等の地域特性に忚じて、多様な交通手段を有機的に組

み合わせて、身の丈に合った新たな地域公共交通ネットワークの形成を図

ることが重要としています。 

④ 住民の協力を含む関係者の連携 

住民ニーズを反映させるだけではなく、住民が主体となって公共交通を考

え、さらには運営にも関わるといった積極的な関与を必要としています。 

⑵ 地域公共交通網形成計画の区域 

⑶ 地域公共交通網形成計画の目標 

目標については、地域が目指す方向性を可能な限り具体的な数値目標に落

とし込むことが期待されています。 

⑷ 目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 

地域として確保することを目指す公共交通サービス水準の目安を設定した

上で、その実現に必要な事業及びその実施主体を整理し、計画に記載する

こととしています。形成計画に定める事業については、その着手予定時期、

実施予定期間について可能な限り具体的に記載することとしています。 

公共交通機関の利用促進や、自動車の使い方の見直し等への取り組みなど

にも触れて行くこととしています。 

⑸ 地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価方法、評価を行う時期、評価結果の活用方法等を定

めることとしています。 

⑹ 計画期間 

おおむね５年程度を基本として、計画の目標として定める内容や地域の実

情に忚じて柔軟に設定することとしています。 
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⑺ 持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項 

立地適正化計画や、観光圏整備計画など、他の分野の計画が策定されてい

る場合には、これらの計画と連携を図ることが重要としています。 

４ 今後のスケジュール（別添） 

連携計画策定までのスケジュールについては、前回、お示しさせていた

だいたスケジュールから、市民アンケート調査の進捗状況により、資料２

－２のとおり変更させていただいております。 

具体的には、アンケート調査の実施を、８月初旪まで、ずらしたことか

ら、その分析と、計画案の取りまとめを９月下旪までに行うこととし、10

月初旪に、素案のたたき台を完成させ、10月下旪には素案を確定する必要

があるため、当初 11月に予定していた活性化協議会を 10月下旪に前倒し

し、その協議会に諮るために、素案の整理を分科会で行うため、10月中に

２回の分科会を開催させていただきたいと思います。 

また、分科会については、進捗状況により、必要に忚じて随時開催させ

ていただくことも考えています。 

今回の連携計画の策定につきましては、現在の津市地域公共交通総合連

携計画を全く白紙に戻して、一から作成するのではなく、今までやってき

たことを評価、検証し、より良い公共交通システムを作り、更なるステッ

プへと進めるために、バージョンアップすることとしています。 

過去の経緯を踏まえ、更なる改善を行うことと位置付けているため、現

計画での基本理念を変えることまでは考えていませんが、時代やニーズの

変化に合わせて、現計画の基本方針の中で、変更が必要なもの及び、新た

に基本方針として定めるべきものについては、その部分を更新したいと考

えています。 

まずは、現計画の基本方針の整理、そしてアンケートでの新しい課題か

ら導き出される、新しい部分の基本方針を整理していきたいと思います。 

今回の、アンケートでは、現計画の課題の検証と、移動手段・移動傾向

の把握、交通空白地・移動制約者の検証等を行い、地域公共交通網のあり

方、バス交通と鉄道等との連携、公共交通機関の利便性の向上（見える化、

利用促進）、新たなコミュニティ交通導入の検討へと結び付けていくことと

しています。 

それでは、８月 12 日に開催した分科会におきまして、委員の皆さまか

ら出された御意見を御紹介させていただきます。 
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・「住民と地域の連携」に関して、あり方検討会において、利用促進や

地域負担についても、地域の人に考えてもらいたい。 

・具体的な目標を挙げ、その数値化を行うとともに、そのモニタリング

まで、是非やってほしい。 

・あり方検討会では、若年層、女性層の意見も聞いてほしい。開かれた

会にしてほしい。 

・あり方検討会を開いても、全ての意見を反映することはできない。 

・意見を取捨選択していく必要がある。そのためには、取捨選択の基準

を明確にするべき。 

・計画策定してから５年間、全く計画通りに進むとは限らない。 

・２、３年で見直しが図れるような、柔軟な対忚をしていく必要がある。 

・また、他の計画との連携を考えるといっても、各計画のスパンや、計

画理念は異なるので、そのあたりを考えながら、柔軟に対忚する必要があ

る。 

・尐子高齢化を踏まえたうえでの計画にしてほしい。 

・「コミバスと民間路線の競合・協調」については、三重交通の特定の

路線を決めて、コミバスとの乗降者数を比較すればよいのではないか。 

・三重交通とコミバスとの連携については、路線を絞って、尐しずつや

っていくといいのではないか。 

・競合・協調の議論は、具体的な路線ごとにやっていけばいい。 

・幹線のシステムと支線のシステムを別々に捉えるだけでなく、その連

携で大きな公共交通網を考えることが重要、・高齢化率の高い地域の人が、

幹線に出るのを助ける支線など。 

・要望が来てから動くのではなく、高齢化率の高い地域の人にこちらか

ら働きかけていくようなイメージの計画にしたい。 

・高松山団地での取り組み等を具体的な形で計画に載せ、一般の人々が、

新たな公共交通の利用の仕方のヒントにできるようにしてほしい。 

・支線と幹線のバランスを踏まえた公共交通網を考えてほしい。支線ば

かりが発達しすぎてもいけない、・具体的な取り組みや問題点を市民に示し

ていく必要がある。 

・旧津市の中での高齢化地域への施策はどうするのか？ 

・また、旧市町村単位で考えていていいのか？ 

各総合支所との連携が必要である。 
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・バスの利用促進は徹底的にやらないとあまり効果は出ない。 

・利用促進グッズだけでなく、おでかけＭＡＰなどを作成し配布してい

る地域もある。 

・バス教室も頻度を増やして行い、目に見えて効果が出ている地域もあ

る。 

そのためには、行政、民間事業者、市民の連携が重要である。 

・三重県の総合交通ビジョンでは、モビリティマネジメントの重要性の

比率が高い。 

・県では、自家用車の利用を控えてもらうため、モビリティ・マネジメ

ント学習などに力を入れていきたいと考えている。 

市町村の教育委員会との連携をしていきたい。 

・高松山団地の例のような具体的なものを市民に示せると良い。 

・計画を広く周知していってほしい。住民だけでなく事業者にも渡せる

ように。福祉だけでなく、文化振興や商工との連携も考えていくべきであ

る。 

などの御意見をいただいております。 

時間の都合で、すべてを御紹介させていただけませんが、今後の分科会

でも、引き続き、協議をいただき、計画案へ反映できるようにしていきた

いと考えています。 

以上で、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進捗状

況について、御説明を終わらせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ただいま調査事業についての説明をいただきました。これも報告事項に

したいと思います。何か御質問、御意見等ございましたらお受けしたいで

すがいかがですか。 

 

＜中津委員＞  これもそうなんですけど、さきほど市民のアンケート調査の実施ですね。

８月 12日と書いてありますね。それで今の説明では８月末まで待つと。と

いうことは、後のスケジュールがハードなんですね。後のスケジュールの

ことは大丈夫なんですか。それと分科会で意見がありましたけど、例えば

市民アンケートの中で数点をピックアップしてこれについて中間的な報告

はできないですか。 
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＜事務局＞   まずアンケートの締切のことでございますが、書いていただいた意見は

なるべく沢山反映させていきたいので、８月末ということで今コンサルタ

ントの方で集計をしていますので、今後も届き次第させていただくという

ことで考えております。それで一部分についてピックアップということも

前回の分科会で皆さまから御意見をいただいておりますので、現在問１の

部分だけ 500サンプルをとりまして、サンプル集計をしている途中でござ

いまして、またそのあたりの整理がつき次第、何らかの手段で委員の皆さ

まに対しては御報告を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。他にいかがでしょうか。分科会での意見は今コメント

をずっとしていただいたのですが、皆さんほとんどお忘れになっちゃいま

すのでね。もし御報告されるのでしたらメインだけにして次のステップは

どうするのかということにしていただきたいですね。コメントをずっと並

べてしゃべっていただいても記憶には入りにくい。主要な意見と、考えて

おいた方がいいこと、こうやった方がいいということと、ちょっと話を整

理しておくことがいるのではないかと思います。先ほど中津委員がおっし

ゃったようにスケジュール的には非常にタイトな状況になっておるわけで

すからアンケートがもらえないと物が見えないということではないですね。

昨年度調査した結果もあるわけですから。これからこういう方向でまとめ

たいとか、主旨が入っていないと意味がないわけですね。報告書の構成案

はどんな形でもそれは構いません。補正案の中身はどうするかという中身

の部分を、項目をやっていくのではなくて、先ほどコメントされたように、

こういう方針のところに私たちはここにメスを入れたい、という意思がな

いと委員の皆様には伝わらないわけですね。そこをちゃんとコメントなり、

報告書のところに書いておくといいのではないかと思いますね。是非その

あたりを整理しておいていただきたいと思います。 

 

＜事務局＞   分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ 昨年のデータを修正できるのなら昨年のものを修正しますと。先ほどの、

例えば報告書の津市の概要の１－１。位置や人口などは簡単なこと言った
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らちょっと修正して終わりでしょ。そういうことを尐し整理してほしい。

もう一つは実は三重交通さんおみえですが、運転手不足というのが非常に

大変な時期になってきておりまして、昨日も別の市の委員会があったので

すが、タクシーが何年続くだろうというような状況も見えてくる。津のよ

うに大きな町ではありません。中山間の方なのですが、タクシーの運転手

さん、二種免許を持っている人がどんどんなくなっている。そうするとタ

クシーそのものの存続すら危なくなってきているというような状況だとい

う御意見がタクシー事業者さんからありました。バス事業者さんも運転手

不足というのは既にテレビで何回もやっています。そういう状況に陥って

きつつあるということを踏まえた上でこの公共交通をなんとかしていかな

いといけないわけですね。そのあたりを委員の皆さまに実情を分かってい

ただくようなことをちゃんと書いてほしいなと思うのですね。そうすると、

事業者にお任せというわけにはいかなくなるかもしれない。そこもちゃん

と事務局の方は整理して対処方法を何か考えないと。後で三重交通さんに

コメントしていただこうと思ったのだけどちょっと言っておきますが、そ

ういう厳しい状況が起こりつつある。既に起こっている場所がいっぱいあ

ります。私がお手伝いしているところも実は運転手不足で撤退というよう

なことが起きています。そういうことを踏まえた上で考えていかないとい

けないことが多い。単純にアンケートだけで物事を考えるのではなくて、

外部の条件というのが何があるのかというあたりはちゃんと調べておいて

いただきたいなと思います。そういうことは今日、委員の皆さまに御報告

していただかないと。多分、特に公募委員の方はそういうことが起きてい

るということは御存じないかもしれない。是非よろしくお願いしたいと思

います。 

 

＜事務局＞   御指摘いただいたことは十分これから改善していきたいと思います。連

携計画のいろんな資料とか素案にいたるまでの途中経過等につきましても、

その都度委員の皆さまに郵送等で送ら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＞ 全部が全部というわけにはいかないので、どこかの区切りのとこでしか

難しいと思いますので、是非お目を通していただいてそのときにお気づき

になったことを是非事務局の方に御連絡いただけたらと思いますのでよろ
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しくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  計画のイメージ、これをどうするんだという議論に時間を割きたいので、

多分皆さんそう思っていると思いますが、アンケートの調査期日がこうな

っているのなら先延ばしせずに、先延ばししたら当然後のスケジュールが

詰まってきて、協議する時間が尐なくなってくるので、その時間を多く割

いてほしいんです。そういう意味で言わせてもらったんです。 

 

＜伊豆原会長＞ 分科会の委員の皆さんには何回もお願いすることになりますが。分科会

でかなり時間をとっていただいて、活発な議論を整理していただけたらと

思いますのでそのあたりを事務局の方でよろしくお願いいたします。 

 

＜森田委員＞  教えていただきたいのですが、計画のイメージなんですが、①まちづく

り、観光振興等の地域戦略との一体性の確保ということなんですが、具体

的にイメージがわかないんですけど、どういうイメージなんですか。 

 

＜事務局＞   市の方でもまちづくりに関するような計画も出ておりますし、観光振興

ビジョンというような観光戦略等の計画の方も出ておりますのでそのあた

りと連携を図りながらということで考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 一番具体的なのは都市計画マスタープランです。都市計画マスタープラ

ンでは土地利用だとかそういったことが全部触れてありますが、交通のこ

とは残念ながら触れてないことはないのですが、非常に大雑把に触れてい

るイメージなんですね。そういう意味でいくとコミュニティバスとか都市

計画マスタープランの交通のイメージ、土地利用のイメージとかとうまく

リンクしているかというとまだそこまでいっていないのではないかという

疑問があるので、そういうことをここでやってくださいというのが活性化

再生法の主旨です。 

 

＜森田委員＞  ありがとうございました。 

 

＜伊豆原会長＞ 具体的にどうこう書きなさいという指示は出ておりません。私が聞いて

いる範囲ですと、11月始めに施行規則が出るやに聞いております。ですか



 

- 16 - 

 

らこの計画の中のギリギリみたいなことになるので、事務局は大変だと思

いますが、今の計画のイメージのあたりと具体的な話はそこらへんでもう

一度整理しないといけないかもしれませんけどね。全体としてはそう大き

な変わりはないと思います。細かくは出てくる可能性はありますけど。こ

こまで整理をしておけば齟齬はないと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら先ほ

ど事務局からお話があったように、委員の皆さんには、協議会を何回も開

くわけにはいきませんので、先ほどのスケジュールにあるように次回の 10

月の末の協議会の前に分科会とかその他でやりますので、そのときの整理

をまた御連絡を入れるということでお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。それでは３つ目の高松山団地乗合ワゴンの運行実績等に

ついてということで事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜事務局＞   次に事項３、「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。 

資料は３－１、３－２、３－３、３－４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ヶ月間運営を行い、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。 

前回の協議会では、平成 25年度の利用状況、平成 26年６月からの運行

変更について御報告させていただきました。この度、運行変更後の利用状

況について御報告させていただきます。 

それでは、資料３－１、３－２をお願いいたします。 

資料３－１は、平成 26年４月から７月までの利用状況、資料３－２は、

平成 25年度の利用状況となります。資料３－２は、前回の協議会でもお見

せした資料となりますが、比較のため、参考につけさせていただきました。 

資料３－１の右側の部分に示しましたように、平成26年６月１日から、

運行日の第１日曜日を削り、第１・３水曜日とし、更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。 

左側の表は、平成 26 年４月から７月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
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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。 

実運行日、実運行便数は、４月、５月に比べ、運行変更直後の６月に増

加したものの、７月には再び減尐した形となりました。 

稼働率につきましては、前回申し上げましたとおり、運行変更前は、最

大が平成 25年５月の 36.1％で、その後 10％から 23％の幅で推移していた

のに対し、運行変更後の平成 26 年６月は、稼働率が 36.7％と大きく上昇

し、７月は 12.1％となりました。 

利用者数につきましても、４月、５月が、それぞれ 11 人、６人であっ

たのに対し、運行変更後の６月が 16人と改善が見られましたが、７月は４

人という結果になりました。昨年度の資料を見ていただいてもわかるよう

に、７月、８月といった暑い時期、12月、１月といった寒い時期に、利用

者数が減っていますので、季節的な条件も利用者数減尐の要因の１つであ

ると考えられます。 

また、昨年度の６月以降、利用者の見られなかった復路において、運行

変更後の６月には２人の利用者が見られました。７月には再び利用者がな

くなってしまいましたので、運行変更後の効果については、もう尐し期間

を開けて考えていきたいと思います。 

続きまして、資料３－３、３－４をご覧ください。 

資料３－３は平成 26 年４月から７月までの乗降調査表となっておりま

す。 

資料３－４は平成 25 年度の乗降調査表となっております。こちらも資

料３－２同様、前回の協議会でお見せした資料ですが、参考のため、再び

付けさせていただきました。 

ご覧のとおり、運行変更後も、昨年度から変わらず、高松山団地内から

ご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。 

平成 26 年度６月以降の状況ですが、今年の４月、５月には見られなか

った、高松山団地２、高松山団地３の停留所からの利用者が見られました。

尐数ですが、新しく利用される方が増えたということで、良い傾向である

と言えると思います。特に、高松山団地２の停留所からの利用は、平成 25

年度の１年間を通しても、４名のみの利用でしたので、利用者が増えてい
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ると言えると思います。 

以上、運行変更後の利用状況について御説明させていただきました。 

今回は、速報版で出させていただきましたので、６月、７月の２ヶ月間

という短い期間の内容となりました。６月の運行変更の効果については、

もう尐し期間をみて考えていく必要があると思います。 

運行変更以外にも利用者を増やす工夫を行っていくことが重要である

と考えられます。現在、高松山団地は、381世帯、928名の居住者がいます

が、そのうち、乗合ワゴンへの登録者が 67名という状況です。登録者であ

っても、「自分で車に乗れるから利用しない」、「家族等の送迎があるので利

用しない」といった方もみえますが、67名という、登録者自体が尐ないと

いった現状です。 

運行方法の変更だけでなく、会員の再募集をはじめとした、ＰＲや利用

促進においても、運営委員会と協議を続けながら、高松山乗合ワゴンのさ

らなる改善に取り組んでいきたいと思います。 

以上で、高松山団地乗合ワゴンの実績等についての報告を終わります。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。何か御質問、御意見がございましたらお伺いし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

 

＜中津委員＞  実績ははっきり言って資料見たら分かるんですよ。できたら実績を出し

てもらうのも大事かもしれませんけど、それなら何でこういうふうになっ

たか、これからどうしようか、どういうふうにＰＲしようかということを

できたら、先ほどの結果の中にも付け加えて欲しいですね。 

 

＜事務局＞   御意見ありがとうございます。二ヶ月という短い時間ですので、効果に

ついてはしっかり出てない部分もあるかと思います。ただ人数自体尐ない

ということで利用促進につきましては今後運営委員会の方と協働していき

たいと思っておりまして、まずは周知を行って、全体を枠として拡大する

ということを含めて取り組んでまいりたいと考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。よろしいですか。あまり協議会を開く時間がありま

せんので、せっかく御参加頂いていますので何か御意見はありませんか。 
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＜林委員＞  ＰＲ活動について提案なんですけど、やっぱり実際使ってどうなのかとい

うのが高齢者の方は分かりにくいと思うので、バスツアーみたいな形で一

緒にお買い物に付き添いますので一度新町まで行きませんかとか、そうい

うことを地域の回覧版で回していただいて実際乗ってもらうとか何かしら

具体的なＰＲの活動をされるといいのではないかなと感じました。 

 

＜事務局＞   大変貴重な意見をありがとうございます。頂いた御意見を運営委員会の

方と一緒に考えていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。６月に使って７月に使われなかったというのは

運営委員会の方とちゃんとお話はされていますか。 

 

＜事務局＞   まだ現在では減った部分について直接原因とか分析はしておりません。

先ほど担当が言いましたように暑い中の出控えがあったのではないかなと

いう想像はしておりますが、もう尐し期間を見せていただいてしっかり協

議させていただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 運営委員会とは何回くらいお話をされていますか。 

 

＜事務局＞   平成 25 年度につきましては運行変更がありましたので、月に１回くら

いのペースでやっておりまして、今回運行変更の方がいったんできました

ので、今、期間をおいている状況ということで現在３ヶ月に１回くらいの

ペースです。また、この状況を報告を逐次いただきながらこれからも連絡

を密にしていきたいと考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 私は３ヶ月に１回くらいだと多分また元に戻ってしまうのではないか

なと思います。67人という尐ない登録者で閉じた範囲でずっとやっている

というのが非常に気になっています。団地そのものは何百人とお住まいな

わけなのですね。子供さんが乗ってもいいわけですよね。若いお母さんで

も結構だし。そういうことが本当に団地の皆さんのところへ行っているの

かどうか気になるのですね。今おっしゃったように回覧板とかそういうこ

ともいっぱいやっていかないと実は６月から７月になったらこんなんにな

ってしまったということを実態として住民の方が分からないと意味がない
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わけです。ここの皆さんがいっぱい分かったって意味がないわけです。こ

れを住民の皆さんに知ってもらうということが大切なわけですね。だから

協議会に資料を沢山作っていただくのは大変ありがたいけど、これを住民

の皆さんが知るということが大切だと思うのですね。運営委員会の方たち

が知ってるだけではだめなんですよ。是非せっかくやってみたんだからそ

れをフィードバックする上で住民の皆さんにこういう話を持ちかける。そ

れが私は大切だと思います。使いにくかったら、私は使えないんでしょう

かという声が出てきたら、それは大切な良いことだと思うのですね。そう

いうところを是非お願いしたいなと思います。 

 

＜事務局＞   会長がおっしゃったように、住民の方にも、確かに今回２ヶ月くらいは

会議を開いてないんですけど、年に２回か３回くらい全体としての会議も

させてもらって今こういう状況だということを説明をしていただいたのと、

今回６月にいったん増えたのですけど、下がったということもありますの

で説明の中で一部触れさせてもらいましたが、全体にもう一度こういうこ

とやってるんだよということを、先ほど会長や林委員さんがおっしゃった

ように子供さんや誰でも乗れるんですよということを含めて全体にもう一

度再募集をかけていただくように協議会の方に働きかけて、その中でもう

一度裾野を広げるというか乗っていただく方を増やすことだけじゃなくて、

乗っていただける方というのをまず増やすことを考えて近いうちに高松山

団地の方にそういう申入れを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。 

 

＜中津委員＞  重複するかもしれませんが、今は月一回のペースで運行変更があるので

行っていると。先ほどの話だとこれから３ヶ月に１回だと。元に戻るわけ

ですね。簡単に言うと。今回は 11月の始めに施行規則ができるわけですよ。

これ確かに高松山の問題ですが、大きく言えば津市地域公共交通網形成計

画の一つですよ。だから３ヶ月に一回というのはどうかと思うんですけど

ね。 

 

＜事務局＞   説明不足で申し訳ございません。担当が言いましたのは今３ヶ月くらい

開いているということで、今までも１ヶ月に１回しておりまして、これか

ら３ヶ月に１回しかしないという事ではございません。今後も頻繁に、場



 

- 21 - 

 

合によっては運行変更を考えているときは１ヶ月に２回、３回と会議もも

っておりますので、そういうぺースで別に３ヶ月に１回今後もしていくと

いう意味とは違いまして委員の御指摘のように頻繁に１ヶ月に１度という

形でさせていただきます。 

 

＜北村委員＞  運営委員会のときのことなんですけど、２点言いたいことがあって、１

点はたとえば６月とか７月は暑くて出控えがあるというようなことなんで

すけど、単純に私が思うのは買い物に行くとか、外に出るとか、病院に行

くということは暑いからといって無くなることではないんですよね。そう

いう中、では出控えして買い物はどうしているのか、普段の生活はどうし

ているのかということをバスに乗る乗らないということだけではなくて日

頃の日常の生活をどのようにされているのですかというところからみんな

で話をしていけば、そういえばこういう時期は娘に全部買い物頼んでるん

だとか、外にこんな暑い中出れないからどうしてるんだとか、バス停まで

行くのが暑いんだとかいろいろそういう日常的な意見が出ると思うので、

バスだけじゃなくて、生活面の話を持って行くということがひとつ、そこ

からバスということを提案できるという、バスありきというよりはそこか

らバスをこういうことに使えますよというふうにもっていけるというよう

な聞き方ができればいいのかなと思ったのと、あと私自身、自分の実家は

高台に家があって、ほとんどの人たちがバスで主要な駅に行くという地域

に住んでまして、そういう中でもこの乗合ワゴンというのは、もちろんあ

ったんですが、非常にハードルの高い乗り物なんです、乗合ワゴンという

のはね。日常的に路線バスを使っている者であっても乗合ワゴンに乗ると

いうのはとても緊張する、どうやって使おうと思って緊張するという印象

がものすごくあるので、それこそさっき林さんがおっしゃったみたいにこ

ういうふうに乗れますよと本当に具体的にやっていくということも重要と

いうか、どんなに言われてもすごく個人的にハードルが高い乗り方だなと

思うのでそういう工夫もしていく必要があるかなと感じました。 

 

＜事務局＞   たとえば御意見いただきました試乗会とかを、子供さんを対象とした試

乗会とかいろんな提案を事務局の方からもさせていただきたいと考えてお

ります。 
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＜伊豆原会長＞ 今、北村先生からお話があったのですが、私は乗合ワゴンの苦しさはよ

く分かるのではないかなと思うのですよ。今ハードルが高いというお話が

ありましたが、見ず知らずの他人同士がタクシーの車両で乗り合っていく

というのはなかなか難しいということだと思うのですね。その辺は住民の

皆さんと現場で話をしないと難しいのではないかなと思いますので、協議

会の方たちとばかりではなくて、協議会の皆さんが住民の皆さんとどうい

うお話をされているのかとか、事務局の皆さんも一緒になって住民の皆さ

んに問いかけるとか、そういう場を作ってあげるとかしないとなかなか難

しいのではないかなという気がしますね。是非その辺は委員の皆さんがど

んなメンバーか私は分かりませんが、その方たちばかりと事務局がやって

いるのではなくて住民の皆さんと話し合う場を事務局がセットしてあげる

とかそういうことがあってもいいのではないか。むしろ先ほど言われたよ

うに生活のリズムとか生活の仕組みとかそういう部分でいろんな使いにく

さもあるのでしょうから、その声を聞くということがいるのかなと思いま

すので是非そのあたりを含めてお話し合いするチャンスを作って下さい。 

 

＜越川委員＞  よろしいですか。ひとつだけ。重ねてお伺いすることになるかも分かり

ませんけど、６月７月、特に７月は乗車人数が尐ないですね。これ何回く

らいデマンドがあったのですか。７月の間に１回くらい。 

 

＜伊豆原会長＞ ４便ですね。 

 

＜越川委員＞  ４便ですか。じゃあそれ以外の日は全然動かないんですね。これ、一人

当たり確か 300円と伺ってましたね。その辺も乗車する人の意欲をそぐの

ではないでしょうか。 

 

＜事務局＞   それは高いということですか。 

 

＜越川委員＞  そうです。高松山団地から新町まででしょ。津の市内中心部を走ってる

コミュニティバスは１回 100円でしたね。ぐるっと・つーバスですか。あ

のへんと格差がありますよね。１回 300円というのはなかなかね。今の庶

民感覚としては高すぎますよね。何かいい方法はないのですかね。 
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＜伊豆原会長＞ それを含めてどうぞ。 

 

＜事務局＞   まず料金の問題ですが、確かに 300円というのはいろいろ御議論あると

思うのですが、住民の方の主体型でさせていただいているということがご

ざいまして、料金を安くしたら自治会の負担が増えるというそのバランス

がございますので、これにつきましては高松山団地の運営委員会でも当初

始めるときに、料金はいくらぐらいなら大丈夫なんだろうということはし

っかりアンケート等でもしまして、300 円ならいいでしょうということで

始めていて、結果的に委員さんがおっしゃるように高いなと思ってみえる

方もみえるかも分かりませんけど、その辺は乗っていただく方に負担がど

のくらいかという部分ももう一度検証しながら、ただ当初 300円というの

はそういうことも含めて決めさせていただきましたので、簡単に決めたの

ではありませんので、またその部分はもう一度乗っていただく方をどうし

ていくのかという議論の中で料金についてはどうかという問いかけは必要

かなと思います。 

 

＜越川委員＞  そうですね。一度していただきたいですね。乗りたいと思う人の本音を

ね。 

 

＜事務局＞   そうですね。ただ住民主体型でやっておりますので、受益者の方から、

乗っていただく方からお金をいただかないと反対に自治会の方から沢山出

さないといけないことになりますので、それは協議の課題ということでそ

れはどうなんだろうというような投げかけぐらいにはなると思いますが、

させていただきます。それから北村委員が言われましたこと、非常にそう

いうことで私どもも当初高松山団地の乗合ワゴンをするとき、会長を始め

として委員の皆さんに乗合ワゴンのハードルが高いという部分というのは

いろいろ御意見はいただきました。そういうことで運営委員会の方にも、

例えば会員の方をみんな集めてバスには関係のないイベントをして知り合

い同士になってもらうとか、そういう投げかけは逐次してきましたけれど

も、運営委員会もイベントという形ではなかなかまだ踏み切れていない。

ただそこら辺の主旨は運営委員会さんも汲み取っていただいていますので、

総会みたいな形で先ほども御説明させていただきましたように登録者の方

全員に寄ってもらって、そこでいろいろ説明したり、登録者にこの方たち
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がいるので一緒に乗り合う方はこの方なんだということはやってもらって

います。今後につきましては北村委員さんから御意見いただいたようにや

っぱりもうちょっと仲良くなってもらった方がハードルも低くなるという

ことがあるので、イベントもこれだけ乗客も減ってきている中ですのでレ

クリエーション的な部分でまた兼ねてもらうということでもう一度提案し

たいと思います。 

 

＜竹田委員＞  意見も出ておるんですけど、北村先生の方から日常生活の関わりでどう

位置付けていくかという意見がありましたよね。残念ながらまだ日常生活

の一部になっていないという感があるわけですよね。これは高松山に限っ

たことではなくて、今ぐるっと・つーバスの話が出ましたけど、私ぐるっ

と・つーバスを主宰しているのですけど、なかなか市民の全体のものにな

らない。利用者の方はもうかなり日常生活の一部になじんでいただいてい

るのですが、それがまだまだ広がりが弱いというか。したがって、コミュ

ニティバス全体が市がやっていることで、私らは関係ないというような、

日常の中ではそういうような位置づけというのがある。この都市計画部の

交通政策課の職員は一生懸命やっていただいている。高松山の運営委員さ

んも聞くと一生懸命なんですよ。なんとかしてせっかく市からの助成をし

てもらってこれだけ８年も 10 年もかけて議論してきたんだからなんとし

ても利用者を増やしたいって一生懸命なんだけどなかなか住民の皆さんは

っていうようなぼやきも聞くわけですね。 

 

＜森田委員＞  竹田さん、申し訳ないですけど、このときの２年前の新聞見たのですけ

ど、ぐるっとつーバスが導入できない理由は道路が狭いからと書いてあっ

たのですが、できたらぐるっとつーバスが 100円で回ってくれたら一番い

いのですがね。 

 

＜竹田委員＞  要するに道路交通法上、ＪＲの踏切がすぐですので、あれがどうしても

認められないということで残念ながらあそこに行けなかった経緯があるん

ですけどね。どっちにしてもやっぱり役所もオール津で取り組めるような、

高松山団地中には自治会もあれば老人会もあれば民生委員会もあればいろ

んな形であるわけですから機会があるたびにこの乗合ワゴンのことを言っ

ていただけるような、我々は今の話、せいぜい月１回でしょ。行っても。
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だからもうちょっとオール津で取り組めるような体制を取り組む必要があ

るのではないかな。でないと担当がしゃかりきになっても地域の役員がし

ゃかりきになってもなかなか改善できないと。今の前段の調査事業の中で

もそうですけど、都市計画の問題が話題になりましたけど元々都市計画で

団地開発やってもバスの乗合、交通をどうするかというような部分という

のはまったくないわけですから、したがって今 30年 50年たってきて、20

代、30 代で買って快適な生活したけど 70、80 代になってきて困ると。最

近ようやく都市計画の中でもそういう公共交通の位置づけが必ず団地開発

法には入れるようにというようなそういう雰囲気というのは出てきていま

すけど、残念ながらまだまだで、担当が一生懸命。僕ら本当に頭が下がる

思いを持っているんです。これ、おべんちゃらじゃなしに。一生懸命やっ

ていますよ。しかし残念ながらここだけなんですね。役所広しといえども。

この担当だけが一生懸命やっていると。この公共交通、コミュニティバス

については。他は何かあったら議論になるという程度です。その辺をもう

ちょっとお互いに役所は役所で考えていく、地域は地域で考えていく。あ

んな狭い高松山団地の中でも聞いてみたらもう匙投げたがる部分も出てき

ているというか、これだけ一生懸命やっているのに住民の理解が得られな

いとかですね。そういうことがありますので、是非なんとかそういう方向

で導いていっていただければもうちょっと新たなアイデアが生まれるので

はないかという気がしますので、是非そういう点でも努力をお願いしたい

なと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。せっかく住民の皆さんがアイデアを出してやっ

ていただいているわけだからなんとか。これは消すのはいつでも消せるの

ですけど、それをやってしまうと結局意味がなくなってしまう。事務局の

皆さんも一生懸命やっていただいているんだろうから何かそういうところ

でお手伝いみたいなことができたらいいなと思います。こういったデマン

ド、いわゆる予約型の仕組みというのが実は今高松山だけではなくて周囲

にはいっぱいできてきているのですが、そういったところで他の地域の実

例も調べながら、他の地域でうまくやってそうなところの情報をちょっと

得てみるとか。協議会の皆さんの方にそういう情報が伝わるようなことと

か、いろんなことをやってみていただいたらと思いますね。やっていただ

いていると思いますけど。多分そういったことも含めてなんとか御利用い
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ただけるような仕組みをね。裾野を広げるというお話がありました。そう

いったところも含めて、いま竹田委員から一生懸命やってくれてるよとい

う御紹介いただいたのですが、もうひとつ、ごめんなさい、がんばってい

ただくということをお願いしたいと思います。申し訳ないけどよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 

＜中津委員＞  たとえば年齢構成とか経済情勢とか地域の人口とかいろんなことが絡

み合って５年前とは随分変わった形になっていると思うんです。多分そこ

でいろんな悩みがでてくるはずなんです。利用者の方ももっと勉強すべき

です。登録してない方もある程度知ってはいるんです。もっと勉強すべき

です。お互いに勉強すべきです。そこでいいものを出し合えばいいわけで

す。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがでしょうか。お願いばかりで事務局は大変

だと思いますがよろしくお願いいたします。是非いろんなところで、皆さ

んもお帰りになったところでこういう仕組みをやっているところがあるそ

うだとか、そういうことも話題にしていただけると大変いいのかなと思い

ます。必ずしもタクシー車両がいいかという話ではないのですけどね。多

分、街なかにも高松山と同じように一時期開発がぱっと進んで同じ世代の

人たちが随分沢山住まれていて、それが皆同じ世代で高齢化が進んでいる

地区というのは津だけではなくて日本全国の町にいっぱいにあるんですね。

同じような悩みを皆さん抱えている。皆さんよく言われる買い物なんてい

うのはそういうとこなんですよね。そういうとこを含めて何か考えないと

いけない。ただ、今、竹田さんがおっしゃったように生活のスタイルが車

に慣れきっているものですから、それをもう一度整理しなおすというのは、

リセットしなおすというのは非常に辛いことになりかねないわけですね。

車に慣れきったなかでそれをうまく使いこなしていく仕組みをもう一度リ

セットするのは大変なんですけど、でもなんとか私たちもそういう時代に

さしかかっているわけです。若い方もすぐにそういう状況になりつつある

ということも含めてみんなで考えて提案していただければと思いますので

よろしくお願いいたします。もう尐し頑張ってください。よろしいでしょ

うか。それでは４番目の「津市コミュニティバスの運行変更について」と

いうことで、これ協議事項です。今日合意いただくことによって次のステ
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ップに進むことができるということですのでよろしくお願いいたします。

では事務局よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   それでは事項の４、「津市コミュニティバスの運行変更について」 御

説明申し上げます。 

今回、この津市コミュニティバスの運行変更のほか、御承認いただいた

際は、先般、御承認いただきました地域内フィーダー系統確保維持計画の

変更申請と２年または３年に一度あります自家用有償旅客運送の変更及び

更新登録の申請が付随して必要となります。 

まず、運行変更について御説明申し上げます。 

資料４－１をご覧ください。 

変更を考えている地域は久居、美里及び一志地域の３地域です。 

久居地域につきましては、榊原ルートと桃園ルートを対象に10月１日、

さらに、全ルートを対象に来年１月１日に考えております。 

美里地域につきましては、辰水ルートを対象に 10 月１日に考えており

ます。 

 一志地域につきましては、全ルートを対象に 10月６日に考えております。 

それでは、詳細について説明をさせていただきます。 

まず、久居地域ですが、資料４－２（久居）①をごらんください。 

こちらは榊原ルートで、10月１日に変更を考えておりまして、現在は点

線部分を運行しております。 

七栗サナトリウムを御利用いただいている利用者の方からの御要望で、

現在、当該施設を利用しようとすると、図の上ほどにあります大鳥という

ところを利用することとなり、病人が歩くには大変であるとのことからの

要望です。また、コミュニティバスの乗り入れについては施設を通しても

要望をいただいており、施設側からの積極的な協力を得ることができまし

たことから、今回、図にお示しさせていただいた形での運行変更を行いた

いと考えています。 

運行時刻への影響ですが、資料４－３（久居）①の左下付近にあります

榊原ルートをご覧ください。 

ほぼ運行ルート上にあることから、現在の運行ルートの中に納まること

ができるため、ほかには影響がございません。 

次に資料４－２（久居）②をご覧ください。 
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 桃園ルートで、こちらも 10月１日に変更を考えておりまして、現在は図

右上の須ヶ瀬というところまで運行しており、そちらで転回して、図でい

う上方向、北の方角へ戻っていく運行を行っています。 

 この須ヶ瀬の停留所をご利用いただいている利用者の御要望とともに、

今回、追加を予定させていただいています高橋地区の老人会からも御要望

があったことから、図にあります高橋まで延伸を行いたいと考えています。 

運行時刻への影響ですが、資料４－３（久居）①の先ほどの榊原ルート

の右側の桃園ルートの時刻表をご覧ください。 

須ヶ瀬の前に高橋を運行するため、その分の時間が後へと順次遅れる形

となっております。 

次に資料４－２（久居）③をご覧ください。 

こちらは、全ルートが対象で来年１月１日に変更を考えております。 

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、現在の久居総合支所の機能

がポルタ久居の位置に移りますことから、その移転に伴うもので、現在、

始点または終点またはその両方となっておりますことから、それぞれのル

ートにおいて、延伸等の調整を加え、対忚をはかる運行変更を行いたいと

考えております。 

運行時刻への影響ですが、資料４－３（久居）②をご覧ください。 

延伸等の関係により、運行時刻が長くなる部分が出てきており、後へ遅

らせるところは遅らせ、次の運行に影響を与える部分については、前倒し

する形で調整を考えています。 

次に資料４－２（久居）④をご覧ください。 

こちらは、先ほどの久居総合支所の機能が移ることによって、現在の総

合支所周辺の方のご利用を確保することを目的にしており、変更時期は先

ほどの移転に合わせての来年１月１日です。名称につきましては、公共施

設であります図書館と隣接しておりますことから、施設名の久居ふるさと

文学館前としたいと考えております。 

 運行時刻への影響につきましては、先ほどの資料４－３（久居）②と同

様です。 

 次に美里地域についてですが、資料４－２（美里）をご覧ください。 

 辰水ルートで、こちらも 10月１日に変更を考えておりまして、現在も図

のとおり運行しておりますが、こちらは地形的な関係で予定しています市

場付近が山頂のような形となっています。 
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地域の利用者と懇談をし、協議を行ったところ、近隣の辰水小学校前停

留所を利用する場合、帰りが徒歩で上り坂となるため、御利用いただいて

いる方から荷物を持って坂を登ることが大変であり、ルート上にバス停を

追加してほしいとする要望に対して対忚するものです。 

運行時刻への影響ですが、資料４－３（美里）の右側の辰水ルートの時

刻表をご覧ください。 

辰水小学校前と清水の間に追加するだけですので、ほかに影響はありま

せん。 

次に一志地域についてですが、資料４－２（一志）をご覧ください。 

川合ルート及び高岡ルートで、こちらは、スーパーの移転に合わせた 10

月６日に変更を考えておりまして、現在は図では載っておりませんが、図

の右側、方角で言うと東にぎゅーとら一志店がありますが、店舗の移転に

伴い、図の位置となります。日用品等の買い物で必要であることから、住

民の方が御利用いただける形での運行変更となるように、停留所の順番に

ついては、最小限にとどめさせていただいております。 

資料４－３（一志）をご覧ください。 

施設を回る順番が変わりますが、全体としては、運行時間が増えません。 

同じく一志地域ですが、資料４－１にお戻りください。 

川合ルート及び高岡ルートにおける変更ですが、こちらは施設の名称変

更によるものでして、変更は先ほどのものと合わせて 10月６日としたいと

考えております。 

名称の変更につきましては、一志地域内の医療機関である小渕病院が、

小渕医院に名称変更されたことに伴うもので、この名称変更に伴う、停留

所の位置変更等はありません。 

以上で運行変更の内容については説明を終わらさせていただきます。 

続いて、付随する事項といたしまして、地域内フィーダー系統確保維持

計画の変更につきまして、前回の協議会で、その計画についての申請内容

を図らせていただきましたが、今回、この運行変更をご承認いただきまし

たら、その、申請の内容であります運行の計画距離などが変わることとな

りますため、変更が必要となります。こちらにつきましても、御承認いた

だいた内容で、変更届出書を作らせていただき、三重運輸支局を通して提

出するという作業となります。 

 さらに、道路運送法で定められております有償運送の登録の更新時期が
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平成 26年９月末となっており、重大な違反や事故がなかった場合は３年間

の更新が可能となっておりますことから合わせて、更新を行いたいと思い

ます。 

今回の運行変更と合わせて、ほかの市町村有償運送を行っている久居、

河芸、芸濃、安濃及び美杉地域の各ルートについて、現在と同様のものと

して、更新を行いたいと思います。 

 以上で説明を終わります。  

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ただいまのコミュニティバスの運行変更につ

いて説明をいただきました。これについて御意見、御質問はいかがですか。 

 

＜竹田委員＞  久居のサナトリウムから大鳥、上向いて走る職員宿舎のところを経由し

ていくわけですけども、これ道路は大丈夫でしたかね。細いのではないで

すか。 

 

＜事務局＞   現地の方を見ましたところ大丈夫でした。比較的広くてバスも通れるも

のでした。 

 

＜竹田委員＞  そうですか。サナトリウムの中、宿舎までのこの間。 

 

＜事務局＞   ロータリーの様な形状になっておりますが、屋根の方もかかっており幅

も広いものとなっておりましたので大丈夫かと思います。 

 

＜大西委員＞  ちょっと細かい部分ですが、資料４－２の久居の④ですがここのバス停

ですけども、イメージ写真で、ここは交差点が近接しすぎじゃないですか。 

 

＜事務局＞   確かに交差点が奥の方にある形になるのですが、写真では近くにとれる

かもしれないですが、交差点の方からは距離も結構ありまして、あと、横

の車を停めるようなところも若干あるので適切かと考えております。 

 

＜大西委員＞  ただね、直進、右折、合流してここからというところがポイントになっ

ているような気がしますのでね。 

 



 

- 31 - 

 

＜伊豆原会長＞ 公安協議はどうなっていますか。 

 

＜事務局＞   所轄の津南警察署様の方とお話させていただいて、事前にはよろしいと

いうお話をいただいておりますので是非ともこれで進めたいと思います。 

 

＜大西委員＞  それからここは相当交通量ありますからね。というのは、これ上下にバ

ス停があるわけですね。当然横断がここで発生すると思いますが、その辺

もちゃんと協議ができておるわけですか。 

 

＜事務局＞   横断は信号を御利用いただくとかそういった形をとっていただく必要

があるかと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 地元の皆さんへの説明はどうされますか。 

 

＜事務局＞   地元の方にはこの協議会で整った上で地元の方に回覧等で周知したい

と思います。 

 

＜伊豆原会長＞ できれば回覧だけではなくて、いろいろな集まりのところに行って直接

御説明していただくというのがすごく大切ですね。回覧板というのはみん

な見るので、市の広報よりちゃんと見ると私は思いますが、やはり肉声で、

ちゃんと事務局の皆さんの声で説明をしていただくというのがすごく大切

です。是非このバス停を追加されたときは地域の皆さんにこういう理由で

こういうことやるからぜひ御利用下さい、安全性も気を付けてください、

ということを丁寧に説明していただくというのが大切だろうと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  特にルートの変更とか停留所の移設等は当然停留所の追加は当然地元

の要望があって地元の声だと思うんですけど、ルートの変更の場合は当然

バスの時刻が変わると。特にそちらの方についてはより一層地域の住民の

方へのＰＲをお願いしたい。 

 

＜伊藤委員＞  津署ですけど、美里なんですけど、この場所に設置される予定ですか。 
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＜事務局＞   はい。以前これでお話させていただいております。 

 

＜伊藤委員＞  これでお話させていただいたときにうちの担当者からいろいろお話さ

せてただいているはずなんですけど、それは覚えてみえますよね。 

 

＜事務局＞   板を置くという話ですよね。 

 

＜伊藤委員＞  だけじゃないですね。外側線を引く。 

 

＜事務局＞   外側線まではという話でした。 

 

＜伊藤委員＞  ではここでお願いしときます。道路改良をお願いします。多分上に置か

れるんでしょうね。バス停の表示は。要は待合所が必要だということなん

ですよね。スペースが。バス停のですね。そこで待っていただいてそれが

上になるのか下になるのか別にしても下だったらやっぱり外側線が必要に

なってきますので。路側帯の白い線ですね。 

 

＜伊豆原会長＞ 下には置かれないでしょう。道路上に置くのですか。 

 

＜伊藤委員＞  ですから道路改良をある程度してくださいということでお願いしてい

るはずなんです。 

 

＜事務局＞   もう一度細かい部分についてお伺いさせていただきます。 

 

＜伊藤委員＞  元々バス停を設置される理由、良く分かります。荷物を持って坂を登ら

れるの、本当にお気の毒ですし、そこらへんはよく分かるんですが、設置

の場所をやはりカーブですから、さっき大西委員も言われましたけど、安

全は全てを優先するということであれば、交通量に関わらず高齢者が乗る

ということも想定しながら乗る側と後ろから来る者と、そういったものの

安全を確保していくというのが必要だろうと思います。やっぱり乗ったと

きに発進をして事故をされるというか、乗客がけがされるのは全国的にい

くつもあります。坂道でもそうです。登りでも下りでも。三重交通さんす

ごく気にしてみえて乗客が座ってからでないと発進はされません。それく
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らい気を付けておられますけど、それでも全国的にみたらやっぱりそうい

う事故は人身事故は発生しております。そういうのはやっぱり防いでいく

という面では平坦が望ましいのですが、坂道、若干勾配があるにしてもそ

ういうところに設置せざるを得ない場合にはやはりもうちょっと道路改良

をしていただく必要があるのかなと思います。例えばですよ、さっきも中

津委員言ってみえましたけど、乗っていただくという発想でいけば、待合

所から、降りてまた車に乗るという高齢者、体の悪い人たちに負担をかけ

るようなこういう乗せ方は良くない。そのために左側に車を寄せてこの段

差をなしに乗せるようなことがあってはならないというわけです。うちの

サイドから言わせるとね。やっぱりけがのもとですから。やっぱりここは

改良してもらう必要があるということなんですけど、それだと場所を変え

てもらうか、いろいろ個別に考えさせてもらいますけど、私としてはバス

停を増やすということはあまり好ましくはないと思います。これは後続車

の関係ですね。正規のものはどうしても増やす時はもう尐し考えてもらい

たい。それから前後のバス停も含めて考えていただきたいということなん

ですよね。本当に必要であるならばもうちょっと前と後ろ、市場と小学校

前、そこらへんのバス停も３つを考えてもうちょっとやっていただくとも

っと利便性を高めるということがひょっとしたらあるのかもしれないとい

うことを含めて考え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。 

 

＜事務局＞   協議につきましてはもう一度お伺いさせていただいて。こういう形であ

ればという形で。若干のバス停の移動の多尐の部分とか道路改良。その部

分でどういう形でうちが対忚できるかということも含めてもう一度うちが

行かせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

＜伊藤委員＞  分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。もしなければ今のお話の美里の市場というバス

停については警察の皆さんの方ともう一度協議していただく。整わない場

合はこれはできませんね。ということでその他については整っているとい

うふうに判断したらいいですか。 
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＜事務局＞   はい。 

 

＜伊豆原会長＞ 実は皆さんから御了承いただくと（２）と（３）の資料がないのですけ

ど、地域内フィーダー系統確保維持計画の変更。これは国の補助ですね。

確保維持改善事業の補助を受けるための修正申告をしなきゃいけないとい

うことと、もう一つは自家用有償運送という白ナンバーでお金をいただく

仕組みなのです。白タクやってはいけないですよね。でも公共の福祉とい

いますか、そのためには白ナンバーでお金をいただいて、200円ですよね。

運行してもよろしいというのが実は道路運送法の 79条に書いてあります。

今、津のいくつかのところはそういうやり方で市が事業者になってやって

いただいているということなんですが、このルートはみんなそうなるんで

すよね。更新登録があります。 

 

＜事務局＞   久居、河芸、芸濃、美杉になりまして、変更のところは一部三重交通さ

んと一志運輸さんがございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ですから本来なら自家用有償はこういうルートでここでちゃんとこう

いう申請しますというのが一つないと皆さんには分からないわけですよね。

運行変更の今の（１）の方は今回の資料でいいのですけど、（２）はルート

が変わるよという話で修正いいんですけど、（３）については登録の申請は

今日やっておかないと９月 30日は間に合わないでしょ。だから本来は資料

をつけてもらわないと特に初めておみえになっている委員の方には何のこ

とかとなりかねないのでね。そこの部分については大変申し訳ありません。

事務局が申請する用紙を私の方でチェックするということを条件に御了承

いただけたらと思いますがよろしいでしょうか。 

 

＜委員＞    異議なし。 

 

＜伊豆原会長＞ そういうことで美里については再度津警察の方でもう一度協議してい

ただいて、できるとなった場合は申請するということですね。久居と一志

についてはこのまま運行変更を 10月１日ですので、今日御了承いただかな

いと間に合わないので、運輸支局の方に申請していくということになるか

と思います。そういう条件をお願いして御了承いただけますでしょうか。
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ありがとうございます。それでは運行変更の１番の方の久居と一志につい

てはそういうことで美里についてはもう一度協議した上で整った時には変

更のお願いをする。（２）、（３）については私の方でチェックして申請する

ということにしたいと思います。ありがとうございました。それでは次の

津市コミュニティバス現地視察についてということで事務局からお願いし

ます。 

 

＜事務局＞   事項５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。 

最初に、資料の訂正が１点あります。 

資料５－１の下から５行目、「移動手段：芸濃地域芸濃循環明ルート【左

ルート】乗車 １周」とありますが、この「１周」を消していただいて、

「移動手段：芸濃地域 芸濃循環明ルート【左ルート】乗車」までに修正

お願いします。お手数おかけしますがよろしくお願いします。 

では、説明の方に移らせていただきます。 

資料５－１をご覧ください。 

前回の協議会で、８月末に実施するとお話しさせていただきましたが、

日程調整の関係で、時期と乗車ルートに変更がありましたので、まず御報

告させていただきます。 

日時は、10月７日（火曜日）で、芸濃地域・河芸地域のコミュニティバ

スの視察を行いたいと思います。この地域を選んだのは、平成 25年度より

午後便を増便した、芸濃地域のバスに乗車可能であるということ、また、

これまで実証体験を行っていない地域であるということで選定させていた

だきました。 

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 13 時

15分に本庁舎、芸濃に直接お越しになる方は、13時 40分に芸濃総合支所

でございます。 

集合後、芸濃地域のコミュニティバスの視察に移りたいと思います。 

基本的に、①の芸濃循環安西ルートに乗っていただく形をとりたいと考

えていますが、芸濃地域のバス車両の大きさの関係上、参加人数が多い場

合に、②の芸濃循環明ルートにも、分かれて乗車していただく形をとりた

いと考えております。 

まず、安西ルートに乗られる方は、芸濃総合支所 13時 47分発の芸濃地
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域芸濃循環安西ルート【左ルート】に乗車し、14 時 24 分に下車していた

だきます。 

二班に分かれる場合、もう一班は、芸濃総合支所 13時 53分発の芸濃地

域芸濃循環明ルート【左ルート】に乗車し、14 時 20 分に中町で下車する

予定となります。 

その後、事務局が用意した車で河芸総合支所へ移動し、15時４分発の河

芸地域河芸循環北ルート【右回り】に乗車して１周し、15 時 58 分に下車

していただきます。 

お帰りは、河芸総合支所から事務局が準備した車に分乗していただき、

16 時 20 分に津市役所本庁舎、もしくは芸濃総合支所に到着し、解散する

予定です。 

続きまして、資料５－２をご覧ください。 

こちらは御乗車いただいた際に、御記入をお願いしたいアンケートでご

ざいます。当日お配りする予定ですが、参考のため、今回の協議会でも配

布させていただきました。 

今回の視察では、芸濃循環安西ルートと芸濃循環明ルートのうち、御乗

車いただいた方と、河芸循環北ルートという、合計２つのルートを視察し

ていただきますので、当日は、ルートごとに御記入をお願いいたします。 

項目について、説明させていただきます。 

１停留所位置の分かりやすさ、ですが、こちらは、コミュニティバスの

停留所がわかりやすい場所にあるかどうか、を評価していただく項目でご

ざいます。バスの座席位置によっては、すべてのバス停が見えるわけでは

ありませんので、見える範囲で、評価してください。 

２乗車のしやすさ、ですが、こちらは、路上等からバスに乗りこむとき

に乗りやすいかどうか、を評価していただく項目でございます。 

次に３座席の乗り心地ですが、こちらは座席にお座りになった際、シー

トの乗り心地がよいかどうか、を評価していただく項目でございます。 

次に４走行の丁寧さですが、こちらは急発進、急停車、急カーブなど、

走行の丁寧さについて、丁寧かどうか、を評価していただく項目でござい

ます。 

次に５走行中の車内の揺れですが、こちらは運行ルートにおいて、車内

の揺れが尐ないかどうか、を評価していただく項目でございます。 

次に６走行中の車内に聞こえる音ですが、こちらはバスの中が静かかど
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うか、を評価していただく項目でございます。 

次に７走行ルートの安全性ですが、こちらはバスの走行ルートが安全か

どうか、を評価していただく項目でございます。 

次に８車内の清潔度ですが、こちらは車内が清潔かどうか、を評価して

いただく項目でございます。 

次に９運転手の接客態度ですが、こちらは運転手の接客態度が良いかど

うか、を評価していただく項目でございます。 

次に 10降車のしやすさですが、こちらはバスから路面等に降りる際に降

りやすいかどうか、を評価していただく項目でございます。 

これらは、すべて５段階で評価いただくこととしておりますので、１か

ら５のどれか１つに○をつけていただきたいと思います。また、視察して

いる最中に特に何か気づいた点がございましたら、右側のコメント欄に記

載していただければ、と考えております。 

記入していただいたアンケートは、今後の津市コミュニティバスのさら

なる改善のため、参考にさせていただきますので、お手数おかけしますが、

御協力よろしくお願いします。 

出席確認や詳細なスケジュールは後日送付させていただきたいと思いま

す。日程やルートの変更がありましたが、多くの皆様に参加していただけ

ると幸いです。よろしくお願いします。 

以上で、「事項５ コミュニティバスの実証体験について」を終わります。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。10月７日ということで、後日皆さんの方に参

加確認を事務局の方からしていただくことになりますのでよろしくお願い

します。もうこれで４回目になりますか。沢山の皆さんの御参加をお願い

したいなと思いますのでよろしくお願いします。何か他にございますか。

よろしければ次の議題にいきたいと思いますがいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。ではまた事務局の方から連絡がいきますのでぜひ御回答の

方よろしくお願いします。それでは６番の「廃止代替バスの運賃改定につ

いて」。これは協議事項になりますので皆さんの合意をいただけたらそれを

行うということになります。では事務局よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞   それでは事項の６、「廃止代替バスの運賃改定について」 御説明申し

上げます。 
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大変申し訳ありません。資料６－２①の三行線の運賃表に誤りがありま

したので、お手元の資料の差し替えをお願いいたします。また、資料６－

３の追加をさせていただきたいと思います。 

まず、廃止代替バスについてですが、廃止代替バスは、民間路線バス、

この地域で言いますと三重交通が路線の廃止を行ったもので、それを市町

村等が赤字分を負担し、運行を継続している路線のことです。 

具体的には、三行線、津新町大里線、安濃線、多気線、亀山椋本線及び

名張奥津線の６路線がこれに該当します。 

具体的に見てまいりますと、資料６－１①をご覧ください。 

三行線ですが、これは、河芸地域の三行というところ図面では上のあた

りから、一身田や三重大学前などを経由し、津駅または三重会館まで運行

をしている路線です。 

次に、津新町大里線ですが、こちらも資料６－１①をご覧ください。 

中央の左側の三重病院から、一身田や三重大学前などを経由し、津新町

駅前まで運行している路線です。 

次に、安濃線ですが、資料６－１②をご覧ください。 

安濃地域内の安濃総合庁舎前から立合（りゅうごう）までの部分となっ

ています。この安濃線につきましては、別の系統として資料の上の方にあ

る市場へ運行している三重交通路線もあるため、安濃線立合系統とも呼ば

れています。 

次に、多気線ですが、資料６－１③をご覧ください。 

久居地域の近鉄の久居駅前から、一志地域及び白山地域を経由し、美杉

地域の竹原まで運行している路線です。 

次に亀山椋本線ですが、資料６－１④をご覧ください。 

こちらは、亀山市と共同で運行を行っているもので、亀山市の亀山駅前

から芸濃地域の椋本までを運行している路線です。 

最後に名張奥津線ですが、資料６－１⑤をご覧ください。 

美杉地域内及び奈良県御杖村の一部を通る路線となっており、ほかに名

張駅から敷津というとことまで運行している別の三重交通路線もあります

が、それを補完する形で、伊勢奥津駅から飯垣内までの間を運行していま

す。 

経費、運賃収入、利用者数及び市負担額の関係を表しました資料６－３

をご覧ください。 
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運行経費につきましては、ほぼ横ばいの状態でありますが、運賃収入に

つきましては５年間でおおむね１割を超える減尐が見られます。 

利用者数につきましても、運賃収入と同様に５年間でおおむね１割を超

える減尐となっており、市負担額につきましては、運行費用から運賃収入、

さらには各種補助金を差し引いたものとなっていますが、新たな路線を考

慮しても全体で、５年間で３割以上の負担が増えています。 

これら廃止代替バスは先ほども、御説明させていただきましたとおり、

もともとは三重交通の民間路線であったものが、それらの収支の悪化が原

因で廃止となったものです。 

しかしながら、廃止となると相当数のご利用者に不便がかかるため、三

重交通の運賃体系、システムを利用できる状態での運行を継続してきたと

ころです。 

これらの運賃体系、システムの維持・継続につきましては、コミュニテ

ィバスではなしえない、安価な費用でのバスサービスの提供に大きく寄与

しております。 

費用を抑制する方法としましては、バス、運転士を廃止代替の専用利用

としないで、他の路線と併用することにより効率を高めています。 

これらのことから、利用者にとりわかりやすい運賃体系と連続利用でき

るシステム、さらには行政負担の低減となっています。 

また、市街地周辺部では、民間バス路線と同様に幹線部分を運行してい

るところがあったり、郊外においては、民間バスと連続した利用ができる

など、事業者が同じであるからできることも多くあります。 

このたび、三重交通路線で 10 月から運賃体系が見直されます予定であ

りますため、それに忚じて廃止代替バスにつきましても、資料６－２①か

ら６－２⑥のとおり、運賃が 500円未満のところは 10円、500円以上のと

ころは 20円ずつそれぞれ運賃を上げさせていただき、改定を行いたいとす

るものです。 

以上で説明を終わります。 

 

＜伊豆原会長＞ 廃止代替バスの運賃改定について説明をいただきましたけど、何か御質

問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。もしなければ、御

了承いただいたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

そしたら 500円未満は 10円、500円以上は 20円の運賃改定をさせていた
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だくということで御了承いただいたということで進めてください。よろし

くお願いします。御了承いただいた後に事務局に言っていてはいけないで

すが、できれば本当はこの運賃改定の理由書をここにちゃんと付けておい

ていただきたい。コメントでやるのは決していいことではなくて、資料が

残るわけですから。協議会の資料として残すということをちゃんとしてお

かないと、ここで了承を得たという話は実はコメントの方にはないのです

から。協議事項はコメントをちゃんと書類を残すという、そして次のとき

にどうだったかということをちゃんとやっておかないといけない。いいで

すか。お願いします。しゃべってコメントではまずいと思いますので資料

をちゃんと付けるということをお願いしたいと思います。その他に移りた

いと思いますが、何か事務局の方でありますか。特にないですか。それで

はこういう協議会は年にそんなに回数できませんのでこの際、御発言して

おきたいことをお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしい

ですか。それでは御発言もないようですので、大変暑い中２時間続けて会

議を進めさせていただきましたがありがとうございました。お気をつけて

お帰りください。10月７日に現地視察しますので是非、御参加をよろしく

お願いいたします。それでは事務局の方にお返しいたします。 

 

＜事務局＞   本日は長時間にわたりどうもありがとうございました。沢山の御意見を

いただきました。しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。こ

れで第２回津市地域公共交通活性化協議会を終わりにさせていただきます。

どうもありがとうございました。 


