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平成 26年度第３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３回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成 26年 11月 21日（金） 

午後３時 00分から午後５時 00分まで 

３ 開催場所 津市市民活動センター ミーティングルーム 

（津センターパレス ３階） 

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、竹田治、

中津多喜郎、岡悦史（中林広己代理）、野田敏幸、林眞砂子、浮田

知樹（原田孝夫代理）、森田寛 

（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 津市地域公共交通総合連携計画（津市地域公共交通網形成計

画）策定スケジュールの変更について 

２ 津市地域公共交通網形成計画素案について（中間報告） 

３ 津市コミュニティバス現地視察のアンケート結果について 

４ 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３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、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３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。 

議事に入らせていただく前に、本日は三重短期大学准教授の北村委員、

津南警察署交通課長の谷口委員、津市社会福祉協議会の西川委員、三重交

通労働組合中勢支部長の山口委員につきまして、所要のため欠席するとの

御連絡をいただいておりますのでご報告させていただきます。また、松下

委員がまだ到着されておりませんが、役員総数 20名のうち現在 15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ご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＞ この 20 日に地域の公共交通活性化再生法がようやく実りを得たという

か、３日に運輸局でこれに関連した説明会がなされるということで、担当

者の方は行かれると思います。私も行きます。多分、この形成計画につい

ての説明ということだと思います。細かいところがどこまでか分かりませ

んが、基本的には行政の方が支局の方と綿密な連絡を取り合ってしっかり

した要件を満たすような計画を作っていただくこと。中身については皆さ

んから今日、御意見をいただいて、是非ブラッシュアップしていい計画に

していくということ、両方がいるのではないかと思います。あまり肩書に

こだわらず知恵をいただきたい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たいと思います。今日は１時間半程度

ということでございますので御協力をお願いしたいと思います。まず津市

地域公共交通総合連携計画。今のところ連携計画なのですが、この（津市

地域公共交通網形成計画）策定スケジュールの変更についてということで

事務局の方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１津市地域公共交通総合連携計画。昨日、11月 20日に、

改正法が施行されましたので、本日からは、津市地域公共交通網形成計画



 

- 3 - 

 

になりますが、この計画の策定のスケジュールの変更について御説明しま

す。 

当初スケジュールでは、10 月中の素案策定を予定していましたが、「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

期日が昨日、11月 20日に施行されましたが、「地域公共交通網形成計画」

についての、正式な基本方針等が国から示されるのは 12月以降の説明会に

なる見込みであることから、年度当初から、連携計画として策定準備をし

ていました素案を、国の方針に沿った形成計画案として修正していくため

に、策定スケジュールの変更をさせていただくものです。 

        当初 10月に素案の策定を予定していました素案の策定時期を平成 27年

１月に変更させていただくこととしますが、本計画の最終的な策定時期は

平成 27年３月のままで変更ございません。 

主な変更点を申し上げますので、資料１をご覧になってください。 

上から見ていただいて、真ん中あたり、7番目、「計画案の策定」ですが、

当初 10月に予定していましたが、１月に変更させていただきます。 

その３つ下、パブリックコメントの実施は、当初１月の予定を２月中旬

からに、その下、パブリックコメントの結果公表を２月から３月末に変更

します。 

少し下の二重線の下ですが、当協議会であります地域公共交通活性化協

議会の開催時期を当初予定していました 10月と３月から、11月と１月と

３月の３回開催し、その下ですが、分科会の開催は、当初 10月にもう１回

と２月に開催を予定していましたが、11月 10日こちらは開催済みでござ

いますが、12月と３月の 3回開催させていただきます。 

一番下の素案の市議会への報告ですが、当初 11月に予定していましたが、

２月上旬に変更したいと思います。 

委員の皆さまには、何かと御足労をおかけいたしますが、引き続き、御

協力をいただきますようお願いします。以上で、事項１御説明とさせてい

ただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。この変更について何か御意見、御質問はござい

ませんか。いろいろブラッシュアップする時間が沢山になったと、こう解

釈していただいてもよろしいかと思います。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。それではこ
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れからこのスケジュールで進めていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。それでは２つ目の津市地域公共交通網形成計画素案について事務

局からお願いします。 

 

＜事務局＞   それでは、事項書２、津市地域公共交通網形成計画素案について、中間

報告として、御説明をさせていただきます。 

お手元の、資料 2をご覧いただきたいと思います。 

        最初に、お断りでございますが、今回の資料につきましては、現在、分

科会でご議論いただいている途中のものであり、前回の 11月 10日の分科

会での議論を受けて、今回の協議会での中間報告用に、事務局で修正途上

のものです。 

したがって、その文言や、構成については、不十分な箇所があろうかと

思いますが、中間報告の資料という形でお出しさせておりますことをご承

知おきいただきたいと思います。 

まず、Ｐ１の「はじめに」でございますが、こちらにつきましては、前

回の分科会で、今回の計画策定にかかる策定の経緯がわかりにくいとの指

摘がありましたので、「本計画策定の背景」という形で、今回の形成計画

の作成経緯についての流れを説明しています。 

改めて説明しますと、前計画である連携計画を策定し、合併前の旧市町

村から引き継いだコミュニティバスや福祉バスなどのバス関連事業の運

行システムや、運賃体系を統一するなどし、津市コミュニティバスとして

再編し、３年間の実証運行期間と事業評価を経て本格運行へと移行してき

たこと。 

連携計画では、コミュニティバス再編計画としての役割は果たしてきま

したが、持続可能な公共交通網を確保・維持していくためには、市が運営

しているコミュニティバス等だけではなく、鉄道や、特に、民間路線バス

との役割分担や連携の強化を行っていくことが必要であること。 

また、今回の改正法による、プラスアルファによる部分である、まちづ

くり、観光振興等との一体性の確保などを加えて、連携計画をステップア

ップし、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「津市地域公共交通網形成計画」として改訂し、

本市がめざすべき将来像ともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明

確にした上で、公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を定めて
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いくことを記載し、本計画の説明としています。 

Ｐ２以降は、上位計画や、前計画である連携計画の概要、Ｐ９からは、

津市の人口の推計や、高齢化率などの、市の概況を、Ｐ15からは、公共交

通網の実態として、鉄道、路線バス、コミュニティバスなどの実態、Ｐ37

からは、各種調査結果ということで、市民アンケート、商業施設利用者ア

ンケート、コミュニティバス利用状況調査などの調査結果を掲載していま

す。 

市民アンケートの調査結果については、分科会の委員の皆さまには、ご

説明させていただいておりますが、協議会の委員の皆さまには、まだ、ご

説明させていただいていませんでしたので、ポイントだけ、簡単に説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず、Ｐ37 をご覧ください。アンケートの配布・回収状況は、配布が

7,410件で、回収数 2,409件、回収率は 32.5％でございます。 

Ｐ38の回答者の属性は、上段の円グラフ・真ん中ですが、回答者は約半

数が 60代以上です。 

真ん中の段、右側の表から、免許保有者は全体で 80.7%ですが、20歳代

～60歳代では 90%を超え、70歳代は 65.3%、80歳代では 36.8%と低くなっ

ていっています。 

一番下の段の表から、家族共用を含め、自由に使える自家用車がある方

は、20歳代～60歳代では約９割いますが、70歳代では 68.3%、80歳代に

なると 43.5%に低下していることがわかります。 

次に、Ｐ39の津市のバス交通についての満足度ですが、実は、回答の中

では、「よくわからない」が 40～50％と高くなっています。このことは、

普段マイカー等を利用していて、バスは使っていない人がほとんどである

ということが、よくわかったということになります。 

満足度が高い項目は、「バスの乗り心地」、「バスの乗り降りのしやすさ」、

「運転手の接客態度や運転マナー」の順で、低い項目は「バスの運行本数」、

「バスの停留所施設（屋根、ベンチ等）」、「バスの運行時間帯」の順となっ

ています。下のグラフで、バス利用者に限定しても、その傾向はほぼ同じ

です。 

        このページの下の方のグラフですが、印刷の関係で 15.総合的なサービ

ス内容が消えてしまっています。申し訳ございません。 

        40ページ以下は、運行ルート、本数など、各項目ごとの地域別の満足度
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をクロス集計したものですが、こちらの説明は、時間の都合上、省略させ

ていただきます。 

少し飛ばしまして、Ｐ45の円グラフですが、コミュニティバスのルート

の見直しについては、「地域内での買い物、通院などの移動に便利になるこ

とを優先して見直す」が 45.6%と、「地域内の運行本数を減らしても、周辺

の地域への移動できるルートを確保する」（7.3%）や「現状通りでよい」（7.1%）

よりも多くなっています。 

Ｐ45下段の横棒グラフですが、現在主に自動車で移動している人のうち

71.2％が、高齢になって自動車の運転が不安になったらバスを利用する」

と回答しています。 

Ｐ46の円グラフですが、デマンド型バスの利用希望についてですが、２

番目の囲みにデマンドバスの説明をいれていますが、デマンドバスとは、

事前に登録した利用者から予約の電話を受けて、バスが自宅付近の停留所

まで迎えに行き、利用者を巡回しながら相乗りして目的地近くの停留所に

運ぶという運行システムのことで、利用にあたっては、毎回、予約が必要

となり、予約のないバス停には行きませんので、目的地の停留所まで所要

時間は短くすることが可能となります。ただし、目的地は同じでも予約の

あったバス停の数により、経路や所要時間は毎回同じにはなりません。と

いう説明を受けて、約半数の人が「わからない」（49.5%）と回答し、31.4%

の方が「利用したい」と答えています。 

「利用したくない」(19.1%)と答えた方の理由は、一番下の横棒グラフ

にあるように、「毎回行きも帰りも予約することがわずらわしい」が 41.8%

で最も多くなっています。 

Ｐ47、津市のバス路線を改善するための費用負担の考え方としましては、

上段の円グラフから、半数以上の人が「バス利用者の経費負担が原則であ

るが、不足分は、税金により市民みんなで経費を負担すべき」と答えてい

ます。 

Ｐ47、下の横棒グラフですが、バスの利用を促進するためには、「運行

本数を増やす」と答えた方が 46.8%で最も多く、「鉄道との乗り継ぎを便利

にする」(36.3%)、「バスの行き先（目的地）を増やす」(34.9%)と続いて

います。 

先ほどの設問に対しまして、次の 48 ページですが、地域別に見るとほ

とんどの地域で「運行本数を増やす」が一番多くなっていますが、一志と、
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美杉では「鉄道との乗り継ぎを便利にする」が最も多くなっていることが

特徴的として出ています。 

日常での主な外出先について通勤・通学については、Ｐ49上段の表から、

上の各列が目的地で、下の各行が居住地域となっています。 

通勤・通学の移動の目的地を地域毎にみると、目的地が津地域にある比

率が最も高い地域が 10 地域中８地域あり、津地域が交流の中心になって

いることがわかります。 

下の表で、地域間移動の手段をバス利用者に限定すると、津地域への移

動の比率が全体よりも高くなっており、通勤・通学のバス利用は、津地域

を中心とした地域間移動での利用比率が高くなっています。 

日常の買い物については、Ｐ50の表から、津、久居、河芸、芸濃は地域

内での移動の比率がいずれも約８割と高く、安濃、一志、白山は地域内で

の比率が最も高いが４～５割と前の４地域ほど高くありません。美里は久

居へ、香良洲は津へ、美杉は、買い物は白山や名張方面へと、地域外へ出

かける比率が高くなっています。 

地域間移動の手段をバス利用者に限定すると、美里地域では津地域、久

居地域への移動の比率が全手段の場合よりも高くなるなど、全手段とバス

利用では目的地の傾向に違いが出る地域があります。 

安濃もバス移動なら津へ、一志もバス移動なら久居へ、美杉もバス移動

なら地域内という結果が出ています。 

通院のための移動については、Ｐ51の表から、通院のための移動を地域

毎にみると、津、芸濃、美里、安濃、香良洲は、津へ移動する比率が最も

高くなっています。久居、河芸、一志は地域内への移動の比率が最も高く、

白山は久居への移動、美杉は白山への移動の比率が高くなっています。 

地域間移動の手段をバス利用者に限定すると、白山と美杉を除き、目的

地が津地域、久居地域の比率が高くなっています。 

今回のアンケート結果を総括しますと、大方の予想どおり、ほとんどの

方が、自家用車により、自分で運転したり、家族の方に送迎してもらって

移動しているとう現状があります。 

バスに対する満足度は高いものの、利用していないからわからないとい

う比率が高いことから、今後、自家用車から公共交通利用へシフトしてい

くためには、バスの運行本数とか、鉄道等との乗り継ぎであるとか、行き

先などを、地域間の移動需要に合わせ、効果的に組み合わせて行くととも
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に、バスに乗ったことがない人に対しての更なる利用促進が課題となって

いることがわかります。 

今回のアンケートのまとめを 52ページから 53ページに資料としてお付

けしていますので、後ほど、ご覧になっていただきたいと思います。 

少し飛ばしまして、Ｐ63 から、津市公共交通の課題整理ということで、

（１）で平成２１年に策定した連携計画での課題を整理し、また、64ペー

ジに（２）で、平成 24 年度に当協議会で取り組んできた事業評価からの

課題を整理しました。 

Ｐ65は、平成 21年に策定した連携計画の課題に対する取組みを検証し

たもので、第１回の分科会で検証してきた資料を追加しました。 

Ｐ67では、今回の法改正で新たに、追加することが必要となった課題と

して、まちづくりとの連携、観光振興との連携を追加しています。 

他に、バス事業者アンケートからの意見や、タクシー事業者アンケート

からの意見も参考にしてＰ69に一覧表の形で、これまで取り組んできた経

緯として、旧の連携計画での課題に対して、連携計画から形成計画へ引き

継ぐ課題、24年度の事業評価からとりまとめた課題、今回のアンケート結

果からの課題、法改正の視点での課題を、今回の形成計画で取り組む課題

として取り上げ、右端の欄に、10項目の課題として整理しました。 

この表の中で、取組みが不十分な課題という書き方は、やや不適切であ

りますので、実際に、我々がやってきたこと、やってこなかったこと、ど

こまでできていて、どこからができていないのかといったようなことを、

補足して記入するなど、もう少し整理をしたいと思っています。 

Ｐ70からが、今回策定する形成計画の本編になりますが、４－１で、津

市の持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本方針を定めています

が、（１）計画が目指す将来像として、本市が目指すべき将来像について

は、上位計画である津市総合計画基本構想における基本理念である「環境

と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都」を踏まえて、本計画でも、

本市の特性である「住みやすさ」に磨きをかけていきたいとの思いから、

津市都市マスタープランにおける地域公共交通体系の方針も参考にし、民

間のバス路線や鉄道とコミュニティ交通の有機的な連携を図り、人口減少、

超高齢社会の到来への対応や環境面への負荷を考慮し、「住みよいまちづ

くり」が実現している「楽しく便利に生活するために公共交通が利用でき

るまち」と定めました。 
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将来像については、前計画には記載されていないもので、今回の形成計

画からの記載となっています。 

将来像のイメージについては、下の部分にありますように、 

・日常の買い物、通院などは生活圏域内で行うことができ、誰もが、公

共交通を利用して気軽に出かけ、地域の人々と楽しく交流することができ

るまち 

・公共交通の運営は地域のまちづくり活動の一部として誰もが積極的に

公共交通を利用し、離れた場所への買い物や通院などでも、公共交通機関

を乗り継ぐことで容易に目的地まで移動することができるまち 

としました。 

（２）公共交通の果たす役割 につきましても、前計画には項目があり

ませんでしたので、今回の計画からの記載となります。 

本計画では、・交通空白地帯を解消し、高齢者、未成年者等移動制約者

に対して日常的な移動手段を提供すること 

・高まる環境への負荷を軽減し、加えて市民の健康増進を図ること 

・地域の活性化と再生を促進し、地域の魅力を高めること 

・来訪者の移動の利便性や回遊性の向上を図ることにより、地域外との

交流を活発化させ、地域活力の増進を図ること 

の４点を公共交通の果たす役割としています。 

Ｐ72の（３）基本方針ですが、基本理念については、前計画の理念を継

承し、『一体感のあるまちづくりを支え、誰もが移動しやすい公共交通体

系の実現』とし、先に整理した 10 個の課題に対応するために、５つの基

本方針を定めました。 

この基本方針については、基本的に前計画の基本方針の主旨を引き継ぎ、

ステップアップする形で、若干の文言の追加、修正を加えています。 

73ページに、基本理念と、基本方針を抜き出していますが、基本方針の

下線部分が、前計画からの変更部分になります。 

基本方針１については、今回の形成計画については、まちづくり等の地

域戦略との一体性を確保する必要があることから、「住みやすいまちづく

りを実現する」を挿入しています。 

基本方針２については、前計画の中で、旧市町村から引き継いだコミュ

ニティバスの運行サービスや、路線の再編や運賃体系の見直しを行ってき
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たことから、今計画では、より地域の実情に即したものとしていくとの思

いから、「地域の特性に応じた、」を挿入しました。 

基本方針３については、「資する」という文言を、より簡単に「つなが

る」と変更しました。 

基本方針４については、評価プロセスを明確にするために「ＰＤＣＡサ

イクルの確立」という文言を挿入しました。 

基本方針５は、基本的に前計画のとおりですが、一文字、削除を行って

います。 

４－２ 計画の対象区域 

本計画における計画対象区域は、津市全域とします。 

Ｐ74 ４－３ 地域公共交通網形成計画の目標ですが、対応する課題を

解決するため、基本方針毎に、目標を定めました。 

目標の記載につきましては、前回の分科会で、わかりにくいとか、同じ

ような記載が重複しているとの指摘がありましたので、表記方法を改め、

基本方針毎に、目標を設定し、その数値目標と、それに対応する評価指標

を挿入しました。 

この目標と、数値目標の考え方については、国の説明会が 12 月上旬に

開催される予定ですので、それを受けて修正し、12月の分科会で議論いた

だきたいと考えていますので、現在は仮置きということでご理解ください。  

よって、目標に対する指標や、目標値は現在検討中です。また、数値化

できない指標についての記載方法などについても検討していきたいと思

います。 

この目標と、基本方針の関連ですが、Ｐ81の４－４ 目標を達成するた

めに行う事業・施策及びその実施主体に関する事項の表を合わせてみてい

ただくとわかりやすいと思いますので、こちらで説明させていただきたい

と思います。 

（１）事業・施策の概要 

        本計画では、各基本方針に対する目標を達成するために行う事業を以下

のとおり定め、詳細については別に地域公共交通再編実施計画において定

めるものとしています。 

基本方針１に対応する目標は、次の５つとさせていただいています。大

変申し訳ございませんが、目標の一番上の、「まちづくりと連携した公共

交通の構築」と一番下の「観光との連携」については、「取組みの方向性」
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と「施策」とが、うまく関連付け出来ていませんので、もう少し時間をか

けて整理させていただきたいと思います。 

        また、取組みの方向性の一番下のところの、海上アクセス利用促進事業

とありますのは、明らかに間違いですので追って修正したいと思います。 

それらを除き、基本的に、目標と、取組みの方向性と、事業・施策が関

連づくように記載していますが、事業・施策につきましては、現在考えら

れるだけの案を網羅的に記載していますので、今後の５年間で出来ること

と、出来ないことをもう少し整理し、書き方を改めて行きたいと考えてい

ます。 

裏のページが、それぞれ、基本方針②、③、次ページ以降で基本方針④、

⑤と整理しています。 

それぞれの施策の詳細、実施主体、実施年度につきまして、Ｐ84以降に

まとめています。 

        これらの、具体的な施策については、分科会でも意見があったように、

施策については、後々、身動きがとりにくくならないように、フレキシブ

ルに対応できるような記述とし、詳細な計画については、本計画策定後に、

別途、実施計画や、地域別計画を定める等していきたいと考えていますが、

こちらの事業・施策につきましても、現在考えられるだけの案を網羅的に

記載していますので、今後の５年間で出来ることと、出来ないことをもう

少し整理して行きたいと考えています。 

Ｐ84の上段の部分に、本計画の目標達成の評価について触れさせていた

だいていますが、本計画の中間年度であるＨ29 年と、最終年度である 31

年に事業評価をすることとしています。 

すべての事業・施策について説明させていただきますと、時間がかかっ

てしまうことから、施策の一部をご説明させていただきます。 

まず、今計画の目玉の一つであります、民間バス路線への関与につきま

しては、今まで民間事業者に依存していた部分が大きかった幹線の運行に

ついては、これ以上の減便や廃止に繋がらないよう、年間利用者数の維持

を図っていくため、民間事業者と連携して、適切な運行ルート、本数、運

行時間帯の設定を行うなど、利用促進、利用啓発事業の実施を行っていく

こととしています。 

幹線と支線の分類については、地域公共交通確保維持改善事業費補助金

において、地域間幹線の認定を受けている路線と、廃止代替バス路線のう
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ち、旧市町村間をまたぐものを幹線と位置付け、幹線を補完する路線を支

線と位置付けており、その路線をＰ85以下に整理しています。 

関連して、Ｐ87の〈３〉民間路線バスとコミュニティバスとの協調、Ｐ

88「市域を超えた移動の利便性向上」に係る施策〈１〉隣接自治体との連携

強化、「支線システムの利用者拡大」に係る施策〈１〉民間バス路線網の改

善なども民間路線バス網に関連するものです。 

少し飛ばしまして、今回の計画から新たに盛り込む、「観光の振興」に係

る施策ですが、Ｐ92、現在、観光担当の部署と調整中ですが、〈１〉観光振

興の観点からの公共交通関連事業ですが、海上交通の利用促進等と、鉄道の

利用促進等について、それぞれ、海上アクセスの利用促進事業と、ＪＲ名松

線の利活用事業を記載しております。 

Ｐ95 では、公共交通利用者の減少を食い止め、増加につなげるためには、

効果的な利用促進策が重要であることから、 

〈１〉「見える化」による利用促進や意識啓発事業の実施や〈１〉高齢者

に特化した割引制度等の研究を上げています。 

少し、飛ばしまして、Ｐ98の下の表ですが、持続可能な地域公共交通の確

保の観点から、住民を含む関係者の連携が重要であることから、〈１〉住民

の参画意識の向上と「地域公共交通あり方検討会」の充実を上げています。 

これらの住民の参加については、Ｐ99で４－５ 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（１） 公共交通の計画推進体制についてで

詳しく記載をしています。 

前回の連携計画でもＰＤＣＡの記載はありましたが、今回の形成計画では、

新たに、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として項立

てされており、実際にＰＤＣＡを回していくことが求められていますので、

その推進プロセスをＰ100 に、計画期間中の見直しプロセスをＰ101 に記載

しています。 

最後に、４－６ 計画期間 本計画の計画期間は、平成 27 年４月～平成

32年３月までの５年間としています。 

繰り返しになりますが、今回のご報告は中間案ということであり、改正法

の施行が、昨日、11月 20日であったことから、今後、国から示される方針

や、詳細な資料の提示を受けて、内容等が変更になることがありますことを

申し添えさせていただきます。 

       また、中間報告ということではありますが、見づらい箇所や、記載誤りな
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どが多々ありましたことをお詫び申し上げます。 

以上で、地域公共交通網形成計画の素案の中間案についてのご説明を終

わらせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ アンケート、それから課題対応の形ということで基本的な流れを説明し

ていただきました。中身についてはまだいろいろ御指摘いただいて修正す

るところは修正したいというお話です。ですから、ごこまでどういうふう

に言ったらいいか分かりませんが、まだ今は事務局が少し迷っているとい

うか、もう少し書き足したりということを前提でお知恵を拝借したいので

すが、いかがでしょうか。 

 

＜原田委員代理＞ 三重県でございます。２点ほど確認をさせてください。まず３ページ。

施策の内容の（３）ＪＲ名松線の復旧についてですが、三重県、ＪＲ東海

と連携したというところ、ここに松阪市を加える必要はないでしょうか。 

 

＜事務局＞   こちらは津市の総合計画（抜粋）ということで松阪市は入っておりませ

んが、施策の中では入っておりますので。 

 

＜事務局＞   復旧に関しましては、三重県と津市とＪＲでやっておりまして、利用促

進ではなくて復旧の部分ということですので、工事部門というふうに捉え

ていただければ。 

 

＜原田委員代理＞ それと、85、86ページの、これも確認なのですが、国庫補助金の種類

ですが、地域間幹線と地域間フィーダーと書いてあるのですが、地域内フ

ィーダーですよね。いくつかありますので修正をお願いします。以上です。 

 

＜事務局＞   申し訳ございません。修正いたします。 

 

＜伊豆原会長＞  他にいかがですか。 

 

＜中津委員＞  これから地域のあり方検討会があるのですね。この中で地域の方に素案

を示すということですが、まだまだこれ私自身も分からない文言が沢山あ

るのですが、以前に比べたら随分少なくなったように思うのですけど、や
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はり市民の目線。言葉の文言をもう少し市民の方に分かりやすい言葉に改

めて欲しいですね。 

 

＜伊豆原会長＞ これは全体の話ですね。最終的な文言については３月に最終のものを作

るわけですけど、１月にもう一度協議会がありますので、そのときには是

非事前に読んでいただいて、これは分かりにくい、直そうとか、そういう

御提案も事務局にいただけたらと思います。ここで議論しているわけには

いかないかもしれない。全部読んでみないといけないので。これだけ読む

のは大変なのですね。今の中津さんの御指摘は大切なことだと思います。 

 

＜中津委員＞  いろんな言葉にできるだけ注釈をつけてほしいんです。 

 

＜伊豆原会長＞ 是非よろしくお願い致します。 

 

＜森田委員＞  95ページなんですけど、公共交通のもつ環境への配慮という言葉なんで

すけど、これは具体的にはどういうことですか。たとえば電気自動車を使

用するとか、ハイブリッド関係とか、具体的にそういうのがあった方が説

得力があると思いましたので。 

 

＜事務局＞   こちらは利用しやすい公共交通の実現ということで、利用促進とかモビ

リティマネジメントの実施を想定した書き方をしていますので、子どもさ

んに対してマイカーよりも鉄道に乗ってもらえると排気ガスも少ないし環

境に優しいですよというようなことです。 

 

＜森田委員＞  ディーゼル車を廃止するというようなことではなくて。できたらもうち

ょっと環境に配慮してもらいたい。分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

 

＜中津委員＞  もう１点。92ページの文言なんですけど、観光振興との連携強化の調整

中なんですが、国際軸って理解しにくいのですけど説明いただけますか。 

 

＜伊豆原会長＞ どこですか。 
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＜中津委員＞  92 ページの観光振興との連携強化のところで上から２行目の国際軸の

意味が分からないのですけど。 

 

＜事務局＞   これは中部国際空港を利用してという意味ですので、もう少し分かりや

すい言葉に修正させていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。事前に見ていただく時間が少なかったので大変

申し訳ないのですが。 

 

＜森田委員＞  実は私、津市景観審議会に入っておりますので、学校で景観教育を実施

しているように、交通の促進の教育的なものを学校でやったらどうでしょ

うか。環境にいいですよという促進の。紙芝居でもいいですよ。 

 

＜事務局＞   現在、バスの乗り方教室を運輸局さんとバス協会さんと協力して年に一

回学校に２時間の授業の枠をもらって行っているのですが、それ以外のこ

とについても、また教育委員会と協議しながらできることがあればやって

いきたいと考えております。現在のところは年に一回の乗り方教室です。 

 

＜伊豆原会長＞ 今のところは施策のところにちゃんと書いておかないといけないです

ね。他にいかがですか。 

 

＜林委員＞   95ページのところの言葉を説明していただきたいのですが、モビリティ

マネジメント。 

 

＜伊豆原会長＞ さっき中津さんがおっしゃったことなのですよ。 

 

＜林委員＞   イメージがわきにくいので簡単に教えていただければと思います。 

 

＜事務局＞   ごめんなさい。実は脚注でモビリティマネジメントの説明欄を付けてあ

ったのですが、修正の途中で消えてしまいまして申し訳ありませんでした。

また復活をさせていただきたいと思います。モビリティマネジメントとい

うのは、今、自家用車を多用される方もみえると思うのですが、鉄道なり
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バスなりという交通手段を組み合わせて賢く利用していただいて、過度に

自家用車に頼らなくても公共交通で移動ができるということをお勧めして

いたりするようなことをここでさせていただいています。具体的にはそう

いう取り組みを評価したり、アンケートするのもひとつあるのですが、そ

ういう取り組みをまとめたものをここで書いています。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいでしょうか。まだ分からないよね。 

 

＜林委員＞   モビリティマネジメントという言葉、聞いたことはあったのですけど、

具体的に教えていただきたかったので。ありがとうございます。 

 

＜伊豆原会長＞ 本当は、この一番最後の巻末に言葉の説明をずっと入れていく。モビリ

ティマネジメントだけではなくてね。小文字で書いてあるものを後ろにこ

ういうことですということでつけていくというのが一番やさしいですね。

いちいち脚注する必要は全然ないです。そういうレポートの書き方をされ

た方がいいかな。そうすると分かりやすい。脚注見てくださいと、後ろ見

てくださいとしておけば分かりやすい。ありがとうございます。 

 

＜竹田委員＞  関連してですけど、まちづくりとの連携とか、幹線、たとえば鉄道との

連携、公共交通全般の方針を打ち出しましょうと言っているんだけど、実

際は移動制約者を想定した計画なり方針ということ。そこの矛盾が今言わ

れたように出てきているのではないかと思うんですね。本来そういう意味

では確かに現実的には人口が減少して高齢化率が増えていく。マスタープ

ランでも述べているような、まち全体をコンパクト化して、そういうまち

づくりを進めていこうと。その中でも公共交通についてということで非常

に難しい問題であるのですが、そういう意味ではやっぱり大筋としては移

動制約者に限らずにこの基本方針にあるように市民誰もが利用して住みや

すい町にしていこうという太い柱がそこにあるわけですから、その太い柱

を出しながら、以降、具体的なことになると移動制約者に限った問題に矮

小化していくというところに問題がある。そこをどういうふうに整理して

いくのかというのが問題。例えばまちづくりの関わりで言うならば、津市

で大きな矛盾が起こってきているのは、今までの路線バスはだいたい幹線

道路に走っているのですが、そこに家がはりついて町ができてきている。
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したがって今の幹線ルートで十分移動できたわけですね。自分の家の前を

走っているわけですから。しかし今はそんなの関係なく山の奥へ団地がで

きて、開発されて、本来の路線バスが通っているところとは無関係のとこ

ろへほとんどの市民が移動している。そこが高齢化して、今ここに中津さ

んお座りですけど、近鉄も通っておりながら南が丘なんかは非常にコミュ

ニティバスの要望が強いという、そういう矛盾が出てきているわけです。

それはマスタープランで今は公共交通の分野で整理するというよりも津市

全体で整理してもらわないといけないのですけど、それはやっぱり公共交

通政策が全然位置付けられていないまちづくり。つまりそんなことをお構

いなく家を建てて道路ひっぱって住んでもらおうというそういう施策が進

んできたために現実は矛盾が起きているわけです。そこをまちづくりとの

連携というなら、それをどのような形で進めていくのか、中には移動制約

者もいれば実際に車を持っている方も今は車でバンバン移動されてる方も

いるけども、しかしそういう人たちも含めてどういう公共交通網を作り上

げていくのかというのがちょっと全体として弱いのではないかと思います。

実際問題としては交通移動制約者の問題が目の当たりに課題として浮かび

上がっているので、そこに答えていくというのが当然のことなんだけど、

そこはひとつの方向性としてきちっと打ち出していく必要があるのではな

いかと思いますね。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。本当にそう思います。今の竹田さんの御指摘は、

課題にまちづくりのところを入れているからそういう書き方になってしま

うのですね。今おっしゃった矛盾というのは、矛盾が顕在化してきたから、

これからコンパクトシティだとか集約したまちづくりにしていくための一

つの手段として公共交通をちゃんと連携をとりなさいというのが今回の活

性化再生法改正の本当のところなのですよね。今竹田さんがおっしゃった

通りなのです。だからこの書き方は課題のところにまちづくりが入ってい

るからおかしくなってしまって、前段の始めのところからまちづくりと連

携してこういう仕組みを作っていくよということからやっていかないと、

突然課題のところから出てくるから余計変な風になるのです。だからもっ

と前段のところからそういうことを整理していかないといけないと思いま

すね。これは私もそう思いました。分科会の後でも申し上げたのですが、

たとえば２ページの総合計画の話はコミュニティ交通システムの整備とい
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うところからひっぱってくるからおかしくなっちゃうので、一番最初の活

力あるまちづくりというあたりからこの公共交通政策というのはどうやっ

ていったらいいかという、交通システムの話ではなくてもっと大きな生活

の中でどうするかというあたりを整理していかないと、今の竹田さんのお

話には対応できないわけです。これからどういうまちづくりをしていくか

という、まちづくりってすごく広い観念ですから、津のマスタープラン、

それから都市マスタープランのあたりでコメントがされていると思います

けど、その一部分をひっぱってくるとこういうふうになってしまう。もう

ちょっと広い意味で持ってこないとちゃんとした意味にならないだろうな

という気がいたしますので、これは事務局にお願いします。おっしゃった

通りだと思います。他にいかがですか。 

 

＜中津委員＞  先生と一緒なんですけど、まちづくりの連携と観光振興の連携なんです

が、これは簡単にいうとこれは急きょこれを入れてるんですね。これが浮

いてしまっているんですよ。これを今後修正されると思うのだけど、上位

計画に総合計画、マスタープランとあります。これを睨んで、今回のこの

文言を入れられたと思うのですけど、そこらまわしをより、浮いた課題で

はないように、取り上げていただきたいと思います。難しい注文ですけど。 

 

＜伊豆原会長＞ ちょっと事務局も大変だと思います。多分、林さんがおっしゃった話も

そうだと思うのですが、こういうものができるとどういう生活ができるの

かを市民の方がイメージできるといいですね。 

 

＜林委員＞   今の御意見で、テレビでこの間観たのですが、観光とバスが連携してす

ごく安い値段で温泉に行ける。親子で行こうかとか。街も活性化して市民

も喜んでという使い方もできると思うので観光とまちづくりってすごく関

係するものだなと思います。 

 

＜越川委員＞  私は今、車を運転しません。もっぱらバスを利用するんです。そこでつ

くづく考えるのですが、今までの御意見ですと、基本方針を作るのにいろ

いろ具体的な問題のポイントがずれているような気がするんです。さきほ

ど出ました近鉄の南が丘駅。ここへはバスが寄りついていません。せっか

くその前を走る 165号線をバスが走りながら停留所がない。さきほど御意
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見が出たようにまちづくりは南が丘の駅を西側と東側へ団地ができたわけ

ですよ。住宅が。今あそこは両方で７千か８千くらいある。ところが、そ

れをぐるっと回る交通手段がないんですね。あそこはもう少し事務局の方

で御検討いただきたいのですが、南が丘を中心に西側は８の字に回る。そ

うすると、二重池団地だとか、その下の団地一帯が空白地帯になってます

ね。かなりに密集地帯になってます。さきほど出ました南が丘団地、千歳

が丘団地、塩見ヶ丘団地。あの辺本当に忘れられてると思うのですけどね。

これも８の字で回ると非常に便利です。お願いできないかなと思いますが。 

 

＜事務局＞   いろいろさきほどおっしゃられた地域や、他の地域でも使い勝手が悪い

というような御意見をいただいています。それに関しましては今の計画と

は別に津市の交通網ということで逐次お聞きしたうえで短期的に解決でき

ることはすぐに解決して、中期、長期で考えていかないといけない、たと

えば市内の三重交通のバスということになりますと、やはり事業者さんと

の協議も必要となってきますので、今もやっておるのですが、今後の事に

関しましては計画が今度できますので、それを基にそれに沿ったことをま

たできることから進めていくという形になりますので、御意見として伺っ

ておきます。 

 

＜越川委員＞  もうひとつ、最近、私、ぐるっとつーバスに乗せてもらいました。これ

も津の中心をまわりながら、通院には非常に便利ですね。それから津市へ

バスで出てきた方々が市内の中型の病院に行くのに非常に便利ですね。し

かも料金が 100円でした。びっくりしました。あれは 100円だったら非常

に乗りやすいですね。病院だけじゃなしに、買い物にも利用できると思い

ます。そういうのも一つ検討対象としていただくのが大事だと思いました。 

 

＜事務局＞   さきほどのまちづくりと観光振興という部分でありますが、今回新しく

この中に記載していくことになるのですが、５年という計画の期間という

ことを踏まえますと、どのくらいまで書きこんでいかないといけないかと

いう部分が今度の説明会でその点もよく判断しながら計画の中に分かりや

すい形で入れるように検討したいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

＜中津委員＞  もう一点いいですか。確かに津市が大きくなって総合計画、マスタープ
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ラン、上位計画になるわけですけれども、当然、公共交通網形成計画も、

やはり以前のように旧津市が大きい津市という範囲で考えないといけない

ので、またそこらまわしで多少ひずみがところどころ見えるような気がし

ます。たとえば津市が合併してから、どちらかというと旧津市よりも旧津

市以外の方を整備されている気がするんですね。この４月からようやく旧

津市の方にも目を向けていただいてます。そこも考えながら大きい津市と

いう感覚で。地域審議委員会ももうすぐなくなるんですけど、当然公共交

通網形成計画も考えていただきたいと思います。ちょっと抽象的ですが。 

 

 

＜伊豆原会長＞ 御意見として伺っておきます。大変大切なところです。他にいかがです

か。 

 

＜越川委員＞  もうひとつ。前回、芸濃と河芸の見学をさせていただきましたけど、あ

れではとてもじゃない、乗れない。いったいどうやって解決されたらいい

のか、そのへんも、もう一回検討いただきたいと思います。乗ってる利用

者が 200円は高くてとても乗れないという話が出てきましたし、利用者が

非常に少ないですね。そのへんのバランスを考えていただきたいと思いま

した。 

 

＜事務局＞   確かに時間帯によっては、三重交通さんのバスも一緒なんですけど、た

くさん乗っていただく時間帯と正直な話、空で走る場合も若干出て来るの

ですけど、そこらへんのところは先程もお話が出てましたように、地域あ

り方検討会とか地域の住民の方から御意見を聞きながら毎年度できる改善

をしてきまして、若干なんですけど、コミュニティバスにつきましては毎

年微増で乗客が推移していますので、これからもできるかぎり地域の実情

によって、地域の方が何を望んでいるのかというのをしっかり把握しなが

ら、また計画でできますので、それに沿ったような形でいろいろとまた使

いやすいようにしたいと思います。 

 

＜越川委員＞  ありがとうございました。微増ですか。ここに出てる数字はまったく横

ばいだと思って見ていました。 
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＜中津委員＞  コミュニティバスといったら知らない方が沢山見えるわけです。そこら

へんもっと広報で PRしてみては。 

 

＜大西委員＞  私たちは広報でそのことについて見たことないですね。毎月広報来てま

すが、その中に入れていただくと。あれは全部の世帯に回るわけですから

ね。 

 

＜中津委員＞  当然、津市マスタープランを念頭に書かれたと思うのですが、2015年問

題も視野に入れて書いてもらってると思いますが、高齢者の方、私も団塊

世代のはしくれですけど、団塊世代は 2015年になるとばっとくるわけです

から、当然コミュニティバスの利用者が増えてくるわけですよ。そこでど

ういうふうに対応していくか。 

 

＜森田委員＞  ふるさと新聞を見せてもらって、今年の４月からライフネット豊が丘と

いうのが走っているのですか。この状況を教えてほしいのですが。 

 

＜事務局＞   豊が丘さんは支え合い事業と言いまして、バスが紙面によく登場するの

ですが、地区の中でたとえば庭の手入れができないとか、掃除とか、そう

いうのを含めてひとつの事業の中で、買い物の付き添い支援のような形で、

高齢者の方で移動がなかなかできない方につきましては、時間が決まって、

そのバスで無償で、自治会さんが自分のところで御負担いただいて、自治

会さんが自分のところのバスで買い物の場所とかお医者さんとかそういう

ところへ支え合い事業という形でやられています。 

 

＜伊豆原会長＞ 他によろしいですか。皆さんがおみえになるところで言っておかないと

いけないことは、さきほどのお話がひとつですね。交通の仕組みだけを考

えた計画になっている感じがします。私のところの町は健康をキーワード

にしていて、高齢者の人の健康を考えて、そういう切り口を皆さんに出し

ていくとか。もちろん移動という仕組みは大変大切ですが、移動する手段

としてばかりじゃなくて、それを使うことによってどんないいことができ

てくるかとか、そういう話をしていくと、健康ということを考えていくと、

もっと整理ができる部分が出てくるとか、そういうこともあるし、方向性

みたいなことはそういったあたりを書くことが必要ではないかなと思いま
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す。具体的な施策は 84ページから具体的な施策になっている。なんとかの

連携とか、なんとかを検討とか、連携なんていう言葉は施策ではないです

ね。方向性で連携をはかるというのはよく分かるけど、具体的に連携とい

うのは、どこに連携、どういうところで連携するのかということを書かな

いと施策展開にはならないのではないかと思います。さきほど事務局が言

ってくれたようにそこまで書こうとすると、ちょっと見えない部分がある

のですね。ここが辛いところで、簡単なことを言うと、たとえば事業をや

ろうとするとお金がかかる。お金をもらうためには予算を作って、年々や

るわけですからそれが施策として展開できるかということですね。少し長

いこと検討していただかないとなかなか整理できないと思います。ここら

あたりはぜひよろしくお願いします。それから、なんとかを目指します、

やりますという言葉が非常に沢山あるんですね。充実をはかります、検討

を行います、検討します、推進します。施策の中でこれは何を意味するか、

言葉の意味をちゃんと整理しておかないと、検討しますとしていると、５

年間で検討を始めればいいわけかという話になるんですね。そのあたりの

具体的な施策のところに移れば移るほど、これは検討をこの５年間にやり

ますというのならそういうことを書いてほしい。実施とかいろいろ書いて

あるのですけど、実施はやれることでしょうからね。５年間で着手するな

ら着手する。またはそんな言葉を整理しておかないと誤解を与える。これ

やるのですねと言われて結局５年間でできなかったらどうするの、という

話になりかねないですから、そのへんは整理しておいていただきたい。そ

れからもうひとつ。最後に 99ページと 100ページにＰＤＣＡ評価に関する

事項が書いてある。ここは何にも評価の形になっていない。評価するなら

ＰＤＣＡの推進とか評価のことが（１）のところでは何にも書いてない。

だから推進の仕組みと評価というのがどこでどうやってやるのか。評価っ

て誰がやるのですかね。ここも書いてあるのですが具体的に評価って、た

とえば簡単なこと言って、これはいいのか悪いのか分かりませんが、ある

町では評価委員会というのを個別に作っている。このメンバーじゃないメ

ンバーがやる場合、ここのメンバーで評価委員会を組織するという手もあ

る。それはいろいろあるのですが、どっちでもいいのですが、やはり評価

ということをちゃんとしないとなかなか難しい。評価というのはいくつか

あって、自己評価、いわゆる市町で担当グループで評価すること、それか

ら実際に外のメンバーが評価する。これ、視点が違うので評価もずれたり
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するので、そこをうまくリンクさせるとか。評価の仕組みは、実は次のス

テップに行くためには評価しておかないと次にはいけないのですから。そ

この部分はちゃんと書かないと。このＰＤＣＡの 100ページの推進プロセ

スなんて 10年も昔のと言ったら御幣がありますけど、少なくとも数年前の

ものをそのままＰＤＣＡと言ってまわすだけ。今日、野田さんに来ていた

だいてますが、これは数年前の形ですね。当たり前の形じゃないと言って

るので、具体的にどうする、どういう評価をしていくかというあたりを、

これは私も一緒に考えますけど、やっぱりそこのあたりをどうするか。あ

り方検討会、活性化協議会で矢印が４つに向かっているのは、何やるんだ

これって。これ概念図だけですね。具体的な評価のプロセスじゃないです

ね。推進プロセスじゃない。そこは整理しておかないと、せっかく連携計

画を作って津も数年実行で走ってきているわけですから、そうするとやっ

ぱりそれなりの評価をして次のステップにステップアップしていく。要は

ＰＤＣ Ａをやるということは、だんだんアップしていくよという、スパイ

ラルでいいことやっていくよというイメージなのですね。そうすると、そ

れをやっていかないと次に進まないことになるのですね。だから一つずつ、

目標達成度の評価って書いてあるのですけど、評価って誰がやってどうい

うふうにするのということがちょっと見えていないので。協議会で評価す

るというと、このメンバーで評価しなければならない。評価の仕組みを作

るなら評価の仕組みを作りますというのでもいい。ちょっとそういったと

ころを加えなきゃいけないのかな。ただ、さきほど言いました、問題はま

ちづくりとの連携のところでそれをどう評価するのかと。まちづくりって

すごく長いスパンでいきますよね、時間的には。そうすると、それと連携

をはかっていくときに、この計画は５年計画ですから、５年間でまちづく

りってどこで連携したかなという話をさきほど竹田さんがおっしゃったけ

ど、それを評価することができるのかどうかというあたりをちゃんと整理

しておかないと、連携っていう言葉はかっこいい言葉ですけど、具体的に

施策とリンクするかというとなかなかしんどいです。だからあまりきばら

ずに。きばっても実行できなければ意味がない。これ実行計画ですからね。

形成計画の次は再編実施計画というのを作るでしょ。ここで文言を言って

いたものを実際に動くにはどうしたらいいかというあたりに動いていく。

どうしてもバスとか公共交通、鉄道。鉄道は作り直すわけにはいきません。

バスとかタクシーを上手に使ってやっていくとなるとリンクするところ、
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つながるところがなかなか難しいのですけど、ここらへんをここで触れて

おく必要があるだろうと思います。そんなところかなと思います。 

 

＜中津委員＞  70ページなんですけど、計画が目指す将来像。将来のイメージが大事で

すよね。津市の地域公共交通網はどうあるべきだと。たとえば他の都市に

はない、津にはこういう地域公共交通網形成があると。これを将来のイメ

ージの中にできたら入れてほしい。きらりとした光るもの。独自性を出し

てほしい。津市としての。前段で書いてもらってあるので。 

 

＜伊豆原会長＞ ちょっと難しい御意見をいただきましたが。 

 

＜森田委員＞  新しいエネルギーできましたね。バイオですか。ああいう自動車をとい

うのならおもしろいなと。５年ぐらい先に。 

 

＜中津委員＞  新しい津市のイメージを作ればそれは情報発信になると思うんです。全

国に情報発信できますよね。津市の公共交通のイメージを。 

 

＜伊豆原会長＞ そういうのを頭に入れて。 

 

＜林委員＞   この間視察に行ったときに思ったのですが、実現可能なレベルなのかお

聞きしたいのですが、たとえば三重交通さんが看板とか広告料を取れます

よね。それを県とか市がやると違法になるのですか。もしならないのであ

れば、マックスバリュさんまで買い物に行くときに、広告などをぺたっと

貼るマグネットのものとかありますよね。そういうので広告料をいただい

て割引とか、そういう制度を入れて、実現可能なところで利用者さんをも

っと増やしてこういうことやってますよ、というのを全国展開する一歩を、

津市でやってますよという感じで、両方にとってプラスになるのではない

かなと思いました。 

 

＜事務局＞   実はコミュニティバスへの広告というのは昨年から取り組んでおるの

ですが、制度設計の問題もありまして入札でお願いをさせていただく形だ

ったのですが、事業者の方から手が挙がってこなかった。コミュニティバ

スについては中山間地や田舎の方を走るものもあるものですから。しかし、
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私どもの設計の仕方も悪かったという反省もありますので、今手直しとい

うことで、また時期を改めて募集はしていく予定です。 

 

＜伊豆原会長＞ 広告は私の町は入札とかそんな難しいことはやらなくて、これだけ入れ

たらいくらというのを作って、これに入れてといって頼みに行ってますね。 

 

＜事務局＞   今その方向で。 

 

＜大西委員＞  今の広告なんか、たとえば松阪の鈴の音バスなんかは結構広告入ってる

んですよ。ただ、今、中津さんや竹田さんがおっしゃった、旧の市街地と

旧の町村地域との格差があるんじゃないかと思って。一律に網をかぶせる

必要があるのかどうか。今おっしゃったように実施計画、具体的な話にな

っていくのなら、たとえば商店街めぐりバスみたいなものも、旧の市内な

らできるわけですよね。新町商店街とか丸之内商店街とか。山間部へ行け

ば商店そのものがないわけですからそんなバスは考えられない。同じ目標

値だとか設定してもどれだけかぶせられるのか分からないというのが、皆

さんの話を聞かせてもらっていると出てくるのではないかなという気がす

るので、そのあたりも本当にこれで一律にコミュニティバスという一括で

網をかぶせていいのかどうかというあたりを、具体的な、ここはこうしま

す、この地域はこうしますということをもってしてもいいのかなという気

がします。 

 

＜事務局＞   これは津市全体の計画ということで、実はこの他にも地域別の計画とい

うのを考えておりまして、今回は資料としてはかなり膨大になりますので

付けておりませんが、この計画を受けて各地域別の計画網を作っていくこ

とになりますので。 

 

＜越川委員＞  地域別はどなたが作るのですか。事務局が。 

 

＜事務局＞   事務局の方で案を作っていく予定です。 

 

＜大西委員＞  これは運賃の話ですが、200 円は高いという意見もあるように思います

ので、広告を出すことによって補助を集めて運賃を少しでも安くしていた
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だく。もう一つはじゃあ広告に出すには地域特性があるんですね。たとえ

ば病院、商店街からの寄付を地域ごとに募っていただくようなシステムを

考えていただいたらどうなんですかね。 

 

＜事務局＞   各総合支所がありますので、総合支所単位で、コミュニティバスの担当

者がおりますので、その者といろいろ連絡をとりながら地域の商店街に対

して広告を出していただけるようお願いしてだとか、そういった方向も含

めて考えていきたいと考えております。 

 

＜森田委員＞  これ名古屋市さんだと思うんですけど、65歳以上は無料パスというのを

出していると聞いているのですが、こういうのを津市さんも、何千という

お金がいるでしょうけど、これから高齢者がどんどん増えるのですが、乗

っていただくためにもいいのではないかと思うのですが、検討はどうです

か。 

 

＜事務局＞   その件につきましては、この計画内の高齢者への利用促進の中でしてい

きたいと思います。ただ、今委員さんがおっしゃったことまでは一気には。

他部局協議もしていかないといけないので、高齢者の方に乗りやすいとい

うことは計画の中でも書かせていただいていますように、そういうふうに

は考えていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ さきほどの大西さんの御意見に対して何かありますか。 

 

＜事務局＞   現在の計画も当然なんですけど、地域の実情に合ったというのが私ども

常々いろいろの場所で言わせていただいています。地域の実情というのは

委員さんが言われるように当然加味しなければいけないことだと分かって

おりますので、地域別のものも課題というのはこれの中で今出てきている

のですが、実施計画の中で地域別の課題というのも抽出はアンケートでも

クロス集計かけて地域ごとで、地域によって課題も違うということがござ

いますので、実施計画の中で地域ごとに課題とか方向性を新たに定めてい

きたいと思います。 

 

＜竹田委員＞  ひとつはちょっと夢のある、現実論は現実論でやむを得ないですが、実
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現できるかどうかは別として目指すべき方向は夢を持てるような、そこで

はかなり具体的な話が出ておりますので、そういうことも加味しながらそ

ういう夢を持てる、というような計画にしていただきたい。もう一つは広

告の話が出ましたけど、基本的には市民全体でこの公共交通をどう支えて

いくかという意識を醸成しないと、なかなか難しいですね。今お褒めにあ

ずかったぐるっとつーバスは私、主宰しているのですが、病院は年間 24

万円協賛金をいただいて、松菱とかマルヤスとか朝日屋さんなんかのスー

パーは年間６万円助成をいただいている。そのおかげで 100円。本当は 200

円というのは市から要望があるのですが、その所から協賛金をいただいて

あわせて 200円分料金換算すると利用者からの 100円と協賛とでやってい

る。それ以外に市民応援団ということで年間 3000円応援してもらってるわ

けですね。まだまだ不十分ですが、市民全体が支えていこうというシステ

ムにしないと、なかなか今の話広告出せといっても病院ですから、なんと

かもうちょっとならないかと言って泣かれるのが精いっぱいで、それだけ

の経済状況ですので。病院ですら倒産する時代ですからね。そういうとこ

ろも一言記述してもらうといいですね。そうでないと、言うのは簡単です

が、なかなか難しいなと。 

 

＜伊豆原会長＞ 乗って楽しい公共交通というイメージがちょっと中に欲しいですよね。

名古屋市の無料パスは、実は一般会計で全部出している。ですから交通局

は独立会計ですので、使った分は全部一般会計から料金として出している。

すごいお金が交通局に渡ります。一般会計から補てんしているのです。無

料じゃありません。税金を全部使っているのです。利用される人は３千円

から５千円、みんなの税金を使ってやっているのです。ここのコミュニテ

ィバスと同じような形で 100円が無料になったとしたら全部税金。いろい

ろ議論はあるようですけど。税の負担がすごくなってきて大変だという議

論はずっと続いておりますが、まだ今の仕組みのままですけど、どうなる

か私には分かりません。今の地域ごとのお話は次の実施計画ですが、これ

は説明してないから分からない。一番最初に野田さんから説明していただ

いたのですが、この形成計画を作ったらこの下に再編実施計画、どういう

ふうにやるかという計画を作らなければならない。それを基にして実際に

やると実施事業という事業で補助金とかがどういう形でくるか、これから

の運輸政策の中に出てくると思うのですけど。ですからこれはどうやった
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って全市的な話をせざるを得ないのです。そして、その後に、実際にこの

地域ではこういうことをやるという、さきほどの実施計画は地域ごとにや

りますよという話があるのですが、やはりそこらあたりは実施計画のとこ

ろでもう少し具体的な話を、さきほど越川さんがおっしゃった話も実施計

画の中で議論しなければいけないのですね。ですから、今回のこの計画は

全市的な話となります。ただし、実施計画は条件が入っていてここに書い

ていないとだめだとなっているはずです。ちゃんと方針だとか、どこかで

触れてどういうふうにやるかは、今度説明会があったと思いますが、ここ

でちゃんと、こういう方向でいきますよということが書いてないと実施計

画は認めませんということになっていますので、そこらあたりは今度の 12

月３日に説明会がありますので、事務局が行って勉強して整理するという

ことでよろしいですよね。分かりにくいかもしれませんが、全体としてど

うするかというあたりをね。もうひとつは、10市町村が一緒になったとい

うことになると市民の皆さんの意識醸成、新しい市をこれからどうやって

作っていくかとか、そういうことを総合計画ではやってみえると思います

が、そこらへんのまちづくりのところと連携して整理していく。そういう

ことですよね。前段のところはぱぱっと整理してあるのですけど、ここは

上位計画を受けていくのは構いませんけど、さきほどおっしゃったように

私たちの町をどういう町でいきたいなというあたりをもう少し将来像とい

うところでもいいと思うのですが、基本的な方針としてどういうことをや

りたい、そのためにバスはこういうことをサポートしますよというあたり

をもう少し整理してもらえれば。基本方針がぽんと出てしまっていますの

で、前の連携計画のときも触れていると思いますけど、このあたりを少し

整理しておくといいかなと思います。そうすると、さきほど皆さんがおっ

しゃったことに近づけるかなと思います。そこらへんはまた前段で言って

くれたように中間点ですので、あまり時間がありませんので。一月ちょっ

としかないので。注文はいただきましたけど、全部にお答えできるかどう

かはまた一回見ていただかないと。ここらへんでというあたりも見据えな

がら、今度できあがったものを見ていただいて御意見いただけたらと思い

ます。他にどうでしょうか。 

 

＜野田委員＞  繰り返しになるのですが、今回の交通網形成計画は、新たにこれまでの

総合連携計画から、さきほどお話しいただいたまちづくりとの連携とか、
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観光振興との連携も考えていくということで。また、上位計画である総合

計画、都市計画マスタープランとの連携にも該当する。基本的には考え方

と、当然のことながら整合性が取れていないといけないということがあり

ますので、津市の概要のところが冒頭に入ってる部分に、もう少し活力の

あるまちづくり、都市機能の整備等のあたりからもう少し概要を入れてい

ただいて、整理していただければと思います。また、観光振興の部分もご

ざいますので、そことの整合性もとっていただく必要があります。それか

ら、今回津市全域を計画の対象となっていますので、全体のネットワーク

を中心に考えていただいて、そこから各地域ごとの実情がございますので、

そこを加味したうえの全体の計画といったような流れで作っていただけた

らいいかなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 今、野田さんから良い御指摘をいただきました。ちょっと絵が見えない

のですよね。文章ばっかりで。どんなイメージなのかというのがわかりに

くい。全体として一番最初に、連携計画のときにこんなふうにやりたいよ

という絵を作っていたのですよね。こういう方向で考えますよという。全

体計画としてはこのまま継承するのであれば、これはこれでいいと思いま

す。そこは、継承する部分がこれだというのであればこれでいいと思いま

す。まったく新しい計画を作る必要はないわけですよね。是非そういうこ

とを含めてここはここで継承しましょう。考え方はこうですねとか、今の

お話で全体の話、ネットワークとか全体を網羅できるようにしておいて、

じゃあ地域としてはこうだよねという話にしておかなければならない。あ

りがとうございます。今大変いいお話いただきました。 

 

＜越川委員＞  具体的に 84 ページ、何と何をやりますということを先にお示しいただ

くのもひとつの方法ですね。84ページ一番下ですね。実施内容。このあた

りをもっと具体的に。そのへんはどんな構想で積み上げていらっしゃるの

か。そんなこともお話いただけるとありがたいですね。 

 

＜事務局＞   さきほど会長がおっしゃったように、これ全体の計画で、その下に具体

的なものは実施計画という別で作らせていただくという形になってますの

で、ここには具体的にどこどこの何何線をというのが出てくることにはな

らないです。ただ今後それを踏まえた上で、運輸局の野田委員からも御説
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明ありましたように実施計画という形で別の所で細かい部分というのは記

載していく形となります。 

 

＜越川委員＞  私も半年間のお付き合いなので、具体的に何と何と何をやりますという

のが、ほとんど理解できませんので、全体的なこういう考え方です、こう

いう考え方です、という提案だけではなくて、具体案が全然出ていないの

で一体どういうおつもりなのかそのへんを次回１月ですか。 

 

＜伊豆原会長＞ １月はまだこの段階です。 

 

＜越川委員＞  まだこの段階ですか。分かりました。 

 

＜中津委員＞  現段階は、これまだ中間報告の段階ですので、現段階ではある程度やむ

を得ないと思うのです。現段階では。これからキャンパスに描こうとして

いて、いろんな絵を描いているわけですから、当然修正も可能です。これ

から少しずつ修正を加えながら新しい物を作っていけばいいと思うのです

けどね。 

 

＜伊豆原会長＞ 多分、越川さんの御指摘はこの協議会の議論。なかなか時間がないので

申し訳ないのですけど、前回や前々回は題があって、今度ここがこう直っ

て、改善したところがこうなっているとか。そういうところが今この連携

計画、形成計画の議論をやっているので、どこがどういうふうに直ってき

たか、整理できているかというのがまだ皆さんに渡ってないので。形成計

画を議論していただくのはここでやってくのでしょうけど、来年度、再来

年度に向かって今走っている路線をどう変えるなんてことは、継続するの

だからガラッと変わるわけじゃないんでしょ。 

 

＜事務局＞   形成網計画というのをまず作らなければいけないのですが、できれば年

度内にそういう御意見をいただける場を作るか、もし年度内に形成計画の

関係でその議題ができなければ来年度早々に、そちらの話も早い時期に具

体的なすぐ見直せる部分もあると思いますので、そういう御意見を聞く場

というのは持たせていただきたいと思います。 
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＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。もしなければ今日いただいた意見をもう一回集

約して事務局の方で修正していただこうと思います。３つ目ですが、資料

３に移りたいと思います。事務局からお願いします。 

 

＜事務局＞   続きまして、【事項３】「津市コミュニティバスの現地視察のアンケート

結果について」ご説明いたします。 

まず、平成 26 年度の津市コミュニティバス現地視察の概要について、

簡単にご説明させていただきます。 

本年度のコミュニティバス現地視察は、10月７日（火）に実施いたしま

した。視察地域は、芸濃地域、河芸地域で、芸濃地域では、芸濃循環安西

ルート【左ルート】、芸濃循環明ルート【左ルート】の視察を行いました。

その後、河芸地域の視察に移り、河芸循環北ルート【右回り】の視察を行

いました。 

参加された委員の皆様には、２ページ目の下に示しました、アンケート

を行っていただきました。このアンケートは、停留所のわかりやすさ、乗

車のしやすさ、座席の乗り心地、走行の丁寧さ、走行中の車内の揺れ、走

行中の車内に聞こえる音、走行ルートの安全性、車内の清潔度、運転手の

接客態度、降車のしやすさの 10 項目を、評価が良い順に５～１の５段階

で評価するものとなっております。 

次に、アンケートの集計結果に移りたいと思います。 

まず、芸濃循環安西ルートの集計結果を報告いたします。 

５段階評価の平均である３点を基準に考えると、３点を下回ったのが、

「５の走行中の車内の揺れ」（2.38点）、４の「走行の丁寧さ」（2.75点）、

７の「走行ルートの安全性」（2.75 点）となっております。コメント欄の

意見より、バスのスピード、特に、最高速度はそれほどではないが加速が

やや速いことが原因と考えられます。 

また、「停留所位置がわかりにくい」という意見も多く、これは車内ア

ナウンスがなく、次がどの停留所なのかわかりにくいという問題が挙げら

れます。 

次に、芸濃循環明ルートの集計結果を報告いたします。 

明ルートでは、得点が３点を下回ったものはなく、特に、８の「車内の

清潔度」は、４.４点という、非常に高い評価が出ています。走行の丁寧

さが３点で、やや低くなっていますが、全体的に安西ルートよりも高い評
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価を得ました。しかし、安西ルート同様に、車内アナウンスがなく、「地

元の人には良いが、初めて乗る人には使いにくい」という意見も寄せられ

ました。 

続いて、河芸地域 河芸循環北ルートの集計結果をみていきたいと思い

ます。５の「走行中の車内の揺れ」、６の「走行中の車内に聞こえる音」

の項目が３点を下回っています。これは、河芸地域の車両が、芸濃地域の

ものより、古く大きいものであることが原因の１つと考えられるため、早

急な対応は難しい部分ではあります。 

その他、停留所位置、走行ルートの安全性、運転手の接客態度の点数が、

やや低くなっています。走行ルートにつきましては、「道が細いがやむを

えないか」という意見もありましたが、より一層スピードに気をつけるよ

う、今後も運転手に細かく指導を行っていきます。 

最後に、このアンケート項目を踏まえた今後の方針ですが、加速が速い

こと、カーブでのスピードが速いことや、運転手の接客態度など、運転手

への指導によって改善できるものに関しては、こまめに指導を行い、より

良い乗車環境を作っていきたいと思います。 

また、「車内アナウンスがなく、次の停留所がわからない」という意見

が、３ルート通して、多数ありましたので、初めて乗る方にもわかるよう、

運転手にアナウンスを入れてもらうように、今後も細かく指導を行ってい

きたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。何か御意見ありますか。 

 

＜竹田委員＞  あのスピードでそれでだいたい時間どおりということになると、また、

乗る人がだいたい高齢者ということになると、ちょっとあれはダイヤがき

ついのではないかなという気がするんですね。もうちょっとゆったりして

も問題ないんじゃないかと。ちょっと心配しましたね。あのスピードで行

って停まらないでダイヤ通りとなると、ちょっと感じました。もうちょっ

とダイヤについては改めて検討していただく方がいいかなと思いました。 

 

＜事務局＞   当初ダイヤを組む時には机上で作ったものもありますが、運転手さんに

ヒアリングして作ったものもあります。ただ運転手によって感じ方も違う

部分がありますので、今後時刻ダイヤの見直しを行う際にそういうところ



 

- 33 - 

 

を加味してより快適で皆さんに安全と感じられるような運行にしていきた

いと思います。 

 

＜竹田委員＞  前回、運転手にアンケートをとったときに、乗客がゆっくり乗り降りす

るのにイライラするというようなものがありましたが、なるほど、こうい

うところが出てきているのかなと思いました。ちょっとそのへんは検討し

ていただきたいなと思いました。 

 

＜中津委員＞  当然利用者の方の話も聞いてもらっておるのですよね。 

 

＜井戸坂委員＞ アンケート結果と計画を絡めた話なんですけど、計画の 23 ページを見

てもらうとコミュニティバスの分類表が出ています。今回バスに乗車させ

ていただきまして、河芸と芸濃に乗せてもらいました。この分類を見てい

ただきますと、福祉目的型ということです。皆さん乗られた方は感じられ

たと思うのですけど、福祉目的型ということもあって、送迎が主目的なの

かなということもあってほとんど乗客が０人、１人だったので。何が言い

たいかというと、この計画を見ていると利用者が多いのが、美里、白山、

美杉。これは生活基盤型ですよね。生活基盤型の方は電車と連携があるの

かもしれませんが、随分多いので、できたら福祉目的型の河芸、芸濃を見

せてもらうより、たとえば福祉目的型の河芸なら次は多い生活基盤型の地

域と比較させていただくと違いとか分かっていいのかなと思いましたので、

また来年以降されるときはそういう視点も入れられたらどうかと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 視察ルートの選択です。これ３回目ですかね。前回も前々回も企画しま

したので、是非また企画していただいたらと思います。僕はアンケートよ

りも実際乗ってみていただいたことが一番いいことで、なんだこんなのか、

こんなところが結構あったのではないかとか。アンケートはいいけど、む

しろなぜみんなに乗ってもらえないのか。一人か二人しか乗っていただけ

ないような話があるけど、あれだったら乗れないなと言うのなら、そこを

御意見いただくとか。さきほどの乗り降りのときに運転手さんがイライラ

するという話とか、たとえば簡単なこと言って、アナウンスが全然ない。

うちの方は運転手に話しかけないでくださいと言うくらい話しかけるお年

寄りがいっぱいいたりして。運行するのに話しかけないでくださいよとい
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うぐらいの話をするんですよ。運転手さんと話がしたいとか。そういう使

い方だってあるわけです。どうも親しみのわく、乗って楽しいというよう

なキーワードになかなかならないのが気になっているのです。観光の話と

か出てくるのですけど乗って楽しいをやったらいいと思う。とすると、要

は委託されている事業者さんがどういう気持ちで委託運行しているかとい

うあたりを一緒になって、もっと楽しくするにはどうすればいいのだろう

とか、そういうことを運転手さんと話してもらうとか、そういうことを含

めて、運転手さんが困っていることもいっぱいあるだろうし、人ですから

愛想の悪い方もいれば、いろんな方の性格もあるわけですから、一概にこ

の人悪いとかこの人いいとか言うわけにいかないので、是非地域の支所の

皆さんと一緒になって事業者さんと話をしてみるとかということが随分大

切だと思うのです。そこらへんを事務局の方で考えてもらって。このアン

ケートを参考にしてもらって。少しでもできることをやったらいいのでは

ないか。竹田さんがおっしゃったように、あれだけ速く走るということは

時刻を守りたいから走られるのだと思うのです。だからそのへんを考えて

いかれる。これは実現できるかどうか分かりませんけど、ある町の協議会

で利用者の方から話があって、時刻表を１分刻みで作るから悪いと言われ

たと。８時５分から 10分の間に来ると言われればみんな５分に来たらいい

という話。５分から来て、５分くらい余裕をあげなきゃ運転手が困ってし

まうと。ただそういう時刻表をセットしていいのかどうかという問題が別

問題であります。野田さんのところでそんな時刻表では困りますと言われ

ます。ダメだけど逆に言うと、それくらい余裕を持った運行をできるよう

な仕組みを作ったらいいよという話なんです。１分刻みでやるから、まだ

来ないまだ来ないとなる。これすごく運転手さんにとっては辛い話なので

すね。上手な時刻表の作り方というか、１分刻みじゃなくても住民のみな

さんと話して、少し余裕をみさせてねと。よくあるのは、今はどういうふ

うになっているか知りませんが、私が昔バスのことやっていたときは、あ

るバスですが、終点のところで、最終の終点と前のバスと 15分ある。調整

時間。最終に着くのは実は 15分後ということまでやっていた。このバスに

乗ったらひとつ前まで８時 15分にバス停に着く。最終のバスは８時半とか

ね。ほとんどの人が終点まで行くバスですからそうなっていたのだと思い

ますが。バスによって違いますからね。だけど、そういう調整時間みたい

なものをとった運行計画というのも昔はあったんです。今はなかなか大変
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なのですが。ですから今おっしゃったように少し余裕のあるように見てお

かないと運行するのに運転手さんは大変。逆に言うと、誰も乗ってくれな

いとこれも運転手さんイライラする。そこらへんが難しいので沢山乗って

いただければ余裕みたいな時間も。全然乗っていただかないと大方ストッ

プせずに行かないといけないなんていうと早発できませんから。常にゆっ

くりということをやらなきゃいけない。ここがバスの運行の難しいところ

だと思います。是非地元の事業者さんと地元の御利用なられる方とコンタ

クトとれるかというところが大切。これはどちらがいいと言うわけにはい

かないので難しいですけど、そこを含めて一番いい方法を見つけざるを得

ないですね。答えがあるわけじゃないので。地元で利用される方たちが良

くて、事業者の運転手さんも気持ち良く運転できるというのが一番いいわ

けです。言葉は簡単ですけど、やるのは大変ですが、コミュニケーション

を作るしかないと思うので是非お願いします。 

 

＜中津委員＞  コミュニティバスの利用者は時間がある人がほとんどなんですよ。通常

のバスよりはゆとりがあった方がいいんですよ。 

 

＜伊豆原会長＞ ただ、病院なんかは早く着かないと受付が遅れたとかあります。時間制

約がある方と時間制約の少ない方といろんな形の方がおみえになるので、

全て時間制約がないと言ってしまうと問題がある。だから買い物ならちょ

っとずれてもいい。だけど病院に行きたいという話になると受付に 10番も

遅れたと言われることも多くて。全部が全部やるわけにはいかないので、

そこらへんを住民の方とここらへんまでならいい、というのを作っていか

ざるを得ない。事務局は大変だと思いますけど。ありがとうございました。

他になければ第３回の協議会はこれで終わりたいと思います。事務局にお

返しします。 

 

＜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。貴重な御意見を

いただきました。次回の協議会までに修正させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 


