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平成 26年度第４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４回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成 27年 1月 19日（月） 

午後２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）、井

戸坂昇、越川経男、大西正晏、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、原田孝夫、

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 津市地域公共交通網形成計画素案について 

２ 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 ４回協議会の議事内容】 

 

＜事務局＞   本日は、お忙しいところ御出席をいただき、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４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。 

議事に入る前に、本日は、津警察署交通第一課長の伊藤委員、三重短期

大学准教授の北村委員につきましては、所要のため欠席すると御連絡をい

ただいておりますことを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、本日の会議は役員総数

20 名のうち 17 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＞ 月日の経つのは本当に早いと言いますが、年が明けたと思ったらもう 19

日。また今年も皆さんよろしくお願いします。 

今日は第４回ということです。今までに随分御意見をいただいて、いろ

いろな形で修正等させていただいて、お手元に素案という形で出させてい

ただきました。これまで事務局が大変一生懸命努力してくれまして、当初

から比べると随分読みやすく、見やすく、なおかつ分かりやすくなったの

ではないかなと、私は事務局の努力に敬意を表しております。是非、また

御意見をいただくとして、この会議をベースに意見を言っていただいた上

で市民の皆さんにパブリックコメントという形で御意見をいただくような

最後のチャンスとさせていただこうかなと思っております。事務局の方も

一生懸命努力しますので、足らない所がございましたら是非お知恵をいた

だいて、いい計画案を作って、これはまだ案ですので、これから実行して

いかなければいけませんので、実行も含めてお知恵を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。 

それではお手元の事項書に今日は一つしかございません。津市地域公共

交通網形成計画素案についてということでございます。事務局の方から説

明していただいて議論したいと思います。それでは事務局よろしくお願い

いたします。 
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＜事務局＞   それでは、事項１「津市地域公共交通網形成計画」素案について御説明

申し上げます。 

時間の都合上、前回 11月 21日開催の活性化協議会で提示させていただ

いた中間報告からの変更点を中心に、御説明させていただきます。 

また分科会委員の皆さまには説明が重複することが多々ありますこと

をお許しください。 

事前に郵送させていただいた資料の P４をご覧になっていただきたいと

思います。直前まで何度も修正を行っていることから、資料がお手元に届

きますのが、毎回、会議の直前になってしまいますことをお許しいただき

たいと思います。 

まず、P４ですが、本計画策定の背景ということで、前回の資料では「は

じめに」という部分で説明していた内容を若干修正しております。 

内容的には、合併前の旧市町村が、それぞれ独自のコミュニティバスや

福祉バス等のバス関連事業を実施しており、運行方式や運賃体系に統一性

がなかったことから、平成 21年に「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」に基づき、津市の連携計画を策定し、その計画に従い、平成 22年

４月から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と、次のステップとして、

平成 25年度から、新たな連携計画策定のための調査事業に着手していまし

たが、昨年 11月に「改正法」が施行され、同法に基づき、作成する計画の

名称が、「地域公共交通網形成計画」に改正されたこともあり、津市におけ

る新たな計画を「津市地域公共交通網形成計画」として策定することにな

ったこと、津市の形成計画の基本的な考え方については、前計画である連

携計画を踏襲することを説明しています。 

下の図にありますように、従前の連携計画は、総合計画の前期計画は反

映しているものの、連携計画実施期間中に策定された「津市都市マスター

プラン」と計画期間満了後に策定された「津市総合計画後期基本計画」で

の考え方は反映していないことから、今回の法改正による見直しと合わせ

て、これらの上位計画の考え方を受けて、連携計画をステップアップした

形成計画とし、新たな視点と、これまでの計画でも触れてはいましたが、

より重点的に取り上げるべき視点を整理し、連携計画から継続している課

題にも引き続き対応していくための計画としていくこととしています。 
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次に、P５をご覧になっていただきたいと思います。本計画の構成という

ことで、新たに１ページ挿入しました。 

この表中の４．資料ということで、前回の資料では、冒頭の部分にあり

ました、津市の人口であるとか、鉄道やバスの実態、及び市民アンケート

の結果などは、資料編として、巻末部分へ編集し直しました。 

一番下にある「用語集」については、P120以降に追加しています。 

１の計画策定の背景については、後ほど説明しますが、本計画の位置付

けと、改訂の元となる連携計画、及び総合計画、都市マスタープランの概

要について提示します。 

２の連携計画の実施状況と評価ですが、ここでは、連携計画に基づいて

実施した施策の内容と現状の評価を明らかにした上で、継続する課題を整

理します。 

３の形成計画の基本的な事項ですが、ここでは、改正法に沿った項立て

での記載が必要であることから、形成計画の基本方針などを提示していき

ます。 

次に、P６の１-１「本計画の位置付け」ですが、このページについても

新しく挿入したもので、先ほどの背景と若干重複しますが、上位計画であ

る「総合計画」と、まちづくりの具体的な方針を示した「都市計画マスタ

ープラン」の関係を図示したもので、総合計画は P10、都市マスタープラ

ンは P11を参照してもらえば分かるようにしています。 

このような流れで、P７からは、従前の連携計画の概要を示しています。 

P７の １）では、連携計画での基本理念と基本方針を 

P８の ２）では、連携計画のネットワーク形成の方向性を 

P９の ３）では、連携計画の推進体制について を説明しています。 

P10 の、（２）総合計画 では、５つのまちづくりの目標のうち、「安全

で安心して暮らせるまちづくり」、「活力のあるまちづくり」、「参加と協働

のまちづくり」から本計画が位置付けられていることを示しています。 

P11 の（３）都市マスタープランでは、下の四角の囲みにあります、中

段の（略）の下の行から、｢このため、各地域に蓄積された都市基盤や地域

資源を有効に活用することを基本とし、地域の特性に応じた拠点等を配置

することにより、都市機能の集積や生活機能の維持集約に努め、それらを

公共交通、幹線道路等で有機的に結びつけることで、それぞれの地域が多
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様な魅力にあふれ、人口減少、少子高齢社会にも対応できる都市構造の確

立をめざします。｣と定めています。 

P12 には、都市マスタープランで定める「将来の都市構造図」を、P13

には、本計画が、「交通体系の形成方針」に基づく「(１)総合的な交通ネッ

トワークの形成」、「(２)公共交通体系の確立」を実現する具体的な計画に

位置付けられていることを示しています。 

P14 からは、前計画である連携計画について、どこまでできていて、何

が課題として残っているのかを検証していくということで、このページで

は、「連携計画での課題について」整理しています。こちらの資料は前回と

同じものです。 

P15からは、（２）連携計画に基づき実施した施策を、５つの基本方針ご

とに整理したもので、前回の協議会での資料から一部を追加しています。 

P16からは、平成 22年度から 24年度の計画実施期間中に運行ルートや

運行時間について、改善を行ってきたことについて、コミュニティバスの

運行を行っている地域ごとに記載しています。 

P19 以降についても、連携計画に基づき、実施してきたことを記載して

います。 

P20は、前回の資料から若干の文言の整理を行っていますが、（３）連携

計画での検討課題と施策について、分科会で点検を行った結果を示してい

ます。 

P22も、前回と同じで、（４）平成 24年度に実施した事業評価からの課

題ですが、こちらについては、既往報告書のコミュニティバスに関する地

域ごとの課題を整理しています。 

P23 の（５）課題の整理ですが、前回の資料でも提示していましたが、

少し整理をしまして、「連携計画での課題」と、その課題を受けて「課題解

決のために実施してきた施策」と、「平成 24年度事業評価で指摘された課

題」と、P107に整理しました「市民アンケート」で見られる課題と、先ほ

どの「当分科会で行った、実施施策の点検」を踏まえまして、形成計画へ

引き継ぐ８つの課題として整理しています。 

P25 からが、本計画の本編になります。ここからの記載については、改

正法で定められている項目に基づいて整理することになっております。 

３－１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の（１）

計画が目指す将来像ですが、こちらの記載につきましては、前回の協議会
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では、津市が目指す将来像の引用を総合計画からのみ行っていましたが、

真ん中あたりに、都市マスタープランでの目指す将来像の追記をしていま

す。 

本計画が目指す将来像は、「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」で、変更はございませんし、その下の将来像のイメージも

前回と変更ございません。 

P26の（２）公共交通の果たす役割も記載内容に変更はございません。 

（３）上位計画の策定による基本方針の見直しについては、連携計画から

基本方針を継承するに当たって、一部、基本方針の修正を行っていますが、

そのあたりの説明が不十分であったことから、追記をしています。 

ここへの記載事項については、前回の分科会でも議論があったところで

すが、前回の分科会での資料では、「コンパクトシティにより都市機能の効

率化をはかることが課題」と読み取れるような記載となっていましたが、

このコンパクトシティという言葉が、現段階では、上位計画である、総合

計画や都市マスタープランで明確に打ち出されていなことから、そのあた

りの記載を改めております。 

真ん中あたりの囲みにあるように、「総合計画 後期計画」では、｢各地

域に蓄積された都市基盤や地域資源を有効に活用することを基本とし、地

域の特性に応じた拠点等を配置することにより、都市機能の集約や生活機

能の維持集約に努め、それらを公共交通、幹線道路等で有機的に結び付け

ることで、それぞれの地域が多様な魅力にあふれ、人口減少、少子高齢化

社会にも対応できる都市構造の確立をめざします。｣としています。 

また、後期基本計画では、「公共交通の充実」の施策の内容としてＪＲ

名松線と観光資源との連携による地域の活性化が取組として追加されてい

ることから、本計画における基本方針における新たな視点、より重点的に

取り上げるべき視点として、一番下の囲みですが、 

・まちづくりや観光振興と公共交通の連携 

・高齢者の生きがい対策や子育て中の人・免許のない子どもたちにも配

慮した公共交通 

の２点を加え、それに基づき基本方針を見直すとしています。 

 次に P27の（４）津市の持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本

方針ですが、こちらの一番左上の部分に、先ほどの「新たな視点」等を位

置付けています。 
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 この新たな視点等と、前段の部分で整理した８つの課題に対応していく

ために、総合計画での将来像、本計画での将来像、そして、連携計画から

継承する基本理念を基に、連携計画から見直した基本方針について、記載

をしています。連携計画から、追記または変更した個所にアンダーライン

を引き、この基本方針を継承していく説明を加えています。 

続いて P29ですが、基本方針については、連携計画から、一部見直しを

行い継承してきたわけですが、ネットワークにつきましても P32にイメー

ジ図を挿入しておりますが、連携計画策定時から、すでに、鉄道、幹線、

支線をシステム化し、鉄道駅や、総合支所を中心とした、拠点集約型のネ

ットワーク網の考え方が出来ており、国が提唱する拠点集約型のまちづく

りの考え方と合致しておりますことから、本計画では、連携計画でのネッ

トワークを継承していきます。なお、津市の連携計画では、陸上交通のみ

を対象とした計画でありましたが、本計画では、「海上交通の強化」にも取

り組んでいくことを新たに追加しています。 

P29の下の表ですが、「公共交通システムの機能分類及び性格」を整理し

た表にも、海上交通と、バス交通等のところ、コミュニティバスの下に、

タクシーを位置付けました。 

また、何度も、幹線システム、支線システムという言葉が出てきますの

で、P30 に、改めて、幹線と支線の位置付けと分類を行い、路線名を挙げ

ています。 

この表は、施策の部分へ入れていたものですが、こちらのページへ変更

しています。そして、P31 の一番下に、タクシー事業も本計画の対象であ

ることを追記しています。 

P33、３-２計画の対象区域ですが、一部追記をしています。 

本計画における「地域」の定義は、各総合支所管内程度の広さの生活圏

域としていることから、日常の買い物や、通院での移動は、生活圏域内で

対応できるように考えていますが、より高度な医療機関の受診や、通勤・

通学などで、地域を越える移動については、「広域」と定義し、津市内での

移動を「広域」の移動対象としています。また、大都市間を鉄道などで結

んだ「より広域」な移動については本計画の対象外としています。 

よって、本計画における計画対象区域は、津市全域とします。 

３-３計画期間については、平成 27 年４月～平成 32 年３月までの５年

間とします。こちらの記載場所については、後ろの方のページに記載して
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おりましたが、このページへ移動させています。 

  次に、P34の３-４形成計画の目標ですが、前項で設定した５つの基本方

針に対して、先に検討した課題を解決するための目標を次のとおり設定し

ました。 

こちらの目標の文言でございますが、前回の協議会で説明させていただ

いたものを整理し、少し、目標が具体化しすぎる記述内容となっておりま

したので、本来の目標のレベルに変更しています。 

先に、P39 の施策と関連付けた一覧表を見ていただいた方が、分かりや

すいと思いますので、そちらから説明させていただきます。 

目標の[1-1]は、以前は、幹線システムの維持・活性化という目標にし

ていましたが、意味が分かりにくく、取り組みの方向性や、施策との違い

も分かりにくかったので、目標を「広域での移動を確保する」と修正を行

いました。 

また、取り組みの方向性のところへ、鉄道の利便性の向上を追加し、事

業・施策にも、④鉄道の利便性の向上のための要請と利用促進を加え、そ

の事業の概要については、このページを参照してくださいというために、

ページ数を入れるようにしました。中間報告でお示ししていた前の文言は

削除してしまっているので比較しにくいとは思いますが、同じように 1-2

は、以前は、「支線システムの利用者の拡大」という目標にしていましたが、

「日常生活における地域移動を確保する」といったように、レベルを変更

しています。 

目標の数も、まとめられるものはまとめるように整理して、若干、減ら

しています。 

同じように、1-3 は、「観光との連携」としていたものを、「観光振興と

の連携による交流人口の拡大」とし、2-1は、「新たな形態の公共交通の導

入推進」としていたものを「交通不便地における移動手段を確保する」に、

2-2は、「地域を越えた移動ニーズへの対応」としていたものを「地域を越

えた移動手段を確保する」に、3-1 は「利用しやすい公共交通の実現」は

「公共交通に対する市民意識の向上を図る」に、3-2は、「高齢者が利用し

やすい運賃体系の実現」であったものを「高齢者の外出意欲の増進」に、

4-1 は 3 つの目標を一つにまとめて、「市民や関係者が目標の共有を図る」

としました。5-1は、２つの目標を一つにまとめて、「交通を担う人材を確

保し育てる」としました。 



 

- 9 - 

 

事業・施策については、このページでは、なるべく、分かりやすくなる

ように名称を変更しています。 

それでは、34ページに戻っていただき、それぞれの目標に対する評価指

標の設定と、目標値について御説明させていただきます。前項で設定した

５つの基本方針に対して、先に検討した課題を解決するための目標を次の

とおり設定します。 

なお、平成 29年度に行う中間見直し及び平成 31年度に行う見直しにお

いて用いる各種指標の数値目標値はその前年度のものを用い、鉄道の乗降

者数を含むものは前々年度の指標を使用します。 

各、目標に対する指標の数値目標の考え方ですが、基本的には、今後、

利用者数が減っていくと予測されるものは、利用促進をしてその減少傾向

を食い止め、現状維持を目指し、増加傾向にあるものは、その増加傾向を

維持し、実現可能な範囲でより高い目標値を設定していきたいと考えてい

ます。 

目標 1-1「広域での移動を確保する」の指標は、「「幹線」と位置付ける

バス路線の利用者数」と、「市内の鉄道の乗降者数」ですが、バスについて

は、P30 で幹線と位置付けた路線の利用者について、三重交通からの聞き

取りによるデータと、津市のデータから、平成 25年度には現況値を、平成

28 年度の中間目標値と 30 年度の目標値には、過去５年分の利用者数の推

移から、津市が独自に推計したデータを基に、目標値の設定を行っていま

す。 

下にそれぞれの考え方を示しています。 

まず、幹線と位置付けるバス路線の利用者数は、年々減少を続けており、

今後も減少し続けることが予想されることから、利用促進により減少に歯

止めをかけ、現状の利用者数を維持することを目標とします。目標値は 100

人単位に統一しています。 

鉄道についても同様に、三重県統計書の過去５年間のデータから津市が

独自に推計したもので、バス路線の利用者数と同様に、年々減少を続けて

おり、今後も減少し続けることが予想されることから、利用促進により減

少に歯止めをかけ、現状の利用者数を維持することを目標とします。 

P35、1-2「支線」と位置付けるバス路線の利用者数についても同様の考

えです。 

目標 1-3観光振興との連携による交流人口の拡大については、過去５年
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分の津市への観光入込客数のデータから、入込客数の推移を見て、津市へ

の観光入込客数は、近年増加傾向（平成 25年度は調査地点の変更により大

幅減）にあることから、その増加傾向を維持し、公共交通の充実と利用促

進により、中間目標値（平成 28年度）を平成 25年度比２％増、目標値（平

成 30年度）を平成 25年度比３％増とします。 

観光目的での津エアポートライン利用者数については、津市で、毎年、

津エアポートラインの利用者から、アンケートを取っており、利用目的を、

観光目的であるのか、ビジネス目的であるのか、お聞きしていますことか

ら、実際の利用者数にいわば観光での利用率の様なものをかけまして、推

計しています。 

津エアポートラインの観光目的利用者数は、近年増加傾向にあるため、

その増加傾向を維持し、県外などからの誘客など、さらなる利用促進を図

り、中間目標値（平成 28年度）を平成 25年度比５％増、目標値（平成 30

年度）を平成 25年度比 20％増とします。（目標値は 100人単位） 

なお、津市への観光入込客数は三重県観光統計のデータから、津エアポ

ートライン利用者数は津市のデータから津市が独自に推計したものです。 

目標 2-1 「交通不便地における移動手段を確保する」の指標は、「地域

住民主体型の公共交通の導入協議箇所数」とし、平成 25年度の現況値の２

件に、現時点での相談箇所数を加味して、平成 28年度は+8の 10件、平成

30年度は+13の 15件としています。 

目標 2-2「地域を越えた移動手段を確保する」の指標は、「「支線」にお

ける地域をまたいだ路線数」とし、平成 25年度の現況値は８件であります

が、コミュニティバスでの運行をこれ以上広げることは難しい面もありま

すが、民間路線バスでの対応も含め、平成 28 年度は+1 の９件、同じ伸び

で平成 30年度は+2の 10件としています。 

P37、目標 3-1「公共交通に対する市民意識の向上を図る」の指標は、「モ

ビリティマネジメント・啓発イベント等の開催数」とし、平成 25年度の現

況値の４件に、民間バス事業者や、関係機関との連携も含め、平成 28年度

は+2の６件、平成 30年度は+4の８件としています。 

目標 3-2「高齢者の外出意欲の増進」の指標は、前回の分科会での指摘

を受け、指標を変更し、三重交通における低床バスの導入率を指標として

おり、値は、三重交通㈱中勢営業所管内の数値及び三重交通と協議をして

設定をしました目標値を使用しています。 
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目標 4-1「市民や関係者が目標の共有を図る」の指標は、「公共交通全体

の利用者数」とします。こちらの数値につきましては、目標 1-1における

「幹線の利用者数」と「鉄道の利用者数」、目標 1-2の「支線の利用者数」、

と目標 1-3の「津エアポートラインの観光目的以外」も含めた、公共交通

全体の利用者数としています。ここでは、公共交通全体の利用者は減少傾

向にありますが、市民や関係者が目標の共有を図り、意識的に公共交通を

利用することにより、少しずつ利用者を増大させることを目指すというこ

とにしています。 

目標 5-1「交通を担う人材を確保し育てる」の指標は、「地域公共交通あ

り方検討会等の地域が主体となった会議の開催数」としております。 

地域公共交通あり方検討会等の地域が主体となった会議の開催数は、今

後の各地域での自主的な取り組みが増加していくことを期待し、中間目標

値（平成 28年度）を平成 25年度+4件、目標値（平成 30年度）を平成 25

年度＋12件とします。 

次に、１ページ飛ばしまして、P41 各事業・施策の概要、実施主体、実

施年度 ですが、時間の都合もありますので、前回の協議会から、主だっ

た変更点のみ説明させていただきます。 

目標 1-1「広域での移動を確保する」に係る施策のうち、①「幹線の整

備と運行」については、わかりにくいとの指摘がありましたので、少し事

業を整理しました。下の表の、上から３番目以降について、「定時性確保の

ための道路状況改善策の検討（ラッシュ時間帯の渋滞緩和）」「国道 23号中

勢バイパスの開通に向けたバス路線網の改編」「大型商業施設、公共施設へ

の乗り入れ検討」「バスロケーションシステムの導入（携帯電話型）」につ

きましては、事業者であります三重交通から提案があったものです。 

P42、②「乗継設定と待合環境の整備」については、事業名称の変更と、

補足として実施内容を追記しています。 

また、乗り継ぎ拠点には、一志病院と、伊勢奥津駅を追加しています。 

P43 の ③隣接自治体との連携は飛ばしまして、P44 の④「鉄道の利便

性向上のための要請と利用促進」ですが、前回の資料では、鉄道について

は、バスの時間を合わせにいったり、名松線の利活用の事には触れていま

したが、鉄道自体の利用促進やバリアフリー化に配慮した記載がなかった

ことから、今回追記させていただきました。 

P44 目標 1-2「日常生活における地域移動を確保する」に係る施策です
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が、①三重交通バス路線の整備と運行ですが、こちらの事業・施策につき

ましても三重交通からの提案になります。１番目と２番目は、幹線でも取

り上げていましたことの再掲になります。３番目と４番目の「利用者のニ

ーズに合ったダイヤの提案」「幹線、津市コミュニティバスとの連携」は、

ここで初めて出てきたものです。 

P45、②「市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着手」につい

ては、基本方針２のところに位置付けていましたが、一部幹線扱いしてい

るものも含まれていますが、位置づけとしては、支線としての色合いが強

い部分がありますので、このページへ変更しました。記載内容に大きな変

更点はございません。 

 P46、③「津市コミュニティバスの整備と運行」は、P48の実施内容を追

記したほか、細かな文言の修正は行いましたが、大きな変更はございませ

ん。 

P49、目標 1-3「観光振興との連携による交流人口の拡大」に係る施策に、

海上アクセスとＪＲ名松線は入れていたものの、鉄道やバスによるものが

ありませんでしたため、①として、公共交通を利用した観光振興への取組

を追加しました。②海上アクセス利用促進事業と、③ＪＲ名松線利活用事

業、については、意味が変わらない程度に、説明文の整理を行っています

が、大きな変更はございません。 

P51、目標 2-1「交通不便地における移動手段の確保」に係る施策、①地

域住民運営主体型コミュニティ交通事業の推進と、目標 2-2「地域を越え

た移動手段の確保」に係る施策、①津市コミュニティバスの運行と整備（再

掲）については、事業・施策の名称変更と、説明文の整理を行ったほか、

大きな変更はございません。 

P52、「乗継環境の整備」については、施策の整理を行う中で、今回新し

く追加しています。 

P53、目標 3-1「公共交通に対する市民意識の向上を図る」に係る施策に

ついては、施策・事業名の整理を行ったほか、三重交通から提示いただい

た事業・施策として、上から、５番目以降の事業を追記しています。５番

目と６番目は再掲ですが、７番目「低床バスの導入継続」、８番目「ＩＣカ

ードシステムの導入検討」、９番目「セーフティーパスのＰＲ活動」が、こ

こで初めて出てきた事業になります。また、実施内容に事業例を追記して

います。 



 

- 13 - 

 

P54、目標 3-2「高齢者の外出意欲の増進」に係る施策、①高齢者に特化

した割引制度等の検討につきましても、再掲として、三重交通から提示の

あった事業を追記しているほか、分科会で指摘のあった実施内容の文言の

修正を行っています。 

P55、目標 4-1「市民や関係者が目標の共有を図る」に係る施策について

も、事業・施策の名称を整理しています。実施内容のところで、後述しま

すがとして、本計画の中でＰＤＣＡサイクルを適正に回していくためには、

民間路線バスを含むバス交通ネットワーク全体での評価が必要となること

から、津市地域公共交通活性化協議会の中へ「（仮称）地域公共交通網評価

分科会」を位置付け、本計画の目標の達成状況の評価及び、ＰＤＣＡサイ

クル確立のための基準づくりを進めていきます。という文言を追加しまし

た。 

P56、目標 5-1「交通を担う人材を確保し育てる」に係る施策についても

事業・施策の整理と名称の変更を行っています。 

P57、3-6形成計画の達成状況の評価に関する事項については、説明文の

整理と、役割の明確化の整理を行っています。 

ここでも、計画の評価については、評価分科会の設置を提示しています。 

P58、（２）推進プロセスについては、PDCAサイクルの表を差し替え、実

施主体の整理を行っています。 

P59、（３）計画期間中の見直しプロセスについては、変更はございませ

んが、一番下の部分に、中間年度、最終年度以外の年度についても、地域

公共交通活性化協議会が実施事業の進捗状況の管理を行い関係機関と情報

共有を図ります。の一文を追加しています。 

P61以降の資料として添付している部分は、P120に用語集を追加したほ

かには、内容の変更はございません。 

本協議会は、パブリックコメント後の、３月の開催のものを除き、本日

が最終になりますので、本日、素案の確定をしていただきたいと思います。

本日頂いた御意見への修正と併せまして、今後市長との協議、議会との協

議の中で大きな考え方の変更があった場合につきましては委員の皆さまに

御相談をさせていただきますが、簡単な微修正につきましては事務局にお

任せいただきたいと思います。 

この後、２月上旬に、市議会へ報告を行った後、パブリックコメントを

２月の中旬から３月の中旬に予定しておりまして、３月の末に最終の協議
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会を開催し、本計画の策定を完了したいと考えています。 

大変長くなりましたが、以上で、御説明を終わらせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。前回から随分努力して修正、追加等していた

だいたところを中心に説明していただきました。どこからでも結構ですの

で、御質問、御意見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

＜中津委員＞  この間、市長の方から 65歳以上の高齢者を対象にコミュニティバスの全

面無料化を公約されましたね。平成 28年度から実施を目指すと。こういう

ことは当然計画の中に謳われるわけですね。 

 

＜事務局＞   新聞等でそのようなことが載っておりましたが、現市長が候補者として

おっしゃられている段階で、市として確定されたものでは現段階ではあり

ませんので、そういうことの記述は今回はやりませんが、公約が施策にも

し変わっていくことになればそのときにその段階で考えていきたいと、そ

のように考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。お手元に行くのがちょっと遅かったので大変申し訳

ないのですが、今、説明を聞きながらここはこうなのかと納得をしていた

だいたりしたのだと思うのですが。 

 

＜中津委員＞  もう一点よろしいですか。人口減少のところを書いてあるのですが、読

んでいると人口減少が悪いと。私は悪くはないと思うのです。これ読んで

いると人口減少が悪いと読み取れるところがありますので、もうちょっと

整理できないかなと思うのですけどね。 

 

＜事務局＞   具体的にどの部分か教えていただけますか。 

 

＜中津委員＞  25ページから書いてあります。書いてあってもいいのかもしれませんけ

ど。 

 

＜事務局＞   上位計画である総合計画からの引用部分はなかなか難しい部分があるか
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と思いますが、それ以外の部分で言葉の使い方で少しでも和らげるような

書き方が出来るようであれば検討させていただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

 

＜竹田委員＞  お聞きしたいのですが、国の方の形成計画の主旨といいますか、特に津

市の上位計画である総合計画とか、都市マスタープランの範囲内、それに

整合する計画というふうに、抜本的にはそういう形で理解しているのです

が、ただ新たな社会資本を投下して、たとえば富山のような、ああいう社

会資本を新たに作って新たなまちづくりを形成していくというような、あ

からさまに上位計画を否定するようなことではなくて、それを補完すると

いうか刺激するというか、そういうような形でのもうちょっと一歩踏み込

んだ公共交通網形成計画といいますか、これは可能なんでしょうか。ちょ

っとそのへんがよく分からなくて。どうしてもこの計画自体がちょっとこ

じんまりしているような印象で。個人的な印象ですが、その大元に上位計

画の範囲内という枠があって、そこに収まろうとするからちょっと何か物

足らない部分というのが感じられるのですけど。抽象的で申し訳ないので

すが。これはこの形成計画、少々はみ出ると言ったらおかしいですけど、

上位計画と刺激し合うような相乗効果を生むような記述というのは、この

計画には無理なんでしょうか。その辺がちょっとよく分からないのでお聞

きしたいのですが。 

 

＜野田委員＞  ニュアンス的な部分についてはよく理解はできるのですけど、ただ基本

的には津市さんの市全体としての計画というのは総合計画というのは上位

計画が一番上の計画としてありますし、都市づくり、まちづくりとしては

都市マスタープランがありますので、この中で謳われているまちづくりと

か都市づくりといった概念を基本としつつ、その中で地域公共交通を考え

ていっていただくというのが基本になると思いますので、たとえば前回の

分科会でも議論があったのですが、コンパクトシティの明確な方向性が総

合計画なり都市マスタープランの方に謳われていないにもかかわらず、そ

の下位である交通網形成計画の中に明確にコンパクトシティを目指すとい

ったようなことは上位計画からするとそこはちょっと書ききれないという

ことになります。内容にもよりますが、目指すべき地域公共交通を示して
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いただく上で公共交通網形成計画を作っていただくということになってま

すので、その中で上位計画のたとえば都市マスタープランで考えていらっ

しゃるまちづくりを超えたものは、やはり公共交通網形成計画は下位計画

になりますから、踏み込んでまちづくりのことを書くというのはできない

かなというところはあります。 

 

＜竹田委員＞  そのへんでは微妙なところがあると思うのですが、ただ全国的に今住ん

でいるところはどんどん、いろんな施策が導入されて、考え方もかなり幅

広く導入されて、公共交通網がすでに整備された都市がかなりできている

んですね、全国的には。あからさまに上位計画を超えてというようなこと

ではなくても、少なくとも表現的には上位計画を刺激してさらに公共交通

網形成計画を反映させた総合計画なり都市マスタープランができるような、

お互いのいい方向へ引っ張り合っていくような刺激策といいますか、そう

いうのはもうちょっとあってもいいのではないかと。でないと、随分格差

が出てきますし、そういう市民の意欲にも影響を及ぼしてくるのではない

かなと、そういうのを危惧するものですから、国の方はどこまで形成計画

に柔軟性があるのかなということで、ちょっとお聞きしたのですが。 

 

＜野田委員＞  まず上位計画である総合計画なり都市マスタープランを同時に併せて見

直しをやっていただくとか。そうすることによって上位計画を見直した内

容を形成計画の方に反映していただいて、見直しをかけていただく、変更

していただくといったような、相互にリンクして今後やっていただければ

いいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

 

＜森田委員＞  25 ページなんですけど、楽しく便利に生活するためにとあるのですが、

「速く」ということが入っていないのですが、よろしいのでしょうか。「楽

しく速く」、「速く便利に」。 

 

＜事務局＞   当然、公共交通ですし、移動手段という意味では「速く」というのも利

便性の中に入ってくると思いますので、便利にという中に包括されている

ということで御理解いただければありがたいのですが。 
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＜伊豆原会長＞ なかなか「速く」というのは合意が取りにくいところでございまして、

早く行きたい人もいれば、ゆっくりした方がいいという方もみえますので。 

 

＜中津委員＞  速く行くことが必ずしもいいことじゃないのでね。遅い場合もいいこと

がありますので。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

 

＜越川委員＞  今朝からこれを読ませていただきまして、事務局の方々、これ本当に大

変だったろうと思いますね。御努力、心からお礼申し上げたいと思います。

私がお尋ねするのは枝葉末節になるかもしれませんけど、お聞かせいただ

きたいのです。87ページ。ぐるっと・つーバス利用者実数。唯一、私この

バスには２回ほど乗せていただきました。病院をずっと回られて、いい路

線を考えてみえるなと思ったのですが、87ページの利用者実数でこんなに

減ってきているのかと。ちょっと意外でした。現在どのくらいになってい

るのでしょう。 

 

＜竹田委員＞  それでは私の方から。この原因なんですが、今言われたように主に病院

なんですね。市内の病院を回っているバスですので、特に外来患者との関

係が密接にありまして、やっぱり市内の病院もいろいろな状況の中で外来

患者数が減少傾向で、なかなか歯止めがかからないと。つまり外来患者数

の減イコールバス利用の減。バス利用の減イコール外来患者数の減。こう

いう他に利用されている方がほとんどないですから。買物と病院です。あ

と市役所とかリージョンプラザとかありますけど、それ以外にはほとんど

私どもの利用者アンケートでもその他の利用というのはないですから。こ

の一昨年からの減少傾向は主にはそれがあると。私どももそれではまずい

ということで、たとえば今年度の、新たな年度の課題として今新町駅を９

時出発なんですが、これをなんとか三重交通さんに無理言って１時間早く

していただいて、病院の朝の予約が間に合わないという利用者さんの意見

も随分聞きますので、ダイヤの編成等によってなんとかそれを食い止めよ

うとか、その他バスの中の空間をもうちょっと利用したコミュニティの空

間がバスの中でできないかとか。そういうような施策を考えて、一台当た
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りとか一日当たりにすればわずか０．何人という分ですけど、一年になり

ますと千人単位で減るということですので、そういう形では検討している

ところです。 

 

＜越川委員＞  そうですか。私も去年２回ほど乗せていただいただけですので、非常に

短期に自分なりの判断をしてみたのですが、このグラフを見せていただく

と、あんなに便利だと思うぐるっと・つーバスがこんなに減っているのか

と思って実はびっくりしたのです。どんな対策を講じられるのかと。これ

は市民にとって大事な路線ですね。病院に通うのに非常にいいと思いまし

た。それから 88ページです。これもまた枝葉末節の質問になるかも分かり

ませんが、地図の中の津新町駅からプライスカット前へ行く途中まで、ぐ

るっと・つーバスが回っている路線と重なっていますね。そして、この高

松山団地の路線が重なっているのですけど、三重交通さんのバスはプライ

スカット前までは銭山団地行きとかとそのまま重なっていますね。そのへ

んを上手に利用できないのかなと思いながら。高松山団地の方々はこの前

見せていただいた数字によりますと全く利用がないに近いようなことでし

たね。どうですか。 

 

＜事務局＞   さきほどの路線の重複のことなんですけど、まず三重交通の路線がくる

ところというのは、プライスカットのところはもう走っていません。ぐる

っと・つーバスさんは当然重複するところがあるのですが、そもそも住民

主導型の交通事業の乗合ワゴンというのは高松山団地の中に公共交通機関

が全くないので、その方々が住民主体型で買い物や病院に行くためにうち

と協議を重ねながら協議会の方で実証運行した上でやっております。路線

上では乗れない、高松山団地の方が行く為のものですので、重複の部分に

ついてはそういう形で一部重複するのですけど、それはちょっと目的が別

というか、対象者が別ということで御理解いただきたいと思います。人数

のことに関しましては、確かに利用率が伸び悩んでおります。ただ、これ

につきましても、高松山団地の運営委員会の方々もなんとか増やさないと

いけないと。一回立ち上げたもので、無くしたものは再度立ち上げようと

するとなかなか難しいという御理解のもと、今現段階でもうちと月に一回

強くらいは協議を重ねながらなんとか増やせないかという方策を協議して

おる最中です。ですので、委員さんの御指摘の問題点につきましては、運
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営委員会につきましても、また、津市の交通政策課にとりましても、しっ

かり課題として捉えて、なんとかならないかということで協議を重ねてい

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

＜越川委員＞  それに関連して、高松山団地の隣に二重池団地がありますね。それから

南が丘団地、潮見ヶ丘団地、千歳山団地。あの辺の団地の人口というのは

かなりの人口になると思うんですよ。確かに三重交通さんのバスが、榊原

温泉の方へ行くバスがありますね。あれが団地のそばを通ってます。それ

から警察学校前。あれがもっと離れて通ってますけど、それに挟まれた団

地、それの外側の団地が実は随分不便しているようです。あのへんは丘の

下を通ってます警察学校行きの路線というのは多分既得権を主張される

方々が多くて上を走らせられないんだということを聞きましたけど、団地

の中を通って南が丘駅へ連絡されるようなルート変更は考えられないので

しょうか。 

 

＜事務局＞   あの路線につきましては、委員さんがおっしゃるようにときどき御意見

をいただきます。それにつきましては三重交通さんと協議は重ねているの

ですが、需要の関係で実現化には至らない。そういう御意見があるという

のは私ども、三重交通さんにもお伝えして協議しますけど、需要の関係と

いうことで。 

 

＜越川委員＞  実は地元で二重池団地と高松山団地、南が丘団地の内部、千歳ヶ丘団地、

あのへんをぐるっと回る路線が久居から来る南のイオンの路線からの延長

で行けたら非常にスムースに行くのではないかという意見が年寄りから出

ているのです。車で行けない人達、と言ってなかなか歩いても行けないそ

ういう人達の利便を考えるようなコミュニティバスが延長されないだろう

かというようなことがちょっと話題になっている。恐らく耳には入ってい

ないと思います。そんなことを地元で考えて御相談に乗っていただけるの

でしょうか。 

 

＜事務局＞   そもそも住民主体型という、さきほど高松山団地さんの例で御説明させ

ていただいたのは、交通空白地。どこの地域でもということではないんで

す。公共交通というのは全体で当然うちのコミュニティバスもありますし、
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三重交通さんの路線もございますので、それがバス停まで距離があってな

かなか御利用しづらいという地域がありましたら、それはうちの方に言っ

ていただきましたら、いつでも地元に出向かせていただきまして可能なも

のについては御協議させていただいて、現在もいろんな御提案をさせてい

ただいていますので、今後ももしそういうことがあれば。ただ、さきほど

委員さんがおっしゃった三重交通さんのバスの路線となりますと、うちへ

言っていただいて、また三重交通さんにということになると思うのですけ

ど、ちょっとそれと御自分たちで好きなようにされるのとは別物と考えて

いただけるとありがたいなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。今病院に繋いでいる路線で減少しているのは津

だけじゃありません。医療制度が変更になるということとリンクするので

すよね。だから事務局も福祉制度とか医療制度がどう変わったかというの

をちゃんとつかまえておかないと、今竹田さんのお話もありましたが、そ

ういうところは整理しないといけないわけですね。今、大病院は二次医療、

三次医療のところは直接行きますと、初診料が２千円、３千円と、非常に

高い初診料を取られることになっている。町の診療所とか個人の所で紹介

状をいただいていけばそうじゃない。町の診療所や個人の医療機関の方へ

まず行くという仕組みに変わってきていますよね。そうすると大病院に行

くというのが随分少なくなって、まずは町の診療所へ行くという仕組みに

どんどん動いている。それから、もうこれから介護保険の話が出てきてい

ますよね。自己負担がどうだとか、75歳以上の負担がどうなるとかいう話

がどんどん動いてきている。そうなると人の動きもそれに従って変わるわ

けですよ。そのへんは制度と一緒になって私たちはチェックをしていかな

いといけないわけですね。それに見合うようにバス路線をどう引くかとか、

今おっしゃったように地域の皆さんとどうサポートできる仕組みを作るか

とかですね。これは大変なのですが、やはりそういうあたりを私たちは気

をつけなければいけない。これはさきほどまちづくりとおっしゃった話は、

今度は逆に言えば違ったスーパーができればまた動きが変わる。そういっ

たことと連動するわけですよね。ですから私たちは是非こういう中で情報

をいただいて、いいサポートの仕組み、または路線の設定の仕組みを考え

ていくということがすごく大切なのだろうと思うので、今の話、トータル

でいけばそういうようなお話とリンクするということなので、多分総合計
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画はそこまで全部やるわけにはいかないと思いますので、そこらへんは少

し総合計画が大きく言ってるんだろうと思いますから、そこらあたりはさ

きほど野田さんの御発言があったように、総合計画の範囲内だよと私たち

がその中で考えて、これはこういう範囲で解釈していきますということを

ちゃんと説明していけば、さきほどの竹田さんのおっしゃったもうちょっ

と広い意味とかというのもあるのではないかと思いますね。特にそういう

意味で付け加えていただいたのが、新たな視点プラスより重点的にとらえ

るべき視点とか、ちょっと難しいのですが、高齢者の方とか子育て中の方

とか、免許のない子供達と限定されて書いてありますけど、一番最初にお

っしゃった交通の弱者と言われる、いわゆる移動できない、車でも移動で

きない、公共交通もなかなか難しいような部分のところにメスを入れて、

そういったところをサポートしましょうという言葉は入れていただいたの

ですが、これは都市マスの中には入っていない言葉かもしれない。総合計

画の中にはそれが入ってきているのだろうとすると、皆さんに対して私た

ちがこういった公共交通でサポートできるかということを入れていくのは、

多分範囲外ではないと私は思いながら聞かせていただいてました。そうい

った視点はこれから入れていかないと意味がないのではないかな。国の方

のまちづくりの概念の中には非常に大きい、いわゆる都市の整備だとか都

市のあり方だけじゃなくて、住んでいる人達の生活をどうするかというあ

たりにメスを入れていくのが私は大切だと思います。ここらへんを糧にし

ながら、さきほど竹田さんがおっしゃったように、もう少し実際の施策の

ところで楽しく移動だとか、そういう発想を広げていっていただければい

いのではないかと思います。 

 

＜森田委員＞  古いのですが、平成 25年の５月頃の新聞なんですが、三重交通が環境の

ためにバスに乗ってお得なエコパスという割引があるというのですが、現

在もあるのでしょうか。 

 

＜中林委員＞  エコバスカードのことですか。平成 26年の４月から６月の末まで１万円

のバスカードであれば 12,500 円のプレミアが付くということで期間限定

で発売しました。あくまで期間限定ですね。27年度にどうするかというこ

とはまだ決定はしておりません。 
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＜森田委員＞  是非やっていただきたいと思います。もう一点、23ページを見ていまし

て、アンケートにみられる課題というところなんですけど、車両サイズの

見直し、検討ということなんですが、これは具体的にどういうことを示し

てらっしゃるのかなと。 

 

＜事務局＞   コミュニティバスは各路線で乗降調査というのをやっていまして、その

利用を見ながら時間帯によっては沢山乗られる時間帯もありますので、そ

れより小さいバスというのはなかなか難しいので、最大の利用者分が確保

できるくらいの大きさのものは確保しておきたいのですが、それを下回る

ような利用の非常に少ない部分などで小型のバスやワゴン車で対応できる

ような部分については、そういったことも検討していくといったようなこ

とでございます。 

 

＜森田委員＞  今一般のバスは何人乗りなんですか。50人くらいですか。 

 

＜中林委員＞  50人、70人乗れるバスもありますし、マイクロバスもあります。 

 

＜森田委員＞  岐阜はマイクロバスでコミュニティバスをやっているのですが、30人く

らいのマイクロバスがあるというんですよ。それくらいのバスなら便利だ

なと思って。 

 

＜中林委員＞  そういうバスも津市内を含めてコミュニティバスでも走っています。 

 

＜森田委員＞  もう一点なんですけど、上の方にサービス水準とありますね。運行形態。

停留所施設を含む検討と書いてあるのですが、これは具体的にたとえばバ

ス停に屋根をつけるとか、ベンチをつけるとかそういう意味を指している

のかどうかと思って。 

 

＜事務局＞   サービスの水準につきましてはバスの本数ですとか、そういったことを

含めておりますが、カッコ書きで停留所施設を含むということでございま

す。すべての停留所に屋根などを付けていくのは厳しいので乗り継ぎ拠点

といいますか、バスとバスを乗り継いでいただく拠点についてはできたら

屋根のあるような施設を利用させていただくとか、そういったことを検討
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していくというような意味です。 

 

＜大西委員＞  22ページに河芸、芸濃、安濃、このへんのところに利用促進対策という

ことで、これを推進しなければならないということが出ておりますし、先

にこの資料の前に送っていただきました自己評価結果報告を見せてもらっ

ておりましたら、やはりこの３地区が前年と比べて利用状況が減少してき

ているとなっております。そこで提案ですが、この３地区を対象に新年度

に入りましたら、一度コミュニティバス利用促進キャンペーンというもの

を大々的にやってみたらどうかという意見なんです。期間は一ヶ月間くら

いにして、その期間中の料金はぐるっと・つーバスが 100円ですので、100

円くらいが手ごろかなと思います。それと広報ですが、広報誌の津や各自

治会便りがありますので、それで広報していく。そうすることによって、

この結果、地域住民の方が改めてうちの地域にもコミュニティバスが走っ

ているんだということ、それから、100 円という割安な値段で乗ってみた

ら、地域の方が沢山乗っていていろいろ世間話とか情報交換ができて楽し

い。そしてまたバスには掲示板をつけていただいて、公民館活動とかある

いは自治会活動を掲載していただくことによって利用者は情報を吸収でき

る。それから一番重要な買い物とか病院、あるいは金融機関に立ち寄りが

非常に便利になるということを、改めてもう一回知っていただく。そうい

うことで利用者を増やしていく。こういう対策を一度検討していただくと

いいと思うのですがどうですか。 

 

＜事務局＞   ありがとうございます。利用促進という中で、キャンペーンということ

で、料金を下げるとかそういう部分を含めまして、確かに委員さん御指摘

のように利用率が下がっているところもありますので、そういうのも必要

な部分もあると思います。料金に関わることですので、運輸局さんもです

けど、活性化協議会の中での議論も必要になってくると思いますので、ま

たその部分についてはうちの方も考えさせていただいた上で、また協議会

の中で御検討いただければと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。今、具体的な御提案なので、53ページに利用促進の話

が出てきて、イベントの実施ということも書いてあるので、このあたり少

し御検討いただけませんでしょうかね。特に協働推進みたいな事業も今度



 

- 24 - 

 

はなくなっていってしまったわけですけど、補助事業はないけれども、も

っと知ってもらうための事業というのはやっていかないと意味がないのか

なと思いますので。もう予算の査定は済んだかもしれませんが、お金をあ

まりかけても意味がないのですよ、こういうことは。お金をいっぱいかけ

れば絶対によくなるのかと言ったらそうではなくて、ここはもう知恵勝負

ですよね。今、大西さんがおっしゃったのは知恵のところなのですね。知

恵をみんなで出し合って、いかに市民の皆さんに一回乗ってみてよという

あたりをね。一回使ってみたらまた違った感覚になるかもしれないという

ような呼びかけとか、そういう所も含めて是非、新年度にはみんなで考え

ましょうかね。これからやっていくことがすごく大切だと思うのですね。

そこらあたりをまたこの協議会の中で議論しながらお金をかけずに上手に

やるという。簡単な例を言いますと、モビリティマネジメント会議ってあ

るんですよ。毎年毎年会議をやるのです。子供達の乗り方教室なんて、実

際段ボールで料金箱作って、幼稚園の子でもやるということをやったグル

ープもあるんですよ。みんな段ボールで作って、バスも段ボールで作って

そこに乗せてね。必ずしも本物を持ってこないといけないということはな

いと思うしね。いかにお金を安くしながら上手に子供達に教えるか。小学

校高学年の子にそれやってもだめだけど、幼稚園くらいならそれでいいと

思うし。年齢層に応じて、やることが違っていかないといけないでしょう

し。知恵をみんなで出し合ってやっていくことが大切なので、今の御提案

は次の年度に知恵を出し合って、なんらかの形でやっていくことが必要か

なと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございます。他に

いかがでしょうか。 

 

＜西川委員＞  さきほどお話があったように、大変この計画を作られた当局は大変な努

力だったろうなと、ご苦労されたんじゃないかと感謝を申し上げたいと思

います。ちなみに、立派なもので計画はいろいろとされる、計画というの

はある程度予測というか、これから先のことを目指してどうあるべきかと

いうことを計画を立てていくということになろうかと思うのですが、今の

時代は変化変化の時代で大変な急速な変化している時代ですから、５年先

平成 31年までの計画ということでこういう計画を立てて進むけれども、い

かに変化に適応するか、対応するか、これが非常に大事になってくるので

はないかと思うんですね。さきほどお話の中にありましたけど、団地の状
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況も地域の状況もあるいは、少子高齢化でどんどん高齢化も進んでいく。

そういう大変な身の回りは変化していく。津市の場合は大きい変化がある

と思う。そういう意味から、あるところに 500戸もある団地ができたり、

もっと極端なこというと、過疎化になって、かつては 700所帯もあったの

が今は半数になったとか、高齢者ばかりになったとか、私の地域にもそう

いうひとつの例があるのですが、小学生の子が１団体で 300人ほどいたの

が、今現在 83名なんですね。それだけ団地が高齢化しているというふうに、

ものすごい勢いで変化していると思いますね。変化にいかに適応対応する

方向性が大事だというか、そこに柔軟性というか、非常にうまく計画を、

これでというのではなしに、一応計画を立てたけどその都度いろいろな知

恵を絞り合って状況に合わせた施策というものを取り入れていくというこ

とがこれから大事じゃないかと思います。 

それともう一点はこういう地域の活性化を含めますと、安全安心とあり

ましたが、安全というのは非常に切っても切れない問題だと思うのです。

コミュニティバスというのは人を運ぶという重要な、人の命ほど大事なも

のはないのですから。そういう人を運ぶという点からいきますと、一件の

事故が、言い換えれば会社がつぶれるというような大きな問題だと思うん

です。そういうことがあったとしたらまったく信用がなくなってあそこの

コミュニティバスでこんな事故があったぞということになったらこれは大

変な問題になると思うのです。我々もこの協議会もふっとんでしまうので

はないかと思うのです。そういう意味で安全安心という意味から含めて安

全の面をどうか忘れずにこの計画の中で取り入れていただきたいなと、こ

んなふうに感じました。これは今日こうしますというような答えではなし

に、柔軟性をもって適応対応していただくようなそういう方向性で取り組

んでいっていただけたらなと思います。以上です。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。御意見としてお伺いしました。何か事務局の方

でお答えありますか。 

 

＜事務局＞   ありがとうございます。この本編でも見直しのプロセスがありますよう

に、しっかり評価をしながら、その時に応じたように中間の見直しのとき

に変更するとか、実情に応じた計画になるように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。 
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＜伊豆原会長＞ ちょっと言いますと、実は私たちはこういう座長をやっているグループ

があります。おっしゃった話はＰＤＣＡの中で本当に一年間無事故無違反

で安全に運べたということはちゃんと評価すべきじゃないかという話が私

の仲間の中では結構話が出ます。野田さんがおみえですが、安全安心運行

というのは許可をする限りは安全というのは絶対だという前提で許可をも

らっている。今、西川さんがおっしゃられたのですが、そういったところ

が、安全というのを介しながら信頼関係が作れるかというあたりを、事業

者さんを含めて、いろんな運行事業者さんを含めて信頼関係を作ってやっ

ていく。運転手さんとの信頼、地域の住民の皆さんとの信頼とかね。そう

いうことも随分大切なのだろうと思います。今のお話は大変いいお話だと

思いますので、是非、事務局だけでなく、私たちも、このメンバーも頑張

っていきたいと思います。ありがとうございます。 

他にいかがでしょうか。もしなければ、一応ここまで事務局の方でまと

めていただきました。若干、文言のてにをは等についてはまだ精査できる

ところは精査していかないといけないだろうと思いますが、大きい考え方、

中身について何か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。もしなければもう一度文章は精査しますが、この形で市

民の皆さんに公表して、もう一度市民の皆さんから御意見をいただくとい

う、いわゆるパブリックコメントという形にもっていきたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいですか。それでは文言のてにをは等につきま

してもうちょっと精査しますが、それについては事務局と私の方で責任持

って精査しますので、これを条件にさせていただいて、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した。ようやくこ

こまで来られました。それではまた若干修正等が入りましたら委員の皆さ

んの方へ再度お送りするということでよろしいですか。最終版はお送りし

ますのでよろしくお願いいたします。それではその他ですが、何か事務局

の方でありますか。 

 

＜事務局＞   先日郵送にて協議させていただきました、地域公共交通確保維持改善事

業に関する自己評価、一次評価につきまして、さきほどもお話ありました

けど、本来ですとこの協議会におきまして議題とさせていただき、協議を

させていただくべきところでございましたが、提出の締切とこの協議会の
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開催日程がうまく合わず書面となりましたことをお詫び申し上げます。な

お、委員の皆さまから修正の意見等もありませんでしたので原案通りのも

のを三重運輸支局を通し提出させていただきました。この場をお借りして

委員の皆さまへの御報告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。２月の 19日でしたか。第三者評価委員会。名古

屋の方の運輸局の方で行われます。第三者評価委員会ございますので、そ

こでまたいろいろ御意見がいただけるかも分かりませんが、そこらへんに

ついては次の協議会で報告させていただくということでよろしくお願いし

たいと思います。今日４回目ですが、あまりこういう時間がとれませんで

したので、何か津の公共交通についてもうちょっと言っておきたいなとい

うことがございましたらお受けしたいですがよろしいでしょうか。 

 

＜林委員＞   私ごとなんですが、先日 83歳のおじいちゃんが運転される車に正面衝突

されまして、さきほど安心安全ということで、こちらはきちんと守ってい

てもぶつかってこられるということももちろんあると思いますので、やっ

ぱり免許を返還するところに告知して、たとえば、もし免許を手放しても

安心安全な公共のバスが走っているんですよということをアピールできて

いたら、ハンドルを置こうと思う方がみえるかもしれない。バスがうちの

実家の方は通ってますので、みんな免許を手放すのですが、不便だとどう

しても 80歳を超えても、という方がいらっしゃるので。個人的なことなん

ですけど、この場で言わせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 交通事故の話は、65歳以上の方の交通事故の死者数と 65歳以下という

のでは逆転したのですよね。今 65歳以上の方の方が多いのです。人口は多

くありません。65歳以上になっていく人は多くなってきていますけど高齢

者の事故という特徴的なことがございます。今おっしゃったとおりです。

事故件数も事故死者数が多いのはよくないですから。65歳以上の方の方が

多くなっている。実はこれ大変なことでございまして、社会現象として私

たちも考えないといけないですけど、逆走の問題とか、今日は警察の方お

みえになりますね。逆走の話なんて日常茶飯事のことだと聞いていますが、

是非一言そういう安全の話をお願いします。 
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＜谷口委員＞  私の方に事故の書類がいっぱい上がってくるのですけど、去年、三重県

下で 112 人の方が亡くなっているのですが、65 歳以上の方が半分以上で、

確か 51％だったと思います。112名と言うのですが、それは 24時間以内に

亡くなられた方だけを計上しているんですね。３日後に亡くなられたとか、

極端な話、１ヶ月後に亡くなられた方は計上されていないんですね。実は

その方を含めると倍くらいの数字になるんですね。以前は高齢者の方が被

害者になる分が多かったのですが、今は加害者になる方も増えてきていま

す。ですから加害者、被害者が 65歳以上の方の事故がきわめて多いです。

そういう状況です。いろんな安全対策をさせていただいているのですが、

シートベルトを忘れていたとか、信号だけにとらわれて周りを見ていない

とか。運転者の資質とか、そういうところによる部分もあると思うのです

が、そこらへんをうまくどういうふうにしていくかというのはこっちも課

題なんです。地道にやっていかないといけないということでやらせていた

だいているのですが、言っても１回、２回で伝わる場合もありますし、そ

れが伝わらない場合もありますよね。それが３回、４回ということで、地

道に草の根にということで。警察だけでは当然できないので、行政の方や

学校や地域の住民の方の協力が必然ということです。免許証の返納も話が

あったのですけど、確かにそうなんですね。便利で安全で正確な乗り物が

あったらそれに移行していくと思います。 

 

＜森田委員＞  そのためにもバスを勧めてほしいですね。 

 

＜谷口委員＞  どうしても費用がかかりますし、経営のこともありますし、バランスだ

と思うんですけど。警察の方も一生懸命やりますので、またお知恵を拝借

したいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。大変大切なお話をいただきましてありがとう

ございました。公共交通という中で安心安全はすごく大切な要素ですので、

是非またいろんなところでお知恵を出していただいたらと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。他にいかがでしょう

か。もしなければ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。最終案の御提示から短期間で精査していただ
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きまして、大変御迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。今後この計

画案につきましては市長、それから市議会と手続きを踏むという形で進め

させていただきます。また御報告させていただきます。文言等につきまし

ては会長の方とともに事務局の方で修正等をさせていただき、また御提示

させていただきます。これをもちまして平成 26年度第４回津市地域公共交

通活性化協議会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 


