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平成 26年度第５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５回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成 27年３月 20日（金） 

午後 14時 00分から午後 15時 30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）、松本尚士（副会長）、越川経男、大西正晏、

落合毅人、竹田治、中津多喜郎、中林広己、野田敏幸、林眞砂子、

川端賢一（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 津市地域公共交通網形成計画の策定について 

２ 平成 27年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）及

び同予算（案）について 

３ 津市地域公共交通活性化協議会の規約改正について 

４ その他 

(1)利用促進啓発グッズについて 

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５回津市地域公共交通活性化協議会の議事内容】 

 

＜事務局＞   それでは定刻となりましたので始めさせていただきます。本日はお忙し

いところ御出席いただきましてありがとうございます。ただいまから平成

26年度第５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、三重県津建設

事務所総務管理室管理課長の井戸坂委員、津市自治会連合会美里支部会長

の岡委員、三重短期大学の北村委員、津南警察署交通課長の谷口委員、津

市社会福祉協議会副会長の西川委員、三重交通労働組合中勢支部支部長の

山口委員が所用のため欠席すると御連絡をいただいておりますので御報告

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 12名の出席を今の時点でいただ

いておりますので、規定第８条第２項により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＞ 皆さんこんにちは。ようやく春めいてきました。今回お忙しいなかお集

まりいただきましてありがとうございます。それでは時間もないことです

ので、早速、今日の議事に入りたいと思います。お手元に事項書がござい

ますが、今日はその他を含めて４件ございます。是非いろんな角度から御

意見をいただけたらと思います。特に一番目の地域公共交通網形成計画に

ついては、前回も少し議論していただきましたけど、随分事務局の方も頑

張ってくれまして、運輸支局の野田さんをはじめ運輸関連の方に大変御熱

心にしていただいたと聞いております。是非、忌憚のない御意見をいただ

いて、今日はある意味では最後の策定の案ということでございますので、

是非よろしくお願いいたします。それでは一番初めに今申し上げました津

市地域公共交通網形成計画の策定についてということで事務局からお願い

いたします。 

 

＜事務局＞   それでは、事項１津市地域公共交通網形成計画の策定について、御説明

申し上げます。 
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形成計画素案については、１月までの協議会、ならびに分科会で、何度

も繰り返し御協議をいただいてまいりましたが、本日御承認をいただきま

して、策定という運びでお願いしたいと思います。それでは、資料１-１に

より、今までの流れをおさらいさせていただきたいと思います。 

繰り返しになりますので、少し端折りながら御説明させていただきます。 

まず、第１章 本計画策定の背景でございますが、少子高齢化や人口減

少が急速に進展する社会におきまして、地域の活性化や地域経済の持続的

発展を実現するためには、コンパクトなまちづくりとともに、拠点同士や、

拠点と居住エリアを結ぶ地域公共交通網の充実が必要不可欠となっており

ます。そのため、本市では、平成 21年に「津市地域公共交通総合連携計画」

を策定し、合併前の旧市町村で実施していたバス事業を、津市コミュニテ

ィバスとして再編し、実証運行期間を経て、平成 25年４月に本格運行へ移

行してきたところでございます。  

その連携計画は、主にコミュニティバスの再編に重点を置いた計画でご

ざいまして、再編後の次のステップといたしまして、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おりましたところ、国の方で

法改正の動きがあり、平成 26年 11月に「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、同法に基づき、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

となりました。  

本計画の位置付けでございますが、平成 25 年策定の「津市総合計画後

期基本計画」及び、平成 22年策定の「津市都市マスタープラン」を上位計

画とすることとし、基本的な考え方につきましては、「連携計画」を踏襲し

ますが、改正法に基づき、まちづくり、観光振興等との一体性の確保や、

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及び住民の協力

を含む関係者の連携などを重要視し、連携計画をステップアップして、よ

り効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築を目指すものでござ

います。 

 下のフロー図は、これまでの説明をわかりやすく図にしたもので、津市

の取り組みと、国の動きに分けて、説明させていただいたものでございま

す。 

 改正法では、コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携や、

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築などが新たに追
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加されていることと、前計画策定から、年数も経っており、その間に策定

された上位計画での考え方などを反映し、連携計画から継続している課題

に、より重点的に取り上げるべき視点、新たな視点を加えた形成計画の作

成を行い、計画に基づく施策の実施を行なっていくものでございます。 

計画策定に向けたこれまでの取り組み、右側の囲みでございますが、 平

成 25年度から計画策定に係る調査事業 に着手し、当活性化協議会の中で、

平成 25年度に４回、平成 26年度に本日を含み５回、協議を行っていただ

いてまいりました。 

また、調査事業の一環として、バス事業者、タクシー事業者アンケート

の実施や、商業施設利用者アンケートの実施を行ってきたところでござい

ます。 

 さらに、活性化協議会の中に、より専門的に議論していただくために、

分科会を置き、今年度４回の協議を行っていただいてきたところでござい

ます。 

 地域公共交通に関するアンケートの実施でございますが、平成 26年７月

28日から同年８月 12日にかけて、15歳以上の市民から、無作為に抽出し

た 7,410人の市民の方を対象に実施してまいりました。 

 また、アンケートとは別に、地域の自治会長さんや、地域の代表者の方

で組織している「地域公共交通あり方検討会」も開催していただき、地域

の皆さまの御意見を直接お聞かせいただいてきたところでございます。 

次に、第２章 連携計画の実施状況でございます。 

この章におきまして、前計画である連携計画での検討課題と、連携計画

において課題解決のために実施してきた施策を点検し、平成 26 年度に実

施しました市民アンケートの結果も踏まえ、８つの課題に整理し、今回の

形成計画へ引き継ぐこととしています。 

ここの課題につきましては、お時間のありますときに、本冊の方でご確

認いただきたいと思います。 

  次に、第３章 形成計画の基本的な事項でございます。 

ここでは、形成計画へ引き継ぐ課題に、上位計画や法改正を踏まえた新

たな視点と、より重点的に取り上げるべき視点として、「まちづくりや観

光振興と公共交通の連携」と「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」を加え、本計画の将来像を「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、連携計画
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から継承した「一体感のあるまちづくりを支え、誰もが移動できる公共交

通体系の実現」を基本理念としております。 

これらの将来像と、基本理念から、以下のとおり５つの基本方針と、基

本方針ごとの目標を定めるとともに、その目標の達成を目指すために、そ

れぞれの施策を位置付けているところでございます。 

以下に、基本方針と、それぞれの目標、対応する施策を位置付けた体系

図を作成しましたのでご覧になっていただきたいと思います。こちらの説

明につきましては、本冊の方で詳細に記載していますので、本日は割愛さ

せていただきます。 

体系図の下の部分をご覧になっていただきたいと思います。 

本計画の対象区域でございますが、対象区域は津市全域としています。 

計画期間でございますが、平成 27年４月～平成 32年３月の５年間とし、

中間年度の平成 29年度に中間見直しを行うこととしております。 

形成計画の目標の、数値目標、及び、その下の、目標を行うために行う

事業・施策及び実施主体に関する事項、その下の、計画の達成状況の評価

に関する事項等については、どれも、重要な部分でございますが、紙面の

都合上、項目だけを記載させていただきましたので、詳細については本冊

でご確認いただきたいと思います。 

次に、資料 1-3でございますが、本計画に係るパブリックコメントを、

２月 10日から３月 13日までの 1ヶ月間募集させていただきましたので、

その結果をご報告させていただきます。 

応募がありましたのはお二人で、こちらの４件ということでございます。 

いただいたご意見は、一つ目ですが、計画の目指す将来像を「公共交通

網が便利で使いやすく、楽しく快適に生活できるまち」に改める。 

目指すまちは「公共交通が利用できるまち」と言うより、「楽しく便利

に生活できるまち」であるはずです。追求する価値の主従を的確に押さえ

て表現すべきだと思います。 

その下の「将来像のイメージ」でも、「誰もが積極的に公共交通を利用

し」とありますが、そのことは必ずしも必要ではなく、「利用したい人が便

利に公共交通を利用し」と表現することがより適当だと思われます。 

というご意見に対しましては、公共交通を利用することが単なる手段で

あると捉えるなら、「楽しく便利に生活できるまち」が目指す将来像である

とする表現の方が的確であるかもしれませんが、地域公共交通活性化協議
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会での議論の中で、交通を主軸として、誰もが移動できる公共交通体系の

実現を目指すために、敢えて、「公共交通が利用できるまち」であることを

強調し、このような表現としています。 

将来像のイメージについても、より環境に配慮し、地域の財産としての

公共交通を持続可能なものとしていくといった思いを込めて、「誰もが積極

的に公共交通を利用し」といった表現をしています。と、回答いたします。 

二つ目ですが、目標２－２にて「地域を超えた移動ニーズ」を認識して

いるのであれば路線数の目標値は結果ありきの数値になってしまうのでは

ないか。地域をまたいだ利用者の数を目標としてはどうか。 

こちらについては、委員の方からも同じような指摘をいただきましたの

で、本冊 資料 1-2の P35のとおり、指標を「支線」における地域をまた

いだ路線の利用者数と変更させていただき、現況値の 16,022人を参考に、

中間目標値（平成 28年度）に平成 25年度＋500名、目標値（平成 30年度）

を平成 25年度＋1,000名と変更いたしました。 

 よって、意見に対する回答としては、御意見の主旨を踏まえ、「地域をま

たいだ路線の利用者数」を指標とするということに修正いたしたいと思い

ます。資料 1-2も併せて確認していただいてよろしいでしょうか。分厚い

資料の 35ページでございますが、一番下の目標 2-2を以前までは地域をま

たいだ路線図というのを入れていたのですが、ここを路線の利用者数とい

うことに変えまして、現況値が 16,022人というのを参考にしまして、中間

目標値をプラス 500名の 16,500人、平成 30年度の目標値を平成 25年度プ

ラス 1,000名ということで 17,000人に変更いたしました。 

 では、資料１－３に戻っていただきまして、三つ目の御意見でございま

すが、目標３－２にて指標に「三重交通の低床バス導入率」が挙げられて

いるが、Ｐ53においても三重交通の導入率向上のために今計画において津

市が何を実施するかが書かれていないことから、指標としては不適切では

ないか。また高齢者の運賃体系にも触れているのであれば、市長選候補が

公約に取り上げている無料化検討は触れても良いのではないかというご意

見に対しましての回答でございますが、本計画は、津市全体の公共交通に

関する目標を定めているものであり、低床バスの導入については、行政と

事業者が一体となって取り組んでいくこととしています。 

なお、低床バスについては、市コミュニティバスにおいても導入を図っ

ていることから、P36 の数値目標に係る指標の現況値を修正し、三重交通
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という表記を削除させていただきます。ここでコミュニティバスを含めて

も数値の変動の計算をし直しましたが、コミュニティバスの台数を含めて

も数値の変動はありませんでしたので、カッコ書きでこのように記載させ

ていただいております。 

また後段の部分の高齢者の運賃体系につきましては現段階では割引制度

としての検討を行うこととしています。 

現時点では市長選の候補者の公約という状況でございますので、このよ

うな記載とさせていただいております。 

 ４つ目のご意見でございますが、第３章第５の２、49ページの御意見で

ございますが、33ページ以降の第４「計画の目標」にて全く触れられてい

ない「ＪＲ名松線利活用事業」が出てくるが、これは事業において目標値

管理を行わないということか。この事業の目指すところが何かが全く見え

ないが、せめて目的というか、事業を行うことで地域をどのようにしたい

かの理念くらいは明記したほうが良い。というご意見に対しましては、本

計画の中では、公共交通と観光振興の連携にも重点を置いていることから、

観光資源としてのＪＲ名松線を利活用していくために、「ＪＲ名松線利活用

事業」を目標 1-3「観光振興との連携による交流人口の拡大」に位置付け

ています。 

 現在、JR名松線は一部区間において鉄道による運行を行っていないため、

現況値の把握及び目標値の推計が困難であることから、現時点では指標と

して設定していません。 

 なお、ご指摘を受けて、P49③JR 名松線利活用事業の記載を「ＪＲ名松

線の全線復旧を踏まえ、交流機能として同路線を活用し、森林セラピー基

地ほか観光資源等との連携を図るなど、美杉地域をはじめとした沿線地域

の活性化を目指し、観光振興への取組を推進していきます。」と改めます、

ということで、美杉地域をはじめとした沿線地域の活性化を目指しという

部分でこの地域をどのようにしたいかという部分を明記した方がよいとい

う部分への回答というふうにさせていただいております。 

今回のパブリックコメントによる修正のほかにも、協議会の委員の皆さ

ま方から事前に御指摘をいただいておりました箇所について、修正を行っ

た箇所を資料 1-4にまとめています。修正内容については、分かりにくか

った部分の補足説明や、誤字、脱字等の修正などで、大きく内容が変わる

部分はございません。資料１-2の本冊の方に、これらすべての修正を加え
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てございますので、時間の都合上、説明は割愛させていただきますが、後

ほど、御確認いただきたいと思います。 

今後、本計画を津市として策定し、国土交通省へ提出を行っていきます

ので、誤字など、お気づきの点などございましたら、ぜひ、早めに、事務

局まで御連絡いただきたいと思います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

御承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。ただ今パブリックコメントで御指摘いただいた

点、それから委員の皆さまからは言い回しなど変えた方がいいといったこ

ともいただいたので、そういったものを全て修正、追記等していただいて

今日までに至っております。ただいま御説明いただきましたが、どこから

でも結構です。何か御質問なり御意見いただきましたらありがたいですが、

いかがでしょうか。 

 

＜中津委員＞  本計画の位置付けの中で、平成 25 年策定の津市総合計画後期基本計画

ですが、29年度に終わりますね。ということは上位計画なので、これに基

づいて、津市地域公共交通網形成計画も当然変えないといけないですね。

総合計画もそうですけど。29年度に見直しということですけど、それ以前

に見直ししていかないといけないですね。当然後期総合計画は、29年度以

前に作成されますから。 

 

＜事務局＞   もちろん上位計画でございますので、総合計画の策定の見直しにあわせ

まして計画も修正は行わせていただきます。津市の総合計画は 29年度まで

ということですので、あわせてこちらの形成計画も見直しさせていただい

て、またこの協議会の場でその部分は十分御審議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＞ 29 年に見直しというか、チェックをしますという中間年度。58 ページ

に示していただいています。よろしいですか。他にいかがでしょうか。特

にパブリックコメントをいただいて修正しておりますので、そのへんを含

めてこれでよろしいでしょうかということですが。 
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＜中津委員＞  もう一点すみません。各地域にある地域審議会ですが、これは来年の３

月になくなると聞いているのですが、それに変わる新たなものができると

聞いているのですが、各地域の審議会においても公共交通のことを実は御

提案されているのですね。その点もこちらの方へあげてもらってあるので

すか。地域審議会からの声を。 

 

＜事務局＞   地域審議会の委員さんから頂いた御意見は市の中で各部門に審議会で

こういう意見が出ていますという形で届いています。それについては、現

在の状況等を御説明させていただいて御回答させていただいていますので、

当然そういう部分というのは踏まえながらこの計画は策定させていただい

ています。 

 

＜中津委員＞  ありがとうございました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。よろしいですか。それでは御意見もないようですの

で、今日御説明いただいたのですが、これで一応協議会の中で御承認いた

だけますでしょうか。これをもちまして市の方で今度は正式に承認という

ことになると思いますが、協議会としてこの形で市の方に御報告するとい

うことで御承認いただけますでしょうか。それでは全員の御承認をいただ

いたということで進めさせていただきます。昨年から随分何回も議論して

いただいてようやく正案となりましたので、これをもって、多分市の方は

このまま承認ということにしていただけると思いますが。議会の方には一

度報告いただいていましたよね。 

 

＜松本委員＞  議会の方は２月の委員会協議会でほぼこの案ですと報告させていただ

いて、特に異論はありませんでした。 

 

＜伊豆原会長＞ あとはこれをいかに実施していくかということになると思いますので、

また実施するときにはこのメンバーでまたいろいろ御検討いただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では次

の平成 27年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）及び同予算（案）

について事務局から説明をお願いします。 
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＜事務局＞  それでは、事項２の平成 27 年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画

（案）及び同予算（案）について御説明申し上げます。まず事業計画（案）

から御説明させていただきます。 

資料２－１をご覧ください。 

平成 27年度は、平成 26年度に津市地域公共交通網形成計画を策定しま

したことから、策定された計画に基づき、各種事業を推進するため、地域

公共交通再編実施計画の策定に向けた検討を行っていきたいと思います。

また、今年度に引き続き、国、県、三重県バス協会と連携した、公共交通

の利用促進についても取り組んでいきたいと思います。 

まず、当活性化協議会の会議日程でございますが、平成 27年度は、４回

の会議を予定しております。 

初回は、５月を予定しており、平成 26年度の事業報告と収支決算報告、

コミュニティバス等の運行に係る補助金を国からいただくために必要な津

市地域内フィーダー系統確保維持計画について、また、地域住民運営主体

型コミュニティ交通事業の導入に関する協議が、現在行っている高松山団

地以外にも、白山地域の上佐田地区、二俣地区においても進んでおります

ことから、進捗状況を報告させていただきたいと思います。  

第２回目の会議は８月を予定しており、平成 26年度コミュニティバスの

利用実績について、 

第３回の会議は、11 月を予定しており、平成 27 年度上半期のコミュニ

ティバス乗降状況報告について、それぞれ御協議いただきたいと思います。 

第４回の会議は、２月に予定しておりまして、平成 28年度の事業計画（案）

及び予算案について、また、津市地域公共交通網形成計画の進捗状況につ

いて、御協議いただきたいと思います。 

さらに、来年度も実際にコミュニティバスを知っていただきたいと思い、

現地視察を８月に予定しております。 

次に、資料の中ほどをご覧ください。 

平成 25 年度より本格運行に移行しております津市コミュニティバスの

運行でございますが、平成 27年度も引き続き運行を行ってまいります。平

成 27度も、住民の要望に合わせ、需要等も把握しながら、柔軟な路線変更

を行っていきたいと思います。 

 

次にその下、乗降調査ですが、これも例年どおり公用車を用いて運行し
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ている 79条系のものは毎日実施、廃止代替バスを含む乗合バス事業者が行

う４条路線については、５月、８月、11月、２月の１週間ずつ年４週間の

乗降調査を行いたいと考えております。 

その下、地域公共交通再編実施計画の策定に向けた検討、でございます

が、申し訳ございません、「検討」と書かせていただきましたが、これは、

地域公共交通再編実施計画の策定に向けて協議を進めていくという意味で

ございます。分かりにくい表現となってしまい申し訳ございません。平成

26年度に、津市地域公共交通網形成計画を策定しましたことから、平成 27

年度は、次のステップとして、地域公共交通再編実施計画の策定に向けた

協議を行っていきたいと思います。 

続きまして、その下、公共交通利用者の減少は続いておりますことから、

今後、持続的に公共交通を維持・活性化していくには、住民の皆様にたく

さん御利用いただくということが何より大切であるとの観点から、利用促

進にも力を入れていきたいと考えております。 

来年度も、９月 20日のバスの日、10月の津まつり、各地域で開催され

る「地域のあり方検討会」等の機会を通じて、利用促進チラシや、啓発グ

ッズを配布し、公共交通の利用促進を呼びかけていきたいと考えておりま

す。また、昨年の 10月末に行った小学生向けのバスの乗り方教室について

は、平成 27年度も引き続き実施したいと考えており、更なる利用促進に努

めていきたいと思います。 

続きまして平成27年度津市地域公共交通活性化協議会予算案について、

御説明したいと思います。それでは資料２－２をご覧ください。 

まず歳入からですが、1.負担金、これは津市からの負担金になりますが、

市議会において 27年度予算の議決がなされておりませんので、あくまでも

要求額でありまして確定はしておりません。しかしながら４月からの協議

会の運営がありますので、今回予算案としてあげさせていただきました。 

比較数値として記載しています平成 26 年度の予算額は、当初予算額を

記載しています。 

1.負担金ですが、27年度の予算額が、4,833,000円で、26年度と比べて

7,508,000円の減額でございます。減額の理由につきましては、26年度に

地域公共交通調査・形成計画作成を見込んでいたため、その分が減額した

形となります。 

次に 2.補助金ですが、平成 27年は調査事業の補助金の活用は予定して
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おりませんので、０円となっております。 

次に 3.繰越金ですが、津市からの負担金は、概算払で支給されており、

年度末に精算した上で、余剰金については、津市に戻していることから、

平成 27年度の繰越金の予算額は０円となっております。 

次に 4.諸収入ですが、これは預金利息になります。平成 26年度につい

ては、前年度と同じ１千円を計上しております。 

以上、平成 27年度歳入合計は、4,834,000円で、平成 26年度の当初予

算額と比較しまして 7,508,000円の減となっています。 

続きまして、歳出ですが、運営費としまして 1.会議費が 27年度 468,000

円で、前年度と比べて 165,000円の減額としております。 

これは、26年度は、地域公共交通網形成計画の策定に係り、年５回の協

議会と、年４回の分科会を開催しましたが、27年度は年４回の協議会のみ

を予定しているため減額となります。 

次は 2.事務費で、これは、郵送料や研修会等への参加旅費、消耗品費等

になりますが、27年度 283,000円で前年度と比較して 254,000円の減額と

なります。 

次に 3-1-3.事業費の委託料ですが、27年度は 3,850,000円で、前年度

と比べて 6,722,000円の減額となります。 

平成 26 年度は、津市地域公共交通網形成計画策定に係る調査業務委託

料の 7,000,000円を計上しておりましたが、平成 27年度は、業務委託によ

る調査事業は予定しておりませんことから、7,000,000 円の減額となり、

その他、乗降調査や時刻表・バス停看板委託料を合わせて、6,722,000 円

の減額となります。 

最後に 3-1-6.運行事業費になりますが、これは住民主導型の公共交通の

実証運行に係る運行委託料でございます。平成 25年４月から本格運行に移

行している高松山団地は、協議会からの運行支援は行いませんが、高松山

団地以外の２地区（白山地域の上佐田地区、二俣地区）において導入の話

が進んでおりますことから、実証運行をすることを想定し、平成 27年度は

133,000円の予算を計上しております。 

以上、平成 27年度歳出合計は、歳入同様、4,834,000円で、平成 26年

度の当初予算額と比較しまして 7,508,000円の減となっています。 

 

以上で平成 27年度の事業計画（案）と予算（案）についての御説明を終
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わります。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

＜伊豆原会長＞ はい。ありがとうございます。ただいま来年度平成 27 年度の協議会の

事業計画とそれに伴う予算の案について御説明いただきました。これにつ

いて何か御質問、御意見がございましたらお受けしたいのですが。 

 

＜竹田委員＞  一点だけですが、27年度のコミュニティバス現地視察というのが組まれ

ているのですが、これは域内の認識を深めるという意味では大事な事業な

のですが、併せて、全国というのは予算的な措置も含めて難しいかもしれ

ませんし、県内なり近場ということに限られてくると思いますが、やっぱ

り先進地の視察ですね。委員の見識を深めるという意味においても非常に

大事なことだと思います。現実にインターネット等でいろいろ事業そのも

のは理解できるのですけど、やっぱり現地へ行って、いろいろ担当者の苦

労話や利用されている方に直接話を聞くということは、非常に我々も勉強

にもなりますし、それを津市に活かしていくということから見れば域外の

先進視察といいますか、予算的には委員の研修費を若干、日帰り程度です

から、そう大きな予算にはならないと思いますが、域外の研修を計画した

らどうだろうと。年に 1回くらいはやっていけばいいかなと思いますし。

そのへんを一度検討していただければという提案なんですけど。 

 

＜事務局＞   委員から御意見いただきましたように協議会の中でそういう視察につ

いて御協議いただく機会を設けまして、竹田委員がおっしゃったように予

算の範囲内でできるものであれば今年度から研修に行っていただいて、も

し行き先とか、せっかくだから先進地ということで、費用的にかかること

であれば、来年度の予算に向けて、その御協議いただいた結果を踏まえま

して、予算の要求という形になって来年度実施という形になると思います

ので、まずは一度新年度の協議会の中で視察ということを考える場を議題

としてあげさせていただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですかね。是非そういうことで御検討いただきたいと思います。

他にいかがでしょうか。 
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＜中津委員＞  予算案の関連ですけど、27 年度の津市の予算は過去最大の予算額です。

これは骨格予算でも本格的予算です。その中で、当然この地域公共交通の

法律も変わったわけですね。果たしてこれでいいのか。津市の予算が過去

最大の中で、活性化協議会の予算に関しては、委託料が７百万近くも減っ

ています。果たしてこれいいのかなと若干疑問があります。 

 

＜事務局＞   今お示ししておりますのは協議会の予算でございまして、施策の実施に

関する予算というのは別途市の議会の方で御審議いただいております。交

通ということで。そういうのを踏まえまして、協議会で、前年度はさきほ

ど御説明させていただきましたように、形成網計画の調査事業の調査費で

委託料が余分にありまして、その分がついておったので、今年度は調査事

業というのは再編実施計画につきましては、地元への聞き取り調査とか事

業者さんとの調整というのがかなり必要になってきますので、予算的に委

託しなくてもできる調査から始めたいと思いますので、そういう形でその

部分の委託料が減っているということですので、その骨格予算といわれる

ような市の予算とは別で考えていただいた方がいいという意味合いですの

でよろしくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  市の方の予算としてはどうなんですか。交通政策課としては。課として

は。 

 

＜事務局＞   コミュニティバスと廃止代替バスと NPOのぐるっとつーバスさんへの補

助とかあるんですけど、全体的で言いますと多少減っております。ただこ

れは車両購入費が、今年度は安濃で大型のポンチョ２台と、芸濃でハイエ

ースを新しく買い換えましたので、その部分の備品購入費があがっており

ました。今年度につきましては現段階では車両の入替はしない予定でござ

いますので、その分が減っておるということで前年度並みにはなっており

ます。 

 

＜中津委員＞  ソフト面を考えると前年より多いですね。ハード面を考えると減になり

ますね。 

 

＜事務局＞   バスの委託料は増えています。さきほど説明させていただいたように軽
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微なルート変更とかバス停の増設というのは住民の方の需要とかをお聞き

した上で、逐次、年に何度か増やしておりますのでその分距離も延びたり

しますので、委託料は去年度より増えています。 

 

＜中津委員＞  分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

 

＜森田委員＞  名松線の沿線というか、美杉地区に来年、名松線が復旧しますね。そう

するとバス路線の再編成はどうなるのですか。 

 

＜事務局＞   ＪＲ名松線の全線復旧に合わせてバスの方も当然考えていかないとい

けないということですね。今美杉地域にもあり方検討会というのがござい

まして、他地区よりもそういう部分がございますので、頻繁に開催して頂

いてそれも踏まえて、名松線を利用したバスとなると、利用者の方から言

うと今までひとつで行けたのが、名松線を使ってということになるので、

実質利用者の方にとっては乗り換えないといけないという御不便が出て来

るのですが、ただ、そこらへんのところを地元の方の御理解をいただきな

がら、名松線もコミュニティバスも共存してうまく交通網形成できるよう

な形を今協議させていただいております。27年度の開通復旧が来年の春で

すので、復旧と同時というのは難しいかもしれませんが、少なくとも開通

のときにはバス網はこういう形に変えていきますよということを公に言え

るような状況にはしたいと思ってやっていますので。 

 

＜森田委員＞  バスネットワーク、津駅や津新町とかそういう形のネットワークはやれ

ないものでしょうか。 

 

＜事務局＞   それは津駅から美杉へ直接バスでですか。そのへんは名松線の利活用と

いう部分がありますので、そこらへんを整理していかないと、便利は便利

なのですが、それによって名松線の利用が落ち込むとそれも難しいところ

がありますので、そこらへんのところは観光にみえる方の利便性と名松線

の存続という大きなうちの目標と整理しないと。 
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＜森田委員＞  来年４月頃道の駅津かわげができますね。道の駅を利用してもらうため

にバスかなんか乗り入れというのは考えてらっしゃいますか。 

 

＜事務局＞   河芸の道の駅ですね。道の駅にもできますし、サオリーナもできますの

で、これについては今後三重交通さんと需要の問題とかございますので、

なかなか津市内では三重交通さんの交通網が行きわたっている中でコミュ

ニティバスで走らせると言う訳にもいきませんので、そこらへんは今後ど

のくらいの需要があるかというのを把握しながら三重交通さんと協議した

いと思います。 

 

＜森田委員＞  去年の話で申し訳ないですが、去年の５月１日に名張地区のコミュニテ

ィバスは全線、障がい者は無料になったということですが、津市さんは半

額でございますが。 

 

＜事務局＞   無料化の話ですけど、こちらも高齢者の割引制度というのはしっかり形

成網計画の中にも書かせていただいているのですけど、一方で公共交通の

持続ということから考えますと、ある程度の受益者負担ということも考え

ながら、そういう高齢者の外出支援とか障害者の方の外出支援とかの兼ね

合いもありますので、今後形成網計画の再編実施計画の部分もありますの

で、その中でご議論いただいて割引制度の中でご議論いただいて、無料化

という話にはなるかも分かりませんが、今のところ正直な話、うちの施策

として具体的に障害者を無料にしようかということで検討しておることは

ございません。今は施策の中で検討をはじめているということはございま

せん。 

 

＜中津委員＞  27 年度の５月の第１回津市地域公共交通活性化協議会では運賃体系や

コストのことを 28年度以降の料金もはっきりしてきますね。 

 

＜事務局＞   多分、候補者の方の公約を踏まえてのお話だと思うのですけど、まだ公

約という形ですので、ここでどうこう申し上げる事ではありませんので、

また津市の施策としていろんな案が出て来ると思いますので、そういう案

が出て来ましたらその都度この協議会で当然バスのことに関することです

のでご提案させていただいて協議していただくことになります。 
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＜伊豆原会長＞ 今のお話の部分は野田さんにお聞きした方がいいのですが、協議運賃で

ある限り、この協議会で協議しないと運輸局としては受け取れませんので、

ここで協議してちゃんと合意を形成しないと、皆さんの合意がない限り運

賃の話をすることはできません。これから今お話があったように割引なの

かどういうふうにしていくか、運賃をどうするかというのは皆さんでこう

いうところで議論をしていただくということが必要だろうと思いますので、

また事務局の方もこういったところで提案してもらう、どういったのがい

いのかというのを議論する、私は事務局が提案するだけでなくてもかまわ

ないと思うのですね。ここはみんなで議論する場ですので。そういう意味

で竹田さんがさきほどおっしゃったのは、ちょっと外の方を見ないと、津

の中だけを見ていても、という意図もあるのではないかなと思います。い

ろいろな仕組みが今随分全国で動いてきています。そのことをこの協議会

で議論していただければと思います。よろしいでしょうか。 

 

＜森田委員＞  そのことに関しましては、岐阜のコミュニティバスが 13 路線走ってい

るのですが、未就学児童無料や、小学生半額、IC カード アユカ、高齢者

おでかけパスカードは、岐阜バスとの乗り継ぎにも適用しているし、県下

にない広告付きバス停もあります。 

 

＜伊豆原会長＞ 岐阜は連接バスも走っていますし、その代わり、市内の鉄道は名鉄が残

念ながら撤退ということで、そういういろいろな経緯があってあそこのバ

スも形成されておりますので、そういう意味で竹田さんがおっしゃった意

味は、岐阜の良いところは見えるのだけど、なぜそういうところまでいか

なければならなかったかというあたりをちゃんと踏まえておかないと、今

の良いところばかり見ているけど、実はそこへ行くまでは紆余曲折で大変

な議論をしたりいろんな苦労をしたというあたりが見えない。それでおっ

しゃったのだと思うのですね。全て知っているわけではないけど、随分苦

労されています。市内電車、郊外へ行く電車もどんどん廃車になっており

ます。そういうところから清流ライナーという連接バスを導入するという

こともございました。やっぱり実際乗ってみるとなるほどということが分

かりますので、そういうところで勉強するといいかなと思います。やっぱ

り実際見てみる、実際にその方とお話する、地元の方とお話するのがいい
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と思います。 

 

＜森田委員＞  あそこへ行くと看板があります。ああいうのも勉強になります。あまり

三重県では見ませんので。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。せっかく形成計画もここまで作り上げてきたわ

けです。この協議会で作ったわけです。事務局も一生懸命苦労してくれま

した。そういう意味でこれをどううまく再編なり実行していくかというの

が知恵の出しどころということになるかと思います。また事務局から御提

案いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。他にいかがで

しょうか。この予算と計画についていかがでしょうか。御承認いただくこ

とにしてよろしいでしょうか。それでは事業計画と予算については全員の

御承認をいただいたということで進めさせていただきます。ただ支局の方

にお願いですが、常々言っているのですが、これがいいのかどうか分かり

ませんが、こういう協議会での資料を、実は形成計画では広域的なネット

ワークもちゃんと考えなさいと言っているわけですね。そう言いながら何

のやり方も書いてないわけです。こういうものというのは隣接市町にお互

いに交換しあうということをやりませんかといつも言うのだけど、たとえ

ばこれお隣の伊賀市と鈴鹿市と松阪市ですよね。これ、お互いにやりとり

したらお隣の情報みんな分かる。広域的なこと何考えているのだろうとか

ね。そんなに手間暇かけなくても周辺の市町の状況が分かるようなやり方

ってそう難しくないのではないかなと私はいつも思うのですが。ここで議

論したことがひょっとしたら伊賀や鈴鹿や松阪に役に立つかもしれないと

かね。何かそういう連携みたいなことをやっていくとお隣の情報なんかわ

ざわざ聞きに行かなくても、協議会は年に４回か５回しかないから、４回

か５回しか資料が来ないわけだから担当者の方がさーっと目を通したら、

すっとだいたい分かってしまうというようなことで、何か事務局の方も鈴

鹿市さんの進んでいるところ、我々が進んでいる所、伊賀市でやっている

苦労話とかを含めて何かうまいやり方をお考えいただくといいと思います

ね。こんなところで言っていいのか分かりませんが、来年度の事業という

ことなので、そんなことをお隣の市町の方と相談していただくと情報が早

く入るので。それでは余分なことを申しましたが、次の３つ目ですね。津

市地域公共交通活性化協議会の規約改正についてということで、これは多
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分、今の形成計画に関連する話だと思いますので、事務局よろしくお願い

いたします。 

 

＜事務局＞   【事項３】津市地域公共交通活性化協議会の規約改正につきまして、御

説明申し上げます。平成 26年 11月から「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」が施行されたことに伴い、当協議会

の規約の改正を行うものです。 

資料３－１、３－２をご覧ください。資料３－１は、規約の改定（案）

となります。資料３－２は、規約文の新旧対照表となります。法律に基づ

いて策定できる計画が、「地域公共交通総合連携計画」から「地域公共交通

網形成計画」へと名称が変更されたため、当協議会の規約につきましても、

文言の変更を行いました。 

また、改正法では、協議会が計画の作成だけでなく、実施にも関われる

ように謳われているため、規約の「（目的）」の部分の「域公共交通総合連

携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関する協議、連携計画の実施

及び実施に係る連絡調整を行う」という部分を、「地域公共交通網形成計画

（以下「形成計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議を行う」と

改正することとします。 

なお、規約の施行日は平成 27年４月１日とし、新年度からの適用とする

こととします。 

以上です。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。規約の変更ですが、何か御質問、御意見ござ

いませんか。野田さんに確認だけお願いしたいんですが、形成計画を作る

のはいいのですが、その次に再編実施事業と再編実施計画を作らないとい

けないですよね。そうするとあれはこの文章で形成計画の実施ということ

で解釈しておけばいいのですかね。また計画と同じような再編実施計画と

あるんだけど。 

 

＜野田委員＞  形成計画の実施に関する事業が再編実施計画に関する事業という形で、

読み取れると思いますので、このままでよろしいかと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ではこの部分でよろしいですか。ありがとうございます。他によろしい
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ですか。もしなければ一応こういう形で規約を改正したいと思います。こ

の４月からということになるのですが、本当は今年度の頭にやっておかな

いといけないことなんですよね。だって私たち形成計画作っていたのです

から。本来は昨年の４月にこの規約を改正して形成計画の作成というとこ

ろに持ち込まないといけなかったですね。 

 

＜事務局＞   法律が決まった時点でこのお話をして、11月 20日に決まったあとの協

議会等で本来諮るべきところだったかもしれませんが、今回ということに

なりまして大変申し訳ございません。 

 

＜伊豆原会長＞ こういうときってどうすればいいのかなと。形成計画を一生懸命作って

いて、この４月から規約改正というのですが、もう今パブリックコメント

もやってということになるので、後追いの形になってしまうのですが、お

許しくださいとしか言いようがないですね。前後になってしまいましたが

そんな形になりました。 

 

＜竹田委員＞  そういう意味で施行日を今日とか明日にしたらいいのではないですかね。

少なくとも今年度に。４月１日というと来年度になりますよね。適用は。

従って施行日を今年度にしてしまえばいいのではないですか。そうすれば

ちょっと前後したとしてもですよ。今日確認したわけですから。最終的に。

今日にすれば先生が言われる矛盾は解消されますよね。 

 

＜伊豆原会長＞ 今日にしてもいいですよね。 

 

＜事務局＞   委員さんからご指摘の方いただきましたので、本来この形成計画の策定

に合わせて4月1日と思っておったのですが、今お話いただきましたので、

本日付で施行ということで改正させていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ そうしましょう。そうしておけば今日御承認いただいて。 

 

＜中津委員＞  実施の中身をもう少し詳しく教えてほしいのですけどね。 

 

＜伊豆原会長＞ 実施はこれからやっていかないといけないんです。次のステップへいか
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ないといけないのですが、計画の中で実施施策をこういうのやりますよと

言っているのですけど、具体的にどこでどうやってやるのかをね。是非こ

れはそんなにゆっくりしているわけにはいかないだろうと思います。ただ、

この再編実施計画なるものはじつは大臣に認定してもらわないといけない

という手続き上の話があるんですよ。これは事業者さんの三重交通さんも

含めて、他の事業者さんも含めて、いろいろ調整していろんなことやって

おいて、それとともに再編実施計画を作るという平行車両みたいなものに

なるのですけど、それを今度は国土交通大臣に認定を受けるというステッ

プに入るのですよね。 

 

＜野田委員＞  再編実施計画にあたるものでしたら認定が必要となってきます。それ以

外のものについては適宜実施をしていただければ。 

 

＜伊豆原会長＞ それをどう仕分けしていくかということが、これから私たち協議会でや

らなければいけないことです。なかなか大変ですが、事務局が一番大変か

もしれません。それは来年度。 

 

＜事務局＞   再編実施計画につきましては、来年度からさきほども御説明させていた

だきましたように、いろんな御協議をしていただいて、あまりいつまでと

いうのも、さきほども会長からお話がありましたように、事業者の承諾と

か資金の調達とかしっかりした上での大臣の認可となりますので、たとえ

ば来年度中というのは難しいのかなと。来年度から協議を始めて 28年度内

にもしできれば、29年度にこちらの中間の見直しがございますので、そこ

まで放っておくというのは 28 年度中にできればというのを目標にしなが

ら。ただ、さきほども申しましたようにいろいろなハードルがございます

ので、28年度中に絶対というのはなかなか難しいのかなと。一応目標とし

ては 28年度中にできあがるようには考えて、協議会の方でも御協力いただ

きながら協議していただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしくお願いいたします。 

 

＜中津委員＞  再度確認ですが、この規約は今日 27年 3月 20日から施行でよろしいで

すか。 
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＜伊豆原会長＞ 今日付けをもって施行にさせていただきます。よろしいでしょうか。そ

れではこの規約改正については、そういうことですすめさせていただきま

す。それではその他に移りたいと思いますが、今日は利用促進啓発グッズ

についてということで事務局からお願いします。 

 

＜事務局＞   その他の方で、今年度の利用促進グッズについて、御報告させていただ

きます。 

今年度、作製する利用促進グッズは、スリムカードケースというもので

ございまして、各種カード類を入れて持ち運べるといったものでございま

す。 

昨年度は、さしかえクリアバーという、マグネットバーを作製し、商業

施設利用者アンケートや、バスの乗り方教室、津まつり等で配布を行いま

した。 

今年度は、手軽にお持ち帰りいただけ、さらには持ち歩いていただける

もの、また、来年度も、バスの乗り方教室や津まつり、バスの日の啓発等、

幅広い年代の方を対象にしたイベントでの配布を予定しておりますことか

ら、どなたでもお使いいただけるという視点で、カードケースを作製いた

します。 

具体的な商品につきましては、資料４のとおりでございます。 

なお、今回につきましても、グッズに日本バス協会のイメージキャラク

ターであるセバスチャンをモチーフとしたデザインを取り入れて、標語を

いれる予定です。 

 作製数量は、２千個作らせていただきたいと考えております。 

以上です。 

 

＜伊豆原会長＞ 毎年毎年事務局が一生懸命探してくれるので、大変なのですが、こうい

ったものですね。啓発グッズ。いろんなところでお配りするということで

す。２，０００個ですから限りがあるのですが、たとえば地元でいろんな

関連のことがあったら一緒になってやっていただくとか事務局の方に御相

談ください。 

 

＜中津委員＞  絵も、これ津なんだということが分からないですよ。小さい字で津市地
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域公共交通活性化協議会と書いてありますけど、これが津なんだと分かる

ように作ったほうがいいですね。 

 

＜事務局＞   御意見いただきましたので、来年度は図案につきましてもこちらの方で

御議論いただきたいと思います。著作権の関係もありますので、すぐでき

るとは言えませんが、またお願いしたいと思います。 

 

＜大西委員＞  これは予算的にはどのようなものなんですか。 

 

＜事務局＞   予算的には 50万を予定しております。 

 

＜大西委員＞  これは一社にだけお願いしてやっておるのですか。来年度、もし作ると

すれば、いろいろな業者に、こういうイメージなんだけど、ということで

案を出してもらって、それを元にまたこの協議会で検討して決定してとい

うことはどうなんでしょうかね。 

 

＜事務局＞   いろいろな作成方法があると思います。今回は見積もり合わせというこ

とで複数社声かけさせていただきまして、一番お安いところにさせていた

だいています。おっしゃるように提案をもらってというのも一つの方法な

んですけど、あまりにも広い案を出させるのは難しいと思いますので、コ

ンセプトをこの協議会で作っていただくとかという形で考えていかないと

難しいのかなと思っております。 

 

＜大西委員＞  予算額がこれくらいだということを示すとともに、事務局の案としては

今おっしゃってみえる津をイメージするような何か図柄とかモチーフを用

いるような方法でということでの提案をしてやってはどうですか。 

 

＜事務局＞   業者に図案をということもございますが、さきほどから委員さんから御

意見いただいていますように、来年度は誰からデザインをもらうかは別と

しまして、複数のデザインをお示しさせていただいて、どれがいいかとい

う協議をいただいてその後に発注という形をとらせていただきたいと思い

ます。ただ、さきほど申しましたように、費用の面で考えるとこちらであ

る程度のものを決めて、いくらでやってくれるのということでやった方が
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安価になるということがありますので、ただ、さきほどからいただいてお

ります委員さんの御意見も踏まえながらデザインを数点出してここで御協

議いただけるようなそういう体制をとらせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 大変難しいと思いますけど、10万くらいでデザインよこせと言ったら多

分出してくれる。 

 

＜事務局＞   来年度、業者からというよりは事務局からということで数案出させてい

ただきます。 

 

＜中津委員＞  もし時間的な余裕があれば市民の方から公募。時間かかりますが。ＰＲ

にもなるし、広報にもなるし。 

 

＜林委員＞   市民目線でというか、よく景品やお祭りでいただくけど意外とデザイン

がいまいちだったりとか磁石でもいまいちなことがあるので、さきほど言

われたように公募で選ばれたものだとか、カードケースであれば広告なり、

優勝した人のデザインが入っていれば、せっかく 50万かけて作っていただ

くなら関心がもてるようなものだったり、例えば商業施設の割引券が広告

として入っていればプラスの収入になるかもしれないので、なにかしらプ

ラスアルファしたものを提案していけるともっと魅力あるものになるので

はないかと思いました。 

 

＜事務局＞   デザインについてはセンスのよいものができるように考えて、また御提

案させていただきたいと思います。今回はもう発注済みですので申し訳ご

ざいません。 

 

＜伊豆原会長＞ 私の知ってるところは、愛知県芸大の学生さんに頼んでアイデアをもら

っています。すごく評判がいいのです。デザインというのは市民公募もや

ってもいいし、コミバスも私の市では市民公募で幼稚園の子のものを採用

しましたけど、その代わり高くつきましたけどね。大変手間暇かかるとい

うことで。半年かかりましたかね。そのへんも含めてどうやったら皆さん

に喜んでいただけるか、今おっしゃったようにいろんな楽しみを入れて関

心を持っていただく。もともと関心を持っていただかなければ意味ないわ
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けですから、楽しさを含めて関心をもっていただけるようなやり方がある

と思うんですよね。来年は少し早目に情報を出していただいて。ありがと

うございます。その他何かございますか。 

 

＜事務局＞   先日郵送にて協議させていただきました、美里園児バスの乗合事業の認

定につきまして、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、美里園児バスを所管しています

教育委員会から申入れが急きょあり、暇がありませんでしたことをお詫び

申し上げます。 

また、提出期限の関係上、大変短い期間での御審議となってしまいまし

たことも重ねてお詫び申し上げます。 

なお、委員の皆さまから全員の承認をいただきましたので、承認した旨

の合意書と原案通りの資料を中部運輸局に提出させていただきました。 

これにより来年度も本年度と変わらない通園バスのサービスの維持が

できることとなりました。 

この場をお借りしま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＞ みなさんありがとうございました。全員一致ということでございました。

なかなか大変なので事務局もかなり苦労していますが、ありがとうござい

ました。他にいいですか。 

 

＜森田委員＞  よその市ですけど、電気自動車を利用した伊勢市低炭素社会創造協議会

というのが昨年だと思うのですけど発足されまして、こういうものを津で

できないかなと思って。こういう考え方と、我々のモビリティのものの考

え方というのは、接点はあるのでしょうか。方向性としてね。そういう勉

強会じゃないわけでしょ。ここは。だけどそういう考え方は必要だと思い

ますよ。 

 

＜伊豆原会長＞ おっしゃる通りで、低炭素形成ということでは、環境問題は当然ですか

ら。今、市の方ではそういう低炭素社会に関連する協議会はあるのですか。

私はちょっと分かりませんが。 
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＜事務局＞   低炭素ということで津市の方では環境部局の方で取り組みを行ってい

ることで、交通という側面ももちろんございますので、そのあたりは連携

を取りながら、こちらの方で示せる機会がありましたらご提供させていた

だきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。他にも環境部局だけではなくて、さきほど子育

て世代とか、そういうことを考えていくと、当然のことながら福祉部局、

総務の男女共同参画とか、みんな絡むのですよ。ですから、それは全部の

方に入ってもらうわけにはいかないので、これも事務局の方で縦割りをい

かに横に駆使するかということですから、関連部局の方の活動というのは

すごく大切なのですね。そういったところを含めて私たちは考えていかな

いと、この公共交通というものの役割というのは果たせないということだ

と思いますので大変いいお話です。特に市の方では民生委員さんとか、そ

ういう地域に根差した仕組みも持っておられると思うのですね。そうする

とお年寄りの方は民生委員さんに相談に行かれたりするのですよね。直で

はこちらには来ないということがありますから。そういった方たちの御意

見とかをお聞きする。いくつかのパイプを上手に使って情報を集めていた

だくということがすごく大切なのですね。是非おっしゃった通り、低炭素

の社会を目指そうというのを我が国はやっています。それを含めて是非パ

イプをつないでおいていただけたらと思います。是非よろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

 

＜中津委員＞  市民交流課が関わりますかね。たとえば、私自治会長やっていましたけ

ど、市民交流課だけじゃだめなんです。都市計画も行かないといけないし、

公民館も行かないといけないし。公共交通についても、最初に言われたよ

うにいろんな法律が絡んでいますので、いろんなことを知っていないとい

けませんので、できるだけ市民の方が分かりやすい機構改革をしていただ

きたいですね。 

 

＜伊豆原会長＞ 是非そういったことを含めてすぐにやれるかどうかというのは分かり

ませんが、少しでもそういう情報を皆さんに提供したり、皆さんから情報

をいただいてこれからも是非どんどん進めていただけたらと思います。事

務局はよろしいですか。それでは今日は今年度最後ですが、何かこの際、
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せっかく参加していただいてまだ一言もお話いただいていない方、何かご

ざいましたらどうぞ。 

 

＜原田委員代理＞ 三重県の川端です。２番のところで先生から広域の話ありましたが、

ちょっとまだ課内で整理していないのでその他のところで言わせていた

だきたいのですが、広域は県の市町を繋ぐという広域の話がありますし、

幹線のバスもあります。それに対して県も同じように協議会を持って、

計画作りをしているのですけど、先ほどの協議会どうしの連携という話

も出てましたが、まさにその通りだなというのがありまして、たとえば

今年ですと、支局さんと連携しまして、県内の市町さんに呼び掛けて研

修会をさせていただいたり、たとえば形成計画のような見える化につい

ては県域全体で取り組んでいこうというのがありますので、そういう意

味では来年度はもっと広域で旗振りができるようにしていきたいと考え

ておりますし、６月に幹線の計画を作る際に、その場合に、もしタイミ

ングがあえば、この場で検討して、こういう計画作りを考えているとい

うことでご意見いただく場を是非持たせていただければと思いますので、

またそれはお願いということでよろしくお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞  是非よろしくお願いいたします。ありがとうございます。他にいかが

でしょうか。 

 

＜中林委員＞   またこれからいろいろ再編計画など出てきますが、いろいろな御意見

を賜りながら進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

＜伊豆原会長＞  他によろしいですか。それではないようですので、これから多分実施

計画、事業者さんも含めて私たちはもう少し議論を深めていくことが必

要になると思いますので、是非、御協力の方よろしくお願いいたします。

今年は５回大変ご足労いただきました。ありがとうございました。これ

で形成計画の御承認をいただきましたので、これで来年に向かって頑張

ってやっていけたらなと思います。大変長い時間ありがとうございまし

た。これで閉会させていただきます。 

 


