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平成25年度第１回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

 

１ 会議名 平成25年度第１回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成25年５月23日（木） 

午後２時30分から午後５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）、吉川一生（副会長）、松本尚士（副会長）、山

口（青木美清代理）、井上繁良、岩松由洋、阪野優、竹株清司、竹

田治、武田幹枝、谷口信子、谷口榮二、中村良寛、原田孝夫、堀

口健二郎、松下浩己、向原俊夫 

（事務局） 

都市計画部次長 内田政宏 

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 柿内宏介、西出智康 

５ 内容 １ 副会長及び監査委員の指名について 

２ 平成 24 年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告

について 

３ 平成24年度同協議会における収支決算報告について 

４ 津市公共交通調査事業、地域公共交通総合連携計画について 

５ 平成25年度補正予算（第1号）について 

６ コミュニティバス事業評価検討業務報告書について 

７ 高松山団地乗合ワゴン実証運行の結果報告について 

８ 津市地域内フィーダー系統確保維持計画について 

９ コミュニティバス実証体験について 

10 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25年度第１回津市地域公共交通活性化協議会の議事内容】 

 

＜事務局＞   本日は、皆さまお忙しい中、また好天で何かとそれぞれご用事があるか

という中、本日の会議にご出席をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。若干まだ到着されていない方もありますが、定刻となりましたので、

ただいまから、平成25年度第１回津市地域公共交通活性化協議会を開会さ

せていただきます。 

なお、新年度となって第１回の協議会でございまして、人事異動等によ

る委員の交代もございますことから、委員の皆様をご紹介したいと思いま

す。なお、50音順で紹介させていただきますのでご了承ください。 

三重県津警察署交通官の青木委員でございます。本日は代理として山口

様にお越しいただいております。 

愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授で当協議会会長の伊豆原会長

でございます。 

三重交通労働組合中勢支部支部長の井上委員でございます。 

小林前委員に代わり、今年度、国土交通省中部運輸局三重運輸支局首席

運輸企画専門官にご就任されました岩松委員でございます。 

津市地域公共交通活性化協議会公募委員の阪野委員でございます。 

同じく津市地域公共交通活性化協議会公募委員の竹株委員でございます。 

地域公共交通コーディネーターの竹田委員でございます。 

津市地域公共交通活性化協議会公募委員の武田委員でございます。 

同じく津市地域公共交通活性化協議会公募委員の谷口委員でございます。 

西村前委員に代わり、今年度、三重県津南警察署交通課長にご就任され

ました谷口委員でございます。 

三重交通株式会社中勢営業所所長の中村委員でございます。 

笠谷前委員に代わり、今年度、三重県地域連携部交通政策課長にご就任さ

れました原田委員でございます。 

津市地域公共交通活性化協議会公募委員の堀口委員でございます。 

津市建設部建設政策課長の松下委員でございます。 

津市都市計画部長の松本委員でございます。立松前委員に代わっての就

任でございます。 

三重県津建設事務所総務・管理室管理課長の向原委員でございます。 

津市自治会連合会美里支部会長の吉川委員でございます。 
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社団法人三重県旅客自動車協会の津支部長松下委員はまだお見えになっ

ていないので後ほどご紹介させていただきます。 

なお、三重短期大学准教授の北村委員、津市社会福祉協議会の松浦委員

につきましては、本日、所要のため欠席の連絡をいただいております。 

続きまして、本年４月１日の人事異動により事務局の交代もありました

ので、事務局の紹介をさせていただきます。 

前年度の松下に代わり、交通政策・海上アクセス担当主幹の岸江でござ

います。 

前年度の杉崎に代わり、交通政策・海上アクセス担当の柿内でございま

す。 

交通政策・海上アクセス担当の西出でございます。 

交通政策参事兼課長の南でございます。 

私、都市計画部次長の内田でございます。 

本年度は、このような事務局体制で取り組んでまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、協議事項に入らせていただく前に本日の会議の成立について

ご報告をさせていただきます。規約では役員総数20名のうち過半数という

ことですが、本日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、協議事項に入らせていただきますが、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

いしたいと存じます。それでは、会長、よろしくお願いします。 

 

＜会 長＞   暑い中ありがとうございます。 

昨年度の地域公共交通の確保維持改善事業といったものがあります。こ

の津市もフィーダー路線ということで補助金を随分いただいて運行してい

るわけです。先日、その第三者評価委員会があり、私と名古屋大学の加藤

先生と運輸局の部長さんが委員なのですが、三重の場合は津の支局で行わ

れました。津につきましては補助金をいただきながらやっているわけです

けど、補助金の付いていないところももちろんございます。そういった中

で委員からは、そろそろ利用者の数や収支率、そういったものだけで判断

するようなことではなくて全体としてネットワークして、また逆にご利用

の皆さんの感触といいますか、もう少しそういったものも含めた評価がい
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るのではないだろうかというご指摘をいただいております。今日、実は後

で業務の報告書もございます。こういった中で津市の努力は大分認めてい

ただいていると私は解釈しているのですが、そうとは言え、津市の公共交

通というのを今までは合併市町村の単位で考えていたが、これからはそれ

をもう少し津市全体としてのネットワークといいますか、旧市町村の壁を

少し乗り越えるようなこともこれから随分必要になってくるのではないか

と思います。特にそういった指摘もございました。ですから、そういった

ところもこれから少し視点を加えて、津の市民の皆さんが使いやすい公共

交通ネットワークはどういったものだろうということを今年度も考えてい

きたいと思いますので、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは座って進めさせていただきます。今日はお手元の事項書はその

他を入れまして10項目ということで大変多いです。なるべく円滑に進めて

いけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは一番目の事項書１ですが、「副会長及び監査委員の指名につい

て」ということでございます。これにつきましては規約の第５条第３項と

第４項にございます。監査委員につきましては第４項で会長が指名すると

いうことに規定されております。先ほど委員のご紹介がございましたが、

大西前委員が交代になられました。ですから新たに津市建設部建設政策課

長の松下委員を監査委員に指名したいと思います。それから副会長ですね。

本来なら副会長を先にしなければいけないのですが、副会長につきまして

は同じく規約第５条第３項に基づきまして会長が指名することと規定され

ております。立松前委員がご退任になりましたので、新たに津市都市計画

部長の松本委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは松本副会長、座席を移動していただいてご挨拶をお願いします。 

 

＜副会長＞   皆さんこんにちは。会長からのご指名によりまして副会長を拝命いたし

ました松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨今の地域公共交通につきましては、住民が主導で運行を行う形態のも

のが注目されているということです。本市におきましてもぐるっとつーバ

スですとか、あるいは本日の議題にもございます高松山団地の乗合ワゴン、

こういった取り組みがなされておるところでございます。身近な例を挙げ

ましたが、日本全体が人口減少、あるいは少子高齢化社会と言われる中で
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地域公共交通という分野でも持続可能な体系の構築が課題であると思って

おります。これまでのような行政主導型一辺倒の地域公共交通から、地域

住民が主体となって、または地域住民との協働による地域公共交通といっ

たものが不可欠な時代になってきたのではないかと思っております。 

私といたしましても甚だ微力ではございますが、この活性化協議会にお

きまして伊豆原会長を補佐しつつ、市民の皆さまと地域にとってより良い

交通の構築に努力をしてまいりますのでご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

＜会 長＞   ありがとうございました。いろいろお手数をおかけしますがよろしくお

願いいたします。それでは続きまして事項の２番目「平成24年度津市地域

公共交通活性化協議会に係る事業報告について」、それと３番目の「平成

24 年度同協議会における収支決算報告について」は関連いたしますので、

事務局で二つ一緒に説明していただいて議論したいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

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

関連した事項でございますことから、続けてご説明させていただきます。 

まずは、事項２の平成24年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業

報告についてご説明申し上げます。 

資料２－１をご覧ください。 

まず、１ 津市地域公共交通活性化協議会ですが、昨年度は、通算で４

回、分科会を３回開催いたしました。 

第１回の活性化協議会は、平成24年５月 28日に開催いたしました。内

容は、 

・副会長及び監査委員の指名について 

・津市地域公共交通活性化協議会事務局規程の改正について 

・平成23年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告について 

・平成23年度同協議会における収支決算報告について 

・ 津市地域公共交通活性化協議会財務規程の改正及び平成 24 年度補正予

算（第１号）について 

・平成23年度コミュニティバス利用状況について 

・津市地域内フィーダー系統確保維持計画について 
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・事業評価分科会に係る経過報告について 

・高松山団地乗合ワゴン運行計画について 

などです。 

 第２回の活性化協議会は、平成24年８月 24 日に開催いたしました。内

容は、 

・高松山団地乗合ワゴン運行計画案について 

・平成25年４月のコミュニティバス本格運行に向けた取組状況について 

・事業評価分科会に係る経過報告について 

・利用促進グッズについて 

などです。 

第３回の活性化協議会は、平成24年11月 19日に開催いたしました。内

容は、 

・津市コミュニティバス利用状況等報告書について 

・平成25年度における運行変更案について 

・高松山団地乗合ワゴンについて 

・事業評価に係る委託契約について 

などです。 

第４回の活性化協議会は、平成25年２月 18日に開催いたしました。内

容は、 

・平成25年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）及び同予算（案）

について    

・平成25年度美杉地域に係る利用料の見直しについて 

・コミュニティバス事業評価について 

・津市生活交通路線（バス交通ネットワーク）のアセスメントについて 

・高松山団地乗合ワゴンの進捗状況について 

・利用促進啓発グッズについて 

などです。 

また、活性化協議会とは別に、第１回事業評価分科会を、平成24年７月

３日に開催いたしました。内容は、 

・事業評価の考え方について 

・事業評価の構成について 

・各地域の状況について 

・事業評価フローについて 
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・事業評価の方向性について 

などです。 

第２回事業評価分科会は、平成25年１月 15日に開催いたしました。内

容は、 

・津市コミュニティバスに係る事業評価案の提示について 

などです。 

第３回事業評価分科会は、平成25年２月６日に開催いたしました。内容

は、 

・津市コミュニティバスに係る事業評価案の再提示について 

・津市生活交通路線（バス交通ネットワーク）のアセスメントについて 

などです。 

次に、２ 津市コミュニティバスの運行見直しを、久居、芸濃、美里、

安濃、一志、白山及び美杉地域で行い、平成25年４月１日から本格運行を

開始いたしました。 

次に、３ 乗降調査として、三重交通運行受託路線につきましては、５

月、８月、11月、２月の４回、各１週間ずつ実施いたしました。対象路線

は、ここに挙げてあります 廃止代替バスの三行線、津新町大里線、安濃

線、多気線、亀山椋本線、名張奥津線及び美里、白山、美杉地域のコミュ

ニティバス路線です。 

これ以外のいわゆる79条路線及び４条路線の一部である久居、河芸、芸

濃、安濃、一志地域の５地域につきましては、基本的に運行日は全て実施

しています。 

次に、４ 利用促進グッズの作成と啓発といたしましては、利用促進グ

ッズとして、日本バス協会のキャラクター「セバスチャン」を用いた保冷

機能付きトートバッグを合計600袋作成いたしました。 

こちらのトートバッグについては、バスの利用促進のため、平成25年度に

バスの回数乗車券２冊または定期乗車券１枚を購入された方に、先着順で

プレゼントしております。 

また、啓発といたしましては、９月20日に、早朝の津駅前にて、三重県

バス協会さんなどと共に、バスの日の啓発を行いました。 

10月７日に、津まつりにて三重県バス協会さん、三重交通さん、三重運輸

支局さん、三重県さんと共に出展したブースで、お絵かきバス等の啓発事

業を行いました。 
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11 月 26 日に、津市立村主小学校で、三重県バス協会さん、三重交通さ

ん、三重運輸支局さんのご協力のもと、バスの実車を用いた小学生対象の

バスの乗り方教室を行いました。 

次に、５ 委託業務といたしまして、記載されている５つの業務を実施

いたしました。 

（１）は、津市コミュニティバス事業評価検討業務委託でございます。

こちらにつきましては、事項６で説明いたしますので、ここでの説明は割

愛させていただきます。 

（２）は、高松山団地乗合ワゴン用マグネットシート作成業務でござい

ます。こちらの業務は、高松山団地乗合ワゴンであることを車両の外側に

表示するマグネットシートを作成したものでございます。 

（３）は、高松山団地乗合ワゴン実証運行業務でございます。こちらに

つきましても、事項７で説明いたしますので、ここでの説明は割愛させて

いただきます。 

（４）、（５）につきましては、平成25年４月１日の本格運行に関連する

委託業務でございます。 

（４）は、運行変更に伴い、新設、廃止、または内容が変更となる停留

所に対して、所要の整備を行ったとともに、久居地域の停留所に係るバス

停サインの作製及び設置を行ったものでございます。 

（５）は、運行時刻及びルートの変更に伴い、関係の住民及び利用者へ

の周知に必要となるチラシの作成業務でございます。なお、このチラシに

つきましては、広報津と同時配布を行いました。 

なお、ただいま説明させていただきました事項を時系列的に並べた表に

したものが、別紙２－２となっております。 

以上で、平成24年度津市地域公共交通活性化協議会に係る事業報告につ

いての説明を終わります。 

続きまして、事項３の平成 24 年度同協議会に係る収支決算報告につい

てご説明申し上げます。 

資料３をご覧ください。 

まず歳入からですが、第１款負担金は、津市からの負担金で、決算額は

1,208万 1,000円で予算現額と同額です。 

第２款補助金は、ございませんでした。 

第３款繰越金は、平成 23 年度からの繰越金で、決算額は 859 万 785 円



 

- 9 - 

 

で平成24年度第１号補正による増額となっています。こちらの額について

は、主に平成22年度及び平成23年度での委託料の残額でございます。 

第４款諸収入は、預金利息で、決算額2,074円で、予算現額に対し1,074

円の増額となっております。 

以上、歳入の合計は、2,067万 3,859円でございます。 

続きまして、歳出ですが、第１款会議費、これは委員報償費及び費用弁

償費等になりますが、当初予算現額53万2,000円に対し、決算額は46万

8,900円となっております。 

第２款事務費これは、消耗品費等になりますが、予算現額 57 万 8,000

円に対し、決算額は16万5,020円となっております。 

第３款第１項第３目の委託料ですが、予算現額1,060万円に対し、決算

額は883万 5,212円となっております。委託料の内訳としましては、津市

コミュニティバス利用状況等報告書作成業務委託料144万 7,950円、高松

山団地乗合ワゴンマグネットシート作成業務委託料6万3,000円、利用促

進グッズ作成委託料30万3,450円、乗降調査委託料149万 1,000円、運行

変更周知チラシ作成業務委託で77万3,942円、津市コミュニティバス停留

所標識の作成及び設置委託料412万 5,870円、津市コミュニティバス事業

評価検討業務委託料 63 万円となっております。また予算残額は、176 万

4,788 円となっており、主な理由といたしましては、入札による差額でご

ざいます。 

運行事業費は、高松山団地乗合ワゴン実証運行に係る委託料でございま

して、17万9,299円を支出しております。 

最後に、第５款第１項第１目の償還金ですが、平成 23 年度からの繰越

金を津市に償還いたしましたので、歳入の繰越金と同額の859万 785円と

なっております。 

本年度の歳入額2,067万3,859円から歳出1,823万9,216円を差し引い

た243万 4,643円につきましては、精算し、津市へ返戻いたします。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

＜会 長＞   ありがとうございました。続きまして、平成24年度の協議会に係る監査

報告について三重県の津建設事務所の向原監査委員にお願いしたいと思い

ます。向原さんよろしくお願いいたします。 
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＜向原委員＞  会計監査報告をいたします。平成24年度津市地域公共交通活性化協議会

歳入歳出につきまして、５月15日と５月20日にかけまして監査を実施し

会計処理を精査した結果、適正かつ正確に処理されていることを報告いた

します。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。ただいま事務局から事項の２と３、向原委員か

ら収支決算に関する監査報告の説明をいただきました。これについて何か

ご質問、ご意見はございませんでしょうか。この事項は承認といいますか、

ここで決議していただくことになりますがよろしいでしょうか。 

それではご質問等もございませんので、この事項の２及び３につきまし

てご承認をいただいたということでご異議はございませんでしょうか。あ

りがとうございます。それではご承認いただいたということで進めたいと

思います。 

続きまして事項の４です。｢津市公共交通調査事業、地域公共交通総合

連携計画について｣、事項５｢平成25年度津市地域公共交通活性化協議会補

正予算（第１号）について｣、この二つも関連いたしますので、事務局から

二つ続けてご説明いただいて議論にしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

＜事務局＞   それでは、引き続きまして、事項書４の｢津市地域公共交通総合連携計画

の策定について（案）」の説明を申し上げます。関連しますことから、事項

書５の「平成25年度津市地域公共交通活性化協議会補正予算(第１号）案

につきましても、一括提案したいと思います。 

お手元の資料４－１をご覧ください。１の目的でございますが、「長期

的な視野に立った津市内の公共交通の未来像と望ましいあり方に関する総

合的な計画を策定し、市内全域の総合的な公共交通ネットワークの形成を

目指す。」こととしています。 

２の考え方につきましては、「効率的で一体感のある合併後の新しい公

共交通システムを構築するため、平成19年度から津市公共交通システム調

査・研究事業に取り組み、平成21年 12月に津市地域公共交通総合連携計

画を策定し、平成22年４月にコミュニティバスの再編を行っておりますこ

とから、平成25年３月まで３年間の実証運行を行いながら、調整を図り、

実証運行による検証及び事業評価を行い、平成25年４月から本格運行を開
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始したことを受けまして、今後の津市の総合的な公共交通のあり方につい

て検討を行い、加えて各地域が直面する課題の整理を行い、下記事項につ

いての調査検討を行い、津市地域公共総合連携計画を策定する。」こととし

ています。 

３の調査検討事項については、(1)津市における現状把握、(2)公共交通

の経営状況の把握、(3)市民の移動状況及び意向調査として、①住民アンケ

ート調査、②運行事業者ヒアリング、③地域内主要立ち寄り施設の利用実

態調査などを予定しています。(4)津市の公共交通課題の検討としては、①

公共交通網に関する課題の検討、②財政投入路線に関する課題の検討など

を予定しています。 

４のスケジュールでございますが、津市の当該計画につきましては、平

成21年12月に策定され、計画期間は、平成22年度～平成24年度までと

なっており、事務局といたしましては、今年度（平成25年度）に素案の策

定を行うことを考えてきておりまして、平成24年度の第４回の協議会にお

きましても、委員の皆様に説明申し上げてまいりました。 

そのため、当初、平成 25 年度に実施予定であった総合連携計画策定の

ための調査事業と連携計画作成委託については、当初予算に2,000 万円を

計上し、その財源を国からの 100％補助の補助金で賄う予定でございまし

たが、国からの地域公共交通調査事業補助金の交付額が調査に必要な額に

満たない見込みであることから、実施時期を変更させていただくこととし、

本年度は、予算をかけず主要な施設の聞き取り調査や運転手等へのヒアリ

ング調査等、できることから実施し、平成26年度に改めて予算を確保した

上、住民アンケート等の調査事業委託を行うこととし、当該計画の策定に

つきましては、平成26年度中に素案をまとめ、平成27年度の早い時期に

成果品の納品を目指すこととさせていただきたいと考えています。 

 詳細のスケジュールは、資料４－２のとおりでございます。 

先ほど、説明申し上げましたように、平成25年度は、乗降調査をはじめ、

主要施設への聞き取り調査、運転手へのヒアリング調査を実施し、基本設

計を進めます。その後、必要な予算を確保した上、平成26年度から、各種

調査と平行しながら、分科会を開催し、プロポーザル方式で委託業者を選

定し、住民アンケート調査などを行い、調査・分析及びとりまとめを実施

し、平成27年２月に、素案の策定を行い、同年３月、パブリックコメント

を実施し、平成27年５月頃に当該計画の成果品の納品を目指すこととして
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います。計画策定にかかる進捗状況等につきましては、随時、当活性化協

議会のほうへ報告を行っていきたいと思います。 

続けて、事項書５、「平成25年度津市地域公共交通活性化協議会補正予

算(第１号）案｣でございますが、先ほど来、説明申し上げてきました、津

市地域公共交通総合連携計画の策定にかかる経費を減額させていただくこ

ととなりますので、当該減額にかかる部分の説明を申し上げます。 

お手元の、資料５をご覧ください。 

まず、歳入でございますが、第２款補助金、第１項補助金、第１目補助

金でございますが、補正前の予算額2,000万円のところ、補正予算額2,000

万円を全額、減額補正し、補正後の予算額は０円でございます。備考欄に

書かせていただいておりますのは、国の補助金の名称でございます。その

ほかの収入につきましては、当初予算額と変わっておりません。 

歳出といたしまして、その補助金で実施予定でございました地域公共交

通調査・連携計画作成委託料として、第３款事業費 第１項事業費、第３

目委託料として、補正前の予算額2,400 万円のうち、当該計画案策定に係

る調査・作成委託料にかかる2,000 万円を減額補正いたしまして、補正後

の予算額は 400 万円とさせていただきます。400 万円の使途につきまして

は、備考欄に書かせていただいておりますとおりでございます。 

以上、簡単でございますが、「平成25年度津市地域公共交通活性化協議

会補正予算(第１号）案｣の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

＜会 長＞   ただいま事項４，５についてご説明いただきましたが、これについて何

かご質問、ご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。もしなけ

れば、これも承認事項でございます。一応一年ずらすということですね。

今年度はデータをしっかり取って来年度に計画を策定していきたいという

ご提案です。 

 

＜岩松委員＞  少しだけよろしいでしょうか。実は、私は補助金を出す立場の方の人間

でございまして、今回、津市様の方から調査の事業をしたいということで

補助の申請をさせていただきたいのですがというお話をいただいて、東京

の方で計算をさせていただいたのですが、大変残念ながら全国から百余り

申請がございまして、2,000 万近くの補助申請を出したいというお話の中
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から最終的には到底そこに見合うだけの金額が計算上出なかったというこ

とで、本来であれば今年度事業着手できたかもしれませんが、一年先送り

という計画になってしまったことを皆さんにご報告をさせていただきたい

と思います。 

 

＜会 長＞   今のお話がありましたように、全国の市町から思った以上のたくさんの

要請があったと、こういうことでございました。そういう意味で各市町へ

回るお金が随分少なくなり、市の方で予定していた金額に満たないという

ことでございましたので、来年度に向かってお願いしていくということを

提案していただいたわけですね。今日、岩松委員がご出席いただいていま

すから、あとは運輸局、いわゆる国交省の方で来年度の予算をしっかり確

保していただいて、滞りなく調査事業ができるようにお願いするしかこれ

は手がないのですが、是非頑張っていただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

他に何かご意見、ご質問はございますでしょうか。なければここでご承

認いただいたということにさせていただいてもよろしいでしょうか。それ

ではこれも承認事項でございますので、ご承認いただいたということで進

めたいと思います。先ほどありましたように、今年度、ヒアリングや乗降

調査はしていただけるわけですので、これについては追々、整理がされた

段階でご報告いただくということでよろしいですね。 

 

＜事務局＞   先ほど担当の方から説明させていただいたように、調査という意味では

今年からできることから始めさせていただきますので、その都度、調査の

結果は当協議会で報告させていただいてご審議いただきたいと思いますの

でお願いいたします。 

 

＜会 長＞   ということで、皆さんもひょっとしたら地元の皆さんとか、いろんな会

合や集まりがあったりしたら、地元の住民の皆さんのご意見もお聞きいた

だいて、こういった会議でご報告いただけると事務局の方も大変ありがた

いと思いますので、是非、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは

次は事項６に移りたいと思います。｢コミュニティバス事業評価検討業務報

告書について｣ということでこのリポートが出ておりますので、これについ

ての報告をしていただきたいと思います。事務局よろしくお願いいたしま
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す。 

 

＜事務局＞   それでは、事項６、「コミュニティバス事業評価検討業務報告書について」 

説明いたします。 

資料は６の冊子となっております。 

まず最初に、大変申し訳ございませんが 55 ページの表におきまして数

値が誤っておりますので、お手元のものと差し替えをお願いいたします。 

前回の当協議会にて、全体をお示しできていませんでしたコミュニティ

バス事業評価検討業務報告書ですが、この度、全ての地域、全体を網羅し

た成果品の状態となりましたのでご報告させていただきます。 

こちらのコミュニティバス事業評価につきましては、事業評価分科会及

び前回の当協議会で協議されたものを踏まえていただき、その後も引き続

き委託業務として専門的ノウハウを持つ市内の「㈱日本開発研究所三重」

により作成いたしました。 

本冊子は表紙を一枚めくった目次にありますように、大分類といたしま

して「１事業評価の目的について」、「２津市の概要」、「３コミュニティバ

スの事業評価について」、「４全地域での事業評価」、「５各地域の事業評価」、

「６まとめ」の６セクションからなっています。 

さらに、「５各地域の事業評価」につきましては、８地域に分け、さら

に「１地域の現況」、「２人口変化と高齢化の推移」、「３コミュニティバス

の地域カバー」、「４公共交通の現状」、「５コミュニティバスの運行状況」、

「６コミュニティバスの沿革とサービスの変遷」、「７事業評価のポイント」、

「８地域の運行図」、「９ルート毎のコミュニティバス事業評価シート」と

いう形で地域の詳細な分析を行っております。 

「１事業評価の目的について」、「２津市の概要」、「３コミュニティバス

の事業評価について」及び「４全地域での事業評価」につきましては、既

に以前の協議会でも説明させていただいてきた部分と重複いたしますので、

割愛させていただき、「５各地域の事業評価」を中心に説明させていただき

たいと思います。 

前回の当協議会では、芸濃地域を例に挙げ協議を行わせていただきまし

た。 

地域の事業評価の構成としましては、地域の現況、人口変化と高齢化の

推移、コミュニティバスの地域カバー、公共交通の現状、コミュニティバ
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スの運行状況、地域のコミュニティバスの沿革とサービスの変遷、事業評

価のポイントの構成からなっています。 

さらに、その後ろに運行図、各ルートの事業評価シートとなっており、

事業評価シートの構成といたしましては、ルートの特徴、事業概要、ルー

トの状況として、①年間利用者数、②１便当たりの利用者数、③沿線人口

１人あたりの財政投入額、④利用者１人あたりの財政投入額、⑤収支率 の

５つの指標を平成22年度及び23年度の実績で比較したもの、それから導

かれる総評と改善事項の構成としています。 

それでは 14 ページから 105 ページの地域ごとについて説明させていた

だきたいと思います。 

まず、久居地域ですが、津市のほぼ中央に位置しており、人口について

は新興住宅地の開発に伴い近年若干増加傾向です。高齢化率については、

市平均ほどではないものの上昇傾向にあります。18 ページになりますが、

事業評価のポイントといたしましては、図５－１－４のとおり、年間利用

者数が前年に比べ低くなっておりますが、他の指標については８地域内で

上位１、２位に入るほどのもので、前年よりも地域間を比較する上では改

善が図られています。こちらを踏まえて、「利用者が５％減少しており、民

間路線との競合に配慮しつつも、利用ニーズを把握し、利用促進を図る必

要がある」と評価しています。 

次に 28 ページからの河芸地域ですが、津市の北東に位置し、近鉄線、

伊勢鉄道線などの鉄軌道のほか、国道23号線や中勢バイパスなどの道路網

も発達している地域です。32ページになりますが、事業評価のポイントと

いたしましては、図５－２－４のとおり、地域間を比較する上ではほぼ前

年と同様な順位付けとなっていますが、利用者一人当たりの財政投入額及

び収支率が前年よりも順位が下がっています。こちらを踏まえて、「利用者

が20％減少しており、利用促進を図る必要がある」と評価しています。 

次に 39 ページからの芸濃地域ですが、津市の北西に位置し、山間地を

有している地域です。高齢化率については市平均を上回っており、高齢化

が進んでいる地域でもあります。40 ページ 41 ページに人口分布と高齢化

率の情報が記載しておりますが、人口についてはある程度集中しているも

のの、高齢化率の高いところと、人口が多いところとが必ずしも一致しな

いということが示されています。43ページになりますが、事業評価のポイ

ントといたしましては、図５－３－４のとおり、地域間を比較する上では
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前年を上回る順位付けとなっていますが、全体的に順位も低く、数値とし

ても低調となっています。こちらを踏まえて、「さらなる利用促進に加え、

効率性の向上が課題である」と評価しています。 

次に 51 ページからの美里地域ですが、津市の西部に位置し、山間地が

大部分を占める地域です。高齢化率については市平均を大幅に上回ってお

り、高齢化が進んでいる地域でもあります。55ページになりますが、事業

評価のポイントといたしましては、図５－４－４のとおり、地域間を比較

する上ではほぼ同等となっています。こちらを踏まえて、「効率性は全地域

の中でも低いため、ルートの見直しなどによる効率化が課題である」と評

価しています。 

次に 61 ページからの安濃地域ですが、津市の西部に位置し、平野部を

有する地域です。62ページの図５－５－２の人口分布を見ると地域全体に

広範囲に分布しております。65ページになりますが、事業評価のポイント

といたしましては、図５－５－４のとおり、地域間を比較する上では利用

者１人当りの財政投入額が改善されておりますが、依然として年間利用者

数が低調なものとなっています。こちらを踏まえて、「さらなる利用促進が

課題である」と評価しています。 

次に 73 ページからの一志地域ですが、津市の南に位置し、松阪市と隣

接している地域です。人口は平成21年から徐々に増加傾向にあり、高齢化

率は、市の平均よりも若干上回っています。77ページになりますが、事業

評価のポイントといたしましては、図５－６－４のとおり、地域間を比較

する上では、前回の順位と変更がありませんが、全体的に数値の改善が見

られます。こちらを踏まえて、「利用者１人あたりの財政投入額が最も高い

ため、ルートや運行日数の見直し等による効率化が課題である」と評価し

ています。 

次に 83 ページからの白山地域ですが、津市の南に位置し、山間部を有

する地域です。人口は年々減少傾向にあり、高齢化率は、市の平均よりも

大幅に上回っています。84 ページと 85 ページの人口分布と高齢化率を見

ると、人口は平野部に集中しているものの、山間部においては高齢化が高

いものとなっています。88ページになりますが、事業評価のポイントとい

たしましては、図５－７－４のとおり、地域間を比較する上では、前回の

順位から下がっているものもありますが、数値の改善が見られるものもあ

ります。こちらを踏まえて、「収支率は中位にあるため、効率化及び利用促



 

- 17 - 

 

進が課題である」と評価しています。 

次に96ページからの美杉地域ですが、津市の西南に位置し、200平方キ

ロメートルという広大な面積を持ち、奈良県、名張市、伊賀市、松阪市に

接する山間部を有する地域です。人口は年々減少傾向にあり、高齢化率は、

市の平均よりもはるかに上回っています。101 ページになりますが、事業

評価のポイントといたしましては、図５－８－４のとおり、地域間を比較

する上では、前回の順位から下がっているものもありますが、数値の改善

が見られるものもあります。こちらを踏まえて、「全地域内で財政投入額が

地域で最も高いことから利便性に配慮しつつも効率化について検討する必

要がある」と評価しています。 

なお、ルートごとの事業評価につきましては、時間の都合もありますこ

とから、ご一読いただき、ご質問等がございましたら、事務局の方へお問

い合わせいただきたいと思います。 

最後、106 ページの「６まとめ」になりますが、こちらはより良いコミ

ュニティバスにするためのステップという視点からまとめたものとなって

います。 

また、留意点として中段以降に利用していない人の意向データ不足と地

域を越えた津市全体あるいは地域外との行き来を含めた人の動きについて

のデータの必要性が挙げられています。 

今後の新たな計画を作成するに当たって考慮すべき点について記載し

ております。 

以上でコミュニティバス事業評価検討業務報告書についての説明を終

わります。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。昨年、分科会を設置していただいて、メスを入

れましょうということでいろいろ議論してきた結果のまとめをリポートに

していただきましたが、これについてご意見、ご質問はいかがですか。よ

ろしいですか。公募委員の方いかがですか。 

 

＜竹田委員＞  報告書ですので、これはこれとして理解するのですが、問題はこの結果

をどのような形で地域協議会なりへ返していって、どういう議論になるか

は別として、やっぱり議論してもらう必要がある。そうでないと作っただ

けで、はい終わりとなってはちょっとまずいと思いますのでその辺の方策
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をこの協議会としても示していく必要があるのではないかと思います。 

 

＜事務局＞   この結果を踏まえまして、また、先ほども説明させていただきましたよ

うに地域連携計画も作っていかなければならないという作業もございます。

その中で本格運行するに当たりまして、地域公共交通あり方検討会という

のを昨年度何度か開かせていただきました。それにつきましては本格運行

という大きな目標がございましたので、それについてのご検討ということ

で集まっていただいた部分がございますが、地域の代表の方の声が大事と

いうことは十分認識しておりますので、また今年度もあり方検討会は開か

せていただきたいと考えております。その部分でこれを地域に報告させて

いただいて、これを踏まえた地域の方のご意見を伺いながら、またその結

果をこの協議会でご協議いただきたいと思っております。 

 

＜竹田委員＞  今の事務局の提案のとおり、地域と協議会が双方向になってそれぞれが

より相乗的な効果が出るように是非ご努力いただければと思います。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。大変良いお話だと思いますね。この路線ごとに

評価シートを作っていただいておりますが、どちらかというとコミュニテ

ィバスの事業の評価なのです。当然のことながら三重交通さんの路線も入

っているわけですね。ですから三重交通さんの方のデータも含めて評価す

るしないは三重交通さんの方で自己評価というのがいるのですが、全体と

してどうするかというのは今のあり方検討会の中でこういった市の公的な

資金で賄っている、そうは言っても三重交通さん路線にも市の公的な補助

も入っているわけですね。国の補助も入っているのですね。ということに

なると、これに加えて三重交通さんの路線の自己評価もいるのだろうと私

は思います。これは三重交通さんは大変だと思いますが。やっぱり路線が

重複しているところもありますし、ルートが重複しているところもありま

すし。私は競合という言葉は使わないのですが、これはお互いにご利用に

なられる皆さんにとって良い仕組みであれば路線が重なっていたってそれ

はすごく良い話です。なにもあちらのお客さんをこちらが取るという話だ

けではないわけです。ですから、そういったことも含めて地域の皆さんの

あり方検討会で議論してほしいわけですよ。今、竹田委員がおっしゃった

のですが、これはあくまでも協議会がこういう視点でもって評価するとこ
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ういうことだという話ですよね。これを地域の住民の皆さんに開示して情

報を見ていただいて、いやいや、自分たちは違う評価を持っているという

議論だって当然なければ困るわけです。是非そういう議論をしてほしいの

です。むしろ逆に言えばこの路線の中でこういうことにもっとメスを入れ

ればもっとうまくいくとか。先ほどの三重交通さんの路線を含めて。この

協議会はそういう公共交通として全体をどうするかという議論にしていか

ないと次のステップに進むことができないのではないかと思うのですね。

是非ご利用になられる方だけではなくて潜在的に利用してもいいかなと思

ってみえる方もたくさんお見えになるのだろうと思うのです。むしろ逆に

言うと私はこのコミバスというのは地域の皆さんがどう評価して見ておら

れるかということが非常に大切だと思います。せっかく先ほど調査事業を

一年ずらすというお話をいただいたので、今年は来年の調査に向かってじ

っくりと議論をしていくということが随分大切だと思いますので、今の竹

田委員のご指摘も含めて、そういったご意見等をいかにどうやってまとめ

るか、まとめると大変なのですが、私はそう思います。ですから、三重交

通さんの路線もヒアリングしていくということが随分大切だと思いますね。

これもお願いしておきたいと思います。 

 

＜堀口委員＞  去年あたりからあり方検討会のお話がところどころ出るのですが、それ

は白山地域にもあるのでしょうか。どういった地域にだいたいどういった

メンバーで構成されているか教えていただきたいのですが。 

 

＜事務局＞   各地域、８地域、バスが運行しているところにつきましては組織化して

います。その中で自治会長さんや、場合によってはスクール的な利用をさ

れているところではＰＴＡの方など、あと、地域によって高齢者の団体か

らの代表者の方など地域に応じてある程度カスタマイズすることはあるの

ですが、そういった利用の代表者を含めて、そういった代表者を交えてお

話をさせていただいています。 

 

＜堀口委員＞  それは津市の方から要請して集まったメンバーですか。 

 

＜事務局＞   先ほどの補足をまずさせてください。一応各地域の方で利用者の代表者

という方もこちらからお願いして数地域は利用者の代表者の方に入ってい
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ただいています。ただバスを利用されてみえるという方ですので、遠慮さ

れる方ばかりのところはなかなか入っていただけないところもあるのです

が、基本的に私どもとしましてはやっぱり利用されてみえる方が一番よく

分かるということで、お願いしております。その中で先ほど担当が申し上

げましたように、一般の利用者の方が入っていただけない場合で、例えば

施設の生徒さんがそのバスを使ってみえる場合は施設の理事長さんに入っ

ていただいたり、学校で使っている場合はＰＴＡ会長さんに入っていただ

いたり、そういう形でなるべく実際に使っている方のご意見が反映できる

ように人員はお願いしているところでございます。 

 

＜会 長＞   よろしいですか。 

 

＜堀口委員＞  はい。 

 

＜会 長＞   地域によって入っていただくメンバーは異なってくるのだろうと思うの

です。ですから路線によるのだと思います。小学生が使わざるを得ない部

分があるかもしれません。中学生もそうですね。高校生が使っている場合

もあるでしょう。高校生の皆さんがよく使っておられるとすると、高校生

はよくいろいろな意見を持っていたりするし、意外と斬新な意見があった

りしますので、難しいですが、なるべく幅広くご意見をいただけるように

是非お願いできたらと思うのですね。やっぱり路線によって多分性格が違

う。美里と言っていても美里の中でも地域によっては路線の性格が違うの

でしょうし、路線ごとに見なければいけない部分と地域全体として見なけ

ればいけない部分といろいろ視点があると思うので、事務局でこういった

ものを整理しながらいろいろ意見をいただけるような形にしていただくと

いいのではないかなと思います。 

 

＜事務局＞   先ほどご意見をいただきましたように、できるだけ幅広い意見がいただ

けるような検討会というのを進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

＜会 長＞   他にいかがでしょうか。 
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＜吉川委員＞  事務局の調査は詳しく調査していただいて資料を整えていただいて、そ

の点はお礼を申し上げます。私は美里の中山間のルートをいろいろ考えて

利用者数を見ていますと、高齢者の方は湯の瀬直行便ができたことで非常

に喜んでみえます。残念ながら旧安芸郡を見ますと河芸は別として芸濃、

安濃、美里を比べた場合、芸濃にはいろいろな医院、大型のマックスバリ

ュとかいろいろ多くございます。安濃町もぜにや、医院が５つあります。

安濃クリニックを始め、たけうち、養老院もしておりますし、比べまして

美里は大型スーパーが一個もないと。そして病院というよりも内科の医院

が一つあるのですが、高齢者の方の利用は最近整形外科が増えてきており

ますので、内科でも整形外科の真似といいますか設備を変えましてやって

いるらしいです。その点、美里においては環境が一番悪いということで安

濃町のぜにやとか芸濃のマックスバリュ、三重交通さんを利用したヤマナ

カとか新町駅に近いところでスーパーの日常生活の買い物に行ってみえる

ということで美里は環境が非常に悪すぎるということで懸案をいたしてお

るのです。最近小学生の通学に利用されていると、幼稚園も統合されまし

て通園にこれを利用させていただいています。非常に高齢者の方は喜んで

はいただいておるのですが、なにせ生活に関わるスーパーとか医院があり

ませんので、その点いつも懇談会でなんとかルートができないかと言われ、

いやそれは地域の環境で仕方ないので三重交通に乗り換えてもらって津の

方へ行っていただくより仕方ないと説明しておるのですが、環境が悪すぎ

ますので、その点は如何ともし難いということです。この表を眺めますと

まあまあです。不平不満というのはあまり聞かれません。まだ喜んでいた

だいておるというのが現状なのです。環境が悪すぎますので、私たちも苦

慮しておるのが現状なのです。 

 

＜会 長＞   地域によって実情と言いますか、置かれている状況が少しずつ違ってく

るので、そこを的確にここへどう反映していくか、この計画の中へまたは

路線の中に。今回はこの路線の仕組みでやっているからこういう評価で、

それをどう改善といいますか、そこへ結び付けるかというあたりを見つけ

ていかなければいけないわけですよね。それがすぐに全部の皆さんにＯＫ

をもらえるような状況にはなりえないかもしれませんが、ちょっとその辺

を今の三重交通さんとの連携だとかそういうことが可能であれば、やっぱ

り三重交通さんの路線との関係を整理していかなければいけないだろうし、
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そういうことも含めていろんなご意見をいただければいいなと私は思うの

ですね。やっぱりメスを入れざるをえないだろうと思うのですね。ただ、

地域の先ほどの小学校、幼稚園について懇情していただいているというこ

とから考えていくと定時定路線型がいいのかなという感じもしますし、逆

に言うとスーパーなどということになると、ひょっとしたら昼間はちょっ

と違った形態がありうるかもしれないとか、もう少し路線を延ばすとかい

うこともありうるかもしれないですね。その辺をちょっと我々としてはメ

スを入れる必要を今度チェックしていかないといけないと思います。是非

また意見をお聞きして次のステップに向かっていけたらと思います。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。 

 

＜竹株委員＞  評価シートの中で年間の運行経費がありますよね。特に100万みたいな

小口のところから1,500万から2,000万近い運行経費がかかっているとこ

ろがありますが、特に大きいところの年間の運行経費の確認というかチェ

ックはどういうふうに確認方法を取られているのかなと思いまして。 

 

＜事務局＞   いわゆる４条路線で三重交通さんに全て委託しているということが一つ

と、地域の実情に応じまして便数とか、例えば高校生が利用しているとか、

小学生が利用している、美杉地域におきましては、三重交通の路線がまっ

たくございませんので。 

 

＜竹株委員＞  必然性は分かるのだけど、たくさんかかってるのは便数も多いし。僕は

それを言っているのではなくて、経費の確認。お金が大きいじゃないです

か。一人当たり投入する額にしろ、それから動くお金が大きいので市の確

認の仕方というかチェックというかサポートというか。 

 

＜事務局＞   それにつきましては、４条で、委託で、許可を持ってみえるのは三重交

通さんだけということですので、三重交通さんとの協議の中で、津市の経

費的なこれくらいという一致のところをお話させていただいた上で、契約

上は見積徴取をさせていただいて委託契約をしているという形です。例え

ば利用率、利用と一人当たりの財政投入額というのはこちらの方で利用促

進をして利用率を上げていかなければいけないのですが、今の地域に対し

て運行していただく便数としますと、経費的にそれくらいかかるという形



 

- 23 - 

 

になってきますので、あとは一人当たりの財政投入額、妥当性というのは

乗客の利用率というところで見ていかないとちょっと見方がないのかなと

思います。 

 

＜竹株委員＞  それは三重交通さんの方で委託して確認して、いわゆる入ってくるお金

と出すお金というのは年間で市の方が全体で確認しているということです

か。 

 

＜事務局＞   それはそうです。 

 

＜事務局＞   三重交通さんの方でも１キロ当たり幾らかかるというものがあるので、

そういうのも参考にしながら適正な価格かどうかという判断をしているの

ですが、小さな施設に乗り入れ使用料とか燃油とか車両の減却費などを細

かにまとめていただいたものを三重交通さんがお持ちですので、そちらを

積み上げたもので確認させていただいております。 

 

＜竹株委員＞  分かりました。そういうスタイルをとっているのですね。 

 

＜事務局＞   委員のご趣旨に沿わないような回答になってしまったかも分かりません

けど。 

 

＜竹株委員＞  僕は市がどういうふうに関わっていて確認されているのかなということ

を知りたかっただけです。 

 

＜事務局＞   必要経費というのは極端な話、乗っていても乗っていなくても経費はか

かりますので、それについては妥当ということはきっちり検証させていた

だいていますし、あとは一人当たりの投入額とかどのくらいの方にどのく

らいのお金をかけているという部分は利用率ということでうちの方で利用

促進をしていかなければいけない部分かなということで、経緯につきまし

てはちゃんとしておるということです。 

 

＜事務局＞   要するにその額が妥当かどうかをどのように市として判断しているかと

いうご趣旨ですよね。 
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＜竹株委員＞  単純に入ってきたお金なり、あるいは当然市として払わなければいけな

い実際の経費なりがどういう形で関わっているのかなというのが知りたか

っただけです。 

 

＜事務局＞   入ってくるというのは料金収納のことだと思うのですが、そちらの方は

運賃箱につきましてはうちの職員が開けさせていただいて確認させていた

だいておりますので、そういった面では三重交通さんを通らずに市の方に

直接入るような形になっています。 

 

＜阪野委員＞  お金のことを聞きたいのですが、武蔵野だったかムーバスというコミバ

スがあると思うのですが、あそこは高齢者から妊婦から若い人からいっぱ

い利用されていて恐らく黒字財政だと思うのですが、津市はどういうよう

な財政になっているのでしょうか。ルートでも地域でもいいのですが、全

部赤字だとか、黒字はここがあるとか。 

 

＜事務局＞   本当は０円でできれば、一番いいのかなと思います。費用をかけずにと

いうことですが。委員のご質問の黒字か赤字かといいますと全ての路線で

赤字でございます。利用料金200円ということででさせていただいている

こともございますし。 

 

＜事務局＞   赤字路線であるから市費を投入して独自に運行しておるということにな

りますので。 

 

＜会 長＞   ですから、多分コミュニティバスの全路線は運行経費に見合うだけの収

入はないということですね。統一して200円にしていただいていますが、

200円では収支率がいいかどうかは分かりませんが、全体で20%くらいだっ

たと思います。運行経費全体でそうだと思います。幅はありますけど。 

 

＜事務局＞   ちなみに収支率は全地域ですと10%くらいです。23年度ですが。 

 

＜会 長＞   だから100円で10円くらいの収入ですね。それはムーバスと比べること

はあまり意味がない。人口密度があまりにも違いますね。武蔵野は平方キ
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ロメートルあたり多分１万6,000人くらい住んでいるのです。津の10倍以

上だと思います。だから名古屋市の４倍くらいです。名古屋市が平均4,000

人くらいですから。ご利用になられるパイがあまりにも違います。そうい

う意味でコミュニティバスがどれだけ皆さんからご利用いただけるかどう

かというあたりが、特に人口密度が低いところですと、どうしても経費の

方がたくさんかかるので、その地域にお住まいの皆さんが、先ほど吉川さ

んがおっしゃったように、それでは行けるところがあるのかと。いわゆる

生活の行動ができる仕組みになっているかとか、そういうあたりもメスを

入れざるをえないと思うのですね。後から出てきますけど、先ほどの高松

山のデマンド交通というような、いわゆる先に予約する形のものなどは今

いろんなところで行われていますから、そういうものをいろいろ勉強して

いくという手も一つ考えざるを得ないことも出てくるかもしれません。 

 

＜堀口委員＞  だからといって住民としては空のバスが走っているのをみすみす良しと

していいのかどうかという部分があるのです。やっぱりもったいないなと

いう気があるので、その辺をどこかもうちょっと収益が上がるところに回

してほしいなという気持ちはありますけどね。 

 

＜会 長＞   これは今年議論して、来年の調査の計画に向かって議論できる年にして

いただけると大変いいと思います。データも要ると思いますので。 

 

＜吉川委員＞  高松山団地のルート、予約制、あれは本当に良い考えをしていただいた

と思っております。地元の利用者の方々は好感を持っておられますか。 

 

＜事務局＞   詳しくは後で議題に上げさせていただいておるのですが、なんとかやっ

ていこうということで、一生懸命していただいています。 

 

＜会 長＞   それではよろしいでしょうか。ご質問、ご意見はございませんでしょう

か。 

 

＜井上委員＞  お年寄りの方、特に私が知っている限りでは美杉地域や白山地域の、病

院に行かれる方がたくさん乗られるのですが、各病院によって２時間で終

わるところと４時間掛かるところとあり、そのときにバスがないという話
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をよくされますので、時間的なものも、また場所によっても例えば美杉か

らは嬉野がいいと言って中川駅の近くへ行く方、先生が変わったらまた変

わらなければいけないとか、久居の中央病院に行くと昼までに終わらない

なとか。難しいとは思うけどその人によって、行く病院によって時間帯が

違うのでそのバスに乗れるということはないと思うので、その辺をまた何

かいい案があれば、また頭のいい方に考えていただきたいと思います。 

 

＜事務局＞   病院に関しましても、先ほど委員さんがおっしゃったように、人によっ

て行かれる病院が違いますので、全ての病院というのは難しいのですが、

あり方検討会の中でもスーパーで生活していく上での買い物ができるとい

うことと病院というのは一番の中心で考えてほしいということでございま

すので、地域の方で一番よく行かれる病院で一番良い時間帯というのはあ

り方検討会の中で話し合いをさせていただき、一番良い時間帯を選んでい

ます。ただ嬉野の方に行かれるような場合は公共交通全体を考えていただ

いて駅へのフィーダーで繋げるとか、そこから中川へ行ってもらうとか、

そういうところで解決させていただいており、あり方検討会で、病院に行

く時間というのは議題の中で挙げ、よりご納得のいただける時間帯として

考慮はさせていただいております。 

 

＜会 長＞   使い方などをもう少しきめ細かくやっていくとすれば、地元の方に作っ

ていただくといいと思うのですが、この病院は朝何時ならこのバスでこう

やって行ける、というような使い方を調べるのです。地域のところでこう

やったら行けるとか、これでは使えないとか、そういうのが一つずつある

と思うのですね。それを事務局が全部やるというのは大変なのです。だけ

ど地域の皆さんで、時刻表を上手にこうやって使っていくとうまく繋げら

れるとか、こうやったら行けるとかというのをみんなで話をしていただけ

るような場を作っていかないと事務局で全部把握するのは難しい。そうい

う議論をしてほしいのです。美里にはスーパーがないのですよね。では安

濃のスーパーに行くにはどうしたらうまく行けるかというのを住民の皆さ

んに分かっていただける、こうやったら行ける、こうやったら帰りがある

というような、そういうサービスがこれから多分いるのですね。そうでな

いと時刻表と路線図だけではなかなか使いづらいと思うのですね。その辺

を議論していただくと随分良いのではないかと思います。そうすると、三
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重交通さんのバスに乗って行くとこうだとか、お互いの情報交換というも

のがいるのではないかと思います。総合支所があるわけですから、その辺

を含めて一緒にやっていっ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。よろしいでしょうか。ここは報告書ですので、ご報告いた

だいたということで確認しておきたいと思います。路線ごとに入っており

ますので、お持ち帰りいただいて是非地域の皆さんにお話しいただけたら

と思います。それでは事項７に移りたいと思います。先ほど高松山団地の

乗合ワゴンのことが吉川さんから出ましたが、乗合ワゴンの実証運行の結

果報告について報告していただけますか。事務局お願いいたします。 

 

＜事務局＞   次に事項７、「高松山団地乗合ワゴン実証運行の結果報告について」 ご

説明いたします。 

資料は７－１、７－２、７－３、７－４となっております。 

高松山団地乗合ワゴン実証運行につきましては、前回の当協議会におき

まして、実証運行の1月の結果について報告させていただきましたが、こ

の度、1 月から３月までの３ヶ月間の実証運行が完了し、結果がまとまり

ましたので、ご報告させていただきます。 

それでは、資料７－１をお願いいたします。 

こちらの表は、実証期間中の月ごとの運行日、運行予定便数、実運行便

数、稼働率、利用者数、一便あたりの利用者数、一日あたりの利用者数、

運行しなかった便数という観点から作成いたしました。 

火曜日と金曜日の運行であるため、運行日及び運行予定便数は月ごとに

大きな変化はありません。 

一番右の列の合計というところが、３ヶ月間の合計です。 

実運行便数において、１人だけの利用が 18 便と多く、乗り合う人が増

えるにつれて、利用便数は少なくなる傾向がございます。 

また、時間別の内訳としましては、往路の９時30分発の便が22便と多

いことに比べ、８時30分の便が１便と利用がほとんどありません。復路は

11時の便、12時の便は月ごとにはばらつきがあるものの概ね均衡していま

す。 

稼働率につきましては、最初の１月は他の月に比べては良いものの平均

では41％となっております。 

利用者数につきましても１月が他の月に比べて良いものの３ヶ月間で
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79人の利用となっており、若干ですが、減少傾向にあります。また、往路

と復路で約２倍の利用の差が出てきているため、往路で利用された方が、

復路は別の手段でお帰りいただいていることがわかります。 

一便あたりの利用者数ですが、変動はあるものの、平均すると1.9人と

なっております。 

一日あたりの利用者数につきましては、少し減少傾向にありますが、平

均すると３．２人となっております。 

運行しなかった便につきましては、徐々に増えてきており、３ヶ月間で

59 便となっており、８時 30 分の便がほぼ運行しなかったという結果にな

りました。 

続きまして、資料７－２をご覧ください。 

こちらは、実証運行期間中の時間帯の便毎の乗降調査表と図となってお

ります。 

ご覧のとおり、高松山団地内からご乗車いただいた方が津新町駅に行く

というのが主たる利用となっており、帰りにつきましても津新町駅から高

松山団地内へお帰りいただくというのが主たる利用となっております。 

資料７－３につきましては、月ごとの乗降調査ですが、概ね月による利

用の変化はありません。 

以上が利用状況ですが、この状況を受けて、更なる利用促進について高

松山団地乗合ワゴン運営委員会とお話させていただきましたところ、資料

７－４のとおり利用促進策の検討がありました。 

まず、１の運行時刻の変更ですが、実証運行の結果を元にし、８時 30

分の便の利用がほぼないことと、それに伴う帰り便の見直しを行い、実証

運行期間中は往路８時30分発、９時30分発だったものを９時30分発、10

時30分発に、復路11時発、12時発を12時発、14時発に見直しを行いま

した。また、利用者の日曜日運行の要望がありましたので、毎月第一日曜

日の運行日の追加を行いました。 

さらに、利用者同士が見知らぬものどうしで不安感があり、利用を控え

ているのではないかという考えもあります。 

運営委員会において、利用登録者同士の顔合わせの場を設け乗り合わせ

に対する不安感の解消を図るとともに、利用者からの利用の体験談を披露

していただくなど、利用者の外出意欲の向上策を検討していただいており

ます。 
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以上で高松山団地乗合ワゴン実証運行の結果報告についてのご説明を

終わります。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。３月までの実証運行のデータを整理していただ

きました。これについて何かご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

＜吉川委員＞  これは予約というのはもちろん三重交通さんの車を利用していただいて

いると思うのですが、契約しますと乗車するしないに関わらず契約料とい

うのは三重交通さんにお支払いしなければならないのですか。 

 

＜事務局＞   実証運行期間中は乗っても乗らなくてもという契約をさせていただいて

おりまして、本格運行につきましては予約が入った便のみの費用発生とい

う形で、例えば土壇場でキャンセルされるとそれは別にキャンセル料が発

生するのですが、基本的に乗らなかった便については請求がないような形

に変更すると聞いております。 

 

＜吉川委員＞  確実性は高いですよね。予約制でしたら。私のところも山間部をコミュ

ニティバスが走っており、非常にありがたいのですが、空席のときも多い

です。実際言いますと。その点、高松山団地の予約制度は予約によって運

行してもらうということで非常に効率は高いのですが、予約がなかったら

当日は９時までの予約だったと思いますが、待機していただかなければな

らないと思います。予約があった場合にすぐに運行してもらわなければな

らないという状況ですと、待機してもらわなければならないと。その点は

ちょっと経費もかかるのかなと思います。 

 

＜事務局＞   先ほど担当から説明させていただいたように４月１日の本格運行からは

住民の方が主体でやっていただくということもありまして、利用がないと

きの委託料が発生してきますと、持続可能という部分でご負担が大きくな

るということもあります。三交タクシーさんと契約されたのですが、ずっ

と必ず高松山団地の近くに待機というよりは普通の配車のような形で、予

約が入っているときには行けるということですので、一回幾らという契約

で高松山団地さんはされています。 
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＜会 長＞   予約が入らなければ経費はかからない、予約が入るときだけ経費が発生

するという仕組みですね。デマンド型はほとんどそういう形になっている

ので経費が落ちるということです。 

 

＜吉川委員＞  確実性は高いですよね。予約ですから。 

 

＜会 長＞   ですから問題は予約時間というのと、乗合ですかね。どうしてもタクシ

ー車両ですから見知らぬ同士が乗れるかということがありますので、先ほ

ど書いてあった、親睦会をやっていただくのはすごく大切だと思います。

逆に言うと、例えば美里の方に行けばほとんど顔見知りばっかりというこ

ともあるかもしれない。地域によってこういう仕組みがうまくいったりい

かなかったりという部分も結構あるのですね。こういうのも含めて、高松

山はこうやってお互いに顔を知るということから始める、こういったこと

はすごく大切なことなので良いことですね。ご利用されている声や地域の

皆さんの声をこういうところでご披露いただいて、こういった仕組みがど

こまで良いのかあたりを検討していくのがいいのかなと思っております。

実は今日岩松さんに来ていただいていますが、中部運輸局ではデマンド型

交通の手引きというものを作っておりますので、そういうものはこのメン

バーで知っておいていただきたいところをコピーしてお渡ししていただく

とか、できればそういうことをしていただくと今の皆さんもご理解いただ

けると思いますので、是非またそれも含めてお願いしたいと思います。 

 

＜事務局＞   早速、委員さんに送付させていただくようにいたします。 

 

＜会 長＞   興味のある方は本局のホームページに入っていただければ見られます。 

 

＜竹田委員＞  始まったばかりですから、これから改善を重ねてより利便性の高い交通

にしていけばいいと思うのですが、その一つは往路と復路の差がだいたい

倍ですね。行きは乗って行くけど帰りは乗らないということですが、この

利用状況から見ると津新町駅が圧倒的なのですね。大半が津新町駅。従っ

て津新町駅そのものには買い物としてはぎゅーとらがあるわけですが、多

分ぎゅーとらへの利用ではないと思うのです。ぎゅーとらだったら、プラ

イスカットも多少なりともあると思うのです。プライスカットは０人なの
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ですね。利用者がこの３ヶ月。だから買い物はなさそう。従って新町駅へ

利用する方がその後新町駅からどこへ行っているのかという追跡調査が必

要であろうというのと、僕らがいろいろ前々から聞いていたのは、ぐるっ

とつーバスが入ってくれというのも修成地域すなわちプライスカットのあ

るところを通るからとか、そういう要望が強かったわけですよ。だからぐ

るっとつーバスを回してほしいと。当初ですよ。もう８年も前の話ですけ

ども。しかしこれ、プライスカットが０人というのもの驚きなのですが、

よく時刻表から見ると、例えばプライスカットへ、行きに後の方の便で行

って10時45分に着いて、帰りに先の方の便で帰ってくるとしても12時５

分。１時間20分あるのですよ。大きなスーパーですと衣類や他のものも見

てブラブラしてこようかとなりますが、あそこは食料品だけなのです。だ

から１時間20分も掛かってあの狭いところを買い物するということは、ほ

ぼないと思うのですね。そうすると例えば30分か40分で買い物を済ませ

るとなると買い物袋を持ってあの坂は上れないということで、恐らく敬遠

されているのだと思います。理由は分かりませんが、我々の想像でいくと

当初の８年前の話では当時はプライスカットではなく名前は違いましたが、

そこのスーパーとかニューライフ、もう一本新町寄りのスーパーへ寄りた

い、あるいは新町駅のぎゅーとらへ寄りたいという要求が結構強かったの

ですね。追跡調査をやって、本当は行きたいのだけど時刻表がちぐはぐだ

ということなのか、そこで待つのが大変だということなのか、それ以外に、

元々プライスカットへの要望はないのか、その辺は追跡調査が必要になっ

てくるのではないかなと思います。40数名の利用者の中で。併せて時刻表

を改善されていったら、あそこの場合もっと利用者が増えるのではないか

なという気がします。 

 

＜事務局＞   我々が運営委員会さんの方に今後の利用促進策の話を伺いに行ったとき

に親睦会の話が出ましたので、その親睦会については我々も参加させてほ

しいということをお伝えしてあります。そこに登録者の方がみえますので、

そこでそういった意見の確認というか、どこに行かれているのかという調

査をして、またまとめて分かればこちらの協議会の方に提出したいと思い

ます。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。今の竹田委員のご指摘も含めて需要に合うのか
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どうかということですね。需要と供給を上手にマッチングさせるというこ

とですね。是非またご報告ください。他にいかがでしょうか。 

 

＜岩松委員＞  お聞きしたいのですが、契約を４月から走る分だけにされているという

お話でしたよね。契約は市が契約されているのか、運営委員会が契約され

ているのかどちらですか。 

 

＜事務局＞   ４月からは運営委員会です。 

 

＜岩松委員＞  そうしますと、例えば利用者数がどんどん減ってきたような場合、継続

ラインみたいなものは特にまだお話はされていないですか。 

 

＜事務局＞   今、津市は補助という形で支援をさせていただく形になっているのです

が、今のところはとりあえず地域と協働させていただいて、先程も担当が

申し上げましたように一緒に作り上げていくという感覚でおりますので、

今のところは例えば収支率がどのくらいなければ補助金を出さないとか、

どれだけまで行ってしまったら廃止というのではなく、持続可能にするに

はどうしたらいいかということを地域と協働して研究していきたいという

意味合いもございますので、そういう形でさせてもらっています。 

 

＜会 長＞   よろしいですか。こういった仕組み、新しい試みですが、これが定着で

きるかどうかというところを含めて、その使い方と供給の仕方をこれから

も追及していくことになると思います。よろしくお願いいたします。他に

いかがでしょうか。もしなければ次の８番目に移りたいと思います。８番

目の事項は｢津市地域内フィーダー系統確保維持計画について｣ということ

で、これは６月に提出する予定のものでして、承認事項になりますので事

務局の方からよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   事項８の「津市地域内フィーダー系統確保維持計画について」、説明申し

上げます。 

津市のコミュニティバス運行については、国の地域公共交通確保維持改

善事業の補助制度における地域公共交通確保維持事業のメニューを使い、

補助を受ける予定でございます。この事業による支援を受けるためには、
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協議会での議論を経た生活交通ネットワーク計画を作成する必要がありま

す。バス等の陸上交通につきましては、地域間の幹線系統を確保維持する

計画を都道府県の協議会が、また幹線系統につなぐ支線は、地域内フィー

ダー系統確保維持計画として市町村等の協議会において作成することとさ

れておりまして、本日、当協議会でご協議いただきます計画が、この計画

に当たります。 

補助の要件としましては、簡単に言えば、三重県の協議会で定められた

地域間幹線系統としてのバス路線にコミュニティバス等から乗継ができる

かどうかといったことが要件となっています。 

最初に、資料８-２をご覧ください。 

津市コミュニティバスにおいては、白山地域以外は、補助の要件を満た

しております。一番右に書いてあるのが、接続している地域間幹線系統に

当たります。例えば、久居地域ですと三重交通路線である榊原線Ａ及び榊

原線Ｃに接続しており、河芸地域は三重交通路線である津太陽の街線に接

続しているということです。美杉地域につきましては、地域間幹線系統に

は接続しておりませんが、過疎地域であり、ＪＲ名松線に接続していると

いうことで対象となっております。 

なお、津市コミュニティバスではないため、この表には記載しておりま

せんが、名張駅からの地域間幹線系統に接続している名張奥津線について

も、対象となっております。 

続きまして、資料８-１をご覧ください。 

こちらが津市地域内フィーダー系統確保維持計画になっております。 

まず、地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性について、説明い

たします。 

久居地域につきましては、三重中央医療センターなどの医療機関及びシ

ョッピングセンターなどの商業施設が集積する久居インターガーデンにつ

いて、駅周辺からの民間路線バスはあるものの、郊外から乗り入れている

路線がないため、郊外からこれらの施設を利用するためにもコミュニティ

バスは重要な交通手段であることから、路線の確保・維持が必要です。 

河芸地域につきましては、スーパーや個人病院等が集積している地区に、

高齢者等はコミュニティバスを利用して行くことが多く、地域住民の移動

手段の確保という点で、地域住民にとって欠くことのできない交通手段と

なっています。また公共交通機関を乗り継いで、三重大学附属病院や津市
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中心地への移動が可能となることから、確保・維持していく必要がありま

す。 

次に芸濃地域につきましては、中心地区及び南部地区に関しましては、

民間路線バスが運行しているものの、それ以外の地区、特に山間部におい

ては、民間路線バスの運行もなく、医療機関及び商業施設が集積している

中心地区へ向かうコミュニティバスは高齢者等、地域住民の移動手段の確

保という点で、欠くことのできない交通手段となっており、確保・維持し

ていく必要があります。 

次に美里地域につきましては、コミュニティバスが小学生及び中学生の

登下校にも利用されていることや、高齢者が総合病院への通院又は温泉施

設へ行くのにコミュニティバスを利用していることから、地域住民の移動

手段の確保という点で、欠くことのできない交通手段となっており、確保・

維持していく必要があります。 

次に、安濃地域につきましては、地域内にスーパーはあるものの、曽根

橋にしかないため、高齢者が買い物に行くのにコミュニティバスを利用す

ることが多いことや、地域内に個人病院はあるものの、総合病院が無いた

め、曽根橋で民間バス路線に乗り継いで通院することが多いことからも、

安濃地域のコミュニティバスについては、地域住民にとって欠くことので

きない交通手段となっており、今後も同路線を確保・維持していく必要が

あります。 

次に、一志地域につきましては、スーパーマーケットなどの商業施設及

び医療機関が一志総合支所周辺に集中していることもあるため、民間バス

路線等の沿線上にない集落から買い物及び通院に対する移動手段の確保が

必須となっており、さらに三重中央医療センターなどの、より高度な医療

機関等への移動は民間路線バスに乗り継ぎ通院することも多いことから、

コミュニティバスについては、地域住民にとって欠くことのできない交通

手段となっており、今後も確保・維持していく必要があります。 

次に、美杉地域ですが、美杉地域は過疎地域自立促進特別措置法に基づ

く、過疎地域に指定されており、地域の人口は減少傾向であり、市内で最

も高齢者比率が高くなっています。また美杉地域のコミュニティバスは、

主に民間路線バスが廃止となったところを運行しており、現在復旧を予定

しているＪＲ名松線を除けば、唯一の公共交通手段となっています。高齢

者が一志病院への通院や買い物に利用することが多く、地域住民にとって
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欠くことのできない、重要な交通手段となっております。 

最後に、名張奥津線ですが、こちらの路線は、飯垣内からＪＲ名松線伊

勢奥津駅までを結ぶバス路線でありますが、通勤、通学などで定常的な利

用者があり、生活必要度が高いことや、美杉地域の太郎生・伊勢地地域に

とっては、当該路線が廃線となった場合、津市の他の地域へ移動する手段

が寸断されるなど、交通弱者の移動に重大な支障を来すことなどから、維

持する必要があります。 

以上、各地域の地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性について

説明させていただきました。 

続きまして、事業の定量的な目標・効果ですが、事業の目標としては、

津市コミュニティバスは平成 25 年度から本格運行を開始したところであ

り、しばらくは大きな運行変更は行わない方針であることから、基本的に

現状維持としました。ただし、特にコミュニティバスが地域内に浸透して

きており、地域住民への周知によって、さらに利用者の増加が見込める芸

濃地域及び一志地域においては３％アップを掲げております。 

また、名張奥津線については、利用者数が減少しているところではあり

ますが、現状維持を目指します。 

次に事業の効果ですが、津市コミュニティバスについては、現在、運行

している地域のほとんどが、民間路線バスが運行していない中山間部の地

域であり、児童や高齢者等の交通弱者の移動手段の確保が重要であると認

識しており、各地域のコミュニティバスを確保・維持することにより、こ

れら交通弱者の移動手段の確保はもとより、高齢者等の社会参加の確保や

生きがいの創出等の効果があり、さらには地域活性化にも繋がると考えて

おります。 

名張奥津線については、美杉地域の太郎生地区・伊勢地地区の学生や高

齢者等の移動制約者の日常生活に必要な移動手段が確保され、さらには幹

線と支線の相互連携により、過疎地域の観光振興や地域活性化にも繋がり

ます。 

次に７の利用者等の意見の反映といたしましては、当協議会は公募委員

が５名含まれているほか、各地域において、利用者、自治会長、社会福祉

協議会代表者等で構成する地域公共交通あり方検討会を開催しており、各

地域の様々な要望や意見等を協議し、必要であれば運行変更を行っており

ます。 
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以上、津市地域内フィーダー系統確保維持計画の内容について、説明さ

せていただきました。これに加え、次のページに付いている、表１、表２

及び表５について、まだ数字等は、入っておりませんが、運行事業者と津

市において、データを入れ、三重運輸支局に提出させていただきたいと思

います。 

以上でございます。 

 

＜会 長＞   今の地域内フィーダー系統確保維持計画、これについてご説明いただき

ました。これは実は６月末までに運輸局の方へ提出しないと補助金がいた

だけないというものでございますので、いかがでしょうか。ご意見、ご質

問はございませんでしょうか。今８－２にありますように、津では大変残

念ですが白山地域だけが補助対象になっていないということですね。これ

は幹線と繋がらないということで大変残念なんですが。それ以外はフィー

ダー系統としての国の確保維持の補助をいただいているという状況でござ

います。去年も補助をいただいておりまして、この９月30日まではいただ

けることになっているわけですね。今年の10月１日から来年の９月30日

分をこの６月に申請ということになっておりますので、今日ご承認いただ

かないと６月にもう一度皆さんに集まっていただいてというわけにいきま

せん。ということで、数値の入っていない添付資料の部分で４枚目の表の

１、それから後ろから４枚目から後ろは数値が未記入でございます。これ

は事業者さんの一年間の３月までの実績を踏まえた上で記入せざるを得な

いので、事務局はそこまで至っていないということで、６月の末までに記

入して申請ということでございますので、この数値については事務局の方

にご記入いただきたいということでこの資料になっています。それを踏ま

えてご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 

＜吉川委員＞  実績を踏まえて予算編成をするのですか。 

 

＜会 長＞   ここの数値は実績を踏まえていかないと書き込めないということなので

す。各事業では三重交通さんも含めてだと思いますが、事業者さんごとに

一個ずつ書かないといけないのです。 

 

＜岩松委員＞  過去の実績を踏まえて実際どれくらい経費かかりますかという補助の申
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請になっているのです。だから実際過去３年くらいの数字を入れていただ

くのですが、それを踏まえて10月から９月の１年間でこれくらいの収入と

経費がかかりますよね、という計算からこれだけの補助金を出しますとい

うのをここで確定して補助を払うということです。ですから例えばそれ以

上収入があれば助かるわけです。もうちょっと儲かっちゃいますよという。

事前内定方式といいまして先にこれだけの補助金を出しますよというのを

過去の数字から国の方で決めさせていただいているという形になっている

のです。 

 

＜吉川委員＞  やっぱり実績が元になるのですね。 

 

＜会 長＞   契約の仕方によって市が契約していますと、補助金には上限があります

が、予測よりたくさんもらえるかもしれない。すると後の精算で市の公的

な負担が助かるとか、そんなことになるので、数値をちゃんと押さえてお

かないとまずいのです。 

 

＜吉川委員＞  確実にはいかないと思うのですが、そういうプラマイが生じた場合は補

正予算などで修正はしていただけるのですか。過去の実績といってもその

数字が本年度もその数字がずばりとはいかないと思うのです。そういう場

合は補正予算で対応をしていただけるのですか。 

 

＜事務局＞   コミュニティバスの委託料につきましては一定額、当初の額で契約させ

ていただいておりまして、あと補助金をいただいた分を差し引くような形

を取っておりますことから、もし増減が発生した場合、まず委託の中で調

整させていただきまして、それでももしということであれば、そういう補

正を含めた対応を検討させていただくことになります。 

 

＜吉川委員＞  事務局に任せないと仕方ありませんね。しっかりお願いします。 

 

＜会 長＞   他にいかがですか。よろしいですか。数値については、数値を入れたも

のは委員の皆さんに事前に申請前には送付させていただいて目を通してい

ただくということにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。そ

れでは承認していただかないと次のステップに進めないので、そういうこ
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とで条件を付けましてご承認いただく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。それではそういう形で６月末までに送付させてい

ただくということにしたいと思います。それでは９番目の事項に移りたい

と思います。｢コミュニティバス実証体験について｣これも承認事項ですね。

それではお願いいたします。 

 

＜事務局＞   事項９の「コミュニティバス実証体験について」、説明申し上げます。 

平成 24 年度第４回津市地域公共交通活性化協議会において、ご意見を

いただいたコミュニティバス実証体験について、今回、事務局で別紙のと

おり、案を作成しました。 

まず、目的でございますが、平成 25 年４月から本格運行を開始した本

市のコミュニティバスについては、これまでのように頻繁な運行変更は行

わない方針であるが、今後もＰＤＣＡサイクルによる見直し・改善を継続

して行っていく予定であることから、本格運行後の津市コミュニティバス

を利用者の立場で体験してもらうため、実証体験を実施します。 

次に実証体験ルート案ですが、このルート案を提案するに至った事務局

の考えとしましては、79 条系と４条系の両方が乗れるルートであること、

また、コミュニティバスからコミュニティバスへの乗り継ぎが可能なルー

トであること、さらに久居コミュニティバスで新規に導入したノンステッ

プバスである日野ポンチョに乗れること、の３点でございます。 

 ルートの説明をします。 

まず、集合時間については、電車でお越しになる方は、14 時に久居駅、

お車でお越しになる方は、14時15分に久居総合支所でございます。 

その後、14 時 37 分の久居地域榊原ルート【復】にご乗車いただき、湯

の瀬で下車、その後、15時35分に美里地域辰水ルートにご乗車いただき、

16時27分に美里総合支所に到着する予定です。 

お帰りは、美里総合支所から事務局が準備した車に分乗していただき、

17時に久居総合支所、17時15分に久居駅に到着し、解散する予定です。 

この案でよろしければ、当該ルートが木曜日のみに乗車可能なルートで

あることから、８月１日、８日、15 日、22 日、29 日の木曜日のいずれか

１日で実施したいと考えております。 

以上でございます。 
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＜会 長＞   いかがでしょう。皆さんで乗りましょうという意見がございましたので、

事務局がこんな形でしていただきましたが。よろしいですか。ここら辺は

事務局にお任せすることになるかと思いますが、日にちはいつにしましょ

うか。８月の１日、８日、15 日、22 日、29 日。今日決めた方がいいです

ね。では挙手でお願いします。１日の都合の悪い方、手を上げていただき

ましょうか。１日都合の悪い方は竹田さん。８日はどうですか。15日はお

盆の最中ですね。これはちょっと辛いですね。22日はどうですか。29日は

どうですか。22日はほとんどＯＫですね。 

 

＜事務局＞   それでは22日で調整させていただいて、また改めてご案内させていただ

きます。 

 

＜会 長＞   ちょっと暑いですが22日を予定しておいていただきたいと思います。ま

た詳しくはお願いいたします。それではその他に移りたいと思いますが、

何かございますか。よろしいですか。それでは２時間超えてしまいまして

すみません。それでは議事はここまでですので事務局の方へお返しします。 

 

＜事務局＞   皆さん長時間のご議論ありがとうございました。第１回ということでい

ろいろとご議論を交わしていただいたわけでございますが、スムーズに進

行していただき、本当にありがとうございました。これで平成25年度の第

１回の協議会を終了させていただきます。どうか気を付けてお帰りいただ

きますようお願いいたします。ありがとうございました。 


