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平成25年度第２回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

 

１ 会議名 平成25年度第２回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成25年８月19日（月） 

午後２時00分から午後４時15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）、井

上繁良、岩松由洋、竹株清司、竹田治、武田幹枝、谷口信子、渡

邉吉揮（中村良寛代理）、原田孝夫、堀口健二郎、松浦健、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 平成24年度津市コミュニティバスの運行実績について 

２ 地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について 

３ 高松山団地乗合ワゴン本格運行後の運行実績等について 

４ 利用促進グッズについて 

５ 津市コミュニティバス現地視察について 

６ 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２回津市地域公共交通活性化協議会の議事内容】 

 

＜事務局＞   皆さんこんにちは。本日は、本当にお暑い中御出席いただき誠にありが

とうございます。それでは定刻となりましたので、ただいまから、平成25

年度第２回津市地域公共交通活性化協議会を開会いたします。 

議事に入らせていただきます前に、本日は津警察署交通官の青木委員、

三重短期大学准教授の北村委員、公募委員の阪野委員、津南警察署交通課

長の谷口委員、津市建設政策課長の松下委員につきましては、所用のため

欠席の連絡を頂いておりますので御報告いたします。 

また１名の方が遅れていらっしゃるということですので、従いまして、

本日の会議につきましては役員総数20名のうち現人員14名の出席をいた

だいているということでございますので、規約第８条第２項の規定による

会議の成立要件を満たしていることも併せて御報告をいたします。 

それでは、ここからは規約第８条第１項の規定によりまして、伊豆原会

長に進行の方をお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 

＜会 長＞   それでは本年度の第２回の活性化協議会を始めたいと思います。 

今日はお手元の事項書にありますように、その他を含めて６項目となっ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

一つ目の｢平成 24 年度津市コミュニティバスの運行実績について｣は報

告事項になりますが、事務局から説明をいただいて議論をしたいと思いま

す。それではよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   それでは事項１、「平成24年度津市コミュニティバスの運行実績につい

て」御説明いたします。 

集計の関係で、前回の協議会で報告ができませんでした平成 24 年度津

市コミュニティバスの運行実績ですが、お手元の資料１のとおり結果がま

とまりましたので、御報告いたします。 

一覧表として作成しているため、文字が少々小さくなっており、見づら

い部分もあるかと思いますが御容赦のほどお願いいたします。 

まず、最初に、表の美杉地域の下段にあります津市コミュニティバス合

計をご覧ください。 

津市全体としては、前年度の平成 23 年度の乗降者数が８万 942 人に対
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し、平成24年度の乗降者数は８万1,043人となり、率で言うと、前年度比

100.1％と増加した結果となりました。 

この増加の要因といたしましては、芸濃地域、一志地域及び美杉地域で

の利用の増となっています。 

それでは、利用が減少となった地域について見ていきたいと思います。 

久居地域では、稲葉ルート、稲葉ふれあい会館ルート及び桃園ルートに

おいては、利用者が前年に比べ減っていますが、榊原ルート及び野村ルー

トについては微増しています。 

なお、平成 23 年４月に稲葉ルート、稲葉ふれあい会館ルート及び桃園

ルートにおいて見直しを行い、一時的に桃園ルートが平成23年度増加する

こともありましたが、平成24年度は、平成22年度に比べ利用者は減少し

ています。 

利用者が減少したルート上で、著しい減少が見られた停留所は、稲葉ル

ートでは美里ホームランドで利用者が半減しており、稲葉ふれあい会館ル

ートでは市営森団地でも利用者が半減しており、桃園ルートにおいては、

木造、須ヶ瀬でそれぞれ３分の２程度の利用に減少しております。 

減少した原因については、客観的に分かるものがありませんが、利用者

が減少した停留所付近は団地や集落が多いため、利用者の人口の変化など

があったと思われます。 

次に、河芸地域ですが、河芸循環北ルートについては、ほぼ前年度と同

様の利用でしたが、河芸循環南ルートについては、利用が減少しています。 

利用が減少した河芸循環南ルートは通年を通して、利用者が８割から９

割という値で推移しています。 

利用者が減少したルート上で、著しい減少が見られた停留所は、南黒田

公民館、高佐、近鉄豊津上野駅、いこいの森が挙げられます。中でもいこ

いの森の減少は非常に大きく前年度の３分の１ほどとなっております。 

いこいの森は周辺に医療機関を持つ停留所であることから、通院の減少

などが考えられます。 

また、いこいの森は、商業施設も比較的近隣にあることから、近隣の停

留所である千里ヶ丘団地東及びサンシ東で乗車が微増していることから、

医療機関での受診後、近隣の商業施設で買い物を済ませ、その直近の停留

所で乗車している傾向があります。 

美里地域については、長野・高宮ルート及び辰水ルート共に、利用者数
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が前年度を下回る結果となっておりますが、その原因について特定できて

いないため、今後も引き続き状況の把握を行っていきたいと思います。 

安濃地域についても、安濃ルートで、月ごとの変動が大きく、前年度と

大きな変化がありますが、その原因については特定できていないため、今

後も引き続き状況の把握を行っていきたいと思います。 

白山地域については、竹原ルートのみで減少が生じており、一年を通し

て、前年度を下回っている傾向です。 

春に行った年度初めの乗降調査を比較すると、一志病院及び白山高校前

での利用者が減っており、定期的な一志病院への通院や白山高校への通学

の利用者の減少が考えられます。 

利用者数が増えた芸濃地域、一志地域及び美杉地域ですが、芸濃地域に

ついては、平成23年度に行った追加運行の効果が出たと思われます。一志

地域については、大きな運行変更を行ってきておりませんので、住民の認

知が高まり利用者の増加につながったと思われます。また、美杉地域につ

いては、平成24年度に行った通院利用者に対する帰り便の時刻改善及び一

部マックスバリュ（白山店）までのお買い物のための乗り継ぎ設定による

改善が図られたと考えられます。 

続きまして、資料１－２のコミュニティバス事業の状況（平成24年度）

をご覧ください。 

この資料は、平成 24 年度の各コミュニティバスにおける決算状況を分

析した資料です。 

横の項目に各コミュニティバス名、縦の項目に分析として用いる利用人

数、歳入、使用料収入、歳出があり、さらにそれらの項目を利用して得ら

れる市支出金、一人当たり市支出金、収支率を掲載しております。 

なお、歳入には使用料収入のほか、国庫補助や県の補助金を含んでおり

ます。 

歳出には、大部分を占める委託料のほか、車両購入費を除く、燃料費や

車検代等の運行にかかる経費全般が含まれています。 

また、本庁取扱い分につきましては、コミュニティバス運行を行ってい

ない津地域ですが、本庁交通政策課で販売した回数券や定期券の使用料収

入に伴う歳入及び一括で契約している鉄道駅の構内使用料に伴う歳出を挙

げております。 

市支出金につきましては、最小が安濃地域で、最大が白山地域となって
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おり、主に道路運送法第４条に基づき、山間部を運行している美里、白山

及び美杉地域で大きな値となっております。 

次に、一人当たりの市支出金についてですが、市全体の平均では、一人

当たり1,101 円となっており、市支出金が大きい地域で一人当たりの市支

出金も大きくなる傾向がありますが、特筆すべき点として、最小の地域が

河芸地域、最大の地域が一志地域となっており、どちらも市支出金の最小

と最大の地域と異なっているところです。 

さらに、市支出金だけを見ると最小と最大を比較すると約 12 倍の差が

あるのに対し、一人当たりに直すと４倍以内の範囲に収まっています。 

そして、収支率ですが、市全体の平均が11.7％となっており、最小が美

里地域と一志地域の8.0％に対し、最大が河芸地域の21.6％となっており、

市全体で３倍以内の範囲に収まっています。 

以上で平成 24 年度津市コミュニティバスの運行実績についての説明を

終わります。 

 

＜会 長＞   ありがとうございました。全体の話ですので個々の路線についてはなか

なか難しいかもしれませんが、一応の傾向ということで説明をいただきま

した。これについて何か御質問、御意見はございませんか。いかがでしょ

うか。 

私もこれを見せていただいて、前年から増加したところ、それから減少

したところがございますので、一概にどれがどうなっているということは

なかなか言えないのですが、これはトータルの数字ですので、見直しをし

た状況から見てどういうことが言えるのかという辺りを、事務局の方でも

う少し細かく追究していただく必要があるのかなと思いますね。まだそこ

までは来ませんよね。そんな感じがいたします。 

他によろしいですか。 

市の負担金といいますか、支出金という項目がございますが、かなり事

業のやり方によっても違っていますので、制度上簡単に一人当たり幾らと

いうのを横並びに比較するというのもなかなか難しいと思うのですが。 

何か御質問はございませんか。よろしいですか。 

一つだけ私の方から申し上げます。資料１－２ですけど、使っている法

の適用がちょっと違いますよね。いわゆる79条バスと４条バスというとこ

ろがありますね。同じ比較ができるかというと、ちょっとここは難しくて、



 

- 6 - 

 

４条だと高く見えてしまうのですね。では79条で行えば安くなるような数

字になりますね。ただ、それはどうしてこういう形になるかという辺りを

少し説明なりコメントなりしておかれた方がいいのではないかと思います。

何かされますか。 

 

＜岩松委員＞  まず数字の差は一目瞭然なのですけど、まず感想から先に言わせていた

だくと、そんなに差が出るのかなというのを本当に思っていて、例えば79

条というのは自家用有償ですから津市さん自らが運行して収入も基本的に

は津市さんが管理してやっていただきますよと。４条というのはここでは

運送事業者さん、三交さんが多いと思いますけど、資格を持った事業者さ

んにお願いしてやるのが４条というふうに法的にはなっているんですよね。

自らがやった方が値段が安いというのは分からないでもないのですが、本

来バスに関わらず人件費の部分を自分でやれば大抵物事というのは安くな

るのですけど、実際この79条というのは委託していらっしゃいますのでね。

現実的にはこれも三交さんに委託している部分が大抵あると思うのですけ

ど、なぜこんなに数字の差が開くのかというのがすごく元々疑問なんです

ね。もちろん例えば具体的に言いますと、保険料だとかそういうものは確

かに４条の方が高いですけど、本当にこれはどこまで拾い上げた数字なの

か。ひょっとしたら人件費の部分で津市さんの市の職員さんがやっている

からここに挙げられていない数字があるのではないかとか、そういうふう

に思えてきてしまうのですけど、その辺のところはこれはどういうふうに

計算をされたのでしょうか。 

それともう一点は先ほど車両について、79条の場合も当然車両というの

は津市さんが所有していただいて走っていただく。それから４条の場合は

事業者さん。事業者が自ら持っているバスを使ってやっていただくという

ことになるのですけど、ここにポンチョの購入費用については含めていな

いと書いてあるのですけど、これはどういうことなのですか。 

 

＜会 長＞   はい、お願いします。 

 

＜事務局＞   まず最初に、職員の人件費につきましてですけども、私どもの人件費と

いう面ではここには反映されておりません。事務手続きの書類作りとかそ

ういったことは一切ここには含まれていませんので、そういう意味では
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我々職員の分の人件費は反映されておりません。 

そして車両につきましてですけども、車両につきましては 79 条は市所

有の車両という形、４条は事業者様の方の車両という形でして、市所有の

車両につきましては減価償却も含めて何もここに入っておりません。です

からポンチョを購入させていただきましたが、ポンチョの購入費用はこの

１－２の表には挙げておりませんし、他の車両につきましても減価償却と

か１年当たりのものを何か加えるとかいうことは全くしておりませんので、

市の車両については全くここに反映されていません。事業者様の方には委

託という形でしていただいておりますので、委託料の中に含まれておりま

す。 

 

＜岩松委員＞  ちょっといいですか。追加の質問をします。そうしますと、４条の場合

と79条の場合、市の職員さんの携わる部分というのは違いがあるのですか。 

 

＜事務局＞   はい。79条と４条につきましては、関わり合いがちょっと違います。い

ろんな書類を作る面でもやはり 79 条の方が多くなりますし、79 条と言い

ますのは市町村有償運送ですので、元々は市がすべきものであり、その運

転等のものを委託というふうな形でしておりまして、その中では入札等す

る中で市の職員は関わり合っていますので、そういう意味では79条と４条

では差異が出ています。 

 

＜事務局＞   ちょっと補足いたしますけれども、担当が言いましたように書類の作成

とかそういう部分では若干違ってくるのですが、全体的な人件費、かかる

経費の中の人件費の割合という部分に関しましては、事務量的にはさほど

差異が出てこないくらいの人件費の差です。 

 

＜岩松委員＞  もう一回いいですか。僕もどういうふうになっているか分からないので

申し訳ないのですけど。79 条の場合、どこまでお願いしているのですか。

例えば運行管理だとか整備管理だとか車検代だとかいろいろあると思うの

ですが、そういうのも含めてやっていただいているのですか。 

 

＜事務局＞   基本的には運行、運転等をしていただく形で、車両の修繕やそういうも

のに関しては津市の方で判断いたしまして修繕等している形です。ですか
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ら修繕につきましてはここの費用の中で出ておりますけども、そういった

分で発注をかけるとか、そういった部分では人件費としては考慮していま

せんので、本当にかかった修繕代とかそういった分を積み上げているのが

こちらの数字になります。 

 

＜岩松委員＞  結論から言うとこの中の金額の差は車両代だけが入っていないという考

え方でいいのですか。 

 

＜事務局＞   いわゆる経費類は、人件費以外は入っております。車検代も燃料費も全

てこの経費という中に入っております。 

 

＜岩松委員＞  でも今、車の減価償却費は入っていないと。 

 

＜事務局＞   減価償却費は入っていないのですが、実際、減価償却が済んでいるよう

な古いバスばかりですので。 

先ほどポンチョの御質問がありましたが、ポンチョというのは前年度買

わせていただいた２千万円ほどの車両なのですが、それを、反対にそこだ

け入れますと、若干、普通より減価償却は予算に反映されていっていない

ので、減価償却に見合うということであればできるのですが、うちの会計

上の形で収支の中に減価償却を入れるというのは久居地域だけになってし

まうので、久居地域だけ入っていなくて。 

他のところは減価償却は過ぎているバスなので、今順次入替をと考えて

いるのですが。 

 

＜会 長＞   今のお話は、だから単純に比較できないという、一般の委員の方には分

かりにくい話だと思うのですが、要はお金がこれだけかかっているという

だけで、いわゆる79条というのは市が事業主体で、４条というのは民間の

事業主体になります。コミュニティバスという名前を付けているものです

からどうも分かりにくいのです。条件が全然違う中でやってきていますの

で、今の減価償却とかそういった話になってくるとややこしい話になって

きますね。 

例えば車両関係。久居の方は今回購入した新しいポンチョというバスは

市のものですね。市のもので、それを運行委託だけしているということで
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すね。ですから減価償却が入っていないということになります。例えば約

２千万円で10年。例えば10年ということになれば簡単に10で割れば１年

200 万円という数字が出てきます。ということは、そのままここに 255 万

円という数字に200万円が入りますと今度は支出金は倍近くになるという

ことになりますね。 

河芸の方は古いバスを使っているので減価償却はないという話です。と

いうことになると、古いバスを使っていれば安くなるし、新しいバスを買

えばポンと高くなってしまうということになりますので、この支出という

のを出してくださいと実はお願いしたのですが、これはやっぱりこれくら

いお金を使って御利用になられる方たちの一人当たりでいくと、私たちは

どこまでをこのバスでサービスしていくかということです。一番高いとこ

ろで1,700 円ちょっとオーバーしていますね。これ一人一回のことですよ

ね。一回1,700円の経費を使って200円頂くということなのですね。 

だから私が思うには、ここをなんとか少なくしていかないと意味がない。

こういうところを少なくしてもらうにはどうしたらいいかというと、市民

の人たちにもうちょっと使ってもらえればここがすっと少なくなっていく。

要は効率的に税金を使うことができるということなのですね。これを市民

の皆さんにも分かってもらわなければいけないということをもう少し出し

てほしいということなのです。 

トータルで1,100円という数字が出てきておりますけれども、先ほど言

われたように1,100 円が購入費から何から全部を入れての話ではないので

すが、少なくとも御一人の方を一回乗せてどれだけの距離を運ぶか分かり

ませんけども、一人の方が一回乗っておられるとそれに対して1,100 円の

税で負担しているということです。これをどう見るかをこれから考えてい

かないといけない。人数が増えた、減ったというところは確かにこの資料

の１－１にありますけれども、ここを、この総人数の利用者の人数だけが

増えた、減ったというだけではなくて、全体の経費というものもやっぱり

横に考えておかなければならないということだと思ってお願いしたのです

けどね。 

ちょっと比較的に横並びで比較するというのはなかなかそういう意味

では単純に比較できませんけど、要は出した経費という考え方でいくなら

車両は含んでいないけど、経費はこれだけかかっているということですよ

ね。そんな形で見ていただければと思います。 



 

- 10 - 

 

 

＜竹田委員＞  いろんなこれまでの変化があって、これだけの格差が出てきているので

はないかなと思っているのですが、ただ79条の入札結果調書を、それはち

ょっと出していただければなと。この機会にね。 

例えばこれは単純に比較しても久居ルートと河芸ルートとを比べてみ

ますと、歳出が久居は５ルートあって月曜日から金曜日まで走って358万

円。それで一方、河芸の場合２ルートで火水金と三日間で430万円。恐ら

くこれは同じ事業者が落札しているのではないと思うのですよ。ちょっと

詳しいことは分かりませんけど。入札によってのこれだけの差が出てきて

いるというふうに推察するのですけど、なぜこんなに差が出てきているの

か、事業者のいろんな考え方の差が出てきているのか、あるいはこのルー

トそのものに特質があって、久居ルートは非常に全体として安くできてる

というのか、その辺はできれば入札結果の調書があれば、なるほどこうい

う理由でというのが委員も分かりますし、４条と79条の差だけでなくて、

79条内の差も我々委員の中でも理解が深まってくるのではないかなと。全

然なくて、結果だけここに示されていますから、なかなか理解ができにく

いと思いますので、できれば入札結果調書を、一年に一回のことですので

提出していただければ理解が深まるのではないかなと、こういうふうに思

いますので。できれば要望として。 

 

＜会 長＞   そうですね。お願いします。 

 

＜事務局＞   委託料が変わる要素は沢山あるのですが、まず大きく分けましてルート

別の特色がありまして、例えば久居地域ですとバス１台で運行しておりま

す。バス１台ですので、運転手の割り当ても事業者さんの方で判断してい

ただくことですけども、一人とかの対応ができるかと思うのです。 

ただ河芸につきましては車両２台で運行しておりまして、曜日も久居と

河芸では違いまして久居が月曜日から金曜日まで運行しておりますのに対

して河芸につきましては火水金という形で分かれております。バスの車両

数も異なりますし、運行の形態も異なるということでそちらの方の資料は

入札時に各事業者さんの方にお配りしておりまして、それを判断していた

だいた上で事業者様の方でそういう人件費等を御判断いただいて入札して

いただいております。 
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結果調書の方につきましてはそういうものを加味した上での金額のみ

の比較をしておりますので、それにつきましては準備できると思います。 

 

＜吉川委員＞  私も資料を見せていただいて美里が1,510円。２番目に支出費が多いと

いうことで頭の痛い問題なのですが、今、美里では小学校の３校を統合し

て今月中に教育委員会の説明が終わって、３校の住民、そして保護者の合

意を得て、だいたい今の見通しとしては３校が統合されるだろうと。長野、

高宮、辰水の三校を統合して、ただし地元の今の中学校を改造して小学校

を同じ校舎で授業を受けるという構想を教育委員会が示しておるのですが、

一番多いのが辰水、続いて長野は全生徒をスクールバスで通学、下校とい

う形をとるということを保護者に説明して、これはほぼ決定を市も了解を

してくれている。このスクールバスについてはコミュニティバスの運行と

分類されるのですか。これはどうですか。 

 

＜事務局＞   スクールバスにつきましては統合条件等があるというふうに教育委員会

からも聞いておりまして、地域によって異なる部分があります。 

例えば美杉地域におきましては合併以前からスクールバスの運行を行

っており、スクールバス単体でしております。 

白山地域につきましては合併以前に当時の町有バス、今で言うとスクー

ルバスなのですけど、そちらの方の利用を考えたスクールバスというふう

な考え方で行ったりしておりますので、一概には言えないのですが、スク

ールバスというのは学校の授業によっても変わることが多い場合ですと使

うことがあるということです。 

安全性の関係で、例えば台風が来たときなんかすぐ帰っていただくとき

に即時性がとても求められているときには、専用で必要になるというふう

に聞いておりますので、そういった面でスクールと分けている地域が多い

です。 

 

＜吉川委員＞  保護者の方からはスクールバスについて、下校の時間が上級生と下級生

と違うし、それをどのようにして運行してもらえるのかという質問が相当

出ている状況なんです。統合はまだ最終決定しておりませんので、ほぼ保

護者の世論としては賛成の方向でということで私は見ておるのですけど、

下校の場合、中学生も今若干コミュニティバスを利用している関係で最終
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決定はまだ出ておりませんけど、コミュニティバスに少しでも寄与したら

小学生が一日300人は利用することになるのですから、なんとかコミュニ

ティバスの収支の方に影響が出てくるようにしていただければと思って、

私も期待はしておるんです。ただスクールバスとコミュニティバスとの運

行をどのような区分で仕分けされるのかちょっと私もそこまでは聞いてお

りませんので分からないのです。 

 

＜事務局＞   スクールバスは先ほども御説明いたしましたようにコミュニティバス

とはバスの形態としては全く別のものです。 

ただ副会長さんの美里地区につきましては、現在コミュニティバスを利

用して学校へ通われている方も一部いらっしゃいます。 

今回 25 年本格運行したときも、地元の方に入らせていただいて学校の

代表の方にも入っていただいてバスの運行についてお話し合いをさせてい

ただいたときに、普通の生活の時間帯と言いますか、美里ですと、副会長

さんがいつもおっしゃっているように美里の中にスーパーもお医者さんも

ないという状況で、三交さんのバスの路線の方につなぐという時間と、学

校の登下校の時間の両方が満足いくようなところが難しいという部分がご

ざいます。 

結果的に美里の場合は、先ほど申し上げたようにお話し合いの中で学校

の生徒の方にも下校の時間をちょっと待っていただくということを御承諾

いただいて買い物とか市街地へ出ていく時間を合わせました経過がござい

まして、先ほど副会長さんがおっしゃったような学校の高学年から低学年

の方の帰る時間帯にうまく合うように、またそれをコミュニティバスで行

うとなってくると今の台数でやっていくのは難しいと思います。やっぱり

できればスクールバスはスクールバスという単位であった方が時間帯の部

分では御満足いただけるような形になるのではないかなと思います。 

コミュニティバスとスクールバスはそういう意味では全く別物と考え

ていただいた方がよろしいかなと思います。 

 

＜吉川委員＞  これは検討していただく課題になっておるような状況ですので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

＜会 長＞   スクールバスというのは文部科学省の管轄ですよね。どうしても一般の
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乗合とは違う仕組みになるのですね。ただ問題は今お話があったようにス

クールバスで全部対応できればいいのですが、場所、地域、住んでおられ

る地域とかいろんな条件によっては、ひょっとすると今お使いの方たちは

コミュニティバスの方が使いやすいという場合も出てくるかと思いますし、

その辺りは教育委員会の方とお話し合いいただきたいと思います。 

少なくとも義務教育のスクールバスは無料のはずですよね。そうすると

コミュニティバスは有料ですから、その中でどう整理していくか、今はス

クールバスがないから有料でやっていただいていると思いますけど、これ

からスクールバスが走った時にはコミュニティバスの方でお金を頂いてい

いものかどうか辺りを、地元の皆さんに迷惑がかからないように議論はし

ておいていただかないといけないだろうと思いますね。そこはちょっとお

願いしたいと思います。要は子供たちに不利益にならないようにしないと

いけないということです。よろしくお願いいたします。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは今回はざくっとした報告でしたのでもう少し分析をされた後

のことについてはまた御報告をいただくチャンスがあると思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

それでは二つ目の議題に移りたいと思います。二つ目は「地域公共交通

総合連携計画に係る調査事業について」ということで、これは承認してい

ただく事項になっておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは事務局の方で説明をお願いします。 

 

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

て」御説明いたします。資料２-１、津市地域公共交通総合連携計画策定に

かかる調査事業について（案） をご覧になっていただきたいと思います。 

前回の第１回協議会で御説明いたしましたとおり、津市地域公共交通総

合連携計画の策定を行うための調査事業として、本年度から、主要な施設

での聞き取り調査や運転手等へのヒアリング調査等を実施し、平成26年度

に、必要な予算を確保のうえ、住民アンケート等の調査事業をコンサルに

委託し、本年度の調査と合わせ、データ分析を行い、平成26年度中に素案

をまとめ、平成27年度の早い時期に策定を行うこととしています。 

計画期間につきましては、資料の一番下の欄にありますように、平成27

年５月から平成31年度 とし、津市総合計画後期基本計画及び都市マスタ
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ープランの計画期間が平成29年までであることから、平成30年度に津市

総合計画の策定状況を見据え、適宜見直しを行いたいと考えています。 

詳細につきまして御説明いたしますと、資料の一番右側の下向き矢印が

実施年度でございまして、上段一番右側の囲みの部分が、バス利用者の意

向把握ということで、平成 25 年度、26 年度それぞれの年度で、コミュニ

ティバス及び民間バスの一部の乗降者数の調査と、バス利用者を対象とし

たアンケートを実施し、路線及び運行時間に対する満足度、改善事項等を

調査します。 

平成 25 年度、新たに取り組む調査として、一番左側の囲みにある運行

事業者の意向調査と真ん中の囲みにある施設利用者の意向調査を実施しま

す。 

運行事業者の意向調査では、バス運転手、タクシー事業者にヒアリング

調査を行い、施設利用者の意向調査については、地域内の主要な商業施設

と医療機関の利用者を対象にヒアリング調査を実施します。本年度実施す

るこれらのヒアリング項目や調査対象施設につきましては後ほど御説明い

たします。 

平成 26 年度の取組といたしましては、市民の移動状況の把握のため、

市民アンケートをコンサルへ委託し、無作為抽出で選んだ市民を対象に、

よく利用する商業施設、医療機関、通勤・通学等でよく利用する目的地へ

の移動頻度や交通手段、バスの利用用件等をアンケート形式で調査するこ

ととしています。その後、データの集計、分析を行い、これまでに実施し

たアンケート結果等を取りまとめ、津市の公共交通の課題を整理いたしま

して、今後の公共交通の方針案を策定します。その方針案ができた段階で、

資料下段の楕円形の囲みの中にあるように、地域特有の課題の把握として、

地域懇談会を実施し、津市の今後の公共交通の方針案について、地域の住

民の方々に提示し、それに対する御意見等を伺うこととしています。それ

と並行して、運行事業者の意向の把握ということで、事業者懇談会を実施

し、津市の今後の公共交通の方針案について、事業者の方の将来計画、路

線の再編、コミュニティバスとの連携につきましての調整等を行っていき

たいと考えています。 

続きまして、平成 25 年度に実施します調査内容の詳細について簡単に

御説明いたします。 

資料２－２をご覧になってください。こちらは、バス事業者へのヒアリ
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ングシートでございますが、バス運転手の方の目線から見た、各路線での

ルート設定、バス停位置、ダイヤなど、運行上の問題点などや、ルート上

における運転手から見た改善点や改善策、路線の利用促進等に関する提案

などをお聞きすることとしております。 

次に、資料２-３をご覧になってください。こちらはタクシー事業者の

ヒアリングシートということで、タクシー車両台数、年間利用回数及び年

間利用者数、一回当たりの平均運行距離、最も乗車する人数が多かった場

所、最も降車する人数が多かった場所などを御記入いただくとともに、乗

合ワゴンなどの定期運行への参入意思、参入条件、今後、タクシー事業者

が行っていただける社会への貢献についてのお考えなどを調査することと

しています。 

次に主要施設でのヒアリング調査でございますが、資料２－６をご覧に

なっていただきたいと思います。 

今回の調査では、商業施設と医療施設に対象を絞ってアンケート方式に

より調査を実施したいと考えています。施設の選考にあたっては、医療機

関については病床数等のデータを参考とし、商業施設については、面積デ

ータを参考に一定以上の数量以上のものを選定しました。その結果、香良

洲地域、美里地域については、医療機関と商業施設の両方が、安濃地域と

美杉地域については、医療機関の該当施設がございませんでした。 

アンケート項目については、商業施設のものについても、医療施設のも

のについても同じような内容となっていますので、資料２－４の商業施設

を例に、こちらも簡単に御説明いたします。 

こちらは、資料ですので、少し細かな文字で恐縮ですが、実際のアンケ

ート用紙はもう少し文字を大きくするなど、配慮したものといたします。 

内容ですが、左の端から２列目に番号が振ってありまして、番号１から

６までは、個人属性を調査するもので、年齢、性別、職業、運転免許の有

無、自動車の所有状況についてお尋ねしています。 

番号７から９までは、施設の利用状況を調査するもので、施設に来た目

的、曜日、滞在時間を、番号10から13までは、目的施設までの交通手段、

移動時間、乗降した駅又は停留所名、番号14から17までは、既存バスに

対する満足度ということで、運行ルート、運行本数・運行時間帯、所要時

間、運行の定時性、運賃についての、満足度をお聞きするものです。 

番号 18 については、バスを利用していない人に対して、どのような改
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善を図ればバスに乗っていただけるのかについて御記入していただくもの

です。 

 番号19、20については、移動に対する不安ということで、現在の商業施

設までの移動と５年先の移動について、一人で行くことができるのか、誰

かの助けがあれば行くことができると思うか、行くことができないと思う

のかを聞き取ります。 

番号 21 については、自由回答ということで、津市の公共交通に関する

御意見、御要望等がありましたら、御記入をお願いすることとします。 

以上で、事項２、「地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について」

の御説明といたします。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。まずアンケート、資料２－２から２－６につい

ては後でお伺いするとして、まず２－１の公共交通総合連携計画策定にか

かる調査事業ということで御説明をいただきました。これについて何か御

質問、御意見はございませんでしょうか。関連して、資料２－２から２－

６からまでは今年度やる調査ですね。まず資料２－１のフロー図のところ

をメインにしたいと思いますが何か御質問はございませんか。 

 

＜竹株委員＞  すみません。言葉尻だけなのですが、この連携というのはどうとらえた

らいいのですか。単純に意味が分からないのですが。 

 

＜事務局＞   ちょっと答えになるかどうか分からないのですが、そもそも交通の連携

というようなことですので、複数の公共交通機関をひっくるめた形でのと

いうような意味合いでとらえておりましたが、そもそも国が出しておりま

す策定のマニュアルにも総合連携計画というような言葉が使われていたか

と思いますので、それを採用いたしました。 

 

＜岩松委員＞  世の中だんだん公共交通がすごく使いにくくなっています。これは津に

関わらず全国どこでも公共交通が使いにくくなっています。これは明らか

にマイカーが普及したことによるものなのですけど、そうしますと例えば

電車が走っているだけでは、駅のそばに住んでる方、駅のそばに用事のあ

る方は使いますけど、そんな方じゃない人の方が世の中多くてですね。当

然、駅に降りてからバスに乗らないと目的地に行けないとか、バスに乗ら
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ないと駅に行けないとかいう方もいらっしゃる。この連携の意味はそうい

う意味でいろんな公共交通のモードが連携しないと現実的にはうまく移動

できないですよね、という意味からきています。 

それともう一点はこの連携というのはいろんな方が話し合って、例えば

この計画を作るにあたっても、ある法の中で決まってまして、勝手に津市

さんだけが作りますと言ったらそれが出来上がりにはならない。市民の方

も入っていただいたり、交通事業者さんに入っていただいたり、そういう

方が連携して初めて作っていただく計画ですよという意味も含めて連携と

なります。 

 

＜竹株委員＞  分かりました。ありがとうございました。 

 

＜会 長＞   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律というのは平成 19 年に施

行されました。その中で法定計画ということでこの公共交通総合連携計画

という計画を法律上で作っていきなさいという形に法律上はなっているの

です。 

ただその連携計画を作るには、こういった協議会を作ってその中で議論

して作ってくださいということです。行政の皆さん、事業者の皆さん、そ

れから市民の皆さん、三者がみんな介していろいろ議論しながら、それこ

そ連携なんですが、そういったことを含めて議論して法律に基づく計画を

作ってくださいという法律があります。 

ですから今回もし承認していただき、津市の地域公共交通総合連携計画

というものが来年出来上がりましたら、国の方に届け出ることが義務付け

られます。連携計画がないと新しい事業、地域協働推進事業という補助金

が創設されていますけど、そこにちゃんと謳っていないとその補助金はも

らえないという形になっていますから、こういった法律に基づいた総合連

携計画を策定することによって国の補助金が手厚くなるという形になりま

す。 

 

＜竹株委員＞  この絵柄あるじゃないですか。調査事業の案という、この今見てる資料。

その前に、今聞いて分かったのですが、地域とか市民とか、あるいは地域

にある公共の交通の機関の会社とかいろんなものが絡んで、より活性化す

る地域公共交通という、うまく言えませんけど、そういう絵柄があると、
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最初に前段でちょっと資料が付いていると、何となしにすっと入って来る

感じになる。タイトルだけ見て結構難しいタイトルだったので分からなか

ったのです。 

今お話を聞いてお二方から教えていただいてようやく分かりましたけ

ど。それがありますと市民の方、一般の方がよく分かると思います。 

 

＜事務局＞   大変に良い御意見を頂きましたので、市民の方が分かりやすいような図

式にした資料を作りまして次回の委員会で添付したいと思います。 

 

＜会 長＞   三日後に視察会がありますよね。そのときにでも渡してください。局が

出している、協議会の連携計画がどんなものかの資料がありますよね。 

 

＜事務局＞   この連携計画につきましては、調査事業も今回御承認いただけたら始め

るということもありまして、毎回議題のときに随時そのときの状況を御報

告したいと思いますので、またそのときに何か資料等の御要望がありまし

たら、そういう形で毎回議題にお出しする予定ですのでよろしくお願いい

たします。 

 

＜谷口委員＞  資料４のアンケートですけども、アンケートする側にとりましたら、時

間があまりなかったりとか、アンケートの場所にもよると思うのですけど、

こんなに多いとアンケートをやりたくないと思うのと、もっと簡潔に丸が

できるような感じにしてもらいたい。14 番から 18 番はもっとまとめられ

ると思うので、そのようにしていただいたらなと思います。 

 

＜事務局＞   御説明させていただきましたように、資料でだいたいこんなことを聞き

たいということを、様式も含めまして今回まず御提出いただきました。委

員さんの御提案のような部分もいたしますのと、あと一点、計画を作って

いくということでボリュームは若干大きくなる予定なのです。ただそれに

対応するために、当然座って書いていただけるような場所を設置いたしま

して、御協力いただけるように、値段もそんなには高くはないですけど何

百円程度の啓発用品を、御協力いただいたらお渡しするということで、今

回また後で利用促進グッズについて御説明いたしますが、それを含めて他

の公共交通のグッズもございますので、そういうものも利用しながらなる
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べく良い資料を収集したいので御協力いただけるように考えていきたいと

思います。ありがとうございます。 

 

＜岩松委員＞  座って書いていただくのですか。ヒアリングと書いてあるものですから、

職員の方が直接それを持って聞きに行かれるのかなと思っていたのですが。 

 

＜事務局＞   やり方についてはちょっと今こちらの資料には書いてありませんけど、

やはりこれだけの量を御記入いただくというような形になれば立って聞く

というよりは、やはり椅子に座っていただいて５分間くらい、そこで聞い

て書き入れる方がより確実かなということで今そのような形で考えており

ます。 

 

＜会 長＞   これを渡して何も言わずに書いてもらって回収ということではないとい

うことでしょう。座っていただいてこれについて一緒に聞きながらという

やり方ですよね。 

 

＜事務局＞   そういう意味でございます。 

 

＜会 長＞   時間を５分か10分頂くので、それに対して少しグッズを用意してという

ことのようです。 

今言われたように、なるべく簡潔にというのはやっぱりそうだと思いま

すので、その辺はまたやり方を考えながらお願いしたいと思います。 

 

＜竹田委員＞  ヒアリングということですので、その辺はカバーされると思うのですけ

ど、例えばイオン津南ショッピングセンターがあるのですけど、現況とし

ては南北線しか既存のバス路線がないんですよ。つまり東、西から来る市

民は直接公共交通機関を使って、タクシーは別ですよ。何千円も使って行

くということは多分ないでしょうから、バスや鉄道になると思うのですけ

ど、津南ショッピングセンターへ行く人たちはほとんどが自家用車を利用

されてるんですね。 

従って、そこでアンケート調査を行うわけですから、圧倒的に公共交通

機関を諦めてる、もう無いということを前提にして来てる人たちがこの調

査に応じるわけですから、つまりちょっとインパクトのあるというか、あ
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なたの意見によっては、よそに公共交通機関が充実されるんですよという、

諦めを払しょくできるようなインパクトをもったアンケートにしないと、

なかなかまともに答えようという気にもならない。せっかく書いても無理

じゃないかというような話になると、なかなか非常に難しいと思いますの

でね。書いてくださいと置いておくだけじゃないということが分かりまし

たからその点は大丈夫だと思いますけどね。 

そういうところを意を汲んでやらないと、元から諦めてますから。無い

ものということで来てますからね。だからその辺ちょっと心して、我々も

場合によっては立ってアンケート活動にも参加するというのもあっていい

のではないかと思うのですけどね。 

 

＜事務局＞   貴重な意見ありがとうございます。まずは公共交通の連携計画を作るた

めのアンケートですので、市民の方に分かりやすいようにこういうアンケ

ートを基にして新しい公共交通の路線を考えていきますよという主旨も踏

まえた上での御説明をさせていただいて、アンケートをしていただく意味

というのをしっかり伝えて聴き取りを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。 

 

＜会 長＞   竹田さんの御提案、大変いい案だと思いますね。他にいかがですか。 

 

＜竹株委員＞  ２－６の資料の医療機関、商業施設と書いてありますよね。僕は経験で、

意外と銀行とか郵便局の本局、あるいは地域の大手の郵便局ですね。そこ

へ行かれる、あるいはそこへ行きたいけど足がないと御不便を感じてる方

が結構いるという認識があるのです。従ってこの医療機関と商業施設とあ

りますけど、あと郵便局とか銀行と、そういったところも場合によっては

考えないといけないのではないかなと思うのが一つと、それから意外と医

療機関で多いのは高齢の方は整形外科と眼科さんが特に多いのですよ。眼

科さんはあまりなくて、行くところも限られていますので、ヒアリングの

ときに少しそういったところも検討していただいたらどうかなと思います。 

 

＜事務局＞   貴重な御意見ありがとうございます。実は来年度、平成26年度に市民ア

ンケートを実施するということで、そちらで市民の方がいったいどちらに

行く機会が多いのかというお話を調査させていただきますので、そこで銀
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行とか郵便局についても出てきましたら、追加で平成26年度にも調査を実

施したいと思います。今回につきましては市民アンケートの結果が出そろ

う前のお話になっていますので、とりあえず医療機関と商業施設というお

買物と通院という二大目的について整理いたしております。 

 

＜会 長＞   今御提案いただいた施設は私たちもよく利用するわけですから、この辺

は来年のアンケート結果を踏まえて、またフォローするというようなこと

も考えようということですがよろしいでしょうか。 

 

＜竹株委員＞  はい、承知しました。 

 

＜吉川委員＞  今、連携という言葉と施設ヒアリングの御発言がありました。私も今非

常に苦しんで頭を痛めていることは、施設ヒアリング実施と簡単に書いて

ありますけども、実は私の地域には内科はまきのクリニック、これは個人

の小さな医院、生活用品ではコメリ、これも小さな店があるだけで、私の

地域にはほとんど医療機関も、食料品を購入するスーパーが全くないとい

うことで、非常に頭の痛い問題なのです。三重交通さんも利用させていた

だいて、コミュニティバスで三重交通の停留所まで行って、津地域まで来

る。ただ久居の方への榊原の湯の瀬へはコミュニティバスが直通になりま

したけど、今希望が多いのはなんとかイオンへ接続するような交通機関を

出してほしいという要望が多数あるのですけど、そこまでいくと非常に市

の財政負担上到底無理だということで住民の方に御説明しておるのですが、

これは仕方ありません。土地の環境がこういう環境になっておりますので。

かと言ってコミュニティバスは財政支出が非常に津市の負担も高いという

ことでそれ以上は頼めませんので、頭の痛い問題は問題なのです。ただ無

理な提案なので出来ませんけど、美杉も時々行って私も見ておるのですが、

私の地域も肝心の生活食料品を購入するスーパーが全くないのです。それ

で困ったなと思って医療機関はもちろん三重交通さん利用して津まで来る

というので実施しておるのですけど、環境がこういう環境ですので、非常

に苦しんでおり、困ったことだ思って、実は考えている状況ですので、そ

こをどのように今後進めていったらいいのか、わたし自体もいろいろ御相

談をかけて進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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＜会 長＞   今のお話は美里地域で極端な例という形かもしれませんが、実はそうで

はなくて、街中にも買い物難民の状況が起きてきつつあるというのは、実

は私どもの街中もそうですね。ですから次の市民アンケートの実態のとこ

ろでどれだけ把握ができるかという辺りが私はこれからすごく大切になる

と思うのですね。施設利用者のヒアリングというのは来ていただいた人で

すから、今のお話のように美里から来ていただく方というのはどれくらい

になるか、すごく少ない対象者になってしまうわけでしょうからね。だか

ら次の市民アンケートのところで今の御発言のところをフォローできるよ

うな項目をやはりちょっとチェックしておかなければいけないのかなと思

います。やはり移動実態だけでは分からない部分が結構ありますよね。な

んとか動ける、動きたくても動けない人たちはどうすればいいか、その辺

をこれから考えなければいけないことだと思うのですよね。前、堀口さん

も例の買い物バスのことをおっしゃっていたことがあります。そういった

ことも含めて今回の施設利用者のヒアリングの中では今のお話のところは

なかなかつかむことはできないかもしれないけど、来年の本調査の中では

それを少し把握できるようなことを考えたいと思います。皆さんにまたお

知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜井上委員＞  一つお考えとしてお聞かせ願いたいと思います。例えば美里の方からは、

今言われたように、久居はすぐ一つこちら側の道ですよね。戸木まで行く

のに一本ちょっと北へ行くだけ。片田の方から。それから津南ショッピン

グセンターでも久居の方が相川の辺りからはすぐですよね。でも今のとこ

ろ久居は久居地域のバス、美里は美里地域のバスということで、同じ津市

なんですけど、越境のようなことは考えとしてはあるのでしょうか。ちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

 

＜事務局＞   一部、今も既に他地域に乗り入れしているバスもあるのですが、基本的

に民間事業者さんの路線バスとのつなぎの考えで今のところいっています

ので、とりあえずコミュニティバスは今の段階では地域内から例えば市街

地へ出るときは、市街地へ向かっている三重交通の路線のバスへ時刻を合

わせていただき、それ以降は三重交通さんのバスを御利用していただくと

いうのを基本的な考えでやっています。先ほども吉川委員からお話が出ま

したように、美里の方は久居の湯の瀬の温泉のところまで美里からコミュ
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ニティバスが来ていまして、ちょうど乗っていただけるのですが、そこで

今度久居のバスに乗っていただきますと、久居のイオンに行っていただけ

る、いわゆるインターガーデンの方には行けるようになっております。民

間事業者さん、三重交通さんを含めた乗継の中で全体を考えていますので

基本的にはずっと延ばすというのは今のところはそういう方針では動いて

はないです。 

 

＜井上委員＞  三重交通もみんな縦に縦にだからな。横に来ないから。 

 

＜事務局＞   その辺は三重交通さんと御協議しながら。 

 

＜堀口委員＞  交通だけをどうこうしても無理なんでしょうけど、とにかく医療機関だ

とかショッピングセンターとか、津の町の作りがまだ合併する前の状態が

そのままなんですよ。合併したという実感がない。各地域で公共交通が走

っているというような状態もさることながら、ショッピングセンターの位

置だとか医療機関の位置だとかも、あちこち分散されている状態で。これ

でまとめあげるというのは非常に困難だと思われるけども、その立地条件

に適した公共交通を考えていかないといけないのではないのかなと思いま

す。本当に隣同士の地域まで足を延ばせば非常に便利な買い物もできるし、

医者へも行けるというようなことが出来るにも関わらず過去の遺産を引き

ずったまま現在に至っておるわけですよ。だから早く脱却しましょうよ。 

このアンケートというのは今までも散々とっておるのだけど、みんなが

そういう風に思っているはずなんですよ。答えはそっちに行くはずなんで

すけど、まずそれを考えて実施していかないと前へ進まないと思うのでね。

とにかく合併してから６年も７年も経っておるのに、まだいまだにそうい

う状態で、幽霊が浮遊してるみたい。迷走している状態です。そこからま

ず手をつけていかないと前へ進まないと思う。利用者も増えないし、公共

交通って何だと言ったら、バスが走ってるだけでそれに乗ったらどっか行

けるだろうというような状態ではね。やっぱり乗ってる以上は目的を持っ

たところへ行かせてあげたいというのが公共交通なんですよ。そう思いま

す。 

 

＜事務局＞   どうもありがとうございます。今回またアンケートとらせてもらう中で
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地元の方にあり方検討会とかいろいろな部分で私どもも入りましても、人

それぞれ行きたいところが病院一つにしましても右へ行かれたい方、左へ

行かれたい方があり、右へはつないでいるけど左へは行けないので左へも、

という御意見も沢山あります。そういう中で今回連携計画を作るアンケー

トの中でしっかりどこへ行きたい方が一番多いのか、どういう方法で今御

不便をおかけしているのかというのをしっかり見極めて、それで連携計画

の中でどこへどういうふうにつないでいけばいいのかをしっかり考えてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜竹株委員＞  意見なんだけど、資料の２－１ありますよね。僕は連携という中で地域

というのがすごくキーを握っていると思うのですが、地域とか自治体みた

いなキーワードがあると思うのですけど、データの集計をしてそれからア

ンケートを取りまとめてその後でこの地域の懇談会を実施という、落とし

込みの話になってますよね。僕はそのそれぞれの自治会、あるいは自治体、

地域の方でもいろいろ事前にアンケートを少し頂いたらどうかなと。全て

の自治会じゃないですけどね。大きな団地とか、あるいは逆の少ないとこ

ろも含めてね。 

だから地域特有の課題も事前にアンケートの中で課題の抽出みたいな

形でとらえて、最終的にはこの地域の懇談会というところにつなげていた

だいたらいいと思うのですけど。この絵柄を見ると、なんか決まった内容

を地域の方に落とし込むだけで、本当にこういう形で地域の声が抽出でき

るのかなとちょっと引っかかるのでね。先にその地域の高齢者の多い自治

会というのですか。そういったところのデータを少し参考にしたらどうか

なと意見として思います。 

 

＜事務局＞   本格運行するときも地域のあり方検討会ということで地域の乗っていら

っしゃる代表の方や自治会長さん等で地域の問題などを洗い出していただ

きましたので、委員さんが言われるように当然、地域の御意見と、それか

らまた必要に応じてそういうあり方検討会を開かせていただいて、それと

無作為で抽出したアンケートの結果も踏まえた上で分析いたしまして、最

後に地域の懇談会の実施を持ってきたのは、前段の段階でどこへ行きたい

というのを代表の方だけに来てもらった中で聞くとどうしても、あればこ

っちにあった方が便利だというような形になりがちだという懸念もありま
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したので、アンケートを取った結果で｢こういうお声がこの地域では多いの

ですがどうですか｣という形で、ある程度たたき台を作り、最終的には、当

然委員さんがおっしゃるように地域の方のお声は一番大事でございますの

で、そういうたたき台を持った上で懇談会を実施して、運行事業者さんの

お話も聞き、委員さんが言われるような地域の意見の集約というのは逐次

させていただく予定ではおりますので、最後のたたき台のところでまた見

ていただくという意味合いでこの図は挙げましたので、よろしくお願いい

たします。 

 

＜会 長＞   他にいかがですか。アンケートの方の具体的な中身も入れてどうぞ。 

 

＜原田委員＞  このヒアリングアンケートの数というのはおおよその目途というのはあ

るのですか。 

 

＜事務局＞   統計上のお話をいたしますと、年間100万人以上来る施設であればプラ

スマイナス10％の誤差の範囲内で意向を取ろうと思いましたら、だいたい

100 件とればいいというようなデータがございます。ですから１施設につ

き今のところ100、100、100というような形で、つまり平日が50、休日が

50、合わせて100ということで今考えています。 

 

＜原田委員＞  例えば津南ショッピングセンター、病院にしても中央医療センター、津

市以外のところの人も結構来ているということはないのですか。津市に住

んでおられる方を対象にヒアリングはされるのですか。 

 

＜事務局＞   鈴鹿からいらっしゃっている方、松阪からいらっしゃっている方にもア

ンケートはとります。 

 

＜会 長＞   よろしいですか。他にいかがですか。 

総合連携計画でデータ分析のアンケートをするのは大切なのですが、ア

ンケートだけに頼るのは大変危険だろうと思っています。そういう意味で

津にどれだけのデータがあるかという話になると思いますが、かなり生活

に関連するようなデータというのは多分あるのだろうと思います。 

先ほどの例えば医療の話だとすると、私の町でもそうですけど、福祉課
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の高齢者対策とかそういうところでアンケートをやって、高齢者医療基本

計画という計画を福祉課が作っているのです。それを都市計画の人に聞く

と知らないことが多いのです。ですから、今の段階ではそうかもしれませ

んが、他の関連する課といいますか、行政の中で横のつながりの部分をも

う少し整理された方がいいのかなと思います。 

特に公共交通の検討を始めて数年経っているとすると、こんなこと言っ

てはいけないのかもしれませんが、高齢者の分布も随分変わってくる。10

年経てば随分変わってしまうのですね。 

それから、例えば施設でも商業施設が新規に立地したところと、新規じ

ゃないところとありますし、今たまたまショッピングセンターが多いです

けども、こういった施設がどこにどれだけあるか、つぶれているところも

ありますし、御利用が少なくなっているという噂があったとすると、そこ

はかなりしんどい話になったりしますから、そういうような情報を得て、

要は今の段階はこれでいいですけど、次の計画を作るときには平成31年の

目標ということになれば今我々のような60代の真ん中の人はこの31年頃

には70幾つになるし、今70歳の方は70代の後半になってくるわけですよ

ね。そうするとかなり状況が変わってしまう。 

もう一つは随分心配していて、アンケートをちゃんとしなければいけな

いですけど、団塊の世代がこれから高齢者の仲間に入ってくるわけですよ

ね。団塊の世代は、私もそうですし、今日ここにもその方がいらっしゃる

と思いますが、車社会に慣れきった世代で、今のお年寄りの 75 歳から 80

歳の皆さんは免許がなくて自分で動けないという方が多いわけですけど、

団塊の世代はほとんど自分で車を運転する世代なのですね。そうすると本

当にバスを必要とするのか、逆に言うと事故が多くなって自分達の安全性

とかそういうことも考えてみなさいというふうにしていかないと、団塊の

世代は車から離れるという勇気を持てないのです。だからその辺を含めて

考えていかなければならない時期に来ているのです。 

今まではお年寄り方のことを考えてあげることがすごく大切でしたが、

これから高齢になっていく人たちはちょっと価値観が違ったりしますから、

私はその辺にメスを入れながら、価値観の違いとか生活の仕方の違いとか、

そういうこともこの中からピックアップしていかないとまずいのだろうと

思うのですね。そうすると今の人口分布がどうなっているか。高齢者予備

軍から現高齢者を含めて、どこにどういう人たちが分布しているかとか、
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そういう分析を一緒にしていかないと、結局今の時点だけの計画になって

しまうと長続きする計画にならない気がしますので、アンケートだけに頼

らないということは前も事務局にお願いしているのですけど、第三者から

見ても、なるほどというようなデータを今のうちからハンドリングできる

体制を作っておけばいいわけで、その場になってすぐデータを見てという

話になると大変なので、少し横のデータを含めてお願いしたいと思います。

そこがデータの分析に入って来ると思います。 

アンケートの内容は、今回はまだ予備調査みたいな形で今年度は進んで

いくのだろうと思います。来年度に向かって、この総合連携計画を作成す

るには来年度がメインなのですが、今のうちからいろんなことを考えて準

備してやっていくということがすごく大切ですので、これからも御意見を

頂けたらと思います。 

よろしくお願いいたします。一応こんな形で進めさせていただくという

ことです。それから頂いた御意見は参考にさせていただいて、これからの

作業に役立てるということでよろしいでしょうか。 

それではこういう形で進めさせていただこうと思います。 

次は３番目｢高松山団地乗合ワゴンの本格運行後の運行実績等につい

て｣ということで、これは報告事項になりますね。 

事務局からよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞   次に事項３、「高松山団地乗合ワゴンの本格運行後の運行実績等について」 

御説明いたします。 

説明は、６月末までの乗合ワゴンの運行実績、次に登録者へ乗合ワゴン

についてのアンケート調査を行いましたので、その集計結果、そして７月

末現在での高松山団地乗合ワゴン運営委員会の取組の順番で御説明いたし

ます。 

まず、運行実績について御説明いたします。資料３－１をご覧ください。 

資料３－１は、高松山団地乗合ワゴンの実証運行期間中である１月から

３月と本格運行開始後の４月から６月までの月ごとの運行日数、運行予定

便数、実運行便数、稼働率、利用者数、一便当たりの利用者数、一日当た

りの利用者数、運行しなかった便数をまとめたものとなっております。 

一番右の列の合計というところが、３か月間の合計です。１枚目が実証

運行期間中の１月から３月の合計で、２枚目が本格運行後の４月から６月
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の合計となっています。説明は、この実証運行期間中の合計欄と本格運行

後の合計欄の比較で行いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、⑤の利用者数をご覧ください。 

実証運行中の３か月の合計が 79 人だったのに対し、本格運行後の３か

月では、37人と減少しております。 

そのため、④稼働率も実証期間中が41.0％だったのに対して、本格運行

後は、25.9％と減少、⑥一便当たり利用者数も1.9人から1.3人、⑦一日

当たり利用者数も3.2人から1.9人に減少しております。 

また、③の実運行便数の利用人数別内訳を見ますと、実証運行期間中は、

11 便あった、３人が８便、４人が２便、５人が１便合計の 11 便あった複

数利用、３人以上の利用が本格運行後は３人、４人、５人とも０便となっ

ておりまして合計０人、ほとんどの運行が１人での乗車という傾向となっ

ております。 

続きまして、乗合ワゴンの利用が伸び悩んでいる中、利用者の意向を把

握するため、高松山団地乗合ワゴン運営委員会と共同で、７月に乗合ワゴ

ン登録者に対してのアンケートを実施いたしましたので、その集計結果に

ついて、御説明いたします。 

資料３－２をご覧ください。なお、資料３－３は、アンケートの集計結

果を表にしたもので、資料３－４は、実際に登録者の方に配布したアンケ

ート用紙となっておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

まず、回答者ですが、登録者が全部で 67 人いる中、61 人から回答を頂

きました。 

回答者の男女比につきましては、２－（１）－①のとおり、男性36.1％、

女性57.4％となっており、年齢別の比率としましては、70代の方が最も多

く44.3％、次に80歳以上の方が32.8％でございます。 

次に、（２）高松山団地乗合ワゴンの利用率について、ですが、高松山

団地乗合ワゴンの利用の有無について伺ったところ、２－（２）のとおり、

75.4％（46人）の方が利用したことがないと回答がありました。 

次のページをご覧ください。 

利用されている方（11 人）の年齢別の内訳のグラフがありますが、80

歳以上の方が54.5％（６人）と最も多く、次に70代の方が36.4％（４人）、

60代の方が9.1％（１人）という結果となっており、高齢の方ほど利用が

多いという傾向となっています。 
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次に（３）高松山団地乗合ワゴン利用時の目的地についてですが、主に

津新町駅周辺のスーパーや医療機関の回答が多く見られましたが、中には

電車に乗り継いで名古屋に行ったという方もいました。 

次に（４）高松山団地乗合ワゴンを利用しない理由についてですが、こ

ちらは今まで乗合ワゴンを利用したことがないと回答があった方のみに回

答を求めた質問でございます。回答は複数回答を可能としておりますので、

回答は83件となっております。 

回答合計で見ると、最も多い理由は、｢自分で車、バイク、自転車等を

運転して行くことができるから｣で全体の38.6％となっており、｢家族等に

車で送迎してもらえるから｣の 24.1％と合計すると、回答の62.7％が、車

で移動できる環境にあるという回答を選択したということになります。 

また、｢使いたい時間に乗合ワゴンが運行していない｣という回答も全体

の27.7％と高い割合でした。 

次のページをご覧ください。 

先の説明で、全体の75.4％が利用したことがないと回答があったわけで

すが、（５）で高松山団地乗合ワゴンを今後利用するか、という質問に対し

ては、82.0％と非常に多くの方が今後利用すると回答があり、今後も乗合

ワゴンの継続を期待する声が多いということが分かりました。 

次に（６）新たに追加してほしい目的地についてですが、三重会館、松

菱、市役所（図書館含む）といった回答がありました。 

最後に（７）の乗合ワゴンに対する改善点や意見についてですが、次の

ページをご覧ください。 

乗合ワゴンの運行日数や本数に関する意見が比較的多く見られました

が、一方で、利用者全員が満足するサービスには限界があるといった意見

も見られました。 

３のまとめについては、今、御説明いたしましたことをまとめて記載い

たしましたものとなっております。 

続きまして、高松山団地乗合ワゴン運営委員会の取組についてですが、

去る７月27日（土）に高松山団地乗合ワゴン運営委員会が開催した登録者

の意見交換会が開催されました。 

この意見交換会では、運行実績、アンケートの結果の説明を行い、まだ

乗っていない人が多くいる中、乗ってもらえるようにするためにはどのよ

うにすればよいかということで、運行本数や時間の希望を再度調査するこ
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とや、追加してもらいたい目的地で多く見られた三重会館、松菱、市役所

には、ぐるっと・つーバスに乗り継げば簡単に行けることを登録者に説明

するなどを行いました。 

また、高松山団地の隣の団地も乗合ワゴンに興味を示していることから、

場合によっては、今後共同で運行することも検討していく内容の話があり

ました。 

運営委員会では今後も引き続き意見交換会を開催し、登録者等からの意

見を聞き、運行の改善を図るとともに、登録者の外出意欲の創出を図るな

ど、乗合ワゴンの利用を進める活動を行っていくということでございます

ので、津市も積極的に協力を行ってまいります。 

以上で高松山団地乗合ワゴンの本格運行後の運行実績等についての説

明を終わります。 

 

＜会 長＞   ちょっと厳しい状況なのですが、これについて何か御意見、御質問はご

ざいませんか。 

 

＜竹田委員＞  地元の運営委員会の感想というのは、意外と乗らないなという感想なの

か、この利用人数をどのように評価しているのかというのを簡単に御説明

願います。 

 

＜事務局＞   運営委員会としましては、７月 27 日の意見交換会のときに伺ったお話

ですけど、当初一台当たり３人の乗車を目指していたということでござい

まして、今回の利用者数の減少というのは、やはり少し驚かれたような様

子です。 

しかし、運営委員会さんとしましては今後高松山団地乗合ワゴンを継続

していくのに非常にやる気をお持ちですので、なんとか利用者数を増やす

ための活動を行っていきたいというお話を伺いました。 

 

＜会 長＞   御利用になって良かったという人はいないのですか。私はいつも思うの

ですけど、このアンケートもそうですが、利用しない理由を聞いても、こ

の人たちは先ほどおっしゃったように元々利用しないという発想なのです。

だから、むしろ、乗って良かったよとか、こういうことがあって良かった

よとか、プラスの意見をもっと聞いて、それを運営委員会なり、中で活動
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していただいている人たちがそれを把握しないと、みんなに乗ってと言っ

てもそれは無理なのです。要は、こんな良い意見があるから皆さんどうで

すかという話を持っていることが大切と思うのです。 

お役所の方に言ってはいけないけど、プラスの方を一生懸命取り上げる

ことが下手なのです。マイナスのところをなんとか少なくしようという発

想そのものは分かるのですけど、逆にプラスの部分に、｢あ、そうか｣とい

う部分があるのでね。むしろクチコミだとかそういうものを本当にやって

いただこうとすると、良いところを見ないといけないと思うのです。利用

者の方が減ってしまったら、一回乗ったけど辞めてしまった人はなぜか、

続けてる人達はなぜか、それを匿名でいいのでアンケートをやるときにち

ょっと聞いてもらえると私はいいのではないかと思います。一回も使った

ことがない人を乗せるのはすごく難しい。その人たちは車があるから乗ら

ない。そうなんですよ。みんな車があるんですよ。だけど車でなくてもう

まく生活できるということを、知らない人にいくら言ってもだめだから、

こうやったらできるよとかいうふうに教えてあげるというのがすごく大切

だと思います。だから乗って良かったと言う人の御意見を取れませんか。 

私が一番心配していたのが乗合率で、団地の顔見知りの皆さんだと、逆

にあの人が一緒なら嫌だとかいうことが意外とあります。そういうような、

このシステムそのものが良いとか悪いではなくてね。だんだん歳をとって

くると年寄り同士ってなかなか難しいですよね。 

 

＜竹株委員＞  難しいです。意外と意識されるんだよね。 

 

＜会 長＞   若い人の方がそういうことをあまり気にしないですけど。歳をとってく

ると、こんなこと言ってはいけないけど、そういうふうになりますよね。

だからそういうところがちょっと気になることもありますしね。意識して

しまう。ましてやタクシーって狭い空間でしょ。あれがバスだったら全然

そんなこと意識しないのだけど、二人しか乗っていないと、運転手さんと

なんとなく気まずいとか、そういうことも起きるので。もう少しその辺も

フォローしてあげる。今も乗っておられるのは10人くらいですよね。固定

化しているような気がするので。10人とか十何人とかいう数字があります

けど、ちょっとその人たちにヒアリングするとか。これ個人の話なので、

名前を出すわけにいきませんからちょっと情報を教えてもらうというよう
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なやり方で、そういうフォローをした方がいいのではないかなという気が

しました。 

 

＜事務局＞   ありがとうございます。会長がおっしゃるように、会長と以前もそのお

話をさせていただいた部分もありまして、高松山の運営委員会の方にはこ

ういう懸念もあるので、そういう部分を解消する方法も考えていただくよ

うにお伝えしてありまして、第一弾としてレクリエーションという言葉も

お出ししたのですが、なかなかいきなりレクリエーションということも難

しかったので、実を言うとそのお話も踏まえてこの意見交換会を開いてい

ただいたという経緯がありまして、その部分についても運営委員会とアン

ケートも含めて協議をしながら進めていきたいと思います。 

 

＜竹田委員＞  連携計画の中で意見を述べれば良かったのですが、どうしても高齢者を

対象にしたコミュニティバスですと、全体的にやはり今このアベノミクス

でちょっとくらい明るい兆しというのは感じておる人もいますけど、現実

的にはまだまだ厳しくて高齢者の生活というのは全体として支出を縮めざ

るを得ない。結局通院にしても外来が伸び悩んでいる。いいとこでトント

ンです。ほとんどの病院で、僕も他の関係で付き合いがあるので、幾つか

の市内の主要な病院ですが、事務長の方と話しておってもなかなか外来が

大変なんですね。外来患者が全体として縮小している。これは薬の投与は

最近長期２か月程度で、高血圧だとか慢性疾患なんかの場合は長期投与が

可能になってきたということもあり、場合によってはコンビニなんかでも

済ませるようになってきた。外来患者が減少傾向にある。 

もう一つは、やっぱり買い物控えも同時に、確かにスーパーに行っても

大きな袋でドンと買い物していくというのがなんとなく少なくなってきて

いる。今まで週二回行っていたのが、２週間に三回になったりですね。そ

ういう買い物を控えているとうことから、高齢者をターゲットにしたコミ

ュニティバスではやっぱりちょっと先がなかなか見込めないのではないか

なと思うのですね。高松山団地が数年前も10年近く前からあれしとったと

きと当初の思いとは若干実施された時間がずれてますから、随分経済情勢

も変わってますし、したがってやっぱり若い人たちも含めたものにしてい

かないと、若い人にとっても魅力のある公共交通機関にしていかないと先

が大変ではないかなと。高齢者を相手にしていると。しかし残念ながら津
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市の私がやってるぐるっと・つーバスも含めてどちらかというと利用者は

高齢者が圧倒的なんですよね。60 歳以上が 99.何パーセントを占めるとい

うような。たまに年に何回か若い人が乗るというような。そういうような

状況ではやっぱりちょっと大変かなと。そういう点で連携計画も若い人が

利用できるにはどうしたらいいかという思い切った知恵も、このメンバー

が集まってるわけですから一度忌憚のない意見を出し合ってやっていく必

要があるんじゃないかなと思います。おそらく津だけの悩みじゃないとは

思うのですけど。 

津市のコミュニティバス全体では前年比 100％確保したわけですから。

割と僕は健闘している方だというふうに思うのですけど。それにしてもや

っぱり一割二割減っている地域が圧倒的ですからね。増えてる地域は特殊

な事情があってというようなことですからね。やっぱりちょっとその辺も

考慮したこれからの計画、あるいは運営をしていかないと大変かなと。こ

れは職員さんもそういう意味では津市の場合は 79 条が多いですからなか

なか財政的には大変なんじゃないかなと思いますが。我々もそういう方面

へちょっと考えをやっていかないと今までの延長戦上で高齢者だけをター

ゲットにしているようではちょっと先がなかなか大変だと感じますので、

是非会長の方でもそういうふうに議論をやっていただければありがたいな

というふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

＜吉川委員＞  そのとおりだと思いますけど難しい問題ですね。若い人に魅力のある交

通機関っていうふうな利用方法というか環境を変えていくとなると、本当

はそうあるべきなんですけど、これからの時代、交通機関もそうですが、

若い人になんとか。美里もそうです。 

これは別の問題ですけど、南が丘でふるさとを振り返るイベントをとい

うことで何か計画されたんですか。一時チラシに載ってましたけど。ふる

さとを今一度思い起こさせよう若い人に、ということで県外に出ている人

４千人くらい寄ったそうですよ。私はびっくりしたんですけど。若い高校

生や中学生を中心としたイベントを実施した。どういう内容をやったかは

私も聞きませんでしたが、集まった人は４千人と言ってました。私も関心

するし、びっくりしたのですが、若い人になんとかふるさとを今一度思い

起こさせ、そしてふるさとになんとか思いをはせるような魅力あるイベン

トも含めて企画設計がされたらいいと思うのですけど、なかなか正直若い
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人に魅力与えるというのは。 

 

＜竹田委員＞  例えばね、逆に言えば今若い人が乗れるようなコミュニティバスになっ

てないですよ。例えば時間一つとっても時刻表一つとってみても。昼間し

か運行していないのだから。いわば通勤客とかそういう人たちが乗れるよ

うな時刻表になってないということも事実なんですね。 

 

＜堀口委員＞  竹田さんの意見を受けてね、うちの孫がやたら消防車だとか救急車だと

かバスだとか言って５歳くらいの子供は憧れるんですよ。バスに乗せて乗

せてと言うのですけど保育園が休みのときはバスが運行してないんですよ。

だから伊勢へ行って伊勢神宮のバスに乗せてあげたくらいでね。地域のバ

スに乗せられたらいいなと思うのですけど、結局そういうようなことでバ

スに乗りたいんだ、もしくはバスに乗るのが慣らされるような年齢の人間

が使えるようなバスを運行しないといけない。本当はお年寄りばっかりし

か乗れないけど、実際乗りたい連中は保育園とか幼稚園の子供とか、これ

からバスを利用する機会を体験できるであろう人間。それが利用できない

状態ではもったいない。ごり押しができない。 

 

＜会 長＞   ありがとうございます。おっしゃるとおりですが、今若者が車離れして

いて、私もデータ的に言うと20代の免許保有率は10年前に比べると10％

以上落ちていますよね。免許がないのだから車なんか乗れっこない。逆に

言うと、そういう意味では車に魅力を感じているのか、感じていないのか。

感じていない人が増えてきたのか、お金がないのか。免許証をとるのに30

万以上もかかるのになぜとらないといけないとか、価値観が変わってきた

と言われていますが、そういう人たちは車でなくても何も不便を感じてい

ない。そういう人たちが結構いると聞いています。 

ある町では幼稚園の遠足とか小学校の遠足にコミバスを使って行くと

いいます。要は教育委員会さんと連携する。自分の町を知ろうとかですね。

いろんな教育の現場でそういう使い方を、利用してもらうためにではなく

て、それを使うことによって町が分かるとかですね。そういうテーマとい

うのもあり得るというふうに聞いていますし、横のつながりといいますか、

できればそういうところとどううまく結び付けるか、教育委員会が難しけ

れば私は小学校に直接乗りこむということがよくあるのですが、意外と今
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のお話なんかはそういう使い方、またはそれを社会勉強の一つとして知る

とか、町を知るためにその仕組みを知るとか、そういうこともあり得ると

思うので、ちょっとその辺も参考にしながらその連携計画が、さっき竹田

さんがおっしゃったように、何もお年寄りだけのためじゃなくて、市民の

人たちがどううまく使えるかという話をしていく、その中で皆さんが良い

ものだというふうに認識してもらうところをもう一度整理しないとまずい

のかなと、そんな気がしますね。 

 

＜武田委員＞  今の話とよく似ているのですけど、実はこの間兵庫県に行ってきたので

すが、そこで観光地をコミュニティバスが停まったんですよ。私たちは観

光バスで来たのですけど、乗車するととられましてね。兵庫県のたつの市

に行ったのですけど、そのときに綺麗なところをコミュニティバスが走っ

てました。そこは畑や民家で何もないんですよ。茶屋が一軒ありましたが。

側に小動物園とかがありまして、そこで停まったということは観光客も乗

っていいようにしているんやなということがありまして、できたら買い物

用のスーパーじゃなしに、そういう施設、観光地を呼び起こすことにもこ

れからどんどん利用したらどうかなと考えましたので、ちょっと一言すみ

ません。 

 

＜会 長＞   いろんな仕組みを皆さんに知ってもらわなければいけないと思うんで

すよね。おっしゃるとおりだと思います。 

ですから連携計画の中でどこまで踏み込んでいけるか、これから考えな

いといけないですけど、やっぱり日常の中で市民、ましてやお年寄りとい

うふうにターゲットを決めずにもう少し広い目で使っていただけるような

仕組みとかですね。実は今日の午前中に別の会議でその話を全く同じよう

にしまして、なんとか知ってもらわなければいけないと言って、どこでキ

ャンペーンはろうかとか、名古屋駅ではろうかとかいろいろやっているの

ですが、そんなことを含めてみんなに知ってもらう。そのためには市民に

知ってもらわなければ困るわけで、それをどうしようという話をしていま

した。そんなことも含めて検討していくといいなと思います。 

ありがとうございます。高松山から話題はそちらへやっぱり行くかなと

思いました。高松山については事務局の方で地元の皆さんと一緒になって

いろいろ検討していただいていますので、もう少し私は状況を見守りたい
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なと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

それでは次の４番目、５番目が残っておりますので｢利用促進グッズに

ついて｣ということで事務局からよろしくお願いします。 

 

＜事務局＞   それでは、事項４の「利用促進グッズについて」御説明いたします。 

今年度、作製する利用促進グッズは、資料４のとおり、さしかえクリア

バーという商品でございまして、いわゆるマグネットバーでございます。 

昨年度は、その前に作業部会で頂いた意見で、安価なグッズを大量にば

らまくのではなく、少し高級感のあるグッズを厳選し、対象者に配布する

という方針を出されまして、昨年度は買い物に利用できるエコバッグを作

製したのですが、そちらは今もコミュニティバスの回数券・定期券を購入

される方に配っておりまして、今も在庫が少し残っている状況でございま

す。 

今年度は、事項２でも説明したところですが、津市地域公共交通総合連

携計画の策定に必要な調査をヒアリング形式で実施いたしますので、回答

に御協力いただいた方に配布できるグッズということで、手軽にお持ち帰

りいただけること、また荷物の邪魔にならないこと、またアンケートの対

象者は、高齢層から若年層までと、幅が広いことから、誰でも便利に利用

が可能なもの、という視点で選定をいたしました。 

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、こちらには中に広告を入れることができますので、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る予定です。 

今回の協議会で御承認を得られれば、作製の準備に入りたいと思います。 

以上で、利用促進グッズについての説明を終わります。 

 

＜会 長＞   いかがでしょう。一応御意見を頂いて御承認していただければこの商品

でいくということですが、よろしいでしょうか。御承認いただいたという

ことにしたいと思います。よろしくお願いします。 

次は５番目の｢津市コミュニティバス現地視察について｣ですね。前回協

議会で御提案があった現地視察についてです。22日というのは既に前回お

話してありますので、その日程等について説明をお願いします。 
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＜事務局＞   事項５の「コミュニティバス現地視察について」、御説明いたします。 

平成25年８月22日に実施いたしますコミュニティバス現地視察につい

てですが、資料５－１をご覧ください。 

開催日は、８月 22 日の木曜日ということで、今週の木曜日でございま

す。 

視察の行程ですが、電車でお越しの方は、久居駅に 14 時にお集まりく

ださい。集合場所につきましては、別紙のとおり、久居駅改札を出たとこ

ろでございます。当日は、名札をつけた職員が待機しております。全員が

集合しましたら、公用車で久居総合支所に移動いたします。 

次に、お車でお越しの方につきましては、直接、久居総合支所にお集ま

りください。時間は14時 15分でございます。お車は、総合支所のお客様

も利用する駐車場でございますので、出来ましたらなるべく奥の方に停め

ていただきますよう、御協力をお願いいたします。 

久居総合支所から、14 時 37 分に久居地域榊原ルートのバスに御乗車い

ただきます。 

バスは、15 時 21 分に湯の瀬に到着いたしますので、下車していただき

ます。 

その後、15 時 35 分に美里地域辰水ルートのバスが到着しますので、そ

ちらに御乗車いただきます。 

バスは、16 時 27 分に美里総合支所に到着しますので、下車していただ

きます。 

その後、公用車で、お車でお越しの方を久居総合支所、電車でお越しの

方を、久居駅に送迎をいたしますので、そこで解散という行程でございま

す。 

バスの乗車料金につきましては、協議会で支払いますので、準備は不要

でございます。また、当日は、参加者の皆様を対象に傷害保険に加入して

おりますことを御報告いたします。 

なお、当日、急に参加できなくなったなどの緊急の連絡先につきまして

は、事務局職員の電話番号を記載しておりますので、そちらに電話してい

ただきますよう、お願いいたします。 

続きまして、資料５－２をご覧ください。 

こちらは御乗車いただいた際に、御記入をお願いしたいアンケートでご

ざいます。 
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今回の視察では、久居地域榊原ルート、美里地域辰水ルートの２つのル

ートに御乗車いただきますので、当日はルートごとに御記入をお願いいた

します。 

項目について、御説明いたします。 

１停留所位置のわかりやすさですが、こちらは、コミュニティバスの停

留所が分かりやすい場所にあるかどうかを評価していただく項目でござい

ます。ただ、バスの座席位置によってはすべてのバス停が見えるわけでは

ありませんので、見える範囲で評価してください。 

２乗車のしやすさですが、こちらは路上からバスに乗りこむときに乗り

やすいかどうかを評価していただく項目でございます。 

次に３座席の乗り心地ですが、こちらは座席にお座りになった際、シー

トの乗り心地が良いかどうかを評価していただく項目でございます。 

次に４走行の丁寧さですが、こちらは急発進、急停車、急カーブなど、

走行の丁寧さについて、丁寧かどうかを評価していただく項目でございま

す。 

次に５走行中の車内の揺れですが、こちらは運行ルートにおいて、車内

の揺れが少ないかどうか、を評価していただく項目でございます。 

次に６走行中の車内に聞こえる音ですが、こちらはバスの中が静かかど

うかを評価していただく項目でございます。 

次に７走行ルートの安全性ですが、こちらはバスの走行ルートが安全か

どうか、を評価していただく項目でございます。 

次に８車内の清潔度ですが、こちらは車内が清潔かどうかを評価してい

ただく項目でございます。 

次に９運転手の接客態度ですが、こちらは運転手の接客態度が良いかど

うかを評価していただく項目でございます。 

次に 10 降車のしやすさですが、こちらはバスから路面等に降りる際に

降りやすいかどうかを評価していただく項目でございます。 

これらは、すべて１から５の５段階で評価いただくこととしております

ので、１から５のどれか一つに○をつけていただきたいと思います。また、

何か視察している最中に特に気づいた点がございましたら、右側のコメン

ト欄に記載していただければ、と考えております。 

最後に、当日、電車でお越しになる方、お車でお越しになる方を把握し

ておきたいと存じますので、確認をお願いいたします。 
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以上でございます。 

 

＜会 長＞   よろしいでしょうか。では電車で久居の駅までお越しになる方は挙手を

お願いします。６人ですね。ではあとは車という方。６人ですね。 

 

＜事務局＞   ありがとうございます。 

 

＜会 長＞   何か御質問はございませんか。それでは 22 日、ちょっと暑い状況です

けども、暑さ対策をお願いしたいと思います。その他について何か事務局

の方でありますか。 

 

＜事務局＞   事務局の方はございません。 

 

＜会 長＞   それでは第２回津市地域公共交通活性化協議会を終了したいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

＜事務局＞   本日は長時間にわたり熱心に御協議いただきありがとうございました。 

事務局の方もいろいろと至らない点もございます。次回に向けて反省も

しっかりしていこうと思っておりますし、資料等の工夫につきましても今

後もうちょっと考えさせていただきたいと思うようなところもございまし

た。 

本日はどうもありがとうございました。気を付けてお帰りくださいます

ようお願いいたします。 


