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平成25年度第３回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

１ 会議名 平成25年度第３回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成25年12月25日（水） 

午後２時00分から午後４時10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）、岩

松由洋、阪野優、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）、浮田知樹（原田孝夫代理）、堀口健二郎、

松浦健、松下浩己、松下太、山口貞信 

（事務局） 

交通政策担当参事兼課長 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 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 

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 津市コミュニティバス現地視察に係るアンケートの結果につ

いて 

４ 平成２５年度バス利用に係る啓発事業について 

５ 津市地域公共交通活性化協議会公募委員選考委員会設置要領

の改正について 

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３回津市地域公共交通活性化協議会の議事内容】 

＜事務局＞   本日は年末のお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

定刻となりましたので、ただいまから平成25年度第３回津市地域公共交通

活性化協議会を開会させていただきます。 

本日は当協議会の事務局長の内田が公務のため欠席させていただきま

すので、代わりに事務局次長の私、南が進行させていただきます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

また本日は津警察署の交通官の青木委員、三重短期大学准教授の北村委

員、津南警察署交通課長の谷口委員、三重県津建設事務所の向原委員につ

きましては所用のため欠席との御連絡をいただいております。また三重県

地域連携部交通政策課長の原田委員につきましては代理として浮田様に、

また三重交通中勢営業所長の中村委員の代理としまして渡邉様に御出席い

ただいております。それと９月に三重交通労働組合支部長の役員改選がご

ざいまして、三重交通労働組合中勢支部長が井上様から山口様に代わられ

ましたので、山口貞信様に当協議会委員をお願いしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

それでは協議事項に入らせていただきたいと思います。その前に本日の

会議は委員総数20名のうち14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御報告させてい

ただきます。 

それでは規約第８条第２項の規定によりまして、ここからの議事進行に

つきましては会長の伊豆原会長にお願いしたいと思います。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。今日は風がなくて暖かいですが、だいぶ寒くなりま

した。今年もあと１週間ちょっとになりました。 

ここでも一度お話させていただいたかと思うのですが、民主党時代に交

通基本法という法律がなかなか国会を通らなかった。４年かけてもなかな

か通らなかった。だいぶ私たちもパブリックコメントでコメントさせてい

ただいて随分期待していたわけですけど、民主党政権では通らなかったの

ですが、実はこの11月27日に今度は交通政策基本法という法律に衣替え

して参議院で成立しました。12月４日に施行されています。実は交通政策
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基本法というのは交通基本法と大きく変わったかというとそんなに変わっ

ていないのですね。中身で大きく変わったというより、災害時の交通時の

考え方が盛り込まれているのです。それ以外はずっと横並びで見ていても

そんなに大きく変わっておりません。当時の交通基本法と変わっていなか

ったということで私も見させていただきました。政策基本法という名前は

どうでもいいのですが、中身が変わっていなかったということは、地域の

公共交通とかその他交通に関しての国の基本的な考え方を、国が計画を作

りなさいということになっております。まだできていませんけど、それが

こういった交通の、我々がやる公共交通という物に対しても随分後押し、

支援の形になっていくのではないかなと思います。 

それから、昨日でしたか、来年度 95 兆円を超える予算が閣議決定され

ております。その中に公共交通に関しての予算も盛り込まれて、370 億円

でしたかね。そういう意味で少し追い風気味とは言えないかもしれません

が、少なくとも国の方針とか周囲の条件が変わってきました。津市での補

助金とかそういったものもどうなるかというのは、またいろいろ事務局の

方で一生懸命考えてくれると思いますけど、少なくともそういった形で動

いてきておりますので、津のコミュニティバスや三重交通さんの路線を含

めて私たちはもう少し提案をしていってもいいのではないかと思っており

ます。是非忌憚のない御意見、それから御提案、お知恵を皆さんに出して

いただいて議論しながら進めていけたらと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

今日はお手元の事項書にありますように、５つの事項について議事を進

めていきたいということでございます。よろしくお願いいたします。 

それでは第１番目。高松山団地乗合ワゴン本格運行後の運行実績等につ

いてということで事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞   事項１、「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」 

説明いたします。 

説明は、11月末までの乗合ワゴンの運行実績、そして、これまでの高松

山団地乗合ワゴン運営委員会の取り組み及び今後の取り組み、直近で実施

した登録者へのアンケート調査の結果について、説明させていただきます。 

まず、運行実績について説明いたします。資料１－１をご覧ください。 

資料１－１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
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３月と本格運行開始後の４月から11月までの月ごとの実運行日、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をまとめたものとなっております。 

⑤の利用者数をご覧ください。 

実証運行中の３ヶ月を見ると１月が 31 人、２月が 26 人、３月が 22 人

だったのに対し、本格運行後は、４月が 10 人、５月が 17 人、６月が 10

人、７月が７人、８月が５人、９月が10人、10月が11人、11月が９人と

なっております。 

特に８月はこれまでの最低の利用者数となり、その後、９月以降は、わ

ずかながらに持ち直しは見られますが、全体的に利用者数はやや伸び悩ん

でいる状況と言えます。 

そのため、④稼働率についても、実証期間中の３ヶ月がすべて30％を超

えていたのに対し、本格運行後は、５月に１度、30％を超えたのみでその

他の月は、20％台が２回、10％台が５回といった状況となっております。 

続きまして、資料１－２をご覧ください。 

こちらは、利用者の乗降実績で、利用者がどこで乗って、どこで降りた

か、を往路、復路に分けて示しているものです。 

この実績で読み取れることとしましては、往路での降車場所について、

ほとんどが津新町駅となっていること、また、プライスカット前での降車

人数が実証運行、本格運行を通じて、利用がないこと。また、本格運行後

の６月以降、復路の利用がないことです。 

このような状況の中、事務局としましても高松山団地乗合ワゴン運営委

員会と共同で、利用を促進するため、様々な取り組みを実施しております。 

資料１－３をご覧ください。 

こちらの資料は、平成 25 年度の高松山団地乗合ワゴンに係る取り組み

状況と今後の取り組みについての資料でございます。 

まず、これまでの取り組みについて、説明いたします。 

１－(1)ですが、運営委員会との協議として、今年度に入って、利用状

況の把握、ＰＲ方法の検討、アンケートの実施や利用登録者の意見交換会

の開催などについて、９回にわたり協議を行っております。 

また、１－(2)のとおり、７月には、１回目の利用登録者へのアンケー

トを実施し、利用の実態についての把握を行いました。こちらの結果につ

いては、前回の当協議会において、報告させていただいておりますので、
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今回は説明を省略させていただきます。 

そして、１－(3)のとおり、アンケートの結果を基に、７月27日に利用

登録者全員に参加を呼びかけ、意見交換会を実施し、運行実績や利用実態

について報告を行うとともに、ぐるっと・つーバスとの乗り継ぎの案内等

を行い、乗合ワゴンの利用をＰＲさせていただいたところです。 

しかしながら、９月以降に利用者数の若干の持ち直しが見られるものの、

大きな回復とはなっていないことから、特に復路の利用促進策等を検討す

るため、再度、ヒアリングによるアンケート調査を１－(4)のとおり、実施

しました。 

ここで、アンケートの結果について、先に説明させていただきますので、

資料１－４をご覧ください。 

なお、資料１－５として、アンケートの調査票を添付させていただいて

おりますので、参考にご覧いただければ、と存じます。 

１枚めくっていただきますと、回答者の性別と年齢の構成があります。 

問１の性別では、女性が 65％と多く、問２の年齢では、70 歳代、80歳

以上をあわせて、81.6％となっております。 

次のページをご覧ください。 

問３は、これまでの利用経験としまして、実証運行と本格運行のそれぞ

れの乗車経験をまとめております。利用したことがない、と回答があった

割合が73.3％ともっとも多くなっておりますが、７月のアンケートのとき

が75.4％であったことから、わずかではありますが、利用経験者の増加が

見られます。 

また、実証運行のときに乗っていたが、本格運行からは乗らなくなった、

と回答があったのが 8.3％に対し、実証運行では乗らず、本格運行から乗

り始めた、と回答があったのが10.0％と、こちらもわずかではありますが、

増加していることが分かりました。 

次のページをご覧ください。 

問４－（１）のよく行く目的地ですが、遠山病院を除く目的地は津新町

駅での降車を行っていると考えられることから、利用のほとんどが津新町

駅という結果になりました。 

また、問４－（２）のとおり、乗合ワゴンを利用する目的としましては、

通院、買い物で55.0％となっており、乗合ワゴンの導入目的と一致してお

ります。 
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次のページをご覧ください。 

問５は、問３で本格運行後に乗車しなくなったと回答があった方にだけ

回答を求めた項目ですが、人数が少ないこともあり、意見の偏りを見るこ

とはできませんでした。しかしながら、その他の意見として、「病院の予約

時間に合わない。午後からの診療もある。」との意見については、今後、運

行改善の検討の余地があると考えられます。 

次のページをご覧ください。 

問６は、これまでに乗合ワゴンを利用したことがある人に回答を求めた

項目ですが、往路、復路の利用方法について、伺いましたところ、もっと

も多いのは、往路は乗合ワゴンを利用して、復路は利用しないという回答

でした。 

では、復路を利用しない方がどのように帰っているのかについて、調査

しましたところ、問７のとおり、タクシーがもっとも多く、53.8％という

結果になっており、今後、復路の利便性の向上や利用促進をうまく実施す

れば、乗合ワゴンの利用者は増加する可能性があると考えられる結果とな

っております。 

次のページをご覧ください。 

問８は、復路を利用されない方に、利用しない理由を伺った項目ですが、

２時間前の予約、運行時間に問題があると考えている利用者が多いことが

分かりました。そのため、今後、予約時間や運行時間についての検討を進

めていく必要があると考えています。 

次のページをご覧ください。 

問９は、今までに乗合ワゴンを利用したことがない、と回答があった方

に伺っている項目ですが、どうすれば利用するか、という問いに対しては、

自分で車を運転しなくなったとき、また家族等の送迎を受けられなくなっ

たとき、といった回答が多く、乗合ワゴンの利用の底上げを図るためには、

利用登録者の利用意識を変えることも必要なことと考えられることから、

今後、意識向上策についても実施していく必要があると考えております。 

最後のページになりますが、こちらは「その他の意見」ということで自

由に記入していただいた項目でございますが、ここでいただいたさまざま

な御意見については、１月に運営委員会とも協議を行い、平成26年度以降

の運行の参考にしていくことを考えております。 

以上がヒアリング調査の結果です。 
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再び資料１－３の２ページ目にお戻りください。 

今後の取り組みですが、ただいま報告いたしましたアンケートの結果を

基に、来年１月に利用登録者による意見交換会を実施し、利用促進策や平

成26年度の運行方法について、検討を行う予定です。 

また、そこでの御意見を踏まえ、実施可能なものから順次、利用促進策

を実施していくこととしておりますので、事務局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。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ただいま高松山団地の乗合ワゴンについての

状況を御説明いただいたのですが、何か御質問、御意見はございませんで

しょうか。随分御利用される方が実証の時に比べると減少したということ

ですけど。 

＜吉川委員＞  問８の高松山団地乗合ワゴンの帰り便を利用しない理由として２時間前

の予約の締切までに帰りの時間が決まらないから、帰りたい時間に運行さ

れている便がないから。これちょっと難しいですね。 

＜伊豆原会長＞ 今おっしゃった２時間前というのがかなりきいてるのですかね。 

＜事務局＞   確かに御指摘のとおり、どうすればいいのかというのは非常に難しい問

題と捉えております。ただ、他の地域の事例を見ますと２時間前に限らず

30分前とか、そのような形で予約ができている地域もございまして、それ

につきましては高松山団地の運営委員会だけではなくて、運行事業者であ

る三交タクシーとも協議を行った上で、出来る限りその利便性を上げるよ

うな形の取組みを進めてまいりたいと考えております。以上です。 

＜伊豆原会長＞ 今こういった仕組みで30分前というところが増えてきましたよね。 

＜事務局＞   はい、ございます。 

＜伊豆原会長＞ 人が増えるかどうかというところなのですけどね。これは多分、運営協
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議会等でいろいろ対策をしていただくのでしょうけど、本当に地域の皆さ

んの利便性というのだけが条件で乗っていただけないのかどうかというあ

たりを少しチェックしていただけるとよろしいかなと思うのですが。 

＜事務局＞   先ほど担当から御説明させていただきましたように、どういう形になっ

たら乗っていただけるかというので、70％くらいの方が今は車に乗ってみ

える、もしくは家族の方に車で送迎をしていただけるという状況でござい

ます。それで、いわゆる利便性を上げるというのが当然一つの利用促進の

効果というのはあるとは思うのですけど、全体的に利用者数を伸ばそうと

思いますと、他の公共交通と同じように乗って残そうの気持ちで、車は持

っているけど今日は乗合ワゴンを使おうという、あえて乗合ワゴンを使っ

ていただくという形に全体を持っていかないといけない。70％以上の方が

買物とか通院に乗合ワゴンを使わなくても行けるという状況のところで乗

合ワゴンの運営をしておりますので、その辺りの部分というのを今後協議

会と運営委員会でいろいろ策を練りながら、将来のためにということも含

めまして残していかないといけないという気持ちを利用者の方に持ってい

ただけるように、そういう形を検討していきたいと考えております。 

＜伊豆原会長＞ 登録しておいて利用したことがないという結果が４人のうち３人。75%

近く。だから一度利用してみてどこか直すところを探すとか、そういう仕

組みにしていかないと、使わずにいてここがだめだから、２時間前が嫌だ

からとか言われてもこれは困るわけですよね。一回使っていただいて、自

分で経験していただいて、ここを直したら使えるのになとか、使わない理

由はもちろんそうなんですけど、ここを直していけば使えるようになるん

じゃないかとか、そういう前向きな話でないとなかなか難しい。今おっし

ゃったように２時間前、30分前に予約しないとと言われてもそれはまた条

件の話でしょうからなかなか難しいかもしれませんし、これは事業者さん

と相談してもらわないといけませんけど。できるところで使いやすくして

いく、地元の皆さんが使いやすくしようという意識にならないとなかなか

難しい。先ほど意識の問題を言われたけど、多分そこじゃないのかなとい

う気がしますね。 

＜谷口委員＞  予約するのは、予約する電話をかけたりするのが面倒だったり敷居が高
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かったりするので、予約しないで、たまたまそこに乗り物があったら乗る

機会もあるのかなと思います。 

＜伊豆原会長＞ 今おっしゃったように面倒なのかもしれませんよね。そこらあたりを今

おっしゃったような話が本音として聞けないのは辛いですよね。予約する

ことの仕組みが帰りだと公衆電話はほとんどないし、携帯でなければほと

んどできないですよね。そうすると携帯電話で電話するのが億劫になって

しまうとか、そういうこともあり得るでしょうし。その辺りの本音の話を、

1 月にせっかく話し合いされるのであればちょっと聞いてもらえるといい

かなと思います。 

＜事務局＞   いろいろ御意見をいただきましたので、先ほど会長からもお話がありま

したように、１月の運営委員会におきましては、とりあえず利用者の方に

１度くらいは乗っていただくようお願いをしたいと思います。ただ全体的

に団地が小さいということもございまして、登録者が60数名という中でや

っておりますので、なかなか自然と広がっていくというのが難しいような

気もしますので、とりあえず乗っていただいて、自分たちの乗合ワゴンだ

という気持ちになっていただくようなことを協議したいと思います。 

＜竹株委員＞  気になったのだけど、津新町というのが圧倒的に多いですよね。やっぱ

り乗り換えて公共交通機関で松菱へ行ったり、あるいは県文の方へ行った

りというアクセスが多いのですかね。 

＜事務局＞   高松山団地から病院とか買い物というと、メインの繁華街というか寄っ

ているところが新町駅という形になるので新町駅が多いのですが、委員さ

んがおっしゃるように、こちらのアンケート結果にも出ているように、新

町駅を出てきてから違うところへバスに乗って行かれる方もみえますし、

ただメインで新町駅に降りるのは、乗り継ぎで使ってみえるというよりは

新町地区のスーパーであるとか、病院であるとかに行かれるために利用さ

れる方が圧倒的に多いです。 

＜竹株委員＞  スーパーは一つあるだけで、その後、どう利用されているという確認が

これから促進するのにキーになってくるのではないかなと思ったものです
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からね。 

＜事務局＞   その辺りのところもありまして、60何人でやっている中で便数をもっと

増やせば解決するか分からないのですけど、当然委員さんがおっしゃるよ

うにスーパーに行かれるだけで帰りの時間までたとえば２時間、３時間あ

ると時間のつぶしようがないので帰りにタクシーに乗って帰られるとか。

やっぱりそういう傾向というのは当然出てきます。ただ目的として委員さ

んがおっしゃるように高松山団地から乗合ワゴンに乗って新町駅へ出て行

かれる目的としてはスーパーと病院。先ほども御説明させてもらったよう

にぐるっとつーバスを使えばこういうところも行けますよということも、

この間利用者を集めて資料をお配りしてＰＲさせていただいています。 

＜堀口委員＞  帰りの分を予約するのは、出るときに予約はできないんですか。 

＜伊豆原会長＞ できますよね。２時間前だから。２時間前までならいつでもいいですよ

ね。 

＜堀口委員＞  ということは、たとえば買物に 30 分、40 分かかるのだったら帰りの分

を先に予約しておくということも可能なんですね。 

＜竹田委員＞  復路のタクシー利用が半分以上あるというのがちょっと。多分これを利

用されている人はにっちもさっちもいかない、これしか利用できない、家

族の方にも頼めないというような、どうしても日常生活を送っていく上で

必要な方だと思うんですよね。やっぱりコミュニティ乗合で来て、帰りは

タクシーで行かないといけないというのはやっぱり辛いですよね。これは

なんとか解消しなければならないと思います。０、０って、どういう形に

しろ、つまり全く用を成していないと。帰りは。今言われたように２時間

もスーパーで買物しようなんてそれは無理だって。恐らく今言われたよう

に、行きに乗ったときに予約しても２時間待たないといけないんでしょ。 

＜堀口委員＞  予約の分の時間を指定できないんですか。 

＜伊豆原会長＞ それは難しいでしょう。 
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＜事務局＞   基本的には時間が決まっています。朝も２便、帰りも２便、時間が決ま

っていますので、その便に乗りますということを言っていただかないとだ

めです。 

＜竹田委員＞  ２時間待たないと絶対的には乗れないわけ。 

＜伊豆原会長＞ 基本的にはそうです。 

＜竹田委員＞  だからそのへんが。タクシーを使わずになんとか帰っているというのな

ら、徒歩だとか、それだったらそう苦にならないけど、タクシーで半分以

上の人が帰っている。 

＜伊豆原会長＞ 荷物を持ってしまうと余計そうですよね。 

＜竹田委員＞  それもあるでしょうね。 

＜竹株委員＞  僕なんか個人的には２時間前に電話しなければいけない、めんどくさい

というのがあるので、お年寄りの方だったら結構ウエイト高いかもしれな

いね。２時間というのがね。 

＜武田委員＞  坂を下ってきたらもうプライスカットなんですよ。 

＜竹田委員＞  プライスカットは利用が少ないからね。 

＜武田委員＞  そうするとやっぱりスーパーとしたらプライスカットの方が、私は近く

ですのでよくわかるのですけど。駅は小さいスーパーですので。プライス

カットさんは、私らもちょいちょい利用していますけど、坂下ってきて10

分もせずに着くのですよ。それを２時間あんなところで居れません。隣は

葬祭センターですので行けるわけありませんし、何にもないのです。あの

周りは。あんなところで２時間というとやっぱりやめておこうかというこ

とになると思います。それを、例えばあそこで15分か 20分かかったらお

迎えができるということならまた利用者があるのではないかと思うのです。 
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＜伊豆原会長＞ 日常の買い物となると、私もスーパーに行ったことありますけどせいぜ

い30分あればいい。 

＜吉川委員＞  買物というと２時間は長いな。 

＜伊豆原会長＞ どんなスーパーに行っても大変だと思いますけど。 

＜堀口委員＞  やっぱり買物の場合は行きと帰りとセットで販売しないとね。 

＜伊豆原会長＞ 病院はそういうわけにいかないですけどね。 

＜堀口委員＞  病院は待ち時間とか、個人の症状によっても違うだろうけど。 

＜竹株委員＞  津新町のスーパーでも隣に違うショッピングアーケードみたいなのがあ

ればまた違うと思うんだけど、アンケートにも出ているように、ちょっと

足を伸ばして松菱まで寄れませんかという声があるんだけど全くそのとお

りで、買物したついでに上の階へ行って自分の洋服をちょっと見たいとか、

そういうふうな時間のつぶし方とこの２時間という予約はつながってくる

と思うのです。ですから一ヶ所のところだけでどうのこうのという形と２

時間というのはやはり帰りも面倒だしタクシーを利用しようかという感じ

になるかも分からないですよね。 

＜竹田委員＞  タクシーで新町駅から高松山までワンメーターでは行かないですね。 

＜事務局＞   ワンメーターで1000円くらいですね。 

＜伊豆原会長＞ 毎回1000円はいくらなんでもね。 

＜吉川委員＞  これは高松山団地とは違うんですけど、私のとこで一番喜んでいただく

のは湯の瀬。湯の瀬直行が出来ました。今度、猪の倉温泉というのが客寄

せに新しいチラシを配っています。そのチラシを私ももらいまして、見た

らバスの停留所へ一人でも二人でも迎えに行きますと。費用は 700 円。コ
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ミュニティバスの費用は往復 400 円です。温泉料も入ってますというので

す。それで温泉に入っていただいて、帰りには川口のマックスバリュで30

分買物をしていただいて、帰りはどこでもバスの停留所へ送らせてもらう

と言ってなんとか一人でも多くと言ってました。そういう温泉へ入るお客

もかなりあります。私のところでは湯の瀬が一番人気があるのですが、猪

の倉も対抗して客寄せにそういうチラシを配ってました。買物は川口のマ

ックスバリュに寄って 30 分買物をして地区の停留所まで送らせていただ

きますとチラシに書いてありましたけど。買物というと今もお話ありまし

たけど、一ヶ所で２時間買物するという人は少ないのではないかと思うん

です。そのへんのところを会長さんも言いましたが、ぎゅーとらまで来て、

新町のぎゅーとらはあまり大きいスーパーじゃありませんから、そこから

松菱まで行こうと思うと、もう一回三重交通さんのバスを利用して岩田ま

で行かないといけないと。そこで買物してまた新町へ帰ってきてそしてワ

ゴンに乗ってと。これ１時間では無理だと思います。２時間近くかかると

思うんです。ぎゅーとらだけで買物となるとそれは２時間居れません。松

菱へ行くと４階から５階までいろんなものありますから利用の方法がある

と思うんです。コミュニティバスで来て、帰りにタクシーを利用していた

ら、なんのために 200 円、300 円でコミュニティバスを要求したか。ぎゅ

ーとらだけで２時間というのは。そういう人たちは松菱まで行ってもらえ

ないかなと思うのですけど。 

＜事務局＞   前回４月にとったアンケートでも今回のその他の意見の中にもありまし

たが、松菱、センターパレス、市役所等も含めて、やっぱりその辺りまで

の移動を望まれている声が非常にあるというのは私も感じております。そ

の辺りについても再度意見交換会ということで皆さん全員に集まっていた

だく機会を設けますので、そこで運営委員会の役員さんとともに生の声を

聞いた上で改善できる部分については改善し、という形で進めていきたい

と考えております。時間についても同様に、ただこちらは先ほども申し上

げましたとおり運行事業者さんとの協力も必要な部分になってまいります

ので、その辺りについても運行事業者さんと協議を進めながら時間の変更、

予約の方法の変更、行き先の変更についても改善していきたいと考えてお

ります。以上です。 
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＜伊豆原会長＞ とりあえず今の御意見をいただいたように、なかなか運行の今の形と住

民の皆さんとの御利用の状況とがどうもマッチしていないということが見

えてきました。 

＜堀口委員＞  下から２行目の「団地住人を会員にしたら利用者も多いかなと思います。」

というのはどういう意味ですか。 

＜事務局＞   今高松山団地乗合ワゴンには団地の住民であるとともに登録をしなけれ

ば利用できないというような形態になっていまして、そうではなくて団地

住民であれば全員いつでも登録しなくても利用できるようにすれば、今68

名の登録者がいるのですが、全体の数が増えればそれだけ利用が増えるの

ではないかと、そういうような意見かなと思います。 

＜堀口委員＞  これは登録することによって会費や何か支払ないといけないということ。 

＜事務局＞   ございません。 

＜堀口委員＞  別に全員イコールで結んでもいいわけですよね。 

＜事務局＞   イコールで結んでもいいかどうかという話は分かりかねます。 

＜事務局＞   自治会の中から負担をしていただいていますので。誰でもということで、

あそこへ来たらタクシー300 円ということであれば、よそからみえると、

そこは団地の中の考え方ですので、ちょっと私どもだけではなかなかその

辺りは。 

＜堀口委員＞  団地の住人だったら自治会の会費は払ってるでしょう。 

＜事務局＞   ただ、団地の住人かどうかが分からないという場合があります。予約の

電話だけしてバス停まで来てもらえばいいので、その辺りのところの問題

はありますけど、運営委員会さんが別に大丈夫ですよということであれば

問題ありませんので、その辺りの話も運営委員会さんの方へさせていただ

きたいと思います。 
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＜堀口委員＞  住人は利用者カードを自治会から配ったら証明にはできますよね。 

＜事務局＞   今まさしくそういう形で、別に会員になるのにお金もいりませんし、お

申し出だけでカードをお渡しするという形ですので、委員さんがおっしゃ

るようにもうちょっと積極的に使わなくてもいいから持っておいてくださ

いということで置いて来るという形もまたできると思いますので、その辺

りは運営委員会と相談させていただきます。 

＜伊豆原会長＞ 他に何かございませんか。こういった地域の住民の皆さんが自ら問題を

抱えて、こういった形で動いていただけるというのは大変良いことなので、

なんとか私たちもこの仕組みを良い方向へ持っていけるように努力すべき

かなと思います。御利用は少ないという面は確かにあるので、なんとか御

利用を増やしていただくことは大切なのですが、そういったときのお話と

して地域の皆さんが自分たちで作るんだというような意識になっていただ

くように、是非、事務局の方も頑張ってほしいと思います。またこれにつ

いては何かあったごとに協議会で御報告いただくということでよろしいで

すか。 

＜事務局＞   特に今年は本格運行が始まったばかりですので、開催ごとに御報告させ

ていただきまして、それ以後も何か変更があった場合は御報告させていた

だきたいと思います。 

＜伊豆原会長＞ それでは他に御意見がなければこの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は御確認いただいたということにさせていただきます

がよろしいでしょうか。それでは続きまして２つ目。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事務局から説明をお願いしま

す。 

＜事務局＞   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」 説明

いたします。 

前回の協議会で説明させていただいた津市の地域公共交通総合連携計

画について、バス事業者（運転手）アンケートとタクシー事業者アンケー
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トを実施しましたので、御報告させていただきます。 

なお、今回の調査結果につきましては、これから行う施設の利用者への

アンケートや住民からの直接の御意見などと整理を行い、１年から２年程

度の短期的に改善が行えるもの、３年から５年で中期的に対策が行ってい

くもの、６年以上にわたって長期的に考えていかなくてはならないもの、

というように分類を行い、必要なものについて、総合連携計画に反映して

いくことを考えております。 

そのため、今回、報告させていただく資料は、中間報告であり、計画策

定を行う上での基礎となる資料ということで御認識いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、資料２－１をご覧ください。 

こちらは、各ルートの運転手から御意見や御提案をいただいたものにつ

いて、ルート、ダイヤ、バス停、バス車両、サービス、利用促進案などに

ついて、整理を行ったものです。 

各運転手の方からは、様々な御意見をいただきましたので、いくつか御

紹介させていただきたいと思います。 

まず、久居地域の利用促進案の欄をご覧ください。 

「年末年始は、各地区の初集会の時期で各地の区長さん、会長さんに各

ダイヤの時刻表を配布して、このバスが走っている事をＣＭしてはどうで

しょうか。」という御意見がありました。 

次に、河芸地域のダイヤに関する意見ですが、「支所発の時間を00分発

や 20 分発のようにわかりやすい時間に統一すればどうか。」という御意見

がありました。 

次のページの一志地域の利用促進案ですが、「久居や中川方面の病院に

行かれる方がバスや電車を利用されているが、他地域のコミュニティバス

と連携させ、もう少し広域的なネットワークを組んではどうか。」という御

意見がありました。 

また、白山のバス停に関する意見ですが、「バス停の表示の仕方がわか

りにくいのでは？」という意見がありました。 

次のページの美杉地域の利用促進案ですが、「ダイヤ改正では老人にわ

かりやすいのにして車内に掲示してください。（この時間に乗ったらＪＲ、

三交バス、白山コミュニティバスと連絡ありとわかりやすく）」という御意

見がありました。 
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次のページの廃止代替路線の名張奥津線の利用促進案として、「病院へ

通院ができるようなダイヤ接続見直し」や「ＪＲとの接続を考えたダイヤ

見直し」というような御意見がありました。 

ただいま御紹介した御意見については、すべての路線で検討していくこ

とが可能な意見として受け止め、対応を検討してまいりたいと思います。 

続いて、資料２－２をご覧ください。 

こちらは、タクシー事業者のアンケート調査結果でございます。恐れ入

りますが、個々の事業者名については、表示しておりません。 

内容としましては、平成 24 年度の利用回数及び利用人数（乗車人数）、

１台あたりの利用回数及び利用人数（乗車人数）、１台あたりの平均運行距

離、よく利用される乗降場所、乗合ワゴン事業の実施意向等です。 

Ａ社からＧ社までは、津地域に事業所を設けている会社で、２枚目のＨ

社以降は、それ以外の地域に拠点を置く事業者となっております。 

結果から読み取れる傾向としましては、平均運行距離については、３ｋ

ｍから４ｋｍの距離が多い傾向が見られますが、津地域と比べ、それ以外

の地域の事業者の中で若干、長距離の傾向が見られます。これは、津地域

等の市街地に比べ、山間部等においては、拠点間の距離が長いため、利用

の距離が長くなるのではないか、と考えられます。 

乗降場所については、津地域では鉄道駅が拠点となっている傾向が強い

ことに対して、それ以外の地域では、地域名称が多くある結果となってい

ます。これは、津地域では、拠点間の移動にタクシーが使われることが多

く、その他の地域においては、ドア・ツー・ドアでの利用傾向が強いとい

った利用実態を反映しているものと考えられます。 

続いて、乗合ワゴン事業の実施意向については、「有」と「条件付で有」

と回答した事業者が 12 社中６社でした。また、「条件付で有」と回答した

中の２社が「他社との協力」を条件としており、今後、高松山団地乗合ワ

ゴンのようなデマンド交通を検討する場合は、整備していく条件の一つと

して考えていく必要があると考えております。 

また、ここに記載はしておりませんが、ヒアリングの際にコミュニティ

バスの存在について、どのように考えているかを伺いましたが、多くの事

業者からは、今後もコミュニティバスとは、共存を図っていきたいという

回答が多くありました。 

今後、津市全体の公共交通を考えていく際には、鉄道や民間バスに加え、
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タクシーとの連携についても検討していきたいと考えております。 

以上で地域公共交通総合連携計画に係る調査事業についての説明を終

わります。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。総合連携計画の調査は来年度を予定していただ

いているわけですが、それに先立つ調査としていろいろ基礎的なデータを

そろえるということで、こういう調査をしていただいていますが、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。バスの運転手さん

にいろいろ聞いていただいたのが、結構ユニークなところがあるかなと思

いますね。実際に車両を運転していただいて、多分この車両だとかサービ

スに関するところというのは少しずつ改善するところが見えるのですね。

今説明でラインを引いていただいたところ以外のところもそうかなと思い

ます。ルートについてはなかなかしんどい。要は営業距離とかダイヤやい

ろんなことがすぐに事業費とかそういったものに影響してきますから。そ

れ以外のところというのは結構ユニークな御提案とかがあります。その辺

りは実際に事業をやっていただいているところで話をしていただくという

のが大切かなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっと気にな

ったのは回数券販売というのは思いのほか負担が大きいというような御意

見をいただいているのでこの辺りは少し手が無いものかなという感じがす

るのですけどね。ただ、そうは言っても、大変申し訳ないけど、御利用に

なられる方がわざわざどこかまで買いに行って、というわけにはいかない

でしょうから、やっぱり乗られたときに運転手さんに回数券を求めていた

だくということもやらざるを得ない。 

＜事務局＞   回数券の販売につきましては当初は窓口、総合支所、もしくは出張所と

いうところの販売箇所に限られていたのですが、御利用の方からそこまで

行くのが大変不便だということもありまして、途中で車内販売させていた

だいたという経緯がありますので、運転手さんの方にはかなり御負担がか

かっている状況なのかもしれませんけども、利便性の向上ということも含

めて今後検討していきたいと思っております。 

＜伊豆原会長＞ そうですね。利用者の方からみればわざわざどこかへ買いに行ってとい

うわけにはいかないのでしょうけど、その辺りはどこかでうまい仕組みを
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少し入れていただく。安全運転が一番大切ですからね。そこはしっかり話

し合いをしていただくことが大切かなと思います。 

＜阪野委員＞  運転手さんにはいろいろと御苦労をかけて安くやっていただいているわ

けなのですが、河芸循環南ルートのこれはどうしたいということですかね。

かえって、こういう人こそコミバスが重要だと私は感じるのですけどね。

私ももっと年取ったら当然いろんなことが出てくるかも分かりません。車

に乗っていないのでコミバスを使う。コミバスが重要な公共交通機関なの

で、この運転手さんは何が言いたいのですかね。 

＜伊豆原会長＞ 多分、これは時間がかかってしまって、要は定時性を確保してという、

時間どおり走ってくれという部分に対してこういうことがあるので、やっ

てあげたいんだけど、ということで、お困りになってることを直接おっし

ゃっていただいたのではないかと思うのですよ。 

＜事務局＞   会長に御説明していただいたとおりなんですけど、あと、道路上に停留

所があり安全の問題上、長いことは駐車できないということもありまして、

これにつきましてはすぐに車両を全部バリアフリーに替えるというのもな

かなか難しいのですが、そういう中で考えていく部分があるのかなと。当

然委員さんがおっしゃるようにこういう方こそ手厚く、というのもある一

方で長時間駐車しているので危ないですよということもあるので、それを

解決していくのはその辺りの長期的な部分でバリアフリーというのを踏ま

えながら検討していかないといけないと思いますので、これは御意見とし

て。 

＜伊豆原会長＞ 今おっしゃられた、こういう方に御利用していただけるというのは逆に

言えば運行していて良かったなということなのですよね。自分で動こうと

されているわけでしょうから。そういう意味でサポートの仕方をみんなで

考える。定時性をあまり言うとこの部分は非常に苦しくなるのですね。ど

うしてもお身体が不自由な方はサポートがいるわけですから、時間がかか

るということを、この時間帯に御利用になられた方は皆さん御存じだと思

うのですが、その辺りで温かく見守ってあげるということを是非やってい

ただけたらと思うのですけどね。 
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＜竹田委員＞  特にこの河芸路線は比較的ダイヤに問題があるのではないかと思うので

す。割合、時間的なことが多いですよね。所要時間が１分の区間というの

は非現実的ですと。支所～ほほえみセンター３分程度はかかりますという

ようなこととか、スライドドアの動きが遅い、ロスが多いという表現もあ

りますし、したがってそれの一環としてたまたま体が不自由な方の部分が

出ているというようなことで、どうも余裕がなくて運転手が困っている。

ダイヤどおり運行できないと。ちょっとこれは考えてもいいのではないか

と思いますね。河芸ルートがどうもそういうようなことで運転手さんが連

日苦情といいますか、へたしたら安全運転との関わりで言うと重大事故に

なりかねないような心理状態で毎日運転手さんがそういう形で走ってみえ

るのではないかと伺えるのですけど、その辺はどうですかね。 

＜事務局＞   ダイヤの運行に関しましては一度その辺りのところをもう一度この御意

見を参考にして現実にあったような形で検討させていただきたいと思いま

す。ただ回るルートに関しましてはあり方検討会でこのルートが一番使い

やすいという利用者の方の御意見がありましたので、ルートはそういう形

でさせていただいたのですが、時間設定等を含めてもう一度検証だけさせ

ていただきたいと思います。 

＜浮田さん＞  このアンケートなんですけども、こうやって聞きおいて取扱いはどうさ

れるのですか。対応を何か打っていく、あるいはとりあえず聞いただけ、

というのはどういう取扱いになるのですか。 

＜事務局＞   この意見につきましてはバスの運転手のアンケートの調査結果だけで何

か対応を検討するという話ではなくて、これも基礎資料の一つとして、こ

れ以外にも施設の利用者様へのアンケートとか、あと市民さんから直接、

先ほど話がありましたあり方検討会というようなもので伺うとか、そうい

った意見等をもみ合わせといいますか整理しまして、本当に住民が希望し

ている内容のものなのかどうか等を整理した上で短期的に改善が行える事

業なのか、中期的に行えるものなのか、長期的に行えるものなのか、そう

いった形で分類した上で短期的に改善できるものについては当然改善して

いきたいと考えておりますし、長期的に時間がかかるという物については
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もう少し段取りを考えた上でやっていくという形になろうかと思います。 

＜伊豆原会長＞ 個々の事で全て対応できることかどうかというのはなかなかチェックし

ていかないといけないし、すぐに対応できることばかりならいいけど、そ

ういうわけにもいかないこともある。そういうことで利用者の方の御意見、

また運転している方の御意見で、どちらも改善の方向というのは考えてい

ただいているわけですから、いろいろ対応できるところは対応していかな

ければいけないのですが、もう少し地域の皆さんの話し合いの場があるわ

けですから、御利用になられる方の意見を踏まえて再整理しておかなけれ

ばならないかなと思いますね。 

＜事務局＞   ありがとうございます。先ほど担当からも御説明させていただきました

ように、目的は連携計画を作る基礎資料として聞き取り調査をさせていた

だいたわけですが、回答の中には先ほど竹田委員から御指摘があったよう

にコミュニティバスとしての課題というのも出てきてますので、その部分

については先ほど河芸のルートという話をいただいたのですが、今すぐ検

証とか、こういうことで問題が起こっているような課題があるのかという

ことを見せていただいてすぐにできることはコミュニティバスの課題とし

て取り組ませていただいて、その他の部分は連携計画の基礎資料として、

という形の整理を会長が言われるようにさせていただきたいと思います。 

＜伊豆原会長＞ お願いいたします。他にタクシーに関してはいかがですか。なかなか難

しいのはタクシーを公共交通として利用していくということ。先ほどの高

松山の乗合ワゴンの形、特にデマンド的な予約して乗っていただくという

仕組みが実は各地で沢山増えてきていますが、これをどういう形でという

と高松山の団地の状況も踏まえていくとそう簡単にはならないのですが、

地域によってはそれがうまくいくこともあり得るということかなと思いま

す。ちょっと早急に何かできるかというとちょっと今のところ見えていな

い。ただ乗合ワゴン的なものでいくと、津の地域によってかもしれません

が、タクシー事業者さんの連携プレーというのはやっぱり要るのではない

か、一つの事業者さんだけで全部乗合の話もやってしまうというわけには

なかなかいかないのではないかと思います。ただそれがうまくいくか。む

しろ事業者さんが自分たちで連携するということが可能なのかどうか。で
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すから多分、多分タクシー協会とか、そういうところを踏まえてこれから

タクシーの上手な使い方を考えていくことかなと思います。今おっしゃっ

た予約型がうまくいくかどうかというのはなかなか難しいところがありま

すから、事業者さんにとって良いことと、利用者にとって良いこととがな

かなかうまくマッチングできない部分がありますから、その辺りを含めて

検討していただきたいと思います。 

＜竹田委員＞  タクシー事業者のアンケートの表の見方ですね。ちょっと教えていただ

きたいのですが、一つはＡ社からＭ社まで12社。これは全て別法人と見て

いいのですね。そうすると乗車場所と降車場所がありますね。たとえばＡ

社の場合、乗車場所が津新町駅、降車場所が三重大学病院。津新町駅から

乗って三重大学で降りる人が24年度の利用回数では138,210回あったとい

うことですか。 

＜事務局＞   違います。利用回数の欄ですが、こちらは何回人を乗せて走ったかが利

用回数になります。 

＜竹田委員＞  Ａ社全体でね。 

＜事務局＞   そうです。Ａ社全体です。24年度。これは、どこからどこに行ったかと

いうのはバラバラです。利用人数については運ばれたお客様の人数です。

平均運行距離はそれらの運行距離の平均を出したものを一つ出してもらっ

ています。乗降場所についての乗車場所と降車場所につきましては、それ

ぞれ最も利用されている乗車場所、最も利用されている降車場所という形

で、それぞれ別々の質問でお伺いしていますので、たとえばＢ社であれば

津駅、津駅となっていますね。こちらは津駅から乗って津駅へ帰ってきた

のではなくて、乗る場所で一番多いのは津駅で、降ろす場所も津駅が多い

ということになっていますので、これが対になっている情報ではございま

せん。 

＜伊豆原会長＞ ＯＤではないのですね。 

＜事務局＞   ＯＤではありません。 
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＜竹田委員＞  分かりました。ありがとう。 

＜阪野委員＞  今、高松山団地からタクシーで希望者に２時間前予約で利用してもらっ

ているわけですよね。このタクシー業者を見ると、乗合ワゴンを実施意向

有、条件付有とかいうので、有の業者さんも何社かあるので、今は三交タ

クシーさんかな、やっているのは。競争させるというか、入札のときにそ

うしたとは思うのですが、競争させて安くさせて利用すればいいかなとい

う感じもするのですが。条件付きでもやってもよろしいよという人が見え

るようですので、やってもらえばどうですか。 

＜松下委員＞  なかなか受けられないところがあるので。法律上ね。乗合バスの認可を

取らないといけないので。それに対してまた運行管理者、整備管理者を置

いてやるということは、台数が少ないので10台のところがほとんどなので。

今すでに持っているのは、大手さんは乗合バスがありますので、そっちは

改めて認可を取る必要が無いので。他はタクシーだから持っていませんよ

ね。そうすると大きい組織じゃないと、ある程度。 

＜岩松委員＞  タクシーの事業許可と乗合バスの事業許可とでは許可の基準が違いまし

て、会社によって有資格者、国家資格を持っている方が管理者としていな

いといけないんですよね。それについてもバスとタクシー両方できる管理

者の方もいますけど、タクシーしかできない管理者の資格しか持ってない

方もいらっしゃいます。あと車両数の問題で、余裕がないとできないんじ

ゃないかというのが現実論としてはあります。人数多いところじゃないと。 

＜伊豆原会長＞ そういう意味で小さい会社が事業を上手に仕組めることができるかでき

ないかという、これはなかなか他の私のしているところでも実はそういう

仕組みでできないかという話も今でてきています。例えばタクシーを 100

台近く持っているところは余裕があるけど、15台しかないところは余裕が

ありませんから15台なら 15台の会社が３つ４つのグループ、いわゆる組

合みたいにして作ったら60台あるわけですね。そこで共通して何かうまい

仕組みができるのではないかということです。 
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＜松下委員＞  法的な縛りが多いことも考える必要があります。 

＜伊豆原会長＞ ですので、そこでどういうふうな形で安全な運転が確保できるか。今お

っしゃった局の方でもどういう条件でうまくそれができるかできないか。

事業者さんが違いますので。規則やいろんな条件が違いますのでね。それ

を上手な形でうまく協力みたいな、よくあるのはＪＶみたいな考え方で、

あり得るかもしれない。それは誰が責任持つかとか、どういうとこがヘッ

ドになってどうやって仕組みを作るかとか、非常に難しいことがいっぱい

あるので、そういうことも含めて、ある地区では事業者さんが勉強してい

る。これは事業者さんの問題ですから。要は事業者さん同士が仲良くなっ

てくれないとできないわけですよ。そういう仕組みがあるところでは検討

されつつある。それはそうだと思うのですよね。いがみ合っていては、パ

イをみんなで食い合っていてはだめなので。そういう仕組みをやりながら

公共交通としての役割を果たそうじゃないかという意見をお持ちの社長さ

んもみえますので。そういうのがどうなっていくのか、これから少し仕組

みも変わるかもしれません。多分この他社との協力みたいな話はそういう

ことも含めて勉強しようじゃないかというところではないかと思うのです

よね。免許の方式も資格も状況もみんな違いますので。簡単に協力できる

かというとなかなか難しいところがあります。少なくともタクシー事業者

さんが自ら勉強していただかないと辛いとこだとは思います。それまでに

は事務局の方も支局の方も勉強される方に対してはどんどん情報を出して

あげて、良い勉強をしていただければいいわけですから。是非そんな形で

対応していただければと思います。要は簡単にここの中で競争させるとか

入札で簡単に選ぶというのは難しい。だからどうしてもそういう仕組みに

行かざるを得ない。それではアンケート調査結果についてはこういう形で

来年まだ連携計画を作る調査もやっていきますので、そのときにまた御意

見いただくということで参考にしておいていただけたらと思いますのでよ

ろしくお願いします。それでは３つ目ですね。津市コミュニティバス現地

視察に係るアンケートの結果についてということで事務局から説明をお願

いします。 

＜事務局＞   事項３の津市コミュニティバス現地視察に係るアンケート調査の結果に

ついて御説明申し上げます。 
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資料３をご覧ください。 

平成25年８月22日（木）に行いました津市コミュニティバス久居地域

榊原ルート及び美里地域辰水ルートの現地視察に係るアンケートの結果が

まとまりましたので御報告いたします。 

アンケートの内容につきましては、次ページにありますよう各ルートご

とに「停留所位置のわかりやすさ」「乗車のしやすさ」「座席の乗り心地」

「走行の丁寧さ」「走行中の車内の揺れ」「走行中の車内に聞こえる音」「走

行ルートの安全性」「車内の清潔度」「運転手の接客態度」「降車のしやすさ」

の10項目を良い方を５点とした５段階評価で行いました。 

アルファベットのＡからＮについては、それぞれの回答者を匿名にした

ものです。 

なお、当日 15 名の参加者により現地視察を行っており、榊原ルートに

おいては、14枚、辰水ルートにおいては、12枚の回答を得ることができま

した。 

それぞれの項目で得られた評価を平均したものが、表の右端の値となっ

ております。 

一枚戻っていただきましたものが、それらを図表化したものとなってお

ります。 

図表の 10 角形が外へ大きくなればなるほど、高評価であることを示し

ております。 

それでは、個別に見ていきたいと思います。 

まず、左側の久居地域榊原ルートでございますが、他の項目に対して際

立っているものとして、車内の清潔度が4.93と非常に高く、次いで、乗車

のしやすさ及び降車のしやすさが、4.36と高くなっております。 

この理由としては、平成 25 年３月に低床型のバス車両の更新を行った

ことによるものと思われます。 

また、停留所位置のわかりやすさについては、2.92と低いものとなって

おり、次の美里地域辰水ルートでも同様に低い評価となっております。 

停留所につきましては、これまでのコミュニティバスや従前の福祉バス

などを踏襲する形で、位置を決めているものが多くあり、時刻表を貼って

いる表示板については、再編を行った平成22年度に、見直しを行った経緯

があります。 

位置につきましては、利用者、周辺地域の方々のほか、道路管理者、公
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安関係者などのご意見を伺いながら、必要に応じ、安全かつわかりやすい

位置への変更を検討していきたいと思います。 

また、表示板についても、本来の時刻を伝える機能のほか、人目につき

やすくなる、目立つような取組みも検討したいと思います。 

次に、美里地域辰水ルートでございますが、先ほどの榊原ルートと数値

の比較を行うと、全体的に低いものとなっておりますが、走行ルートの安

全性については、上回る評価となっています。 

これら２つのルートの評価に至る要因として、バス車両の性能などのハ

ード面、運転手の技能等によるソフト面での両側面の要因があります。 

これらをさらに分析し、より良い利用環境となるよう努めてまいりたい

と思います。 

また、今後も、機会を捉えて、こういった現地視察を適宜行ってまいり

たいと考えております。 

以上で津市コミュニティバス現地視察に係るアンケート調査の結果に

ついての説明を終わります。 

＜伊豆原会長＞ これは皆さんに現地視察に参加していただいた方にお願いして作ってい

ただいたものなのですよね。15名の中でお答えいただいた方の集計結果で

す。これについて何か御質問、御意見はございませんか。共通して停留所

を分かりやすくというのはかなりちゃんとしたお願いをしなければならな

いということですよね。ですから地域の方と御相談いただきながら安全な

ところというのは当然のことでありますので、なかなか適切な場所が無い

かもしれませんが、是非その辺りは一度皆さんに問いかけをしていただい

て、地元の皆さんが一番よく御存じですから、ただそのときにどこがいい

ですかということではなくて、今日はお二人ともお休みですが、警察、い

わゆる公安の方で条件を言ってますよね。これだけは困るよとか。そうい

うことがありますので、それを皆さんに説明しながらいい場所を探しても

らうというのがいいかなと思いますね。何かございませんでしょうか。 

＜浮田さん＞  こういった試乗会は今後も別のところでまた続けていく御予定なんでし

ょうか。 

＜事務局＞   まだ時期等全然決まっておりませんけど、また適宜行いたいと考えてお
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ります。 

＜浮田さん＞  分かりました。どうでもいい話なんですけど、我々も行政の中で例えば

講演したときに結果をアンケートで聞くというようなことをよくやるので

すけど、その場合たまにやるのが、この場合１から５段階を奇数で聞いて

ますよね。偶数の選択肢を与えるんです。ＡＢＣＤ。つまり真ん中をなく

す。普通とかちょうどいいとか。真ん中をなくすと、より顕著な傾向がま

た分かるかと思いますので。ただこれと比較ができなくなるのでまた何か

の機会に試してください。以上です。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。簡単なこと言うと、どうでもいいというのは真

ん中につけてしまうので、そういうのはなるべく減らした方がいいという

御意見だと思います。 

＜堀口委員＞  美里地域の方も先に乗ったとしたら車内の美しさもまた評価が変わって

いたかもしれない。久居地域のバスがあまりにも綺麗すぎたんですよね。

ですからあれと比べてしまうとどうしても評価が下がってしまったという

ことがあります。以上です。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。ですからこれとこれ二つだけを比較した場合に

はこうなったということはあるのでしょうけど、ここは絶対評価にならな

いのでね。そこが難しいのですけどね。ただ相対的に見て美里のところで

見るとやっぱり停留所の位置が分かりにくいというのが皆さん共通した意

見なので、その中の全体として見ていくというのがいいんじゃないかなと

思いますね。ありがとうございました。これもこれから続けていっていた

だけたら、みんなでまたいろんな視点で見て評価していくのも大切だと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

＜堀口委員＞  確か停留所の位置ってものすごく遠慮したところに立ってるんですよね。

たとえば白山の出張所なんかＬ字型の壁の間に入っているから、こっちか

らも見えない、こっちからも見えないようなところへ立てて。道路に出し

たら道交法に違反するとかそういうことですか。 
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＜事務局＞   道路の方には道路管理者さんの方にお願いして置かせていただいており

ますのでそういったことはないのですが、ただ置いてあると子供さんがぶ

つかったりとか別の意味で安全性という意味合いもあったりするのかなと。

それと従来、もともとそこに置かれているもので、みんなそこに置かれて

るという、ずっとあるからそこがずっと停留所なんですよという思い込み

もあることで。 

＜堀口委員＞  それを言ったら新しく利用する人が見つけるの大変でしょう。 

＜事務局＞   そういったこともありますので、また地域の方々とともに御相談させて

いただきながらまた検討させていただきたいと思います。 

＜堀口委員＞  極端に言ったら白山の出張所の壁の上にボンとはねだすとか。アーチ型

にはねだしてライトでテカテカと付けておくとか。そこまでやらなくても

いいだろうけど、バスが走ってますよということをアピールする意味でも

もうちょっと目立つところに置いたらいいと思います。 

＜事務局＞  ありがとうございます。先ほど説明の中でさせていただいたようにデザイ

ン。全部費用のかかることですので、今見やすいようにとはなかなかでき

ないのですが、機会があるごとに視覚に訴えるような見やすいバスの停留

所の表紙、当然利用促進に直結するものだと思いますので、そういう形は

今後の中で検討させていただきたいと思います。 

＜伊豆原会長＞ 次の啓発事業にも関連するのですけど、一番良いのがいつも言うのです

が、いわゆる転入、転出届の窓口ですね。窓口に来られた方がどこの地域

にお住まいになるか分かるわけですから、美里にお住まいになるのだった

ら美里地域のバス停の地図とかをお渡しする。コピーでいいと思うのです

よね。どこにお住まいになられるかというのが分かったらその地域のバス

停とかバスの時刻表をお渡ししてあげる。それだけでも初めて津に転入さ

れる方にとっては安心感ですね。そういうのもいるのではないかと思うの

ですよね。いわゆる手続きのときに市民課でちょっと御参考にお渡しして

あげるといいのではないかなといつも言うのですけどね。是非、そういう

のが手間暇かからなければ是非お渡ししてあげるといいと思います。新し
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く来た方が分からないというのはそういうところでサポートをしてあげる

とかね。地域の皆さんがもうずっとそこにあるので、それを変えると余計

困るという話になってきたときにはそこはあまりずらせませんから。やは

り地域の皆さんと話し合いをしていただいて決めていただく。利用しやす

いところへ置いてあげるということがいるのかなと。是非よろしくお願い

します。ということになると次のバス利用に係る啓発事業と関連しますの

で、そちらの方に移らせていただきたいと思います。平成25年度バス利用

に係る啓発事業についてということで資料４の説明をお願いします。 

＜事務局＞   事項４の平成 25 年度バス利用に係る啓発事業について御説明申し上げ

ます。 

資料４をご覧ください。 

啓発事業におけるイベントを今年度、３つ行っておりまして、事業につ

いては、啓発効果を高めるため、単独でなく、公益社団法人三重県バス協

会をはじめとする協力団体とともに行っております。 

まず、最初に、バスの日における街頭啓発活動の実施ですが、９月 20

日が日本でバスが最初に運行した日ということにちなんで、啓発活動を行

いました。 

活動内容といたしましては、三重県バス協会、三重運輸支局、三重県、

「美し国おこし・三重」実行委員会、三重交通株式会社と合同で、９月20

日の朝の通勤・通学時間帯に合わせ、津駅利用者に、啓発物品を配布し、

啓発を行いました。 

また、このバスの日については、津市の広報紙である広報津９月１日号

でも、取り上げさせていただき、バスの利用促進を行いました。 

次に、津まつりでの啓発活動といたしまして、三重県バス協会、三重運

輸支局、三重県、三重交通株式会社と合同で10月 13日に津まつりのブー

スにて、啓発物品の配布のほか、主に子供を対象としたお絵かきバスや運

転手・バスガイドの制服試着などを行い、利用促進を行いました。 

最後に、例年行っているバスの乗り方教室を、三重県バス協会、三重運

輸支局、三重交通株式会社と合同で 11 月６日に津市立香良洲小学校にて、

１年生を対象に行いました。 

内容といたしましては、公共交通のなかでも、身近で安全な乗り物であ

るバスに関することを、説明し、実技体験として、実際のバスを用いて、
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乗降方法や整理券の取り方、運賃の支払い方法及び乗車マナーを実技体験

していただきました。 

さらに、津市コミュニティバス利用促進キャンペーンとして、４月から

先着順で保冷機能付買い物バックを定期乗車券１枚または回数乗車券２冊

購入の際にプレゼントを行いました。 

以上で平成 25 年度バス利用に係る啓発事業についての説明を終わりま

す。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。バス協会さんと三重交通さんにお世話になって

いろんなイベント等をやっていただいていますが。何か三重交通さん、バ

ス協会さんの方で補足説明か何かよろしいですか。 

＜渡邉さん＞  バスの乗り方教室、今事務局さんおっしゃっていただきましたが、香良

洲小学校に私も三重交通としてお邪魔させていただきまして、小学校１年

生の方を対象に、まだほとんどバスに乗られたことがないような方ばかり

だったのですが、バスの乗り方、整理券の取り方であったり、運賃表示器

の見方、それから車内の注意事項、バスが走っている最中に歩きまわった

りすると危ないですよという注意事項もお話させていただいて乗っていた

だきました。バスの方に試乗で乗っていただく際に運賃の払い方等もお話

させてもらったのですが、お話を聞いただけではなく、実際にバスに乗っ

て整理券を運賃箱に入れるというしぐさも実際やってみないと分からない

という感じもありましたので、今後もそういったお声がありましたら三重

交通としてもそういった形で積極的にお邪魔しようと思っておりますので

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。ということで、いろんなところでこういった

ことをしていただくのに三重交通さんに御一報いただいて御相談していた

だけるといいかなと思います。子供たちが興味を持ってくれるというのは

随分大切で今の若者もそうかもしれません。私が知っている中でもおぎゃ

ーと生まれてからこの方ずっと家族で車でしか動いたことがないと言う学

生が多かったですが。本当にバスに乗るということ、この頃若い人たちも

車を利用するのではなくて、公共交通を利用することにあまり抵抗感がな

くなってきた。もちろん免許証がないということもありますが、そういう
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意味で少し評価の形も変わってきたように思うのですが、なにせ若者が少

なくなっていますので、少しいろいろ実技体験をお考えいただいたときは

三重交通さんの方へ一度連絡していただけるといいかなと思います。乗り

方教室は小学校だけじゃなくてイベントでも随分やっていただいていると

ころが多いのですよね。是非企画されたときはやっていただけると大変良

いのではないかと思いますのでよろしくお願いします。これについて何か

ございますか。 

＜堀口委員＞  今三重交通さんもおっしゃったのですが、実際に走らせる方がいいと思

うんですよね。うちの孫はバスに乗りたいというのがあるんです。子供の

夢というか。バスに乗って説明聞いて降りてくるというのはあまりにも楽

しくないから。せっかくのイベントだから30分のコースでも作ってぐるっ

と回ってきて整理券配って次々。そして一日それで過ごせたらそれの方が

いいイベントになりそうな気がしますけどね。バスＰＲのイベントという

感じがするんじゃないかとそういうふうに思います。 

＜竹田委員＞  突飛な提案なんですけど、バスの日でもいいですし、津まつりでもいい

ですし、一大イベントとしてもうちょっと思いきった施策。例えばその日

は無料と。バスは無料の日というぐらいのね。どこでもスーパーなんかで

も、松菱なんかは大売り出しの日は無料でバスを出す。民間企業もやって

ますし、スーパーなんかでも火曜日は得市で玉子がいくらとか、半額以下

だとか、何時以降は半額セールとか、思い切った施策をやってるわけです

よね。企業努力を。だからやっぱりバスもそういう日が一年に一回ぐらい

は、いわゆるお客さま感謝デーみたいな形で、是非この日は乗って下さい

と。無料ですからとか、半額ですからというような。ちまちまと小学校30

人 40 人寄せてやったって言ってもなかなかアピールにはならないですよ。

だからいっぺんそういうことも、三重交通さんはそれはその日は赤字かも

分かりませんけど、津市からもあるいは協議会からも気持ちくらいは協賛

金出してですね、というような思い切ったそういうことがないとちょっと

やっぱりなかなかバス、公共交通機関に目を向けるというのはなかなか大

変なことだと思いますので、いっぺんそういうのも含めてぜひ検討してい

ただくとありがたいですね。三重交通自身もね。 
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＜伊豆原会長＞ これは事務局にお願いするのですが、私も愛知県でお手伝いしていると

ころが結構ありますけど、いろんなことをおやりになっています。オープ

ンになっていますので、資料を見ていただければ分かると思います。バス

の日だけじゃなくて、おっしゃるとおりなんです。東三河、静岡県の湖西

も含めてだったのですが、夏休み子供50円ですね。それをやったのですよ。

豊橋、豊川、蒲郡、田原、湖西など。みんな一緒にやったのです。あそこ

のバスは、みんな子供たちは50円です。夏休み間全部ですよ。親御さんが

一緒に乗ってくれればいいねという話。そういったようなことをやってい

たり、いろんなことをやっています。今無料の話が出ましたけど、やって

いるエリアもある。いろんな努力なり、いろんな形でＰＲ作戦をやってい

ますので、多分市町のホームページを見るとまだあると思いますので、支

局の方へ聞くと多分ほとんど分かると思います。 

＜渡邉さん＞  いくつか市町も関連した割引制度をやっているところもありますし、バ

ス会社単独でやっているところも過去からいくつかあります。ちょっと僕

も記憶が薄くて申し訳ないですけど、思い出すのは、浴衣を着てきたら無

料でいいですというのもありますし。一日だけですけどね。そういうこと

でいくつかＰＲというのは過去からやっていまして、バス会社のホームペ

ージだとか全国的にもいろんなところでやっています。 

＜伊豆原会長＞ ユニークなのがいっぱいありますね。 

＜渡邉さん＞  今竹田さんから御意見いただいて、うちの方としても毎年９月20日のバ

スの日に、今は止めた状態になっておるんですけど、過去数年前は９月20

日のバスの日に関しては三重交通グループのバスの運賃を半額にするとい

うのがございました。その前は別の割引期間があったのですけど、毎年９

月の20日は半額運賃ですよと。そういうのでＰＲさせてもらってやってお

った例もあるんですけど、今現在はしていません。と言いますのはそのと

きにうちのほうでも利用者の数を調べておって、これはちょっとＰＲ不足

だった部分もあるかも分かりません。関係各社にもお願いして半額運賃を

しますよというＰＲをしたものの利用者の増があまりなかったんです。１

割、２割くらいは増えています。それに対して運賃が半額になっています

のでかなり負担が大きかったというので、数年来実施をさせてもらって、
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維持をするのがちょっと難しくなってしまったというのがあるんですけど

も、運賃を値引くというのも方法ですし、他にもいろんな方法があるかと

思いますし、その辺りは検討させてもらっておるんですが、過去にそうい

った事例も取組みの方もさせてもらってますし、またいろんな御意見をい

ただきながらこちらも取り組んでいきたいと思っています。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。全部が全部半額にするかどうかというのは、こ

れはまた効果を市町に聞いていただければ分かりますので。津ですとだい

たい30万くらいということになれば愛知県の中部運輸局管内でいけば２、

30万の都市ならすぐ分かると思います。そこのホームページとかそういう

のを調べればすぐ出てくると思います。バス事業者さんは結構限られます

ので。そういったところを見ていただければ結構いろんなことをやってみ

えますので多分御存知だと思います。それをうまく市民の皆さんにメッセ

ージを出せるような仕組みをやらないと無理なんですね。結局事務局の立

場は大変難しいかもしれません。広報に出しても広報を見てる市民がどれ

だけいるだろうと思いますね。広報に出したら市民がみんな知ってるかと

いったらそうじゃない。その辺りが問題。よくやるのは有線放送のテレビ

さんですね。私の知っている地元の方なんかは好意的に扱っていただいて、

いいですよと言ってぽっと出してくれたりとか、いろんな活動の中の一環

でやってくれたりとか、結構地元密着型でやってくれたりしますので、そ

ういうところとも連携したりとか、いろんなやり方があると思うんですが。

是非少し検討していただければと思いますね。１社だけでやると大変なの

で。 

＜事務局＞   どうもありがとうございました。先ほどうちの今年の啓発を御紹介させ

ていただいたのですが、説明させていただいたとおり三重交通さん、運輸

支局さん、バス協会さんと合同でやっているというのがほとんどでござい

ますので、そういう関係機関との協議と当協議会の委員さんの御意見も踏

まえましてどんな方法ができるのか、効果的なＰＲ方法について検討して

いきたいと思います。 

＜伊豆原会長＞ 是非よろしくお願いいたします。これは情報集めですから、もしそうい

うのをどこかでお聞きになったら、こんなのやってたよとかそういう情報
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を事務局の方に出してあげるのも我々の役目だと思いますので是非よろし

くお願いします。よろしいでしょうか。それでは最後の協議事項ですが、

津市地域公共交通活性化協議会公募委員選考委員会設置要領の改正につい

てということで事務局からお願いします。 

＜事務局＞   続きまして、事項５、津市地域公共交通活性化協議会公募委員選考委員

会設置要領の改正についてお諮りさせていただきます。 

資料は、５－１と５－２でございます。本日は添付していませんが、津

市地域公共交通活性化協議会規約第 7条によりまして、委員の任期は２年

と定められており、来年３月31日をもって任期を終了していただくことと

なります。 

 そこで、次の２年間の公募委員を募集するところですが、その公募委員

を選考するために必要な（津市地域公共交通活性化協議会）公募委員選考

委員会設置要領について、一部改正案をご提案させていただきます。 

 資料５－１は、改正後の案でございますので、資料５－２の新旧対照表

をご覧になっていただきたいと思います。改正点といたしまして、現行の

選考委員に、当協議会会長が含まれていないことから、改正案第３条第１

項第１号に新たに津市地域公共交通活性化協議会会長を追加し、第４条第

２項で選考委員会の委員長に充てることとしています。 

併せて、現行の設置要領では委員長であった都市計画部長を副委員長に

充てるよう変更しています。 

また、本年４月の津市の機構改革により、改正案第３条第１項第５号の

とおり、担当主幹の役職名が一部変更になっておりますので、その役職名

を交通政策課調整・交通政策・海上アクセス担当主幹に変更させていただ

くものであります。 

公募の詳細につきましては、広報津２月１日号で発表させていただきま

すので、本日は、ご説明を控えさせていただきますが、現在の公募委員の

皆さまにつきましても、再任が可能となっておりますので、ご応募をご検

討いただきたいと思います。 

以上で、事項５、津市地域公共交通活性化協議会公募委員選考委員会設

置要領の改正についてのご説明を終わらせていただきます。ご審議のほど

よろしくお願いします。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。ただいま現在の公募委員の選考委員会の中です

が、それについて津市地域公共交通活性化協議会の会長を追加するという

話と、名称が変わったという話、委員長、副委員長の選考。何か御質問、

御意見はございませんでしょうか。 

＜浮田さん＞  基本的に異議はないのですが、念のため確認です。会長というのは今ど

ういうふうに選ばれているのでしょうか。もしかして委員の互選でしょう

か。そうすると、委員の互選だとすると公募委員がもし会長になっていた

場合の法的というのですか、その整理は大丈夫なんですかね。それを心配

します。理屈上だけですけど。 

＜事務局＞   確かにその部分はおっしゃるとおりで、そういう場合も当然ございます。

互選でございますので、あるのですが、そもそもそのうちの公募委員の選

考方法というのが交通に関する作文を提出していただいて、それによって

選考を。あといろんなさまざまな地域性とか、そういうのもございますが、

主に作文を提出していただくというのが募集要項の一つとなっております

ので、その中で会長の方に見ていただくというのが一つありまして、市内

部だけで判断するよりはということでさせていただいたのですが、その辺

りの細かい整理はまたさせていただきたいと思います。ただ要綱ですので、

法的というのは大丈夫だとは思うのですが、協議会の中でその辺りは整理

させていただきたいと思います。 

＜浮田さん＞  公募委員がもし会長になっていた場合、その人が再度応募してきたとき

に自分の審査をすることになりますよね。それってまずいのではという、

本当に屁理屈上で申し訳ないのですけど。外部に対して説明責任、あるい

はそういうのはやっぱり市がやっていることですので、ある程度理屈はき

っちりしていないとまずいと思いますのでまたご検討ください。 

＜事務局＞   その辺りは協議会の要綱ですので、協議会の中で整理させていただきた

いと思います。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。理屈上の話とおっしゃってますが、ルール上は

そうなりますので。 
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＜事務局＞   もし再度検討させていただきまして変更点がございましたら文書で皆

様の方に確認のお願いをさせていただくかもしれませんのでその点だけお

願いします。 

＜伊豆原会長＞ よろしいでしょうか。今はこれに御了承いただかないと改正できません

ので、今事務局から言いましたように確認をしていただいて、この文書そ

のものがどうだという問題だけじゃなくて、先ほど言われたようにルール

上の問題が出てきますので、そこを少しチェックしていただいて、またひ

ょっとすると修正を加えていかざるを得ない部分がございますので、もし

そのときには書面評決ということでお願いしたいと思いますが、とりあえ

ずそういうことを条件に今日はご了承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。それでは今日は５つの協議事項を進めた

のですが、せっかくですので、こんな機会は年に３回か４回しかありませ

んので、何かお気づきの点とかこういった協議会ですので是非御発言を。 

＜渡邉さん＞  先般三重交通の方で報道発表させていただいた事項がございまして、そ

の件についてこの場をお借りして説明いたしたいのですがよろしいでしょ

うか。資料の方を御用意していますので。今この場をお借りして１枚ずつ

お配りさせていただいている内容の方を御説明させていただきたいと思い

ます。私今日所長の中村の代理で参っております三重交通中勢営業所の渡

邉と申します。お手元の方にＡ４の紙をお配りしていただいたと思います

けども、当社の方、新聞にも載っておる内容で事後の報告となってしまい

まして誠に申し訳ございませんが、12 月 10 日に運輸局さんの方に消費税

の税率引き上げに関する運賃の変更の申請をさせていただきました。その

日のうちに、こちら報道発表の資料でございますけども、そういったもの

を出させてもらって新聞の方にも載っておるという形になっております。

事後の報告という形でお詫びを申し上げるとともに内容の方を説明させて

いただくのですが、内容で運賃の改定申請というふうに書いてございます

が、うちの方で運賃が変わると言うもの、実際上げる、運賃が変わるので

すが、消費税の増税分を運賃の方に転嫁をするという内容でございます。

５％から８％になる増税分が転嫁するということで事業者としてはこれを

させてもらっても値上げというものではございません。逆に下の申請概要
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（３）の平均回転率という形になっていますが、2.334％ということで消費

税の引き上げ率 2.8％を下回る、実際させてもらっても若干マイナスとい

うような状況になってございます。実際、改訂の概要といたしましては、

各区間、運賃（４）改訂概要のところで書いてあるのですが、各運賃の置

き替えをさせていただく予定で進めております。160 円から 510 円までの

運賃については 10 円加算、520 円から 850 円までは 20 円加算という形で

個々の運賃に応じて増税分が変わってくると。誠に申し訳ございませんが、

そういう形で進めておるところでございます。ただ移行期間措置といたし

まして現行の普通の運賃に関してはこういう形となっておるのですが、定

期券、通勤定期券、通学定期券の運賃に関しては移行期間ということも含

めまして現行の金額を据え置くという形でお話の方をさせていただいてお

ります。またこの内容についてはうちの路線バス、全県内の路線バスを対

象にさせてもらっておるのですが、廃止代替バス、この協議会で議論して

いただいている廃止代替バス、亀山椋本線、津新町大里線、三行線、安濃

線、多気線、名張奥津線。この中で廃止代替として行っている路線に関し

ては、この協議会の方で議論していただいている路線ということでもあり

ますので、今後事務局さんの方で協議調整の方を行わせていただきまして、

次回の活性協までに資料を整えてきたいと思っておりますので、今回は運

賃改定、改定というか、増税分転嫁ということで行っておりますので、ど

うか御理解いただきたいと思っております。以上御報告と説明という形で

させていただきます。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。ということは、当協議会での協議運賃ではない

ものですから、これは今三重交通さんの方から御報告ということになりま

す。先ほど廃止代替とかコミュニティバスについては協議運賃ということ

ですよね。ですから事務局の方とお話していただいてどうするかというの

は市の行政当局の考え方にもよりますので、少し整理していただいて。次

に間に合えばいいのですが。間に合わないと困るので。それはまた予定を

言っていただくのだと思いますが、ということですよね。ここの協議会で

議論して決める運賃と三重交通さんの運賃ということですので、三重交通

さん方は今の運賃を105で割って108掛けるのですよね。そうすると数字

が出るので、それを四捨五入ですね。10円単位での四捨五入ということに

なりますので。このような形になるということですね。何か御質問はござ
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いますでしょうか。既にどこの事業者さんも発表されていますよね。鉄道

も含めて。 

＜岩松委員＞  ただ現実的には市町についてはなかなか上げにくいということは聞き

ます。 

＜伊豆原会長＞ これはもう行政判断で協議しなければいけない。ここで協議して皆さん

にご了承いただかないと運賃の改訂ができませんので、是非事務局の方で

行政の立場としてたたき台を作っていただくということになると思います

のでよろしくお願いします。ということでいくと次回が気になるわけです

が、事務局の方で次回の予定等いかがですか。 

＜事務局＞  ２月に第４回をさせていただきまして、先ほどありました運賃の部分も含

めて審議をよろしくお願いしたいと思います。 

＜伊豆原会長＞ ２月で間に合いますよね。他に、先ほど言いましたが、この際発言がご

ざいましたらどうぞ。もしなければ大変長い時間になりました。第３回の

津市地域公共交通活性化協議会を終了させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。


