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平成25年度第４回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

１ 会議名 平成25年度第４回津市地域公共交通活性化協議会 

２ 会議日時 平成26年２月25日（火） 

午後13時30分から午後15時30分まで 

３ 開催場所 津市役所本庁舎４階庁議室 

４ 出席した者の 

  氏名 

（津市地域公共交通活性化協議会委員） ※順不同 敬称略 

伊豆原浩二（会長）、吉川一生（副会長）、松本尚士（副会長）、岩

松由洋、北村香織、竹株清司、竹田治、武田幹枝、谷口信子、中

村良寛、伊藤郁夫（原田孝夫代理）、堀口健二郎、松浦健、向原俊

夫、渡邉吉揮（山口貞信代理） 

（事務局） 

都市計画部次長 内田政宏 

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 平成26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 

２ 平成26年度コミュニティバスの運行変更について 

３ 地域公共交通総合連携計画に係る調査事業について 

４ 廃止代替バスの運賃改定について 

５ 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４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、お忙しいところ御出席をいただき、ありがとうございます。定

刻となりましたので、ただいまから、平成25年度第４回津市地域公共交通

活性化協議会を開会させていただきます。 

皆さん、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

なお、本日、津警察署交通官の青木委員、公募委員の阪野委員、津南警

察署交通課長の谷口委員、三重県旅客自動車協会の松下委員につきまして

は、所要のため欠席との御連絡をいただいております。 

また、三重交通労働組合の山口委員につきましては、本日渡邉様が代理

で御出席いただいております。併せて御報告をさせていただきます。 

本日の会議は役員総数20名のうち現時点で12名、２名ほど遅れてみえ

るということでございますが、規約第８条第２項の規定による成立要件を

満たしていることを報告させていただきます。 

それでは、規約第８条第１項の規定によりまして、ここからの議事進行

につきましては、伊豆原会長にお願いしたいと思います。それでは会長、

よろしくお願いします。 

＜伊豆原会長＞ どうも皆さん、こんにちは。今日、追加資料を見ていただいて、後で岩

松委員から説明をしていただこうと思っております。 

実は昨年11月27日だったと思いますが、交通政策基本法が参議院本会

議で可決成立して、即12月４日に公布施行されて、多分それに伴って今回

は、この地域公共交通の活性化再生法の改正ということで、この２月 12

日に閣議決定されてすぐにオープンという形で私も情報をいただきました。

またなかなかややこしいことになりそうだと思いながら、実はそんなに危

惧したものではないというふうに私は思っているのですけど、こういった

国の方針といいますか、公共交通含めて交通の方針、基本的な考え方とい

うのが出されて、それに伴って地域の公共交通をどうしたらいいかという

あたりが議論されている。実は１月末のときには懇談会の中間報告という

ものも出ておりまして、活性化再生法の改正も含めて我が国の地域の公共

交通をこういった協議会を中心にして策定していくんだという方向性がか

なり明確になってきております。今日事務局で行政の方みえていますが、

行政のプランニングだけではなくて、むしろこういった協議会で議論をし
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て協議会で実行していくような方向性が随分はっきりと見えてきたかなと

いうふうに思っています。中身についてはまだまだ時間がかかりそうなの

ですが、後で説明をお聞きいただいて分からないところは御質問いただけ

たらと思います。 

いずれにしてもそういう方向性が見えてくるとなると、この協議会の役

割が随分大切になるし、重要になってくる。そういう面では私たちがこの

メンバーでこういったところで議論して方向性を作っていくというあたり

を、是非皆さんのお知恵をお借りしながら市民の方にいかにいい仕組みを

提供できるかというあたりの議論も含めて進めていただけたらと思います

ので、是非忌憚のない御意見をいただいて、津市の、地域の公共交通をど

う確立していくかという議論を深めていきたいと思います。よろしくお願

い致します。 

それでは座って進めさせていただきます。 

お手元の事項書に従って進めますが、本日は、その他を含めて５件でし

て、皆さんに議論して承認していただくことと報告とに分かれております。

その都度御意見をいただきながら進めてまいりたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

それでは、まず事項１「平成 26 年度津市地域公共交通活性化協議会事

業計画（案）及び同予算（案）について」、事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞   それでは、事項１の平成26年度津市地域公共交通活性化協議会事業計画

（案）及び同予算（案）について御説明申し上げます。先ず事業計画（案）

から御説明させていただきます。 

資料１－１をご覧ください。 

平成 26 年度は、国の補助制度を活用し、地域公共交通調査事業を実施

し、今後の津市全体における地域公共交通ネットワークを見据えた地域公

共交通総合連携計画を策定するほか、行政と民間事業者、地域住民が協働

した新たなバス路線の検討や、公共交通の利用促進について、引き続き努

めてまいります。 

それでは、資料の中ほどをご覧ください。 

昨年４月から本格運行に移行しております津市コミュニティバスの運

行でございますが、平成26年度も引き続き運行を行ってまいります。軽微

な運行変更につきましては、後ほど、事項２のところで改めて御説明申し
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上げます。 

次にその下、乗降調査ですが、これも例年どおり公用車を用いて運行し

ている79条系のものは毎月実施、廃止代替を含む乗合バス事業者が行って

いただく４条路線については、５月、８月、11月、２月の年４回の乗降調

査を行いたいと考えております。 

その下、地域公共交通調査事業に係る国への補助申請を４月に三重運輸

支局へ提出し、決定され次第、地域公共交通調査事業業務及び地域公共交

通総合連携計画作成業務に係る委託契約を締結します。その後、住民アン

ケート等の調査を実施し、本市における公共交通の現状を把握、分析する

とともに、平成26年度末には、地域公共交通総合連携計画を策定したいと

考えております。 

その下、行政、民間事業者、地域住民が協働した新たなバス路線の検討

について、でございますが、新しい形のコミュニティ交通の形態としまし

ては、高松山団地乗合ワゴン事業につきまして、昨年４月からの本格運行

移行後も、同運営委員会とともに、事業から得られる課題の整理などを行

い、よりよい運行ルートや運営形態についての協議を行っているところで

す。 

この事業から得られた課題などを活かしながら、その他の交通空白地・

交通不便地の解消について、住民主導型のコミュニティ交通の導入も含め、

地域住民や民間事業者とも協議しながら、地域の実情に応じた新しい形の

コミュニティ交通も検討していきたいと考えております。 

続きまして、その下、公共交通利用者の減少は続いておりますことから、

今後、持続的に公共交通を維持・活性化していくためには、住民の皆様に

たくさん御利用いただくということが何より大切であるとの観点から、利

用促進にも力を入れていきたいと考えております。 

来年度も、９月 20 日のバスの日、10 月の津まつり、各地域で開催され

る「地域のあり方検討会」等の機会を通じて、利用促進チラシや、啓発グ

ッズを配布し、公共交通の利用促進を呼びかけていきたいと考えておりま

す。また、昨年の11月に行いました小学生向けのバスの乗り方教室につい

ては、平成26年度も引き続き実施したいと考えており、更なる利用促進に

努めていきたいと思います。 

次に、資料の上の方にもどっていただきまして、当活性化協議会の会議

日程でございますが、平成26年度についても、４回の会議を予定しており
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ます。 

初回は、５月を予定しており、平成25年度の事業報告と収支決算報告、

津市地域内フィーダー系統確保維持計画、地域公共交通調査事業・地域公

共交通総合連携計画について、 

第２回目の会議は８月を予定しており、平成 25 年度コミュニティバス

の利用状況の説明と、地域公共交通総合連携計画について、 

第３回の会議は、11 月を予定しており、平成 26 年度上半期のコミュニ

ティバス乗降状況報告、また引き続き地域公共交通総合連携計画について、 

第４回の会議は、２月に予定しておりまして、平成 27 年度の事業計画

（案）及び予算案や、また地域公共交通総合連携計画、生活交通路線アセ

スメント等について、それぞれ御協議いただきたいと思います。 

また、この表には書いてございませんが、連携計画の進捗状況に合わせ、

必要に応じて、分科会を開催させていただく予定でございます。 

続きまして平成26年度津市地域公共交通活性化協議会予算案について、

御説明したいと思います。それでは資料１－２をご覧ください。 

先ず歳入からですが、1.負担金、これは津市からの負担金になる訳です

が、市議会において26年度予算の議決がなされておりませんので、あくま

でも要求額でありまして確定はしておりません。しかしながら４月からの

協議会の運営がありますので、今回予算案としてあげさせていただきまし

た。 

比較数値として記載しています平成 25 年度の予算額は、補正前の当初

予算額を記載しています。 

１負担金ですが、26 年度の予算額が、1,234 万１千円で 25 年度と比べ

て667万２千円の増額でございます。増額の理由については、後ほど、歳

出の委託料のところで説明いたしますが、主に、地域公共交通調査・連携

計画作成委託料の経費によるためでございます。 

次に２補助金ですが、平成 25 年度の第１回協議会で説明させていただ

きましたとおり、平成25年度に国の補助制度である地域公共交通確保維持

改善事業を活用した上で、地域公共交通調査事業を実施することとしてい

ましたため、この調査事業に係る国庫補助金2,000 万円を計上していまし

たが、国からの補助金交付額が調査に必要な額に満たない見込みであった

ため、同調査の実施時期を変更し、平成26年度に、この調査事業に係る経

費を確保しておき、改めて、平成26年度に国の調査事業に補助申請を行い、
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補助金が確保されれば、市へ戻入することとしたいことから、平成26年度

予算額は現段階では０円とし、補助金額が確定しましたら補正により計上

していきたいと考えています。 

次に３繰越金ですが、津市からの負担金は、概算払で支給されており、

年度末に精算した上で、余剰金については、津市に戻していることから、

平成26年度の繰越金の予算額は０円となっております。 

次に４諸収入ですが、これは預金利息になります。平成 26 年度につい

ては、前年度と同じ１千円を計上しております。 

以上、平成26年度歳入合計は、1,234 万２千円で、平成25年度の当初

予算額と比較しまして1,332万８千円の減となっています。 

続きまして、歳出ですが、運営費としまして１会議費が26年度63万３

千円で、前年度と比べて４万５千円の増額としております。 

これは、26 年度の事業計画では、会議の開催を４回としておりますが、

その他に、地域公共交通総合連携計画の策定に係る協議を分科会でしてい

ただくことも予定しておりますことから、会議費を若干増額したものでご

ざいます。 

次は２事務費で、これは、郵送料や研修会等への参加旅費、消耗品費等

になりますが、26 年度 53 万７千円で前年度と比較して４万５千円の減額

となります。 

次に３－１－３事業費の委託料ですが、26年度1,067万２千円で前年度

と比べて1,332万８千円の減額となります。 

地域公共交通調査・連携計画作成委託料について、平成25年度は約2,000

万円を計上していましたが、平成25年度中に、予算をかけず、事務局職員

により、地域総合連携計画の基礎資料とするための、バス運転手やタクシ

ー事業者へのヒアリング調査、商業施設への聞き取り調査などを実施して

きたことなどから、平成26年度は700万円を計上しています。 

このことが、主な減額の理由であり、ほかには、時刻表・バス停看板委

託料が37万円減額となっています。 

最後に３－１－６運行事業費になりますが、これは住民主導型の公共交

通の実証運行に係る運行委託料でございます。平成25年４月から本格運行

に移行している高松山団地は、協議会からの運行支援は行いませんが、高

松山団地以外の地区において、同じような実証運行することを想定し、平

成26年度は50万円の予算を計上しております。 
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以上、平成 26 年度歳出合計は、歳入同様、1,234 万２千円で、平成 25

年度の当初予算額と比較しまして1,332万８千円の減となっています。 

なお、この予算（案）については、先ほど歳入の負担金のところでも御

説明させていただいたところですが、市議会における市の平成26年度予算

の議決が３月下旬に行われますことから、ただ今のところ、最終的に確定

したものではありませんので、よろしく御理解をお願いいたします。 

以上で平成 26 年度の事業計画（案）と予算（案）についての御説明を

終わります。 

よろしくお願い申し上げます。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。事業計画と予算についての案を御説明いただ

きましたけれども、実は予算額、事業計画等について、先ほど私の方で御

挨拶の時に申し上げましたように、関係する活性化再生に関する法律の一

部改正案が閣議決定されております。その辺について今日三重運輸支局の

岩松さんに来ていただいて資料をいただいておりますので、それを含めて

御説明していだいて議論を行いたいと思います。よろしくお願い致します。 

＜岩松委員＞  三重運輸支局の岩松です。座って失礼します。 

追加資料としてホッチキスで止めてあるものとカラー刷りのものをお

手元にお配りさせていただいています。 

伊豆原先生からお話がありましたように地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律というのに基づいて地域公共交通の取組みをやっていただ

いている。実際多いわけですが、実はこの法律が改正されたという内容で

ございます。先ほどお話がありましたように、今月の12日に閣議決定がさ

れました。順当にいきますと今度の国会で出てそこで成立しますと成立後

６ヶ月以内に施行となりますので、順当にいけば今度の秋くらいにはとい

うことになっております。 

カラー刷りの方で簡単に御説明したいと思います。パワーポイントが２

つ載っておりまして、まず上の部分でございます。まず地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律ってどんな法律かということなんですが、この

法律ですけど、平成19年に成立しています。当初は今の補助金の１つ前の

総合事業という補助金だったわけですが、それとリンクしてできた法律で

す。要はこの協議会もそうなんですが、この法律に基づいてこの協議会も
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成り立っています。２法合同と言いまして、道路運送法に基づく協議の場

とこの活性化法に基づく協議の場を皆さん今集まっていただいて行ってい

るというのがこの法律なんですね。この法律ですが、元々今議題の中にも

ありましたけど、連携計画というのを作りなさいという法律になっていま

して、元々、枠の中で言いますと地域公共交通の活性化及び再生及び促進

に関する基本方針というのをこの法律の中から国が出しまして、その基本

方針に基づいて連携計画というのを作成していただいてそれに基づいて地

域公共交通の取組みを進めましょうという法律です。ちょっと分かりにく

くて申し訳ないんですが、前からお話しましたようにこの法律ですが、そ

の下ですが、協議会というのを今ここでやってるわけですが、市町村や交

通事業者、道路管理者、港湾管理者、公安委員会、住民の方、この方たち

が連携して今言った計画を作っていただきますよということになってます。

ただ、なぜ改正が必要なのということですが、実はパワーポイントの中の

真ん中あたりなんですが、点線の四角で囲ってある問題点というのがあり

まして、ちょっと読まさせていただきますと、連携計画の多くは、今まで

いろんな全国で法律に基づいて連携計画というのを作っていただいたので

すが、その計画の多くは民間バスが廃止された路線についてコミュニティ

バスなどで代替えするための単体の計画にとどまっていませんか。要は事

業者路線が収支が整わなくて廃止しますよというときに自治体が出てきて

コミュニティバスを走らせますよ計画になってませんか。それから数少な

い交通ネットワーク全体を対象とした連携計画も一部作成されてますよね。

しかしまちづくりや観光振興等の地域戦略との一体的な取組みに欠けてい

ませんか。要はネットワークを重視して計画を作っているところもありま

すが、やっぱりちょっとまちづくりを見たり、観光振興、観光客を対象と

した交通だとか、そういうところの計画がちょっと欠けてませんか。それ

からもう一つはＬＲＴ、それから地方鉄道以外による地域公共交通網の再

編については、実行性を担保する組織が講じられていない。これちょっと

説明しますと、右の図なんですが、地域公共交通の活性化再生というので、

ここに図がありますが、実はこの法律は現在ＬＲＴ整備、路面電車を整備

したり、その下のＢＲＴ、そういう整備、それから海上運送高度化、高速

バスなんかがこれにあたります。それから乗り継ぎ円滑化、それから鉄道

再構築再生、こんな事業をやるときにはこの法律は国からの特典がありま

して、規制の緩和だとかいくつかの特典を与えてたのですが、真ん中の部



- 9 - 

分で乗り合いタクシーやコミュニティバスを一生懸命やっても実は国から

の特典が何もありませんというのが現在の活性化法の法律なんですね。こ

こで、要はどこの市町も乗り合いタクシーやコミュニティバスをやってる

んですが、一生懸命やっても何の特典もないし、権限も与えられてないで

すねというのが、ここに書いてあるＬＲＴ、地方鉄道以外による、という

のが実効性を担保する措置が講じられてないということになります。ここ

にはちょっと書いてないのですが、それ以外の問題点としては連携計画が

自治体の行政区域で分断され交通ネットワークの実態と合っていない、そ

んなような問題があります。これもどうしても自治体単位で計画を作成し

ますので、人の移動というのは市や町で完結するわけではなくて当然また

いでいますよね。従ってそういうまたいだところの計画というのをちょっ

と考えなきゃいけないのではないでしょうかというのがあって、今回この

法律を改正しましょうという案が出ています。その下のパワーポイントの

方なんですが、今伊豆原先生からお話がありましたように、これの元にな

るのが、平成25年末に公布施行されました交通政策基本法というのがあり

ます。これは理念法でして、この法律が成立したから具体的にどうこうと

いうのはすぐ出ないんですけど、この交通政策基本法というのができたこ

とによって今回個別法である地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

が改正していくという流れになっています。具体的にどんなふうに変わっ

たのということで改正のポイント、下の部分でございますが、少し説明さ

せてもらいますとまず地方公共団体が先頭にたって地域公共交通網を再構

築してくださいね。民間事業者に任せっきりであった従来の枠組から脱却

してくださいね。今でも自治体単位でいくつか取り組んでいただいている

のですが、実際に実行するのは事業者さん。三交さんであったり、やっぱ

りそういうとこになってしまう。ですから自治体が先頭に立って実行して

いただきたいということからまず大きく変わってきます。それともう一つ

がその下になりますが地域公共交通網形成計画というのができます。これ

単純に実は今ある連携計画というのが名前を変えまして地域公共交通網形

成計画に名前が変わります。法律が施行されたら当然、来年度津市さんに

おいても連携計画を作成していただくんですけど、それ言葉がなくなって

しまいますので、名前を変える手続きをしていただくということになると

思います。それとその右側を見ていただきまして、事業者と協議の上、市

町村または都道府県が協議会を開催し作成しますよということで、今度改
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正された内容で、ここで赤枠でくくってある都道府県というのが入ってき

ます。先ほどお話しましたように市町で人の移動というのは完結しないも

のですから県でもこれからは施行されれば県単位でも今言った計画を作る

ことができるということになります。ちなみに現在は法律上、市町村が作

りなさいということで現在の法律では県が作れるというふうにはなってな

いんですね。そこがまず大きく変わっています。それから方向性としては

コンパクトシティの実現に向けた取り組みとの連携をしてくださいね。も

う一つが地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成をして

ください。要は交通というのは手段であって、まちづくりをしていただく

なかでの交通ですよね、というような考え方があるものですからこんなと

ころを目指していこうということになってます。先ほどお話したことと重

複になりますが、その下、変わったところですが、今言ったように元々連

携計画があってその下に、そこに書いてあります地域公共交通特定事業と

いうのがありまして、その特定事業がなんぞやというのが先ほどお話した

ＬＲＴ整備やＢＲＴ整備や海上運送高度化事業などなんですが、先ほどお

話した乗り合いタクシーやコミュニティバス事業について国からの担保が

何もなかったものですから今回それを入れようということで地域公共交通

再編事業として、これがコミュニティバスやそういうものを行っていく事

業なんですが、それをやっていただくことによって、特典が得られますよ

ということになります。この中に書いてありますようにこの事業をまずや

るにあたって事業自体の具体的な計画を作っていただいて国が認定をする

という流れになります。そうしますと右の方を見ていただいて特典ですね。

改正のポイント２というのが得られますよという形になります。特典なん

ですが、ここに書いてある通りです。ただこれから各々具体的にたとえば

法律が通って補助要綱等が整備されるはずですので、そのときになりまし

たらまた具体的にお話をしたいと思います。一度また特典の方については

現在分かってる範囲で記載されておりますので、また見ておいていただき

たいと思います。以上です。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。こういった形で、方向性がまだ見えないところ

がだいぶあるのですが、今お話いただいたような方向で動いていくであろ

うということで先ほど事業計画の中で総合連携計画という、来年度ここで

作りましょうと言っているものですが、これが公布施行されますと地域公
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共交通網形成計画という形で来年のうちにはそういう方向で行かなければ

いけなくなるだろうという方向なんですね。ですから中身について少し整

理しながら計画作成になっていくであろうという予想のもとで動かないと

いけないなと思っているのですが、これについて何か御質問、御意見はご

ざいませんか。 

＜竹田委員＞  この改正ポイント１の地域公共交通網形成計画の、要するに今の再生法

では市町村がということになってますよね。これはよそに利用者の意見を

どう反映するのかというのが議論になって市町村に下ろしたと。こういう

ことで、これがまた、都道府県というふうに改正されるわけですが、末端

の住民の意見をどういう形で反映していくかという主旨で市町村に下ろし

たんだけど、確かに今のままでは市町村をまたいでという御説明はよく分

かるのですが、そういうその住民の意向をどう反映させるかということに

おいて都道府県、または場合によっては戻してしまうというようなことに

はならないですか。 

＜岩松委員＞  ならないです。というのは、今市町村単位で作っていただいてるのです

ね。それはそのままです。新しい法律ができても。ただし、幹線と呼ばれ

ている、要は市町村をまたぐ路線を三交さんが走らせていて県だとか国が

補助してやっているのも含めて、そういうのもリンクさせないと市町村だ

けの交通だけでは、またいだ場合に移動ができないですので。そうすると

今言ったように県単位で市町村の計画とリンクさせるように県の方でも計

画を作っていただきたいということなんですよ。 

＜竹田委員＞  そうすると県でも新たにまた別に作るということなんですね。協議会を。

これまた大変やな。 

＜岩松委員＞  大変なんです。そうすると、ひょっとすると県全部でやるんでしょうけ

ど、県全部で全部のところが細かいところまで把握できるかということに

なるとひょっとしたら分科会みたいなものも作らないとうまくいかないと

なればそういうのも必要となりますし。当然県の中で作っていくときでも

住民代表だとか市民の方、県民の方に入っていただいてやることも必要と

なってくる。そういうことです。 
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＜伊豆原会長＞ 要は今事業ベースですよね。ほとんどがね。確保維持の事業で地域間幹

線というのは県の方で認定する。フィーダーはここでやって認定して申請

して運行に入るという仕組みですよね。 

＜岩松委員＞  ただ一つ申し上げますと、これ任意規定でして、必ず作れという話では

ないですから、それは市町さんの意思もありますし、県さんの意思もあり

ますし。必要ないということであれば別にやらなくても、作らなくてもい

い。 

＜竹田委員＞  要するに、これからの、まがりなりにも基本法が国で制定されて、そう

いう市町村に例えば基本計画なり基本条例なりという動きがずっと強まっ

てくると思うんですよね。それに基づいてそれぞれの市町村が交通網だと

かっていうようなことを基本的に計画していくわけですよね。そうすると

それぞれの市町村から上がってきた計画をより機能的に効率的に相乗作用

が起こるような調整をして、県がですよ、市町村の計画がより有効なもの

にしていくということになればそれはいいんですけど、それが連携してい

ないと変に県が作ってしまうと市町村の熱意が阻害されるようなことにな

るとちょっと問題が出てくるかと思うのですね。その辺も慎重に対応が求

められるのと違うかなと思うのですけどね。これからの基本法の動きの中

で出てくる問題ですのでちょっと予測もつかないですけどね。 

＜岩松委員＞  ちょっと予測もつかないですね。 

＜原田委員代理＞三重県なんですけど、この改正案は確かに岩松委員がおっしゃったよう

に都道府県もできるし、当然市町村も当然できるという規定になってたと

思うんです。条文は。市町村の場合は複数の市町村で合同にできるという

ような条文にもなってたかなと思うのですが。 

＜岩松委員＞  今お話あったように、現在でも今の法律でも複数の市町村で協議会作っ

て、例えば今でも小さな町なんかは３つくらいかたまって協議会を作って

３つの町の交通網計画を作っています。現実的に。今の法律でもできます。

ただ県が作るというのは今の法律ではないものですから、今回県が作るこ
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とができるよということで入ってきた。 

＜伊豆原会長＞ これはまだ運用部分が決まっていませんので。どういう形で作るか、分

科会をどうやってやるかというあたりは多分市町村、県にかなり主導権を

お渡しいただくのではないかという気がするのですね。だから協議会が中

心にならなければいけない。今のまちづくりとか、ここの協議会の中で三

重交通路線についてはほとんど議論してないですね。だけどここで議論し

ないといけなくなる。ここで議論していく要素にはそこを入れなさいとい

うことです。要はここでいく総合的な公共交通ネットワークとかもうひと

つ面的なという言葉もどこかで使われているのですが、面的な公共交通ネ

ットワークという言い方をしているのはどういうことかというと、今まで

先ほどの問題点で今の状況だとコミュニティバスだとかそういったところ

がメインになっていて、他の事があまり計画にもられてないのであろうと

いうところが多い。もう少しそういった三重交通さんの路線バス、もっと

言うと名松線の利活用といいますか、それも含めてこういうところで議論

してほしいというのがここの主旨だと思うのです。だからもう少し我々は

広い意味でこの公共交通をコミュニティバスだけではなくて、もっといろ

んな面で議論していくというのがこの主旨だろうと思うんですね。それで

そのときに議論するとどうしてもひとつの市町で議論できないところが結

構出てくるので、それは県もちゃんとやれるようにしてくださいよという

主旨だと思いますね。だから県もできるということですけど、私が知って

いる限り多分作らないといけない。それは作らないと国の方としては補助

の仕組みは作れませんから。作らないところは補助の割合は少なくなるだ

ろう、というのも予算措置の担保がまだ決まってませんから分かりません

けど。もうひとつは担保の部分、予算措置の部分で運輸部門と都市整備部

門ですね。駅前広場だとか駐輪場だとかそういった施設整備の部分もリン

クしてくる。要はまちづくりということになると、そういった施設整備の

部分ももちろん仕組みもリンクしたものになるということになってきます

ので、ここらへんの運用がちょっと見えていない。ただ予算措置としては、

担保としてはそういうことを想定しているということが見えてきたという

ことだと思うんです。 

＜竹田委員＞  ただ、もともと再生法そのものが今伊豆原先生が言われたように、そう
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いう方向で作られてきて正にこの問題が一番議論を重ねたとこなんですよ

ね。そしてわざわざ市町村に下ろしてもっときめ細やかな交通政策網がで

きるようにしようというのが再生法の根幹的な部分。これを逆に言えばこ

の地域協議会が全国的に見て本当にうまく機能しているのかどうかという

ような部分も考えるにはそういう部分があってそれを手直ししようという

ことで出てきた問題だと思います。そういう意味ではなお一層地域協議会

が市町村の、かなりしっかりしないとやっぱり依然としていろいろ法律は

変わるけど基本的な中身というのはほとんど変わってないわけだからその

へんをもうちょっと我々なりに努力を重ねていかないとこの法の主旨がな

かなか活かされていかないというふうには思いますけどね。 

＜伊豆原会長＞ まさしく今竹田さんがおっしゃった通りだと私も思います。まだ細かく

決まりませんけど活性化再生法を平成 19 年に作った当時に初めてこうい

う協議会のような形を作りましたが、それを作った当時から４年５年経っ

たわけですけどその中でいろいろ見るとやっぱりもう少しそういった面が

あるのではないか。今おっしゃった話は是非本省のホームページを見てい

ただくと中間報告が出ております。 

＜岩松委員＞  正式名称は交通政策審議会。交通体系分科会の中間とりまとめというの

が１月31日に。 

＜伊豆原会長＞ ホームページに出ていますのでどうぞダウンロードしてください。こう

いうパワーポイント用にも概略概要版として出ていますのでそれを見てい

ただくとすごく分かりやすいです。 

＜岩松委員＞  そこで議論された内容が今回の法律の改正に使われております。 

＜伊豆原会長＞ ですから情報といいますか、いろいろ多分これから本会議に上程されて、

成立するのがだいたい４月か５月くらいではないかと言われていますね。

先ほど岩松さんがおっしゃったように秋頃には公布施行が具体的になると

いう想定をして今国交省は動いているんだよという話がありますけど、そ

れは若干ずれるのかどうなるか分かりませんが、国会のことですから。少

なくとも今年の秋くらいには多分こういう形になって、もう少し具体的な
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形になると思います。施行されたときには運用の中身、予算の担保も入っ

てくると思います。だから情報が入り次第また支局の方からいただけるよ

うにお願いしておいて、委員の皆さん、もちろん事務局にもそうですけど

お願いしておいて進めたいと思います。いかがでしょうか。そんな形でよ

ろしいでしょうか。他に御質問はございますか。あと事業計画と予算につ

いては若干中身が公共交通網形成計画等々に名前が変わる、あるいは中身

が少し変わるかもしれませんが、それについて事業計画の予算については

変わることも含めて御了承いただいてということにさせていただいてよろ

しいでしょうか。ありがとうございます。では全員の御了承をいただいた

ということで進めさせていただきます。では続きまして２つ目、「平成 26

年度コミュニティバスの運行変更について」ということで事務局からお願

いします。 

＜事務局＞   事項２、「平成26年度コミュニティバスの運行変更について」 説明い

たします。 

平成22年度から実証運行を３年間経て、平成25年度より本格運行をさ

せていただいております津市コミュニティバスでございますが、よりよい

運行に向け、停留所の調整及び通過時間の調整を行いたいと思います。な

お、ルートの変更はございません。 

対象は、久居、河芸、芸濃、白山及び美杉の５地域となります。 

まず、久居地域についてですが、資料２－１をご覧ください。 

野村ルート及び桃園ルートにおいて、日用生活用品などを扱っている施

設の停留所として城山ショッピングセンターがございますが、この施設に

つきましては、少し前に名称の変更がありまして、現在はイオンタウン津

城山という名称になっておりますことから、その施設名に合わせた停留所

名称に変更するものです。 

次に、河芸地域についてですが、資料２－２、２－３をご覧ください。 

大変申し訳ございません、資料の記載に修正があります。 

配布させていただいた資料には「上野霊園前」とありますが、「上野中

央霊園前」の誤りです。 

修正をお願いいたします。 

河芸循環南ルートの東上野中央と松林寺前停留所間において、距離があ

り、近隣の住民の方から、中間地点の停留所の追加の要望を複数いただき
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ましたことから、上野中央霊園前停留所を追加設置したいとするものです。 

次に、芸濃地域についてですが、資料２－４をご覧ください。 

芸濃循環明ルート右回りにおいて、利用者及び交通状況等の実情にあっ

た運行時刻としておりましたが、大型店舗が付近にできるなど、地域を取

り巻く状況も変化もありましたことから、再度、実情にあった運行となる

ように時間調整を行うものです。 

具体的には、芸濃総合支所、ぎゅーとらラブリー芸濃店、イオンタウン

芸濃及び団地南停留所の発車時刻を５分ほど遅らせ、これまで団地南から

八幡前まで６分ありました通過時間を１分に短縮したいとするものです。 

次に、白山地域についてですが、資料２－５をご覧ください。 

白山循環三ヶ野ルートの三ヶ野中出において、自治会・住民からの要望

により、西へ移設し、名称も三ヶ野北谷としたいとするものです。 

最後に、美杉地域についてですが、資料２－６をご覧ください。 

川上ルート及び丹生俣ルートにおいて、白山地域のマックスバリュー

（川口店）まで乗り入れを行っておりますが、利用目的と運行時間の短縮

のため、一志病院からマックスバリュー（川口店）までの間は、家城駅前

を除き、停留所を設けておりません。 

しかし、現在、その付近の歯科や内科などに、通院している利用者があ

り、わざわざ、マックスバリュ（川口店）から徒歩で、移動しているとい

う現状でありますことから、ルート上に、追加して停留所を設置したいと

するものです。 

以上で平成 26 年度コミュニティバスの運行変更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。今５ヶ所５地域のバス停名、バス停の設置等々

について、それから運行時間の変更について御説明いただきました。何か

御質問、御意見はございませんでしょうか。バス停の設置については地元

の皆さんから御意見なり御要望をいただいたのでバス停を増やしましょう

というお話ですね。これはもう公安には報告したのですか。 

＜事務局＞   津署、および津南署様の方に御相談させていただいて概ね了承いただい

ております。 
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＜伊豆原会長＞ 公安協議は整っているということでございますのでいかがでしょうか。

何か御質問、御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

＜堀口委員＞  私、白山地域しか分からないのですけど、大三の駅から南、川口の方へ

下りていったら二つの団地があるんですね。うちの団地と雲出台。それ新

しい団地なんですよ。うちの団地は200軒くらいの家が建ってて120世帯

くらいが住んでいる。雲出台の方はそれ以上の建物が建っているというよ

うな団地なんですけど、ここらは恐らく道が狭いのでマイクロバスくらい

しか通れないんですけども、こういうようなところはもう未来永劫バスが

走る予定はないんですか。少なくとも三ヶ野より人口は多いし乗降客も見

込まれると思うのですけど。 

＜事務局＞   地元の方からこういった御要望をいただきましたら地元の方ともいろい

ろ御相談させていただきながら地域のあり方検討会等でもいろいろ相談さ

せていただきながら地域の実情に合った公共交通網の作成については検討

していきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

＜堀口委員＞  ということは、今のところそういう要望が出ていないということ。白山

地域からは。 

＜事務局＞   数ヶ所御意見いただいていて、実際、昨日も一部地域に行って御相談受

けていたとこなんですけど、今堀口委員が言われるような地区からはいた

だいてないですね。 

＜事務局＞   雲出台というのは新しいところですか。 

＜堀口委員＞  新しい団地ですね。 

＜事務局＞   今のところうちでは確認はしていません。 

＜堀口委員＞  そういうことはその会合にここの住人はいないという可能性もあります

ね。 
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＜事務局＞   あり方検討会につきましては白山地域全体ですので、各団地ごと一人と

いうわけではなくて地区の代表の方とか利用者の代表の方、学校の先生と

か、ある程度大きな地域で捉えていますので、その団地の方が入っていな

い可能性は十分ありますね。 

＜堀口委員＞  そういうところへ出ていけないのか、新しい団地なので他の地域から来

られた方が多いんですよ。大阪や名古屋、そのあたりから。だから地元の

ことがよく分からない状態で住んでおられる方が多い。だからましてやそ

ういうふうな地元の人間がよく集まるような会合には出ない方が多いと思

います。とういうことも見据えてやはり新しい地域ができたらそういうと

ころへの接続も考えてやる必要があるのではないかと考えます。 

＜事務局＞   ありがとうございます。交通不便地とか小さな地域ではまだまだ沢山あ

るというのはうちも認識していますので、多少受け身になっている部分と

いうのもありますし、なかなか全体の細かいところまで把握できていない

ということはあるのですけど、いろんな方を通じてこの方が困っていると

いうお話をいただければ、それに関しましては積極的にどういう状況で困

ってみえるのかどのくらいの規模の方が困ってみえるのかというのは、こ

れはもう必ず御相談をお受けしに行くという姿勢でおりますので、もし、

また委員さんがそこの方とお話する機会がありまして困ってみえるのでし

たら、白山総合支所でも結構ですし、交通政策課でも結構ですので御連絡

いただければ。困っている実情とか。 

＜堀口委員＞  うちの自治会の人間も一昨年あたり津の方へ御相談に来てると思います

けど。 

＜事務局＞   和知野の方ですか。和知野の方は今御相談にのりながら地域の方と地域

の実情にあったものをやっているところでございます。 

＜伊豆原会長＞ これ事務局にお願いなのですが、これから３月ですと、私の町内も自治

会の総会があるのですよね。そういうところで是非こういった公共交通、

町のことも含めて議題にしてほしいとか、意見を聞いてほしいとか、アン

ケートだけではなくて、お困りのことがあるかとか意見をもし出していた
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だけたらいいと思います。特にどうしても新興住宅地といったらちょっと

語弊があるかもしれませんが、新しく入っていったときになかなか地元の

ことが分からないということもありますから。何かそういう手はありませ

んかね。事務局としては自治会とか町内会を掌握する部署じゃないので大

変だろうと思いますけど、どこかそういうところで総会があってそういう

話題が出たらそういう情報をこちらへ出してもらうとかね。仕組みを作っ

ておくといいかなと思いますね。 

＜事務局＞   ありがとうございます。各総合支所に担当がございまして、地域の振興

の担当と兼ねておりましてそちらの方にそういう御要望があれば聞き取っ

て上げてきていただくようにうちの方から依頼させていただきたいと思い

ます。 

＜伊豆原会長＞ 是非お願いします。他にいかがでしょうか。バスの今回の変更について

はいかがでしょうか。もし御意見がなければ御承認いただいたということ

で、進めさせていただいてよろしいでしょうか。それでは御承認いただい

たということで確認させていただきます。よろしくお願い致します。事務

局の方よろしくお願い致します。 

それでは３つ目ですが、「地域公共交通総合連携計画に係る調査事業につ

いて」ということで説明をお願いします。 

＜事務局＞   事項３、「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。 

事項１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の策

定の資料となる施設利用者アンケートにつきまして、現在も実施中でござ

いますが、すでに実施を終えたイオン津及びマックスバリュ白山店の結果

について、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、来年度に実施する住民アンケー

トの結果などと整理を行い、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理解いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 
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資料は、３－１、３－２がございますが、資料３－２は、アンケートで

使用したアンケート用紙でございますので、そちらは参考で添付させてい

ただいております。 

それでは、資料３－１をご覧ください。 

資料は、左側がイオン津の結果、右側がマックスバリュ白山店の結果で

ございます。 

問１の住所でございます。イオン津は、店舗が設置されているエリアで

ある津地域にお住まいの方が全体の 82.0％ともっとも高い割合となって

おりますが、久居、河芸、安濃、美里、芸濃、香良洲の地域からも来店さ

れております。一方、マックスバリュ白山店は、店舗が設置されている白

山地域が 71.7％ともっとも多いことはイオン津と同様ですが、美杉地域、

久居地域のお客様が多い傾向となっております。なお、東京という回答は、

実家へ帰省中という方の回答です。 

次に問２の回答者の年齢ですが、イオン津は、概ね各年齢層が満遍なく

利用されている傾向となっておりますが、マックスバリュ白山店は、60歳

代及び70歳代の利用が多い傾向となっております。 

次に問３の性別ですが、こちらはイオン津とマックスバリュ白山店のど

ちらも同じように女性の利用が多い傾向となっております。 

次に問４のお客様の職業ですが、どちらも会社員、主婦、無職の方が多

い中、イオン津は学生の割合が高くなっております。 

次に問５の自動車運転免許証の有無ですが、イオン津の方が免許を保有

していない方が 37％いるのに対して、マックスバリュ白山店の方が、

16.2％と少ないという結果となりました。 

次に問６の自動車の保有状況ですが、自分専用と回答した方が、イオン

津が44％に対して、マックスバリュ白山店は、71.7％となっております。 

次に問７の来店の頻度ですが、同じイオン系列ということで火曜日、土

曜日、日曜日が多い傾向となっております。また、不定期という意見が多

いのは、曜日は決まっていないが週に２，３回は来る、といった御意見や、

特売日に来る、という御意見があったためです。 

次に問８の来店目的ですが、イオン津は複合商業施設ということもあり、

買い物以外にも飲食目的や映画鑑賞のような娯楽という回答も多くありま

した。一方、マックスバリュ白山店につきましては、スーパーマーケット

ということもあり、ほとんどが買い物となっております。 
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次に問９の商業施設での滞在時間ですが、マックスバリュ白山店は、30

分以内と回答した方が83.8％と特に多い傾向にありました。一方、イオン

津は複合商業施設ということもあり、31分から60分が45％ともっとも多

いですが、121分以上、滞在される方も19％おり、滞在時間は、長い傾向

となっております。 

次に、問 10 の商業施設までの移動についてですが、イオン津、マック

スバリュ白山店ともに 30 分以内という回答が多く、60 分以内までで約９

割の方が含まれています。 

下の表については、商業施設までの移動手段をまとめたものですが、例

えば１人がバスに乗車した後、鉄道に乗り継いだ場合、トリップ数を２と

して合計を求めております。そのため、回答人数とトリップ数の合計は一

致しておりません。 

この表を見ると、イオン津のお客様は、車を自分で運転、車での送迎の

合計が、移動全体の約 50％となっており、徒歩 18.9％、自転車 14.6％、

バス12.2％、鉄道4.3％となっております。一方、マックスバリュ白山店

は車を自分で運転、車での送迎の合計が、移動全体の約90％となっており、

車への依存度が高い傾向となっています。 

次に、問 11 のバスを利用するための改善点について、ですが、イオン

津では、自分で車を運転することができなくなれば、という回答が18.6％

ともっとも多くなっており、次に自宅からの距離が短く、乗らない、とい

う回答が16.1％となっており、次に運賃が安くなれば、という回答が続い

ております。 

一方、マックスバリュ白山店は、自分で車を運転することができなくな

れば、という回答が28.9％ともっとも多くなっており、これはイオン津と

同様の傾向ですが、次が、運行本数が増加すれば、という回答が13.2％と

なっており、イオン津と比較すると、運賃よりも運行本数を選択する人が

多い傾向となっております。 

また、その他として、小さな子どもがいる、保育園の送迎があるため、

といった御意見や目的地が複数あったので、車を利用した、という御意見

がありました。また、車に乗ることができなくなったら、近くのスーパー

に行く、という御意見もありました。 

次は、現在の市内のバスに対する満足度を調査したもので、問 12 が運

行ルート、問 13 が運行本数・時間帯、問 14 が所要時間・定時性、問 15
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が運賃についての満足度を聞いたものです。 

イオン津を見ると、４項目ともよくわからないという回答がもっとも多

くなっておりますが、それを含めずに見た場合、概ね満足、やや満足とい

う回答が多くなっております。 

一方、マックスバリュ白山店は、４項目ともによくわからないといった

回答が非常に多くなっており、アンケートをしている時にも、車があるの

でまったく乗ったことがない、といった話が多く、ＰＲ不足もありますが、

バスに乗るという意識自体が薄いように感じました。また、マックスバリ

ュ白山店のそれぞれの満足度を見ると、運行本数・時間帯に関する満足度

が低いという結果になりました。 

次に、問 16 の５年後の移動に対する不安です。表の見方ですが、左か

ら回答数、割合については、回答者全体の回答数、割合を示しており、そ

のひとつ右側の年齢層ごとの割合は、各年齢層の方の回答の割合を示して

います。例えば、イオン津の 80 歳以上の欄は、80 歳以上の方のうち、ひ

とりで移動することが可能と回答された方が 57.1％ということを示して

おります。 

この表を見ますと、イオン津では、50歳以上の方から５年後の不安を感

じ、マックスバリュ白山店では60歳以上の方が５年後の不安を感じてきて

いる傾向があると言えます。また、両方の結果ともに70歳以上の方になる

と、ひとりで移動することが可能という割合が大きく減少する傾向が見ら

れます。 

最後に、問 17 の公共交通に関する主な御意見・御要望ですが、本当に

様々な御意見・御要望をいただきましたので、すべてを紹介することはで

きませんが、その中から２つほどの御意見を紹介させていただきます。 

まず、イオン津ですが、乗り継ぎが多くなり待ち時間が多くなった。バ

スの停留所が椅子を置いたり、風除けとなるようにするなど待ちやすい設

備ができるとよい、という御意見がありました。また、下から６番目の点

ですが、乗り換え割引があるといいですね、という御意見がありました。 

次に、マックスバリュ白山店ですが、上から３つめの点で、わかりやす

い公共交通マップがあればよい、という意見がありました。また、真ん中

あたりですが、バスの回数、福田山行きなどの停車地が分かりにくい、と

いう意見がありました。 

このアンケートの結果については、商業施設に来訪する方の傾向の資料
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としてとりまとめ、冒頭でも説明させていただきましたが、このアンケー

トの結果と来年度に実施する住民アンケートの結果、これまで行ったバス

やタクシーの運転手さんからの意見を取りまとめ、総合的に判断した上で、

総合連携計画策定を進めてまいり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した。これまだ他の施設があといくつかあるのです

ね。 

＜事務局＞   まだ現在も実施中ということで、８か所予定しておって、うち２箇所は

年度内には行えないと。この３月に例えばお客様に迷惑がかかるからもう

ちょっと暖かい時期にすればどうかという話があって時期をずらそうかな

と考えているのですが、あと残り２店につきましては３月に入ってすぐに

実施するように今調整をかけていますので、８店舗中６店舗は今年度中に

終わると。それと商業施設だけではなくて医療機関についてのヒアリング

調査も実施するということを計画で示させていただいたのですが、こちら

について病院の方に連絡をさせていただきましたところ、現在特にインフ

ルエンザが蔓延している中でアンケートはなかなか受け入れられないとい

うお話がありまして、病院の施設へのアンケートにつきましてももう少し

季節が良くなってから再度病院側と調整を行い実施したいと考えておりま

す。よろしくお願いします。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。今のことを追加していただいて、何か御質問、

御意見はございませんでしょうか。よろしいですか。同じ商業施設でも施

設の内容、その他いろいろ、地域特性もあるでしょうけど、買い物施設だ

けではなくていろんな設備がされています。複合施設であれば当然のこと

ながらそうなりますので、ここだけで比べるということにはいかないので

しょうけど、状況が見えてくるかなという感じですね。 

＜堀口委員＞  職業のところでマックスバリュ白山が学生０、イオン津が学生15になっ

ているけど、アンケートとったときの時間帯によっても変わって来るので

はないかな。就学中の時間だったら０になって当然だし。曜日も。 
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＜事務局＞   確かに０という結果につきましては、実際にアンケートとった時間帯に

も若い方確かにみえたんです。声をかけさせていただいたのですが、協力

をしていただけなかったという方もみえまして、結果アンケートがとれた

中には学生の方が一人もいなかったということになるんです。 

＜堀口委員＞  これ、とった日にち、曜日だとか時間帯だとかいうのはありますか。 

＜事務局＞   平日と休日行ってますので。 

＜堀口委員＞  分かりました。 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。ここから何を我々が読み取っていくかというあたりを

これからちゃんとしていかないといけない。よろしいですか。それでは一

応こういった形でデータをとっていただいて、先ほど１番目の項目にあり

ましたように来年度には地域総合連携計画を作っていく、形成計画に名を

変えるにしても中身をもう少し精査して業者さんに委託をしながらという

ことでこのデータも多分委託先に提供しながら総合的な分析も含めてとい

うことになるんですよね。もしこういった分析をしなさいよとか、もうち

ょっとここを分析をしといた方がいいよということが出てきましたら是非

御意見いただけたらと思います。事務局の方も多分迷っている時はそうい

う御意見も大変いいサポートになると思いますので是非よろしくお願い致

します。これは報告になりますかね。もし疑問な点がございましたら後で

も結構ですので事務局の方にまたお尋ねいただいたら結構だと思いますの

でよろしくお願い致します。それでは４番目の「廃止代替バスの運賃改定

について」、事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞   事項４、「廃止代替バスの運賃改定について」 説明いたします。 

前回の当協議会におきまして、三重交通 中村委員代理から消費税増税

に伴う三重交通の路線バスの運賃改定の報告がありました。 

津市におきまして市が直接費用負担を行っているバスは、コミュニティ

バスのほか、廃止代替バスがあります。 

これらの市が費用を負担している路線につきましては、その路線につい
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て変更がある場合は、当協議会で協議を行うこととされております。 

廃止代替バスは、市等が独自のルートを設定したコミュニティバスとは

異なり、かつて三重交通が営業路線として運行していたものが廃止となっ

たものを、原則そのままの路線、運賃などの体系で市が自主的に運行して

います。 

具体的には、三重会館から河芸地域の三行まで運行を行っている三行線、

津新町駅から三重病院まで運行を行っている津新町大里線、安濃地域の安

濃総合支所前から立合まで運行を行っている安濃線、久居地域の久居駅か

ら美杉地域の竹原まで運行を行っている多気線、美杉地域内の奥津駅前か

ら飯垣内まで運行をしている名張奥津線、芸濃地域の椋本から亀山市の亀

山駅まで運行を行っている亀山椋本線の６路線があります。 

これらの路線の中には、三重交通の違う路線が乗り入れているものや、

重複した部分も多くあり、また、運賃体系についても、三重交通のシステ

ムを利用しています。 

 これらの要因を踏まえ、この度、三重交通の路線バス運賃改定が行われ

ますことから、廃止代替バスの本来の趣旨にのっとり、三重交通の路線バ

ス運賃の取扱と同様に、資料４のとおりの10円から30円程度の運賃改定

をさせていただきたいと思います。 

以上で廃止代替バスの運賃改定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。消費税の変更に伴って改正するということで

す。協議運賃、要は協議会での承認事項になっておりますので、御承認を

してくださいという話ですが、これについて御質問はございますか。要は

廃止代替バスですから三重交通のバスが走っているわけですね。そうする

と他の路線で三重交通のバスと同じバスが走っていて、片方では10円高く

て片方では安いという話でいろんな方がこんがらがってしまうのではない

かというのがあって、廃止代替は三重交通さんのバスがそのまま走ってい

て見分けがつかないので、という面も私は感じますけどね。どこまでどう

いうふうにするかというのですが。 

＜中村委員＞  510円までが10円。520円からが850円までが20円加算。860円以上が

30円加算です。 
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＜伊豆原会長＞ いかがでしょうか。御異議がなければ御承認いただいたということにさ

せていただいてよろしいですか。ありがとうございます。それでは御承認

いただいたということで進めさせていただきます。 

その他ですね。一応用意していただいた議題についてはここまでなので

すが、今日が今年度最後の協議会になります。４回行ってきましたけどそ

の反省でも結構ですし、来年度に向かってどうやっていくかということで

も結構です。特に公募委員のみなさんも今年度でこの任期は一応今日で終

わりということになりますね。改めてどういう形になるか分かりませんが、

この際何か御意見、御発言があれば遠慮なくおっしゃっていただけません

でしょうか。よろしいですか。 

＜竹株委員＞  国交省のお話が冒頭にあったのですが、中身は良く分かりませんけど聞

いていてまちづくりとか観光振興とかっていう言葉が入ってましたけど、

そうするとイメージとして今まで福祉的な色合いでコミュニティバスとい

う概念があったのが、かなり大きく違うような感じがするんですね。市の

方はこれをどんな風に捉えられているのかなということを参考にお聞きし

たいのですが。 

＜伊豆原会長＞ 何か事務局でお答えできますか。突然の御質問ですが。 

＜事務局＞  新しい法律ができまして、計画自体は先ほども御説明させていただいたよ

うに、協議会の中でということですので、その中の一員として津市もいろ

んな意見を聞きながらということになると思います。私どももまだ国交省

の法律改正の話を聞いたばかりなのですが、いわゆるまちづくり、今まで

はたとえば住宅地に交通網が通ってなかったらそこに交通網を通すだけの

一辺倒だったんですけど、たとえばまちづくりという全体の中で考えてい

くと今バス路線が通ってるところに人々を移すとかそういうことも踏まえ

ての考え方もできてくるということもありますので、全体的なコンパクト

シティという部分も踏まえまして全体的な街の中のまちづくりの一つとし

てそれを結ぶ線として交通網を整えていければいいかなというような思い

を持ってといったように考えています。 

＜吉川副会長＞ 実は津市内でも地域活性化推進委員会というのがあるはずです。各 10
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地域に。そこで旧津市は、じゃあ久居は、河芸は、安濃は、そして一志、

白山、美杉は、地域振興策とこのコミュニティバスをどのように結び付け

ていくのか。これをよく見てみますと、実際コミュニティバスは福祉重点

じゃないかと思います。地域振興策とコミュニティバス、公共交通の活性

化がどのような連携を保ちどのような政策によって地域振興に大きく役立

つのか、こういうときにこの表を見たときに疑問を感じるんです。これは

あまりにも表現的な言葉であって、地域の実際の住民の意向という言葉も

出ましたけど末端の地域に公共交通のコミュニティバスの利用度が果たし

て地域振興にどのくらいの影響とそれから結果をもたらすのかということ

がちょっと私も明確にならないとそういう疑問を今ちょっと持ったんです。

地域振興策と公共交通のコミュニティバスの連携において地域を大きく活

性化するということにはちょっと無理があるのではないかと思うんです。

そういう意見です。 

＜事務局＞   ありがとうございます。竹株委員さん、副会長言っていただきましたよ

うに、なかなかやっぱりたとえばコミュニティバスというのをとらえたと

き、観光に使うのかという部分の中でやっぱり将来的に今国交省の方から

御説明あったようにまちづくりと一体化となった公共交通網というのが目

指していくという部分はこれから出てくると思うのですけど、現況はやっ

ぱり生活の足の確保という部分がかなり重要な部分を占めていますので、

その部分と共用できる部分で津市の観光の振興とか地域の振興とかをでき

るような形というのを今は本市としましては考えてできる限り生活の足を

保ちながらその部分であと観光に利用できる部分はないのかとかそういう

部分の施策になっております。ですのでやっぱり先ほどあったように将来

的な計画という部分のまちづくりと一体化になった交通網というのはこれ

から目指していくべき姿という形でとらえておりますので、今現段階では

生活の足の確保中心にそれで言い方おかしいかもしれませんけど、余った

余力で観光とか地域振興とかいう部分になってくるのかなというようなイ

メージでさせていただいています。以上です。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

＜竹株委員＞  高野尾にいるんですけど、猪の倉とか美杉の方なんかは自分の車では行
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けますけどまさしくまちづくりだ観光だというのにつなげてこの取組みに

リンクして基本的な考え方のところがごろっと変わっていくと非常におも

しろいなと思ったのですけど、反面乗り入れ、一般のバス、僕はそれまで

は以前は現役のときは豊橋、浜松の方にいたんですけど、豊橋なんかいく

と路線バスというよりも電車みたいのが走ってたりあるいは浜松なんかで

は一般のバスのダイヤがすごく便利で、かなりのところまで行けるんです

けど、津に帰ってきてやっぱり一番痛切に思うのはダイヤが繋がってない

というんですかね、地域と地域が。ですから冒頭言葉足らなかったですけ

ど、まちづくり、あるいは観光というようなこういう接点のところという

のは市の方、それから今度委員会を含めて相当基本的な考えのところをは

っきりしておかないとなかなかおっしゃったように難しいのではないかな

という感じがするのですけど、この基本的な考え方の部分だけをとらえる

と、来年度の事業計画出てますけど、相当そこのところをはっきり色合い

出していって決めたらいいのではないかなということを申し上げたいと思

います。 

＜堀口委員＞  私この活性化協議会ができた最初に６年前ですけど参加させてもらった

とき、コミュニティバス＝福祉バスというような印象だったんですね。お

年寄り専用のバスを走らせる為の協議をやってるのかというようなイメー

ジを私も持ってずっと現在に至るわけなんですけど、今回国交省が出した

本来あるべき姿というかまちづくりとバスの関わりというのが私がここへ

参加するときに抱いていた意見そのものなんですよ。やっと国がこうあら

なければならないというところにやっと意見が合致して、さあこれからい

い話し合いになるのかなというふうなところで今年度任期が終わりです。

また参加しやなあかんかなと。これから始まるんだったらそういうことで

すよね。今から本番みたいな気もしなくもないですね。本当だったらお年

寄りとか体の不自由な方のためのバスもそれは必要なんですけど、本来公

共交通ってそういうものじゃないと思うんですよね。うちの家出てここま

でバスで来れたら一番いいんですけど来れないんですよ。津に住んでる限

りは。まず家の前にバスが通ってないということから始まってね。そうい

うようなとこもやっぱり街を作ろうと思ったらその血管である交通網を整

備しないとお年寄りはどんどん増えていく時代になってきてるんだから。

必要なんですよね。その必要なものがないと。これが大きな問題というこ
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とです。 

＜事務局＞   ありがとうございます。確かに委員さんおっしゃられるようなこともご

ざいますので、先ほど説明がありましたように民間の三重交通さんとかの

御協力をいただきながら乗り換えも含めながら、なるべく便利な交通網が

できるようなことを御議論いただきまして今の現状ある中でできる限りど

こまでできるかということをまた来年度皆さんのお力をお借りしながら協

議していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。久々に出席いただいて北村先生いかがですか。 

＜北村委員＞  コミュニティバスとかまちづくりとか沢山出てきて、私、社会福祉が専

門なんですけど、福祉の分野でいくと適切な意見か分からないですけど、

一般的に言われる福祉というのは多分障がい者やお年寄りが使いやすいと

いう程度のことで使われていると思うのですけど、本来はまちづくりとい

うことと社会福祉という分野は分けて考えなければいけないかなというと

ころがあって、何が言いたいかというと社会福祉という分野で対応すべき

人たちとか問題というのは何をおいても対応しなければならないですよね。

高齢者の買い物の足であるとか病院への足であるとかいうものは必ず整備

しなければならないもので、一般の人たちが使いやすいみんなが使いやす

いまちづくりを目指しながら、でもどうしてもそれに乗れない人達に対し

ては特別にやはり配慮をしていく必要があるというその特別というのもや

っぱり必要な。ちょっと伝わるかどうか分かりませんが。まちづくりって

いうことをどういうふうに考えるのかとか、やっぱりここは政策とかそう

いうことも協議していく場ですので、もうちょっと文言とかそれぞれの福

祉の役割、公共交通の役割ということについてこれからもうちょっと整理

していかないと話が噛み合わなくなってしまうのかなと、これからの展望

を思ったりしました。 

＜竹田委員＞  どうしても限られた時間で協議を進めなければならないと。それぞれの

連携計画に基づいたいろんな議題もございまして、なかなかここで全部議

論をする、今、堀口さん言われたように本来そういうところを元を掘り下

げて議論できれば一番いいのですけど、なかなか時間的な制約があってと
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いうことなので。そういうこともあってこことは離れるのですが、こうい

う協議会をいわば補完、補完と言ったら大げさか分かりませんが、市民的

な研究会を立ち上げまして、北村先生が代表になっていただいている研究

会なんですけど、是非今の先生の話をもうちょっと具体的にお聞きしたい

ということで３月８日、土曜日ですけど、アスト津で９時半から昼まで北

村先生の話を中心に議論を重ねていこうというようなことですので。もし

興味おありの方は是非御参加いただきたいと思います。参加料は無料です

のでぜひお聞きください。以上です。 

＜伊豆原会長＞ 武田さん、谷口さんいかがですか。 

＜武田委員＞  私は旧津市の人間なんです。ということは合併したことによってものす

ごく最初入ったときに無料バス券というのが廃止になったということでも

のすごく言われました。はっきり言いますとね。私もいろんな地域の全然

知らない地域なんですよ。川口や白山ルートや聞きましても、新しいこと

ばかりでいい勉強にはなったんですけどやっぱり旧津市のことをもうちょ

っと問題に上げていただけたら幸せかなと思って最後お願いしたいと思い

ます。 

＜谷口委員＞  乗りやすくて値段が安くて乗り換えしてもお金が変わらないとか、あと

は学生たちが人数が多いので学生たちも利用できるようなバスが反映され

たらいいと思います。ありがとうございました。 

＜吉川副会長＞ いろいろ貴重な御意見を参考にお聞かせいただいてありがとうございま

した。終わりに事務局にお礼を申し上げたいと思います。第４回、いろい

ろな計画を毎回送っていただきまして、ただどんな研修もどんな研究も、

この資料をもとに決定されるんです。ただ口でしゃべるんだったら通常の

講演会など紙見てしゃべります。しかしこういうような資料を提出して多

くの皆さん方にいろいろそういう資料を説明しながら講演会をしていた、

研修会は主に近くにまた行くんですけど研修の講演会を聞いて現地を視察

したりしていろいろ勉強させられるんですけど、問題はこの資料がいかに

適切に報告の資料になっておるかということを私いつもそういうところへ

参加して申し上げるんです。しかし津市の公共交通の活性化のいろいろな
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会合において、事務局の出される資料というのは実に的確で相当なお金を

かけてると思います。この点につきましては自治会長の中でよくお話する

んです。これだけの資料をこれだけ整えていろいろ公共交通活性化協議会

の参考の資料にされてるんですよって。よくここまで資料作ってるなとみ

んな自治会長さんの中で言われることがたびたびあるんですわ。その点、

非常に適切なそして具体的な資料を作っていただいたことについて、最後

の協議会になると思いますので、一委員として心から改めてお礼を申し上

げたいと思います。来年度どういう構成になるかしりませんけど。ありが

とうございました。 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。皆さんからいただきました。いたらない会長

でしたがお許しを。国の方針といいますか国の法律がどう変わるかという

のは大きな問題なのですが、少なくともこの協議会が先ほどおっしゃって

いただいたように協議会でいろいろ議論していかなければいけないという

ところがすごく多くなってくる。協議会の負担が重くと言いませんけど重

要になってきたのだろうと思うのですね。そのときに３回、４回の協議会

で全部議論できるかという話になってくるとなかなか難しい。そういう意

味で事務局の方では分科会という構想を持ってもらっております。やはり

コミュニティバスの役割というのは実はそんなに全部がカバーできるわけ

ではない。私たちがサポートできる部分というのは実はコミュニティバス

だけじゃなくて他の仕組みを考えなければいけない。ましてやソフトの仕

組みもいるだろう。ハードのものも当然いるでしょうけど。そういうこと

を考えると公共交通の分野がちょっと荷が重くなるというのが私は実は非

常に気になっていまして、実は昨日、静岡県の公共交通の協議会に参加し

ておりました。エリア全体でいろんなところがございました。一例を言い

ますと、熱海市がコミュニティバスを止めたら今度は事業者が観光のルー

トを引き継ぐというユニークな形がおきました。赤字を覚悟で拡大するん

だと事業者さんはおっしゃっていました。なかなか若い方でしたが、大変

おもしろいことになりそうかなと思います。いわゆる市で運行していた観

光ルートを市が止めると手を引くというのを今度は一般の事業者がやると

いうんですよ。さてそこはもう少し様子を見たいなと思っているのですけ

どね。どんな展開をやっていくか。そういうことも含めて移動というもの

を私たちはようやく身近に感じてきた。そういうときに先ほどおっしゃっ
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たように最初の議論は津の将来を考えましょうという議論と、津の目の前

のことを考えようという二つの議論をしたのですね。なかなか将来のこと

まで今いってないのですけど、実はそういった将来のことも考えていこう

とすると、今日北村先生に来ていただいてますけど、若い人が将来のこと

を考えないと、私たちみたいなところが将来のことをいっぱい考えてもこ

れは憂いばっかりでありまして、将来の夢はなかなかない。若い人は夢を

持てる。そういうところもありますから、そういうメンバーもいる。将来

の話はなかなか難しい。そうなると目の前のことを少しやれるといいなと

いうあたりからスタートが始まったのだと思いますね。だけど先ほど言わ

れたようにいわゆる交通弱者と言われる方をまずは対象にしましょうとい

ってスタートしたんだけど、実はそこから我々は一段二段上がるつもりだ

ったのがまだなかなかそこまでいってない。先ほど北村先生がおっしゃっ

たように、ではどこまでをどうサポートするかサービスするか、なおかつ

先ほど副会長おっしゃったように地域活性化というあたりまで広げていく

となると、これはなかなか大変な役割を我々は課せられたのかなと思うの

ですが、そうは言ったってやれることは限られてますから、私たちが一歩

一歩ひとつひとつメスを入れながらいかに効率良くやれるかというのはこ

れからのこの協議会に課せられた使命かな、役割かなと思っておりますの

で、是非、委員の方、今日が最後なのですが、これからも委員になられる

かどうか私は分かりませんが、ようやく顔見知りになっていろいろお話い

ただけるようになってきたのですから、是非外から御意見をいただけたら

と思いますのでよろしくお願い致します。それから後の委員の方、今年度

は４回でしたが、来年も多分肩書でおられる方、いわゆる職務で出ていた

だく方が多いかと思いますが、次の委員の方にもしお変わりになった場合

は次の委員の方に是非お引き継ぎいただいてお願いしたいなと思いますの

でよろしくお願い致します。ちょっと長くなりましたけど第４回はこれに

て閉会したいと思います。どうもありがとうございました。 

＜事務局＞   本当にありがとうございました。今年一年間いろんな御議論をいただき

ましてありがとうございました。これで協議会を終了したいと思います。

ありがとうございました。 


