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平成29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29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29年8月17日（木）午後2時から午後3時まで 

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）、加藤貴司（副会長）、西山悠夫（副会長）、伊

藤智泰、伊藤好幸、大谷英生、落合毅人、川邊正浩、小出和仁、

小島誠伺、竹田治、冨永健太郎、西川明正、町野恒、森田寛、山

本剛澄、吉川俊子 

（事務局） 

交通政策担当参事兼課長 澤井尚 

交通政策・海上アクセス担当主幹 岸江一浩 

交通政策・海上アクセス担当副主幹 西出智康 

交通政策・海上アクセス担当 藤原崇 

5 内容 1 廃止代替バスの延伸及び停留所の新設について 

2 自家用有償旅客運送の更新登録の申請について 

3 自家用有償旅客運送の変更登録の申請について 

4 津市コミュニティバス（河芸地域）における停留所名の変更に

ついて 

5 先進地視察について 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0人 

8 担当 都市計画部交通政策課交通政策・海上アクセス担当 

電話番号 059－229－3289 

Ｅ－mail 229-3289＠city.tsu.lg.jp 
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【平成29年度第3回協議会の議事内容】 

 

＜事 務 局＞ 本日は、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。定刻になりましたので、ただいまから平成29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たいと存じます。 

初めに、資料についてでございますが、【資料 2－6－①～⑤】につきま

しては、運転手さんの住所などの個人情報が含まれておりますことから、

協議会終了後に事務局にて回収させていただきますので、御退席の際に机

の上に置いておいていただきますようお願いいたします。 

御不明な点がございましたら、後ろに担当の者がございますのでお尋ね

いただきたいと思います。 

それでは、ここからは議事進行につきまして、伊豆原会長にお願いした

いと思います。 

それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 皆さんこんにちは。 

暑い日になってしまったのですが、御苦労様です。お盆を越えると朝夕

は涼しくなるというのが定説なのですが、まだまだ暑い日が続いています。

昨日の夜、私の家でコオロギが鳴いていました。ちょっと夜は涼しくなっ

てきたのかなと季節の変化を感じ取ったところです。 

津は随分涼しいですね。今日、名古屋から来ましたが、電車を降りまし

たら風がすーっと通りまして、名古屋に比べると随分涼しいところだなと

いう気がいたしましたので、ちょっと楽かなと思いました。 

津の公共交通の問題というのはいろいろな課題を抱えていますが、今年

は初めて 3 つの分科会で議論をしていただいています。また、今日もこの

会議の後に分科会がございます。長丁場になりますがよろしくお願いしま

す。 

先月、福岡で会員になっているモビリティマネジメント会議というのが

ありました。ちょうど10周年という年でした。少し変わった会議で、大学

の研究者が3分の1、各市町の担当の方、市民の方が3分の1、その他事業

者の方が3分の1集まるユニークな会議です。大体、こういった会議や学

会というのは研究者とか大学の教員が多いのですけど、モビリティマネジ

メント会議というのはそういう構成で、非常にたくさんの方から色々な御
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意見が発表されたり、パネルディスカッションといっても、こういうとこ

ろでポスターを貼りまして、いろんな形で何をやっているかというのを発

表してもらうのです。 

津の形成計画の中にも、モビリティマネジメントの推進という言葉がち

ゃんと入っています。そのモビリティマネジメントが今、交通のことだけ

ではなくて、もっと社会の中の仕組みもみんなで考えようという話になっ

てきています。 

一例を申しますと、今日は三重交通の山本さんがおみえですが、運転手

不足というのが全国の事業者さんでは大変な問題になっています。 

実は、八戸では行政と一緒になって運転手不足を解消しようという試み

がされております。一事業者だけではもう課題を解決できないところまで

来ているのではないかということで、行政の皆さん、それから地域の皆さ

んも一緒になって、運転手さんをどうやって確保していくかということを

考えるという取組をやっておられるところもございました。 

もう一つは、移動ということに対して、私たちは買い物や病院に行くと

いう目的が多いのですが、それだけではだめで、むしろ、車ばかり使って

いると足腰が弱るので、公共交通に限らず、歩くとか自転車やバス、鉄道

を実際に使うことによって、健康にも良いのではないかという話もありま

した。 

皆さんはＢＭＩを御存知でしょうか。肥満度の指数です。体重を身長の

二乗で割るとＢＭＩの指標が出てくるのですが、そういうことをみんなで

考えましょうという話とか、色々な形でモビリティマネジメント、いわゆ

る移動ということに対してみんなで考えて改善していくという報告が、

色々な形で発表されていました。これもみんな行政の方、研究者、一般の

市民の方、若い人からお年寄りまでみんなが集まってワイワイと話をしま

す。  

ある地域では、地域バスを自分たちで作ったよと、80歳近くのおじいさ

んが壇上で発表されました。今、自分たちはこんなに頑張っているんだと

おっしゃっていました。そういう会です。そういうことも全国で色々な形

で動いてきています。 

ここは津の地域公共交通活性化協議会なのですが、こういう手段だけの

話だけじゃなくて、生活そのものをどうしていくか、私たちがこれから良

い生活をしていくにはどういう仕組みが良いのだろうというようなことも
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考えていくことが必要な時期に来ているのではないかなと思います。 

そういう意味で、初めての試みの分科会ですが、次のステップへ向かっ

た御意見等をいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

今日は、御承認いただく事項が4件と報告事項が1件用意されておりま

す。時間が限られておりますけど、是非、お知恵を出していただいて、次

のステップに向かっていきたいと思います。それでは座って進めさせてい

ただきます。 

まず、出席状況について事務局の方から報告をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、現在時の出席状況の確認をさせていただきます。本日の会議

でございますが、委員総数20名のうち16名の御出席をいただいておりま

す。 

なお、北村委員、山口委員、村田委員につきましては、事前に御欠席と

の御連絡をいただいており、竹田委員につきましては、所要で遅れる旨の

御連絡をいただいておりますので、併せて御報告申し上げます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

ただいま事務局から会議の出席状況について御報告いただきました。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、お手元の事項書に従って進めていきたいと思います。 

一つ目の「廃止代替バスの延伸及び停留所の新設について」ということ

で、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項 1「廃止代替バスの延伸及び停留所の新設」について御

説明申し上げます。 

まずは【資料1－1】をご覧ください。 

平成29年10月1日より、津市北河路町19番地1において『津市産業・

スポーツセンター』が運営を開始いたします。 

『津市産業・スポーツセンター』は、既存の産業展示場『メッセウイン

グみえ』、屋内総合スポーツ施設『サオリーナ』、県内の武道拠点となる『三

重武道館』で構成される施設でございまして、市内外から多くの利用者が

見込まれることから、市内の主要な鉄道駅である『津駅』及び、施設最寄
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りの鉄道駅である『津新町駅』からのバス路線の乗り入れについて、三重

交通（株）と協議を進めてまいりました。 

その協議の中で、『津駅西口』からの路線の設定につきましては、津駅西

口ロータリーにバスの停車スペースを確保できないことから困難であると

の結論に達しましたため、『津駅前』と『津新町駅』を結ぶ路線を延伸する

方向で検討してまいりました。『津駅前』と『津新町駅』を結ぶ6路線のう

ち、現在のバス利用者への影響を極力抑えられるよう、ほとんどの便が『津

新町駅』止めとなっている『一身田大里線』を延伸することといたしまし

た。 

今回延伸する路線は、【資料1－2】の赤線部分の3．3ｋｍでございまし

て、『津市産業・スポーツセンター』の敷地内に『サオリーナ前』という名

称の停留所を新設し、当該路線上にある既存の停留所3ヶ所にも停車する

ことといたします。 

 延伸後の時刻表は【資料1－3】のとおりでございまして、薄いオレンジ

色で色付けした部分が延伸部分、赤字で表記した部分が新たに追加される

便でございます。 

運行本数につきましては、『サオリーナ前』発便が平日11便と土日祝日

10 便、『サオリーナ前』着便が平日 12 便と土日祝日 11 便となっておりま

す。 

 また、延伸後の運賃は【資料1－4】のとおりでございまして、三重交通

（株）の制度に基づき、『サオリーナ前』から『津新町駅』までが220 円、

『サオリーナ前』から『津駅前』までが240円となります。 

 なお、延伸部分の運行開始日につきましては、『津市産業スポーツセン

ター』の運営開始に合わせまして、平成29年10月1日といたします。 

 以上をもちまして、「事項 1 廃止代替バスの延伸及び停留所の新設」

についての説明とさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

ただいま、サオリーナまでの延伸と途中の停留所、『サオリーナ前』停留

所について説明をいただきました。これについて、何か御質問、御意見が

ございましたらお受けしますが、いかがですか。 

 

＜森田委員＞ バスは、サオリーナのどの辺に停まるのでしょうか。 
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＜伊豆原会長＞ もう少し詳しくお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 【資料1－2】の左下の部分に拡大図が載っておりまして、赤い点で印を

してあるところになります。 

メッセウイング前のロータリーの部分で、庇のある部分。雨に濡れないよ

うなところに設けさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

料金の話のところで、一般的には対距離運賃と均一料金というのは皆さ

ん一番分かりやすいのですが、ここには地帯制と書いてあるでしょう。こ

れについては山本さんに教えていただいた方が良いのですかね。ちょっと

皆さんに分かるように教えてください。 

 

＜山本委員＞ 均一区間というのがありまして、津市内でそれを5つの地帯に分けてお

ります。 

それぞれの地帯内で乗った場合は220円区間ということで、基本は津駅

を中心に北は白塚の方から、当該の路線でいきますと一身田の手前にバス

停があるのですが、そこまでが均一の区間という形になっておりまして、

それぞれの地帯の中であれば220円ということで設定をしております。 

津駅からサオリーナが 240 円ということで、5 つの地帯の中で津駅を中

心としている一つのエリアがありまして、その南の方の津新町を中心とし

ている地帯にサオリーナが含まれてくるのですが、地帯が二つ重なります

ので、240円という運賃の算出になっております。 

一つの地帯の中にバス停があるのであれば220円なのですが、津駅から

サオリーナというのは、私どもが設定している地帯が2つになっています

ので、240円となっております。 

また、津新町からサオリーナというのは、津新町を中心とする地帯の中

に含まれておりますので、220円という設定になっております。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

 

＜山本委員＞ 均一区間ということで、大きな円があれば良いのですが、大きな均一区
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間を 5つの地帯に分けているんです。そのブロックを一つ繋げることによ

って220円から20円加算されていくという制度になっています。 

 

＜伊豆原会長＞ お分かりになりますか。 

均一料金区間というのは地帯で決めてあって、それをまたぐと、20円プ

ラスということですね。地帯ごとに料金が設定されていて、それをまたい

でいるので、その分だけが加算されるということですよね。 

 

＜山本委員＞ 例えば、芸濃町の椋本へ行く椋本線というものがございます。津駅を起

点として関へ向かっていく道路を運行しているのですが、高田高校を越え

てしまうと均一区間を外れることになりますので、そこを越えてしまうと、

津駅から降りるバス停までの間のキロに応じた運賃を頂戴することになり

ます。 

例えば、津駅から終点の椋本ですと、津駅から椋本までのキロに応じた

運賃を頂戴しますが、津駅から高田高校までの場合は地帯内でございます

ので、220円になります。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

少し分かりにくい仕組みですけど、地帯制運賃ということで、均一区間

を跨いでいくとこういう形になります。 

  いろいろ設定の仕方があって、民間運賃になっていますので、そんな形

になっています。 

ですから、『津駅』から『サオリーナ前』までは 240 円で、『津新町駅』

から『サオリーナ前』は220円ということです。 

よろしいでしょうか。10 月 1 日からサオリーナがオープンしますので、

そんな形で運行したいということです。 

よろしいでしょうか。御質問等が無ければ、御承認いただいたというこ

とで進めさせていただきたいと思います。 

それでは、事項2の「自家用有償旅客運送の更新登録の申請」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＞ それでは、事項 2「自家用有償旅客運送の更新登録の申請」について御

説明申し上げます。 
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まずは【資料2－1】を御覧ください。 

津市コミュニティバス全24路線のうち15路線につきましては、公用車

を用いて有償旅客運送を行っておりますが、公用車を用いて有償旅客運送

を行うためには、道路運送法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う

登録を受けなければならないこととなっております。 

現在、津市が同法第79条の3の規定により受けている『自家用有償旅客

運送者登録証』が【資料2－2】でございまして、登録有効期間が平成29年

9月30日までとなっておりますことから、津市コミュニティバスの事業を

その後も継続していくためには、同法第79条の6の規定に基づき、有効期

間の更新の登録を受けなければならず、更新登録の申請時には、【資料2－

7】のとおり、当協議会において協議が調っていることを証する書類を添付

する必要がございます。 

なお、登録の有効期間が3年となっておりますことから、今後も3年に

1度は当協議会において更新について御協議いただくこととなります。 

今回提出する予定となっております自家用有償旅客運送の更新登録の申

請書が【資料2－3】でございまして、届け出る自動車の一覧表が【資料2

－4】、対象となる路線図が【資料2－5－①～⑤】でございます。 

 また、更新登録の申請にあたりましては【資料2－6－①～⑤】を添付い

たしますが、当該資料につきましては、冒頭にも申し上げましたとおり個

人情報が含まれておりますことから、協議会終了後に事務局にて回収させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、更新登録の申請時には、自動車の車検証、運転手の

免許証、運行管理者資格者証及び、対価の額を示す書類として、「津市コミ

ュニティバスの設置及び管理に関する条例」を抜粋したものを添付するこ

とを申し添えまして、「事項2 自家用有償旅客運送の更新登録の申請」に

ついての説明とさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

ただいま、自家用有償旅客運送の更新登録の申請ということで御説明い

ただきました。これについて何か御質問、御意見がございましたらお受け

したいですが、いかがですか。 

簡単なことを言うと、白ナンバーで運賃を設定して旅客運送するという

場合は、白タクではだめなわけですので、道路運送法の79条に規定が設け
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られています。3 年に一度は運転手も全部チェックして、この会議で適当

とみなしていただければ承認しますというルールになっていますので、こ

の会議で承認していただかないと申請できないという仕組みになってい

ます。 

自家用有償運送というのは、公用車を使ってやるということになってい

ます。久居と河芸、芸濃、安濃、美杉については、79条運送の仕組みでや

っているということです。 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、御意見も無いようですので、自家用有償旅客運送の更新登録

の申請については御了承いただいたということで進めさせていただきま

す。 

それでは、3つ目は同じように関係するところなのですが、「自家用有償

旅客運送の変更登録の申請」ということで、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項 3「自家用有償旅客運送の変更登録の申請」について御

説明申し上げます。 

まずは【資料3－1】をご覧ください。 

事項2におきまして、自家用有償旅客運送の更新登録についてご説明申

し上げたところでございますが、同じく、登録を受けている路線について

変更を行う場合につきましても、道路運送法第79条の7の規定に基づき、

国土交通大臣の行う変更登録を受ける必要がございます。 

今回変更を行おうとするのは、同法第 79 条の 3 の規定により登録を受

けている美杉地域の津市コミュニティバス、逢坂・飼坂ルートでございま

して、変更の内容は、現在は通過している御杖村地内に停留所を新設しよ

うとするもので、一部路線に変更が生じますことから、同法第79条の7の

規定に基づく変更の登録を受ける必要がございまして、変更登録の申請時

にも、当協議会において協議が調っていることを証する書類を添付する必

要がございます。 

 停留所を新設しようとする理由につきましては、当該地域は美杉地域の

伊勢地地区と太郎生地区を結ぶ国道368 号線沿線にございまして、血縁者

が行政界を越えて居住するなど、地域住民にとっては繋がりの深い地域で

あることに加え、敷津停留所の近隣には、温泉や商店を備えた道の駅がご
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ざいますことから、停留所を新設することにより、地域住民の利便性向上

が期待できるためでございます。 

今回提出する予定となっております自家用有償旅客運送の変更登録の申

請書が【資料3－2】でございますが、路線の変更により変更となるキロ程

は100メートル未満であることから、「4 変更しようとする事項」の部分

に変更点はございません。 

続きまして、【資料3－3】をご覧ください。 

現在の路線及び停留所が青線及び青丸で示した部分でございまして、新

設する停留所が赤丸で示した2ヶ所、変更後の路線が赤線部分でございま

す。 

一部路線が変更となる理由につきましては、新設する停留所は三重交通

（株）の停留所と同じ場所に設置することとしておりまして、小屋（こう

や）停留所が現在通過している国道368号線の北側にある村道上にあるこ

とから、一部運行ルートを変更する必要があるためでございます。 

 なお、変更後の時刻表が【資料 3－4】、運賃表が【資料 3－5】でござい

ます。 

 以上をもちまして、「事項3 自家用有償旅客運送の変更登録の申請」に

ついての説明とさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

ただ今の変更登録について、何か御質問、御意見等ございましたらお受

けしますが、いかがですか。 

これは、お隣の御杖村とのお話はついているということでよろしいです

か。 

 

＜事 務 局＞ はい。協議が調っております。 

 

＜小島委員＞ 既存の通っていたところの北にある村道を走るという説明でしたが、道

幅等は遜色無いですか。 

 

＜事 務 局＞ 村道ですが、幅 2.5ｍの三重交通の路線バスが走っている道でございま

す。コミュニティバスで使っているのはワゴン車両、普通乗用車を使って

おりますので、問題は無いと考えております。 
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＜小島委員 ＞ ありがとうございました。安心しました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。 

 

＜加藤副会長＞ 一点だけ補足させていただきますと、4 月に津市がオープンさせました

家庭医療クリニックというのが伊勢奥津にありまして、御杖村の方で、そ

ちらの病院にかかられる方がみえるということで、何とか乗せてもらえな

いだろうかという、御杖村からのお願いもありまして、この停留所につき

ましては、来ていただくのならどうぞということで設置させていただくと

いう事情もございます。 

 

＜小島委員＞ こういう地域こそ、自由乗車、自由降車というような区間を設定できな

いんでしょうかね。 

今、通院するということをお聞きしたので頭に浮かんだのですが、それ

は法律的に無理なのですかね。この区間は村落も点在しているし、自由に

手を上げてはっきり示したら停まって乗せてもらえるとか、ここで降ろし

てくれと言ったら降ろしてもらえるとか、そういうのがあると、停留所ま

で歩くのが大変な方にとっては非常にありがたいのではないでしょうか。 

私が年寄りになったらそうしてほしいですけどね。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局、何かありますか。 

 

＜事 務 局＞ 御意見はごもっともだと思います。 

ただ、バスが運行する国道368号は交通量が多いので、急に車が止まっ

たときに後ろの車が追突するとか、追い越しをかけようとして事故すると

か、安全の確保という点で難しい面があります。 

こちらは過疎地のイメージが強いのですが、使っている道路が国道とい

うこともありますので、安全面からフリー乗降は難しいかと考えて、今回

は停留所の設置という考えを持たせていただきました。 

 

＜小島委員＞ よく分かりました。 

せめて、村道の中で何とかならないでしょうか。 
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＜伊豆原会長＞ 今のお話はすごく大切で、津建設事務所の大谷さんに来ていただいてい

ますが、今言ったように安全確保ということが一つ大きく影響すると思う

のですね。それは道路管理者と交通管理者さんとで話し合っていただくし

か手がないのですね。交通量なり地域の安全ということになりますから。 

今、村道というのがどの程度の交通量かわかりませんが、必ずしもこの

路線だけではなくて、やはり皆さんが使いやすい、ただ、それが逆に言う

と、どこでも乗れる、どこでも降りられるという仕組みが果たしてそれで

良いのかどうかということも含めて、今おっしゃったように御利用になら

れる方と話をしないといけないですね。 

行政だけではなく地域の皆さんとも相談して、なおかつ道路管理者と交

通管理者と相談して、どうやったらうまくいくかというのを探っていくと

いうことが必要かと思います。 

今言われた国道からわざわざ村道の方に回すのであれば、どういう状況

なのか私も現地を見ていませんが、それなりのサービスがあった方が良い

だろうと思います。山間地とか、そういうところでは結構そういうことが

あったりします。自由乗降じゃなくて、乗車はここまで来ていただくけど

帰りは近くで降ろしてあげるとか、乗車降車ともに手をあげたら良いよと

いう場合もありますし、色々なやり方がなされていますから、一度御検討

ください。 

幹線道路の中では難しいということは小島さんもお分かりの上での話だ

と思いますから、村道の方であればどうなのか、地域の皆さんと、管理者

さんとも御相談いただいて。 

これは必ずしもこの路線だけではなくて、美杉の方は確か自由乗降とか

ありますよね。細い道のところはやっていますので、それらも含めて。 

多分、敷津の方は無理だと思います。道の駅が近くにあってとなると、

それは大変なことになりますから、難しいと思います。小屋の方はもしか

したらということがあり得るかもしれません。ただ集落がどういうふうに

なっているかも分かりませんから、それも含めて検討する必要があると思

います。 

他にいかがでしょうか。今の自由乗降については、申請しないといけま

せんから今すぐに答えを出すわけにはいきません。変更はひと月くらい前

に申請しないと手続き上難しいですから、今のお話の対応は難しいと思い
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ますので、とりあえずは今の形で申請していただくということになると思

います。 

これについてはよろしいでしょうか。御異議がなければこの形で申請さ

せて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。それでは御異議が無いようですので、変更登録

の申請について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。 

それでは、4 つ目の「津市コミュニティバス（河芸地域）における停留

所名の変更について」ということで事務局から説明お願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項4「停留所の名称変更」についてご説明申し上げます。 

【資料4】をご覧ください。 

今回、名称を変更しようとするのは、河芸地域のコミュニティバス停留

所『プライスカット南』でございまして、かつては『プライスカット』の

名称で営業されておりました商業施設の名称が『スーパーセンターオーク

ワ』に変更されておりますことから、当該停留所名につきましても『スー

パーセンターオークワ南』に変更しようとするものでございます。 

また、名称の変更日につきましては、平成29年9月1日付けを予定して

おります。 

 以上をもちまして、「事項4 停留所の名称変更」についての説明とさせ

ていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

今ある施設の名前が変わったので、その施設名に変えたいということで

すが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。御質問、御異議が無いようですので、この名称変

更について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。 

ありがとうございます。それでは報告事項になります。先進地視察につ

いてということで、事務局から御説明いただきます。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項5「先進地視察」について御説明申し上げます。 

今年度の先進地視察といたしまして、玉城町への視察を検討しておりま

す。 

【資料 5】といたしまして、玉城町の公式ホームページを印刷したもの
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をご用意させていただきましたが、玉城町では東京大学が開発した『東大

オンデマンド交通システム』を用いたオンデマンド交通サービス『元気バ

ス』が運行されております。 

津市におきましても、白山地域を除きコミュニティバスの利用者が年々

減少しているという現状がございますことから、将来のデマンド型交通の

導入を検討していくためにも、玉城町の視察は有意義なものにとなると考

えております。 

実施の時期につきましては、10月下旬の第4回協議会との同時開催とい

う形で検討しております。 

詳細につきましては、決定後すみやかに御連絡させていただきますので、

奮って御参加いただきたいと思います。 

 以上をもちまして、「事項5 先進地視察」についての説明とさせていた

だきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 毎年行っている地域の視察ということで、今年は玉城町というところへ

元気バスを見に行きましょうということです。 

何か御質問、御意見がございましたらお受けしたいですが、いかがです

か。 

 

＜町野委員＞ 10月下旬ということですが、まだ日にちは決まっていないのですか。 

 

＜事 務 局＞ 視察先との調整がまだですので、また決まり次第御連絡させていただき

ます。 

 

＜竹田委員＞ 玉城町の元気バスの場合、社会福祉協議会が実施主体で、福祉的な要素

が極めて強い。 

従って、お金のことを言わなくても向こうはできるということで、非常

に注目すべきシステムなので、そのシステムの勉強は良いのですが、実際

にそれを津市みたいに都市計画部が、つまり、まちづくり部門が受け持っ

た場合に、果たしてこれがどう活かされてくるかというのは、一つの課題

でもあると思います。 

そういうことも含めて、オール津で取り組んでいただいたら問題は無い

のですけれど、残念ながら今の縦割りの中では、そうしたことが課題にな
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ると思います。 

もう一つは、津市の場合は、この9月からシルバーエミカという施策を

考えているわけですけど、どちらかと言うと、そことの合同作業というよ

うな形で進めていただければありがたいかなと思います。 

我々だけで進めていても、やっぱり何らかの壁があって、そこが難しい

ということで、できれば高齢福祉課を誘って一緒に視察をやっていただけ

れば、より一層効果があがってくるのではないかと思いますので、差支え

なければ福祉部門にも呼び掛けて、合同視察という形で取り組んでいただ

ければより効果が上がるのではないかと思います。 

是非、その辺を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。 

他にいかがですか。よろしいですか。 

今の竹田委員からのお話は、私も気になっていました。玉城町での実証

実験は、かなり長いことやっておられますけど、この仕組みを私たちがど

う学んでいくか、そのあたりを視察に行く前にちゃんと勉強しておかない

と、単純に行って仕組みだけ見てきてどうでしたという話では、あまり益

にならない。 

むしろ、逆に玉城町にお伺いして、町の御担当の皆さんとお話する機会

があるかどうか分かりませんが、何を聞いていくかを整理した上でいかな

いと、仕組みだけを覚えてもあまり役に立たないと思います。 

基本的にはデマンド型ですから、そこをちょっと整理しておくことが必

要かなと思います。 

今、竹田委員がおっしゃったように、どこの部局と話を聞くのか。福祉

部局の方もどういう形でお聞きになるのか分かりません。その辺も含めて

調整をしておいていただけると良いかもしれません。よろしいでしょうか。 

今、色々な仕組みが動いているので、その一つとして玉城町の視察も勉

強の一つとして視察に行くのは大変良いことです。 

日にちはなるべく早めに設定していただきたいと思います。できれば今

月中には調整していただけたらと思います。よろしいでしょうか。 

せっかくですから、何か聞きたいことはメモしておくとか、事前にデー

タをもらうとか、ホームページだけでは分かりにくいので、玉城町さんか

ら資料をいただけると分かりやすいと思います。 
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多分、御利用になられる方は登録されるはずですから、どういう登録の

仕方をしているかとか、そういうのも要るでしょうね。 

 

＜事 務 局＞ 今も御意見を頂戴しまして、視察の日程につきましては早々に調整させ

ていただきまして、御連絡させていただきたいと思います。 

また、視察にあたりまして、何を聞いてくるか、何を学んでくるかとい

うこともございましたが、事前に論点整理の方を事務局の方でさせていた

だきまして、玉城町さんのバスの資料と併せまして事前に皆さんに見てい

ただけるように送らせていただきたいと思います。 

竹田委員から、高齢福祉課との合同という御提案もございました。まさ

に今、以前も説明させていただきました高齢者の外出支援事業を9月から

実施しようと準備を進めておりますけれども、これなどは健康福祉部の高

齢福祉課と私どもが連携して進めておりまして、またそちらの方へもお声

かけをさせていただきまして、視察に行くのか、内容を別途勉強するのか、

いろいろ手法はあると思いますので、連携した取り組みを進めてまいりた

いと思います。 

視察への御参加を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。 

それでは、また連絡が入りますので、皆さん調整していただいて、多く

の方に参加していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 

御質問、御意見が無いようでしたら、報告事項で、また連絡をいただく、

資料もまた送っていただけるということですのでよろしくお願いいたし

ます。 

ありがとうございました。今日予定していただいた事項はここまでです

が、その他、何か事務局の方でありますか。せっかくの機会ですので、今

日はこれを言っておきたいなということがございましたらお受けしたい

ですがありますか。 

よろしいですか。何でも結構ですので。 

 

＜西川委員＞ ちょっと教えてほしいのですが、こういった元気バス、いわゆる福祉関

係で社協が運行している場合は、陸運支局さんの許可とかはどうなってい

るのでしょうか。自由にできるのでしょうか。 
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＜小出委員＞ 有償運送でやられる場合は、基本的には手続きがされているという認識

をしていただければ結構です。 

 

＜伊豆原会長＞ 無償の場合は支局へ言う必要が全然無い。だから、安全には気を付けて

くださいと言うしかない。 

 

＜西川委員＞ 便利と安全とは切り離せないことだと思います。例えば、無償ならば何

も言えないよということでも、人身事故が起きた場合には社会的問題にな

ってくると思うのですね。その辺があやふやで問題があるなと。 

厳しい規制がされて陸運支局さん、国交省さんの管轄になると思うので

すが、そういう明確な、これでいくという中に不合理な点があると思うん

ですね。 

こういった路線を変更したり停留所作ったりというのは、言い換えれば

地域の要望に応えてそういうふうにしていくというのが基本的にあると

思うのですが、その反面、安全ということは忘れてはいけないと思うので

すね。 

私はいつも思うのですが、何か事故があってから大騒ぎをしたり、規則

を厳しくするということが最近見受けられますので、転ばぬ先の杖で、並

行してそういうことは取り入れていかないと、後から大変だったなという

ことでは、それこそ手遅れになると思うんです。 

この協議会でも、安全というのは切っても切ることができない問題だと

思います。命の関わる問題ですから、安全すぎるほどで構わないので。 

高齢者の方たちが多いと思うので、ちょっと心配をする中での判断をし

ていかないとだめだなという思いでならないのです。 

それから、先ほどお話が出ました、高齢福祉課との連携ですが、今の事

業は何をするにしても連携をしていかないと、単独ではできないと言って

も過言では無いと思います。高齢者がどんどん増えてくる社会状況ですか

ら、対応対策は大変ですが、基本的には命を守るということ、安全という

ことを重要視していかないと、便利性が先立ってしまうのではないかとい

う気がしてならないわけです。 

これからは、そういったことも含めて、勉強に行くのも良いと思います

し、私も社協の関係ですので、市の社会福祉協議会も含めてその辺をしっ
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かり見ていきたいなと、こんな思いをしております。 

 

＜小出委員＞ 御指摘は真摯に受け止めて、御意見があったことは上局に伝えたいと思

いますが、そこの経緯を少し話させていただきますと、運送事業というの

は道路運送法という法律に基づいて実施されているのですが、過去にはそ

こに無償運送事業というのもあって、無償であっても規制がかかっていた

という時代がありました。 

規制緩和という言い方が正しいのか分かりませんが、そこまで規制する

必要は無いだろうということで、その規制が外されたことによってさっき

おっしゃられたように、無償については国はタッチしないということにな

ったという経緯があります。 

しかし、無償であれば何をやっても良いのかという話ではありませんし、

無償であっても人を運んでいるという行為はされておりますので、人を運

べば安全に運行して当たり前ということなのですが、そこには規制が働か

ないというジレンマがあるのが現状です。 

おっしゃる通り、事故があってからでは遅いというのはごもっともな御

意見だと思いますので、上局には伝えて、そこの部分がすぐにこういうふ

うに変わっていくというふうにはならないと思いますが、貴重な御意見だ

なと私はお伺いしましたので、持ち帰ら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した。 

大変重要な御指摘だと思うのですね。安全性という絶対的な評価値なわ

けです。事故はあってはならないわけですね。 

ですから、そこを含めて私たちは交通サービス、移動のサービスをどう

するのかという話をしていかなければなりません。有償なら良いという話

にはならないし、無償なら何しても良いよというわけにもいかない。 

本来、基本的な要件というのがきちんと満たされた上で、有償か無償か

という議論にならないといけないのだろうと思うのですね。そういうこと

は、私たちも整理していかないといけない。 

特に免許返納。高齢者の交通事故が多いがゆえに道路交通法が改正され

たりと、色々な取り組みがされていますが、法的な部分を守ればそれで良

いのだということではなくて、基本的に私たちの社会の中で、安全という

のは絶対条件としてあるのだということは、みんなできちんと確認し合っ
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ておかないといけないと思います。 

大変良い話をありがとうございました。他にいかがですか。 

 

＜竹田委員＞ 安全運転という話が出ましたので、併せて要望といいますか、自家用有

償旅客運送の書類の了承はしましたが、運転者の氏名と住所と免許区分に

加えて、年齢も付け加えていただくと良いのではないかと思います。 

と言いますのも、別に歳を取っているから危ないというわけではないの

ですが、これは旅客運送、貸し切りの部門だと思いましたが、80歳近い運

転手さんが乗っておられました。 

ある旅行社を通じて旅行に行ったわけですが、運転手さんが来年で80歳

だと言ったので、何となく不安を覚えました。今、たまたま安全運転とい

う問題が出ましたので、できれば我々がこれを承認するにあたって、参考

に年齢まで付け加えていただけると良いかなと思いました。 

可能ならば、そういう方向で御検討いただければと思います。 

 

＜小出委員＞ おっしゃる通りなので、持ち帰らせていただきます。 

御意見があったことはお伝えさせていただきます。 

 

＜町野委員＞ 事務局の方で、先進地視察ということで計画いただいたのですが、社会

福祉協議会でやっている玉城町のバスは無償で走るということで、協議会

の先進地視察としては参考にならないのではないかと思います。 

まだ日にちもありますし、他に視察に適当な場所があれば考えていただ

けないかと思いますがいかがですか。 

 

＜伊豆原会長＞ どういう経緯でこの仕組みが導入されてきたかとか、そういうことを学

んだら良いと思うのですよ。 

無償だからどうだとか、そういうことは別問題としてあって、こういう

仕組みがあって、今はたまたま実証実験だから無料ですよと言っているだ

けです。 

実は、他のところでも東大の仕組みを使っているところは全国的に結構

あります。オンデマンドの協議会もあります。では、東大の仕組みが沢山

使われているかといえば、そうでもないです。 

なぜそういうのが使われて、なぜ使っていないところがあるかというこ
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とは、私たちが学べば良いと思うのですね。こういう仕組みをうまく使っ

ていく手も無いことは無い。 

たまたま玉城町は無償でやっているというだけのことですから、私たち

がこの仕組みをどうやってうまく使っていくかということが勉強になる

と思うのです。そこを整理して資料を作ってくださいねと言ったのは、そ

ういうことなのです。 

私たちが今まで知らなかった、身近に見えていなかったところへ聞きに

行くというのは、私は良いのではないかなと思います。今から場所を変え

るというのも大変ですので、とりあえずは聞きに行って、また違ったとこ

ろがあれば整理していくというのでいかがかなと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

＜町野委員＞ 分かりました。 

 

＜事 務 局＞ こちらの玉城町を推させていただいた背景には、御存じのように国から

地域内フィーダー系統の補助をいただいているのが現状なのですが、フィ

ーダー補助の中の要件には、輸送量について、乗っていなければ補助がで

きなくなりますよというようなことも書かれてきています。 

そうすると、低密度、利用者が少ないところをどうしていくのかを我々

は考えていく必要がありまして、その中で、デマンドというシステムは予

約があったときに運行するだけというもので、低密度の利用者に対して有

効な手段だとも言われています。 

そういったものを研究して、またフィーダー補助がいただけなくなった

ときに対応する一つの方法として検討していただく材料になるかと思い

まして、今回はこちらを選ばせていただきました。 

是非、御参加いただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 先ほど事務局がおっしゃったように、資料を作っていただいて、皆さん

にもう少し情報を分かりやすく出していただけると大変良いかなと思いま

す。それを一度見ていただいて、御質問なり、玉城町の皆さんと意見交換

ができたら良いかなと思いますので、よろしくお願いします。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

今日の協議会の事項についてはこれで終了とさせていただきたいと思
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います。それでは事務局にお返しします。 

 

＜事 務 局＞ ありがとうございました。 

お疲れのところ大変恐縮ではございますが、続きまして分科会の方をお

願いしたいと存じます。お手元にこういう紙を置かせていただきましたが、

分科会Ａが5階の51会議室、分科会Ｂが6階の61会議室、分科会Ｃが6

階の62会議室ということで準備をさせていただいております。この後、各

分科会担当者が御案内させていただきますので、各会場への御移動をお願

いしたいと思います。 

なお、分科会につきましては、移動と休憩を挟みまして、3時20分を目

途に始めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、冒頭でもお伝えさせていただきましたが、【資料 2－6－①～⑤】

につきましては、事務局の方で回収させていただきますので、机の上に置

いておいていただきますようお願いします。 

それでは、これをもちまして第3回津市地域公共交通活性化協議会の全

体会議の方を閉会させていただきたいと思います。 


