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平成29年度第5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5回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 平成30年1月10日（水）午後2時から午後4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）、伊藤智泰、伊藤好幸、

内山宜哉、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、村田友和、森田寛 

（事務局） 

都市計画部次長 伊藤秀利 

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、桂京佑 

5 内容 1 委員の交代について 

2 津市地域公共交通活性化協議会公募要領の改正について 

3 地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 

4 津市地域公共交通網形成計画の中間見直しについて 

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5回協議会の議事内容】 

 

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

ます。 

只今から、平成 29 年度第 5 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。 

それでは、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。会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 皆さま、明けましておめでとうございます。 

今日はずいぶん寒くて、東北や日本海側は大変なようです。名古屋から

来ると、津は暖かいな、風が無いなといつも感じるのですが、今日は特に

そのように感じました。 

協議会は、今年度第5回目になります。皆さんのお陰で、少しずつ市民

の皆さんに公共交通の使い方というのが浸透してきたかなと思いますが、

そうは言っても、やはり地域の実情によって使い方とかサービスが異なっ

ているということもございますので、その地域の皆さんがどういうふうに

行動して移動していただけるか、また、私たちがどうすればその実情に合

うようなサービスを展開していけるかという話を、これからもずっと続け

ていかなければならないのだろうと思います。 

昨年の交通事故の死者は4千人を切って、前年に比べるとかなり少なか

ったのですが、そのうちの約6割の方が高齢者ということでして、これは

大きな社会問題です。私たちは交通安全のことをあまり協議していません

が、どうしても免許返納の促進、推奨という話が出てきます。免許を返納

しても、その人が以前にも増して家から出て活動的に行動できるという社

会はなかなか作られていません。そうすると、家に閉じこもってしまい、

認知症にもなりかねない。実は、私の兄が昨年の暮れに老人ホームに入り

ました。足が悪くて動けなくなったというのが実情なのですが、彼も3年

前に免許を返納したときにはバスを使って街歩きをしていました。でも、

やはり足が悪くなるとバスが使えない。元気でないとバスは使えないとい

うのが今の仕組みです。足の悪いお年寄りはどうやったら移動の足を確保

できるのかということも、これから大きな課題になりそうな気がします。 

いわゆる公共交通の範囲が広くなるということを少し考えていただい
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て、今朝の新聞にも載っていましたが、東京オリンピックでは、選手の送

迎は自動運転バスだと言われておりますので、そうなるかもしれません。

あと2年くらいですよね。そういうことも私たちは視野に入れて、どうい

うサービスを住民の皆さんに提供できるかということを含めて議論を進

めていただけたらと思います。 

年頭ですので、少し先のこともお話しながら挨拶させていただきました。

それでは、初めに出席状況の確認をお願いしたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ 出席状況を報告させていただきます。 

只今、委員総数20名のうち15名の出席をいただいております。 

大谷委員につきましては、後ほど出席いただく予定でございます。以上

です。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

只今、事務局に出席状況の確認をしていただきました。規約第 8 号第 2

項の規定による成立要件を満たしているということですので、よろしくお

願いします。 

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。今日は

4件ございます。 

一つ目、「委員の交代について」ということで、これは報告事項ですが、

事務局の方から説明お願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項1「委員の交代」について御説明申し上げます。 

【資料1】を御覧ください。 

第4回協議会終了後に、三重交通労働組合中勢支部及び三重交通（株）

中勢営業所より、協議会委員の交代を希望する旨のお申し出がございまし

たことから、11 月 27 日付けで山口貞信委員を解職し、翌日付けで村田和

久委員に委嘱、同じく、12 月 27 日付けで山本剛澄委員を解職し、翌日付

で内山宜哉委員に委嘱いたしました。 

 任期は今年の3月31日までと残りわずかでございますが、本日より、こ

の構成で御協議いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、事項 1「委員の交代」についての御説明とさせてい

ただきます。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。今日は、お二人のうちの村田委員が欠席とい

うことです。内山委員が御出席いただいておりますので、一言、御挨拶を

いただきます。 

 

＜内山委員＞ 皆さん、こんにちは。 

只今御紹介いただきましたとおり、昨年、歳の瀬も押しせまるころに松

阪の営業所から津の営業所の方に着任いたしまいた内山です。生まれ育ち

は三重県南部の片田舎ですが、私自身は 20 年来津市民ということもあり

まして、交通事業者という立場で出席させていただいておりますが、市民

感覚を持ちながら参加させていただきたいと思います。 

また、いろいろと教えていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 3 月までということで、少し短いかもしれませんが、よろしくお願いい

たします。ありがとうございました。委員の交代については、確認させて

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、二つ目の「津市地域公共交通活性化協議会委員公募要領の改

正について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項2「津市地域公共交通活性化協議会委員公募要領の改正」

についてご説明申し上げます。 

【資料2－1】を御覧ください。 

今回の改正の趣旨は、公募委員の応募資格として定めている出席可能日

数を変更することでございます。 

今年度実施している津市地域公共交通網形成計画の中間見直しにおきま

して、来年度以降も分科会を継続していくとの合意がなされましたことか

ら、公募委員の応募資格として定める出席可能日数を、2 箇月に 1 回程度

に変更しようとするものでございます。 

 具体的な変更箇所につきましては、【資料2－2】を御覧ください。 

 応募資格につきましては、第4条で規定しております。 

該当部分を変更した上で、来月公募を実施したいと考えておりますこと

から、要領の改正につきまして、御協議くださいますようお願い申し上げ
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ます。 

以上をもちまして、事項 2「津市地域公共交通活性化協議会委員公募要

領の改正」についての御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。これは承認事項です。只今の御説明に対して、

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。 

昨年、三重県では初めてかもしれませんが、分科会を作っていただいて、

少人数でいろいろな議論ができたと思います。委員の皆さんも、こういう

場ではなかなか発言しにくいですが、分科会では少人数ですので、みんな

で議論できる場ができたということで御好評いただいたと思います。   

年 4回というのが、2箇月に1回程度の6回か7回になると思います。

そういう形に改正をしたいということですが、いかがでしょうか。 

よろしいですか。それでは、異論も無いようですので、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たいと思います。 

それでは、3つ目の事項です。「地域公共交通確保維持改善事業に係る事

業評価について」ということで、事務局からお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項3「平成29年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事

業評価」についてご説明申し上げます。 

当協議会におきましては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交

付を受けるにあたりまして、「地域内フィーダー系統確保維持計画」を毎年

作成しておりますが、地域公共交通確保維持改善事業では、当該計画に位

置付けられた補助対象事業について、事業の実施状況の確認、目標達成状

況等の評価を行うことにより、対象事業がより効果的、効率的に推進され

ることを目的として、事業評価を行うこととしております。 

また、中部運輸局では、上位計画である津市地域公共交通網形成計画と

の関連性や、地域全体の交通ネットワークにおける補助対象事業の位置づ

けを確認するため、これに加えて「中部様式」を用いた評価を実施するこ

ととしております。 

これらの事業評価につきましては、協議会が自ら実施する事業について

評価する一次評価、一次評価をもとに運輸局や運輸支局が評価する二次評

価、学識者や運輸局幹部で構成される委員会が評価する第三者評価がござ

いますが、当協議会が作成する「地域内フィーダー系統確保維持計画」に
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つきましては、二次評価及び第三者評価は隔年で実施することとなってお

りますことから、今年度は一次評価のみを実施することとなります。 

なお、今回評価していただくのは、平成28年10月1日から平成29年9

月30日までの1年間についてでございます。 

それでは、【資料3－1】を御覧ください。 

こちらは中部様式でございます。 

1ページ目は表紙でございまして、2ページ目には『協議会が目指す地域

公共交通の姿』といたしまして、「津市の概要」、「津市地域公共交通網形成

計画における基本理念及び基本方針等」、「市内の公共交通ネットワーク概

要図」を記載しております。 

続きまして、『計画の達成状況の評価に関する事項』といたしまして、3

ページ目には「津市地域公共交通網形成計画における評価指標と目標値」、

4 ページ目には「地域公共交通確保維持改善計画における評価指標と目標

値」を記載しております。 

5ページ目と6ページ目には、『目標達成に向けた公共交通に関する具体

的な取組み内容』といたしまして、9月25日から開始した「高齢者外出支

援事業」と、今年度、皆さまに実施していただいております「津市地域公

共交通網形成計画の中間評価」について記載いたしました。 

7ページ目では、『具体的取組に対する評価』といたしまして、津市コミ

ュニティバスの利用実績を記載した上で、「地域公共交通確保維持改善計画

における目標値」に対する達成状況について評価することといたしまして、

表の一番右に評価案を入れてございます。 

当該評価につきましては、後ほどご説明申し上げます【資料3－3】にご

ざいますとおり、ＡからＣの三段階で評価することとなっておりまして、

評価案を作成するにあたりましては、目標を達成できた地域をＡ、目標を

達成できなかった地域のうち、今後の取組によって改善の見込みのある地

域をＢ、コミュニティバスの存在そのものを見直すべき段階にある地域を

Ｃとして評価を実施いたしました。 

また、目標達成状況についての考察として、「白山地域では白山高校へ名

張方面から近鉄電車で通う生徒による利用者増」、「美里地域では小学校の

統廃合による利用者減」、「全地域において、定常的な利用者が減少傾向に

あり、新たな利用者の確保が課題」の3点を記載いたしました。 

今後の方針につきましては、新たな利用促進活動となる「高齢者を対象
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としたバスの乗り方教室の実施」のほか、「津市高齢者外出支援事業の効果

の確認」と「利用者の少ない路線について、ダイヤや路線の見直し及び路

線の統廃合を検討」の計3点を記載いたしました。 

8ページ目では、課題として「新たなバス利用者の確保」と「利用者の少

ない便の取り扱い」を取り上げ、それぞれの対応方針として、「利用促進活

動の推進」と「路線及びダイヤの見直し」を掲げ、具体的な取組を表に記

載いたしました。 

続きまして、【資料3－2】を御覧ください。 

こちらも同じく中部様式でございまして、取組の経緯について記載する

こととなっておりますが、ページ番号につきましては、【資料 3－1】から

の通し番号となっております。 

9ページ目は表紙でございまして、10ページ目では、前年度の第三者評

価委員会における事業評価結果についての対応内容及び今後の対応方針を

記載しております。 

具体的な内容につきましては、「幹線の評価がどの路線もよろしくない結

果となっている。他人事でなく、津市としてモニタリングする必要がある

のではないか。」との御意見につきましては、事業評価結果の反映状況とい

たしまして、幹線の輸送量は三重県から数値の提供を受けていることと、

地域公共交通あり方検討会や地域懇談会で地域のニーズを把握しているこ

とを記載し、今後の対応方針につきましては、「一日あたりの輸送量が補助

対象基準の 15 人を割り込む恐れのある路線を中心に、利用促進活動を継

続」といたしました。 

次の「美杉地区はＪＲ名松線の復旧と合わせて取り組みを実施する必要

があったのではないか。」との御意見につきましては、事業評価結果の反映

状況といたしまして、復旧時に津市コミュニティバスの「伊勢鎌倉駅前」

停留所を新設したことや、その後も観光客向けに土日祝日ダイヤの設定や

沿線マップの作製に努めてきたことを記載し、今後の対応方針につきまし

ては、土日祝日ダイヤの設定後は、土日祝日の利用者が減少傾向にありま

すことから、ダイヤ及び路線の見直しを検討することと、地域からデマン

ド交通導入を希望する声が上がっておりますことから、地域住民による京

丹後市への先進地視察を予定している旨を記載いたしました。 

最後に、「幹線、フィーダーともに現状の危機的状況に対する意識を持ち、

当事者として対応施策に取り組んでほしい。」との御意見につきましては、
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事業評価結果の反映状況といたしまして、利用者増加に向け、津市高齢者

外出支援事業や、Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメントの取組を開始

したこと、隣接市、具体的には亀山市と協力し、市内外の中学校や高校へ

利用促進チラシを配布したことを記載し、今後の対応方針には、高齢者を

対象としたバスの乗り方教室や、広報津への記事掲載に取組む旨を記載い

たしました。 

11 ページ目と 12 ページ目では、当該期間において特に力を入れた取組

ということで、「Ｗｅｂを活用したモビリティマネジメントの実施」と「わ

たしの時刻表の取組」について記載いたしました。 

 次に、【資料3－3】をご覧ください。 

 こちらは「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価記載様式」でござ

いまして、国の補助対象路線のみを評価することとなっております。 

 久居地域では、5 ルート 6 系統が補助対象となっておりまして、前回の

事業評価結果の反映状況といたしまして、地域のスーパーに高齢者外出支

援事業のポスターを掲示するとともに、高齢者外出支援事業及びモビリテ

ィマネジメントのチラシを設置したこと及び、榊原地区の住民と津市コミ

ュニティバスのあり方を含めた公共交通網の整備について協議を重ねてい

る旨を記載いたしました。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、【資料3－1】で御説明申

し上げましたとおり「目標未達成」となりましたことから、評価をＢとし、

事業の今後の改善点として、津市高齢者外出支援事業の開始により利用者

数は増加傾向にありますことから、さらなる利用者増に繋がるよう利用促

進活動を継続すると共に、久居地域公共交通あり方検討会や地域懇談会の

活用により地域ニーズの把握に努め、ダイヤ改正や停留所の再編について

検討していくことと、榊原地区での協議を継続し、同地区を中心に公共交

通網の整備について検討していくことについて記載いたしました。 

河芸地域では、2 ルートが補助対象となっておりまして、前回の事業評

価結果の反映状況につきましては、地域のスーパーに高齢者外出支援事業

のポスターを掲示するとともに、高齢者外出支援事業及びモビリティマネ

ジメントのチラシを設置した旨を記載いたしました。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標未達成」となりまし

たことから、評価をＢとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高

齢者外出支援事業の開始により利用者数は増加傾向にありますことから、
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さらなる利用者増に繋がるよう利用促進活動を継続すると共に、河芸地域

公共交通あり方検討会や地域懇談会の活用により地域ニーズの把握に努め、

ダイヤ改正や停留所の再編について検討していくことといたしました。 

芸濃地域では、4 ルートが補助対象となっておりまして、前回の事業評

価結果の反映状況につきましては、地域のスーパー及び医療機関に高齢者

外出支援事業のポスターを掲示するとともに、スーパーには高齢者外出支

援事業及びモビリティマネジメントのチラシを設置した旨を記載いたしま

した。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標未達成」となりまし

たことから、評価をＢとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高

齢者外出支援事業の開始により利用者数は増加傾向にありますことから、

さらなる利用者増に繋がるよう利用促進活動を継続すると共に、芸濃地域

公共交通あり方検討会や地域懇談会の活用により地域ニーズの把握に努め、

ダイヤ改正や停留所の再編について検討していくこと及び、同地域で計画

されておりますスーパー建設に対するニーズ調査や、地域から要望が上が

ってきております停留所の新設について検討する旨を記載いたしました。 

安濃地域では、2 ルートが補助対象となっておりまして、前回の事業評

価結果の反映状況につきましては、地域のスーパーに高齢者外出支援事業

のポスターを掲示するとともに、高齢者外出支援事業及びモビリティマネ

ジメントのチラシを設置したこと及び、地域からの要望に応えて停留所を

新設した旨を記載いたしました。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標達成」となりました

ことから、評価をＡとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高齢

者外出支援事業の効果が表れていない地域であるため、医療機関へポスタ

ー掲示を依頼するなどして周知を図ると共に、利用の少ない午後の便のあ

り方について検討していくことといたしました。 

美杉地域で運行しております名張奥津線につきましては、津市コミュニ

ティバスではなく廃止代替バスでございますが、補助対象路線となってお

りますことから、前回の事業評価結果の反映状況につきましては、伊勢奥

津駅でのＪＲ名松線及び津市コミュニティバスとの接続に合わせたダイヤ

変更を実施した旨を記載いたしました。 

 また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標達成」となりました

ことから、評価をＡとしましたが、利用者数が極めて少ない便でございま
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すことから、事業の今後の改善点につきましては、美杉地域公共交通あり

方検討会での協議を進め、廃止代替バスのあり方を津市コミュニティバス

と併せて検討していくことといたしました。 

美杉地域では、2 ルート 4 系統が補助対象となっておりまして、前回の

事業評価結果の反映状況につきましては、地域のスーパーに高齢者外出支

援事業のポスターを掲示するとともに、高齢者外出支援事業及びモビリテ

ィマネジメントのチラシを設置したこと及び、地域から声が上がっており

ますデマンド交通の導入を含めた津市コミュニティバスのあり方について、

美杉地域公共交通あり方検討会にて協議している旨を記載いたしました。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標達成」となりました

ことから、評価をＡとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高齢

者外出支援事業の開始により利用者数は増加傾向にありますことから、さ

らなる利用者増に繋がるよう利用促進活動を継続すると共に、美杉地域公

共交通あり方検討会や地域懇談会の活用により地域ニーズの把握に努め、

ダイヤ改正や停留所の再編について検討していくこと及び美杉地域あり方

検討会での協議を進め、デマンド交通導入を含めた津市コミュニティバス

のあり方を検討していく旨を記載いたしました。 

美里地域では、2 ルート 4 系統が補助対象路線となっておりまして、前

回の事業評価結果の反映状況につきましては、小学校の統廃合に合わせて

スクールバスが導入されたことにより利用者が大幅に減少しておりますこ

とから、美里地域公共交通あり方検討会におきまして津市コミュニティバ

スのあり方について協議している旨を記載いたしました。 

  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標未達成」となりまし

たことから、評価をＢとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高

齢者外出支援事業の開始により利用者数は増加傾向にありますことから、

さらなる利用者増に繋がるよう利用促進活動を継続すると共に、美里地域

公共交通あり方検討会や地域懇談会の活用により地域ニーズの把握に努め、

ダイヤ改正や停留所の再編について検討していくことといたしました。 

一志地域では、2 ルートが補助対象となっておりまして、前回の事業評

価結果の反映状況につきましては、地域のスーパーに高齢者外出支援事業

のポスターを掲示するとともに、高齢者外出支援事業及びモビリティマネ

ジメントのチラシを設置したこと及び、川合高岡駅での接続に合わせたダ

イヤ改正を実施した旨を記載いたしました。 
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  また、目標・効果の達成状況につきましては、「目標未達成」となりまし

たことから、評価をＢとし、事業の今後の改善点につきましては、津市高

齢者外出支援事業の開始により利用者数は増加傾向にありますことから、

さらなる利用者増に繋がるよう利用促進活動を継続すると共に、一志地域

公共交通あり方検討会や地域懇談会の活用により地域ニーズの把握に努め、

ダイヤ改正や停留所の再編について検討していくことといたしました。 

 最後になりましたが、事業実施の適切性につきましては、全ルートにお

きまして、計画に基づく運行を実施いたしましたことから、評価を全てＡ

といたしました。 

 続きまして、【資料3－4】をご覧ください。 

 こちらも「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価記載様式」でござ

いまして、補助対象事業と生活交通確保維持改善計画との関連を記入する

こととなっておりますことから、津市地域公共交通網形成計画に掲げてお

ります基本理念等について記載いたしました。 

 以上をもちまして、事項3「平成29年度地域公共交通確保維持改善事業

に係る事業評価」についての説明とさせていただきますが、引き続き地域

間幹線系統に係る県の評価につきまして、三重県交通政策課長の冨永委員

から御説明をいただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ それでは冨永委員、お願いします。 

 

＜冨永委員＞ 三重県交通政策課長の冨永と言います。よろしくお願いいたします。 

資料につきましては、『路線の系統別シート』をお配りさせていただいて

おりますので、こちらを御覧ください。 

広域路線バスとして複数の市町村、これは平成13年3月31日現在にお

ける市町村になりますが、これらをまたがる系統で、一日当たりの輸送量

が 15 人以上という要件があるのですが、そうした基準を満たして公益的

な移動を担うと判断した地域間幹線系統に対しまして、国と県で補助をし

ていくというものです。 

地域間幹線系統は全体で 47 路線あるわけなのですが、県の方では生活

交通確保対策協議会というものがありまして、私どもについてはこの1月

11日に開催するのですが、その中で市町の地域内フィーダーの事業評価と

同様に事業実績について評価を行いまして、御承認いただきましたものを
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国の方へ提出いたしまして、同様に国の第三者評価を受けるというものに

なっております。 

本日は、津市さんに関連するということで、地域間幹線系統が 13 路線

ございます。関係する市町の意見もいただいておりますので、それも踏ま

えて事業評価した内容について、御説明させていただきたいと思います。 

それでは、シートの方を御覧いただきまして、まず一番目が路線番号 8

でございますが、路線名は「津太陽の街」になります。その次に起点、経

由地、終点がございまして、そこではどこを通っているかということを示

させていただいております。それから、その次に通過市町村ということで、

これは13年3日31日現在の市町村でということになりますが、河芸町と

鈴鹿市をまたいでいるということです。それから、幹線とする必要性につ

いて書いておりまして、その下が平成 29 年度の運行状況となっておりま

す。上の見出しを見ていただきますと、先程申しましたように輸送量とい

うことで、補助対象になるためには 15 人以上 150 人以下という輸送量が

必要となります。それに対して目標を設定しておりまして、平成 29 年目

標（27年度実績）とありますが、この目標に対して平成29年の実績を置

いていくということになります。その実績が、この場合ですと目標を 1.1

人上回っているということになります。その下に輸送人員（平均乗車密度）、

収支の状況、接続する地域内フィーダー系統の状況を書かせていただいて

います。その下に生産性向上のための利用促進策ということで、実施主体

と共に書かせていただいております。ここに 5 つほど挙がっていますが、

先程地域内フィーダーでも説明があったようなことも含めて書かせてい

ただいております。一つはバスロケーションシステムの導入で、バスがい

つくるかということをスマホやインターネットなどで確認することがで

きるというものであったり、鈴鹿大学がありますので、鈴鹿大学での利用

促進の呼びかけであったりとか、「わたしの時刻表」の作成支援、これは津

市さんがしていただいていることです。他には、「シルバーエミカ」の配布、

ケーブルテレビでの呼びかけなどをしていただいています。その下に県の

意見ということで、今年度の輸送量につきましては目標の 15.5 人に対し

て目標を達成しているということになっていますので、利用促進策につき

ましては一定の効果がみられると考えているということです。従って、一

番下ですが、評価、これは定量的目標以上の輸送量を達成した路線で、

100％以上となりますので、Ａとしています。裏側のところに関係市町の意
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見ということで、津市様の意見も書かせていただいています。先程も言い

ましたが、鈴鹿大学でのチラシの配布等を行っていただいて利用促進に努

めていただいている等のことを書かせていただいています。その下が路線

の図面です。 

次に、路線番号9番、路線名は「安濃」です。安濃総合支所を通るもの

です。運行状況をご覧いただきますと、輸送量を含めて書いてありまして、

その下の生産性の向上のための利用促進につきましては、先程も書かせて

いただいていることの他に、4つ目になりますが、平成28年4月からは三

重会館より津駅への延伸を行っているというものがございます。一番下に

県の意見ということで、輸送量目標30.4人に対して実績が32.5人で、目

標を達成していますので、評価はＡという形にさせていただいています。

裏側には津市様の意見が書いてあります。 

続きまして、路線番号10「辰水（Ａ）」についてです。津駅前から今徳、

穴倉へと走っている路線です。29年度の運行状況ということで、輸送量の

ところを見ていただきますと、目標15.6人に対して実績が15.6人で、増

減無しということになっています。先程申しましたように、補助対象とな

る輸送量が 15 人以上ということになっておりますので、状況的にはかな

り厳しくなっている路線になります。生産性向上のための利用促進策につ

きましては、先程の説明に加えまして、通学定期券のチラシ配布を津高校

でしていただいています。県の意見につきましては、輸送量は平成 27 年

から29年まで3年連続で15.6人となっておりまして、先程説明したとお

り、補助対象の路線となる下限に近付いている状況になっています。もし、

この補助対象から外れると、接続するフィーダー系統についても補助対象

外となりますので、留意していきたいということです。今回は、目標値は

下回っておりませんので、評価はＡとしております。裏側に津市様の意見

を書かせていただいています。 

続きまして、路線番号11の「津三雲」線です。これにつきましては、生

産性向上のための利用促進策の4つ目ですが、津なぎさまちのへの乗り入

れを一部の便でしているということで、利用促進に努めています。県の意

見につきましては、目標30.0人に対して実績が31.1人ということで、目

標を上回っていますので、評価はＡとしています。裏側には関係する市町

の意見ということで、津市様に加えまして松阪市様の意見もいただいてお

ります。 
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それから、続きまして路線番号12番の「榊原（Ａ）」で、下村経由の分

です。運行回数のところを見ていただきますと、21.6回のところが、平成

29年4月からは13.8回となっています。輸送量は目標69.1人に対して実

績 61.9 人ということで、目標を下回っているという状況になっておりま

す。それから、生産性向上のための利用促進策が一番下にありますが、四

つ目では七栗記念病院への乗り入れを行なっているということです。裏側

に県の意見ということで、先程の輸送目標が達成できなかったこと、4 月

からの一部減便、経常収支のこともございますので、そちらの方は改善さ

れているということを書かせていただいております。評価につきましては、

89.6％ということで定量的目標の90％未満。県の場合、90％未満であった

場合は評価をＣということで付けさせていただいています。その下に津市

様の意見をいただいています。 

続きまして、路線番号13の「榊原（Ｃ）」です。いなば園前を経由して

いくものです。輸送量につきましては、目標18.3 人に対して実績が19.6

人。一番下の県の意見のところを御覧いただきたいと思いますが、1.3 人

増ということで、目標は達成できたということでございますので、評価は

Ａとさせていただいております。裏側には津市様の意見を書かせていただ

いております。 

それから、路線番号14「長野」です。津駅前、片田、平木というふうに

運行しています。生産性向上のための利用促進策を御覧いただきますと、

四つ目の津市美里地域コミュニティバスとの連携（乗継ダイヤの設定）な

どで利用促進を図っているというものです。県の意見のところを見て頂き

ますと、輸送量目標40.0人に対して実績は38.0人ということで、目標を

達成できなかったということですが、28年度の数字は維持しているという

ものでございます。評価につきましては、目標に対して94.1％ということ

で、90％以上の輸送量は達成しておりますので、Ｂという評価にしており

ます。裏側には津市様の御意見をいただいています。 

続きまして、路線番号15の「椋本」です。運行回数につきましては、29

年 4 月 1 日からは 16.3 回に変更しております。生産性向上のための利用

促進策につきましては、四つ目ですが通学定期券のチラシの配布を高田高

校でしていただいているということです。県の意見につきましては、輸送

量目標89.5人に対して実績が86.7人ということで、目標を達成できなか

った路線です。それから、米印で書いていますが、路線等の利用状況を考
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慮して運行回数を減らしているというものでございます。経営の関係も含

めて書いております。それから、同路線の沿線には現在建設中の大型商業

施設がありますが、これはサンバレーの後の施設を指しており、今後は多

様な利用促進策を検討する必要があるとしています。評価につきましては、

目標に対して96.9％ということで、Ｂとしています。裏側には津市様の意

見が入っております。 

続きまして、路線番号16の「香良洲」です。県の意見のところを見て頂

きますと、輸送目標75.6人に対して実績が79.2人ということで、目標を

達成しており、収支状況もほぼ前年並みを維持しているということでござ

います。また、先程と同じように大型商業施設を起点としていますので、

さまざまなニーズに対応するため、今後は多様な利用促進策を検討する必

要があるとしています。目標を達成していることから、評価はＡとしてい

ます。裏側には津市様の意見がございます。 

続きまして、路線番号17の「波瀬」です。三重中央医療センターから久

居駅、室の口というものです。生産性向上のための利用促進策を見て頂く

と、四つ目ですが、榊原線との連携（乗継ダイヤの設定）に努めることと

しています。県の意見につきましては、輸送量目標 35.5 人に対して実績

が同じということで、目標としては達成としていますので、評価はＡとし

ています。裏側には津市様の意見がございます。 

それから、路線番号18の「久居高茶屋」です。久居駅から雲出、香良洲

公園と走っているものです。接続するフィーダーは無いのですが、幹線の

バスとしています。生産性向上のための利用促進策としては、四つ目です

が、ＪＦＥグループとの連携ということで、企業定期券ということで団体

的な扱いで少し割引ができるということをしていただいています。県の意

見についてですが、輸送量目標37.1人に対して実績が35.3人ということ

で、目標を達成できなかったということです。輸送人員につきましても、

全体的に今年度は昨年度に比べて倍以上の減になっているということで

す。今後のことも含めてですが、既に取り組まれている企業との連携、そ

れから沿線、周辺施設、建設中の大型商業施設、これはサンバレー後のこ

とを指していますが、そういったところとの連携等で利用促進策を検討す

る必要があるということです。95.1％ということで、評価はＢとしていま

す。裏側には津市様の意見で、1 つ目には一部運行ルートの変更を行い、

企業等の始業、終業に合わせた運行を行っているとの御意見をいただいて



 

- 16 - 

 

います。 

続きまして、21「名張奥津（Ｂ）」になります。これにつきましては、生

産性向上のための利用促進策ということで、三つ目ですが、高齢者向けに

バス乗り方教室を、名張市様と三重交通様と県とで行っています。県の意

見ですが、輸送量目標 20.7 人と実績が同数ということで、目標は達成し

ているので、評価はＡとさせていただいています。裏側には津市様の取り

組み、名張市様の取り組みを入れさせていただいています。 

最後に、路線番号45「亀山椋本」です。亀山駅前から安知本、椋本を走

っている路線となります。生産性向上のための利用促進策を御覧いただき

ますと、三つ目が亀山市様の取り組みですが、市コミュニティバスの再編

をして幹線バスへの接続利便性の向上を図っている。それから、三重交通

様の方では、通学定期券のチラシの配布を亀山高校さんでしていただいて

います。県の意見としましては、輸送量目標18.6 人に対して実績が17.6

で、目標は達成できなかったというものです。94.6％という事で、評価は

Ｂとさせていただきました。最後のページですが、津市様の取り組みとい

うことで、沿線中学校を対象に、高校進学後の通学に利用できるバスと鉄

道の乗継ダイヤを例示したチラシ配布を行なっていただいたというもの

です。 

駆け足でございましたが、私からの説明は以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

只今、いわゆるフィーダー系統、地域間幹線の状況について御報告いた

だきました。中部様式から国の提出様式と、全部説明していただきました。

どこからでも結構ですが、何か御質問、御意見がございましたらお聞きし

たいですが、いかがですか。 

 

＜小出委員＞ 私どもは出していただく立場なのですが、評価の様式等の簡単な説明だ

けさせていただきます。 

【資料3－3】を見ていただくと、細かな表が付いていて、補助制度に基

づいてこれだけを出していただければいいという様式になっているので

すが、これだけ見ていただくと、補助を受けている路線がどうだったかと

いう結果しか評価しない様式になっているので、これに加えて【資料 3－

1】、【資料 3－2】ということで、補助を受けているコミュティバスの他に
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もこの地域には鉄道や三重交通様のバス、タクシー等の公共交通機関が沢

山走っておりまして、これらがネットワークを形成して公共交通のサービ

スが提供されているという状況にありますので、これらを一体に評価をし

ていただくということで、中部運輸局の様式を定めているという状況にあ

ります。 

今、県の冨永委員から御説明がありましたが、例えば路線番号8の系統

ですと、輸送量というところで29年度の目標値が15.5人で、29年度の実

績値が16.6人という結果でしたが、補助対象になるのが15人以上という

ことで、15人を割ってしまうと補助の対象から外れていってしまうという

ことになりまして、そうするとどうなるかというと、その2つくらい下の

ところに収支状況というところがありまして、マイナス1,500万円強とい

うことになっていますが、今はこれに近い額を国と県で補助しているとい

う状況にありますので、補助から外れてしまうと、これを沿線の市町が支

援をしていただかないと、おそらく三重交通さんはこの路線を維持できな

いので、廃止しますということになってしまいます。加えて、これに係る

フィーダー系統ということで、その下についていますが、津市さんのフィ

ーダー系統も補助対象から外れてしまうということになりますので、中部

様式2の第三者評価のところで指摘がございましたが、幹線の状況を他人

事と思わずに、いつ無くなってしまうかもしれないという危機意識を持っ

て利用促進をしていかないと、維持していくことができないということに

なりますので、是非とも中部様式を地域全体の公共交通を評価するという

ことで、広域に走っている三重交通さんのバスを中心にこの地域の公共交

通をどうしていったらよいか、どういうことをしていかないと維持できな

いかというような観点で、今後の取り組みに繋げていただくということで、

この場で協議をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

この県の資料と市の方のフィーダー系統の資料と両方見ないと分から

ないので、是非、両方見ていただいて御意見をいただければと思います。 

 

＜小島委員＞ ちょっと素朴な疑問なのですが、小出委員が言われた、15人という枠は、

地域住民の減少によって基本的な利用者が減る場合でも継続されていくも
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のなのですか。 

 

＜小出委員＞ そうですね。もう 30 年、40 年も前からある制度で、複数の市町を一定

回数以上運行するもので、地域の足として残さないといけない路線として

県等が中心になって路線を指定し、生活路線としてどうしても残さないと

いけないということで、数字として15人とか、運行回数が何回以上とか、

複数市町にまたがって運行しているというような要件がありまして、その

要件が欠けてくると、補助対象から外れてしまうという1つの指標が15人

となっています。 

沿線の人口が減るとか減らないではなくて、一定の輸送量以上がないと

維持しても利用されないだろうという1つの指標としての基準になります

ので、そういう御意見があるということは私どもの中でも挙がりますが、

極端に言うと、1 人でも乗っていれば全部維持しないといけないのかとい

うふうになってしまいますので、そこは一つの要件として設ける基準とし

て、15人という数字があるというふうに御理解いただきたいです。 

 

＜小島委員＞ 継続的に統計を取っていく意味でも、基準線が決まっていないとね。そ

れを 13 人にしたりするとまた評価も変わって来るので大変だと思います

が、やはりいったん決めたからというのではなくて、考慮していく必要が

あると思うのですよね。 

 

＜小出委員＞ そうですね。基準を下げて沢山の路線を生かしていくという考え方もあ

りますが、一方で、全国的にすべての路線に満額の補助ができるかできな

いか、今、非常に危うい予算の確保状況になっていまして、増やすという

ことは予算を沢山確保しないといけないということにもなってきますので、

そのような御意見があることは上局の方に伝えたいと思いますが、予算の

確保と残さないといけない路線の判断ということで、今の基準があるとい

うことを御理解いただきたいと思います。 

 

＜小島委員＞ 分かりました。ありがとうございます。 

 

＜竹田委員＞ ちょっと国の方の動きについて。平成の大合併で、今まで複数の自治体

をまたいでいた路線の多くが、単一の自治体内を走るようになっている。
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その辺の流れとしてはどうなんですかね。大合併によって、今までどおり

それは複数の自治体とみなして恐らく継続して補助が受けられていると思

うのですが、動きとしてはどうなんですか。しばらくは大丈夫ですか。 

 

＜小出委員＞ しばらくはそれが続くと思います。40年以上前からの制度ですけど、直

近では平成20年を過ぎてから大きな制度改正がありました。 

そのときにも、平成 13 年当時の市町村の姿において市町を見ていくと

いうことになっていますので、そこは合併を一方では促進してきたという

のはありますが、広域幹線という見方としては、平成の大合併の前の姿で

見ていくという考え方が都度踏襲されてきていますので、そこが変わって

くることはないです。 

 

＜竹田委員＞ 当座は維持されるということですね。 

 

＜伊藤委員＞ お聞きしたいのは、「中部様式」の3ページにございます、利用者数の目

標数ですが、特に違和感があるのが、2 つ目の鉄道の乗降車数です。中間

実績で1758万 3573人と中間目標を上回っているにも関わらず、最終目標

は当初設定のままで行くのが通常のパターンなのでしょうかね。一般的に

は、ここでいったん見直すのが普通かと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ これは、形成計画という意味では市の方ですかね。どうですか。 

 

＜事 務 局＞ こちらの最終目標値につきましては、以前お配りさせていただきました

地域公共交通網形成計画の冊子に数値目標としてあげている数値をこちら

の方に転載したものでございます。 

中間実績が最終目標を上回っているということですが、一時的に中間実

績の数値を超えた状況になっていますが、今のところこちらの冊子に記載

させていただいた数値を最終目標値としていくこととしておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 形成計画を作った当時、平成 26 年だったと思います。27 年から始まる

形成計画を5箇年計画で作りました。その当時の考え方としては、鉄道も

利用者数は減少気味だったので、現状維持を目標にしましょうとこの協議
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会で決定したわけですね。 

只今言われたように、中間目標を実績が上回ったから最終目標を変えま

すか。皆さんから変えようという御意見があれば、変えれば良いと思うの

ですね。形成計画はガチガチの計画ではありませんので、私達が目標を変

える、もう一つ伸ばしていきましょうということであれば、変更届を出せ

ば良いわけでして、この協議会のメンバーから御提案をいただければ、そ

ういう形になると思うのです。 

ですから、いろいろなことがあって中間実績が上回ったけど、この状況

から見て、このままの目標値でいってはどうかというのが事務局からの提

案なのですね。いかがですか。皆さんの方で、変えた方が良ければ、ここ

だけ変えるというのであれば、市民の皆様になぜ変えたのかという説明が

いると思いますけど、いかがでしょうか。先程、小島委員からも人口が減

少する中でどうやってという疑問点も御指摘がありましたが、何か御意見

はございませんか。伊藤委員、いかがですかね。 

 

＜伊藤委員＞ 事務局さんの言われることも理解できるのですが、市民の皆さんがこれ

を見た時に、違和感を覚えるのではないかなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ このままいくのであれば、この資料に付けるか付けないかは別として、

たまたまこの年だけこう上がったとか、今までの経緯のようなものを、グ

ラフか何かの形で中間実績の資料として添付して、市民の皆さんにオープ

ンしていくという手もあると思うのですよね。「中部様式」は、これを国の

方へお渡しするとして、ホームページにも載せるのではないですか。 

 

＜事 務 局＞ はい。後ほどホームページに載せます。 

  

＜伊豆原会長＞ そうすると、ホームページの後ろに印か何かを付けて、ここがなぜ伸び

ているかということを、参考資料を見てくださいというような形でオープ

ンにしてあげるとかはどうでしょうか。伊藤さんがおっしゃったように、

誤解を招いてはまずいわけですから、ホームページに載せる場合には少し

配慮いただけると良いと思います。 

 

＜事 務 局＞ ちょっと手元に資料が無いのですが、事務局でも詳細な分析として平成
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22年頃からの1箇年ごとの数字を持っておりまして、単年度ごとに高い低

いはあるのですが、全体の傾向としては、鉄道の場合、概ね横ばい傾向で

すので、今御指摘いただいたように補足資料として添付させていただきた

いと思います。委員の皆様方にも参考資料ということで、後日送らせてい

ただきたいと思いますので、そのようにお願いしたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 結構です。それでよろしいですかね。他にいかがでしょうか。 

私の方からですが、少し気になっているのが、評価としてコミバスの実

績があって、ＡＢＣを付けていただいていて次のステップへ行くのですが、

7 ページのコミバスのところで、7 割がいいか悪いかというのはちゃんと

しておかないといけないですが、先ほど県の方から幹線の話があって、こ

こでいくと安濃だとかそれから美里とか河芸とかは、フィーダーとしてこ

のままでは怖いことですよね。 

幹線が 15.6 とか非常に厳しい状況になると、フィーダーも危なくなっ

てしまうわけですよね。そういう表現はここではやらなくて良いのか。フ

ィーダーは実績があって河芸はＢですよね。安濃もこれはＡですよね。評

価Ａにしていて、だけどここでＡといくら言ったって、地域間幹線が15.0

を切ってしまったらＡもＢもＣも関係なくなってしまうのですよね。 

要は、地域間幹線とフィーダーとがリンクしてネットワークを組んでい

るのです。だから両方考えてくださいと第三者評価委員会で言ったわけで

すよ。それに対して何のコメントも無いということでよろしいか。 

 

＜小出委員＞ 津市さんは広域にたくさんのバス路線があるものですから、ここにコン

パクトにまとめて入れるのは非常に難しいかなと思うのですが、伊豆原先

生がおっしゃったとおり、広域と一体にフィーダー路線はありますので、

できれば、鉄道は難しいですが、三重交通さんのバスの状況を織り込んで

いただいて、それに対する考察ですとか、今後の方針を織り込んでいただ

くと、第三者評価への対応というところの良い評価シートになるかなと思

いますので、少し皆さんに御意見いただいて、追加していただけるのであ

れば、より良いものになるかなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 10 ページにちょっとそういうことを書くとか、対応方針があるよとか、

幹線、フィーダーともに危機的な状況に対する意識とか、または一番上で
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も構いませんけど、そのことを意識して書いてくれたのだろうけど、これ

は15人以上の利用促進だよと言っているのですが、実はフィーダーも大変

なんだよという部分を含めて両方を考えていくようなコメントを入れると

か、それがいるかなと思うのですね。どうですか、事務局は何かあります

か。 

 

＜事 務 局＞ 御提案になるのですが、7 ぺージの表のところ、久居地域から美杉地域

まであるところに地域間幹線系統との関わり合いということで、地域間幹

線系統の状況が危険なところは危険と分かるように、フィーダーが良くて

も幹線がまずいということがわかるように表現をしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ いかがですか。 

文言については、事務局も今ここでどういう文言にということにはいか

ないと思いますが、今ご提案があったような形で良いですか。それとも、

10 ページに入れるという手も有りますし、7 ページに書いておいて 10 ペ

ージ参照と書くとか。 

 

＜竹田委員＞ 7ページに並列して入れるというのは、ちょっと違和感がありますね。 

 

＜伊豆原会長＞ でしたら、10ページの方が良いですね。ここは地域間幹線の話を言って

いるのですよね。ここは幹線の話と、もう1つはフィーダーの話へ繋げて

いくんだというところを整理されたらいかがでしょうかね。そうすると、

フィーダーの7ページの評価のところがここでも反映されているよと、次

の方針のところで書いていくという手もありますね。 

委員の皆様方はどうですか。7 ページは 7 ページで、補助金をもらって

いるのだからフィーダーの評価だけきちんとしておいて、10ページの第三

者評価委員会で指摘を受けたことに対してはこういう形で努力をします

よ、こういう方向でやりますよということを書く。そういう意味ですよね。

いかがでしょうか。 

御異論が無ければ事務局と私で整理いたしますが、要は、地域間幹線と

フィーダーの路線がリンクしていないと困るのだというあたりを、そうい

う方向で利用促進をやりますよということを書きこむということでいか
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がでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

実は、18日までに出さないといけないのですよね。あと1週間も無いぐ

らいです。支局とも御相談しながら追加修正をさせていただくということ

でお願いしたいと思います。また、これは後ほどそこの部分は委員の皆さ

んにこういうふうに修正しましたよと、事後承諾みたいな形で申し訳ない

ですがお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。他にい

かがでしょうか。それでは国の方へ資料を提出させていただきます。 

それでは、一番最後になります。「津市地域公共交通網形成計画の中間見

直しについて」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 4「津市地域公共交通網形成計画の中間見直し」につい

て御説明申し上げます。 

【資料4－1】を御覧ください。 

こちらは中間見直しのスケジュールでございまして、分科会3回と協議

会3回の計6回のうち、今回は5回目となりますことから、中間評価シー

ト及び公共交通アンケートから明らかとなった課題事項について、改善策

を検討していただきたく存じます。 

 それでは、【資料4－2】を御覧ください。 

 こちらは、中間評価シート及び公共交通アンケートから明らかとなった

課題事項を事務局にて抽出し、それぞれの課題について実施主体を明記し

た上で、すぐに実施できるものと検討が必要なものに分類したものでござ

いまして、課題ごとに改善策を記載してございます。 

 はじめに、中間評価シートから明らかとなった課題につきまして、上か

ら順に御説明申し上げたいと思います。 

 「新規施設への乗り入れについて、計画段階から連携を図る」につきま

しては、実施主体をバス事業者及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」

といたしました。改善策につきましては、「情報収集に努め、新規施設の計

画があった際は、地域のニーズ把握に努め、乗り入れや待合環境の整備に

ついて協議していく。」といたしました。 

 「鉄道との乗継調整」につきましては、実施主体をバス事業者及び津市

とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、

「鉄道のダイヤ改正があった際は、乗継に合わせたダイヤ改正を実施する。」

といたしました。 
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 「パークアンドライドのＰＲ」につきましては、実施主体を津市とし、

実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、「ＪＲ

名松線沿線でのイベント時には、パークアンドライドをＰＲしていく。」と

いたしました。 

 「隣接自治体との直接の連携」につきましては、実施主体を津市とし、

実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、「既に

取組を開始している亀山市との連携のように、必要に応じて連携を図って

いく。」といたしました。 

 「三重県鉄道網整備促進期成同盟会やリニア中央新幹線建設促進三重県

期成同盟会を通じた要望活動を、具体性のある取組に」につきましては、

実施主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策

につきましては、「費用のかからないソフト面に関する要望など、利用者の

利便性向上に繋がる要望をしていく。」といたしました。 

 「利用者ニーズの把握（三重交通バス）」につきましては、実施主体をバ

ス事業者及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善

策につきましては、「運転手からの聞き取りや電話やメールによる要望に耳

を傾けるとともに、平成31年度には次期計画策定に係るアンケート調査を

実施する。」といたしました。 

 「幹線と津市コミュニティバスの連携を分かりやすく」につきましては、

実施主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策

につきましては、「現在は、時刻表に連絡する交通機関別のマーク（〇や△）

を印しているが、連絡先の交通機関の時刻表を載せるなどの工夫をしてい

く。」といたしました。 

 「廃止代替制度からの転換を考える仕組み作り」につきましては、実施

主体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につきまし

ては、「定路線型コミュニティバスへの移行やデマンド交通の導入が考えら

れることから、選択肢の一つとなるよう一部地域でのデマンド交通の実証

運行を目指す。」といたしました。 

 「津市コミュニティバスの利用促進」につきましては、実施主体を津市

とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、

「新たな取組として、高齢者を対象としたバスの乗り方教室の開催や、広

報紙への公共交通に関する記事の掲載を開始する。」といたしました。 

 「観光モデルコースの設定と周知」につきましては、実施主体を津市と
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し、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、

「観光担当と協力し、公共交通を利用した観光コースの設定を試みる。」と

いたしました。 

 「新たな駅ウォーキングイベントの設定」につきましては、実施主体を

津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきまし

ては、「さわやかウォーキングの開催をＪＲ東海へ要望していくとともに、

市独自の開催についても観光担当と協議していく。」といたしました。 

 「海上アクセスにおけるインバウンドへの対応」につきましては、実施

主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につ

きましては、「案内やチラシに外国語による案内を加えていく。」といたし

ました。 

 「ＪＲ名松線利用促進事業は、「列車に乗ること自体が目的」という方向

性で」につきましては、実施主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」

といたしました。改善策につきましては、「三重県鉄道網整備促進期成同盟

会名松線部会やＪＲ名松線沿線地域活性化協議会において、ＪＲ名松線の

魅力を発信していく。」といたしました。 

 「地域住民運営主体型コミュニティ交通の制度改善」につきましては、

実施主体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につき

ましては、「運営主体となっている地区と協議し、利用者が増えるためのし

くみを検討していく。」といたしました。 

 「公共交通空白地有償運送の導入（美杉地域）」につきましては、実施主

体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につきまして

は、「地域の生活の支えとなる交通形態について地域と協議し、最適な交通

システムの導入について検討していく。」といたしました。 

 「自家用有償旅客運送における区域輸送の導入」につきましては、実施

主体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につきまし

ては、「地域の生活の支えとなる交通形態について地域と協議し、最適な交

通システムの導入について検討していく。」といたしました。 

 「地域を繋ぐ津市コミュニティバスの運行」につきましては、実施主体

を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につきましては、

「芸濃地域と津地域、美里地域と久居地域など、生活圏を意識した津市コ

ミュニティバスの運行について検討していく。」といたしました。 

 「広報紙への年間を通した掲載」につきましては、実施主体を津市とし、
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実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、「バス

の日以外にも記事を掲載していく。」といたしました。 

「バスの魅力を発信できるような記事の内容検討」につきましては、実施

主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につ

きましては、「広報紙に公共交通に関する記事を掲載する中で、内容を検討

していく。」といたしました。 

「「わたしの時刻表」の周知（広報紙等）」につきましては、実施主体を

津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきまし

ては、「公共交通に関する記事の一部として掲載していく。」といたしまし

た。 

「モビリティマネジメントシステムの広報（広報紙やイベント時）」につ

きましては、実施主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしま

した。改善策につきましては、「公共交通に関する記事の一部として掲載す

るとともに、イベント時に利用を働き掛けていく。」といたしました。 

「モビリティマネジメントシステムのリンク設定の依頼」につきまして

は、実施主体を津市地域公共交通活性化協議会とし、実施分類は「すぐに

実施」といたしました。改善策につきましては、「関係団体へ文書等による

依頼をしていく。」といたしました。 

「利用促進イベントの内容改善」につきましては、実施主体を津市ほか

とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、

「イベント実施の中で工夫していく。」といたしました。 

「高齢者を対象とした「バスの乗り方教室」」につきましては、実施主体

を津市ほかとし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につ

きましては、「実際のバスに乗る形で教室を開催していく。」といたしまし

た。 

「割引制度等（セーフティパス、運転免許返納割引制度、エミカ、シル

バーエミカ）の周知活動」につきましては、実施主体をバス事業者及び津

市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきまして

は、「警察署等へのチラシ設置に加え、広報紙に掲載する公共交通に関する

記事にも加える。」といたしました。 

「分科会の継続」につきましては、実施主体を津市地域公共交通活性化

協議会とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきま

しては、「新たなテーマを設定し、年3回程度の分科会を継続していく。」
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といたしました。 

 続きまして、公共交通アンケートから明らかとなった課題につきまして、

上から順に御説明申し上げたいと思います。 

 まずは、アンケートの結果が高評価であった内容についてでございます

が、こちらは今後も継続して取り組むことといたしまして、 

「バスの乗り降りのしやすさ」につきましては、実施主体をバス事業者及

び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきま

しては、「低床バスの導入を継続していく。」といたしました。 

「バスの乗り心地」につきましては、実施主体をバス事業者及び津市と

し、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につきましては、

「より丁寧な運転を心掛けるよう、運転手を指導していく。」といたしまし

た。 

「運転手の接客態度やマナー」につきましては、実施主体をバス事業者

及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につき

ましては、「ホスピタリティの精神を持って接客にあたるよう、運転手の教

育に努める。」といたしました。 

 次に、検討すべき課題についてでございますが、 

「バスの運行本数の維持拡大」につきましては、実施主体をバス事業者

及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策につき

ましては、「バス利用者の減少と運転手不足の問題があるため、利用促進と

運転手の確保に努める。」といたしました。 

「停留所施設の整備（椅子、屋根）」につきましては、実施主体をバス事

業者及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策に

つきましては、「既存の停留所への整備は難しいが、新たな施設ができる際

には、乗り入れについて検討すると共に、待合環境の整備についても協力

を求める。」といたしました。 

「バス時刻表変更時の周知徹底（広報など）」につきましては、実施主体

をバス事業者及び津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。

改善策につきましては、「広報紙の紙面は 2 ヶ月前までに確保する必要が

あるため、個別の対応は難しいが、春のダイヤ改正への注意喚起を広報紙

へ掲載する。」といたしました。 

「津駅周辺の整備（送迎スペースの確保）」につきましては、実施主体を

バス事業者、道路管理者、津市とし、実施分類は「検討」といたしました。
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改善策につきましては、「駅周辺の整備等の計画が持ち上がった際に提言し

ていく。」といたしました。 

「亀山椋本線の維持」につきましては、実施主体をバス事業者、三重県、

津市、亀山市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。改善策に

つきましては、「一日あたりの輸送量が15人を下回らないよう、利用促進

に努める。」といたしました。 

「津地域でのコミュニティバスの運行」につきましては、実施主体を津

市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善策につきましては、「芸

濃インタージェンジ周辺を一体の地域とした運行が考えられるも、既存の

民間バス路線との競合等について検討の必要がある。」といたしました。 

「津市コミュニティバス（一志地域）の松阪市への乗り入れ」につきま

しては、実施主体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。改善

策につきましては、「近鉄大阪線及びＪＲ名松線との競合について、検討の

必要がある。」といたしました。 

「津市コミュニティバス（白山地域）の路線をわかりやすく」につきま

しては、実施主体を津市とし、実施分類は「すぐに実施」といたしました。

改善策につきましては、「ルートにとらわれない時刻表を作成する。」とい

たしました。 

「津市コミュニティバス（美杉地域）の土日祝日ダイヤの取り扱い」に

つきましては、実施主体を津市とし、実施分類は「検討」といたしました。

改善策につきましては、「観光担当との調整及び地域ニーズの把握に努め、

総合的に判断していく。」といたしました。 

 以上をもちまして、「事項4 津市地域公共交通網形成計画の中間見直し」

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。只今の説明に対して、何か御質問、御意見は

ございませんか。 

 

＜伊藤委員＞ たくさんの計画に対して、「すぐ実施」に丸を打っていただいたことにま

ず感謝したいと思います。アンケートの結果の中の検討すべき課題、四つ

目の枠ですが、津駅周辺の整備（送迎スペースの確保）とございますが、

駅周辺の整備等の計画が持ち上がった際に提言していくという改善策が書

いてあります。加藤副会長さんもやってみえる事業ですが、30数年前に津
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駅西口と東口の再開発が行われたわけです。現在津駅周辺地域の再開発も

行われているところですが、アンケートを書かれた方にこの回答結果をお

返ししたとすると、期待を持たせることになるのではないかと思いますが、

今現在このような計画が将来あると考えてみえるのでしょうか。難しいの

であれば、それなりに表現しておいても良いのではないかなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局は何かありますか。何か計画があるように思えるということです

よね。 

 

＜事 務 局＞ 具体的な計画があるわけではございませんので、表現を見直したいと思

います。 

 

＜伊豆原会長＞ お願いします。 

 

＜森田委員＞ 広報紙への年間を通じた掲載というのは関心を持っておりますし、良い

ことだと思います。具体的にはどういう内容になるのでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局で何か考えていることはありますか。 

 

＜事 務 局＞ 現在は、年に1回、9月20日のバスの日に合わせまして、広報紙にバス

の日のＰＲ記事を掲載しているのですが、年 1 回ということではなくて、

シルバーエミカやバスの便利な使い方、バスに限らず公共交通全般に関す

るＰＲをしながら利用促進をしていければと思います。 

 

＜森田委員＞ これは毎月ということですか。 

 

＜事 務 局＞ 毎月のシリーズ的な掲載が良いのか、ある程度、季節的に紙面を一ペー

ジや見開きなど取って掲載するのが良いのかというのを、広報の担当部局

と検討させていただいている最中です。 

この協議会でも、バスの利用促進については、乗らないといけないよう

になってからするのではなくて、早い時期からバスを使う、公共交通に乗

ろうという意識付けをしていくのが大切だという御意見も頂戴しておりま

すので、シルバーエミカで御利用いただき、高齢者の方に外出していただ
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くというのはもちろんですし、広報的なことで言えば、観光のパンフレッ

トであるとか、さまざまなパンフレットにアクセス図という形で積極的に

バスも使えますよということを入れていくということもあると思いますの

で、色々な形、一番良い形で、来年度からは広報掲載に積極的に取り組ん

でいきたいと思います。 

 

＜森田委員＞ ＺＴＶと連携できたらおもしろいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 今のは御提言なので、是非お考え下さい。 

 

＜小島委員＞ 伊藤委員も私も、分科会がアンケートについての管轄なのでうれしいの

ですが、このように「すぐに実施」と「検討」とに分かれていますが、ア

ンケートを書かれた人の意識も、すぐという言葉が一般的に流れますと、

本当にすぐということになりますので、実施主体が複数以上になると難し

いこともあり、ある程度時間がかかると思うのです。 

ここに書かれている、「すぐに実施」と「検討」に振り分けられた、「検

討」というのは、検討した結果やっぱり難しいということもあると思って、

これはそのようにも考えられますが、「すぐに実施」となると、すぐにと書

いてあるじゃないかということになると思うのですが、すぐというのは、

どれくらいの期間を想定して書いてもらっているのでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ どうですか。 

 

＜事 務 局＞ 短期的に取り組めるものと、中長期的に必要なものという分け方でして、

短期的、考えたらできそうなものについてはなるべく早くしていこうとい

う意味の、「すぐに実施」にしています。中長期については、他の計画等と

の関係性がありますことから、「検討」が必要になるという書き方になって

います。 

「すぐに実施」とさせていただいていますが、例えば3か月とか半年と

か1年であるかは、性質によって若干変わってくると思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 
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＜小島委員＞ 例えば、津市地域公共交通活性化協議会と書いてあるのは、自分のとこ

ろで決裁をとってさっとできるのですが、津市と書いてあるのは、津市の

中でも内部的に検討する時間が必要ですよね。すぐという言葉にすごく惹

かれるんですよ。この言葉があることによって、心が躍るんですよ。しか

し、いつやってくれるのかなと思って見ていても、なかなかそれが実現さ

れないと、すぐと書いてあったのにどうなっているのだと感じる方もある

と思うんですね。施策の当事者としては一生懸命やっていただいて、関連

部局さんと協議されたり、地域に入って協議されたりして、スムーズにさ

れているつもりだけども、表面的に表れてくるものはすぐに実施とは感じ

にくいこともあると思いますので、「すぐに実施」という表記はどうなんだ

ろうと私は思いました。また検討してください。 

 

＜事 務 局＞ 事務局の担当者も、皆様の熱心な分科会にそれぞれ入らせていただいて、

ずいぶん前向きな気持ちになっておりまして、その気持ちがすぐにという

言葉に表れてきたのかなと思います。気持ちとしてはすぐにでもできるも

のはやりたいという意識で、私どもは事務局の立場と交通政策課の課員の

立場と両面がありますが、課員としての立場としてはすぐにでもやりたい

という気持ちを持っているのが、こういう表現に現れたのかなという気が

します。 

今も担当から説明がありましたが、公共交通網形成計画の中間評価でご

ざいまして、27 年 28 年度にやってきたものを今年度評価するということ

で、残りの期間、実際に実行できる年度は30年度31年度の2箇年しかあ

りませんが、おおむね2箇年中に残りの計画期間内で実施できるというも

のが「すぐに実施」ということにあたるのではないかと思います。計画の

進行管理でいきますと、この2箇年の間に検討して、次の新たな公共交通

計画に盛り込んでいくというようなところが「検討」ということになるの

かなと考えておりますので、ここの枠の中の表現、あるいは注釈として何

か適切なものはないかということについて、また改めて手前どもの方で会

長様とも相談した上で最終案をまとめていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですかね。 

要は、小島さんも伊藤さんも誤解されないように気を付けてくださいと

いうことだと思うのですね。 
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ありがとうございます。他にいかがですか。 

 

＜冨永委員＞ 今回の【資料4】というのは、修正されて、最終的には公表されるという

ことですか。 

 

＜事 務 局＞ 最終的には、中間評価の報告書という形で公開させていただきます。 

 

＜冨永委員＞ その上で確認なのですが、【資料 4－2】の中間評価シートからというこ

とですので、私どもも見ているはずなのですが、課題の五つ目のところに

ある県の鉄道網整備促進期成同盟会というのは、2 ページの例えば上から

四つ目にＪＲ名松線が書いてありますが、その改善策のところに三重県鉄

道網整備促進期成同盟会名松線部会という形で改善していくと書かれてい

ますので、含まれることを言われてるのかなと思ったり、あるいは伊勢鉄

道がありまして、伊勢鉄道の県の整備促進期成同盟会の部会の中でやって

いることもあり、重複した形に見えるかなと思うので、後で相談させてく

ださい。 

同じく、4 ページのアンケートからということで、検討すべき課題の上

から五つ目に亀山椋本線の維持ということで、これは地域間幹線系統のこ

とをお書きいただいてあるということで、15人という補助要件を下回らな

いように利用促進に努めるというのはそのとおりなのですが、先ほど私ど

もで説明させていただいた中には辰水（Ａ）などもありますが、こういっ

たことは触れられないという形で分けられたということでよろしいでしょ

うか。あえて亀山椋本線だけを書かれた形にされたということで良かった

でしょうか。 

 

＜事 務 局＞ これについては、アンケートの中で自由記載として書かれていることに

ついての検討課題ということでございまして、その中に亀山椋本線の維持

ということがございましたので記載させていただきましたが、もちろん幹

線はすべて維持していかなければならないと認識しております。 

 

＜冨永委員＞ これは、タイトルのとおりアンケートからということでよろしいでしょ

うか。 
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＜事 務 局＞ はい。そういうことです。 

 

＜富永委員＞ 分かりました。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがでしょうか。 

今のお話、もし御意見等がなければ私の方でまとめたいですが。今のお

話のように、中間見直しについては中間評価シートからとアンケートから

と分けて考えることが本当に良いことかどうかですよね。これは、両方か

ら見て事務局がこういうふうにまとめました。皆さんの御意見を色々もら

った上で、こういうことにしますというくらいにしないと、アンケートか

ら見ていったら、「私はアンケートに答えていないけど」という人が出てき

てしまう。だからアンケートも中間評価シートも含めて、事務局から見た

らこういう課題が我々としては見えてきたからということで、先ほどの亀

山椋本線の話は、亀山椋本線を含めた地域間幹線の利用度が少ない路線に

ついては 15 人を下回らないようにというようなふうに持ち込んでいけば

何もおかしくないわけですね。それをアンケートからと言うと、それ以外

は見なかったのかという話になってしまう。だから、そういうのはもう少

し広い目で見えるように整理されたらいいと思います。 

もう1つ、検討すべき課題の一番最初のバスの運行本数の維持拡大とあ

るのですが、これ、できますか。改善策の方には全く関係ないことが書い

てあるのですが。アンケートをもらうと必ず運行本数を増やしてくれとい

うことがいつも出てくるし、一番不満が多い。だけど、現実問題として三

重交通さんがお見えになりますが、この利用状況の中、収益も含めた中で、

運行本数を維持拡大ということができるか。これは市民の皆さんに僕らは

投げかけられているけど、僕らも投げかけないと、いつまでたっても維持

拡大という話が出てくるのですが、これはどうしますかというのは非常に

大きな問題なのですね。アンケートをすれば必ず出てくる。または人に聞

けば本数増やしてほしいとよく言われます。本数増やしたら乗ってくれま

すか、利用してくれますか。今まで利用したことがない人から運行本数を

増やせと言われたときにどうしますか。 

逆に言うと、アンケートはこちらがやっていることをきちんと市民の皆

さんにＰＲ、ＰＲというのはパブリックリリースですから、きちんと正確

なことをお知らせするということですよ。パブリックリリースしていくと
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いう姿勢をいつも出しておかないと、いつもこういう話になる。だから維

持拡大ということはかなり難しいということは事実であるということを書

いておかないといけないと思うのですよ。 

はっきり言って、三重交通さんが「やれ」と言われて「やれます」と答

えることができるなら良いけど、そうではないと思うのですね。皆さんが

本当にたくさん利用していただけるのなら、そこへ一生懸命投資をしまし

ょうという話になるのだと思います。だから、そこはきちんと整理した上

で、ここの部分で利用促進に努めましょうよというふうに、市民に投げか

けましょうよということです。 

また、利用促進に努めることを、私たちもいっぱいやりましょう、それ

は民間事業者さんも一緒になってやりましょうという形にしていかないと、

この課題というのが少し気になるんです。 

これは少し他のこととは違いますよね。かなり投資を必要とするし、大

変な事業になる。課題というので、すぐに実施となっていて、改善策を見

たら、これが運行本数の維持拡大につながるのかということになる。運転

手さんを確保したら維持拡大してくれるんですねと言われたら困ってしま

う。維持すらできなくなっているのが事実なんだということを分かっても

らわないと困るのではないのかなということです。運転手さんの不足とか

いう話は、もう他の路線も本数を維持するのが大変なんだということを、

三重交通さんはここでは言われないけど、多分そういう状況に既になって

きている。だから運転手不足なんだとみんなで言っているわけです。 

拡大というのは、やれるのならばやりたいけどというのが現実です。ぐ

るっと・つーバスもそうですよね。増やせるものなら、皆さんが利用して

くれるのなら増やしてあげたいけどと、事業者なら皆そうだと思うのです

ね。そこで維持拡大を課題として片付けてしまうと、少し心配ですね。こ

こはまた整理しましょう。先程おっしゃった、まさしく誤解を生んでしま

う可能性があるということで、ここの表現の話等がもしありましたら、い

ただいた方が良いですね。今日は時間もありませんから、また御意見をい

ただいて、ここを直した方が良いとか、皆さんから気が付いたところは事

務局にお伝えいただけませんでしょうか。後で県の方で調整していただき

ますし、支局の方とも調整する必要があると思いますので、そこらへんは

またお願いするということです。 

是非、気が付いた点はお願いします。おっしゃったとおり、市民の皆さ
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んに誤解されないような、きちんと説明のできる資料にしておきたいと思

います。よろしくお願いします。 

もし無ければよろしいでしょうか。これをベースに、また次の第6回の

協議会で最終的に整理したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

承認事項と書いてありますが、実際には今の議論を踏まえて次回決定させ

ていただくということにさせていただきます。よろしいでしょうか。 

ちょっと時間が押してしまいました。大変申し訳ありません。一応今日

用意された事項はここまでですので、事務局にお返ししたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ ありがとうございました。 

それでは、これを持ちまして平成 29 年度第 5 回津市地域公共交通活性

化協議会を閉会させていただきます。 


