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　　ています。

　　す。

１　津市地域公共交通網形成計画の中間年度における見直しについて

　　間評価を実施した上で改善策を検討し、残りの計画期間内に改善策を実施することとし

　　成２７年（２０１５年）４月から２０２０年３月までの５年間の中間年度において、中

　　　平成２７年３月に策定した津市地域公共交通網形成計画では、その計画期間である平

　⑴　見直しの目的

　　進捗状況の評価を実施した上で、残りの計画期間内に実施すべき改善策を検討しました。

　　画をより一層推進するため、目標の達成状況及び事業・施策の実施状況の確認、計画の

　　　このようなことから、計画策定から３年目の中間年度に当たる本年度において、本計

　　計画中間評価報告書」をとりまとめました。

　　アンケート結果から利用者の意見を取り入れ、「平成２９年度津市地域公共交通網形成

　　対象とすることで、効率的かつ効果的な見直しを図ることとしました。

　　より一層の着実な推進に繋げていくことが重要であり、数値目標及び事業・施策を評価

　　　見直しに当たっては、それぞれの事業・施策の推進を図りつつ、計画全体に渡っての、

　　して目標を設定するとともに、その目標を達成するために行う事業・施策を定めていま

　　　津市地域公共交通網形成計画においては、５つの基本方針を設定し、各基本方針に対

　⑵　評価対象

　　した平成３１年度までの方向性を基本とし、平成２９年度中に実施したバス利用者への

　　　見直しの実施に当たっては、津市地域公共交通活性化協議会及び分科会において検討

　　科会における検討をもとに評価を実施した上で、それぞれの評価結果を点数化し、総合

　　数値目標については、達成状況に応じた評価を、事業・施策の実施状況については、分

　　　津市地域公共交通活性化協議会規約第１１条第１項の規定に基づき分科会を設置し、

　⑶　評価方法

　　評価を行いました。
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　　数」については、年度ごとに変動があるものの、概ね横ばいで推移していることから、

２　検討経過について

　　価を実施した上で、平成３１年度までの方向性について検討しました。

　　　その後、各３回の分科会を開催し、事業・施策の実施状況についての評価及び総合評

　　において、津市地域公共交通網形成計画の中間評価に係る３つの分科会を設置しました。

　　　平成２９年４月２７日に開催した平成２９年度第１回津市地域公共交通活性化協議会

　⑴　分科会の設置及び協議

　　た。

　　は変更せずに、１％でも導入率が向上するよう、低床バスの導入を継続していくことと

　　目標値は変更しないこととします。また、「低床バスの導入率」については、数値目標

　　会としての評価を実施した上で、事業・施策の改善策を検討しました。

　　　各３回の分科会を開催した後、３回の津市地域公共交通活性化協議会を開催し、協議

　⑵　津市地域公共交通活性化協議会での協議

　あり、本報告書の改善策及び検討事項を踏まえ、さらなる計画推進を図ることとします。

　るまち」の実現のため、引き続き公共交通網の形成に全力で取り組んでいくことが肝要で

　　今後も本計画が目指す将来像である「楽しく便利に生活するために公共交通が利用でき

３　見直し結果について

　　導入率」が目標値を達成しましたが、「鉄道の利用者数」及び「公共交通全体の利用者

　　　中間実績において「鉄道の利用者数」、「公共交通全体の利用者数」、「低床バスの

　⑴　数値目標について
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　　します。



津市地域公共交通
活性化協議会、
バス事業者、
津市

　「津太陽の街線」、「辰水線（Ａ）」、「榊原線
（Ｃ）」、「亀山椋本線」は、１日あたりの輸送量
が２０人を下回っていることから、幹線系統の補助
対象要件の下限の１５人を下回らないよう、危機感
を持って利用促進に取り組みます。

　　直しにおいて設定した次の改善策を実施します。

　　　津市地域公共交通網形成計画に定める事業・施策をさらに推進するとともに、中間見
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バス事業者、
津市、
隣接自治体

　既に取組を開始している亀山市との連携（亀山椋
本線）のように、必要に応じて連携を図ります。

③　隣接自治体との連携

事業・施策

より広域な移動を確
保するための隣接自
治体との意見交換の
実施

改善策

　情報収集に努め、鉄道のダイヤが改正される際
は、乗継に合わせたダイヤ改正を実施します。

　ＪＲ名松線沿線でのイベント時には、パーク＆ラ
イドをＰＲしていきます。

津市地域公共交通
活性化協議会、
バス事業者、
津市

実施主体 改善策

実施主体

バス事業者、
津市

改善策

　情報収集に努め、新規施設開業の計画が持ち上
がった際は、地域のニーズを把握した上で乗り入れ
や待合環境の整備について協議していきます。

実施主体

目標１－１

　⑵　事業・施策についての改善策

　「広域での移動を確保する」に係る施策

①　幹線の整備と運行

大型商業施設、公共
施設への乗り入れ

幹線システムの維
持・利用促進

事業・施策

復旧後の名松線との
連携

鉄道に合わせたコ
ミュニティ交通のダ
イヤ設定

事業・施策

②　乗継設定と待合環境の整備



改善策実施主体

津市など

目標１－２

　三重県鉄道網整備促進期成同盟会を通じた要望活
動では、費用のかからないソフト面に関する要望も
実施していきます。

津市、
三重県など

ダイヤの改正や増
便、利便性の向上に
資する施設整備等の
要請

①　三重交通バス路線の整備と運行

　「日常生活における地域移動を確保する」に係る施策

幹線、津市コミュニ
ティバスとの連携

利用者のニーズに
合ったダイヤの提案

事業・施策

①　公共交通を利用した観光振興への取組

　「観光振興との連携による交流人口の拡大」に係る施策

ウォーキングイベン
ト等を絡めた観光
ルートの有効活用

観光客のニーズに応
じた観光ルートや周
遊手段などの観光商
品づくりへの取組

事業・施策

　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所管
と協議していきます。

　観光所管と協力し、公共交通を利用した観光コー
スの設定を試みます。

目標１－３

改善策実施主体事業・施策

④　鉄道の利便性の向上のための要請と利用促進
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改善策実施主体

　津市コミュニティバスの時刻表に、連絡する交通
機関別のマーク（〇や△）の他、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きます。

　運転手からの聞き取り、電話やメールによる要
望、平成３１年度に実施する次期計画策定に係るア
ンケート調査等により利用者のニーズを把握し、ダ
イヤに反映させます。バス事業者、

津市



　既存の停留所に椅子や屋根を整備するのは難しい
ものの、新たに施設等へ乗り入れる際は、待合施設
の整備についても施設設置者へ協力を求めていきま
す。

目標２－２

実施主体 改善策

　インバウンドへの対応として、チラシ等に外国語
による案内を加えていきます。

津市、
三重県など

実施主体 改善策

③　ＪＲ名松線利活用事業

②　海上アクセス利用促進事業

実施主体 改善策

事業・施策

県外からの利用者の
増加

事業・施策

②　乗継環境の整備

　「地域を越えた移動手段の確保」に係る施策

待合環境の整備

事業・施策

　三重県鉄道網整備促進期成同盟会名松線部会やＪ
Ｒ名松線沿線地域活性化協議会において、「列車に
乗ること自体が目的」という方向性でも魅力を発信
していきます。

広報紙での意識啓発
ＰＲ

事業・施策

ＪＲ名松線沿線地域
の魅力発信

津市、
三重県など

目標３－１

実施主体 改善策

市民、
バス事業者、
津市

　９月２０日の「バスの日」以外にも記事を掲載し
ていきます。
（バスの魅力を発信できるような内容を検討）

津市ほか
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①　広報紙による意識啓発・利用促進ＰＲ

　「公共交通に対する市民意識の向上を図る」に係る施策



目標３－２

実施主体 改善策

実施主体 改善策

市民、
バス事業者、
津市

　継続している利用促進イベントの内容改善に取り
組むとともに、新たに高齢者を対象としたバスの乗
り方教室を開催します。

　「高齢者の外出意欲の増進」に係る施策

④　利用促進イベントの実施

事業・施策

事業・施策

バス事業者、
津市

　セーフティパス、運転免許返納割引制度、エミ
カ、シルバーエミカを、公共交通に関する記事の一
部として広報紙に掲載し、周知していきます。

③　モビリティマネジメントの実施

②　わかりやすい路線・時刻表情報の提供

公共交通の運行路
線・時刻表等の「見
える化」の推進

事業・施策

モビリティマネジメ
ントの実施

事業・施策

実施主体 改善策

市民、
バス事業者、
津市

　「わたしの時刻表」を、公共交通に関する記事の
一部として広報紙に掲載し、周知していきます。ま
た、春のダイヤ改正について、広報紙に注意喚起の
記事を掲載します。
　津市コミュニティバス（白山地域）について、よ
り分かりやすい時刻表を作成します。

　モビリティマネジメントシステムを、公共交通に
関する記事の一部として広報紙に掲載するととも
に、イベント時に利用を働き掛けていきます。ま
た、同システムへのリンク設定を、関係団体へ文書
等で依頼します。

市民、
バス事業者、
津市

実施主体 改善策
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セーフティーパスの
ＰＲ活動

利用促進イベントの
実施

①　高齢者に特化した割引制度や設備等の検討



　地域と協議し、デマンド交通の導入を検討してい
きます。
　生活圏を意識し、地域を跨いだ運行を検討してい
きます（一志地域から松阪市への乗り入れを含
む）。
　美杉地域においては、土日祝日ダイヤのあり方に
ついて検討していきます。

津市

目標２－１

実施主体 検討事項

市民、
バス事業者、
津市

　運営主体となっている自治会等と協議し、利用者
が増えるためのしくみを検討していきます。
　美杉地域では、公共交通空白地有償運送の導入を
検討していきます。

目標１－２

実施主体 検討事項

バス事業者、
津市

　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導入を検討して
いきます。

実施主体 検討事項

①　地域住民運営主体型コミュニティ交通事業の推進

　「交通不便地における移動手段の確保」に係る施策

事業・施策

地域住民運営主体型
のデマンド型交通
等、新たな形態の公
共交通の導入の検討
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②　津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着手

　「日常生活における地域移動を確保する」に係る施策

　　　中間見直しの中で明らかとなった課題について、次のとおり改善に向けた検討を進め

　⑶　今後における検討事項

③　津市コミュニティバスの整備と運行

各地域コミュニティ
バスの整備と運行

事業・施策

６路線の継続運行の
あり方について検討

事業・施策

　　ていきます。
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　村田　友和

　町野　恒

　小出　和仁

　川邊　正浩

　竹田　治（分科会長）

　冨永　健太郎

　伊藤　智泰

　伊豆原　浩二（分科会長）

　三重県地域連携部交通政策課長

　三重県津南警察署交通課長

　愛知工業大学工学部土木工学科客員教授

団　体　名　等

氏　名 団　体　名　等

　公募委員

　三重交通（株）中勢営業所長

　（福）津市社会福祉協議会副会長

　山本　剛澄

　西川　明正

　　ア　分科会Ａ（評価テーマ：公共交通ネットワークの構築）

　　イ　分科会Ｂ（評価テーマ：地域住民との協働）

氏　名

　吉川　俊子

（敬称略、分科会長以外の構成員は五十音順）　
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　第５回津市地域公共交通活性化協議会

　　（内容）

　　　・改善策の検討

　　（内容）

　第６回津市地域公共交通活性化協議会平成30年 2月23日

　　　・中間見直し報告書の作成

平成30年 1月10日

　　　・事業・施策に係る実施状況の評価

　　（内容）

　第３回分科会

　　（内容）

　　　・平成３１年度までの方向性の検討

平成29年 8月17日

　　　・中間評価のまとめ

　　（内容）

　第４回津市地域公共交通活性化協議会平成29年11月20日

　　　・目標に対する事業・施策に係る実施状況の確認

　　（内容）

平成29年 7月14日 　第２回分科会

　⑶　中間見直しに係る協議会、分科会の開催経過

平成29年 5月30日

開催日 内　容

　第１回分科会

　　　・中間評価に係る分科会の設置

平成29年 4月27日

　　（内容）

　第１回津市地域公共交通活性化協議会



・　三行線、津新町大里線の継続運行のあり方について検討
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・　国道23号中静バイパスの開通に向けたバス路線網の改編

・　定時性確保のための道路状況改善（ラッシュ時間帯の渋滞緩和）

・　新たな幹線システム構築検討への着手

・　幹線システムの維持・利用促進

施策①　幹線の整備と運行

目標１－１：広域での移動を確保する

・　復旧後の名松線との連携

・　鉄道駅とコミュニティ交通の乗継拠点の整理

・　鉄道に合わせたコミュニティ交通のダイヤ設定

　⑷　津市地域公共交通網形成計画における施策体系

基本方針１：地域をつなぎ、住みやすいまちづくりを実現する公共交通ネットワークの構築

施策②　乗継設定と待合環境の整備

・　バスロケーションシステムの導入（携帯電話型）

・　大型商業施設、公共施設への乗り入れ

施策③　隣接自治体との連携

・　より広域な移動を確保するための隣接自治体との意見交換の実施

施策④　鉄道の利便性向上のための要請と利用促進

・　ダイヤの改正や増便、利便性の向上に資する施設設備等の要請

・　リニア中央新幹線の三重・奈良ルートによる早期の全線同時開業の要請等

目標１－２：日常生活における地域移動を確保する

施策①　三重交通バス路線の整備と運行

・　幹線、津市コミュニティバスとの連携

・　利用者のニーズに合ったダイヤの提案

・　バスロケーションシステムの導入（携帯電話型）（再掲）

施策②　津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着手

・　大型商業施設、公共施設への乗り入れ（再掲）



・　多気線の継続運行のあり方について検討

・　久居地域コミュニティバスの整備と運行

・　安濃地域コミュニティバスの整備と運行

・　美里地域コミュニティバスの整備と運行

・　芸濃地域コミュニティバスの整備と運行

・　河芸地域コミュニティバスの整備と運行

・　美杉地域コミュニティバスの整備と運行

・　名張奥津線の継続運行について検討

・　安濃線の継続運行のあり方について検討

・　亀山椋本線の継続運行のあり方について検討

施策③　津市コミュニティバスの整備と運行

・　白山地域コミュニティバスの整備と運行

・　一志地域コミュニティバスの整備と運行

目標１－３：観光振興との連携による交流人口の拡大

施策①　公共交通を利用した観光振興への取組

・　市内・市外の観光地との交通ネットワークの充実、強化

・　観光地へのアクセスのための公共交通網の整備充実

・　ウォーキングイベント等を絡めた観光ルートの有効活用

・　観光客のニーズに応じた観光ルートや周遊手段などの観光商品づくり

施策②　海上アクセス利用促進事業

・　津なぎさまちイメージアップ事業実行委員会や地元自治会等と連携した
　イベント等の実施

・　県外からの利用者の増加

・　情報発信等ＰＲ事業の推進

施策③　ＪＲ名松線利活用事業

・　ＪＲ名松線沿線地域の魅力発信

基本方針２：地域の特性に応じた利便性の高いコミュニティ交通の実現

目標２－１：交通不便地における移動手段を確保する

施策①　地域住民運営主体型コミュニティ交通事業の推進
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・　地域住民運営主体型のデマンド型交通等、新たな形態の公共交通の導入の検討

目標２－２：地域を越えた移動手段を確保する

施策①　津市コミュニティバスの整備と運行（再掲）

・　地域をつなぐ路線の設置

・　地域をつなぐ路線の検討

施策②　乗継環境の整備

・　地域をつなぐコミュニティバス同士のダイヤ設定

・　待合環境の整備

基本方針３：公共交通サービスをサポートし、利用促進につながる交通体系の実現

・　低床バスの導入継続

・　ＩＣカードシステムの導入検討

・　セーフティパスのＰＲ活動

目標３－２：高齢者の外出意欲の増進

施策①　高齢者に特化した割引制度や設備等の検討

目標３－１：公共交通に対する市民意識の向上を図る

施策①　広報誌による意識啓発・利用促進ＰＲ

施策②　わかりやすい路線・時刻表情報の提供

施策③　モビリティマネジメントの実施

・　市広報紙等での意識啓発ＰＲ

・　公共交通の運行路線・時刻表等の「見える化」の推進

・　モビリティマネジメントの実施

・　セーフティパスのＰＲ活動（再掲）

・　低床バスの導入継続（再掲）

基本方針４：持続可能な交通サービスが提供できる交通体系の実現とＰＤＣＡサイクルの確立
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施策④　利用促進イベントの実施

・　利用促進イベントの実施

・　バスロケーションシステムの導入（携帯電話型）（再掲）

・　利用者のニーズに合ったダイヤの提案（再掲）



施策①　地域公共交通あり方検討会の開催

・　検討された改善策の実施

・　改善策の検討や新しいコミュニティ交通の検討
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目標４－１　市民や関係者が目標の共有を図る

施策③　改善案の策定と路線の運行体系の見直し

施策②　中間年度・最終年度における評価指標の達成度評価（ニーズ調査）

施策①　ＰＤＣＡサイクル確立のための基準づくり

・　改善案の策定と路線の運行体系の見直し

・　中間年度・最終年度における評価指標の達成度評価（ニーズ調査）

・　ＰＤＣＡサイクル確立のための基準づくり

基本方針５：市民、交通事業者、行政の協働による仕組みづくり

目標５－１：交通を担う人材を確保し育てる



　⑸　鉄道の利用者数、公共交通全体の利用者数
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　　ア　鉄道の利用者数（人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

17,583,57317,071,22317,558,89117,067,212

　　イ　公共交通全体の利用者数（人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

21,633,067 22,165,930 21,099,252 22,070,536


