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平成29年度第6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6回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 平成30年2月23日（金）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）、西山悠夫（副会長）、 

伊藤好幸、内山宜哉、川邊正浩、小出和仁、小島誠伺、竹田治、

羽田勇人（冨永健太郎 代理）、濵口耕一、町野恒、村田和久、村

田友和、森田寛、吉川俊子 

（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 廃止代替バスの運行変更について 

3 津市コミュニティバスの運行変更について 

4 平成30年度事業計画（案）及び予算（案）について 

5 津市地域公共交通網形成計画の中間見直しについて 

6 その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0人 

8 担当 都市計画部交通政策課交通政策・海上アクセス担当 

電話番号 059－229－3289 

Ｅ－mail 229-3289＠city.tsu.lg.jp 
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【平成29年度第6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ありがとうございます。 

ただいまから、平成 29 年度第 6 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、こんにちは。 

少し暖かくなってきました。私の家は名古屋の端の瀬戸に近いところな

ので、朝起きてからこちらへ来ると随分暖かく感じます。この会議も今年

度6回目ということで、最終回となります。公募委員の皆さんは、今日が

最後の会議となりますので、後で時間があればお話を聞かせていただきた

いと思います。 

津のコミュニティバスだけではなくて、全体の公共交通ということでい

きますと、運輸局の中に第三者評価委員会という委員会がございまして、

補助金をいただいている路線について県や各市町の皆さんから御報告い

ただいて、私どもからアドバイスさせていただくという仕組みになってい

ます。そこでもいろいろな議論が出ますが、今年は随分いろいろな課題が

明確になってきたかなと思います。 

特に、旧市町村という地域間を結んでいる路線。津は合併しております

ので、今は同じ津市内だけど、合併前の市町村を結んでいる路線について

地域間幹線系統ということで補助金をいただいたり、それに繋がるところ

としてフィーダー系の路線ということで補助金をいただいたりしている

のですが、幹線系統の路線がかなりしんどくなってきているというのが現

実なのですね。 

今日、三重交通さんがいらしてますが、それに輪をかけて運転手さんの

不足とか、いわゆる労働力不足というのが顕著に出てきつつあるというの

が現状で、さて、これからこういった公共交通の仕組みをどうやっていく

のか、どうやって市民の皆さんにサービスを提供していくのかというのが

すごく大きな課題です。 

津についても、今日は報告承認事項が結構ありますが、少しでも改善し

ていくということが大切なことだと思っておりますので、公募委員の皆さ
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んは今日で最後なのですが、お辞めになってからも是非、津の公共交通を

見届けていただいて、少しでもお知恵をいただけたらと思います。他の委

員の皆さんも是非良いお知恵をいただけたらと思いますので、よろしくお

願いします。 

それでは、事項書に従いまして協議に入りたいと思いますが、始めに出

席状況の報告を事務局にお願いしたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ 出席状況の報告をさせていただきます。 

ただいま、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。

御欠席の連絡をいただいておりますのが、津南署の伊藤委員、三重県津建

設事務所の大谷委員、三重短期大学の北村委員、津市社会福祉協議会の西

川委員でございます。以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。規約第8条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、事項書に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 

今日は、「その他」を含めて6件ございますので、時間が大変かもしれま

せんが、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず1番目、「委員の交代」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「協議会委員の交代」について御説明申し上げます。 

第5回協議会終了後、平成30年2月21日付けで津市において人事異動

がございましたことから、同日付けで建設政策課長のあて職で当協議会の

構成員となっております落合毅人委員を解職し、翌日付けで濵口耕一委員

に委嘱いたしました。 

 【資料 1－1】がこれまでの名簿でございまして、【資料 1－2】が新しい

名簿でございます。 

予定されている今年度の協議会は今回が最後でございますが、よろしく

お願いいたします。 

以上をもちまして、事項 1「協議会委員の交代」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＞ それでは濵口委員、御挨拶をお願いします。 

 

＜濵口委員＞ 事務局からお話がございましたように、2月21日付で建設政策課長を拝

命しました濵口と申します。不慣れではございますが、一生懸命頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ それでは、事項1については今の御報告を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、事項2の「廃止代替バスの運行変更」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 2「廃止代替バスの運行変更」について御説明申し上げ

ます。 

【資料2－1】を御覧ください。 

今回、運行変更を行おうとする路線は、サオリーナ前と三重病院とを結

ぶ『津新町大里線』でございまして、8時15分三重病院発便の発車時刻を

10分遅らせ、8時25分発としようとするのが、今回の運行変更の内容でご

ざいます。 

【資料2－2】が現在の時刻表でございまして、7時25分に津新町駅を発

車したバスが三重病院に到着後、8時15分にサオリーナ前へ向けて折り返

し運行を行うこととなっておりますが、三重大学前の渋滞等により、7 時

25 分津新町駅発便が三重病院へ遅れて到着するという事態が常態化して

おりまして、8時15分に三重病院を発車できない事態がしばしば見られま

すことから、三重病院の発車時刻を 10 分遅らせ、8 時 25 分発としたいと

考えております。 

運行変更後の時刻表（案）が【資料2－3】でございまして、全停留所に

おける発車時刻を全て10分繰り下げたものとなっております。 

今回の運行変更につきましては、津新町駅の発車時刻を7時25分から7

時15分へと10分前倒しすることについても検討いたしましたが、この便

は津新町駅で急行列車と連絡しており、かつ三重病院まで御乗車される方

が多数おみえになることから、利用者が少なく、運行実態として度々発車

時刻に遅れが生じている8時15分三重病院発便の発車時刻を10分遅らせ

ることといたしました。 
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最後になりますが、運行変更の日時につきましては、平成 30 年 4 月 1

日付けとさせていただきたいと考えております。 

以上をもちまして、事項 2「廃止代替バスの運行変更」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す。今の御説明について、何か御質問、御意見はご

ざいませんか。 

 

＜小島委員＞ このようなことでどんどん時刻を変更していくと、こういう渋滞があち

こちで起こった場合、バスの運行をその度に変更しないといけないという

ことになって、一般の方に迷惑をかけるのですけれど、優先的にバスを走

らせるバスレーンということは検討されたのですかというのが一点と、特

に渋滞するところは自分も車を運転していると分かるのですが、何か他に

検討していることがあれば教えてください。 

これに反対しているということではないのですが、当初は設定した時間

でうまく連携していたのがこういうことになってくると、今まで利用して

いた人が不便を感じるのではないのかということがあります。あまりバス

の運行を変えない方が利便性はあると思うし、信頼性もつくと思いますの

で、今の疑問点がもし検討事項にあったら教えてください。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局の方で何かありますか。今の御質問、御提案も含めてお願いしま

す。 

 

＜事 務 局＞ バスレーンの検討につきましては具体的な検討はありませんが、渋滞に

起因する遅延ということもありまして、この渋滞につきましては国道 23

号線が主なものになるのですが、国、県、市が入った渋滞対策協議会とい

うものがございまして、そちらの中で渋滞の解消に向けた検討、取組を進

めているところでございます。 

その中で、どうやって渋滞を解消していくかということが至上命題とな

っているのですが、バスに乗っていただくことも一つの方法ですので、通

勤にバスを使っていただき、乗用車が減ることによってバスが定期的に運

行できるということで、バスの利用促進もさせていただいているところで

ございます。 
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＜伊豆原会長＞ その他にも、何かありましたらどうぞ。 

 

＜森田委員＞ 先ほど、バスレーンという話がありましたが、23号線にバスレーンと書

いてあるのは関係無いのですか。 

 

＜事 務 局＞ バス専用レーンというのは無いのですが、バス優先レーンというのが朝

夕の時間帯に大倉から上浜まで設定されていて、朝夕の時間帯はバスをな

るべく通してあげてくださいとなっています。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。少し気になるのは、三重病院を遅くするというのは

分かりますけど、今の遅れている便はこのままで良いのかということです。

病院に遅れてしまうと、受付時間等で皆さん困っておられないかなとか。  

後の便の時刻を変えるというのは分かりやすいのですが、遅れている方

の便がこのままで良いのかというのは検討していただいたのですか。 

 

＜事 務 局＞ 実態の方について三重交通さんの方からいかがでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ お願いできますか。 

 

＜内山委員＞ 現状としましては、変更を予定していない7時台の便につきましては30

名ほどの御利用がありますが、今回変更する方の便につきましては利用者

がほぼ無い状況です。 

ただいま御質問がありました7時台の便につきまして、利用者から御意

見や御要望をいただいているということは聞いておりません。 

 

＜伊豆原会長＞ 相手の方が何も言っていないから良いというわけではなくて、こちらか

ら大丈夫ですかというような話をしていかないと、常態化してくるとこん

な感じになるんだねということになってしまいますよね。 

本来ならばここを変えた方が良いのかどうか、また、8時15分発を御利

用になられている方にとっては、25分にずらしても大丈夫ですよという話

なのか、そのあたりはどうなのですか。 
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＜内山委員＞ 私ども三重交通としては、特に利用者へのアンケートなどはいたしてお

りません。 

 

＜伊豆原会長＞ もし、今日御了承いただいたとするならば、これは三重交通さんなのか

市なのか分かりませんけれど、そういう信頼性みたいなところで、少し聞

き取りをするとか、何らかの形でフォローしておくことは大切なことだと

思うので、これはお願いしたいです。どれだけチェックできるかは分かり

ませんが、30人に聞くくらいならば1回乗って、固定のお客さんからヒア

リングするなり、どうですかと聞ける。または、8時25分に何人乗ってお

られるか分かりませんけれど、先ほど小島さんがおっしゃったように、利

用者から見てそれで良いのかどうかというあたりは、少しチェックされる

方が良いと思うのです。 

バスはいつまでたっても変わらないのだという話になると、結果的にバ

ス離れになってしまうわけですね。きちんとヒアリングして、御利用にな

られる方にお聞きして、だから変えたのだという話になって、他のところ

でもこういう要望が出たときに、またはこういうことになったときにはこ

ういうことをやりますよということを言っていかれた方が良いと思います。 

小さなことかもしれませんが、そんなにお金をかける必要はなくて、一

回乗って聞けば良いわけです。難しいことをやる必要は無いのです。事務

局の方で良いと思うのですが、お願いできませんか。 

 

＜事 務 局＞ 配慮が足りない部分は申し訳ございませんでした。 

受付時間が8時半から始まるということもありまして、ヒアリングまで

は至っておりませんでした。 

 

＜伊豆原会長＞ いえいえ、謝ってもらう必要は全然無いです。そこの確認だけしておく

ような、少しのことだけど、御利用になられる方にあまり影響が無いよと

いうことを確認されるのが一番良いと思うのですね。 

他にいかがですか。バスレーンの話は辛いのですよ。これは警察の方で

セットされる案件ですので、なかなか難しいのは分かるのですね。優先な

らまだしも、専用となると、道路の有効活用という面において、バスで運

べる量と車で運べる量という比較がうまくできるかどうかは分かりません

が、バスレーンにするほどのバスの本数が無いというのが現実なのですね。
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先ほど話のありました優先レーンのように、一般のドライバーさんにバス

が来たら譲ってあげてくださいというのが先かなと思いますね。 

よろしいでしょうか。御意見も無いようですので、今、事務局にお願い

してしまったのですが、4月1日から三重病院の始発の時間を10分遅らせ

るということを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。 

フォローだけしておいてください。お願いします。 

それでは、3つ目の承認事項ですが、「津市コミュニティバスの運行変更」

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「津市コミュニティバスの運行変更」について御説明

申し上げます。 

【資料3－1】を御覧ください。 

今回、変更を予定しておりますのは、久居地域、美里地域、一志地域、

白山地域の4地域についてでございます。 

それでは、資料に従いまして、1 の久居地域から順に御説明申し上げま

す。 

久居地域におきましては、乗り入れを行っている医療機関名の名称変更

に伴う停留所名の変更を予定しておりまして、具体的には「七栗サナトリ

ウム前」停留所の名称を、「七栗記念病院前」に変更したいと考えておりま

す。 

 続きまして、2 の美里地域でございますが、美里地域におきましては、

停留所の追加を予定しております。 

追加する停留所は、長野・高宮ルート上の「稲葉口」停留所と「いなば

園前」停留所の間でございまして、資料に赤丸で示した場所となります。 

当該位置につきましては、久居地域で運行するコミュニティバスの稲葉

ルート及び稲葉ふれあい会館ルートの停留所「稲葉ふれあい会館」と同じ

場所でございますことから、美里地域のコミュニティバスにおきましても、

同じ停留所名の使用を考えております。 

停留所を追加する理由につきましては、地域の自治会から、榊原温泉病

院や温泉保養館「湯の瀬」へ行く際に利用したいとの要望が寄せられたた

めでございます。 

変更後の時刻表（案）が【資料3－2】でございまして、黄色で色付けし

た部分が追加部分でございます。 
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続きまして、3の一志地域でございますが、改正の趣旨は、3月17日付

けで近鉄電車の時刻表が改正されますことから、川合高岡駅での接続を改

正後の近鉄の時刻表に合わせようとするものでございます。 

【資料3－3】が現在の時刻表でございまして、【資料3－4】が変更後の

時刻表（案）でございます。 

【資料3－4】の黄色で色付けした部分が変更箇所でございまして、具体

的には、10時28分発の中川行き電車が10時21分発となりますことから、

現在川合高岡駅に10時22分に到着している川合ルートの10時00分姫路

集会所発便の運行を 10 分前倒しし、川合高岡駅への到着時刻が 10 時 12

分になるよう調整いたします。 

また、14 時 28 分発中川行き電車が 14 時 21 分発となりますことから、

現在川合高岡駅に14時22分に到着している川合ルートの14時00分姫路

集会所発便の運行を 10 分前倒しし、川合高岡駅への到着時刻が 14 時 12

分になるよう調整するとともに、現在川合高岡駅に14時23分に到着して

いる高岡ルートの13時50分とことめの里一志発便の運行を10分前倒しし、

川合高岡駅への到着時刻が14時13分になるよう調整いたします。 

さらに、15 時 28 分着東青山行き電車が15 時 36 分着となりますことか

ら、現在川合高岡駅を15時37分に発車している15時20分とことめの里

一志発便を10分遅らせ、川合高岡駅の発車時刻が15時47分になるよう調

整いたします。 

 最後に、4 の白山地域でございますが、白山地域につきましては、①か

ら⑦までの変更を行いたいと考えております。 

 初めに①の「スーパーの営業時間変更に伴うダイヤ改正」でございます

が、マックスバリュ川口店の営業開始時間が、午前 9 時 00 分から午前 7

時00分に変更されておりますことから、城立・福田山ルートの上福田山行

き9時05分発便を『マックスバリュ（川口店）』停留所へ停車させようと

するものでございます。 

【資料 3－5】を御覧ください。こちらは白山地域を運行するコミュニテ

ィバス2台のダイヤ表でございまして、上の表が現在のダイヤ、下の表が

変更後のダイヤ（案）でございます。 

ただいま御説明申し上げた部分は、赤丸で囲った①の部分でございます。

青の線が城立・福田山ルート、黄色の線が家城ルート、緑の線が循環三ヶ

野ルートを示しておりまして、9 時 5 分に榊原温泉口駅を出発した城立福



 

- 10 - 

 

田山ルートの便を『マックスバリュ（川口店）』に停車させることによりま

して、一志病院への到着時刻が3分遅れますことから、続く9時36分一志

病院発の家城ルート便及び9時53分発循環三ヶ野ルート便共にそれぞれ3

分ずつ遅れる内容となっております。 

 続きまして、②の「運行実態に即したダイヤ改正」でございますが、現

状といたしまして、10 時 36 分に『文化センター』を発車した循環三ヶ野

ルート便の運行に遅れが生じることによりまして、続く11時 03分『榊原

温泉口駅』発の家城ルート便の発車時刻が遅れるといった事案が生じてお

りますことから、10 時 36 分『文化センター』発の循環三ヶ野ルート便の

運行時刻を5分前倒しすることによりまして、11時03分『榊原温泉口駅』

発の家城ルート便の発車時刻を確保しようとするものでございます。 

 【資料3－5】の赤丸で囲ってあります②の部分が該当部分でございまし

て、下の表のように、『榊原温泉口駅』にて5分間の待機時間を設けること

によりまして、11 時 03 分『榊原温泉口駅』発の家城ルートの発車時刻を

確保しようとする内容となっております。 

続きまして、③の「白山高校へ通う生徒の乗りあふれへの対応」でござ

いますが、白山高校におきましては、名張方面から近鉄電車を利用して通

学する生徒の多くが、『榊原温泉口駅』から白山高校までの交通手段として

津市コミュニティバスを利用されておりまして、現在、7時50分『榊原温

泉口駅』発の家城ルート便はほぼ満車状態となっております。 

そのような中、来年度は名張方面からの生徒がさらに増える見通しとな

っておりますことから、生徒の乗りあふれを防ぐため、『榊原温泉口駅』－

『一志病院』間を一往復している朝の便を、二往復にしようとするのが今

回の改正（案）の趣旨でございます。 

【資料3－5】の赤丸で囲った③の部分が該当部分でございまして、現在

は一往復でひと山となっておりますところを、二往復のふた山とする内容

となっております。 

なお、後ろの便につきましては、運転手さんの休憩時間の都合もござい

まして、『白山高校』への到着時刻が8時31分となりますことから、現在

は8時30分となっております高校の始業時刻を、来年度からは10分遅ら

せて8時40分とすることで高校側とも調整済みでございます。 

続きまして、④の『津市コミュニティバス（美杉地域）との接続の円滑

化』でございますが、一志病院における美杉地域のコミュニティバスから
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の乗り継ぎ時間に余裕を持たせようとするものでございます。 

具体的には、美杉地域からは10 時 10 分に丹生俣ルート便、10 時 13 分

に川上ルート便がそれぞれ『一志病院』へ到着することとなっておりまし

て、現在は城立・福田山ルートの便が『榊原温泉口駅』へ向けて 10 時 15

分に発車する設定となっておりますが、美杉地域のコミュニティバスの到

着が遅れることによりまして、城立・福田山ルートの発車時刻が遅れると

いう事案が生じておりますことから、乗継時間に余裕を持たせるため、城

立・福田山ルート便の発車時刻を 5 分遅らせ、10 時 20 分にしようとする

ものでございます。 

なお、今回の変更による榊原温泉口駅での鉄道との接続への影響は無い

ことを確認済みでございます。 

続きまして、⑤の「運転拘束時間の調整、鉄道との接続に合わせたダイ

ヤ変更」についてでございますが、運転拘束時間の調整につきましては、

③で御説明申し上げましたとおり、白山高校の生徒の乗りあふれへの対応

といたしまして、朝の時間帯に『榊原温泉口駅』－『一志病院』間の一往

復を追加することによりまして、運転手さんの運転拘束時間が増加します

ことから、城立・福田山ルートの上福田山へ向かう最終便を白山総合支所

止めにすることにより、運転拘束時間を調整しようとするものでございま

す。 

なお、今年度の延べ3週間の乗降調査の結果、白山総合支所より先で乗

車された方は0名で、降車された方は2名と、利用者への影響は限りなく

限定的であると判断いたしました。 

また、鉄道との接続に合わせたダイヤ変更につきましては、3月17日付

けの近鉄電車のダイヤ改正によりまして、榊原温泉口駅におきまして、平

日、中川方面からの急行電車の到着時刻が18時15分から18時22分に変

更されますことから、現在、18 時 20 分に『榊原温泉口駅』を発車してい

る城立・福田山ルートの便の発車時刻を10分遅らせ、18時30分とするも

のでございます。 

続きまして、⑥の「順路変更」でございますが、【資料 2－1】の 4 ペー

ジの図を御覧いただきますと、現在は『文化センター』に停車した後に、

文化センターの敷地内ロータリーを通りまして『きずな』へ向かい、『きず

な』に停車した後に、回送で『文化センター』へ戻るといった経路になっ

ておりますが、この回送は『文化センター』を運転手さんの休憩所として
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使用していることによるものでございます。 

そこで、運行を効率的に行うべく、『文化センター』と『きずな』の順路

を入れ替え、右側の図のようにしようとするのが、今回の順路変更の内容

でございます。 

最後になりますが、⑦の「停留所名の変更」につきましては、平成 30

年4月1日付けで市の施設でございます「倭出張所」が移転しますことか

ら、『倭出張所前』停留所の名称を、近くにございます倭駐在所の名を冠し

た『倭駐在所前』へと変更しようとするものでございます。 

 以上をもちまして、事項 3「津市コミュニティバスの運行変更」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。かなり多くのことを御報告いただきました。

どこからでも結構ですので、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。 

 

＜小出委員＞ 2点ありまして、【資料3－1】の4ページのところですが、⑥の順路変更

ということで、変更後のルート図を見ると、文化センターのところにある

赤の矢印の先のところを現在は運行しているのですが、ここは 4 条路線で

すので、全然運行しなくなると手続きが必要になります。ここが廃止にな

りますかということを確認したいのが１点目です。 

2 点目は、今回近鉄のダイヤ改正に合わせてダイヤを調整されるという

ことなのですが、近鉄のダイヤ改正は3月17日で、コミュニティバスのダ

イヤ改正は4月1日なのですね。その間2週間くらいは現実乗れなくなっ

てしまうので、コミュニティバスのダイヤも3月17日に変えられるのが良

いのではないかと思うのです。 

実は、2 日ほど前に別の会議で三重交通さんにお話をしたら、社内的な

事情があって、なかなか難しいとおっしゃられたのですが、今回はこのま

まだとしても、これ以後、利用者が減っている中でせっかく皆さんが利用

者を集めるためにいろいろな手を打っているのに、近鉄のダイヤが改正す

ることが分かっているのに、それに合わせて改正ができないというような

対応はどうかなと思いますので、そういった対応は関係の方たちが努力を

してやられるようにした方が良いのではないかと思いました。以上です。 
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＜伊豆原会長＞ 1点目はいかがですか。 

 

＜事 務 局＞ 1 点目の廃止になる部分があるのかという質問ですが、この部分の後に

文化センターから出発する便がありますことから、ここは廃止にならない

です。 

そして、2点目の改正日を3月17日に合わせられないかということにつ

いてですが、周知期間の必要性から今回は難しいですが、おっしゃられた

ように、せっかく御利用いただいている方がおられるにも関わらず、みす

みすその方を見逃すというのはいけないことだと思っていますので、今後

はもう少し考えていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 近鉄のダイヤ改正は、ひと月前に分かるということですよね。できるだ

け住民の皆さんに迷惑がかからないようにするということなら、今おっし

ゃった通りだと思うのです。早めに三重交通さんとお話をされたのだと思

うのですが、柔軟に対応できなくなってしまうと、さっき言った信頼性が

失われかねない。もうだめだと判断されたら利用客の皆さんは戻ってこな

いということになりかねないので、そこはしっかり説明するなりして、2

週間あるけどきちんと接続しますよということを皆さんに伝えていく。そ

して了解いただけるか分からないけど、最大限努力しておくというのが大

切だと思います。 

せっかく改正するのに、定期的に利用されている方はかなりしんどい目

に合われるという話になりますよね。これはすごく大切なことだと思いま

す。 

高校生の利用も考えていくと、1 便を 2 便にすることが可能なのに、5

分10分ずらすことがなぜ不可能なのだということが、市民の皆さんから見

れば不思議になりますよね。 

運転手さんのことや配車のこととかいう意味では大変だろうということ

は分かるのですが、そこを含めて、今回はこれだとしても、次のステップ

のときには何らかの手を打って考えていきましょうという話をしていかな

いと、良いことをしようと思ったことがアダになっては残念ですので。 

特に、先ほどの高校生ではないけど、電車から降りて乗り継がれる方が

どの程度おられるかとかね。便で分かるのであればそれを見て、どの程度

の影響があるのかということぐらいは把握しておく必要があると思うので
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すね。少なければ良いということではないのですが、御利用になっておら

れる方の実態というのは、少しチェックしておかれる方が良いのかなと思

います。 

他にいかがでしょうか。 

 

＜冨永委員代理＞ 確認なのですが、白山地域の①はスーパーの営業時間変更に伴うダイヤ

改正ということなので、特に異議は無いのですが、マックスバリュ（川口

店）の営業開始時間は、9 時から 7 時に変更ということでよろしかったで

すか。 

 

＜事 務 局＞ 現在は、朝7時から営業されているということです。 

 

＜冨永委員代理＞ これまでは9時からだったということですか。 

 

＜事 務 局＞ 以前は9時でした。 

今回の変更におきましては、朝の通勤の繁忙の時間帯だけは遠慮させてい

ただくのですが、その他の便を乗り入れさせていただきたいというものです。 

 

＜冨永委員代理＞ 今回は改正内容が多いので、周知は徹底していただきたいのですが、ど

のように周知するのですか。 

 

＜事 務 局＞ 白山地域と一志地域につきましては、運行図と時刻表をセットしたチラ

シを各戸配布させていただきたいと考えておりまして、配布時期は 3 月中

旬を考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

 

＜竹田委員＞ ダイヤ表で、白山②の最終便ですが、⑤榊原温泉口駅から上福田山まで

行っていたのが、白山支所までということになるわけですよね。白山支所

から上福田山までの人は良いのですかね。問題は無いですか。 

 

＜事 務 局＞ 先ほども説明させていただきましたように利用がほとんどありませんの

で、ここについては存続の理由が無いということで地元の方にも御理解い
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ただいたということです。 

 

＜竹田委員＞ それなら合理的ですね。乗らないのに走っていても仕方ないですから。 

今まで走っていたのが切られたというのは若干気になりますが、乗って

いないということであればやむを得ないということになりますね。 

 

＜吉川委員＞ 津市の議会の中の質問で、長谷川さんがコミュニティバスによって格差

が出てきたと言っておられるのですが、コミュニティバスを利用できる人

は永遠に無料なのですが、できない人は出かけたら一日千円くらいかかっ

ているわけですよ。 

この格差に対して、路線バスに対して年間2千円のポイントをつけるか

らという回答をしているのですが、果たしてこの回答で不満が収まるのか

なという気がします。だって、コミュニティバスの人はずっと無料ですか

らね。利用できない人は必ず千円くらい要るわけですよ。そうすると、住

民の不満というのはかなり出てくるのではないかと思うのですが、このよ

うな回答で押し通すつもりですか。 

 

＜伊豆原会長＞ なかなか難しい質問ですが、いかがですか。 

 

＜事 務 局＞ 今、議会の質問の話がございましたが、高齢者の外出支援事業というこ

とで、コミュニティバスについては無料で、三重交通さんとぐるっと・つ

ーバスさんについては年間 2 千ポイントということで御説明申し上げてい

るのですが、昨年9月25日に事業がスタートしてから半年も経っていない

ということで、当面は利用状況の推移を見させていただいた上で、どのよ

うな課題があるのか検討させていただきたいと議会でも説明させていただ

いております。 

今のところは、コミュニティバスですと65歳以上を無料にしたことで、

どの程度の年齢構成の方が乗っておられるかというのが分かってきまして、

全体では約5割の方が65歳以上の方です。今も白山高校の通学の話が出ま

したが、通学で白山地域の一部の路線では朝夕は学生さんがほとんどなの

ですが、その部分を除きますと、全体で7割ないし8割の方が65歳以上と

いうことですので、今後シルバーエミカの制度を御利用していただくと、

コミュニティバスについては恩恵を受けていただけると考えておりますが、
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シルバーエミカの利用状況が伸び悩んでいるというのが実情でして、2 月

16日号の広報紙にも記事を掲載しましたが、今後も広報紙やいろんな媒体

を活用して、まずはたくさんの方に御利用していただくことに力を入れた

いと思います。 

 

＜吉川委員＞ 利用したいけどできないという高齢者に対して、これからどういうふう

にするかということも今後は考えていったらどうかと思います。利用した

いけどできない高齢者が白山には多いので。 

 

＜事 務 局＞ そこは難しいのですが、地域によっても御意見がさまざまで、コミュニ

ティバスの詳細な御相談で地域に入らせていただきますと、ある地域から

は都市部では民間の路線バスが1時間に3本も4本もあって良いじゃない

かという御意見がある半面、都市部からは中山間地域ではコミュティバス

が無料になって良いじゃないかという御意見があります。 

また、私のところはバスの路線が無いという御意見ももちろんございま

すので、今後の修正として、定時定路線型からデマンド型への移行など、

検討していかないといけない課題もたくさんあります。それらと合わせま

して、路線の関係についても検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

 

＜竹田委員＞ 今の吉川委員の発言に関してですが、中山間部だけでなく、旧津市内で

も半径500メートルとか300メートルとかでスポット的に見ると、交通空

白地域というのは結構出てきているわけですね。 

従って、提案なのですが、1 年くらいかけて、空白地域がどのくらいあ

るのかという調査をやって、そういう人たちの日常の移動はどのようにさ

れているのかということを調査してはどうでしょうか。細かい調査は我々

の手には負えないですが、大まかな地域調査はできるのではないかなと思

います。 

例えば、交通空白地域の自治会長さんなり、老人会長さんなりに来てい

ただいて、実情はこうなのだという話をしていただくと、ある程度地域の

実情が浮かんでくるのではないかなという気がするのですね。 

そして、可能なところはそこへ何らかの手当を、もちろん我々が勝手に
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考えることはできませんが、協議会として支援できるところは具体的に支

援していく。 

今、吉川さんが言われたような意見は、住民の中へ入っていくと現実に

あるのですよね。シルバーエミカの問題にしても、例えば私は高茶屋に住

んでいますが、2千円もらうために役所まで2回行かないといけないので、

結局1年分はそれで飛んでしまうと。役所まで片道380円かな。往復で760

円。そうすると、マイナンバーを取ってシルバーエミカをいただくまでの

手続きに1,500円とか1,600円いるわけで、そういうところで消極的にな

っているわけですよ。 

今、事務局が言われたけれど、ちょっと普及が停滞しているというのは

そのへんもあるのかと思うのですけれど、いずれにしてもそういう形で 1

年間かけて、部会でも作って希望者が寄ってそういう調査はしても良いの

ではないかなと思います。提案なのですが、会長の方でお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞ 今の御提案も含めて、大々的なアンケートだとお金ばかりかかってしま

うので、なるべくお金をかけずに皆さんの声をお聞きしていくというあた

りをもう少し整理していく。 

今日、西山さんがおみえですが、一番お話しやすいのは、仕組みの中で

自治会長さんなのか社会福祉協議会なのか、それとも、ここでは民生委員

という素晴らしい制度もあるでしょうし、いろいろな方がおみえになる中

で、このグループだけで何かやろうというのはかなりしんどい話だと思う

のですね。 

今日、加藤さんもおみえですが、市として一度そういうようなところを

皆さんに御協力いただけないかとか、自治会長さんの集まりのときや社会

福祉協議会のときに、こんなことを考えているけど協力いただけないかど

うかということをお聞きいただいて、そういう中では、バスを使っている

かどうかなんて聞いても意味がないと思うのですよ。日常の移動はどこへ

行きたいのか、どうやって行っておられるのか、いつ頃行かれるのかとい

うような生活の実態を把握するということが大切で、そのあたりをどのよ

うにうまく把握して、ではこういうサービスを展開するので、いわゆる100

点満点じゃないけどせめて60点は最初にやっているとか、そこからスター

トしたら良いと思うのですよ。 

よく聞くのは、そういったことをお聞きすると、全部に対応しないとい
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けないと思っている。そうではなくて、まずは60点から始めさせてちょう

だいと市民の皆さんに言っていく。それを少しでも改善していく。逆にい

えば、市民の皆さんに何かの形で協力してもらうということが要ると思う

のですよ。 

市のお金だけで何かをしてもらうというのにはそろそろ限界がきている。

だから、市民の皆さんに少し負担してもらう。それはお金なのか時間なの

か労力なのか分かりませんけど、そういったことも含めてこれから考えて

いくことがすごく大切だと思います。また考えてください。お願いします。 

 

＜加藤委員＞ 先ほど吉川委員がおっしゃった地元の皆さんのお声、竹田委員もおっし

ゃいましたけど、現在も地区から改善の要望等がありましたら、その折々

にお邪魔して、いろいろなお話を伺っているところでございます。 

それと、4 月以降、自治会が新たに勉強会を行うので、是非参加しても

らえないだろうかという御提案を受けている地区もありまして、そういう

地区につきましては、喜んでお邪魔させていただきますとお返事させてい

ただいております。 

それと、いろいろと制度が変わってきている中で、交通空白地の運送法

につきましても去年から緩和されておりまして、交通政策課といたしまし

ても、それに何とか対応していかなければいけない時期だなということは

重々承知しておりまして、来年度以降、どこかの地区で試験的に運行して

みるとか、何かをやっていくべき時期だなという認識を持っております。

その中で、ある地区ではこういうことはできないだろうかという検討をさ

れておりまして、先日も担当者ともども先進地へ出向き、いろいろなこと

を勉強してきたところでございます。 

ですので、先ほど伊豆原先生もおっしゃいましたが、費用の面もあり、

人の面もあり、すべてに対してなかなか十分な対応はできないのですが、

できるところから我々も柔軟に対応していくよういろいろな御意見をお伺

いしているところでございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。是非またお知恵を出し合いましょう。私はそう

いう意味でも、白山高校の校長先生、教頭先生を含めて、始業時間を 10

分遅らせていただいたというのはすごいことだなと思います。 

カリキュラムを変えないといけないわけですよね。時間的にも生徒さん
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の部活にも影響する。たった10分ですけれど、高校生全体に影響するよう

な話を先生方がお考えいただいたというのは、事務局も大変努力してくれ

たのだなと思います。大変良い話をいっぱいやってくれているので、これ

からもそういう形で努力していくというふうに考えたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

運行変更についてはいかがでしょうか。4 月 1 日ということで、このず

れについてもこれからできるだけ近鉄さんの変更日に伴ってうまく対応で

きるよう考えていくということで、事務局は一生懸命努力してくれたのだ

と思いますが、今回は時間的な制約もあってこういう形になりますが、と

りあえず4月1日からということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。ごめんなさいねというのは、本当に事務局は

そう思っているのだと思います。市民の皆さんにもそこはよろしくという

ことをお願いしておくしかないですね。そういうことをこれから努力しよ

うということでお伝えいただけたらと思います。 

周知の方はしっかりやってくださいね。これについては御了承いただい

たということで進めたいと思います。 

それでは、4 つ目の議題ですが、「平成 30 年度事業計画（案）及び予算

（案）」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 4「平成 30 年度事業計画（案）及び予算（案）」につい

て御説明申し上げます。 

初めに、事業計画（案）について御説明申し上げます。 

【資料4－1】を御覧ください。 

 平成30年度は4回の協議会に加え、3回の分科会と先進地視察の開催を

予定しております。 

 また、委員の任期が新たな任期を迎えますことから、新任委員を対象と

した研修会のようなものを開催したいと考えております。 

 なお、協議会の内容につきましては、資料に記載した内容を予定してお

りますが、必要に応じて廃止代替バス及びコミュニティバスの運行変更等

についても御協議いただく予定でございます。 

 また、分科会の内容につきましては、これから検討させていただきます

が、分科会毎にテーマを設定し、設定したテーマについて御協議いただく

予定でございます。 
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 利用促進活動につきましては、三重運輸支局様より、『みえ交通安全・環

境フェスタ』の開催日が9月29日に決定したと聞いておりますことから、

この場をお借りして御紹介させていただきます。 

 続きまして、平成30年度予算（案）について御説明申し上げます。 

 【資料4－2】を御覧ください。 

 歳入予算につきましては、今年度と同額の628万円を計上しております。 

 また、歳出予算につきましても歳入予算と同額を計上しておりまして、

新たに設定した「調査研究費」を活用し、デマンド交通導入に向けた検証

を行いたいと考えております。 

 以上をもちまして、事項4「平成30年度事業計画（案）及び予算（案）」

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。 

予算（案）については、今事務局からお話があったように、まだ議会で

承認されておりませんので、あくまで予定ということです。よろしくお願

いいたします。これについて何か御質問、御意見がございましたらお伺い

したいですが、いかがですか。 

 

＜小出委員＞ 協議会の開催にあたって、事務局にお願いしたいのですが、こうやって

バスに関する関係者の方がせっかく集まっていただく機会なので、地域を

運行する公共交通の利用状況や利用人員などを資料としてまとめた上で報

告していただいて、必要であれば議論していただくようなことを、可能で

あれば毎回考えていただきたいと思います。提案ということでお願いした

いと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 今の提案はいかがですか。 

 

＜事 務 局＞ 可能な限り、資料の方を整理したいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ お願いします。 

 

＜竹田委員＞ 30年度の事業計画（案）ということですので、ちょっと間に合わないか

もしれませんけど、子供たちへのアピールといいますか、恒常的に利用促
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進のアピールをしていこうということであれば、小学生の副読本のような

ものを作ってはどうかと思います。 

簡単なもので良いのですが、例えば命の大切さという面から見て、バス

とか電車の交通事故がいかに少ないかというような内容であったり、環境

面から見て、電気自動車とかは近いうちにそういう形になろうかと思いま

すが、そういった内容でも良いと思います。環境への配慮という面では、

津市あたりではまだまだガソリン車というか化石燃料を使ったものが当面

続くわけですから。 

学校で副読本だけ配っているところもあろうかと思いますが、その裁量

は学校の方に任せるにしても、協議会発行でもバス協会発行でも良いので

すが、バスの日や津まつりやフェスタというようなイベントに合わせてと

いうのも大事なのですが、もう少し落ち着いたところで公共交通の大切さ

といいますか、そういうものを訴えるような、僕は小学生に対する副読本

が一番手軽で学校でも取り扱っていただきやすいのではないかなと思いま

すので、是非そういうものを検討していただきたいと思うし、全国的にそ

ういうものがあれば使わせていただくという手もあると思います。是非、

そういうものを検討の中に入れていただければと思います。以上です。 

 

＜町野委員＞ 委託料で乗降調査が190万あまり見ているのですが、これはどこへ委託

しているのか聞かせていただきたいのですが。 

 

＜事 務 局＞ 三重交通さんに委託しております。三重交通さんに乗り合い事業で委託

させていただいているところにつきまして、三重交通さんの方で乗降調査

をするにあたっては費用が発生しますもので、その分の委託料となってお

ります。 

 

＜伊豆原会長＞ 竹田委員のお話しですが、これは私が事務局に言わないといけなかった

ですね。モビリティマネジメントの会議がありまして、年に一回、全国の

いろいろな場所で開催されるのですが、その中に教育ＭＭというものがあ

って、今おっしゃったような教育の場で、子供たちにどういうことをやっ

ていくかというところで、副読本というか、いろいろなことをやっていま

す。 

事例としては結構ありますので、インターネットで『日本モビリティマ
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ネジメント会議』と検索していただければ、毎年の内容が全部出ているか

どうかは分かりませんが、どういうことやっているかを確認できると思い

ます。 

会議では、いろいろな事例発表があります。市町が出している場合もあ

りますし、業者さんが出している場合もありますし、大学の研究室が出し

ている場合もありますが、今は大学よりも民間とか市町の発表の方が多い

です。  

実務的な会議で、小学校と協力してやったとか、役所の健康部局と協力

してやったとか、いろいろな事例が出てきます。漫画チックにおもしろい

もの作って、子供たちに読んでもらったとかもあります。 

私が出た時は、環境問題をテーマに15ページか20ページくらいの漫画

を作って、学校で子供たちに渡してもらいました。漫画を作るお金は要り

ますけどね。 

いろいろなやり方がありますので、今のお話ですが、さっきから言って

いるようにあまりお金をかけずに上手にやるというところで、ＭＭ会議の

みんなはお金をかけずに上手にやろうというのが基本ですので、そういっ

たものを参考にしながら少し勉強したらどうですかね。 

 

＜小島委員＞ 長い間教育の第一線におらせてもらった経験からいくと、副読本は一過

性のもので、すぐ使えなくなります。今作ったものは、電気自動車や無人

の自動車が走るようになると使えなくなりますので。 

今の子供たちはタブレット端末なども使えますので、許可を得られるの

であれば、今言われた日本モリビティマネジメント会議のデータや絵の混

じったものをチョイスして、小学校なら45分、中学校なら50分授業です

から、それに合わせて編集してはどうでしょうか。 

大事なのは、学校でもさまざまなお仕事の方が子供たちに説明させてほ

しいとか、勉強させてほしいと言われるのですが、学校にお任せすると、

どうしても主体者が学校になってしまい、専門的ではないので、映像を写

して終わりとなってしまいかねないということです。 

今、学校で一番力を入れているのは携帯電話と薬物です。これは専門の

方に来ていただき、必死になって説明をしていただきます。あまり過激な

ものは見せられないのですが、学年に応じて作っておいて、厳しい状態の

図を見せたり、ビデオを見せたりすることで、幼い子供たちの心にも響き
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ます。 

要は、人が子供たちの前でいかに訴えるかということが大切で、これを

していかないと、副読本を配布して先生やっておいてというのでは、子ど

もたちの心には響かない。 

副読本を作るには、どうしても編集会議や人的なものでまとめていく労

力もいりますので、許可を得られるのであれば、どこまで子供たちにもの

を学ばせたいかということを決めておいて、それによって日本モリビティ

マネジメント会議のデータなりを誰かが編集して、まずは要望のあるとこ

ろから回っていく。 

要望がなかったら、津市の現状を見ていただいたら分かると思うけど、

大変なことになっているというようなことを学校長か教頭に何回も言って、

「それだけ言われるならいつでも」と言われたらこっちのものですから、

その時間めいっぱい熱心に訴えるということをしていかないと。 

今、学校も忙しいのです。英語もやらなければいけないし、正規の教科

の時間がだんだん減らされている。ですから視覚に訴える、情熱で訴える、

そういう場が大切です。しかも、外部の人が行くと子供たちは集中するの

ですよ。毎日見ている担任や校長の顔は飽きてきますからね。特異な服装

をしていっても良いし、45 分間話ばかりだと低学年はあきてきますので、

バスを回せられたらそれも持って行って、バスに乗ったことない子いるで

しょ、今日はとても良いバスを持ってきたからねということで、これは何

と質問が出るくらいのものを車内にぶらさげるなど、記憶に残るように子

供に訴えないといけないと思うのです。 

 

＜伊豆原会長＞ エコロジーモビリティ財団というのがありますよね。そこは環境問題で

も公共交通でも良いのですが、おもしろいことやると助成をしてくれます。

副読本を作るかどうするのかという問題提起もありましたが、作る場合に

はサポートすることができますよね。学校の先生と一緒になってやるとか、

いろいろなことがやれます。 

私もお手伝いしたことがあります。環境のことをお手伝いしたのですが、

トヨタの燃料電池車『ミライ』とか、電気自動車、ハイブリッド車、ガソ

リン車、ガソリン車は学校の先生のものを使ったのですけど、それらを校

庭に持ち込んで、5 年生くらいになると排ガスを測れる装置があるのです

が、排ガスを測ってみると先生のガソリン車が一番たくさんCO2を出して
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いて、『ミライ』は0という数値を見るのですね。自分たちで測ったり、自

分たちで行動するとかそういうことをやっていくと、子供たちは随分変わ

ります。 

それと、町歩きとリンクして、町ではどんな環境になっているのだろう

という話をしながら歩いたりと、いろいろなやり方があると思いますので、

そういうので、ユニークにやれるものだと助成の仕組みもたくさんありま

すね。 

 

＜森田委員＞ お二人の意見、素晴らしいと思うのですけれど、男女共同参画で紙芝居

をやっておりまして、そういうものも視覚に訴えられて良いなと思います

ので、また御検討いただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 来年、皆さんで知恵を絞ってみましょうかね。ありがとうございます。

いろいろな御提案をいただいているので、せっかくの調査研究費をどう使

うかというあたりを含めて、少し考えてやると良いと思います。 

他にいかがでしょうか。まだ議会を通っていないので、捕らぬ狸の皮算

用で申し訳ないのですが、一応こういう形で多分議会の方でも御承認いた

だけるのだろうという想定のもとで、来年度は今お話しいただいたことも

含めて、データの整理もきちんとしないといけないということですね。現

実は現実で、実態は実態としてきちんと把握するということは大事なこと

です。これは三重交通さんに御協力いただかないとどうにもならないこと

ですので、是非お願いしたいと思います。 

それでは、事業計画（案）、予算（案）については、また来年度に変更す

る部分が出てくるかと思いますが、現在の案については御承認いただいた

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、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。 

5番目です。「津市地域公共交通網形成計画の中間見直し」について、事

務局から説明お願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項 5「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。 

今年度は、津市地域公共交通網形成計画の中間年度ということでござい
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まして、委員の皆様には、これまでに分科会3回と協議会3回の計6回に

わたりまして、計画の中間評価及び中間見直しについて御協議いただいた

ところでございます。 

今回は、中間見直しを行う最後の協議会でございますことから、【資料5】

といたしまして、これまでに御協議いただきました内容を、「平成29年度 

津市地域公共交通網形成計画 中間見直し報告書（案）」という形でとりま

とめさせていただきました。 

 それでは、【資料5】を御覧ください。 

 1 ページ目は目次でございまして、2 ページ目には概要といたしまして

「見直しの目的」、「評価対象」、「評価方法」を、3 ページ目には「検討経

過」及び「見直し結果」を記載してございます。 

 3ページの一番下の部分でございますが、「⑴ 数値目標について」とい

うことで、第5回協議会において御意見のございました、中間実績におい

て目標値を達成している数値目標の取り扱いについて記載しております。 

 内容につきましては、数値目標は変更しないという内容でございますが、

『鉄道の利用者数』及び『公共交通全体の利用者数』につきましては、年

度ごとに変動があるものの、概ね横ばいで推移しておりますことから、参

考資料といたしまして、17ぺージに利用者数の推移をつけさせていただき

ました。 

 4ページから7ページには、「事業・施策についての改善策」を記載して

おりまして、4 ページにございます『①幹線の整備と運行』の中の『幹線

システムの維持・利用促進』の部分につきましては、第5回協議会での御

意見を踏まえまして、「亀山椋本線」以外にも「津太陽の街線」や「辰水線

（Ａ）」、「榊原線（Ａ）」といった1日あたりの輸送量が20人を下回ってい

る路線について記載させていただきました。 

 また、5ページの一番上、『④鉄道の利便性の向上のための要請と利用促

進』にございます『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』に係る改善策につきましては、「複線電化」や「ＩＣカード利用

可能エリアの拡大」、「増便」や「運行延長」といった、事業者に費用負担

が生じる内容を中心に要望活動を行ってきた経緯がございますことから、

地域住民が主体的に行う「駅舎へのごみ箱の設置」や「駐輪マナーの啓発」

などへの理解を求めていくといった意味合いを込めまして「費用のかから

ないソフト面に関する要望」も実施していくと記載させていただきました。 
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 続きまして、7ページの一番下を御覧ください。 

中間見直し報告書を作成するにあたりまして、『事業・施策』と『実施主

体』の部分につきましては、形成計画の表記をそのまま使用することとい

たしましたが、『①高齢者に特化した割引制度や設備等の検討』にございま

す『セーフティーパスのＰＲ活動』の部分につきましては、新たに「シル

バーエミカ」を対象に加えるとともに、広報紙への掲載といった手法を取

り入れましたことから、『実施主体』の部分に「津市」を加えさせていただ

きました。 

 8 ページには、残りの計画期間に検討すべき事項を記載してございまし

て、廃止代替バス及び津市コミュニティバスにつきましては、利用者の少

ない路線がございますことから、事項4の事業計画（案）でも申し上げま

したように、「デマンド交通の導入」を中心に検討を進めていくことといた

しました。 

 また、現在 3 箇所で実施されております「地域住民運営主体型コミュニ

ティ交通」につきましては、第4回協議会でも御報告申し上げましたよう

に、今年度に入ってから利用者数が大きく減少しておりますことから、各

地域と協議し、利用者が増えるためのしくみを検討していくことといたし

ました。 

 9 ページ以降には、参考資料といたしまして「委員名簿」、「分科会構成

員名簿」、「中間見直しに係る協議会及び分科会の開催経過」、「形成計画の

施策体系」、それから、3ページの「⑴ 数値目標について」の部分でもお

伝えさせていただきました「鉄道の利用者数及び公共交通全体の利用者数

の推移」をつけさせていただきました。 

 以上をもちまして、「事項5 津市地域公共交通網形成計画の中間見直し」

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。こういった報告書として今年度やってきたこ

とを整理しておきたいということでございますが、いかがでしょうか。 

 

＜伊藤委員＞ 目標 1－3 ですが、バスに乗る乗降客の方が減少しているという議論は

多々やられているのですが、ではどういうふうに乗る人を増やしていくか

という議論はなかなか進んでいないように思います。 

なぎさまちから観光で外へ出ていかれる方はたくさんみえますが、なぎ
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さまちへ着いて津の街を観光しようとする方は少ないのではないかなと。 

また、それは情報が少ないから行きにくいのではないかと常々考えてお

ります。 

午前中、実は別のところである御提案を申し上げましたら、それは交通

政策課か観光課の話ですので、機会がありましたらお話しておきますと言

われました。それは何かといいますと、昨年高田本山が国宝に指定された

ものですから、高田本山は今大変なにぎわいです。ところが、一本奥に入

ったところに寺内町の通りがあって、ここにまちかど博物館があるのです

が、こちらへは皆さんなかなか行かれません。知らないのでしょうね。昨

年も近藤真彦や堺正章らがクラシックカーであそこを通ったのですが、何

もＰＲもされませんでした。数分で素通りされました。 

話を戻しまして、午前中に何を提案したかというと、皆さんは県外から、

あるいは外国から津へ来られた方にどこを案内しますかということを御自

身で一回考えていただきたいということです。いろいろなところがありま

す。香良洲にも博物館があります。美杉にもあります。士清さんのところ

もあります。是非ここに書いてある目標1－3の、なぎさまちに降りたらど

のバスに乗ってどういうふうに行って、どこで何分間見学したら、次はど

のバスに乗って次どこへ行くという、半日コースとか一日コースを作って

あげてください。観光地へ行くと、そんなパンフレットがたくさんありま

す。津の公共交通も利用客が減るのではなくて、観光客で増やしていくよ

うなことも考えていただければなと思います。よろしくお願いします。 

 

＜加藤委員＞ 交通だけでなく、いろいろなことをおっしゃっていただきましたので、

私から事務局的立場でお話させていただきますと、先ほどおっしゃった寺

内町、高田本山につきましては、当然ながら我々も観光や交通の資源とい

うことで十分に理解しておりまして、高田本山さんと連携しまして、ＪＲ

はもちろん、他にもいろいろなところへ行きまして、せっかく国宝に指定

されたのだから何とかしたいという思いを伝えてまいりました。ＪＲさん

の方にも御理解をしていただいているところで、今後どうやって利用して

いくのかという細かい話をこれからしていく次第でございます。 

それから、寺内町という言葉が出ましたのでここで説明をさせていただ

きますと、実は都市計画部の中に景観担当というものがありまして、寺内

町につきましては『まちづくり協議会』というものを作っていただいてお
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りまして、我々とも連携してまちづくりや町並みの保存を行っているとこ

ろでございます。 

来年度になりますが、空き店舗も結構あるということで、今度は商工観

光部の方で空き店舗の活用のための補助金を予算化してあったように見て

おります。 

あと、なぎさまちからということで、そちらにつきましてもうちの管轄

でして、今回の国宝指定に合わせて何かプランはできないかなということ

で、三重交通さんやいろいろな所に相談しているところです。 

まだ、全てに対して皆さんに御周知できる段階にございませんが、これ

を良い機会と捉えて情報発信していこうと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。大変良いお話をいただいております。何か他に

ございましたらどうぞ。 

 

＜吉川委員＞ 公募委員をさせていただいて、女性の方が少ないのが意外でした。3 分

の 1 くらいは女性にしていただくと、また内容が異なってくるのではない

かなということと、公募委員については、車に乗れない人とか、車の免許

返納した人とか、子育てをしているお母さんとか、バラエティに富んだ方

を選んでいただいて、いろいろな角度から公共交通を考えていただきたい

と思いました。 

私自身がこれに応募したのは、地域にコミュニティバスしか走っていな

いのは何でなのかなという思いからだったのです。ここでは、コミュニテ

ィバスだけではなくて、白タクや乗り合いタクシー、デマンド型など、そ

れらをどういうふうに絡めていくかということを検討するのかと思ってい

たのです。 

ところが、コミュニティバスの話ばかりで終わってしまって、結局自分

たち住民のことは自分たちが考えて問題化して呼びかけないといけないの

かなということに気づいたのです。   

それで、今白山の公共交通について考えてみませんかということで呼び

かけているのですけど、これは自分たちの地域のなかで自分たちにあった

公共交通を考えて立ち上げていかないといけないのかなというのがこの会

の私の結論なのです。ここで言っていても無駄なのかなというふうな。 



 

- 29 - 

 

 

＜伊豆原会長＞ ここで言ったら無駄ということはないでしょう。 

 

＜吉川委員＞ コミュニティバスのことしかなかったので。 

やっぱり、その地域に合ったことを提案していくというのが公共交通の

役目であり、市民に対して公平な対応を考えるのならば、乗れない人のた

めの足というのはどうするのかということをどんどん提案するべきだと思

うのですよ。 

 

＜伊豆原会長＞ 吉川さん、この議題が終わってからにしましょうか。大変良いお話だと

思うので。 

まずは、中間見直しの話として一回整理をしておきたい。公募委員の皆

さんには後でお話をいただく時間を作ろうと思っていましたので、申し訳

ないです。 

中間見直しについてはいかがでしょうか。こういう形で報告書として残

させていただくということでよろしいでしょうか。伊藤さんからもお話が

ありました。これは、観光の話はこんな形でしか整理していないので、も

う少し入れるかどうかということですが、先ほど加藤副会長からもお話し

いただいたように、少し中で考えているよということもございましたので、

こういう表現にさせていただくということでよろしいでしょうか。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。もしよろしければ御承認

いただけたということで進めさせていただきます。これは来年の委員の皆

さんにもちゃんとお伝えするということをお願いしておきたいと思います。

一応ここまでが事項書で決められたものです。 

 

＜小島委員＞ 私、16時30分に退席することになっておりました。 

 

＜伊豆原会長＞ そうですか。なにか一言お願いします。 

 

＜小島委員＞ 2 年間ありがとうございました。また市民として頑張らせていただきま

す。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。2年間の委員御苦労様でした。 
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皆さまから是非御発言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。それでは伊藤さんからお願いします。 

 

＜伊藤委員＞ 何も分からないまま2年間が過ぎましたが、人が減っていくというのは

大変寂しい話ですね。実は、自分で調べたら2030年から高齢者の人口が減

っていきます。減っていくことに対してどういうふうに取り組んでいくか

ということがこれからあろうかと思いますし、減るだけではなく増やす方

向で、先ほども提案しましたが観光にも繋げていただければと思います。 

先般も、両備交通さんが数十件の廃止届を提出されました。残念なこと

ですけれど、津市がそのようなことにならないように頑張っていただきた

いと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 岡山のことですよね。 

町野さんどうぞ。 

 

＜町野委員＞ 2 年間、公共交通のことについて勉強させていただきました。これから

も地域の発展と住民が満足する公共交通の活性化のために頑張っていきた

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＞ どうもありがとうございました。森田さんお願いします。 

 

＜森田委員＞ 私はこの２年間に何もできませんでしたけれど、これからの礎といいま

すか、方向性が分かったような気がします。地域に戻りまして、一生懸命

頑張りたいと思います。皆さんお世話になりましてありがとうございまし

た。 

 

＜伊豆原会長＞ 吉川さんどうぞ。 

 

＜吉川委員＞ 自分は大阪にいたので、そのギャップに驚いたというのもありますね。

民生委員をしていると、出たいのに出られないという声を本当に良く聞く

のですよ。それはやがては我々であり、子供達の声だと思うのですね。私

たちのところでも、高齢者一人になると足が無いからと都会へ引き上げて

いくのですよ。例えば、今までは夫が連れて行ってくれたけど、夫が亡く
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なったからと。 

だから、白山では空き家がどんどん増えているのですよ。もし足があれ

ば、親がそこにずっと住めば、子供も来ると思うのですよ。そして、もし

かしたら親が死んでからも定年した子供がそこへ住む可能性があって、空

き家も減ると思うのですよ。私は、住民の足の確保は福祉の原点かなと思

っているのです。 

発言させてもらって、発言しながら気づくこともありました。言うだけ

ではだめで、自分たちも何かをしていかなければいけないと。そして、自

分たちが何かをするとしたら、そのためのお金をある程度負担しないとい

けないだろうと。 

だから、私はこの2年間が無駄ではなかったと思います。たくさん発言

させてもらい、女一人ということもあって、かなりエネルギーが必要だっ

たのですけど、地域の声を伝えないといけないという意識はあります。 

今は民生委員をさせてもらって、協議会などでも高齢者と付き合ってい

くので、いずれは自分たちの問題だろうという意識はあります。そして、

気づかないけれど、やがて子供たち、50代の人たちにとっても問題なので

す。いくつになっても行きたいところに行ける。そうすることで健康を維

持して介護保険の利用を減らす。それが原点なので。これから、自分なり

に調べた資料もいろいろ持っているので、そういう気づいたことを一緒に

やってくれる人いませんかという声かけを地域の住民とか議員さんとかそ

ういうところへ自分なりにやってみて、それでダメだったら降りようと思

います。 

またよろしくお願いいたします。勉強になりました。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

今おっしゃったように、生活そのものだと思うのですよね。私たちはい

ろいろな仕組みの中で生活しているわけですけれど、その中で意外と見落

としがちなのが公共交通です。 

だけど、身近な存在でもあって、アンケートをやると、どこでやっても

公共交通の便が悪いということが必ずトップに近いところに来るのですね。

吉川さんがおっしゃったように本当に困ってみえる方と、公共交通に期待

していない、車があれば良いという話をされる方がみえますが、公共交通

は元気でないと使えないのですよ。地元の方によく「車をやめたらバス使
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うわな」と言われますが、私は「いや、逆だよ」と答えています。元気で

なくては公共交通は使えなくて、体が少し悪くても、事故には気を付けな

ければいけませんが、車は使える。逆に言うと、健康であるからバスが使

える。 

それでは、そういう人たちにどういうサービスをしていったらうまくい

くのだろうかということも含めて、生活していくうえでどれだけのサービ

スが展開できるか、またはしていくべきかということはずっと考えていか

ないといけない。私はいつも言うのですが、少しずつの改善だけど、いつ

も改善する姿勢を忘れないようにしていきたいと思いますので、公募委員

の方、委員でなくなっても是非今お話いただいたように地元の方と話し合

いをしていただいて、良い知恵だなということがありましたら、是非事務

局の方へお願いします。こういうことを話題にしていただくと随分良い話

になっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。 

2 年間、長いようで意外と短かったように感じますが、いろいろな御意

見、御提言をいただきました。ありがとうございました。あとは、他にこ

ういう会というのはなかなか開けませんので、何か御発言ございましたら

お受けしたいですが、いかがでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項 6「その他」ということで、事務局から 2 点ほど御連絡

させていただきます。 

 1点目は、「協議会委員の公募について」でございます。 

 2月16日号の広報津及び津市ホームページにて御案内させていただいて

おりますが、現在、来年度からの委員を公募中でございます。 

 公募期間は3月5日まででございまして、申し込みには指定の申込書に、

「人口減少、少子高齢化における公共交通のあり方」をテーマとした 800

字程度の作文を添付していただくこととなっておりますので、引き続き応

募していただける方はお申し込みをよろしくお願い致します。 

 申込書につきましては、津市ホームページからダウンロードできるほか、

5 階の交通政策課のカウンターにも設置してございますので、御希望され

る方がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。 

 2点目は、「津市コミュニティバス広告掲出事業」についての御報告と御

案内でございます。 

 津市では、歳入確保の一環といたしまして、今月から津市コミュニティ
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バス車内外への広告掲出事業者の募集を開始いたしました。 

 対象は公用車のみでございまして、掲出料金は車外が年額36,000円、車

内が年額14,400円でございますが、今月は車外12面への掲出申込がござ

いました。 

 今月申込のございました掲出箇所につきましては、3 月に入ってから順

次掲出していく予定でございますが、掲出事業者が決まっておりません車

外の9箇所と車内の6箇所につきましては、現在も事業者を募集中でござ

いますので、お知り合いの方などで事業を営まれている方がみえましたら

お声掛けいただけると助かりますので、御協力をお願いしたいと思います。 

 「事項6 その他」につきましては、以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ 何か御質問がございましたらどうぞ。 

無ければ、第6回の津市地域公共交通活性化協議会を終了させていただ

きたいと思います。 

 


