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平成29年度第2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2回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 平成29年5月30日（火）午後2時から午後3時まで 

3 開催場所 津市役所本庁舎8階 大会議室Ａ 

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、大谷英生、落合毅人、小島誠伺、小出和仁、竹田治、羽

田勇人（冨永委員代理）、西川明正、町野恒、森田寛、村田友和、

山口貞信、山本剛澄、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 活発で良い議論ができる会議のために（三重運輸支局より） 

2 平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評価結果に

ついて 

3 津市生活交通確保維持改善計画について 

4 連絡事項 

分科会の進め方について 

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2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をいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

ただいまから、平成29年度第2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。 

議事進行につきましては、伊豆原会長にお願いしたいと思います。それ

では会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 暑い中ありがとうございます。とはいえ、私は名古屋から出てきました

が、津は結構涼しいと感じました。名古屋は大変な暑さでした。熱中症に

ならないように気を付けてください。 

今日は、分科会があります。初めての試みですね。津でこれから評価を

して、目標を改善していく上での分科会をしましょうと御提案いただきま

したので、この協議会の後で忌憚のない御意見をお願いします。 

本当に、少しのことを少ない人数で行いますので、いろいろな疑問点も

あると思いますが、忌憚のない御意見をいただいて意見交換をしたいと思

います。 

その前に、今日は国の補助金をいただいて利用している関係もありまし

て、その評価の話と、まだ要綱がはっきりしていないらしいのですが、例

年ですと6月末までに補助金の申請、確保維持改善計画を国の方に出すこ

とになっています。 

今日、その議論をしていただいて、国へ確保維持改善計画を提出したい

と思います。これについては、また御意見をいただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

お手元に事項書がございますが、まず、活発で良い議論ができる会議の

ためにということで、三重運輸支局さんの方から資料がありますので、先

にこれを御説明いただきます。よろしくお願いします。 

 

＜小出委員＞ 三重運輸支局の小出といいます。お手元に配らせていただいた冊子につ

いて、私の方から説明させていただきます。 

本当は、第1回目の会議でこちらの冊子の紹介をしなければいけなかっ

たのですが、この時間を借りて簡単に説明させていただきます。 
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こちらは、こういう会議が、活発な議論ができて実のある会議になるよ

うにということで、中部運輸局の方で平成27年度に作った冊子になります。 

中を見ていただくと、3ページ、4ページですね。いろんな主体からこの

会議に参加していただいているのですが、参加者ごとにどのような発言を

していただいたらよいかというのを紹介させていただいています。 

左の上の方に住民代表とありますが、例えば、こちらの方を紹介させて

いただきますと、住民代表でこちらへ出てきて、どういう発言をしたらよ

いのだろうかということになってしまいますが、そこはあまり堅苦しく考

えずに、日頃バスを利用されている方であれば、バスを利用していて気が

付いた点とか、こういうところを直したらどうかという点とか、あと、い

ろいろな団体の代表の方で、日頃バスを利用していない方であれば、日頃

からバスを利用している方から意見等を伺っていただいて、こちらの方で

発表していただけたらと思います。 

あと、もう一つは、注意事項が6ページの下の方に載っておりまして、

ひとつだけ御紹介しますと、地域公共交通は自治体さんが運行しているコ

ミュニティバスの他に、この地域ですと三重交通さんが運行している一般

の路線バスとか、鉄道とかいろいろな公共交通が存在しますけど、皆さん

が自分の地域にバスが走っていないからという意見に終始してしまうと、

なかなかいい議論ができませんので、広域に運行している公共交通を広い

視点で見て、建設的な意見を発言していただいて、実のある会議にしてい

ただくようにということで注意事項があります。持ち帰って目を通してい

ただいて、次回以降の会議に役立てていただければと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

すみません、出席状況の確認をしておかなければいけません。 

 

＜事 務 局＞ それでは、出席状況を報告させていただきます。 

ただいま、委員総数20名のうち16名の方に御出席いただいております。

津警察署の川邊委員と三重短期大学の北村委員につきましては、欠席の御

連絡をいただいております。小島委員と伊藤委員につきましては、遅れて

いらっしゃると思いますので、後ほど参加し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す。 
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出席状況を確認していただきました。規約の第8条第2項の規定によっ

て会議が成立しているということで進めたいと思います。 

今、活発で良い議論ができるためにということで、支局の小出委員から

御説明いただきました。今の説明の中で御質問がございましたらお受けし

たいですが。 

また目を通していただければよろしいかと思います。そんなに堅苦しく

考えなくていいですよ。できれば前向きの議論をしていただきたいですね。

そういうところを整理していただいています。 

もしなければ、また目を通していただいた後で御質問いただいても結構

です。 

それでは、二つ目の「平成28年度地域公共交通確保維持改善事業の二次

評価結果について」ということで、これは報告事項ですが、事務局の方か

ら説明していただきます。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項2「平成28年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評

価結果」について御説明申し上げます。 

津市では、地域公共交通確保維持改善事業費補助金という国の補助制度

を活用しており、この補助金を受けるにあたっては、学識者の先生方によ

って構成される第三者評価委員会において、当該事業についての事後評価

を受けることとなっております。 

平成28年度地域公共交通確保維持改善事業の事後評価につきましては、

第三者評価委員会での事後評価を受ける前段として、昨年12月28日に開

催されました、平成28年度第3回協議会において、一時評価を実施してい

ただいたところでございます。 

その際の資料が【資料2－2】と【資料2－3】でございますが、内容につ

きましては、既に御承認いただいておりますことから、本日は説明を省略

させていただきます。 

本年2月15日に中部運輸局にて開催された第三者評価委員会におきまし

て、平成28年度地域公共交通確保維持改善事業についての二次評価を受け

ましたところ、5月8日付けで結果の通知がございました。 

その通知が【資料2－1】でございます。 

それでは、【資料2－1】の2ページ目をご覧ください。 

こちらは、地域内フィーダー系統に関する二次評価結果でございますが、
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表の真ん中あたりにありますように、「各地域の検討会を活用し、地域の実

情に応じた運行改善を行っていることや、各種利用促進策の実施により、

住民の意識啓発や、利用者の利便性向上を図ることで、コミュニティバス

の維持に取り組んでいることについて評価します。次年度は『地域公共交

通網形成計画』の中間評価が予定されていることから、各施策・事業の実

施状況が適切に評価され、必要に応じて網計画の見直しが行われることを

期待します。」との評価をいただきました。 

続きまして、【資料2－1】の3ページ目をご覧ください。 

こちらは、昨年度作成いたしました、モビリティマネジメントシステム

に関する二次評価でございますが、「昨年度実施した総合時刻表作成とイン

ターネット乗換案内サービスへの情報提供（公共交通の見える化）に引き

続き、WEB を活用し、公共交通への利用転換を図ることで、公共交通の利

便性向上とともに、市民の公共交通への意識改革に取り組む姿勢は評価し

ます。今後は、これらの仕組みを最大限活用し、津市の公共交通の利用者

が増加し、公共交通ネットワークの活性化及び維持に繋がることを期待し

ます。」との評価をいただきました。 

二次評価の結果は以上でございますが、第三者評価委員会の委員様から

は、幹線の評価がよろしくないことから、幹線を他人事としないようにと

いった旨の御意見もいただいておりますので、併せて御報告申し上げます。 

以上をもちまして、事項2「平成28年度地域公共交通確保維持改善事業

の二次評価結果」についての御説明を終了させていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ただいま、平成28年度の地域公共交通確保維持改善事業の二次評価につ

いて御説明いただきました。 

それについて、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、いかがでしょうか。 

 

＜小出委員＞ 三重運輸支局の小出です。今の事務局の説明に補足だけさせていただき

ます。 

二次評価につきましては、基本的にはこの協議会と事業をきちんと実施

していただいて、その評価を自己評価として【資料2－2】と【資料2－3】

でまとめて国の方に出していただいているのですが、その評価内容と助言

をさせていただいている立場として、二次評価を実施しております。 



 

- 6 - 

 

また、二次評価の内容の妥当性を担保するために、学識の先生に入って

いただいて第三者評価委員会というものを実施しており、そのコメントと

いうのが、今事務局から説明がありました【資料2－1】の2ページ、3ペ

ージの一番右にある第三者評価委員会のコメントというところに書いてあ

るのですが、津市さんは少し厳しいことを言われまして、この地域は三重

交通さんのバスがたくさん走っていて、そういったものも含めて公共交通

はネットワークが形成されているのですが、協議会の中での議論がコミュ

ニティバス中心になっているので、そういった点も含めてこの中できちん

と議論をする必要があるのではないかという意見がありました。 

今後の議論においては、その点を踏まえてこの会議の中で運営がなされ

ることを期待していますという発言が先生の方からありましたので、それ

を踏まえた議事の運営をしていただければよいのではないかと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

大変良い説明をしていただいてありがとうございます。私も評価委員の

メンバーの一人なのですが、幹線は県の方で申請していただいていますね。

幹線につながった支線をフィーダーという形で市町で申請していただいて

おります。 

地域間幹線系統というのは、あとで分科会の方でも出てくると思います

が、なかなかシビアな数字になりつつあります。むしろ減少気味であると

いうことを踏まえていくと、地域のフィーダー、いわゆる支線だけを見て

いてはだめで、全体をもうひとつ広域の面を見て、それとつながっている

フィーダー、ネットワークという感覚をもう少し持っていかないと結局は

共倒れになってしまうのではないかというあたりですね。そこをしっかり

見てくださいということをお願いしているわけです。 

あとは、名松線の話も出ましたが、これはまた美杉地域との話し合い等

をこれからやっていかないといけないだろうと思いますが、上手な名松線

の使い方も含めて議論していただければよいのかなと思います。 

全体としては、幹線とフィーダーの関係をどううまくリンクさせるか、

特にコミュニティバスだけではなくて、三重交通さんの路線が幹線になっ

ていますので、三重交通さんの路線がダメになるとフィーダーもダメにな

ってしまうということになってきます。 

是非、そのあたりを次の分科会で議論していただけるとありがたいなと
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思います。他に何か御意見、御質問がございましたらお受けしたいですが。 

 

＜竹田委員＞ 第三者評価委員会のコメントの中に、コミュニティバスだけじゃなくて

三重交通のバス、幹線も含めての議論が少ないという御指摘がありますが、

津市の場合、合併して非常に面積が大きく、しかもコミバスというのが津

市全体的の4割や30数パーセントのところの地域を対象としていて、人口

の大半を占める旧津市はコミバスが対象じゃないという、そういう中でな

かなか議論は難しいというふうに思うんですね。 

したがって、幹線の問題は確かに大事なことなんですけど、もし議論す

るのなら、例えば問題が集中している地域をひとつ取り上げて議論すると

かの工夫が必要だと思うんですね。 

いっぺんに全体をと言っても、なかなか議論するだけの情報が得られて

いないわけですから、委員としてもなかなか参加しにくいと思います。 

また、時間的な制約があって、私も最初は市民代表で公募委員として来

ていたのですが、地域の実情を言っても、予定された議題が多くて、限ら

れた時間の中でそれを深めていくというより、御意見承りましたという程

度で終わらざるを得ないような実情があるわけですね。 

全体の持ち方をどうしたらいいのかというのも併せて、もう少し工夫し

ないと、それを座長に求めても、座長は予定された議事は進行しないとい

けない、しかし委員の意見は無視できないということで非常に苦労されて

いるのではないかと推察するわけですけど、そういう面で全員の英知を集

めないと、支局さんの御指摘を満足していこうということになると大変か

なと思います。ちょっと大きすぎて大変かなと思います。 

その辺、もし具体的な御指導があればお知恵をいただいて、我々も努力

していけるかなと思います。 

 

＜小出委員＞ 多分いろいろあると思うのですが、今日の分科会は中間評価のために作

られた分科会ですが、他の市町の会議に行けば、今おっしゃられた通りた

くさんの議事を本会議の限られた時間の中で議論することになるとなかな

か難しいですが、大きなコミュティバスの変更なんかを考えるところを幹

事会みたいな下部組織を設けて中身の立ち入った議論をした上で、そこで

まとまった内容を本会会議にかけるというやり方もありますので、そのあ

たりは事務局サイドで考えていただいて、竹田委員が言われたような突っ
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込んだ議論が必要なので、それも必要だということであれば、事務局の方

に言っていただいた上で、事務局さんの方で考えていただきたいなと思い

ます。 

見直しをするためには、そういう議論が必要だと思いますし、ここで全

部やるというのは難しいと思いますので。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

おっしゃる通りかなと思います。他に御意見がございましたらお受けし

たいですが。 

今、竹田委員と小出委員からお話がありました。指摘する方は楽なので

すが、実際にそれをどう対処していくかというあたりが難しい。実は、こ

ういう指摘を受けた上で新しく分科会というやり方を事務局が考えてくれ

たわけですね。 

ですから、このコメントも含めて第三者評価委員会のアドバイスを頭に

入れて、分科会をどういうふうにしていけるのか見えないところがござい

ますが、分科会で議論して、その成果をここへ出していただいて、走りな

がら修正を考えざるを得ないのかなと思います。 

今おっしゃったように、全体の話をすぐに全部対応できるようにすると

いうのはなかなか難しいかもしれない。 

もうひとつは、幹線というなかで、ある意味で前回か前々回でしたか、

あるところを廃止代替にせざるを得なかったということもあります。そう

いった方向が少しでも何かの形で見えるのであれば、そのへんの情報を早

めに三重交通さんからも出していただいて、あとで資料を出しますが、多

分シビアなところも出てきます。そういった中でどうするということを具

体的に考えていかないと対応できないと思うのですね。そういう意味で、

分科会で少し議論していただいて、そのステップでまた次のステップを考

えていくのがいいのかなと思います。 

竹田さんがおっしゃったように、津は10市町村が合併してできた市です

よね。10 個が別々のことをやってきた公共交通の、特にバスについては

別々の形でやってこられたのが、合併後10年ちょっとになるのですが、よ

うやくここまで来たというのが事実なんですね。 

ですから、それをどう評価していくか、どうチェックしていくかという

ことを、これもまた整理をもう一度していかないといけないし、形成計画
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を作ってそれに向かっていきましょうと言っても、やっぱり地域によって

状況が違うということを私たちは踏まえないといけないと思います。 

大きな流れの中に違う事情があるという、階層的に難しいのですが、少

しずつかもしれませんが、試行錯誤的なことになります。やってみてダメ

ならもう一回違う方法でということもやらざるを得ないかもしれません。

最初はスピードが出ないかもしれませんが、そのスピードを少しずつでも

あげられるような形でいけたらいいかなと思います。 

報告事項ですのでよろしいでしょうか。一応こういったことを皆さんと

情報として共有して進みたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、3 つ目の「津市生活交通確保維持改善計画について」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 3「津市生活交通確保維持改善計画」についてご説明申

し上げます。 

事項2でも御説明させていただきましたとおり、津市では、「地域公共交

通確保維持改善事業費補助金」という国の補助制度を活用しており、この

補助金を受けるためには、例年6月までに、協議会での議論を経て作成し

た、「生活交通確保維持改善計画」の認定申請を行う必要がございます。 

バス等の陸上交通につきましては、地域間の幹線系統を確保・維持する

計画を都道府県の協議会が作ります。幹線系統に接続する支線を確保・維

持する計画を市町村の協議会が作成することとされておりまして、本日、

御協議いただきますのは、支線でありますフィーダーを確保・維持するた

めの、「地域内フィーダー系統確保維持計画」でございます。 

例年ですと、4月には補助金の限度額について提示があり、5月には「生

活交通確保維持改善計画」の認定申請について通知がございますが、今年

度は要綱の改正が遅れておりまして、未だ通知がございませんことから、

三重運輸支局に御相談させていただきまして、前年度の要綱に基づき計画

案を作成しております。 

それでは、資料について御説明をさせていただきます。 

まず、【資料3－1】が当該計画案でございまして、【資料3－2】は、計画

案を作成するにあたり参考とした、過去3年間のコミュニティバス利用者

数でございます。 

また、【資料 3－3】は、昨年度作成した計画と、今回作成した計画案と
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の対照表となっております。 

それでは、計画案の内容について御説明申し上げたいと思いますが、先

ほども申し上げましたとおり、基本的には昨年度作成した計画をベースと

しておりますので、昨年度作成した平成29年度計画から変更した部分のみ

御説明申し上げたいと思います。 

【資料3－1】をご覧ください。比較表を合わせて見ていただいた方が分

かりやすいと思います。 

3 ページ目上段に、カッコで美里地域として記入してございます、こち

らは、地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性の美里地域の部分で

ございますが、平成29年4月1日付けで地域内の小学校と中学校が統合さ

れ、スクールバスが運行されることとなりましたことから、「小学生及び中

学生の登下校にも利用されている」という部分を削除いたしました。 

次に、4ページ目中段の美杉地域でございますが、平成29年4月に、同

地域にて「津市家庭医療クリニック」が診療を開始したことから、コミュ

ニティバスの利用目的として、同クリニックへの通院を追加いたしました。 

また、4 ページ目下段にございます、名張奥津線につきましては、現在

は通学での利用が確認されておりませんことから、利用方法から通学の文

言を削除し、平成29年4月からコミュニティバスの逢坂・飼坂ルートを太

郎生地区まで延伸したことから、同路線が廃止になった場合に、太郎生地

区から他の地域への公共交通手段が寸断されるとの表現を削除いたしまし

た。 

続きまして、5ページ目以降の「2．事業の定量的な目標・効果」につき

ましては、【資料 3－2】の利用者数の推移を元に、各地域の目標値を設定

いたしました。 

最後に、12ページ目以降の「14．協議会の開催状況と主な議論」及び13

ページ目の「15．利用者等の意見の反映状況」につきましては、最新のも

のに更新いたしました。 

資料についての説明は以上でございますが、先ほど来、申し上げました

とおり、要綱改正により様式等が変更される可能性がございます。 

計画の変更等が必要となった際には、書面議決等による承認手続きが必

要となる可能性もございますことから、御承知おきくださいますようお願

い申し上げます。 

以上をもちまして、事項 3「津市生活交通確保維持改善計画」について
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のご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。 

 

＜小出委員＞ 三重運輸支局です。 

謝らないといけないのですが、国の予算状況が非常に厳しい中で、フィ

ーダー系統補助要望というのが年々たくさん来ておりまして、なかなか皆

さんにきちんと交付することができない中で、頑張っている地域に厚く配

分すべきだろうということで、大きな補助要綱の改正が予定されておるの

ですが、実は、その内容について関係各所に諮っていくと、一部地域から

非常に大きな反対意見が出ておりまして、それを収めることができなくて

要綱がなかなか出てこない状況にあると聞いております。 

最初は 4 月の終わりには出るだろうというものが、5 月の終わりになっ

ても出てこないということで、最近の状況では6月の中旬までは出てこな

いのではないかという話になっておりまして、ただ、一方で基本的には要

綱に従い、計画については6月の終わりまでには出していただくというこ

とになっているので、津市さんの方からは相談をいただいたのですが、今

変わる予定になっているところについては、11ページ以降に「表1」を添

付とか「表 2」を添付となっておりまして、これは補助金の額を算出する

ための表になるのですが、この内容が変わってくるだろうということにな

っておりまして、これがお示しできないので資料ができないという状況に

なっておるのですが、ただ、その前段に書いていただいております確保維

持改善計画の中身というのは、要綱が変わろうが変わろまいが、この系統

について補助してほしいということで出していただくもので、計算式をす

る表の方が変わってくるということですので、大きく中身が変わるわけで

はなく、計算式のための表が変わってくるということを御承知おきいただ

いて、この場でそういう補助金をもらうための計画を出すことについて議

論していただいて合意形成していただいた上で、要綱の改正があればすぐ

に通知を申し上げますので、それに応じて対応していただきたいなという

ことで、現状ではそういう対応しかできないものですから、それを御承知

おきの上でこの場での議論をお願いしたいです。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 
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何か、ここらへんを含めて御質問、御意見がございましたらお受けした

いですが。 

 

＜吉川委員 ＞ 一年間、コミュニティバスに拘って出させてもらったのですが、私たち

はコミュニティバスのバス停まで行けない状態にあるので、コミュニティ

バスだけの議論を受け入れられなかったんですね。 

コミュニティバスも大事だし、路線バスも大事だけど、路線バスやコミ

ュニティバスへ行くまでの足をどう確保するかということが大事だと思う

んですよ。 

そこまで行けないのに、乗ってくれと言われても乗れない。だから、こ

ういう公共交通というのは、どういう公共交通が希望ですかということを

まずは各自治会に下ろしていただきたいんです。それで、自治会のみなさ

んがどういうふうに考えているかということを持ち寄って、ここで議論し

ていくということが、本当は筋道通っているんじゃないかと思うんです。 

コミュニティバスや路線バスで満足しているところは多分意見が出ない

だろうけど、満足していないところは住民の中からいろいろ出ると思うん

です。 

私も、今度自分でコミュニティバスに乗ってみようと思っているんです。

朝9時5分と9時半と朝だけ2本出ているんです。それに私も乗ってみよ

うと思っています。どこまで行けるか。 

それから、私たちの周りではコミュニティバスを利用できないという声

が多いので、今回老人会の方でアンケート取ると会長さんがおっしゃった

ので、コミュニティバスについてのアンケートも入れてくれるように頼み

ました。 

コミュニティバスを利用していますか、週何回ですか、利用していない

のははぜですかということ。それから、公共交通に対しての希望というの

を老人会のアンケートに書かせてもらって、老人会は約200名前後いるの

ですが、どういう回答をしてもらえるか分かりませんが、そういう中で自

分自身だけの意見を言っても仕方がないので、老人会、友達に積極的に声

をかけて、私もコミュニティバスに乗ってみようと思っています。その中

で乗っている人の意見を聞きながら。 

確かに、公共交通は大事だし、私たちもそれは必要だと思ってるんです。

でも、そこまで行く足がないということが前提なんです。コミュニティバ
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ス、路線バスまで行く方法を見つけてくれれば、多分私たちもそういうも

のを利用していくと思うので、とりあえずは自治会へ公共交通をどう考え

ているのか住民の声を引き上げてもらって、その上で路線バスとか公共の

バスを、これから私たちが育てていかなきゃいけないんだと訴えて、そし

たらコミュニティバスの本数を増やしてほしいとか、コミュニティバスに

乗れる所まで送ってほしいとか声が出れば、多分人が増えて、コミュニテ

ィバスが増えて、そうすれば住民の利用も可能だと思うんです。 

 

＜伊豆原会長＞ 吉川さん、ちょっと申し訳ないです。今お話しいただいていることは前

からお話しいただいていることですので、それは分科会でやりましょう。   

協議会の方はこれだけ終えて分科会に移りたいと思いますが、生活交通

確保改善計画を国の方へ出さなければいけません。これを議論しておいて、

今のお話は分科会の方でお話しできると思いますので、是非そちらの方で

お願いします。 

国の方への申請について、いかがでしょうか。何か御意見はございませ

んか。 

これは例年のスタイルで作っていただいて、先ほど報告があったように、

昨年と需要が変わってきたことについては整理をしていただきました。中

身についてはそういう形です。もう一つは、補助金の金額を記入する、幾

らくださいというところが、実はまだ要綱が決まっていないということで

す。幾らくださいと書きようがないというのが現実なのですね。 

ですから、要綱が決まり次第支局の方から連絡が来るので、その指示に

基づいて書きますということです。これは申し訳ないですが、事務局と会

長の方に御一任いただけたらと思います。数字についてはこの資料に載っ

ていないので書きようがありません。ただ、昨年は幾らでしたか。 

 

＜事 務 局＞ 平成 28 年度の補助金は 3,270 万円、29 年度は内定いただいているのが

2,571万円です。 

 

＜伊豆原会長＞ それだけの補助金を国からもらえるようにしておかないと、津の持ち出

しが増えてしまうと困りますので、是非、御了承いただけたらと思います

がいかがでしょうか。よろしいですか。 

事務局と私で責任をもって国の方に申請するということにします。 
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それでは、最後に「分科会の進め方」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 4「連絡事項」といたしまして、分科会の進め方につい

て御説明申し上げます。 

分科会の日程につきましては、第1回協議会の中で、平成29年度事業計

画としてお示しさせていただき、御承認いただいたところでございますが、

津市地域公共交通網形成計画に係る中間評価のための分科会を、本日を含

めまして、8月末までに3回開催させていただく予定でございます。 

分科会の進行につきましては、各分科会の班長様に議事進行をしていた

だきたいと考えておりますので、まずは各分科会において、班長様の選出

をお願いいたします。 

また、各分科会には、事務局から担当者を1名ずつ配置させていただき

ますので、事務局での準備物等につきましては、各担当者までお申し付け

ください。 

このあと開催させていただきます第1回分科会では、「情報共有」と「疑

問点の整理」をテーマといたしまして、計画期間中に取り組んだ施策につ

いて事務局担当者からご説明させていただきますので、理解しにくい点や、

疑問に感じる点、必要な追加資料等についてお申し出いただきたいと思い

ます。 

お申し出いただいた内容につきまして、即答できない内容や、追加資料

につきましては、第2回分科会までにご準備させていただき、ご提示させ

ていただきます。 

続きまして、7 月中旬に開催を予定しております第 2 回分科会では、施

策の実施状況についてご議論いただき、【資料 4－1】の中間評価シートに

実施状況を記入した上で、各施策についてＡからＥの5段階での評価をし

ていただきます。 

最後に、8 月下旬に開催を予定しております第 3 回分科会では、施策の

実施状況から課題事項を洗い出していただき、平成31年度までの方向性を

評価シートに記入し、中間評価シートを完成させていただきます。 

中間評価シートの記入方法につきましては、【資料 4－2】の記入イメー

ジを参考にしていただきたいと思います。 

また、【資料 4－3】につきましては、各施策の内容についての詳細を記
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しておりますので、中間シートを作成するにあたり、御活用いただきたい

と思います。 

なお、3 回の分科会を経て作成された中間評価シートにつきましては、

10月下旬に開催を予定しております第4回協議会において、各班長様から

発表をしていただき、協議会での議論をもって、中間評価を終了といたし

ます。 

以上をもちまして、事項4「連絡事項」、分科会の進め方についての御説

明を終了させていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ お分かりいただけましたか。もう少し具体的に説明しないと分かりにく

いですね。ＡからＥの評価は個々に入れるのか、グループで入れるのか、

具体的にはどのように入れるのですか。 

 

＜事 務 局＞ 【資料4－2】の②というのが完成形になりますので、各分科会でまとめ

ていただいたものがこういうものとなるようにしていただきたい。 

        ですので、個別に作られる場合もありましょうけども、それを最終的に

まとめていただいて、分科会の班としてこういうものですというふうな形

に最終的にとりまとめていただくように進めていただきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ それでは一枚にするのですね。 

 

＜事 務 局＞ 最終的には一枚に収まるようにしていく形です。 

 

＜伊豆原会長＞ お分かりいただけますか。一番左に分科会Ａとあります。テーマは公共

交通ネットワークの構築ですが、【目標 1－1】、【1－2】、【1－3】と 3 つの

項目が分科会Ａのグループが評価する項目です。ですから、3 つの項目に

ついて黄色のところへＡからＤまで入れてください。分科会としてみんな

で議論して一枚を作ってください。今日が初めてですが、2 回目までにこ

この部分をはめてください。真ん中の黄色の部分ですね。3 回目には一番

右の黄色の部分にコメントが入るように入れてください。 

8 月までに 3 回やるんですね。今日は全部入れる必要はありませんが、

ここについて議論していただいて、2 回目にはここの真ん中の黄色の部分

をだいたい書き入れてほしい。3 回目にはここのコメントの部分を入れて
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ほしいということです。よろしいですか。 

やり方はどちらでもいいです。議論しておいて、これはＡですね、これ

はＢですねとみんながすっとやれればいいですが、そうでなければ、個々

で評価するという手もありますし、それは分科会ごとにやってみてくださ

い。自己評価ですので、必ずしもこれが絶対ということではないので。 

こういうことを考えてチェックしてみたら、こういう評価ではないのか

ということを、私たちは入れてみようということです。ここで議論してい

るだけじゃなくて、そういう話をしてください。よろしくお願いします。

何か御質問はよろしいですか。だいたいお分かりいただけましたか。 

 

＜冨永委員代理＞ 【資料4－1】の実績値は、どの時点の数字が入るのですか。 

 

＜事 務 局＞ 28年度の数字です。 

 

＜冨永委員代理＞ これは各分科会でお示しいただけるのですか。 

 

＜事 務 局＞ この数字については、今集計中の部分がありますので、また事務局の方

で入れさせていただきます。 

 

＜冨永委員代理 

＞ 【資料4－2】の実績値に応じて定量的に評価というところは、分科会としては協議し

なくて良いということですね。実績値に応じてというところの評価は実績

値が出た段階でということで。 

 

＜事 務 局＞ はい。今日は疑問点や情報共有の部分で、施策の内容を知っていただく

ということです。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。もしなければ、ここまでが協議会ですので、事務局

にお返しします。 

 

＜事 務 局＞ ありがとうございました。 

協議会の部分はこれで閉めさせていただきますが、このあと分科会をす

るために机の移動をさせていただきたいと思います。 
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申し訳ないのですが、10分ほどお時間をいただいて、その間に事務局の

方で机の移動をさせていただきたいと思いますので、お手荷物を後ろの机

に御移動してくださるよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、協議会の方はこれで終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

 


