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平成29年度第4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4回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 平成29年11月20日（月）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）、伊藤好幸、落合毅人、

小出和仁、小島誠伺、竹田治、羽田勇人（冨永健太郎代理）、町野

恒、村田友和、森田寛、山本剛澄 

（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 

都市計画・景観担当主幹 清水貴伸 

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 津市都市マスタープラン（案）について 

2 バスの利用状況について 

3 平成29年度公共交通アンケート結果について 

4 津市地域公共交通網形成計画の中間評価について 

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4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、ありがとうございます。 

定刻になりましたので、只今から、平成 29 年度第 4 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。 

開会にあたりまして、本日の会議は10月23日に開催を予定しておりま

した会議を、台風21号の接近により延期させていただいたものでございま

すが、同日開催を予定しておりました玉城町への先進地視察会につきまし

ては、別日程で開催すべく日程調整中でありますことを御報告させていた

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。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ お久しぶりでございます。 

本来なら、先月この会議を開催する予定でした。今、事務局からお話が

ありましたが、台風等がございまして延期させていただいています。玉城

町はずいぶん被害があったようで、職員の方が大変お忙しいということで

すので、視察については、日程等がうまくつきましたら開催していただこ

うと思います。また、そのときには御連絡させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

今日は、お手元の事項書にあるように、都市マスタープランから中間評

価まで事項が4件ございます。忌憚のない御意見で、少しでも津の公共交

通の改善に役立てたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それ

では進めていきたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ 開会に先立ちまして、出席状況の確認をさせていただきたいと存じます。

本日の会議は委員総数20名のうち12名の出席をいただいております。 

なお、津南署の伊藤委員、三重県津建設事務所の大谷委員、津警察署の

川邊委員、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、津

市自治会連合会の西山委員、三重交通労働組合の山口委員、公募委員の吉

川委員の8名の方につきましては、所要のため欠席するとの御連絡をいた

だいております。 

 以上でございます。 
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＜伊豆原会長＞ 今、出席委員20人のうちの12人ということで、過半数は満足している

のですが、ちょっと御都合の悪い方が増えてしまったということです。と

はいえ、一応過半数を満たしておりますので、今日の会議は成立するとい

うことを御報告させていただきます。ありがとうございます。 

では、続いて事項1の説明をお願いいたします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、『事項 1 津市都市マスタープラン（案）』につきまして、御

説明いたします。「津市都市マスタープラン」につきましては、津市総合計

画と共に「津市地域公共交通網形成計画」の上位計画と位置付けており、

現在の計画に代わる次の計画を平成30年度から運用するため、平成29年

度末での策定作業を進めております。 

 先般、市議会全員協議会で同計画案を御協議いただきましたので、当協

議会においてもその概要をお示しさせていただき、今後の「津市地域公共

交通網形成計画」の中間評価の参考としていただきたいと考えております。 

 津市都市マスタープランの概要説明については、所管課であります、都

市計画部・都市政策課の清水担当主幹から説明させていただきます。 

 

＜事 務 局＞ それでは進めさせていただきます。【資料1】を御覧ください。 

まず、津市都市マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に基づく

「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、将来の都市像、都

市構造を明らかにし、土地利用の方針、道路、公園などの施設の計画など、

都市計画の基本的な方針を定めるものです。 

主に土地利用に関する方針を記載していますが、都市の骨格を形成する

ものとして、公共交通に関する方針も位置づけています。 

本市では、先ほど説明がありましたとおり、今年度で現行都市マスター

プランの計画期間が終了することから、来年度から平成 39 年度までの 10

年間を計画期間とする次期都市マスタープランの策定作業を進めており

まして、平成 29 年 5 月 18 日に全体構想編、今月 11 月 9 日に地域別構想

を併せた都市マスタープラン（案）について、市議会全員協議会で御協議

いただいたところです。 

都市マスタープランは、津市地域公共交通網形成計画において上位計画

として位置付けられておりますことから、次期都市マスタープランにおい
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ての公共交通に係る位置付けを説明させていただきます。 

それでは、【資料1】の5－1ページを御覧ください。 

こちらに『第5章 全体構想』として、将来都市構造における都市構造

の基本的な考え方を記載しております。 

真ん中の段落の「今後の」というところで、今後の都市構造は鉄道駅な

どの移動利便性の高い拠点に都市機能を集積し、その周辺に良好な生活サ

ービス機能が確保された居住地を形成することで都市のコンパクト化を

図る「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の構築が重要となるという

考え方を示しています。 

また、最後の段落で、現在までに形成してきた都市基盤の中で、都市機

能の集約化を進めながら居住地と拠点を不自由なく移動できる連携軸（道

路、公共交通等）を合わせて構築しますとしており、下にそのイメージ図

を掲載しております。それぞれの拠点間を公共交通、広域ネットワークの

鉄道や、拠点間ネットワークで結ぶというのが、ここでいう都市構造の今

後の構築のイメージとして記載しております。 

次に、5－2ページを御覧ください。 

『1－2 都市構造を構成する要素』として、（1）ゾーン、（2）拠点、（3）

ネットワークの3つを記載しておりまして、ネットワークにつきましては、

5－4 ページに大きな方針が記載してあります。公共交通につきましては、

（1）広域連携軸として鉄道軸と航路軸、（2）地域連携軸としてバス軸を

位置付けることとしております。 

次に、5－16ページを御覧ください。 

こちらの『都市づくりの分野別方針』の中に、『4－1 交通体系形成の方

針』として、公共交通体系の確立についての方針があります。 

まず、地域公共交通体系の確立としまして、移動利便性が高い持続可能

な交通サービスが提供できる公共交通体系を実現するため、有識者や交通

事業者、市民との協議、協働により、鉄道やバス路線とコミュニティ交通

の連携を進めること、人口減少、少子高齢化の進展への対応に向け、拠点

間を結ぶ路線におけるサービス水準の維持、都市拠点と中山間部を結ぶ路

線における路線の維持、中山間部と地域拠点を結ぶ路線における多様な移

動手段の確保を推進するなど、地域性に応じた持続可能な交通体系を検討

すること、そして、鉄道の利用促進等として、環境負荷が少ない鉄道の利

用促進を図るため、利用促進に係る啓発活動を推進するとともに、必要に
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応じ、関係機関に対してダイヤ改正や増便施設整備などを要望し、利便性

の向上に努めること、バス交通の利用促進等として、民間バス路線、廃止

代替バスなどについては、事業者と連携したＰＲ活動やサービスの向上に

取り組むとともに、交通事業者を含めた関係機関と協力し、維持・活性化

に努めること、コミュニティ交通については、高齢化が進展していく中で

も高齢者の外出を促進できる交通環境を確保するため、鉄道や民間バス路

線との接続強化を進めること、路線の乗り換えができる拠点的なバスター

ミナルについては、利用者のコミュニティの場など、安全で快適にバスを

待つことのできる待合環境の確保に努めること、海上交通の利用促進等と

して、中部国際空港を結ぶ海上アクセスの利便性・快適性の向上と一層の

利用促進を図るため、旅客船ターミナルの適切な維持管理に努めるととも

に、運行事業者と連携したＰＲ活動やサービスの向上を進めることを位置

付けております。 

以上が、全体構想における公共交通の方針を位置付けたものです。 

次に、7－1ページを御覧ください。 

ここからは地域別構想に係る部分ですが、本市の都市計画区域をもとに

5つの地域に区分し、それぞれの地域別に方針を位置付けております。 

この中で、北部地域については、7－7ページに公共交通体系の確立とし

て効率的なネットワークの形成や維持に向けての考え方の方針を記載し

ております。 

同様に、他の地域においても、中央部地域については7－15ページ、南

部地域については7－25ページ、北西部地域については7－34ページ、南

西部については7－42ページに、それぞれ公共交通に関する方針を記載し

ております。 

以上が、次期津市都市マスタープランにおける公共交通に係る方針です。

説明は以上です。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

津市都市マスタープランの案について、特に公共交通に関する部分を中

心に御説明いただきました。 

これについて何か御質問はございますか。 

 

＜森田委員＞ インターチェンジ付近の開発についての御説明は。 
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＜事 務 局＞ 5-20ページの下の方にあるのですが、これは公共交通に限ったことでは

なく、インターチェンジ周辺については、「津市産業・スポーツセンターの

集客力と自動車交通の重要な結節点であるアクセス性の良さを活かした圏

域内外との交流機能の充実に努めます」と位置付けており、交流拠点とし

ての位置づけとなっております。 

 

＜森田委員＞ 交流拠点とはどういうものですか。 

 

＜事 務 局＞ 津市産業・スポーツセンターを中心として、交通結節点、つまり、交通

上優れた場となりますので、津市産業・スポーツセンターの集客力を活か

して、来てもらったお客さんに津市をアピールさせていただくようなイメ

ージで位置づけしております。 

 

＜森田委員＞ 将来、その辺りに施設はできるのですか。 

 

＜事 務 局＞ 現状の法制度で言えば、あくまで市街化調整区域ですので、新しく開発

するということはありません。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。 

 

＜竹田委員＞ 深く理解したわけではないので、質問といいますか、考え方を披露させ

ていただきたいのですが、人口構造も産業構造もマイナス傾向の中、核家

族だけは増えている。今後も核家族化が一層進むということなんですね。 

産業構造が概ねマイナス傾向というような状況のもとで、今までの公共

交通の傾向をそのまま踏襲していって、果たしてそれで対応していけるの

かという点が疑問です。今の時代の変化の状況から見て、20 年、30 年先

に、必ずしも正確に反映できるかというとそうではないですよね。 

統計上、法に基づいた形でマスタープランができているのだと思います

が、そういう状況のもとでは自己完結型の町づくり、コンパクトシティと

はどういうものなのかというのを私自身がよく理解できていないので何

とも言えないのですが、津市は 10 市町村が合併して、それぞれの個性、

特に安濃川流域と雲出川流域というような文化の違いもあって、統一して
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調整していくのが難しい地域をまとめて一つの行政府としているのです

から、せめて安濃川流域と雲出川流域というのは、それぞれの文化や歴史

に基づいたまちづくりというのが必要だと思います。 

その中で、公共交通のあり方というのを検討していかないといけないと

思いますけど、とりわけ旧の 10 市町村に合ったコンパクト化、自己完結

型のまちづくり、それに基づく公共交通のあり方というのは、今までの手

法とはおのずと変わってくるのではないかなという気がします。 

「課題と方針」を見ても、現状をどう見るかというのはそのとおりだと

思うのですが、その辺の新しい付加価値を公共交通整備に付けていくとい

う点においては、これは我々のこの協議会の課題でもありますが、これが

上位計画なってしまうのですから、そのあたりの見通しを一度示した上で

方針を立てないと、これに制約されるという逆の足枷になってしまっては

困ると思います。 

そのあたりを踏まえた上での表現を検討していただければというのが

私の意見です。今説明を聞いた限りでの意見ですので、感想という程度で

すが。 

 

＜伊豆原会長＞ 何か事務局はございますか。 

 

＜事 務 局＞ 1－1ページを見ていただきますと、計画策定の目的のところで、国が提

唱する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」という表現がございます。

今も、御意見で合併というお話がございましたが、今の総合支所が所在す

る場所が、まさに旧の市町村の中心地域でございます。 

世帯数は増えるといっても人口減少ということで、地域によっては集落

機能の低下などが懸念されるのですが、例えば、コミュニティバスにつき

ましては、生活交通の維持が第一義的な目的でございますので、その辺を

どういう形で維持していくのかを考えていかなければならないと考えて

おります。 

都市マスタープランの目指すべき方向性というのは、都市の集約化をし

て暮らしやすい生活圏を作っていくということになりますが、反面、既存

の各中心地域の維持存続ということもあるわけですので、民間路線バス、

コミュニティバス共に今は定時定路線型が主体ですが、少し地域に応じた

運行形態等検討し、現実に即した対応をしていかないといけないと考えて
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おります。 

 

＜竹田委員＞ まさにその通りだと思います。 

多極ネットワーク型コンパクトシティというのは、矛盾した理念をひっ

つけたように思うのですが、残念ながら郡部のように小学校や中学校が統

廃合され、学校がなくなった地域には若い夫婦は住まない。学校のない地

域で、いくら空き家対策でいろいろな優遇政策をとっても、なかなか住ま

ない。それが集約化なのか、コンパクトシティ化なのかというと、ちょっ

と首をかしげたくなりますよね。 

多種多様な公共交通網というのは、いくら交通網を整備しても、そこに

住む魅力が無かったら意味が無くて、これは表裏一体の関係なので、そう

いう点ではまちづくりと公共交通とがコラボしないと、一方だけではなか

なか進まないというのが現状でして、今の津市の全体のまちづくりの流れ

というのは旧津市への集約化という非常に効率的なまちづくりとなって

いて、効率の悪い郡部は、教育面や保育といったいわゆる子育ての側面か

ら見てもそうですし、役所が無くなったおかげで銀行がほとんどない。郡

部にとっては、役所というのは少なくとも 50 人とか 100 人の大企業です

から、これが無くなったことによって一気に過疎化するという現状を、ど

ういうふうにまちづくりのほうで補足して進めていくのかというのは、

我々公共交通の分野だけではどうのこうのということにはならないわけ

でして、そこで、今御説明いただいた多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィ、言葉としてはおおよそこういうことなんだろうなというのは分かりま

すが、ぜひ現実的な政治の中で、こういうまちづくりを考えていただけれ

ばなと思います。 

そこへ公共交通がどういう形で参加していくか、その点で我々の仕事も

生まれてくるのではないのかなと思いますので、具体化するときに活かし

ていただきたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ 5－3ページを御覧ください。 

多極ネットワーク型コンパクトシティという言葉はややこしいのです

が、全部旧津市の方に持ってこようというのではなくて、拠点という考え

方があり、その拠点には(1)の都市拠点と(2)の地域拠点という考え方があ

ります。 
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都市核と副都市核は、いわゆる津市全体の中心としての都市の拠点で、

津駅、江戸橋駅周辺、津新町駅、大門、丸之内、久居駅周辺という形で、

高次なサービスが集約するところとして考えております。 

また、それとは別に、旧郡部の河芸、香良洲、芸濃、安濃、一志、美里、

白山、美杉の中心部周辺については地域の拠点として位置づけ、地域の拠

点で普段の生活が賄えるように生活サービスを集約していきますが、そこ

で受けられないサービスについては、公共交通ネットワークで都市拠点と

結んで、例えば大きな病院に行ってもらうとか、そういうことを交通弱者

でも対応できるようにという考え方で位置付けています。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

 

＜小島委員＞ 私も津市に愛着があるのですが、昔の地域が壊れつつある中で、いろい

ろな議論があるのですが、三重の県民意識調査の中では、地域に愛着を感

じる要素の1位が、「家と土地があること」となっています。ですから、住

民にはそれぞれの拠点があるわけで、その中で4番目にあるのが、「通学、

通勤、買い物など日常生活が便利」とあるんですね。このあたりのところ

を重視して公共交通ネットワークというのを考えていかなければ、地域に

愛着があっても、もう住んでいられないということになりかねない。ここ

があなたたちの拠点だと言われても、住む側からしたら拠点ではないとい

うふうな世の中になっていきはしないかなと思うんですね。 

他所から来られる人は、自然環境に恵まれていて良いねと言うかもしれ

ませんが、年がら年中そういう気持ちでは生活できない。しかし、やっぱ

り奈良県から海まである各地域の中で、それぞれ愛着を持って住まれてい

る方が、先ほど竹田委員がおっしゃったように、地域の拠点としての機能

が失われていくのが教育環境であり、働くにも働く場所がないとかそうい

うことで、私が一番思うのは、マスタープランを今日いただいて、私の住

む地域のことをもっと考えていかないといけないと思ったのですが、マス

タープランが今後 10 年に渡って計画していく土台になるわけですよね。

これが津市民に浸透し、それぞれの地域の拠点の人がそれぞれの意見を持

って考えていくということが大事だと思うんですね。 

進め方においても少し疑問なのが、「多極ネットワーク型コンパクトシ

ティの考え方を念頭に置き」というところ。やはり、国とか大きな前提が
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あって、我々市民の生活に向かったマスタープランというか、私は政府が

どうのこうのという意味で言っているのではないですが、何か指針が無い

と、私達もどう考えていったら良いかが分からないので、いろいろなマス

タープランを作っていただくのにも日にちがかかって、いろいろな関係の

方が作っていただいているのは確かなのですが、地域住民がどれだけこの

マスタープランを分かっているのかというか、これからそれぞれ示してい

ただいて、いろいろな意見を聞いてこのマスタープランの中に入れていっ

ていただくのだと思いますが、国の施策があって、県の施策があって、市

の施策というような中で、今言ってももう遅いということになると、何の

ためのマスタープランだということになると思うんです。 

別に、このマスタープランに疑義を言っているわけではないんです。し

かし、このマスタープランは津市民全体の幸せのために考えていただいて

いるのだと思うのですが、知らなかった、こんなこともお願いしたいとい

うことも、これからの計画の中に取り入れていってもらいたいと思うんで

すね。 

ですから、私は三重県の戦略企画室が実施した平成 28 年 3 月の意識調

査を見ていたのですが、やはり自分だけという考え方の人が多い中で、「地

域に愛着を感じる要素の中に家族、親戚がいる」という、この項目でも家

族親戚に愛着を感じる要素があるんですね。自分だけというのではなくて、

そういう意味で地域というのは強力なネットワークを持っているんです

ね。自分だけが良くて都市に住んでいたけど、寂しいから地域に戻るとい

う方が、これからも出てくると思うんですね。 

そういう意味で、全体のネットワークという公共交通は大切だと思い、

ここにも公募委員としてはめさせてもらって、いろいろな意見を言ってい

るのですが、公共交通ネットワークというのは、これからもっと真剣にそ

れぞれの立場の者が考えて、協議会に反映していかないといけないと思い

ます。 

マスタープランに物申しているのではなくて、自分たちが生活しやすい、

しかも免許証を持っていない又は免許証を持てない人や、学齢期に達して

いない子供も安全に移動できる手段としては、公共交通ネットワークしか

ないわけですね。そういう意味で、ますます公共交通ネットワークが大事

で、市とか地域を支える根幹になると思って説明を聞いていました。 
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＜伊豆原会長＞ 今の意見を参考にしていただければと思います。他にいかがですか。 

では、私からお願いですが、この都市マスは 10 年間の計画ですが、私

たちが作った津市地域公共交通網形成計画は5年間なのですね。 

それがゆえに、今竹田さんや小島さんから御意見があったのは、公共交

通の計画は5年しか持っていないのに、その次の5年はどうなるのか、そ

れがこの都市マスから読み切れるかということなのです。 

少し気になったのは、第7章では地域ごとの交通形態の確立という項目

が全部に関連していますよね。ここは形成計画が主になっていて、その先

のものがどうなるのかというのが読み切れないというのが私の感覚です。 

形成計画の後、また新しい形成計画を作っていくかどうかはこの協議会

で決めることだと思うのですが、その上位にあるマスタープランは形成計

画より後にできたわけです。形成計画を我々はもう作ってあるわけですか

ら。ということになると、形成計画の部分は踏襲しますよねとここには書

いてあるのですが、そこから先のことがここから読み切れるかというとこ

ろが気になるのです。これはお願いです。 

ほとんどのことは書いてあるのです。ネットワークのところにも総合交

通体系をこうしますと。何となくこういうことかなとおぼろげながら見え

るのですが、そんな感じです。 

もう一つは、立地適正化計画というのは、この都市マスと同時に策定す

ると書いてある。実は、形成計画を策定しなさいという国の指示の中に、

立地適正化計画と共にまちづくりと連携していきなさいと書いてあるの

です。そうすると、立地適正化計画は、私たちがここに持っている形成計

画をどういうふうに反映させるかというのを考えておられるのですか。 

先ほどのコンパクトシティという名前はどういうことかといったら、駅

を中心又は拠点にして、歩ける範囲、自転車で行ける範囲、公共交通で細

かくサービスできる範囲のところに都市機能を集中して、そこへ住んでも

らおう、なるべくそういう方向でいきますよという方針なのですよね。そ

うすると、私たちが協議会で策定した形成計画はそこの立地適正化計画と

マッチングしてもらわないと困る。その話が一つも出てこないということ

が少し気になりました。 

交通の体系や交通の仕組みというのは、ある意味で立地を誘導します。

また、逆に言えばその立地の性格によって公共交通をサービスしていかな

いといけない。これは両輪なのですね。 
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しかし、両輪なのかどうなのかという部分が少しね。そういうところは、

これからの実際の施策展開の中でそういう風にしていただくというのな

ら、それはそれでどこかで整理しておいていただければ大変ありがたいで

すね。 

都市マスというのは網羅的にやらないといけないので、具体的な施策ま

で踏み込むというのはなかなか難しいかもしれませんが、皆さんが頭の中

でなかなか整理できないのは、コンパクトシティのイメージがなんとなく

想像しにくいからです。 

それから、学会でもそうなんですが、人口減少化時代にどういう生活ス

タイルを見つけるのか、どういうまちづくりをしていくのか、どういう交

通体系を作っていくのかといった仕組みが、ずっと縮小化という方向にあ

る。都市の縮小化時代という言葉を使っている先生もみえますが、そうい

う中でどう考えていくのかという具体案がなかなか出てこないというの

が現実です。しかし、少なくとも行政施策としては、都市マスや総合計画

に基づいて施策展開されるでしょうから、そのあたりを少し意識して作っ

ていただけると良いと思います。 

それから、もう一つは、形成計画はガチガチの計画ではありません。施

策展開はかなりフレキシブルなものになっています。目標とするまちの姿

とかまちづくりの方針とか、それは5年間継続しないといけない。これは

当然です。計画を作るときにそれが無いとできませんから。 

しかし、具体的な施策については、ＰＤＣＡを回しながらかなり柔軟な

施策展開をしていくというのが形成計画の基本だと思います。そのあたり

で、立地適正化計画とリンクしてくださいよというのがあると思います。

是非そのあたりを中に入れていただくなり考えていただいて、施策を作っ

ていただければ大変ありがたいです。 

よろしいでしょうか。都市マスを全部読みこなすのは大変なのですが、

先ほど竹田さんがおっしゃったように、基本的には人口が減っていく中で

世帯数が増えるというのはどういうことかというと、子供たちが増えるの

ではなくて、高齢者の 1 人世帯、2 人世帯が増えるということです。これ

が現実なのですね。それを踏まえた上で、どういうまちづくりをしていく

か、お二人の委員の御意見は、そこに注目しているよということだと思い

ます。 

もし、何かありましたら事務局の方におっしゃってください。 
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これはほとんど確定版に近いのですね。 

 

＜事 務 局＞ 今月 17 日から 1 ヶ月間のパブリックコメントをしています。そして、

明日から5地区に分かれている地域別に住民説明会も開催しますので、ま

だ100％確定ではありません。 

 

＜伊豆原会長＞ 基本的なところはこんな感じですよというお話だと思いますので、どう

ぞパブリックコメントなり、地域ごとの説明会もあるようですので、是非

御参加いただいて、御意見なりを出していただきたいと思います。 

ありがとうございました。意見が多かったですが、いろいろ御参考にし

てください。 

それでは、2 番目のバスの利用状況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2 バスの利用状況』について御説明申し上げます。 

【資料2】を御覧ください。 

バスの利用状況につきましては、例年、前年度との比較という形でお示

ししておりますが、今回は、前々年度との比較も加えて資料を作成してお

ります。 

まず、津市コミュニティバスについてでございますが、平成28年度の利

用者数は8万8,738人で、平成26年度の8万 8,655人、平成27年度の8

万8,122とほぼ同じ利用者数となりました。 

ただし、これは利用者数が多く、2 年連続で利用者数が増えている白山

地域の利用者数増加によるところが大きく、その他のほとんどの地域では

利用者数が減少しております。 

ルート別の利用者数につきましては、別添資料①にまとめておりますの

で、後ほど御確認いただきたいと思います。 

このような状況の中、今年の9月25日からシルバーエミカの交付を開始

しておりまして、市内にお住まいの65歳以上の方につきましては、カード

を提示することにより、津市コミュニティバスを無料で御利用いただける

ようになりました。 

また、三重交通バス、ぐるっとつーバスにつきましても、年間2,000 ポ

イント分を御利用いただけるようになっております。 



 

- 14 - 

 

シルバーエミカの交付状況等につきましては、別添資料②を御覧いただ

きたいと思います。 

まず、交付件数でございますが、9 月 25 日の交付開始から 10 月末まで

に 3,207 枚が交付されており、11 月に入ってからも、一日あたり約 50 枚

が交付されている状況でございます。 

また、利用状況につきましては、10月末までに、三重交通及びぐるっと・

つーバスにおいては3,830件、89万250ポイントが利用されており、津市

コミュニティバスにおいては、すべての路線ではございませんが、2,223

人と、全利用者のうち 74.9%が無料で御利用いただいている状況でござい

ます。 

シルバーエミカの交付開始から日が浅いため、はっきりしたことを申し

上げることはできませんが、10 月の利用者数を前年度と比較しますと、

35.8%の増となっておりますことから、シルバーエミカの取組により、津市

コミュニティバスの利用者が増えたのではないかと考えております。 

それでは、【資料2】の3ページにお戻りください。 

次に、廃止代替バスについてでございますが、廃止代替バスにつきまし

ては、全路線において利用者数が2年連続で減少しており、平成28年度の

利用者数を平成26年度の利用者数を比較しますと、全体で約1割の利用者

減となっております。 

一方で、補助金の減額及び委託料等の上昇により、事業費は年々増大し

ており、市の純支出につきましては、2 年間で約 1 割上昇している状況で

ございます。 

廃止代替バスにつきましては、前回の会議で御承認いただきましたよう

に、10 月 1 日の津市産業・スポーツセンターのオープンに合わせまして、

津新町大里線を延伸し、『サオリーナ前』停留所を新設しております。 

今月前半に、業務委託にて実施した乗降調査につきましては、結果がま

だ届いておりませんが、10月のうち1週間の利用状況を三重交通（株）か

ら提供していただきましたところ、別添資料③のとおりとなっておりまし

て、日によって利用者数が大きく変動している状況でございました。 

それでは、【資料2】の4ページにお戻りいただきまして、続いてぐるっ

と・つーバスについてでございますが、こちらも利用者数は2年連続で減

少しており、平成 28 年度の利用者数は、平成 26 年度比で 86.7%となって

おります。 
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最後に、5 ページの地域住民運営主体型コミュニティ交通についてでご

ざいますが、こちらは、地域の方が主体となって運行する乗合ワゴンや乗

合バスにつきまして、赤字部分の4分の3を市が補助しているものでござ

います。 

高松山団地につきましては、一定の利用者があるものの、平成28年度は

1 便あたりの利用者数が 1.0 と、乗合ではなく、タクシーのように利用さ

れていることから、乗合率の向上が課題となっております。 

白山地域の二俣地区及び上佐田地区につきましては、平成28年度は利用

者数が、それぞれ61人と36人でございましたが、平成29年度に入ってか

らは二俣地区が5ヶ月間で9人、上佐田地区が6ヶ月間で9人と、利用者

数が大きく減少しているのが現状でございます。 

以上をもちまして、『事項2 バスの利用状況』についての御説明とさせ

ていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ バスの利用状況について御説明いただきました。 

これについて何か御質問、御意見がございましたらお受けしたいですが、

いかがですか。よろしいですか。白山だけ増えているのは何か歯がゆい感

じがしますが、その点何か事務局は思い当たることがありますか。 

 

＜事 務 局＞ 白山地域の利用が増えておりますのは、白山高校へ遠方から通学される

生徒さんが増えておりまして、その生徒さんがバスを利用されているとい

うことです。 

 

＜伊豆原会長＞ ということは、逆に言うと地域の人達は少し減少していると。 

 

＜事 務 局＞ 補足させて下さい。 

白山地域の増加理由につきましては、先ほども申し上げた通り白山高校

の利用で、もともとそちらに通われるのは津地域の方が多かったのですが、

お隣の伊賀市、名張市あたりから近鉄電車を使ってこられる方が増えてき

たと高校からも聞いております。 

その関係で利用者が増えてきておりまして、嬉しいことではあるのです

が、課題といたしまして、朝の通学の時間帯に密集して乗りあふれそうな

状況が出てきているので、そういうことも考えていかなければならない課
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題と捉えております。 

 

＜羽田委員（代理）＞ 白山地域では、高校に合わせてダイヤを見直したとかそういうことはあ

りますか。 

 

＜事 務 局＞ 遠方から白山高校に通われる方には、大きく分けてＪＲ名松線を使われ

る方と近鉄を使われる方とがございまして、近鉄駅からの距離があるので

コミュニティバスを利用されるのですが、中川方面から来る電車と名張方

面から来る電車それぞれのダイヤのタイミングを見計らって設定した便が

1 便ございまして、その便に利用者が集約されてしまうというのが現状で

す。 

 

＜羽田委員（代理）＞ そういった利便性向上の工夫があったということですね。 

 

＜伊豆原会長＞ よろしいですか。他にいかがですか。 

コミュティバスだけなので、三重交通さんの路線がどうなっているかと

いうのは分からないのですが、白山高校の高校生が利用してくれて増えた

としても、地域としては少し減少。先ほど小島さんがおっしゃったように、

免許返納の話も出てきているわけですよね。その中でシルバーエミカをや

っていただいて 10 月は利用が増えたと。全体としては少し増加が見えて

いるのかな。データはコミュニティバスだけですよね。 

 

＜事 務 局＞ 先ほどの35.8％増と申し上げたのは、コミュニティバスです。 

 

＜伊豆原会長＞ 三重交通さんのポイントもあるみたいですから、もう少し様子を見る必

要があるのかなと思います。 

もう一つ気になっているのは、地域の皆さんがやっていただいているデ

マンドですね。これは何とかしたいなと思っているのですが、地域の皆さ

んと話していただかないと何ともならないと思います。 

高松山もそうだったと思いますが、行きは良い良いで、帰りはクエスチ

ョンマークがつくのですよね。帰りの予約ができる仕組みというのを作っ

ていく必要がある。御利用になられる施設がどこか分からないので、もう

少し整理しないといけませんが、スーパーだとか病院、診療所であれば、
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そこへお願いして帰りの予約をおじいちゃんおばあちゃんに代わってし

てもらうなど、もう少し安心して帰りも使えるよということになると良い

のではないでしょうか。どうなるかは分かりませんが、これはもう少し努

力していただけるとありがたいなと思います。 

田舎の方のデマンドというのはたくさんあって、いろいろな対策を打っ

ているところがあります。皆で乗り合うということを皆で声掛けしている

ところとか、利用の仕方を毎年 2～3 回、講習会といいますか、そういう

のをやっておられるところもあります。 

それから、これは必ずしもデマンドとは言えませんが、皆で乗ってこら

れるように、あっちの地域の人は同じような診療時間に来てもらって、こ

っちの地域の人は同じような診療時間に来てもらってというように、診療

所とタイアップしているという地域もあります。 

これはかなり中山間地域の事例ですから、津で全部やれるかどうかは分

かりませんが、いろいろなやり方で努力しているところが結構あるのです

ね。ですから、ここの地域住民の方たちに情報提供して、こういうことは

できるか、できないかという話を持ち掛けていただくというのは大切かな

と思います。 

高松山も 67 人で、乗り合い率が 1 人ということになると、これは個人

のための安いタクシー作ったのではないかという話になりかねない。地域

の人にもそう思われてしまう。 

もっと言うと、あの人ばっかり乗っているとかいう意見が出てしまうと、

御利用される方が利用できなくなってしまう。中山間地域で、あのおばあ

ちゃんはいつも使う。あれはあのおばあちゃん用のタクシーかと言われる

方が中にはおられたりしたらしいです。そうすると、もう使えなくなって

しまうのですね。そうやってやめてしまっては何の意味も無いことですか

ら、是非これは地域のみなさんと話し合っていただいて、帰りも安心して

乗ってこられるよということになると、行きも乗ってみようかなというこ

とになると思いますので、そういう雰囲気を皆さんで作っていただけるよ

うな努力を少しお願いできたらと思います。 

平成 28 年度が少し増えたので、増えたからいいよということではなく

て、もう少し増やそうよ、みんなで使おうよということで進めていただけ

ると良いと思います。 

あとはどうでしょうか。 
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お手元にあるボールペンはＭＭの利用促進グッズですよね。こういう努

力をして、津は一生懸命やってくれているのですが、なかなか利用者数が

伸びていないのが事実ですので、是非皆さんでお知恵を出していただける

とありがたいと思います。 

今ここで出してくださいとは言いませんので、またよろしくお願いいた

します。 

この御利用についてはよろしいでしょうか。それでは、3 つ目に移りた

いと思います。平成 29 年度公共交通アンケート結果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 年度公共交通アンケート結果』について御

説明申し上げます。 

【資料3】を御覧ください。 

今回のアンケート結果につきましては、第2回分科会で速報値をお知らせ

したところでございますが、最終結果がとりまとまりましたことから、改

めて御説明させていただきます。 

まず、アンケートの実施期間についてでございますが、今回のアンケー

トは、平成29年8月27日から平成29年8月4日までの間に配布いたしま

した。 

配布につきましては、市内のバス利用者を対象とし、津駅、津新町駅、

久居駅を経由する路線の利用者に対しては、各駅にて乗降者に手渡し、そ

れ以外の路線の利用者に対しては、調査員がバスに乗車し、当該バスに乗

車された方に手渡すという方法をとりました。 

 アンケート用紙は合計で 1,739 枚を配布し、そのうち回答を得られたの

は546枚で、回収率は31.4%でございました。 

 回答者の属性は3ページから4ページのとおりでございまして、男女比

は、男性が約 4 割で女性が約 6 割、年齢は 40 歳以上の方が多く、50 歳代

の方が最も多い結果となりました。 

居住地域につきましては、中学校区を単位として調査しましたが、市外

にお住まいの方が22.9%で、最も多い結果となりました。 

 職業につきましては、会社員や公務員等のほか、学生や無職の方にも多

数ご利用いただいているという結果でございました。 

 また、運転免許を持たない方が約 4 割で、自分では運転しない若しくは
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車を持たない方も約4割でしたが、運転免許を所有し、車を自由に使える

方にも多数バスを御利用いただいているという結果でございました。 

 アンケートの内容につきましては、平成26年度と同じ内容で実施してお

りまして、アンケートの配布方法が異なるため単純に比較することはでき

ませんが、7 ページから 9 ページに記載しております満足度につきまして

は、平成26年度アンケートのうち、『バス利用者に絞った結果』と比較し

ますと、「④既存のバスの所要時間、運行の定時性」及び「⑬車椅子などで

の利用のしやすさ」以外の全ての項目で、満足度が高い結果となりました。 

 一方で、「③既存のバスの運行時間帯」、「⑨鉄道とバスの乗り継ぎ」、「⑪

バスの乗り降りのしやすさ」、「⑫バスの乗り心地」、「⑭運転手の接客態度

やマナー」については、満足度が高くなったにもかかわらず、同時に不満

足度も高くなったという結果になっております。 

 12 ページから 15 ページには主な外出についての調査結果が記載してご

ざいますが、「通勤・通学」、「日常の買い物」、「通院」、「その他（娯楽等）」

の全てにおいて、目的地は津地域と市外が多い結果となりました。 

 また、交通手段を公共交通と自動車等で比較しますと、「日常の買い物」

では自動車等が多く、それ以外では公共交通が多く使用されているという

結果でございまして、中でも「通勤・通学」につきましては公共交通 524

人に対して、自動車等が112 人と、非常に多くの方が公共交通を利用され

ている結果となりました。 

18ページ、19ページには、自由記述による意見を掲載しておりますが、

全体としては、バスの路線やダイヤ、運行本数の見直しを求める意見が多

く、他には、バスの定時性、つまり、バスを時刻表どおりに発着させてほ

しいという意見が多くみられました。 

 また、津地域の「津駅の西口と東口の移動が面倒」や、芸濃地域の「亀

山椋本線の維持を希望」、一志地域の「コミュニティバスを中川駅まで走ら

せてほしい」、美杉地域の「土日祝日ダイヤを平日と同じにしてほしい」な

ど、地域特有の意見も見受けられました。 

 20ページ以降は地域ごとの満足度及び年齢ごとの満足度、36ページ以降

はその資料となっておりますが、詳細な説明は省略させていただきます。 

 以上をもちまして、『事項 3 平成 29 年度公共交通アンケート結果』に

ついての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す。これについて何かございますか。 

 

＜伊藤委員＞ たくさんの方から意見聴取していただいて、18ページにいろんな意見が

出ていますが、全部取り上げて改善するということはまず無理だろうと思

います。改善に繋げていただけることを期待したいとは思いますが。 

分科会でも発言させていただいたのですが、今回の結果は、バスを利用

される方の御意見ですよね。バスを利用されない方の意見というのはどこ

にも反映されていないというのは残念に思います。 

御存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、北海道に十勝バスという

のが走っていて、2010年か2011年までにどんどん乗降客が減っていって、

ピーク時の6分の1くらいまで減っていったんですね。もう潰れるという

ところまでいったのですが、職員さんが皆で地域を回って、一軒一軒歩い

て、なぜバスを利用されないのですかと聞いて回った結果、意外な答えが

返ってきたんです。 

私たちは、こういうのをやっていると、利用客が減ってくるのはモータ

リゼーションの進展だとか、あるいは過疎化が進んでいるからと言ってい

ますが、果たしてそうなのかという結果だったんですね。それが、聞いて

回ったところ、バスの乗り方が分からないということをおっしゃっていま

す。 

先程、先生からも発言がありましたが、乗り方教室をやっているところ

もありますし、三重県さんもバス協会さんもやってはいただいていますが、

地域の住民に対して、果たしてそのようなことをやっていただけるのだろ

うか。真ん中の扉から入って、回数券をとって、降りる時に回数券と料金

を入れて、前の扉から出ていくというのは、全国一律じゃないんですね。

行ったところのバス会社によって違うわけです。料金を前払いするのか後

払いするのか、あるいはお金を入れたらお釣りが出るのか、両替はどうす

るのかというのも違います。 

私が一番不安に思うのは、降りる直前にならないとバスの料金が出ない

ということです。「次、どこどこのバス停です」と言ったら、ポンポンと

料金表示が変わるんです。降りる時にお金は足りるかな、どうかなという

ような状況があるんです。バスに乗らないからそんな意見が出るのだと思

いますので、是非乗り方教室を地域でもやっていただいて、利用客の増加

に繋げていただければと思います。 
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ちなみに、このバス会社さんは人口8万人の全戸に乗り方のハンドブッ

クを配られた。その結果、ここ 6～7 年でピーク時まで回復しているとい

うことでしたので、是非御検討いただければと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 事務局は何かありますか。 

 

＜事 務 局＞ 関連してですが、お手元に配らせていただいたボールペンを見ていただ

きますと、クリップ部分にＱＲコードが乗っておりまして、スマートフォ

ンからアクセスしていただきますと、こちらの協議会で作製させていただ

きましたモビリティマネジメントのホームページにいくようになっており

まして、その中には、バスの乗り方に繋がるような部分もございます。 

以前、モビリティマネジメントのシステムを作った時にもお願いしたの

ですが、せっかく国から補助金をいただいて作ったにもかかわらず、利用

者が非常に少ない状況でございますので、是非これをお持ち帰りいただい

て、御家族と御利用いただきたいと思います。 

こういう小さなことを続けていくことによって、バスの利用に繋げてい

きたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

 

＜森田委員＞ 18ページに、パークアンドライド駐車場の整備を希望という意見があり

ますが、将来的な展望がございましたら教えてください。面白いと思いま

す。 

 

＜事 務 局＞ 現在、パークアンドライドをさせていただいているのは、ＪＲ名松線の

利用ということで、市の一志庁舎と白山庁舎の駐車場を御利用いただくよ

うな対応をとらせていただいています。 

これを広範囲、大きな話にすると、用地の確保とかそういう部分が大き

な課題になると思います。 

 

＜森田委員＞ 津駅東口には無いですか。 

 

＜事 務 局＞ 都心部になりますと、どうしても民営の駐車場がございますので、そう
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いうところとの関係性も必要となってまいります。パークアンドライドに

つきましては、民業の関係も踏まえながら整備していくべきだと考えてお

ります。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。よろしいですか。 

せっかくアンケートをしていただいたので、後で中間評価がありますが、

これを踏まえた上で何が要るのか、次に手を打てることは何だろうかとい

うことを私たちは考えていく必要があると思うのですね。そんな視点でま

とめていただけると良いかなと思います。 

伊藤さんからお話があった十勝バスというのは、有名な話です。社長さ

んが変わって息子さんになられたのですが、息子さんは、「本当はやりた

くなかった。こんな斜陽産業みたいなところは大変だ。」とおっしゃって

いました。でも、まずはバスに親しんでもらうということで、「一回乗っ

てみてよ。」と言って、社長自ら家を訪ねてずっと回られたということで

す。 

モビリティマネジメントの学会や会議に行くと、いつも社長さんが来て

話をしてくれるのですが、本当に一生懸命やってくれています。十勝は一

戸建てが多くて、道路が広くて、雪用になっていますから家と家の間は遠

いですし、人口密度は低いのですが、十勝バスは十勝平野という広いとこ

ろをずっと回っているバスなのですね。 

私も、帯広でＭＭの会議があった時に乗りましたが、運転手さんの接客

がすばらしいですね。「乗ってもらってありがとう。」と運転手さんから言

ってくれる。職員全員の気持ちが伝わってくるようで、本当にすばらしい

と思います。よくあそこまで改革されたというか、全社一丸となっている

ということが本当によく分かりました。 

そこまでいかなければならないということではなくて、乗ってみたいな

と思えるような仕組みというか、そういう努力を職員皆がやっているんだ

ということをお客さんも分かっているみたいで、おばあちゃんたちも、降

りる時に「ありがとうね。」と運転手さんに挨拶していました。最初から

やれていたわけではないので大変だったと思いますが、地域の中で、皆が

そういうふうに思ってくれるような仕組み作りをやっていく必要がある

のではないかなと思います。 

一つは、先ほどおっしゃったみたいに高齢者 1 人の世帯、2 人の世帯と
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いうのが増えてくるので、先程の運転免許返納の話にありましたが、高齢

者の方に外出することの楽しさを享受してもらうために、外出の機会をど

うやって作るかを考えないといけない。シルバーエミカもいいことだと思

うのですが、福祉関係の人達とどうタイアップできるかということも考え

る必要がある。収入に繋がるかどうかは別として、高齢者の皆さんに乗っ

て楽しいな、乗ってよかったなと思ってもらえる仕組みを持ち込んでいく

には、そういうことが必要ではないかと思います。 

もう一つは、先程の白山ではないけれど、高校生の若い子たちが乗って

くれる仕組みを作ること。高校は県の教育委員会の管轄なので、市にとっ

てはつらいかもしれないけど、教育課とのタイアップで。 

郡上市には長良川鉄道が走っているので、長良川鉄道とバスの共通定期

券があるんです。朝はバスで来て、帰りは長良川鉄道を使って帰っていく

ことができるんですね。そういう共通の定期券を作っています。それがす

ごく良いということではないんです。いろんなサービスの仕方があるので、

そこは高校生のみなさんの話を聞いてみるとか、そういうのもいるのでは

ないかなと思います。 

いろいろな方にいろいろな形で聞いて、ＰＤＣＡを回す必要があるのか

なと思います。 

他に何かありますか。 

 

＜事 務 局＞ 先程、乗り方教室というお話があったのですが、私どもはバスの乗り方

教室というのを小学生を対象に行っておりまして、乗ったことがないよう

な小学生に乗っていただくことで、大きくなった時、特に高校生になった

時に乗っていただけるようにと考えています。 

また、高齢者の部分ですね。そういった教室も考えていきたいと思いま

す。小学生の乗り方教室は三重交通さんにも御協力いただいておりますし、

支局さんにも御参加いただいておりますので、それを核にして広げていけ

ば、より良いものになるかと思います。 

高校生の事例ですが、市内に芸濃中学校という中学校がありまして、卒

業後に市を跨いで亀山高校へ通うという選択肢がありますので、進学後の

通学にバスを利用できるようにということで、最近ではこういう通学の仕

方があるということを中学校に説明することで、公共交通を利用した通学

の啓発をしています。 
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＜伊豆原会長＞ 是非よろしくお願いします。 

先生の理解を得ないといけないですけどね。いろいろな所でいろいろな

接触が無いとできないことが多いので、是非そういうところをうまく開拓

して、一緒になってやっていただけるとありがたいです。 

ありがとうございます。よろしいですか。 

 

＜森田委員＞ 停留所施設の整備を希望とありますが、これはどうなんでしょうか。 

 

＜伊豆原会長＞ 待合環境の話ですかね。 

 

＜事 務 局＞ 待合環境については、田んぼの真ん中に立って次のバスをずっと待つよ

うなことがないように、なるべく施設のあるところを待合場所とするよう

にしています。スーパーマーケットやターミナルの意味合いがあるところ、

屋根のあるところを乗り継ぎの拠点というふうに、可能な限り設定してい

る状態です。 

 

＜森田委員＞ ほとんど今は屋根があるのですか。 

 

＜事 務 局＞ 基本的には無いです。 

 

＜森田委員＞ それは改善していただけるのですか。 

 

＜事 務 局＞ バス停の数が相当ありますので、それは現実問題として難しいです。国

道23号線沿いなどでは整備されているところもありまして、主要なところ

についてはされているという状況ですが、コミュニティバスについては申

し訳ないのですが、一つずつというのは難しいと考えています。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。よろしいですか。 

先程の伊藤さんの、これは御利用になった方ですよね。御利用になられ

ない方の意見は反映されていないですねという点は、形成計画の中で市民

アンケートとして整理することになるのですよね。そういうことでよろし

いですか。 
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＜事 務 局＞ 5 年に 1 回、計画全体を見直す時に市民アンケートにを実施する予定で

す。この計画を作る際にも実施しましたが、規模がかなり大きいものです

ので。 

 

＜伊豆原会長＞  次の時期ですね。結構お金がかかるので大変です。他によろしいです

か。 

それでは、公共交通アンケート結果については皆さんに確認いただい

たということにしたいと思います。 

4番目の項目、『津市地域公共交通網形成計画の中間評価について』と

いうことで、これは先に事務局から御説明いただきたいと思います。お

願いします。 

 

＜事 務 局＞ 【資料4－1】を御覧ください。 

中間評価につきましては、分科会3回と協議会3回の合計6回を予定し

ておりまして、今回はその4回目、全体の協議会では初めての評価の実施

となります。 

これまでに3回の分科会を実施しておりまして、各分科会で中間評価シ

ートを作成していただいておりますことから、今回は各分科会における評

価内容を事務局担当者から報告させていただきまして、それを踏まえて平

成31年度までの方向性について御協議いただき、中間評価シートを完成し

ていただきたいと思います。 

また、今後の流れといたしましては、次回の第5回協議会におきまして、

中間評価シート及び公共交通アンケートから明らかになった課題事項につ

いての改善策を御検討いただき、最後の第6回協議会では、仮称ではござ

いますが、計画の中間見直し報告書という形で中間評価及び施策の見直し

等を取りまとめ、中間評価の終了としたいと考えております。資料の裏面

ですが、分科会で使用した評価基準等について記載しております。 

こちらの資料に関しては以上でございますが、中間評価についてはこの

後、各担当者から報告させていただきます。 

 

＜事 務 局＞ それでは、分科会Ａから報告させていただきます。 

 【資料5－2】を御覧ください。 
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 分科会Ａでは、基本方針1の『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』に関する数値目標及び施策につい

て評価していただきました。 

 基本方針 1 につきましては、目標 1－1『広域での移動を確保する』、目

標1－2『日常生活における地域移動を確保する』、目標1－3『観光振興と

の連携による交流人口の拡大』という3つの目標が設定されております。 

 まず、目標 1－1『広域での移動を確保する』についてでございますが、

この目標に対しては、数値目標が2つと、施策が4つ設定されております。 

数値目標①『「幹線」と位置づけるバス路線の利用者数』につきまして

は、年間224万9,500人という中間目標値に対して、平成28年度の実績値

は年間217万1,357人でしたので、達成率は97％となり、基準にあてはめ

ますと、95％以上100％未満ということで、評価はＣとなりました。 

数値目標②『鉄道の利用者数』につきましては、年間1,706万7,300人

という中間目標値に対して、平成28年度の実績値は、年間1,758万3,573

人でしたので、達成率は103％となり、基準にあてはめますと、100％以上

105％未満ということで、評価はＢとなりました。 

 このようなことから、平成 31 年度までの方向性につきましては、「単純

に年度単位での利用者数を比較するのではなく、人口減少率も考慮すべき。」

とされました。 

 施策①『幹線の整備と運行』につきましては、1 つ目として、利用が増

えるような印象に残る利用促進活動が少なく、弱かったという意見があり

ました。2 つ目として、津市南部地区にあったショッピングセンターの再

整備の事例もあり、今後、建設される大型商業施設や公共施設へのバス乗

入れについては、バスの運行を計画する段階から考慮していくべきである

という意見がありました。 

3つ目として、バスがどのような状態で向かっているのが分かりとても安

心できるということも含め、バスロケーションシステムを早期に導入でき

たことは高評価という意見があり、評価はＢとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「バスロケーションシステム

は既完成している。新たな幹線システムは平成30年度以降の計画であり、

中間評価からは抜く。新規施設への乗り入れについては、計画段階から連

携を図る。」とされました。 

施策②『乗継設定と待合環境の整備』につきましては、鉄道の時刻に合わ
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せてコミュニティバスのダイヤを見直していることや、名松線のパークア

ンドライドの取組が高評価であったのに対し、パークアンドライドの周知

が目立っていない点で評価が下がったため、評価はＣとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「鉄道とのスムーズな乗り換

えができるよう取組を継続する。パークアンドライドについても積極的に

PRを行っていく。」とされました。 

施策③『隣接自治体との連携』につきましては、三重県が主宰する三重

県生活交通確保維持対策協議会による組織立った連携については評価が高

かったものの、機会を限定せず、常時、直接連携すべきではないかという

意見もあったため、評価はＣとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「三重県生活交通確保維持対

策協議会などの団体組織だけでなく、直接連携も図る。」とされました。 

施策④『鉄道の利用性向上のための要請と利用促進』につきましては、 

鉄道事業者へ要請・要望活動を行っているものの、その後どのように対

応されたかが分からない、リニア中央新幹線については、内容が大きく漠

然としており、どの部分を評価すべきか判断が困難であるとの意見があり、

評価はCとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「三重県鉄道網整備促進期成

同盟会やリニア中央新幹線の団体組織については、より具体性のある取組

となるよう要望していく。」とされました。 

 このような評価の積み上げにより、目標1－1『広域での移動を確保する』

については、総合評価をＣとされています。 

  次に、目標1－2『日常生活における地域移動を確保する』についてでご

ざいますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が3つ設定さ

れております。 

数値目標①『「支線」と位置付けるバス路線の利用者』につきましては、

中間目標値の年間2，080，200人に対して、平成28年度の実績値は年間1，

714，702 人となり、達成率は約82％でしたので、基準にあてはめますと、

達成率が90％未満ということで、評価はＥとなりました。 

 平成 31年度までの方向性につきましては、目標1－1と同様「単純に年

度単位での利用者数を比較するのではなく、人口減少率も考慮すべき。」と

されました。 

 施策①『三重交通バス路線の整備と運行』につきましては、先程も説明
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させていただきましたが、バスロケーションシステムが導入できたことは

高評価でしたが、乗り継ぎが悪く、利用者ニーズについて継続して把握し、

分析する必要があるほか、三重交通バスと津市コミュニティバスの乗継設

定を分かりやすくすべきという意見がありましたので、評価はＤとされま

した。 

平成31年度までの方向性につきましては、「利用者ニーズの把握を行う。

幹線と津市コミュニティバスが連携していることを分かりやすく。利用方

法について提案する「わたしの時刻表」を活用し、使えるダイヤ啓発を行

う」とされました。 

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』につき

ましては、沿線人口も減ってきていますが、利用者数も減少してきており、

安濃線においては実情に応じた運行変更を行い対応したものの、費用負担

が増大してきています。1 人当たり 500 円から 1,000 円程度の行政負担が

通例であり、その幅におさまっているものもありますが、名張奥津線にお

いては、特に実績が悪くなってきており、費用対効果の側面からも、維持

経費が高くなりすぎているため、他の手段を検討すべきという意見があり

ましたことから、評価はＤとされました。 

平成 31 年度までの方向性につきましては、「1 人当たり費用などの観点

を含んだ廃止代替の制度からの転換を考える仕組みが必要」とされました。 

施策③『津市コミュニティバスの整備と運行』につきましては、それぞ

れの目的をもって行っており良い評価であるものの、利用促進については、

利用層にも偏りが見られるため、そういったことを踏まえて検討する必要

があるという意見がありました。 

また、時刻やルートについては適宜変更を行っており高評価であるが、

一部の方から不自由しているという意見が出ていると聞いていることや、

外出手段をすべてバスのような公共交通で担うことは困難であり、自らが

ある程度歩行等の移動ができない場合はSTS サービスを利用するなど、分

担も必要であるとの意見もありましたことから、評価はＣとされました。 

 平成 31 年度までの方向性につきましては、「整備と運行については進ん

できているので、利用促進を図る。」とされました。 

このような評価の積み上げにより、目標1－2『日常生活における地域移

動を確保する』については、総合評価をＥとされました。総合評価はＥと

低くなっていますが、数値目標対する実績値が低いことに牽引されており、
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施策の実施については、そこまでも悪い評価でないため、今後は、これら

の評価内容を踏まえ31年度までの方向性の施策展開を行います。 

 最後に、目標1－3『観光振興との連携による交流人口の拡大』について

でございますが、この目標に対しては、数値目標が2つと、施策が3つ設

定されております。 

 数値目標①『津市への観光入込客数』につきましては、中間目標値の年

間2，784，200人に対して平成28年度の実績が年間2，649，646人と、達

成率が約95．2％でしたので、95％以上100％未満ということで、評価はＣ

となりました。 

数値目標②『観光目的での津エアポートライン利用者』につきましては、

中間目標値の年間 18，600 人に対して平成 28 年度の実績が年間 19，262

人と、達成率が約103．6％でしたので、100％以上105％未満ということで、

評価はＢとなりました。 

 このようなことから、平成 31 年度までの方向性につきましては、「単純

な年度単位での利用者数を比較するのではなく、人口減少率も考慮すべき。」

とされました。 

 施策①『公共交通を利用した観光振興への取組』につきましては、高速

船とリムジンバスとの連携した取り組みは評価できるが、三重交通路線で

の観光案内が乏しく、不親切であるという意見がありました。 

 また、そもそも観光地や祭りの情報が無いので、観光所管課がしっかり

した観光計画を作成すべきであるという意見もありました。 

 さらに、観光への関心が少なく、高田本山など名勝があるにもかかわら

ず、主要な交通機関での行き方を発信していないということもあり、評価

はＤとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「観光地そのものの魅力が前

面に出てくるような取組を行っていく。小さな地元のイベントでよいので、

独自の特色を示すようにする。駅ウォーキングイベントを他の開催されて

いないところにも設定していく。名松線のウォークも再掲という形でよい

ので、こちらへ含めていく。モデルコースを設定し、周知を図る。外国語

の対応を進める。海上アクセスは、特にインバウンドへの対応を図る。」と

されました。 

施策②『海上アクセス利用促進事業』につきましては、イベントもたく

さん行っており、一生懸命にやっているため、評価はＡとされました。 
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平成31年度までの方向性につきましては、「現在実施している事業を継

続していく。」とされました。 

施策③『ＪＲ名松線利活用事業』につきましては、地元を含め、頑張っ

ている気持ちや美杉地域への思いが伝わるため、評価はＢとされました。 

平成31年度までの方向性につきましては、「列車に乗ること自体が目的

という方向で、田舎・古さなどを発信していく。」としました。 

このような評価の積み上げにより、目標1－3『観光振興との連携による

交流人口の拡大』については、総合評価をＢとされています。 

  以上で、分科会Ａからの報告を終了させていただきます。 

 

＜事 務 局＞ 分科会Ｂでございます。 

 分科会Ｂでは、基本方針 2 と基本方針 5 ということで、【資料の 5－3】

を御覧ください。 

 まず、目標2－1『交通不便地における移動手段を確保する』についてで

ございますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が1つ設定

されております。 

数値目標①『地域住民運営主体型の公共交通の導入協議箇所数』につき

ましては、10 件という中間目標値に対して、平成 28 年度の実績値は 5 件

でしたので、達成率は50％となり、基準にあてはめますと、90％未満とい

うことで、評価はＥとなりました。 

 このようなことから、平成 31 年度までの方向性につきましては、「最終

目標値を達成できるよう、事業のＰＲを継続していく。」としました。 

 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』につきまし

ては、1 つ目では、自治会が音頭を取って乗合タクシー事業を立ち上げた

上で事業を継続してきたことや、新たな地域に導入できたことは評価でき

る、4 つ目では、タクシーが他の公共交通と同様に、移動手段としての選

択肢の一つとなり得ると評価されている一方で、2 つ目と 3 つ目では、元

気なうちに乗合タクシーやバス等を使う習慣をつけるとよいとか、乗り合

い免許を要しない形態にすれば、より多くのタクシー事業者が参入できる

のではないかという御意見がありました。 

5 つ目で、総合的に判断して、最低限のことはできていると思われると

の御意見でまとまりましたので、評価はＣとなりました。 

 平成31年度までの方向性につきましては、総合評価がＥと低くなりまし
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たが、これは、数値目標に対して実績値が低いことが影響しており、実施

状況欄にあるように、定性的な評価には「評価できる」との項目もあるこ

とから、今後は、これらの評価内容のうちの「課題」解決に向け、次の施

策に取り組んでいくと注釈を加えた上で、「高松山団地、二俣地区、上佐田

地区で実施されている乗り合い事業への支援を継続しつつ、よりよい運行

となるよう、制度の改善策を検討していく。新たに導入円滑化が図られる

こととなった公共交通空白地有償運送の導入に向けた検討を行う。国の制

度改正等があった際は、運行効率の良い新たな形態の有償運送事業の導入

について検討する。」の3つが設定されました。 

 次に、目標2－2『地域を越えた移動手段を確保する』についてでござい

ますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が2つ設定されて

おります。 

数値目標①『「支線」における地域をまたいだ路線の利用者数』につきま

しては、中間目標値の年間1万6,500人に対して平成28年度の実績値は1

万2,893人となり、達成率は約78％で、基準にあてはめますと、達成率が

90％未満ということで、評価はＥとなりました。 

 このようなことから、平成 31 年度までの方向性につきましては、「最終

目標値を達成できるよう、路線の変更を検討していく」としました。 

 施策①『津市コミュニティバスの整備と運行（再掲）』につきましては、

1 つ目で、コミュニティバスの運行については、停留所の設置や、ルート

延伸など、市内全域にわたり、細かく丁寧に取り組んでおり評価できる、 

4 つ目で、地域をつなぐコミュニティバス同士のダイヤ設定については、

相互の連絡設定が考慮されており評価できる、6 つ目で、市町村有償運送

で「区域運送」などが実施できるようになったことは良い傾向であると評

価された一方で、2 つ目と 3 つ目で、きめ細やかにバス停の配置ができれ

ば、より利用しやすくなるのではないか、利用者の立場で、需要に応じた

施策を実施すれば、より活性化するのではないか、5 つ目で、コミュニテ

ィバスで市の中心部と地域拠点を接続すると民間との競合になるので、地

域拠点同士の接続を検討していくべきであるという御意見もありましたこ

とから、評価はＢとされました。 

 平成31年度までの方向性につきましては、先ほどの目標2－1と同様に、

総合評価がＤと低くなったことには数値目標の評価が影響しており、定性

的な評価には「評価できる」との項目もあることから、今後、「課題」解決
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に向け、次の施策に取り組んでいくと注釈をつけた上で、「市町村が主体と

なる自家用有償運送の活用に向け、路線を定めず旅客の需要に応じて運行

する「区域運行」が可能となったことから、新たな形態のコミュニティバ

スの導入に向けた検討を行う。地域をつなぐコミュニティバスの運行につ

いては、地域の実情に応じたものとなるよう、民間事業者と路線が競合し

ない範囲で導入を検討していく。」とされました。 

施策②『乗継環境の整備』につきましては、パーク＆ライドやレンタサ

イクルについて、名松線の一部の駅だけではなく、ほかの駅へ広げていけ

ればよいのではないかや、楽しく待てる新たな乗り継ぎ拠点の確保も検討

していくべきであるとの御意見をいただいておりますことから、全体的な

評価はＣとされました。 

 平成 31 年度までの方向性につきましては、「乗継拠点については、利用

者の利便性に配慮し、鉄道駅、総合支所、スーパー、病院などを活用して

いくこととし、新たに施設ができた際は、路線変更だけでなく、乗継拠点

としての利用についても検討する。」とされました。 

最後に目標5－1ですが、『交通を担う人材を確保し育てる』についてで

ございますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が1つ設定

されております。 

 数値目標①『地域あり方検討会等の地域が主体となった会議の開催数』

につきましては、中間目標値の年間30回に対して平成28年度の実績が25

回で、達成率が約83.3％でしたので、90％未満ということで、評価はＥと

なりました。 

 このようなことから、平成 31 年度までの方向性につきましては、「最終

目標値を達成できるよう、公共交通に関する会議の開催回数を増やしてい

く。」とされました。 

 施策①『地域公共交通あり方検討会の開催』につきましては、3つ目で、

地域公共交通あり方検討会等の開催回数は減っているが、自治会等との個

別協議が増え、協議内容が充実してきていることは評価できる、4つ目で、

地域懇談会において、公共交通に関する話題も多く議論されていることか

ら、これらの対応も含めて評価できるとしていただいた一方で、1つ目と2

つ目で、地域住民が中心となり公共交通を自主運営していくためには、人

材確保は最も難しい課題の一つである、地域の公共交通の確保については、

市役所に任せておけばよいという風潮があり、意識改革が必要である、5
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つ目で、バスに関する意見、要望については、バスに乗ったことがない人

の意見が多く、利用者の意見が反映されにくいため、利用者の意見をいか

に吸い上げるかが課題であるという御意見をいただいていることから、評

価はＣとされました。 

 平成31年度までの方向性につきましては、これまでと同様に、数値目標

が評価に大きな影響を与えているという注釈をつけた上で、「地域公共交通

あり方検討会、地域住民運営主体型コミュニティ交通事業運営委員会、公

共交通に係る市民団体との協議、自治会等との個別協議、地域懇談会など

で議論された内容について、出された意見・要望を地域公共交通活性化協

議会にフィードバックしたうえで、様々な意見を集約し、運行改善等に取

り組む。」とされました。 

 以上で、分科会Ｂからの報告を終了させていただきます。 

 

＜事 務 局＞ それでは、続きまして分科会Ｃにおける評価結果を発表させていただき

ます。 

 【資料4－4】を御覧ください。 

 分科会Ｃでは、基本方針 3 の『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』と、基本方針4の『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』に関する数値

目標及び施策について評価していただきました。 

 基本方針3につきましては、目標3－1『公共交通に対する市民意識の向

上を図る』と、目標3－2『高齢者の外出意欲の増進』の2つ、基本方針4

につきましては、目標4－1『市民や関係者が目標の共有を図る』という目

標がそれぞれ設定されております。 

 まず、目標3－1『公共交通に対する市民意識の向上を図る』についてで

ございますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が4つ設定

されております。 

数値目標①『モビリティマネジメント・啓発イベント等の開催数』につ

きましては、年間6回という中間目標値に対して、平成28年度の実績値も

6回でしたので、100％以上105％未満ということで、評価はＢとなりまし

た。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、最終目標値が年8回

と、平成28年度の実績よりも2回多いことから、「最終目標値を達成でき



 

- 34 - 

 

るよう、費用がかからない形での開催を模索していく。」とされました。 

 施策①『広報誌による意識啓発・利用促進ＰＲ』につきましては、9 月

20日のバスの日に合わせて、毎年1回は「広報津」に記事を掲載しており

まして、その他時事の情報につきましても定例記者会見等で発表されてお

りますから、これらの取組につきましては評価されましたが、一般の方は

「広報津」の中でも興味のある部分しか読まないのではないかという意見

や、バスの日に拘る必要は無く、年間を通してもっといろいろな記事を載

せていけば、より啓発の効果が期待できるのではないかといった意見もご

ざいましたので、今後の期待も込めてということで、評価はＣとされまし

た。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、「バスの日に限らず、

年間を通した掲載を検討していく。」と「バスの魅力を発信できるような記

事の内容を検討していく。」の2つが設定されました。 

 施策②『わかりやすい路線・時刻表情報の提供』につきましては、三重

交通の路線バスと津市コミュニティバスの両方の時刻がインターネットで

検索できるようになった点や、三重交通が導入したバスロケーションシス

テムが、四日市、鈴鹿、亀山、津の4地域の合計で年間300万件と、非常

に多くの方に利用されている点、「わたしの時刻表」という新しい取組を始

めたという点が高く評価されましたが、インターネットによる検索は、対

応しているコンテンツプロバイダがまだまだ少ないことや、「わたしの時刻

表」の申込件数が少ない点がやや残念であることから、少し減点をして評

価はＢとされました。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、インターネット検索

に対応するコンテンツプロバイダが増えることを期待する声もありました

が、これはコンテンツプロバイダ側の対応を待つしかないことから、「わた

しの時刻表」をより多くの市民に利用していただくため、「「わたしの時刻

表」の取組を継続しつつ、取組を広報等により周知していく。」とされまし

た。 

 施策③『モビリティマネジメントの実施』につきましては、平成28年度

の事業において、インターネット上で利用できるシステムを作成しており、

今年4月から運用を開始している点が評価されましたが、市の掲示板への

掲載やスーパー等でのチラシ設置など、色々と利用促進を図っているにも

かかわらず、利用者が伸び悩んでいる点が残念ということで、評価はＣと
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されました。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、せっかく作ったシス

テムですので、これを1人でも多くの方に利用していただけるようにとい

うことで、「モビリティマネジメントシステムをより多くの方に利用してい

ただけるよう、広報活動を継続していく。」、「モビリティマネジメントシス

テムのリンク設定を、関係団体や企業に働きかけていく。」、「イベント時に

システムの利用を働きかけていく。」の3点が設定されました。 

 施策④『利用促進イベントの実施』につきましては、関係機関と協力し

て「小学生を対象としたバスの乗り方教室」や、「津祭りでのブース出展」、

「バスの日の街頭啓発」、「みえ交通安全・環境フェスタ」を毎年実施して

おり、平成28年度には新たに「こんなにあるんだ三重の鉄道展」も実施し

たことから、毎年たくさんのイベントを実施しているということで、評価

はＡとされました。 

 そして、平成 31 年度までの方向性につきましては、「利用促進イベント

を継続しつつ、より効果的なイベントとなるよう内容を改善していく。」、

「高齢者を対象としたバスの乗り方教室の実施を検討していく。」の2つが

設定されました。 

 中でも、高齢者を対象としたバスの乗り方教室は、いわゆる交通弱者で

ある高齢者の外出促進にも繋がることから、事務局としてもぜひ検討して

いきたいと考えております。 

 次に、目標 3－2『高齢者の外出意欲の増進』についてでございますが、

この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が1つ設定されております。 

数値目標①『低床バスの導入率』につきましては、中間目標値63％に対

して平成28年度の実績値が70％と、達成率が約111％でした。従って、達

成率が105％以上ということで、評価はＡとなりました。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、平成28年度の実績

において、既に最終目標値の 70％を達成していることから、「既に最終目

標値を達成しているため、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。」とされました。 

 施策①『高齢者に特化した割引制度や設備等の検討』につきましては、

数値目標の部分にもありましたが、限られた財政状況の中で低床バスの導

入率が中間目標値を大きく上回った点や、セーフティパスの内容が充実し

た点、新たに運転免許返納割引制度やシルバーエミカの交付が始まった点
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が評価されましたが、セーフティパスや運転免許返納割引制度を知らない

方が相当数いるのではないかと推測される点や、シルバーエミカに付与さ

れているポイントが年間で最大2千ポイントと、中山間地域の方にとって

は少し物足りないのではないかという意見もございましたので、評価はＢ

とされました。 

 そして、平成31年度までの方向性につきましては、これらの制度を多く

の方に知っていただけるようにということで、「セーフティパス、運転免許

返納割引制度、シルバーエミカの利用者が増えるよう、周知活動を継続し

ていく」とされました。 

 最後に、目標4－1『市民や関係者が目標の共有を図る』についてでござ

いますが、この目標に対しては、数値目標が1つと、施策が2つ設定され

ております。 

 数値目標①『公共交通全体の利用者数』につきましては、中間目標値2,167

万 5,000 人に対して平成 28 年度の実績が 2,207 万 536 人と、達成率が約

101.8％でしたので、100％以上 105％未満ということで、評価はＢとなり

ました。 

 そして、平成 31 年度までの方向性につきましては、「利用者数は増加傾

向にあるため、最終目標値の達成を目指す。」とされました。 

 施策①『ＰＤＣＡサイクル確立のための基準づくり』につきましては、

今年度は津市地域公共交通網形成計画の中間年度であり、中間評価のため

に分科会を設置し、様々な意見を吸い上げた点が評価されまして、ＰＤＣ

ＡのうちＰＤＣまではまずまず「できた」のではないかということで、評

価はＣとされました。 

 そして、平成 31 年度までの方向性につきましては、「今回の中間評価終

了後、評価の方法等を検証し、計画の最終評価に活かす（分科会の継続）」

とされました。 

 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）』につきましては、中間評価のためのアンケートとして、計画策定時と

同じ項目でアンケートを実施しており、アンケートの回収率が3割を超え

た点や、市外居住者からも回答を得ることができた点が評価され、評価は

Ｂとされました。 

 平成31年度までの方向性につきましては、達成度評価とは少し意味合い

が異なるかもしれませんが、「最終年度には、今回の満足度を上回れるよう、
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各施策の取組を進めていく」とされました。 

 以上の評価によりまして、総合評価の目標3－1がＡ、目標3－2がＡ、

目標4－1がＢとなりました。 

 以上で、分科会Ｃからの発表を終了させていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

ただいま、分科会でやっていただいた中間評価に関する整理をしていた 

だいています。 

まず【資料4－1】のスケジュールについて、何か御質問、御意見はござ

いませんか。今日、中間評価のシートを皆さんに初めて見ていただくこと

になりました。各々の分科会でやっていただいたのを、ここまで整理して

いただきました。 

このあと、第5回協議会で改善策について少し具体的に検討して、最終

の協議会でリポートとして整理しておくという形になります 

。今日は、各分科会で話し合われたことについて整理していただいたの

で、これについてもし御質問があればお受けしたいですし、各分科会に御

出席していただいて、何か補足的なことがございましたらお受けしたいと

思います。 

 

＜伊藤委員＞ スケジュールですが、次回が 1 月 10 日ということですが、お時間の方

は午前中とか午後とか決まってますでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 今日と同じような時間設定で行いたいと考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

これは追加しておいたほうが良いとか、修正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。また補足的に御説明いただいても構いま

せんが。 

 

＜小島委員＞ 今回、分科会に分かれて検討したことは、それぞれの意見を深く聞けて

大変よかったと思います。今後もこれを継続されると思いますし、それぞ

れの分け方についても、経験豊かな人たちをそれぞれ配置していただいた

ので、公募委員としても安心して議論に参加できました。 
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それから、今日評価方法を中間評価の裏に書いてもらいましたけど、私

たちＣ分科会が一番はじめに開催されましたよね。評価というのは難しい

なというところから議論が始まりまして、副会長の加藤さんの御意見など

たくさんいただきまして、『施策の実施状況は分科会で協議して評価』の

ところですが、カッコ書きに、何点以上何点未満という言い方も大事だけ

ど、心の中にすっと入っていくような、大変よくできたねというようなた

だし書を書いて、私達はこの評価を始めました。個々の経験豊かな方が沢

山みえまして、それぞれ発表の中には無かったのですが、小さい項目で全

て評価シートができていまして、項目が他に沢山あった中で、それぞれ評

価をしていって、施策の評価に繋げて目標の評価に繋げたという、時間も

たくさんいただいて、私としては大変メリットのあった分科会を運営でき

たなと思いました。 

もう一点、分科会にも協議会にも一度も参加していただいていない委員

の方がみえまして、事情がおありだとは思うのですが、やはりそれなりの

肩書の人が要請されて委員になっているのですから、その職責を果たせる

人に委員になっ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。 

他にいかがですか。よろしいですか。私も分科会Ａに属していろいろ議

論したわけですが、こういった分科会でこういった議論をしたのが、津で

は今回が初めてなんですね。今おっしゃっていただいたように、沢山の人

数で話していると、なかなか自分の発言する時間が無いですが、分科会で

数人になりますと、かなり発言の時間ができて、お互いの意見を聞くチャ

ンスが増えたと思います。このやり方がどうかということは次のステップ

で考えていくと良いと思うのですが、大変良かったと思います。 

ただ、次のステップとして、これをどううまく活用して、先ほどの方向

性みたいなものをどう施策に結び付けて行くかというあたりがこれから

の課題かなと思います。 

最終的なレポートまでまだ時間がございますので、何か御提案なりお知

恵をいただいて、そういう方向に持っていきたいと思います。意見等がご

ざいましたら事務局の方にお電話でも結構ですので、お伝えいただけると

大変ありがたいと思います。 

あとは反省点も。この分科会のやり方でやってきて、この中間評価を次
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のステップに進めていくにあたっては、あそこはこうやっておけばよかっ

たなというような話もあると思うので、それを最終的にはメモとして残し

ておくことが大切だと思います。そんな御意見もございましたら、事務局

の方にお伝えいただければと思いますので、よろしくお願い致します。 

事前に資料を送っていただいた時には、目を通す時間があまりなかった

のではないかと思いますので、もう一度目を通して頂いて、御意見がござ

いましたら事務局の方へお願いしたいと思います。 

その他ですが、もし無ければ終わりにして事務局の方へお返ししたいと

思います。 

 

＜事 務 局＞ 本日はありがとうございました。 

これを持ちまして、平成 29 年度第 4 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たいと存じます。 

なお、事項の中でも御説明させていただきましたが、第5回協議会につ

きましては、平成30年1月10日水曜日の午後の開催を予定しております。

後日、改めて開催通知を送付させていただきますので、御出席の方よろし

くお願い致します。 

本日は、どうもありがとうございました。 


