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平成29年度第1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1回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 平成29年4月27日（火）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

藤智泰、伊藤好幸、大谷英生、江川和宏（落合委員代理）、飯場貴

子（川邊委員代理）、西原正浩（小出委員代理）、竹田治、町野恒、

村田友和、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 

5 内容 1 平成29年度津市地域公共交通活性化協議会委員について 

2 平成28年度事業報告及び収支決算報告について 

3 平成29年度事業計画及び予算について 

4 形成計画の中間評価に係る分担会の設置について 

5 形成計画に係る施策の取組状況について 

6 モビリティマネジメントシステムについて 

7 マイ時刻表（仮称）の取組について 

8 停留所の名称変更について 

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1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ありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまから平成 29 年度第 1 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＞ 津市の地域公共交通については、皆さんの方で様々な努力をしていただ

いて、かなり成果も上がってきたかなと思います。 

とはいえ、高齢者の事故が多くて、法制度の改正が3月に施行されまし

た。自主返納のお願いやら認知症の検査も含めて、高齢者の方の移動がず

いぶん制約されるのではないかと危惧されています。 

そういった関係も含めて、公共交通が果たす役割というのがますます大

きくなってきているのではないかと思います。また、それだけではなくて、

津の市民の皆さん、それから津を訪れていただく来訪者の皆さんにとって、

いかに良い公共交通としての仕組みを提供できるかというのを、これはち

ょっと大変かもしれませんが、みんなで知恵を絞っていくしか手はないの

ではないかと思っています。是非、皆さんのお知恵をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

それでは、出席状況の確認を事務局の方でお願いしたいと思います。 

 

＜事 務 局＞ それでは、出席状況の報告をさせていただきます。本日、委員総数20名

のうち14名の御出席をいただいております。 

事前に欠席の御連絡をいただいていますのが、三重県の富永委員、三重

交通労働組合の山口委員、三重短期大学の北村委員、公募委員の小島委員

と森田委員でございます。 

以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ 出席状況を報告していただきました。規約第8条第2項の規定により、

本会議は成立条件を満たしていることを御報告させていただきます。 

お手元の事項書に従って進めていきたいと思います。本日は8つの事項

について報告及び協議という内容になっております。限られた時間ですけ
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ど、是非、先ほども申し上げましたが、皆さんでお知恵を出していただい

て、少しでも良い会議にしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、1番目『平成29年度津市地域公共交通活性化協議会委員につ

いて』ということで、これは報告事項ですが、事務局からお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項1『平成29年度津市地域公共交通活性化協議会委員』について、ご

説明申し上げます。 

【資料1】をご覧ください。 

当協議会委員の任期につきましては、『津市地域公共交通活性化協議会

規約』第7条第1項の規定により、平成28年4月1日から平成30年3月

31日までの2年間となっておりますが、三重県及び三重県警内での人事異

動により、3名の委員が交代することとなりました。 

【資料 1】の右側、枠外に「新任」と表記させていただきましたとおり、

前任の豊田委員に代わりまして伊藤智泰委員、井戸坂委員に代わりまして

大谷委員、船木委員に代わりまして川邊委員が新たに就任されました。 

なお、伊藤委員と川邊委員につきましては 3 月 27 日付け、大谷委員に

つきましては4月1日付けで委嘱状を交付させていただいておりますが、

規約第7条第1項の規定により、任期は平成30年3月31日までとなりま

すことを申し添えさせていただきます。 

 以上で、事項1についての御説明とさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 自己紹介を含めて一言ずついただけたらと思いますが、伊藤智泰委員、

いかがですか。 

 

＜伊藤委員＞ 津南警察署交通課長の伊藤です。 

前任署は警察本部の交通指導課というところで、9 年間おりました。仕

事の内容は交通鑑識で、ひき逃げ現場とか、大きな事故の現場に行くよう

な仕事をしておりました。 

拝命してから 30 年以上が経っており、ほとんどの期間は交通に関する

仕事に携わってきましたが、捜査の仕事ばかりで、行政に関わる仕事は今

回が初めてとなりますので、分からないこともあると思いますが、よろし

くお願いいたします。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。 

それでは、大谷委員お願いします。 

 

＜大谷委員＞ 三重県津建設事務所管理課長の大谷です。 

前任の井戸坂に引き続きまして、道路管理者の立場で御協力させていた

だければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜伊豆原会長＞ 川邊委員は欠席ですね。 

 

＜川邊委員代理＞ 私、津警察署の交通規制係をさせていただいております飯場といいます

が、本日、川邊が急遽出席できなくなりましたので、代理として出席させ

ていただくことになりました。 

今後とも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。 

是非いろいろと御意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいた

します。 

何か御質問はございますか。無ければ次に進みたいと思います。二つ目

が『平成28年度事業報告及び収支決算報告について』ということで、これ

は承認事項ですので、事務局よろしくお願いいたします。 

 

＜事 務 局＞ 事項2『平成28年度事業報告及び収支決算報告』について、御説明申し

上げます。 

初めに、事業報告をさせていただきますので、【資料 2－1】をご覧くだ

さい。 

それでは、平成28年度の事業報告につきまして、資料に沿って御説明さ

せていただきます。 

まず、『1 津市地域公共交通活性化協議会』でございますが、昨年度は

協議会を4回開催いたしました。 

第1回の協議会は平成28年5月24日に開催し、会長の互選や、津市生

活公共交通確保維持改善計画などについて御協議いただきました。 

第2回の協議会は平成28年 8月 23日に開催し、協議会規約の改正や、

津市コミュニティバスの運行変更について御協議いただきました。 
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第 3 回の協議会は平成28 年 12 月 27 日に開催し、形成計画の中間見直

しに向けた評価方法や、運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度

の拡充に係る自主運行バスへの適用について御協議いただきました。 

第4回の協議会は平成29年2月28日に開催し、津市コミュニティバス

及び廃止代替バスの運行変更や、榊原線の一部廃止に伴う廃止代替バスの

新規運行について御協議いただきました。 

次に、2ページ中段にございます『2 コミュニティバス等現地視察』で

ございますが、平成28年 10月 4日に美杉地域を視察し、パーク＆ライド

や、ＪＲ名松線及び津市コミュニティバスの乗車体験等をしていただきま

した。 

続きまして、同じく 2 ページの下段にございます『3 津市コミュニテ

ィバス等の運行見直し』でございますが、津市コミュニティバスにつきま

しては、平成27年度第4回協議会で御承認いただいた案件を含め、河芸地

域、安濃地域、美里地域、一志地域、白山地域、美杉地域において、停留

所の新設、ルート延伸、ダイヤ変更、車両の大型化等を実施いたしました。 

また、廃止代替バスにつきましては、河芸地域において、「道の駅かわげ」

の停留所新設及びルート延伸を実施いたしました。 

4つ目の事項といたしまして、3ページ下段にございます『4 コミュニ

ティバス等乗降調査』でございますが、三重交通運行受託路線につきまし

ては、5月から6月、8月、11月、2月の4回、各1週間ずつ実施いたしま

した。 

対象路線は、廃止代替バスの三行線、津新町大里線、安濃線、多気線、

亀山椋本線、名張奥津線の飯垣内から奥津駅前と、津市コミュニティバス

の美里地域及び白山地域の全線、美杉地域の川上ルートと丹生俣ルートで

ございます。 

これ以外の津市コミュニティバスにつきましては、全ての運行日で乗降

調査を実施しております。 

 続きまして、4ページ中段にございます『5 運転免許返納者に対する外

出支援サポート』でございますが、平成29年3月1日から、三重交通グル

ープの全路線を対象に、「セーフティパス」の内容が変更されると共に、「運

転免許返納割引」が開始されることとなりましたので、それに合わせて、

津市が自主運行する廃止代替バスについても、同様の制度を適用いたしま

した。 
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同じく4ページ下段にございます『6 利用促進活動』でございますが、

利用促進グッズといたしまして、お手元に配布させていただきました、オ

リジナルメモ用紙を2千冊作成いたしました。 

また、モビリティマネジメントに係るシステムを作成し、今月から運用

を開始しております。モビリティマネジメントに係るシステムにつきまし

ては、事項6で改めて御説明申し上げます。 

 その他啓発活動として、平成28年9月 20日に津駅前で利用促進グッズ

の配布、9月24日に「みえ交通安全・環境フェスタ2016」でお絵かきバス

等、10月9日に「津まつり」でお絵かきバス等、10月23日に雲出小学校

で「バスの乗り方教室」を実施いたしました。 

 最後に、『7 その他』といたしまして、平成29年4月3日に「津市家庭

医療クリニック」が診療を開始するのに合わせて、美杉地域の津市コミュ

ニティバス（逢坂・飼坂ルート）の延伸、停留所の新設、ダイヤ変更を実

施することとなりましたので、新設される停留所の標識設置及びダイヤ変

更に伴う時刻表の張替え、周知チラシの作成を実施しました。 

 その他にも、一志地域と美杉地域でダイヤ変更がありましたので、周知

チラシを作成いたしました。 

 事業報告につきましては以上でございますので、続きまして、収支決算

報告をさせていただきます。 

それでは、【資料2－2】をご覧ください。 

 平成28年度の歳入は、津市負担金が470万円、モビリティマネジメント

システム作成に係る『地域公共交通確保維持改善事業費補助金』が 28 万

800円、預金利息が53円の計498万853円でございました。 

 これに対しまして、歳出は、委員報償費等の会議費が39万5,720円、事

務費が 26 万 6,671 円、委託料が397 万 6,322 円の計 463 万 8,713 円でご

ざいました。 

 余剰金の34万2,140円につきましては、津市へ戻入する予定でございま

す。 

 以上で、事項2『平成28年度事業報告及び収支決算報告』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。 

続きまして、平成 28 年度当協議会にかかる監査報告を、監査委員であ
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ります三重県津建設事務所管理課の大谷委員からお願いします。 

 

＜大谷委員＞ それでは、会計監査報告をさせていただきます。 

平成28年度津市地域公共交通活性化協議会決算につきまして、平成29

年4月24日に会計監査を実施いたしました。 

関係書類を精査した結果、適切かつ正確に処理されていたことを御報告

いたします。 

以上でございます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

ただいま、平成 28 年度の事業報告及び収支決算報告並びに監査報告を

していただきました。 

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。 

御質問、御意見が無いようですので、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、全員の御承認をい

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、3 つ目に移りたいと思います。『平成 29 年度事業計画及び予

算について』ということで、これは承認事項ですので、事務局からお願い

します。 

 

＜事 務 局＞ 事項3について、御説明申し上げます。 

初めに、事業計画について御説明させていただきますので、【資料3－1】

をご覧ください。 

 平成29年度事業計画（案）につきましては、平成28年度第4回協議会

において御了承いただいたところではございますが、諸般の理由により一

部を訂正いたしましたので、訂正箇所について御説明申し上げます。 

 まず、協議会の開催につきまして、当初 5 回を予定しておりましたとこ

ろを、6回とさせていただきました。 

 理由につきましては、例年、『地域公共交通確保維持改善事業費補助金』

という補助金を国土交通省へ申請しておりまして、申請には『津市生活交

通確保維持改善計画』を添付する必要がございますが、この計画につきま

しては、当協議会にて議論した上で策定する必要がございます。 



 

- 8 - 

 

 今年度はまだ案内が来ておりませんが、当該計画の提出期限が例年 6 月

末となっていることから、5 月末の第 1 回分科会と同日に協議会を開催さ

せていただき、当該計画について議論していただくことといたしました。 

 なお、第2回協議会及び第1回分科会につきましては、5月30日の午後

に開催を予定しております。詳細が決まり次第、御連絡させていただきた

いと思いますので、スケジュールの調整をお願いしたいと思います。 

 次に、第 3 回分科会の開催時期についてでございますが、中間評価の進

め方について伊豆原会長と御相談させていただき、当初は8月の協議会を

終えてから開催するとしていたものを、8 月の協議会と同日に開催させて

いただくことといたしました。 

 また、開催時期につきまして、10月からのバスの運行変更等の関係によ

りましては、8 月中旬に繰り上げる必要性もございますことから、詳細な

日程につきましては、改めて御連絡させていただきたいと考えております。 

 その他といたしまして、（公社）三重県バス協会様より、「交通安全・環

境フェスタ」の日程が 9 月 30 日に決定したとの御連絡をいただきました

ため、その旨を追記させていただくと共に、9 月から実証事業の展開を予

定しております、シルバーエミカによる津市コミュニティバスの無料化に

ついても追記させていただきました。 

 そして、中間評価の中で議論した内容によっては、パブリックコメント

の実施や津市議会への報告が必要となる場合がございますので、その旨を

一番下の枠外に記載させていただきました。 

 事業報計画につきましては以上でございますので、続きまして、予算に

ついて御説明申し上げます。 

それでは、【資料3－2】をご覧ください。 

 平成29年度予算（案）につきましても、平成28年度第4回協議会にて

御了承いただいたところでございますが、3月に開催された平成29年第1

回津市議会において今年度の予算が議決され、津市からの負担金額が決定

いたしました。 

 予算の内容につきましては、前回協議会にて御説明させていただいた通

りでございます。 

 以上で、事項3『平成29年度事業計画及び予算』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した。 

ただいま、平成29年度の事業計画と予算について、前回2月末の時点で

一度協議していただいていますが、正式な形として決定したので説明をい

ただきました。 

これについて、何か御質問、御意見はございませんか。 

 

＜竹田委員＞ 日程ですが、第2回の協議会と第1回の分科会が同時開催、第3回協議

会と第 3 回の分科会も同時開催ということですが、時間配分はどんなもの

でしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 協議会自体は1時間弱を考えておりまして、分科会の方を2時間程度と

考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 他にいかがですか。 

他に御意見、御質問が無いようですので、平成29年度事業計画及び予算

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、全員の御承認を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、事項書の4つ目ですが、『形成計画の中間評価に係る分科会の

設置について』ということで、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項 4『形成計画の中間評価に係る分科会の設置』について、御説明申

し上げます。 

まずは【資料4－1】をご覧ください。 

形成計画の中間見直しに向けた評価方法につきましては、平成 28 年度

第 3 回協議会にて案を提示させていただき、御承認いただいたとおりでご

ざいまして、今年度は、協議会規約第11条第1項の規定に基づき、中間評

価のための分科会を設置した上で、3回の分科会にて議論していただき、中

間評価（案）を作成していただく予定でございます。 

事項3の『平成29年度事業計画』の部分で御説明させていただきました

とおり、スケジュールを一部変更させていただきましたが、評価の流れに

つきましては、資料の「3 評価の流れ」のとおりでございまして、第1回

分科会では、目標に対する事業・施策の実施状況について各分科会内での
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情報共有を図っていただき、疑問点等を整理していただきたいと考えてお

ります。 

疑問点等につきましては、事務局から情報を提示させていただくつもり

ではございますが、すぐに情報を提示できないような案件につきましては、

第 2 回分科会までに整理した上で、提示させていただきたいと考えており

ます。 

 第 2 回分科会では、事業・施策の進捗状況について議論いただき、第 3

回分科会では中間評価（案）を作成していただいた上で、今後の課題を洗

い出していただきたいと考えております。 

 第 4 回協議会では、中間評価を確定させた上で課題事項を整理し、第 5

回協議会では、その課題事項についての改善策を検討していただき、最後

の第 6 回協議会にて、中間見直し報告書を作成することにより、計画の中

間見直しを終了したいと考えております。 

 資料が前後しますが、各分科会の班分けにつきましては、【資料4－3】の

とおり案を作成いたしました。 

 各分科会では、【資料 4－1】の「2 評価方法」のとおり、【資料 4－2】

の中間評価シートを活用し、施策の実施状況について評価していただきま

す。 

 以上で、事項4『形成計画の中間評価に係る分科会の設置』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。 

今年度、各委員の皆さんには3つの分科会どれかに所属していただいて、

全員で意見を出し合うと時間がかかりますので、分科会でいろいろと意見

を言っていただいて、中間評価をしていきたいということです。 

御質問、御意見がございましたらお受けしますが、いかがですか。基本

的には【資料4－2】ですね。青い部分のところをどういうふうにするかと

いうことを御議論いただくことになると思います。総合評価だけではなく

て、31年度までの方向性、これからどういう方向で見直ししていけばいい

のかという中で御意見を出していただければと思います。よろしいでしょ

うか。 

少しだけ付け加えたいことがありますので、私の方からお願いしておき

ます。こういった中間評価、要はチェックですね。ＰＤＣＡと私たちは呼



 

- 11 - 

 

んでいます。計画を作って実際に実行して評価、チェックして次のアクシ

ョン、いわゆる改善に繫げていくという中の、ＰＤＣＡのＣにあたるとこ

ろを私たちは今考えようとしているわけですね。ＣからＡに向かっていく。  

次にどういうことをやっていったらいいのだろうということを議論し

ていただくという場として分科会を設置し、また、他の分科会の方の御意

見も要るかと思いますので、この協議会に持ち寄って、第 4 回、第 5 回、

第6回の協議会の中で、全体のメンバーでもう一度確認をしていくという

ふうにしております。 

この評価した結果、改善策というのはここだけじゃなくて、それに基づ

いて中部運輸局に自己評価書を提出して、運輸局で開催される第三者評価

委員会で自己評価に対して専門的な立場からアドバイスしてもらうとい

うことになります。そういうチェックをして、ＰＤＣＡをしっかり実行し

ていこうというのがこのシステムです。 

是非お願いしたいと思います。他に何か御質問ありますか。 

 

＜吉川委員＞ 初めてなので分からないのですが、この中間シートで利用者の方の声を

聞くとか、バス車内での利用者のヒアリングとかで、公共交通を利用した

人の声を聞くということになっていると思うんです。 

では、利用していない人の声というのはどうやってまとめるのですか。 

 

＜事 務 局＞ 今回は、バスに実際乗車された方の意見を聞かせていただくという項目

を一つ取っておりますが、乗っていらっしゃらない方につきましても、例

えば今日のような協議会ですとか、各地域でのあり方検討会などで御意見

をいただいております。 

 

＜吉川委員＞ 私は、コミュニティバスを利用することができない立場です。利用でき

ない人は、多分いろいろな思いを持っていると思うのですが、利用できる

人を対象に絞ってそういうことをずっと続けていっても果たしてなんだろ

うかと思います。 

利用できない身としては、どうしたらいいのかということをもっと掘り下

げて次に繋げていき、自分に合った公共交通を見つけられれば、多分いろん

なところへ出掛ける人も多いだろうし、それに対する声も上がってくるだろ

うけど、市の方が提供したものに乗れる人を対象にした声を集めるというだ
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けでは不十分で、深く掘り下げるという意味においては、声をあげられない

人の声を救い上げていくということも大切じゃないかと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ そういう意味で、いろいろな評価をしていきたいわけです。だめだよと

いうのではなくて、それをどうやったら吸い上げることができるのだろう

とか、そういう意見も要るのです。 

市が提供することがどうだというのではなくて、この協議会の中で、今

お話しいただいたことをどうやったらいいのかというあたりを含めて議

論してほしいわけです。やったことが良かったのか悪かったのかという判

断を、今する必要はありません。 

ＰＤＣＡというのは、良くしていくためにどうやったらいいかというの

をチェックして、その結果を見てレベルアップしていくことを目指してい

るのですね。 

今のお話は、私はよく分かるのですが、御利用になっていない方は、御

利用できないのか、御利用されていないのか、できないのとしないのとで

は全然違うわけですね。 

では、御利用になっておられる方たちのレベルは今のままでいいのかど

うか、そういうことも含めてだと思います。限られた材料しか取れません。

資料もそんなにたくさんとれるわけではありません。 

事業費は市の全体としては2億円くらいありますか。その2憶円に対し

て、評価するのにまたすごいお金を使うというのは、あまり意味のある話

ではないと思います。 

やはり、限られたデータで私たちは次のステップに行くにはどうやった

らいいか、今おっしゃった話も含めて議論していただきたいですね。 

ここで、全員でやっているわけにはいかないものですから、分科会では

6～7人という少人数で、今お話しいただいたことも含めて市民の皆さんに

少しでも良いサービスが提供できるような形へ近付けていきたいという

ことです。 

周囲の方にどうかとお聞きいただくのもデータです。吉川さんがおっし

ゃったように、そこに使えない地域があるとするなら、周囲の皆さんにど

ういうことなんだということをお聞きいただいて、御本人の御意見も含め

て分科会で問題提起していただきたいと思います。 

そんな形で、皆さんには大変だと思いますが、そういったことを踏まえ
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て、また他の事例もあると思います。県の皆さんでしたら、県下ではこう

いうことをやってるよとか、こういういい事例があるよとか、こんな失敗

事例もあるよというようなことも大切だと思います。 

もう一つは、コミュニティバスのお話が出ましたが、ここの議論はコミ

ュニティバスだけではありません。廃止代替バス、三重交通さんの営業路

線バスのサービスについても議論していただきたいです。そして全体とし

てレベルアップしていくことが大切だと思います。 

他にいかがですか。 

 

＜西山委員＞ 私の方は、美里支部の自治会ですが、28年度くらいからコミュニティの

話も出てきたわけですね。今、旧の市町村でコミュニティバスが運行され

ていると思うのですが、よその地域まで走っていかない。その地域内で回

されているようなバス。自分たちの地域では、そういう形になっておりま

したが、28年度でしたか、一部、榊原温泉病院の方と湯の瀬の方へバスが

回るようになりました。それについても一部の方が利用されるようになっ

てきております。 

また、いろんな人の話を聞きますと、買い物に行くのにもバスに乗って

いる時間が長いんだと。そんな長いのは困る。バスに乗ったら自分が行き

たくないところも回って、当然、幾つかの団地も入っていき、たどり着く

までの時間が長く、運賃も高くなる。そういうことで、いろいろ懸念され

る部分があるようです。そういったところも含めて、またコミュニティバ

スと公共交通とのつなぎ目、ある程度はコミュニティバスで行きたいとい

うのがありまして、その地域外に枠を超えた運行もしてほしいというよう

なことも言われました。 

というのは、美里で言えば、安濃の『ぜにや』へ行きたい。久居でした

ら『イオン』まで行って買い物をしたいなど、いろいろです。美里でも地

域性がありまして、安濃に近いところでは安濃へ買い物に出たいとか、旧

津市へ出たいという方もあります。久居へ出たい方もあります。久居の場

合でしたら、一か所でまとめて買えるところ『久居インターガーデン』ま

で連れて行ってもらって買い物できれば一番ありがたいと聞いています

ので、それだけでも何本かコミュニティバスで走っていただければありが

たいのかなと。荷物も持って帰ってこないといけないですから。 

それか、スーパーが配達してくれればまた違ってくるのかなと。これは
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スーパーと協議していかないといけないことがあろうかと思いますが。そ

ういったことで、今のところはバスに乗りたくても乗れないということを

よくおっしゃるわけです。いろんな意見を聞いておりますと、そんなとこ

ろでしたね。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。そういった御意見を踏まえて、どこまで行ける

かというあたりをまた分科会でお願いします。 

 

＜西山委員＞ それから、老人の免許返納もありますね。免許返納するとコミュニティ

バスが半額になるのかな。 

 

＜事 務 局＞ 対象は三重交通バスです。 

 

＜西山委員＞ 市長さんからは2千円もらえると聞いたのですが。 

 

＜事 務 局＞ シルバーエミカの制度です。 

この9月から準備させていただいておりまして、65歳以上の方が申請し

ていただくことによりまして、シルバーエミカという、エミカの津市バー

ジョンのようなものを交付させていただきます。それを御利用いただいて、

三重交通のバスに2千円分乗っていただくということを予定しております。 

 

＜西山委員＞ 美里から旧津市まで公共交通を使うと、行きだけで700円から800円掛

かるわけです。行きと帰りで1500円以上要るわけです。そうすると、一回

で金額を使い切ってしまって、後が出ないんだということを聞くわけです。

そのへんもまた考えていただければと思います。 

そういうのが無くなってきますと、ある程度の金額であれば、乗ってみた

いという人も出てくる可能性もあるのかなと思います。一つそういうことも

お考えいただきたいなと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ そういういろんな仕組みもこの秋から予定されている。そんな中で、ど

ういうふうにうまく使っていくかということも含めて議論していただけた

らと思います。 
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＜竹田委員＞ 今の議論に関連してですけど、協議会でどうのこうのということにはな

りませんが、公共交通を取り巻く環境が一気に変わるわけですね。半額制

度がありますし、2千円券もありますし、コミュニティバスの無料化もあり

ます。 

例えば、それを使おうと思ったらマイナンバーカードの申請をしてカー

ドを取得しなければならない。それはとてもじゃないけど、高齢者にとっ

ては非常に負担で、そんなややこしいことするぐらいならもう要らないと

いうことになると意味が半減してしまうし、そういう意味では、ここは都

市計画部交通政策課なんですけど、高齢者には健康福祉部も絡んでくるわ

けですので、オール津市で、支援体制といいますか、交付を受けやすいよ

うな体制を考えていただきたい。 

場合によっては、美里や安濃に限らず、私は高茶屋に住んでいるんです

が、本庁に来ようと思ったら大変ですから、説明会なりなんなりを高茶屋

へ来ていただいて開催してもらうとか、自治会の老人会へ寄ってもらって

説明していただくとか、あるいは困ったことがあればいつでも言ってくだ

さいというようなサポートを。 

せっかくいい企画をしてもらっても、前段となる手続きが非常に複雑。

僕らでももういいわと思うようなものですけど、僕らより高齢の方はなお

大変だと思います。 

せっかくこういういい機会ですので、是非この機会を一つの公共交通を

知ってもらい、乗ってもらうチャンスだということで、協議会で何かアク

ションを起こせれば一番いいのですけど、なかなかそれも大変ですので、

オール津市で、この機会を通じて何かＰＲなり支援体制をとっていただい

て、なんとかこの機会を一つの契機に、公共交通を市民全体で見直す一つ

のチャンスというような形で是非取組みをお願いしたいなと思います。 

我々も、地域ではコマーシャルをして、分からないことがあったら来な

さいよ、支所に行きなさいよと言っているのですが、個人のすることはし

れてますからね。のんべんだらりということではなくて、一気に集中して

取り組んでいただけたらと思います。是非よろしくお願いします。 

 

＜加藤副会長＞ 今おっしゃられましたとおり、交通政策の部分と福祉の部分を連携して

やっていかなければいけないですし、手続き上複雑な部分もありますので、

福祉と連携していきます。 
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＜伊豆原会長＞ ありがとうございます。他にいかがですか。 

分科会の中で、今のお話も含めてそういう議論も出るのではないかなと

思います。中間見直しや評価だけに限ってしまうとあまり意見も出にくく

なってしまうので、もう少し広い範囲で。 

分科会というのは6～7人で集まるわけですから、ざっくばらんに、いろ

んな視点で皆さんがお思いになっていることを是非出していただいて、今

竹田さんがおっしゃったように、一緒になってやったらどうだとか、御提

案をいただくのがすごく大切だと思いますので、よろしくお願いします。 

小さなことのようですけど、いろんなところで、ちょっとした知恵で、

前も申し上げたと思うのですけど、私の町ではスーパーがバスの発車時刻

を案内してくれています。それだけでも皆さん喜んでいただけるというこ

とを考えると、何かあったらいいな、こんなのがあったらいいな、という

周囲の方の御意見やつぶやきみたいなものもヒントになるのではないか

と思いますので、是非そういった御意見も含めて、分科会で議論していた

だけるとよろしいのではないのかなと思います。 

ありがとうございます。是非よろしくお願いします。他にいかがでしょ

うか。 

それでは、さきほどのスケジュールからいきますと、5月30日に第1回

の分科会を開催させていただきます。そして第2回の協議会です。なぜこ

うなっているかと言いますと、さきほどありましたが、津市の生活交通確

保維持改善計画は、6 月に申請をしなければいけないのですね。今、国の

方からフィーダーで補助金を幾らいただいていますかね。フィーダーだけ

じゃなくて、幹線もありますから、そちらは県の方で申請していただき、

フィーダーの路線は津市のこの協議会で議論した上で申請しないといけ

ません。 

 

＜事 務 局＞ フィーダー補助金の金額ですが、28 年度は 3,270 万円、29 年度は少し

下がって約2,600万円です。 

 

＜伊豆原会長＞ それだけのお金をいただくためには、それなりの申請書を作らないとい

けません。例年だと6月末ですので、その話を第2回の5月30日の協議会

で議論していただいて、それがうまくまとまればすぐに分科会の方に移っ
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ていくという予定で考えていただいていますので、よろしくお願いいたし

ます。この形成計画の中間評価に係る分科会の設置についてという議題で

すが、これについて御承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

それでは、御異議もないようですので、5 月 30 日をスタートとして分科

会で議論し、進めていただきたいと思います。 

それでは5つ目ですね。『形成計画に係る施策の取組状況について』、これ

は報告事項ですので、事務局から御説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項5についてご説明申し上げます。 

資料は【資料5】でございます。 

形成計画の中間評価を実施するにあたり、計画期間である平成 27 年 4

月から現在までの施策の取組状況について、【資料5】のとおり取りまとめ

させていただきました。 

 内容は、先ほど来説明させていただきました事業報告と重複いたします

ので、詳細な説明は省略させていただきますが、今回取りまとめた内容は、

施策の実施側による取組状況という切り口でまとめておりますので、今後

は利用者にとってどのような状況にあるかといった視点から改めて取りま

とめを行い、第1回分科会で御提示させていただきたいと考えております。 

 以上で、事項5の説明とさせていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 実際には、この【資料 5】を皆さんに読んでいただいて、分科会の資料

にと思っておりますが、それ以外に、もう少し施策を展開する側ではなく

てサービスを受ける側、市民の皆さんも含めてそういった視点で整備して

おくというのも一つ大切なことです。 

これは、今日は間に合いませんでしたので、分科会までにはこの視点で

整理してもらって、議論の足しにしていただければと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

何か御質問、御意見はございますか。形成計画の中で、この協議会で策

定していただいた形成計画の目標に従ってこういうことをやってきていま

すよという説明資料です。 

何か分からない点などございましたらお受けしますが、よろしいですか。

無ければ、またこれにプラスした資料を作っていただくということになり

ますので、是非、御参考にお願いしたいと思います。 
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これについては、確認を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、6 つ目の議題、モビリティマネジメントシステムについてと

いうことで事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項 6『モビリティマネジメントシステム』について御説明申し上げま

すので、【資料6】をご覧ください。 

 事項2の『事業報告』でも御報告させていただきましたとおり、平成28

年度の事業として、モビリティマネジメントに係るシステムを作成いたし

ました。 

その目的は、主に自家用車を利用されている方を対象にモビリティマネ

ジメントを実施することでございまして、モビリティマネジメントとは、

資料の一番下に国土交通省のパンフレットからの抜粋を載せておりますと

おり、『当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通

や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」

へと少しずつ変えていく一連の取組』を意味します。 

 作成に要した費用は56万1,600円でございますが、その半分の28万800

円が地域公共交通確保維持改善事業費補助金として国から補助されました

ので、当協議会としての実質の負担額は28万800円でございます。 

 また、システム利用者が入力したデータを蓄積するために、今年度はホ

スティングサービス業務として、1 年間で 3 万 8,880 円の委託契約を締結

いたしました。 

 これは、作成したシステムを運用するにあたり、津市のサーバ上ではデ

ータの蓄積が不可能であったことから、外部サーバ上でシステムを運用す

ることとしたものでございまして、今年度 1 年間のデータを今後のモビリ

ティマネジメントに活用することとし、来年度以降は、津市サーバ上でデ

ータの蓄積機能を除いた部分を運用していく予定でございます。 

 当該システムについては、今月から津市ホームページ上での運用を開始

しておりますことから、前のモニターにて実演を行いたいと思いますので、

委員の皆さまにおかれましては、どうぞ、見やすい位置へと御移動くださ

いますようお願い申し上げます。 

 それではモビリティマネジメントシステムの実演をさせていただきます。 
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【実演】 

 

以上のようなシステムでございますが、モビリティマネジメント促進の

ため、各委員様におかれましては、それぞれの団体等のホームページ上で

のリンクの設定や、ＱＲコードを活用した啓発活動等におきまして御協力

いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

また、職場の研修などの一環としまして、職員さんにも取り組んでいた

だくように言っていただくと大変助かりますので、御協力の方よろしくお

願いいたします。 

 なお、ＱＲコードにつきましては、事務局にてデータとして保有してお

りますので、希望される方は、事務局まで御連絡くださいますようお願い

申し上げます。 

 以上で、事項6『モビリティマネジメントシステム』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す。 

これは4月からですね。パソコン、スマホ等でアクセスできます。これ

について御質問、御意見がございましたらお受けしますが、いかがでしょ

うか。 

これはアクセスすると回数がカウントできるのですか。 

 

＜事 務 局＞ さきほど説明させてもらいましたとおり、今年4月から来年3月までは

ホスティングサービスで外部サーバーを借りておりますので、その間は、

例えば年齢や性別などのデータを蓄積することができます。 

管理者ページから入っていくと、どれだけの人数が利用されてどういっ

た選択をしたかというのが取り出せるようになっています。 

 

＜伊豆原会長＞ 集計は可能だけど、やっていいのかどうかというあたりがあるのですが、

何かアクセスしたらこういう集計をしますよということは断ってないので

すね。 

 

＜事 務 局＞ 交通政策の参考にのみ使用する旨を記述しております。 
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＜伊豆原会長＞ まだ一月経っていないので分かりませんが、今日までにアクセスはどれ

だけあったかは調べてないですか。なかなか高齢者にとっては分かりにく

い話かもしれません。 

御質問、御意見はございませんか。この使い方、今みたいな話のところ

を説明する資料はあるのですか。例えば、今実演してくれたような順番に

こうするとこう出るよというような。 

パソコンをおやりになる高齢の方がどれぐらいおみえになるか分から

ないけど、今、パソコン教室などいろんなところがあって、おじいちゃん

もおばあちゃんも結構行ったりしているので、ちょっとしたパンフレット

があれば、こんなの一回やってみてくださいとか言えるのではないでしょ

うか。パソコン教室は市でもやっているのではないですか。 

 

＜事 務 局＞ また、イベントでもシステムを持ち込んで周知できればと考えてますの

で、そのときに合わせて簡単な使い方のようなものを準備していきたいと

思います。 

 

＜伊豆原会長＞ 是非お願いします。 

私と同世代の方は、パソコンを初めてしようというときは、間違えるの

が非常に怖いのです。小学生は間違ったら戻ればいいとポンポンとやりま

す。だからすぐに覚えるのです。 

それが、ここをポンと押したらどうなってしまうのかなと思って躊躇し

てしまう。間違えると怖くなってしまう。間違えると上手になるのですけ

どね。パソコン教室では、間違えていいんだよということを教えてくれま

すね。間違えたら戻ればいいと。 

それが、高齢者の方は間違えることに過剰反応してしまう。間違えると

怖くなるのですね。横に書いたものがあると楽です。若い人は当たり前の

ようにパソコンを使えますが、御高齢の方はそういう怖さもあるので、変

なところへ行ってしまったらどうしよう、変なところ押してしまったらど

うしようと思います。 

持ち込んで説明するのも良いですが、高齢の方は書いたものが欲しいの

です。是非よろしくお願いします。 

 

＜竹田委員＞ 見せてもらった感想ですが、真面目すぎて、果たしてあそこまでいって
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メリットがどこにあるのかというのが今一つ分からない。例えばゲーム性

を入れるとか、経済性比較をするとか、途中で抽選会みたいなのやって何

かがあたるとか、応募してもらったら何か当たるような、アンケート以外

に応募してくださいとかできないでしょうか。 

例えば、ソフトバンクが吉野家の牛丼が無料で食べられるとか、今はア

イスクリームがもらえるとかやっていますが、もっと入口を入りやすく、

興味を持ってもらいやすくするような工夫がやっぱり必要でしょう。一回

したら次やろうかという気になるのかどうかというのを若干思いました。

ちょっと工夫したらおもしろく入りやすくなるのではないかな。 

 

＜事 務 局＞ 初めての試みで、いろいろ最初は不具合もあろうかと思いますので、ま

た折を見て考えていきたいと思います。 

 

＜伊豆原会長＞ おっしゃるとおりです。竹田さんがおっしゃったようなことを本当はや

ると良いのですけど、やった途端に他の方からふざけているという声が必

ず出ます。声なき声はおもしろいからいいと思いますが、声を出す方は必

ず批判の声が出ますのでね。ここらへんをどうするか。 

竹田さんの意見に大賛成なのですが、こういう楽しいもの、おもしろい

ものを作るのは良いことなんだよと協議会で言うとか、バックアップして

あげないとなかなか難しいです。それで、アクセスがどれだけあったか聞

きたかったのです。これを民間がやると誰も文句は言わないですけど、役

所では税金を使ってこんなのするのかという声が出てしまうと、次のステ

ップに行けなくなってしまいます。楽しいものにしていって、それがうま

くみんなの話題になるというものになっていけばいいなと思います。 

一度試していただいて、また御意見いただけたらと思います。よろしい

でしょうか。 

それでは、今のモビリティマネジメントシステムについて確認しておき

たいと思います。 

それでは、7 つめの『マイ時刻表（仮称）の取組について』ということ

で、事務局から説明をお願いいたします。これも報告事項ですのでよろし

くお願いいたします。 

 

＜事 務 局＞ 事項7『マイ時刻表（仮称）の取組』について、御説明申し上げます。 
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まずは、【資料7－1】をご覧ください。 

今回の取組の背景といたしまして、昨今のインターネットの普及により、

公共交通機関の乗継など、移動手段の検索が容易になったという現状がご

ざいまして、公共交通機関の利用促進のため、当協議会としましても、平

成27年度に『見える化』事業を実施し、津市コミュニティバスの発着時刻

が大手コンテンツプロバイダで検索できるようになったところでございま

す。 

しかしながら、インターネット環境に無い高齢者等は、目的地までの移

動手段を従来通り各公共交通機関に確認する必要があり、その確認方法が

分からない方や、確認するのを面倒に感じてしまい、結果として外出を諦

めてしまう方がみえるというのも現状でございます。 

 そこで、津市が個別の分かりやすい時刻表として『マイ時刻表（仮称）』

の提供を働きかけることにより、高齢者等の外出意欲向上や、公共交通機

関の利用促進に繋げようとするのが、今回の取組でございます。 

 具体的には、【資料7－2】のような申請書により申請を受け、後日、【資

料 7－3】のような目的地までの時刻表を送付することを考えております。 

また、【資料7－4】のような持ち運びが可能な免許証サイズの時刻表につ

いても検討しておりますが、紙面の大きさの都合により、こちらについて

は、津市コミュニティバスに限定した運用が現実的かと考えております。 

モデルケースとして、津市コミュニティバスの「北畠神社前」から「三重

中央医療センター」までの経路を、大手コンテンツプロバイダの『ジョル

ダン』にて検索したところ、【資料7－5】のとおり、4パターンの検索結果

となりました。 

そこで、行きはなるべく早く病院に着きたい。帰りは極力歩く距離を少な

くしたいという希望があったものとして作成したのが、【資料7－6】でござ

いまして、その中の津市コミュニティバスの時刻表のみ記載した免許証サ

イズの時刻表が【資料7－7】でございます。 

申請者が希望する条件につきましては、申請書や口頭により確認し、個々

の希望に応じた時刻表の作成に努めてまいりたいと考えております。 

 実際の取組につきましては、5 月中の運用開始を予定しておりまして、

名称につきましては、現時点では『マイ時刻表』としておりますが、仮称

ですので、もっと良い時刻表や分かりやすい名前を思い付かれましたら、

ご提案いただきたいと思います。 
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 以上で、事項7『マイ時刻表（仮称）の取組』についての説明といたしま

す。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。 

5 月中にはこれをしていきたいということですが、何か御質問、御意見

はございませんか。 

 

＜竹田委員＞ 非常にいいことだと思います。 

乗り継ぎ時間は差し引けば分かることなんですが、高齢者が利用すると

いうことを前提とすると、乗り継ぎ時間を記入できるようになればいいか

なと思います。それから料金。 

ところで、久居駅から三重中央医療センターというものは抜けているん

ですか。 

 

＜事 務 局＞ 【資料7－5】で検索したルート4通りのうち、①から③は久居駅までし

か乗り継ぎがなくて、ここからは徒歩ということになっているのです。④

だけが三重中央医療センターというバス停まで直接行けるものになってい

ますので、行きは久居駅から徒歩というのを選択させてもらい、帰りはな

るべく歩かないようにということで、三重中央医療センター前からバスに

乗ったという設定をモデルケースとして入れさせてもらっています。 

 

＜竹田委員＞ 【資料7－5】は料金書いてあるね。トータルでいくらかかるというのと、

乗り換え時間は入れてもらった方が。例えば、この【資料7－5】のルート

①の場合、川合高岡で乗り換えて一志から 11 時 4 分について、11 時 7 分

発というのは。 

 

＜事 務 局＞ これは、中川駅のご利用のことを考えておりまして、川合高岡駅から乗

ってこられた方が 11 時 4 分に中川駅に到着しまして、11 時 4 分から 7 分

の間に乗り換えていただくということです。【資料7－5】というのは大手検

索サイトであって、【資料7－6】が私どもが作成したものですので、こちら

の方にそういったことをうまく反映できるように、いただいた御意見を反

映できるように検討していきたいと思います。 
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＜竹田委員＞ これで行くと、川合高岡から伊勢中川に 11 時 4 分について、伊勢中川

から久居へ 11 時 7 分に乗らなきゃいけないと。3 分しかないわけですね。

多分乗り換えは3番線から4番線というようなものでしょうけど、多分大

丈夫だと思うんだけど、そのへんをきちんとしておいてあげたら、乗り換

え時間を入れた方が安心していけるんじゃないかなという気がしましたね。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。ちょっと工夫していただけるといいですね。

他にいかがですか。 

 

＜山本委員＞ 申請方法ということで、これは広報紙か何かに入れるのですか。 

 

＜事 務 局＞ 広報にも載せていきますし、市の窓口でも案内していきます。 

また、申請書がなくても、お電話などで申請書の内容にそって聞き取り

させていただいてという対応もできますので、一応このような情報がある

と作りやすいということで申請書という形にしています。 

 

＜事 務 局＞ 周知につきましては先ほども申し上げましたように、広報津などでさせ

ていただきます。いきなり申請書を渡されてもわからない部分があると思

いますので、そのへんについては総合支所に備え付けたり、直接お電話を

いただいて、申請書に従ってお聞き取りさせていただくということもさせ

ていただきます。 

 

＜伊豆原会長＞ 広報だけではだめだと思うのですが、広報って皆さん読まれますか。大

変申し訳ないですけど、自分の町内で聞いたら、読む人は半分しかいませ

んでした。やっぱりいろんなところで、こういうサービスをするというこ

とを話したり、貼ったりということが必要ではないかと思いますね。 

例えば、今三重交通さんがおっしゃったのですが、車内放送を運転手さ

んがマイクで言ってくれるだけで全然違います。コミバスでもそうです。

アナウンスするというのはすごく良いことなのです。今はアナウンスをし

ないのです。造成された言葉が流れるだけなので、あまりつながらないで

す。 

 

＜事 務 局＞ 言い漏らしていましたが、コミュニティバスの車中へも掲示していきた
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いと考えております。 

 

＜伊豆原会長＞ 良いことだと思いますので、アナウンスをやってもらうとか掲示など、

是非、市民の皆さんに伝わる方法を考えていただければと思います。 

 

＜西山委員＞ これ、11時に久居駅に着かれたことになりますね。帰りの三重中央医療

センターから帰りのバスに乗るのが14時 11分。ここで3時間くらいある

わけですね。この中で医療センターへ行く人は行く。買い物する方は買い

物するという形をとってもらってるわけですね。だから 3 時間余裕がある

ということですね。 

 

＜事 務 局＞ 逆です。病院へ行きたいから、買い物に3時間使いたいからというお話

をいただいて作る形です。 

 

＜西山委員＞ 美杉の一例ですね。 

 

＜伊豆原会長＞ この申請書のところの何時頃出てどうするかという希望をお聞きして、

お電話なら御用聞きをしてもらって、それに見合うようにして、さきほど

の時刻表をお送りするということです。たまたまこれは自分たちで入れて

みたということです。 

 

＜山本委員＞ 私どもも、お客様から直接お電話でお問い合わせいただいて、回答する

ことがあります。最近はあまり無いですけど、電話がかかってきて、何時

ごろ着きますかとか問い合わせがあったり、最近はホームページに出てい

ますので各自で調べられる方が多いですが、以前は直接お電話をいただい

て、何時に着くのですが、どんなバスがありますかという問い合わせがよ

くあったので、市さんがある程度全体的に対応していただくような制度の

ような気がしますけど。 

 

＜竹田委員＞ よく見たら、三重中央医療センターを2時過ぎに出て、美杉へ着くのが

7時前になるのですか。他に三重交通のバスはないの。美杉まで帰るのにこ

れが最速なのですか。 
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＜事 務 局＞ 三重交通さんが来ていただいている一番端の竹原というところまで三

重交通さんに乗っていただくようにしたり、他にもＪＲ名松線とか手段は

ありますので、設定をを変えることはできますが、あくまで、これは事例

の一つということです。 

 

＜竹田委員＞ 一番早く着く。 

 

＜事 務 局＞ どういうニーズなのか、最速がいいのか、一番安いのがいいのか、乗り

換えが少ないのがいいのかというのが、その人によって違いますので、そ

ういった声を伺った上で、その方に見合ったものを御提示できるようなも

のにしたいということです。 

早くても何回も動かないといけないというのは堪忍してほしいので、ち

ょっと時間かかってもいいからなるべく乗り換えなく歩かなくていいも

のを教えてほしいというものであったら、こういうものになったりします。  

今回は少し強調し過ぎたので、こういうものになってしまいました。 

 

＜伊豆原会長＞ 条件がいろいろあるので。 

 

＜竹田委員＞ 条件があるといっても、これが事例として出てきたら、夜の7時までか

かると言ったら誰も乗らないよ。こんなもの恐らく。 

 

＜西山委員＞ そういうふうに考えるので出られないわけです。美里でもそうです。三

重交通のバスに乗るまでに時間がかかる。乗ってからまた時間がかかる。

いろいろかかるので買い物するのに1日かかるというのがある。 

 

＜山本委員＞ 高齢の方で、時刻まで調べられる方はなかなかみえないと思うんですよ

ね。いざ聞いてみて、こんなものなのかというところも出てくるのではな

いでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 今回は事例があまりよくなかったのかもしれません。 

 

＜山本委員＞ 実際、こういうことだったらやめておこうかと思うかも分かりませんし、

もっと早いなら行ってみようかという、きっかけでしょうね。高齢の方は
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時刻表を調べてというのはされないと思いますので、どなたかの手助けを

もらって、何時に出たら何時に着くよというのを教えてもらって、それな

ら行けるかなという判断材料の手助けを津市さんにしていただけるのかな

と思います。 

 

＜川邊委員代理＞ この申請書を出したあと、回答はどれくらいの期間でもらえるのです

か。例えば1週間とか。 

 

＜事 務 局＞ 速やかに。件数にもよるのですが。 

 

＜川邊委員代理＞ よく、警察でも免許返納者に対するバスの割引などを聞かれるのです

が、そういうときに、例えばこういうのがありますよと案内したとして、

何日かかるか聞かれても答えようがないようではどうなのかなと思ったの

ですが。 

それから、これは平日しか受け付けはしないのですか。 

 

＜事 務 局＞ 実際の運用については、今後どういう形がサービスとしていいかという

ことを考えさせていただきたいと思います。 

例えば、本庁の私どもだけではなくて、総合支所の窓口にも担当がおり

ますので、そこで発行するということになれば、もしかすると簡単なもの

であればその場で発行ができるかもしれませんし、郵送にしても1週間以

内に届けるということになろうかと思いますので、そのあたりも含めて、

今御質問がありました周知の仕方や、手続きからこれくらいで届きますと

いう御案内ができるように詰めまして、実施をさせていただきたいと考え

ております。 

 

＜吉川委員＞ 今、盛んに免許返納の話が出たのですが、私の近所に住んでいる88歳の

方は、さらに免許を更新するということなんですね。私が住んでいるとこ

ろは75 歳から 80 歳ぐらいの方が多いのですが、ほとんどが免許返納とい

うことを考えていない。つまり、それをやめてしまったら出掛けられない

というのが主な理由なのですが、だから免許返納って認知症問題で盛んに

テレビなどでもＰＲされていますけど、分かっていても返納できない。生

活ができないから。 
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だから、そういう公共交通がない人の受け皿をちゃんとして、そして改

めてこういう制度があるから免許返納してくださいと言ってくれるとい

いのだけど、ただ単に免許返納と言われると、それがなくなったら生活で

きないから、免許返納を強く言われるようになると、逆に免許を更新しな

いで、近くくらいならいいだろうと無免許で乗る人が増える可能性がある

と思うんです。 

免許返納、交通事故という形で高齢者は追われているわけだけど、私た

ちの地域では、80歳代でもほとんどが免許更新して乗りますね。やっぱり、

これがなかったら生活できないんだというんですね。 

だから、やはり返納できない人にとっての選択肢、例えば、コミュニテ

ィバスや三重交通を利用できるんだったらこういうのがありますと言え

ますよね。でも、三重交通バスとかコミュニティバスまで行くのに一時間

かかるという人にとっては、どれだけ便利になっても行けないわけですよ

ね。だから幾通りでもセッティングして呼びかけてほしいんです。 

 

＜川邊委員代理＞ 免許の返納を呼びかけているわけではなくて、今、免許返納者のバス

が半額になったというのをどこかで聞きつけてみえて、問い合わせがもの

すごく多いんですよ。我々が呼びかけているわけではなくて、反対に免許

証を返納するとバスが半額になるのかと。 

ですので、ここでやってみえることが徐々に浸透している成果だと思う

のですが、その成果の反面、バスが半額になるのかということをこちらの

方に聞かれるんです。そうすると、なんとも分からないんですと言うのも

失礼な話なので、例えばこういう『マイ時刻表（仮称）』があるので御利用

くださいねということをこちらの方から御提示させていただくのに、それ

はどこに行ったらいいのと聞かれても分からなくては困るので。 

最近、そういう問い合わせの電話が多いんです。コミュニティバスが無

料になるというのもかなり大きなことだと思うんですが、よく聞かれてま

すので、そういう意味で、どういうものなのかを自分たちがよく知らない

とお伝えできないということで聞いたのです。 

 

＜吉川委員＞ 多分、そう聞かれる方は返納可能なんですよね。私たちはそれさえでき

ないし、コミュニティバスが無料になるということも全然関係ないんです

よね。 
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田舎というのは、住んでいるところによって両極端にあると思うんです。

だから、そういう受け皿がどこにいても用意されているように、やはりみ

んなで考えて、警察の方でも事故が多くなる可能性があるので、受け皿も

ぜひ検討してください。 

 

＜伊豆原会長＞ 免許返納に偏って話をするのは決して良いことではないと思いますね。

あくまでも御本人たちに自分で判断してくださいというのが自主返納であ

って、奨励しているわけではないということでしょう。免許返納しなさい

と言っているのではなくて。 

ただ、今言われた受け皿をどうするかというのは、路線バスだけで全部

サービスできるかといったら全部できるわけがないのです。1 時間に 1 本

のバスでは嫌だという方がたくさんおられる。1 時間に 1 本のバスを走ら

せるだけでも市全体で何億円というお金を使ってやっているわけですよね。 

ですから、そういうことも含めて地域でどういうデマンドのバスを作る

か、デマンドの仕組みを作るかとか、79条、いわゆる白ナンバーでみんな

でやれるようにするかという話が今議論されつつあるわけですね。いろん

な仕組みが今いっぱいされているのです。ただ、その仕組みを上手に使う

には、地域の方たちが一緒になってやらなければできないというのが一番

の課題なのです。 

ですから、そういうことも含めて、自主返納された方だけではなくて、

認知症の話から見ると、ひょっとしたら取り上げられた方もなきにしもあ

らずなわけですよね。そういうことになってくると、そういう仕組みの中

で私たちは公共交通でどこまでサービスをしていくのか、どこまでやれる

のか、どこまでやるべきかという議論をちゃんとしていかないといけない

と思います。 

 

＜吉川委員＞ 私たちのところでは、地域に住んでいる方がボランティアで移送しよう

という話があちこちで起こっているんです。例えば、車に乗れる人が車に

乗れない人の移送をしようかという話が実際出ているんです。 

だから、そういうことを煮詰めていくときに、そういう話があちこちで

起こっているんです。地域の中でね。70歳くらいの人が移動できない人の

買い物に行きましょうという話が出ているし、もう一つのところでも、高

齢化してきているから地域の住民で乗れる人が、乗れない人を移送しよう
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じゃないかという話が持ち上がっています。 

そういう形で、行政ばかり頼らないで自分たちがやらなきゃいけないと

いうことをみんな感じているわけですよね。そういうことになったときに、

補償問題とかいろんな問題が絡んでいるんですけど、地域で地域の中で助

け合わなければいけないという意識は確かに持ち始めています。 

 

＜伊豆原会長＞ ですから、それは、そういうときにどういう仕組みにしていくとちゃん

とできますよということを一生懸命用意しようとしているところなのです。

ルールに従っていただければ今のところはなんとかできるようにしたいと

いうことではないでしょうか。 

ただ、そのルールに従うまでがちょっと大変だということも事実なので

す。ですから、ボランティア輸送だとか、白ナンバー、自分たちの車でサ

ービスをするということは、どこまでが法律上で許されていて、どこから

がまずいですよという話を相談してくださいということは、支局や交通政

策課もみんな言っているのです。 

ですから、そういうお話があったのなら、支局とか担当のところへ聞き

に行くと、どうやったらうまくできるという話ができますから、是非そう

いう話をしてあげてください。お願いします。 

免許返納は、高齢者の交通事故だけではなくて、逆走したり、いろんな

社会現象が起きているので、それに対して道路交通法でどういうふうにす

るかということを含めて警察の交通管理者としてのお立場で提案されて

いる。 

そのときに、今おっしゃった話は市の方で、三重交通さんも含め、免許

返納した後は何ができるかということを警察と一緒になって情報を提供

してあげないと、結果うまくいかなくなってしまうので、今、三重交通さ

んはこういうことやっているよというのは多分お伝えいただいていると

思うのですが、コミュニティバスはこういうことやっているよということ

は、こういうところで議論したことを是非情報としてお伝えしてほしいと

思います。 

各署で、大変なのは多分窓口だと思うんですね。ですからそこで情報を

提供していただくということをよく連携してほしいなと思います。そうし

ていただければ、安心して返納ということもありうるかもしれません。是

非そんなことも考えていただいて、また何かあったら署の方からもお問い
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合わせいただきたいと思います。 

 

＜山本委員＞ 津署さんには、まだチラシが残っていますか。一度持っていきましたが。 

 

＜川邊委員代理＞ もう無いです。くださいという方が多くて、無くなってしまいますね。 

 

＜伊豆原会長＞ 是非お願いします。大切なことです。さきほどから言っているように、

高齢の方は紙ベースなのです。ホームページみたら分かりますなんて言っ

てもそんなわけにはいかないです。 

 

＜西山委員＞ 乗り換えも少ない方が、歳をとってきますとありがたいですね。 

 

＜伊豆原会長＞ 私はシニアクラブのお手伝いをしていますが、会長さんの集まりでイン

ターネットのメールアドレスはありますかと聞くと、メールアドレスを持

っているのは20数人の中でお一人だけですよ。 

老人会の会長さんなのですが、その中の9割の方が申請書は手で書くと

おっしゃっていました。地域の老人会のまとめ役をやっておられる方がそ

うおっしゃっていました。そういうことも含めて会長さんや地域の方は大

変なのです。それを踏まえてどうやったら申請できますよ。どうすればで

きますよということをお伝えするということが大切なんです。 

『マイ時刻表（仮称）』は大変良いことですが、それを作ってほしい方は

パソコンをできない人が多いと思いますので、よろしくお願いします。よ

ろしいでしょうか。 

 

＜小出委員代理＞ 【資料 7】の、これがサンプルだと思いますが、これは紙で渡されると

いうイメージですか。ラミネートするようなことは。 

 

＜事 務 局＞ はい。検討しています。 

 

＜小出委員代理＞ 紙だとすぐに無くしてしまうのではないかなと。 

 

＜竹田委員＞ なるべくシンプルに。わりと細かくて、これだけで見たら分からないと

思う。こんなに細かくしないといけないのかなと思います。項目も。どこ
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からどこまで行きたいといったときに一番便利なのはこれですよという時

刻表が出る程度でした方がいいと思うけど。 

 

＜伊豆原会長＞ せっかく皆さんから良いことだとおっしゃっていただいているわけで

すから、よろしくお願いします。よろしいですかね。事務局はやるのは大

変だと思いますが、頑張ってください。 

それでは、8番目の『停留所の名称変更について』、これも報告事項です

ね。よろしくお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項8です。【資料8】をご覧になってください。今回、名称を変更する

停留所は、美杉地域で運行する津市コミュニティバスの『奥津交差点』と

『八幡出張所前』の2ヶ所でございます。 

変更の理由につきましては、『奥津交差点』は、近くで『津市家庭医療ク

リニック』が診療を開始したことにより、同クリニックの利用者にとって、

より分かりやすい名称とするためであり、『八幡出張所前』は、ＪＲ名松線

の伊勢奥津駅に併設されております津市の『八幡出張所』の名前を利用し

てきたところでございますが、ＪＲ名松線を利用して美杉地域を訪れる地

域外の方にとっても分かりやすい名称とするためでございます。 

変更後の名称は、それぞれ『津市家庭医療クリニック北（奥津交差点）』、

『伊勢奥津駅前（八幡出張所前）』とし、名称変更による混乱を防ぐため、

しばらくの間は旧の名称をカッコ書きとして表記することといたします。 

 なお、変更日は5月1日付けといたします。 

 以上で、事項8『停留所の名称変更』についての説明を終わらせていただ

きます。 

 

＜伊豆原会長＞ ありがとうございました。これについて何か御意見はございますか。皆

さんが使われるのに、分かりやすいのが一番いいと思いますので、これは

大変良いお話だと思います。5 月 1 日からということです。よろしいでし

ょうか。これを変えると、地図とか路線図とか手間がかかりますので、よ

ろしくお願いします。時刻表も全部変えないといけないですね。 

 

＜事 務 局＞ 順次変えていきます。 
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＜伊豆原会長＞ はい。よろしいでしょうか。これも確認させていただいたということに

させていただきます。 

それでは、その他に何かございましたらお受けしたいですが、いかがで

しょうか。 

 

＜小出委員代理＞ 運輸支局です。小出が来られなくて代理の西原と言いますが、形成計

画の中間評価は県内で初だと聞いていますので、県内のモデルケースとな

ると思います。先駆者となっていくと思いますので、いいものにしていっ

ていただきたいと思います。御協力をよろしくお願いします。 

 

＜伊豆原会長＞ 多分、分科会を作ってやるのも初めてだと思います。私が知っている限

り、こういう会議を持ってやるというのはほとんどなくて、愛知県で1～2

か所、静岡県で1～2か所。三重県では初めてです。こういった分科会の仕

組みで三つも作ってというのは、中部運輸局管内で初めてかも分かりませ

ん。いろんな問い合わせが他の市町からあるかも分かりません。いい見本

ができたらいいと思います。よろしくお願いします。 

そういう意味では、かなり先進的な事例になりそうですね。是非議論を

して良い仕組みにしていけたらと思います。よろしいでしょうか。 

他に何か御意見がございましたらお受けしたいですが、よろしいですか。

無ければここで終了させていただきます。 

では事務局にお返しします。 

 

＜事 務 局＞ 長時間にわたりまして御議論いただき、ありがとうございました。次回

の協議会と分科会につきましては、既にご説明しましたとおり、5月30日

の午後を予定しております。詳細につきましては、改めて御連絡させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして平成 29 年度第 1 回津市地域公共交通活性

化協議会を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 


