
 

 

津市地域公共交通網形成計画の中間見直しスケジュール 

 

 

開催日 内容 

平成 29 年 5月 30 日 ●第 1 回分科会 

（内容） 

 ・班長の決定 

 ・目標に対する事業及び施策の実施状況の確認 

 ・意見出し 

平成 29 年 7月 14 日 ●第 2 回分科会 

（内容） 

 ・事業及び施策の実施状況を評価 

  【中間評価シートにＡ～Ｅの評価入れ】 

平成 29 年 8月 17 日 ●第 3 回分科会 

（内容） 

 ・平成 31 年度までの方向性を議論 

  【分科会としての中間評価シートの完成】 

平成 29 年 11 月 20 日 ●第 4 回協議会 

（内容） 

 ・各分科会から評価内容を発表 

 ・平成 31 年度までの方向性を議論 

  【中間評価シートの完成】 

平成 30 年 1月 10 日 ●第 5 回協議会 

（内容） 

 ・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、改善策（今後の施

策）を検討する。 

平成 30 年 2月～3 月 ●第 6 回協議会 

（内容） 

 ・計画の中間見直し報告書（仮称）の作成 

  【中間見直しの終了】 
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津市地域公共交通網形成計画に係る施策の改善策（案）

〇中間評価シートから

課題 実施主体 すぐに実施 検討 改善策

新規施設への乗り入れにつ
いて、計画段階から連携を
図る

バス事業者、
津市

○

　アンテナを高くし、新規施
設の計画があった際は、地域
のニーズ把握に努め、乗り入
れや待合環境の整備について
協議していく。

鉄道との乗継調整
バス事業者、
津市

○
　鉄道のダイヤ改正があった
際は、乗継に合わせたダイヤ
改正を実施する。

パークアンドライドのＰＲ 津市 ○
　JR名松線沿線でのイベント
時には、パークアンドライド
をPRしていく。

隣接自治体との直接の連携 津市 ○
　既に取組を開始している亀
山市との連携のように、必要
に応じて連携を図っていく。

三重県鉄道網整備促進期成
同盟会やリニア中央新幹線
建設促進三重県期成同盟会
を通じた要望活動を、具体
性のある取組に

津市 ○

　費用のかからないソフト面
に関する要望など、利用者の
利便性向上に繋がる要望をし
ていく。

利用者ニーズの把握（三重
交通バス）

バス事業者、
津市

○

　運転手からの聞き取りや電
話やメールによる要望に耳を
傾けるとともに、平成３１年
度には次期計画策定に係るア
ンケート調査を実施する。

幹線と津市コミュニティバ
スの連携を分かりやすく

津市 ○

　現在は、時刻表に連絡する
交通機関別のマーク（〇や
△）を印しているが、連絡先
の交通機関の時刻表を載せる
などの工夫をしていく。

廃止代替制度からの転換を
考える仕組み作り

津市 ○

　定路線型コミュニティバス
への移行やデマンド交通の導
入が考えられることから、選
択肢の一つとなるよう一部地
域でのデマンド交通の実証運
行を目指す。

津市コミュニティバスの利
用促進

津市 ○

　新たな取組として、高齢者
を対象としたバスの乗り方教
室の開催や、広報紙への公共
交通に関する記事の掲載を開
始する。
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観光モデルコースの設定と
周知

津市 ○
　観光担当と協力し、公共交
通を利用した観光コースの設
定を試みる。

新たな駅ウォーキングイベ
ントの設定

津市 ○

　さわやかウォーキングの開
催をJR東海へ要望していくと
ともに、市独自の開催につい
ても観光担当と協議してい
く。

海上アクセスにおけるイン
バウンドへの対応

津市 ○
　案内やチラシに外国語によ
る案内を加えていく。

ＪＲ名松線利用促進事業
は、「列車に乗ること自体
が目的」という方向性で

津市 ○

　三重県鉄道網整備促進期成
同盟会名松線部会やJR名松線
沿線地域活性化協議会におい
て、JR名松線の魅力を発信し
ていく。

地域住民運営主体型コミュ
ニティ交通の制度改善

津市 ○
　運営主体となっている地区
と協議し、利用者が増えるた
めのしくみを検討していく。

公共交通空白地有償運送の
導入（美杉地域）

津市 ○

　地域の生活の支えとなる交
通形態について地域と協議
し、最適な交通システムの導
入について検討していく。

自家用有償旅客運送におけ
る区域輸送の導入

津市 ○

　地域の生活の支えとなる交
通形態について地域と協議
し、最適な交通システムの導
入について検討していく。

地域を繋ぐ津市コミュニ
ティバスの運行

津市 ○

　芸濃地域と津地域、美里地
域と久居地域など、生活圏を
意識した津市コミュニティバ
スの運行について検討してい
く。

広報紙への年間を通した掲
載

津市 ○
　バスの日以外にも記事を掲
載していく。

バスの魅力を発信できるよ
うな記事の内容検討

津市 ○
　広報紙に公共交通に関する
記事を掲載する中で、内容を
検討していく。

「わたしの時刻表」の周知
（広報紙等）

津市 ○
　公共交通に関する記事の一
部として掲載していく。

モビリティマネジメントシ
ステムの広報（広報紙やイ
ベント時）

津市 ○

　公共交通に関する記事の一
部として掲載するとともに、
イベント時に利用を働き掛け
ていく。

モビリティマネジメントシ
ステムのリンク設定の依頼

津市地域公共
交通活性化協
議会

○
　関係団体へ文書等による依
頼をしていく。

利用促進イベントの内容改
善

津市ほか ○
　イベント実施の中で工夫し
ていく。
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高齢者を対象とした「バス
の乗り方教室」

津市ほか ○
　実際のバスに乗る形で教室
を開催していく。

割引制度等（セーフティパ
ス、運転免許返納割引制
度、エミカ、シルバーエミ
カ）の周知活動

バス事業者、
津市

○

　警察署等へのチラシ設置に
加え、広報紙に掲載する公共
交通に関する記事にも加え
る。

分科会の継続
津市地域公共
交通活性化協
議会

○
　新たなテーマを設定し、年
３回程度の分科会を継続して
いく。
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〇公共交通アンケートから

・継続して取組むこと（結果が高評価）
課題 実施主体 すぐに実施 検討 改善策

バスの乗り降りのしやすさ
バス事業者、
津市

○
　低床バスの導入を継続して
いく。

バスの乗り心地
バス事業者、
津市

○
　より丁寧な運転を心掛ける
よう、運転手を指導してい
く。

運転手の接客態度やマナー
バス事業者、
津市

○
　ホスピタリティの精神を
持って接客にあたるよう、運
転手の教育に努める。

・検討すべき課題
課題 実施主体 すぐに実施 検討 改善策

バスの運行本数の維持拡大
バス事業者、
津市

○

　バス利用者の減少と運転手
不足の問題があるため、利用
促進と運転手の確保に努め
る。

停留所施設の整備（椅子、
屋根）

バス事業者、
津市

○

　既存の停留所への整備は難
しいが、新たな施設ができる
際には、乗り入れについて検
討すると共に、待合環境の整
備についても協力を求める。

バス時刻表変更時の周知徹
底（広報など）

バス事業者、
津市

○

　広報紙の紙面は２ヶ月前ま
でに確保する必要があるた
め、個別の対応は難しいが、
春のダイヤ改正への注意喚起
を広報紙へ掲載する。

津駅周辺の整備（送迎ス
ペースの確保）

バス事業者、
道路管理者、
津市

○
　駅周辺の整備等の計画が持
ち上がった際に提言してい
く。

亀山椋本線の維持

バス事業者、
三重県、
津市、
亀山市

○
　一日あたりの輸送量が１５
人を下回らないよう、利用促
進に努める。

津地域でのコミュニティバ
スの運行

津市 ○

　芸濃インタージェンジ周辺
を一体の地域とした運行が考
えられるも、既存の民間バス
路線との競合等について検討
の必要がある。

津市コミュニティバス（一
志地域）の松阪市への乗り
入れ

津市 ○
　近鉄大阪線及びJR名松線と
の競合について、検討の必要
がある。

津市コミュニティバス（白
山地域）の路線をわかりや
すく

津市 ○
　ルートにとらわれない時刻
表を作成する。

津市コミュニティバス（美
杉地域）の土日祝日ダイヤ
の取り扱い

津市 ○
　観光担当との調整及び地域
ニーズの把握に努め、総合的
に判断していく。
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