令和元年度第２回 亀山市地域公共交通会議 議事概要
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≪議事概要≫
１．会長挨拶
（会長）
皆さま改めましてこんにちは。委員の皆様には大変お忙しい中、第２回ということ
ですが、先ほど事務局からありましたが第１回は書面でございましたので実質今年度
第一回目の本会議ということで、お忙しい中ご出席をいただきましてありがとうござ
います。
それと本年は事務局からございましたが委員の改選ということで引き続き委員にな
っていただいた方、また委員として交代していただいた方いろいろお見えになります
が、どうぞよろしくお願いいたします。令和に改まりまして二十日あまり経ちますが
令和のごとく、とき令月にして気淑く風和らぐこの季節となって参りました。どうぞ
よろしくお願いいたします。
事項書にございますように、昨年度の報告なり決算、あるいは今年度の予算なり計
画がございます。昨年１０月から始めました乗合タクシーにつきましても昨年度の半
年間非常に低調でございましたので、今年度かなりこちらの会議でもご議論いただき
まして手直しをさせていただきました。その結果、まだ４月の一ヶ月でございます
が、昨年度の３倍ぐらいのご利用に繋がっておりまして、この調子で増えていってい
ただきたいという思いも含めまして、このあと事務局から説明がございますので本日
はどうぞよろしくお願いいたします。
（座長）
それではわたくしの方で進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。それではお手元の次第に従いまして、まず平成 30 年度事業報告及び収支
決算について事務局からお願いいたします。
２．平成 30 年度事業報告及び収支決算について（資料１）
＜事務局より説明＞
（座長）
ありがとうございました。それでは引き続き会計監査のご報告をお願いしたいと思
います。
（委員）
去る４月２５日に会計監査させてきました。
会計監査報告、平成３０年度亀山市地域公共会議の収支決算について監査いたしまし
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た結果、正確かつ適正があることを認めます。
（座長）
ありがとうございました。以上、昨年度の事業報告、収支決算、監査報告をいただ
いたということになりますが、この内容に関しましてご質問ご意見等ございましたら
いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。特に無いようでございますので、特にご異論ございませんよ
うですので、この事業報告それから収支決算に関しましては承認いただいたという事
でよろしいでしょうか。
＜承認＞
（座長）
はい、ありがとうございました。では会議としまして承認したという事にさせてい
ただきます。それでは次の事項に移りたいと思います。令和元年度事業計画案及び収
支予算案についてという事で事務局からご説明お願いします。

３．令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）について（資料２）
＜事務局より説明＞
（座長）
ご説明ありがとうございました。今年度行う事業、それからそれに対しての予算と
いうことでご説明いただきました。これに関しましてご質問ご意見等いただきたいと
思いますが、いかがでしょうか。
（会長）
資料の間違いについて、きっちり訂正をしておいたほうがいいのではないでしょう
か。例えば資料２の一枚目の事業計画について、本日の内容については丸の二つ目は
令和元年度に、平成３１年度ではなく令和に、これは訂正をお願いするという事でよ
ろしいね。
（事務局）
はい。その通りです。
（会長）
それから一番下の令和２年４月から随時というのは、令和元年度ではないですか？
その 2 点について、しっかりと訂正したほうが良いのではないでしょうか？
（事務局）
はい。申し訳ございません。会長がおっしゃられた通り、資料２の上から二つ目の
令和元年５月２１日の欄でございますが、第２回の交通会議の内容、丸二つ目が平成
３1 年度となっておりますが、こちらについては令和元年度に訂正をお願いしたいと
思います。一番下の令和２年から随時という部分でございますが、こちらの方は平成
３１年に訂正をお願いいたします。申し訳ございませんでした。
（座長）
では皆さん修正をお願い致します、２箇所ですね。
ちなみに下から二つ目の令和２年１月に行う地域公共交通（維持改善事業の第三者評

2

価委員会など）と書いてありますが、これはいわゆる我々が自己評価するんですよ
ね。第三者評価委員会に提出する資料とありましたが、結果としては提出するのです
が、実は我々が自己評価をします。
（事務局）
はい。座長のおっしゃる通りです。
第６回の会議の内容でございますが第三者評価委員会（自己評価）という形で訂正
をお願いします。申し訳ございません。
（座長）
はい、ありがとうございます。では自己評価の結果を皆さんに審議いただくという
ことになります。その他いかがでしょうか。
事業といたしましては、今年度新たに行うというものとしましては、特に先ほど同
じような質問がありましたように、野登白川地区との情報交換を精力的に進めていこ
うと、それから運賃体系の見直しという事かと思います。さらに啓発物品に関しまし
ては、最後のページにございました通り、手元にあるうちわが昨年度配布したもので
すが、今年度に関しましては、うちわの場合は夏に限られるという事で、今年度は一
年中配ることができる絆創膏の方にしようという事になっております。いかがでしょ
うか。特にご異論ございませんでしょうか。
では、ご異論ございませんようですので資料２の一枚目事業計画案につきましては
３箇所の修正がございますがそれを含めましてご承認いただいたという事でよろしい
でしょうか。
＜承認＞
（座長）
はい、 ありがとうございます。では予算も含めて承認いただいたという事にさせ
ていただきます。続きまして４番にいきたいと思います。平成３０年度地域公共交通
事業評価についてという事で事務局からご説明お願いします。

４．平成 30 年度地域公共交通事業評価について（資料３）
＜事務局説明＞
（座長）
はい、ありがとうございました。昨年度の結果を振り返って、中部様式でまた来年
１月に自己評価をしていただきますが、その様式に沿って年度の評価をしていただい
たという事になります。
これに関しましてご質問ご意見等ございましたらいただきたいと思いますがいかが
でしょうか。それから、昨年皆さんに自己評価してもらった結果をこの第三者評価委
員会というのにかけて、その第三者評価委員会の結果が返ってきており、ご紹介いた
だいたということになりますが、いかがでしょうか。
（委員）
今のご説明いただいた中で公共交通のマップの話があり、配っていただいており、
立派な紙で作っていただいておりますが、部数と配布する相手先をどちらにされたの
かというところと、できればここに三重交通の交通路線が書かれていますが、スペー
スの都合で難しかったと思うんですが、時刻表を QR コードで確認いただくという事
になっており、QR コードをすぐ使えない方がいらっしゃる可能性もありますので、出
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来ればダイヤ表を載せていただければと思います。また、亀山みずほ台線が、どのあ
たりの停留所かというのが分かりにくいかなという感じがしました。まずは配布をど
のようにされたかというあたりをお願いします。
（事務局）
作成部数については２,０００部でございます。配布先には各地区コミュニティセ
ンター、そして特定目的地停留所などを予定しています。
また、三重交通のダイヤにつきまして、紙面の広さの都合と、４月のダイヤ改正も
あるということでございましたので、この度は QR コードを掲載させていただいてご
覧いただくという事にしたところでございます。
（座長）
分かりにくいというのは仕方がない？
（事務局）
そうですね、市内全域を一つのマップという風にさせていただいておりまして、亀
山市地域が広いため、中心市街地等は少し見にくくなっております。
こちらにつきましては、まず今回第一回目の作製とさせていただいておりまして、
乗合タクシーの利用ガイドブック等と同様に、皆さんのご意見をお聞かせいただきな
がら次回に繋げていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
（委員）
ありがとうございます。
なかなかこういったマップを作れてないというところが多いと思います。こういっ
たマップを作っていただくのは目に見えてわかると思いますので、非常に良いかと思
います。
また他の公共交通会議とかでもこういったことは紹介したいと思います。同じよう
にマップをこれから作ろうというところとか、既に作っているところもありますの
で、また色々交わって工夫していけばいいと思います。
（会長）
私から言うのもおかしな話なのですが、これはなぜ公共交通マップなのですか。JR
はどれですか。公共交通となれば、いわゆる JR さんは載せるかとおもいますが、JR
はどこですか？
（事務局）
JR 各社のダイヤにつきましては、下のところに JR 東海様と JR 西日本様のお問い合
わせ窓口の電話番号を記載させていただいたところでございます。
（会長）
やはりですね、乗合タクシーの地域停留所が非常に細かいので、これは別途にガイ
ドブック等があるのでそれで賄ってはどうか、ここへ乗合タクシーの停留所や名称を
入れるのは無理がある。それよりもやはり JR の時刻表とかバスの営業路線の時刻表
を入れるべきだと私も思います。
ですので、次回以降は再検討を。これで公共交通マップとしては鉄道事業者に対し
て失礼だと思います。
（座長）
ありがとうございます。今回、亀山市のコミュニティバスも含めた全ての公共交通

4

が載った地図が初めてできましたので、そこの第一歩とお考えいただきながら、とは
言え、今いろいろご意見いただいている点で、見にくい点や修正すべき点があるかと
思いますので、今後はそういったところをより使いやすいように修正していただいて
いくことになっていくかと思います。逆に、今お気づきの点がほかにもありました
ら、今のうちに言っていただければ今は直りませんが、次のものを作る時にはそこを
反映させていただくことになるかと思います。
（委員）
防災マップは全戸配布していただいていると思うのですが、民生委員へもさわやか
号や南部ルートの発着時間が見にくいということで問い合わせがありまして、民生委
員が停留所の写真をとって配られているところもありますので、大変バス停がかわか
りやすいので、できましたらコミュニティセンター等だけではなく、全戸配布してい
ただけると利用する側としては大変助かります。
（事務局）
全戸配布につきましては、部数的にも今回は足りませんので、今後、そういったご
意見があったということで検討させていただきます。
（会長）
2,000 部作ったということだが、2,000 部で費用がいくらかかって、仮に全戸配布
だと 22,000～23,000 部必要となるのでおおよそ 10 倍印刷するとして、どの程度必要
となるか把握していますか？ その辺も含めてご意見いただいているので検討してく
ださい。
（事務局）
はい、検討いたします。
（座長）
利用促進という点では、見える化だと思います。あそこをバスが走っているのだと
いうことが見えることになると思いますので、全戸配布して見えることを全家庭にお
知らせするということは効果的だと思いますので、検討いただきたいと思います。
版数を増やすということは、10 倍印刷するからと言って予算が 10 倍かかるわけで
はないと思います。増やせば増やすほど 1 部当たりの単価は安くなりますので、案外
そこまで膨大に予算が増えるわけではないかもしれませんし、場合によってはここま
で立派な紙ではなくて、もう少し薄い紙でもいいかもしれません。そのようなこと
で、工夫しながら全戸配布に向けた検討も進めていただければと思います。ありがと
うございました。
その他いかがでしょうか。事業評価のことに関してでも構いません。
私の方からも気になったことをお聞かせいただきたいのですが、資料３の１、第三
者評価の結果ということで二次評価の結果として返ってきております。これに向けて
どんな対応がなされたかというのも、一つの焦点になると思いますが、フィーダー系
統に関しましては P４ですが、前半は「期待し評価します」、「期待します」という
ことでこれで結構かと思いますが、一番最後の一段落は重要なことが書かれておりま
して、「市内を運行する地域間幹線系統の中には輸送量が低いものもあることから、
引き続きこれに対応した取り組みが効果的に実施されることを期待します。」という
ことが書かれています。先ほどの資料３の P6 で見ますと、大きく減少しているとこ
ろが亀山椋本線、亀山国府線の平田亀山 A という所になります。ここに対してしっか
り考えなさいよ、ということが一点目ということになると思います。
それから 2 点目、P5 を見ていただきますと、マップの作製はいいでよねと書いてあ
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りますが、ここに書いてあるのは他の利用促進策とともに実施することで一層の利便
性向上や利用促進が図られる、ということで、この意味は単に配るだけでなく、なに
かイベントなんかといっしょに配ったらどうですか、という示唆があるということだ
と思います。ただ、残念ながら今回は 2,000 部ということで数が限られておりますの
で、マップの配布に関しては限られているのはやむを得ないかなと思います。ただ、
一点目に関しては何らかの答えを持っていてもいいと思いますし、今回、ご説明いた
だいた中でその点が触れられてなかったように感じますが、事務局として亀山椋本線
あるいは亀山国府線平田亀山 A の減少の要因について把握しているかということと、
さらにそこに対しての効果的な利用促進策を考えているのかということを、もしあり
ましたらお答えいただきたいのですが、どうでしょうか。
（事務局）
亀山椋本線につきましては津市と広域的な連携をして、平成３０年度につきまして
も PR チラシの配布などをさせていただいているところです。特に利用者につきまし
ては津市からの亀山高校の通学利用が非常に多いということもありまして、学生の利
用者数も影響が出るのかなと考えているところです。
亀山国府線の平田亀山 A につきましては、こちらは三重交通の営業路線ということ
もありまして、鈴鹿市との連携した PR 等はさせていただけるのですが、営業路線と
いうことで、なかなかそこまで踏み込んだ対応はしていないということが実情でござ
います。
（座長）
ちなみにこの亀山国府線は幹線としての補助路線にはなっていないのですか？
（事務局）
幹線の補助路線です。
（座長）
補助路線であれば、営業路線だからなんともならないということではなくて、それ
に繋がっているフィーダーの部分も補助をもらっていますので、やはりきちんとフィ
ーダーでも支えながら幹線の利用にも繋げていくという姿勢も持ってもらいたいと思
いますので、なにもできないという訳ではないかなと思います。ありがとうございま
した。では、その津市との連携、そして PR チラシを配っているということもありま
して、これは自己評価でそういったことを明記してもらう必要があるかと思います。
そのほか、いかがでしょうか。幹線だということで、県から申請いただいているか
と思いますが、県としては何かお考えのことがございましたら教えていただければと
思います。
（委員）
亀山国府線の平田亀山 A につきましては輸送量が大変下がっております。補助基準
が輸送量 15 人/日という基準があるのですが、それに近い 15.8 人/日ということにな
っており、座長がおっしゃった通りフィーダー系統が幹線に繋がるということが重要
となってきておりますので、この幹線が維持できなくなるとフィーダーの補助がなく
なってしまうということですので、これは亀山市さんとともに考えていく必要がある
と考えています。
あと、県として、高校生の利用をとにかく上げたいということで、昨年度からです
が、県内全域で公共交通の利用を上げるために各高等学校へのアクセスについて、ど
のようにいけば通えるというところをできるだけ早い段階で、中学３年生が進路を決
める段階で各学校へはこういうバスルートでいけば通えるよ、というところをお知ら
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せする取り組みを始めております。
これによって今まで行けないと思っていた学校へ行けるとか、保護者の方が送迎し
なければならなかったところが解消されるとか、そういうところで利用を上げていき
たいという風に思っています。
ただ、なかなか効果的な利用促進ができていないということがありますので、個別
に関係する市町と検討していきたいと考えています。
（座長）
ありがとうございました。いずれにしても、なかなかこれだという利用促進策とい
うのはないと思いますので、地道にやらざるを得ませんが、県・市・三重交通とも連
携しながら進めていただければ、という風に思います。
鉄道になってしまいますが、三岐鉄道北勢線では高校入学の時に定期券の販売なん
かに学校まで出向いて行っています。そういった営業活動等も今後必要になるかもし
れませんし、今言ったようにこれが補助落ちになるとフィーダー系統も補助がなくな
るという大きな影響が出てきますので、なるべく早めに手を打っていただければと思
います。
補助だけの問題ではないのですが、利用が減っていくというのはやはり色々なとこ
ろで影響が出てくるということです。ありがとうございました。その他いかがでしょ
うか。
（会長）
私からもう一点。６番の中で各路線の増減があるのですが、コミュニティ系バス路
線が総じて全体的に減少しています。ましてや評価指標の中で 102,000 人という利用
の目標を持っている中で、これに対する全体的な手立てが何ら記載されていないよう
に思うのですが、コミュニティ系バス路線の利用を増加させないまでも、現状維持の
人数で行くために何か手立てを講じるのか講じないのか、ということは大きな問題だ
と思いますが、その辺はどうお考えですか。
（事務局）
路線再編をさせていただいた東部ルート、南部ルート、西部ルートについて、定期
的に地域との情報交換や PR の活動はさせていただいているところです。チラシ等も
沿線地区まちづくり協議会に配っていただいています。今年度につきましては再編を
した後、一便あたりの利用者数が市の基準の 3.0 人に満たないようなところについて
は、市からも積極的に働きかけていきたいと考えております。具体的な方法はまだ検
討中でございますが利用促進の取り組みをしていきたいと考えています。
（会長）
例えばコミュニティバス路線については、おそらく単体で利用する場合もありまし
ょうけど、さわやか号は市街を環状で巡回をしていることもあり、乗り継ぐケースが
考えられます。例えば、乗り継ぐ場合は割引をするとか、そういう手立ても考えられ
るのかと思います。コミュニティ系バス路線の利用を減少させない手立てを、具体的
に検討すべき時期かと思いますが、いかがでしょうか。
（事務局）
今年度の事業の中にも記載しているように運賃体系の見直しというのがございます
ので、その検討の中で回数券や定期券、乗り継ぎの金額についても合わせて見直しさ
せていただいて、少しでもバス全体の利用促進に繋がるようにしていきたいと思いま
す。
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（会長）
運賃値上げをすると通常は利用者が減るので、運賃値上げをしつつ利用者が減らな
い手立てを同時に考えるというのがいいのかなと思いますので、いろんな手立てを考
えていただけるようにお願いしたいなと思います。
（座長）
ありがとうございました。一般論で終わらず個別具体の対応を考えていただきたい
ということだと思います。
そういう意味では今年度事業の説明でありましたように乗降調査を行うということ
でしたので、9～１１月の 3 か月にわたって、どこまでするのかわかりませんが、そ
れらのデータに基づきながら個別具体の対策を考えていただければと思います。
ありがとうございました。その他いかがでしょうか。
（委員）
一点教えていただきたいのですが、今公共交通マップを拝見する中で、亀山市全域
を抑えていただいていて、乗合タクシーやコミュニティバス、三重交通バス、また鉄
道と、非常に網羅されていると思います。これでいきますと、今亀山市においていわ
ゆる交通空白地についてはほぼカバーできているのかと思いますが、どのような整理
をされているかということと、特に今、バス停までは遠いとか、いろんな地域のお困
りがあると思いますので、現状について地域の方から声があるのかどうかを教えてい
ただければと思います。
（事務局）
公共交通の課題として、交通不便地域へのバス路線だけの対応の限界ということも
ありましたので、乗合タクシーの停留所を各自治会１～２か所程度ということで策定
させていただいています。そのように、この乗合タクシーの停留所をつくったこと
で、市内の公共交通の環境整備は充実したものと感じております。
また、乗合タクシーの地域停留所に関しましては、後の議題に挙げさせていただい
ておりますが、これが完成形ということではなく、まちづくり協議会等から地域の要
望などを含めて、新たに停留所も増設していきたいという風に柔軟な考えを持ってい
ます。
（座長）
ありがとうございました。それでは、特に地域から空白地で困っているという大き
な声は今のところ出ていない、ということですか。
（事務局）
そういった声があれば、乗合タクシーの地域停留所の要望を出していただくという
形で対応させていただいています。
（座長）
あるいは、定時定路線をという声は？
（事務局）
特にございません。
（座長）
ありがとうございました。その他いかがでしょうか？ ございませんでしょうか。
公共交通マップに関しましては、皆様今もご覧いただいておりますが、この後も、
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急には直りませんが色々な問題点が見つかった時点で事務局へご報告いただければ、
それを積み重ねて次回の改訂時に反映させて、より良いものにしていただけると思っ
ていますので、お気づきになった時点で事務局までお伝えいただければと思います。
それでは、事業評価ということで、ご異論もございませんでしたので、こういった
形で評価をしていただいたということにさせていただきます。ただ、今後の取り組み
に関しましては、より具体的にという話もございましたので、そういったところは反
映していただければと思います。
５． 乗合タクシー事業の現状報告について（資料４）
＜事務局より説明＞
（座長）
ありがとうございました。乗合タクシーの利用状況ということで報告いただきまし
た。これに対してご質問、ご意見等ございましたら頂きたいと思いますがいかがでし
ょうか。
（座長）
一点、私の方から、確認のため教えてほしいのですが、無料体験乗車券はいくら分
を配布したのでしたか？
（事務局）
3,000 円分でございます。
（座長）
3,000 円分を使い切った場合、再申請はできるのでしょうか？
（事務局）
あくまでも『体験乗車券』とうことで、今年度の一回限りということで考えていま
す。
（会長）
ちょっと補足というか、２点ほどよろしいでしょうか。
資料 4 の４月以降の利用者数ですが、確かに前年度に比べて３倍近い利用者となっ
ていますが、実は乗合タクシー制度の制度設計の際に、今回は 10 月からという変則
的な運行開始でしたが、2 年目の利用者見込みとしては年間 5,400 人としており、1
か月で 400 人以上の利用が目標となっています。まだ 200 人に達しておりませんの
で、目標からするとまだまだ程遠い、ということが一つです。
また、４月の急激に利用者が伸びたということの分析ですが、事務局はどこまで分
析しておりますでしょうか？ これは多少乱暴な分析かもしれませんが、私の考え
としては、今年度は 3,000 円分の無料体験乗車券とともに、75 歳以上の人については
今まで通り年間 10,000 円分のタクシー料金助成事業の助成券が配布されています。
どちらが得か、ということですが、3,000 円分の無料体験乗車券については自己負担
無しでご利用いただけます。ところが、タクシー料金助成事業のタクシー券について
は、2,000 円の上限がありますし、端数分はおそらく自己負担していると思いますの
で、多少は自己負担がいることになります。そのため、ほとんどの方は無料体験乗車
券とタクシー券の両方をお持ちですが、おそらく無料体験乗車券からお使いになった
ので 4 月からの利用が急激に増えたのではないかと私は分析しています。
（事務局）
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確かに無料体験乗車券の利用率をみてみますと、資料４のＰ１１の利用者負担割合
の利用料金 96,800 円のうち無料体験乗車券 80,800 円となっており、85％くらいは無
料体験乗車券を使っていただいており、無料体験乗車券を使っての利用が増えている
という状況は間違いないものと考えております。
ただ、タクシー券より先に乗合タクシーの無料体験乗車券を使っているかというと
ころは判断が難しいところですが、乗合タクシーにつきましては市内での移動にしか
ご利用いただけませんが、タクシー券につきましては市外へもご利用いただけますの
で、市外の病院等へ行く場合はタクシー券を使って、市内の近距離であれば乗合タク
シーを使うといった使い分けがされているのかな、という推測はできますが確実にそ
うだという分析まではできておりません。
（会長）
おそらく、その結果は無料体験乗車券を使い切ってからタクシー券に移ってガクン
と利用が下がるかどうか、とうことで私の予想が当たっていたかそうでないかがわか
るのではないかと思います。下がらない、という結果になることを祈っています。
（座長）
そのような点も今後追跡してみていただければと思います。そういう意味では、会
員登録していますので、同じ方が何回使ったかということがわかりますので、その分
布はいかがでしょうか？
同じ方が何回も使っているのか、多くの方がまんべんなく使っているのか、そうい
う状況は把握していますでしょうか？
（事務局）
実利用者数の推移ということで、今回の資料には記載しておりませんが、３月末時
点では実利用者数としては 62 人の方がご利用いただいていていましたが、4 月末時点
では実利用者数が 109 人まで増えており、2 倍とまではいかないものの大きく増えて
おり、4 月には新規のご利用の方も増えているという状況でございます。
（座長）
109 人の実利用者に対して延べ 184 人の利用ということは、1 人 2 回も使っていな
い、ということになりますが、実際には 1 人で３回 4 回と利用している方もいるので
はないかと思いますが、そこはどうでしょうか。
（事務局）
頻繁に利用されている方に関しては、昨年度も通院やサロン活動などで利用されて
いる方がいらっしゃいましたが、そのような方々が今年度も引き続きご利用いただい
ていることは確認しております。
（座長）
資料の P１１で、実際の利用料金に対して、無料体験乗車券の料金が１００％を下
回っている、すなわち実際にお金を支払って使っている方がいらっしゃるので、そう
いう方々無料体験乗車券を使い切って、その上でも使っているということだと思いま
すので、そのようなところも見てもらえているのかなと思います。
そのような方は、この後もずっと使っていただける、ということだと思います。も
っと言うと、そのような方々がどういう地域の方々がそういう利用をしているか、と
いうことがわかりますと、コミュニティバスとの関係なども見えてくるかもしれませ
ん。
その他、いかがでしょうか。この制度に関しまして、10 月からだいぶ経ちますが、
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住民の方から何かお気づきの点とかありましたら、お聞かせ頂ければと思いますが、
いかがでしょうか。
（委員）
無料体験乗車券について、登録者全員に配られておるわけですが、そうすればおお
よその利用者数がわかるのではないでしょうか？
（事務局）
登録をいただいた方全員にお配りしており、今年度これから登録される方にもお配
りいたしますが、配られた方がすべて使うかどうかという所まではわかりませんの
で、できるだけ PR させていただいて、できるだけ使っていただけるようにしていき
たいと考えています。
（会長）
以前にも言わせていただきましたが、タクシー料金助成事業のタクシー券につい
て、７５歳以上の方が市内に約 6,500 人ほどいらっしゃって、申請者が 4,000 人くら
い、約 6 割くらいとなり、4 割の方は申請すらされていません。
6 割の申請された方も 10,000 円分の助成に対して、だいたい 5,000 円分くらいしか
使われないという実情もございますので、おそらく 3,000 円分の無料体験乗車券も全
ての方が全部使い切るということもまずないと思われます。
（委員）
利用は半々くらい、というところでしょうか？
（会長）
もう少し経ちませんと、傾向はわからないと思います。
（座長）
これも一年経つと、だれがいくら使ったということもわかると思いますので、その
ような点もチェックをお願いいたします。
（委員）
私がお聞きしている利用者さんから、朝、病院などに行くのは乗合タクシーを使っ
て、帰りは待ち時間やお薬の処方などで時間がわからいので、帰りはタクシー券やバ
スを使っていて、皆さん乗り方や時間を上手に使っています。
乗合タクシーを予約すると帰りの時間で慌てたり、予約の取り消しをしなければな
らない場合があったりという面倒くささを考えて、そういう乗り方を皆さん考えてし
てらっしゃいますので、乗合タクシーを使っているという事実は増えていると思いま
す。
（座長）
上手に使い分けしているということですね。前日までの予約なので、時間が読めな
いときは使えない、ということですね。
（委員）
朝の利用者数が午後の利用者数と比べると多いのですが、午前に出かけた人が午後
に利用しているのか、ということはわかりますか？
（事務局）
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そこまでの集計をしていませんので、運行管理の中での感想という程度になります
が、先ほどもありましたように片道でのご利用という方もかなりの数いらっしゃいま
す。通院などで片道の利用が比較的多く、サロン活動などグループでのご利用では比
較的往復で利用しているという感触はありますので、片道での利用が多く含まれてい
るのは確かであると考えています。
（座長）
ぜひ、そういう状況も教えてもらえるといいですね。片道の利用がどれくらいで、
往復の利用がどれくらいなのか、目的地によってどういう傾向か見えてくるといいと
思います。
買物などはある程度時間が読めると思うので往復なのでしょうか。病院などは込み
具合で違ったりもして読みにくいということもあるので、そこは一つの改善点につな
がっていくのかもしれませんね。
（委員）
乗合タクシーについて、いろいろ高齢者の人に尋ねてみますと、何が問題かという
と、予約するのが面倒だと。予約をしなくても乗れるような制度にしてもらえるとあ
りがたいということを沢山聞かせていただいています。なかなかそのようにすること
も難しいとは思いますけど、全般的にそういう意見です。
（事務局）
一般のタクシーも結局は予約して利用するもので、当日であっても何らかの連絡は
していただく形にはなりますし、乗合タクシーにつきましては乗合をしていただくた
めに事前に連絡をいただいて乗合ができるかを事業者が調整して連絡をさせていただ
くという制度でございますので、この制度では予約無しでというのは馴染まないのか
なと思っております。
（座長）
その一方で定時定路線だと乗られているということだと思いますので、地区にバス
が走っていればそちらに乗っていただく、という使い分けなのかなと思います。
（委員）
婦人会では乗合タクシーを使っているのを聞いたことがないぐらいです。市街地の
方はさわやか号を使って会議に来たりしますが、郊外にお住まいの方は皆さん自家用
車で来ますので、公共交通はあまり使っていないみたいです。
（座長）
そういう方々にいかに使っていただくかということを今後考えていく必要があると
思います。市街地の方々はさわやか号で動くという習慣ができている、そういう方々
にあえて乗合タクシーを使っていただくという必要もないかと思いますが、郊外に住
まわれている方は車に相変わらず乗っていらっしゃる。
もちろん、それを全面的に否定するものではないのですが、たまには体験して使っ
ていただくということも大切です。そのための無料体験乗車券だと思いますので、ぜ
ひそこに繋がるよう婦人会の方々とも連携をとっていただければと思います。
（委員）
大変申し訳ありませんが、今回初めてこの会議に出席して、わからないことだらけ
で初めて聞くようなことも多くて、特に質問というのも何を聞けばいいかも思い浮か
ばない状況です。
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（座長）
このような良い仕組みもできていっていますので、ぜひ勉強していただければと思
います。
（委員）
予約制度ということで、予約できなくて断られたということはなかったでしょう
か？
（事務局）
4 月に入り大幅に利用が増えており、どのような状況かを運行事業者に先日確認い
たしましたところ、現在のところ予約は受け入れられており、調整出来ているという
ことを聞いています。
（座長）
重要な視点だと思います。この後利用が増えていって、想定でいけば倍以上増える
ということですので、その時に果たしてきちんと運用できるのか、そこも確認をお願
いいたします。
その他、いかがでしょうか。さきほどありましたように、まだ利用されていない
方々というのも浮き彫りになっておりますので、そのような方々への利用促進なども
考えていただければと思います。
６．地域停留所の追加設置要望について（資料５）
＜事務局説明＞
（座長）
今回、地域からの要望で、全部で 4 か所の地域停留所新設についてご審議いただき
たいと思います。これに関しましてご意見ご質問等いかがでしょうか。
基準といたしまして他の停留所の 250m 以内には設けないということでしたが、そ
んな中でうち 3 カ所については 250ｍ圏内にないので、基準通りここは認めていくこ
とになるのかと思いますが、3 カ所目に関しては 250ｍ以内に地域停留所がある。そ
のような中で、ここの地区は自治会に入っておらず、北側は坂があるし南側は県道が
あって交通量が多く危険だということでの設置を要望されている、ということですが
いかがでしょうか。
特にご異論ないということでしたら、この会議としては認めるというということに
させていただきたいと思いますが、ご承認いただけますでしょうか。
＜承認＞
（座長）
ありがとうございました。では、今回の要望全てに関して承認するということでお
願いしたいと思います。
７．その他
新幹線・在来線の運行情報の充実について（資料６）
＜委員説明＞
地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について
（事務局）
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平成 31 年度の地域内フィーダー系統確保維持計画につきましては、昨年 6 月末に
国土交通大臣あてに提出いたしまして、平成３０年９月２８日付にて認定いただいた
ところでございます。
本計画における運行系統のうち、乗合タクシーにつきましては運行回数が当初の計
画を大きく下回ることとなり、地域公共交通確保維持事業の当該系統から除外する必
要が生じました。そのため、平成 31 年３月 22 日付にて計画変更届出書を提出させて
いただいたことをご報告申し上げます。
また、それにかかります交付補助金の額には変更はございません。他の 3 路線の東
部ルート、南部ルート、西部ルートで案分して平成３１年度の契約に反映させており
ます。
なお、次回の会議においてお諮りいたします令和 2 年度の計画におきましても、乗
合タクシーを除いた３路線を当該計画とさせていただく予定をしておりますのでよろ
しくお願いいたします。
次回開催予定
令和元年６月２４日（月）１３時３０分～
（座長）
はい。ありがとうございました。
ということで、新たに委員になられた方は亀山市地域公共交通計画の計画書とか、
のりかめさん利用ガイドなどもありますので、ぜひご一読いただけるとありがたいと
思います。
また、先ほど東海旅客鉄道様からも、情報提供ということでこんな素晴らしいのが
あったのだなと。今日、ちょうど大雨の影響で止まっていたりしていましたので知っ
ていればよかったなと、すごくいい仕組みでありがたいと思います。
次回会議につきましても６月２４日の１３時３０分からということで、ご予定をお
願いします。
全体を通しまして、皆様からなにかございませんでしょうか。
（委員から意見等無し）
ありがとうございました。以上で予定の議題をすべて終わりました。皆様のご協力
に感謝を申し上げます。進行を事務局にお返しします。
（事務局）
委員の皆様におかれましては、熱心にご議論いただきありがとうございました。
では、これを持ちまして令和元年度第２回亀山市地域公共交通会議を閉会します。

以上、概略のみ
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