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第２回 田辺市地域公共交通網形成協議会 会議録 要点抜粋 

 

日 時 令和元年 11 月 13 日（水）13：00～14：30 

場 所 田辺市役所３階 第１会議室 

出席者 森田委員、長尾委員、玉置委員、野村委員、吉本委員、森委員、坂口委員、 

松本委員、井谷委員、西村委員、柳委員、小谷委員、道本委員、辻本委員、 

虎伏委員、前川委員                        計 16 名 

代理出席 大垣委員代理（河原委員）、松田委員代理（牧委員）、大久保委員代理（米田委員） 

前溝委員代理（栗山委員）、西委員代理（虎伏委員）          計 5 名 

欠席者 松浦委員、多田委員、奥村委員、森下委員、川村委員、田中委員、霜永委員 

計 7名 

事務局 早田企画部長、狼谷課長、竹本係長、新家企画員、笠松主査 
計画策定支援業者 2 名 

計 7 名 

議 事 １．開 会 

２．市民アンケート等の実施について（結果） 

 （１）市民アンケート 

 （２）交通事業者ヒアリング 

 （３）バス利用者アンケート 

（４）地域別意見交換会 

３．田辺市の地域公共交通の課題と計画の基本方針（案）等について 

（１）地域公共交通の課題 

（２）計画の基本理念・基本方針（案）等 

４．その他                     

５．閉 会                       

資 料 次第 

資料１．市民アンケート等の実施について 

資料２．田辺市の地域公共交通の課題と計画の基本方針（案）等について 

資料３．協議会スケジュール 

１．開会 

会長 前回の協議会以降、市民アンケート、交通事業者ヒアリング、バス利用者アンケ
ート及び地域別意見交換会を行い、地域公共交通の現状や課題が整理できた。本日
は、地域公共交通の現状や課題を踏まえた、計画の基本理念・基本方針、それから、
その実現に向けた施策のリスト等にご意見をいただきたい。 

２．市民アンケート等の実施について（結果） 

事務局 【資料 1の 1～22 ページについて説明】 

会長 市民アンケートの結果について、何かご意見・ご質問等があれば。 

Ａ委員 資料 1の 19 ページ、「④公共交通に対する市の財政負担」について、各地区の明
細はあるのか。 
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事務局 この項目について、現状では地域別に分析はしていないが、集計することは可能
なので、次回の協議会でお示ししたい。 

会長 引き続き、(2）交通事業者ヒアリング、（3）バス利用者アンケート、（4）地域別
意見交換会について、説明をお願いしたい。 

事務局 【資料 1の 23～38 ページについて説明】 

会長 事業者ヒアリングは、バス・タクシー事業者だけだが、今後、鉄道事業者にもヒ
アリングをされるということで、よろしいか。 

事務局 はい。 

３．田辺市の地域公共交通の課題と計画の基本方針（案）等について 

事務局 【資料 2,3 について説明】 

会長 地域公共交通の課題と計画の基本理念と 3つの基本方針(案)について、ご意見・
ご質問等があれば。 
「課題 1.広大な市域における地域住民の移動手段の確保」について、市域が広い

ので、似たような課題があるが、限られた財源の中で、移動手段を確保していかな
ければならないという意味と捉えてよいか。 

事務局 はい。 

会長 課題が 6つ挙げられていますが、ほかに課題があれば。 

Ｂ委員 これを読んでみて、どういう方向に持っていかれたいのか、よくわからない。例
えば、基本方針「B.まちづくりや観光施策と一体となった地域公共交通ネットワー
クの維持・確保」として、「スクールバス、診療所送迎バスや外出支援事業との連携
等」となっているが、具体的には、何を、どのようにされるのかがわかりにくい。
資料を全体的に見れば、診療所送迎バスをやめて、路線バスに乗ってもらうとか、
コミュニティバスやデマンドタクシーを導入して、そちらに代わってもらうという
考えではないと思う。すべてをそのまま維持する中で、役割分担をしていくという
ことでよいのか。 

事務局 関係機関、特に庁内の関係各課とも、現状事業の改善の余地等、全般的に検討さ
せていただきたいと思っている。 

会長 これからの検討であれば、基本方針はまだはっきりしないということか。 

事務局 基本的には、いまあるものが廃止にはならないと考えているが、どういう連携が
取れるのか、調整しないといけない。 

会長 大きな方向としては、地域公共交通ネットワークの維持・確保に向けて、交通の
ことだけを考えていたらダメで、観光・教育・福祉等、周辺のいろんな政策分野と
の連携体制をつくりながら、地域公共交通の維持に繋げていくような方針で行きた
いという意味で捉えてよいのか。 
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事務局 はい。 

副会長 地域の意見交換会で頂戴した意見は、膨大なものになる。例えば、バスの待合所
の問題でもトイレが欲しいとか、すべてに対応していけば、市の財政はもたない。 
確かに買い物難民等で困っている、奥深い地域住民の声は聞いてあげなければな

らないが、それにどう対応したらいいのかとなれば、すべておカネが絡んでくるの
で、その点をクリアしなければ、住民の声を全部吸い上げていくことはまず無理。 
龍神地域のように地域が一体となって、住民が盛り上げることが大事だと思う。 
先日、有識者の方から、地域の人がある程度、受益者負担もきちんと考えている

ところは成功しているという事例を聞いたが、そういうことが大事だと思う。地域
が第一に声を上げて、地域が一丸となって、バス路線を大事にしていくことをやら
ないことには、行政にばかり頼っていたら何もできない。 

事務局 本当に限られた財源というのはおっしゃるとおり。「課題 1.広大な市域における
地域住民の移動手段の確保」というのは、市域が広いことに加え、さまざまな施策
もあるので、住民の声を聞くべきなのですが、すべてに対応するのは難しい。今、
言われたことを念頭において、これからの施策を実現していきたい。 

会長 課題 1に加えて、「課題 6.持続可能な地域公共交通を実現するための意識醸成と
体制づくり」についても、自分の地域における公共交通をいかにまちの力で盛り上
げていくか、残していくのかという意識醸成と体制づくりも、非常に大事だという
ご意見をいただいた。 
龍神地域の話が出たので、龍神自治連から何かあれば。 

Ａ委員 そもそも、財政的に 2億円の支出を減らすという考えなのか。今は財政を増やす
考え方ではなく、いくらに減らしていくかという方法論なのか。 

事務局 財政支出をいくらに抑える等の数値目標を具体的にもってやっていくというこ
とではない。現状として、路線バス、スクールバス、住民バス等を合わせて、約 2
億円の支出があることをお示ししている。今後、限りある財源ということも念頭に
入れつつ、市の財政状況と地域のいろんなニーズ等と調整しながら進めていかなけ
ればならないと思っている。 

Ａ委員 龍神地域だけのネットワークを考えても、自分勝手になってしまうので、いろん
な地区、例えば、日高川町、みなべ町、上富田町と隣接しているので、周辺町との
ネットワークを大事にしていただけたら、もっと便数を減らしても効率のいい路線
ができると思う。そういう考えは、どうか。 

事務局 この網形成計画においては、広域的な視点ももちろん確認しながら、計画づくり
をしていくことになる。広域でのネットワークということになると、バスや鉄道の
事業者のお考えや状況が影響してくるので、事業者のご意見も頂戴しながら連携で
きたらと思っているところ。 

Ａ委員 スクールバスは学校単位だが、住民バスの路線を決める際には、もう一度、地域
住民の声を聞いて、路線を設定していただけたら、ありがたい。 

会長 広域的な観点でのネットワークづくりが大事だというご意見をいただいた。それ
から、今回の課題から基本理念・基本方針、その後に、財政支出がいくらかかると
いったことも含めて検討していくことが必要なので、次回、提示していただきたい。 



4 
 

Ｃ委員 交通政策は、何をすればいいのか、何をしてはいけないのかという具体策ではな
く、全体的に考えた、これから、どのようにしていくのかという大きな方向性が必
要。公共交通に従事されているバス会社の皆さまは、非常に苦労されている。なぜ
苦労しているかと言うと、乗車するお客さまが少ないから。なぜ少なくなったのか、
時間帯等、いろいろと細かい理由がある。 
それから、もう 1つは住民バス。住民バスにも、これから、どのように運行して

いくかという課題がある。地域だけでダイヤを組んで、運行している。また、福祉
バスも病院に行ったり、買い物に行ったり、地域内の運行をしているのは、住民バ
スと同じなので、住民バスと福祉バスを 1つに統合して運行できないだろうか。 
さらには、本線（国道 311 号線・国道 168 号線）を走っているバスの停留所は本

線上にはあるが、本線から離れた所にお住いの方がバス停まで行ける仕組みをつく
れないだろうか。住民バスの事業者とよく協議をして、本線への乗り継ぎを考える
余地が大いにあると思う。 
本宮には、観光客が来られている。アンケートにもあったが、国道 311 号線を走

っている熊野交通と国道 168 号線を走っている奈良交通のバスが、湯の峰温泉、川
湯温泉、わたらせ温泉に泊まる人以外に、観光している外国人の方が乗れるように、
しっかりとした対応ができているのか。 
今の時代、路線バスもタクシーのように手を挙げたら、どこででも乗れるような

路線にしていかなければならない。もう少し手広く利用できるように、路線バスも
どうしたらもっと乗ってもらえるのか、しっかりと知恵を出していくべき。高齢化
社会でもあり、遠いバス停まで歩かなくても、手を挙げれば乗れるバスの仕組みづ
くりも必要ではないだろうか。 
高齢化社会で、免許証返納と言われているが、やはり田舎では免許証を返納して

しまうと、移動手段として頼れるものは何もなくなってしまう。どうしても自家用
車を頼らざるを得ない。80 歳、85 歳になっても、自家用車なら、近くの病院や買
い物に 10分、20 分程度で行くことができる。ただ、地域ごとに事情は違う。 
先ほど龍神自治連の方が言われたように、地域全体のことを考えて、これからバ

ス事業者と一緒になって、どういう形態で走らせたら利益が出るのかもしっかりと
行政が考えていく必要がある。行政は助成金を出すだけではダメ。何億円出してい
るという話もあるが、それに頼っている民間事業者もダメ。本当に自力でどれだけ
のことができるのか、その努力によってしっかりとした収支にしてほしいと思う。
それだけではできないときに、行政や地域の皆さまにお願いする。いろんな仕組み
があるので、これからしっかりと考えながら、今までどおりの運行ではダメだと頭
を切り替えて、行政も事業者も運行に携わっていただきたいと思う。 

会長 5 点ほど、ご提案いただいた。最後のご意見は、資料 2 の基本方針「C. 地域住
民・交通事業者・行政の連携と適切な役割分担による、持続可能な地域公共交通の
実現」に関するもの。それから、1 点目の利用者を増やす方策については、地域公
共交通の「課題 4.市民のニーズに対応した使いやすい地域公共交通の実現」に関す
るもの。また、4 点目の手を挙げればどこからでも乗れるというフリー乗降制も、
課題 4の市民のニーズに関するものとして提案いただいた。 
2 つ目の住民バスと福祉バスを統合する話と、3 つ目の地域内バスと幹線道路や

広域を走るバスや鉄道との連携・接続が重要とのご意見は、よく見ると、課題や基
本方針にはないようである。地域内、地域間、広域ネットワークの接続という観点
は非常に大事。ぜひ、事務局で精査して反映していただきたい。 
「基本方針を実現するための施策・事業のリストアップ(案)」について、ほかに

事業・施策があるといったアイデア等があれば、お願いしたい。 

Ｂ委員 1 例として、紀の川市でバスの補助金の代わりに回数券を購入して、お年寄りの
虚弱予防として配られている。A停留所から B停留所まで乗っていただき、帰りは
歩いて戻っていただくということで利用促進を図って、一方では、健康維持に加
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え、市の負担も減るというクロスセクターの考え方をされている。利用促進策を
考える際には、クロスセクター的な考え方もされたらどうかと思う。そうすれ
ば、ほかにもいくつか案が出てくるかと思う。 
最近、新聞報道で読んだ事例では、公共交通を利用された方に、商店街での優

待サービスを実施されていた。証明書としてカードを発行して、ポイント制か割
引制か忘れたが、商店街を利用する際に優待を受けられるというサービス。田辺
駅前にはたくさんお店があるので、優待が受けられると公共交通の利用促進に繋
がると思う。 

Ｄ委員 現状、1 週間、誰とも話したことがないという方がおられるので、できるだけお
出かけの機会を設けてほしい。高齢化によって、外出する機会が減る状況を考えた
ときに、1 つの福祉事業でもあると思えるので、財政が厳しい中、負担を抑えたい
ところではあるが、福祉事業として考えていただきたい。 
住民の力をもっと活かして利用する方向にできないか。ドライバーを登録して、

自分たちでバスを試験的に運行されている地域もあるようです。但し、誰でもいい
というわけではなく、年齢制限・ゴールド免許保持者等の条件を設けて、しっかり
と研修をした上で登録して、運行してもらうという施策。ガソリン代や自動車保険
等、何らかの工夫が必要だが、住民も金儲けではなく、みんなの役に立つという貢
献意欲が持てると思う。これからは、決まったルートを決まった時間に走るだけで
なく、タクシーのようなドアツードアの仕組みがニーズとしては高いと思うので、
自宅からバス停までの送迎も今後考えていかないと厳しいのではないか。 

会長 本日の議題に対する意見等の受付期間も含め、事務局からスケジュールの説明を
お願いしたい。 

事務局 資料 3に基づき説明。この後、今日のご意見も踏まえながら、基本理念・基本方
針の再検討とともに、目標を設定していきたい。  
11 月中に気がついた点を頂戴できたらと考えている。そのうえで、先ほどの福祉

部門的な観点等、庁内の関係機関と調整をして、計画づくりをしていくのが、12 月
くらいになると考えている。 

会長 本日の協議事項がすべて終了したことを確認。 

４．その他 

事務局 スケジュールの再確認 

５．閉会 

副会長 副会長より閉会のあいさつ 

 


