
令和４年度 第１回大津市地域公共交通活性化協議会 

日時：令和４年６月３日（金）15：00～ 

場所：大津市役所 新館７階 大会議室 

 

１．開 会 

事務局：定刻となりましたので、ただいまから、令和４年度第１回大津市地域公共交通活

   性化協議会を開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます、当協議会

   事務局大津市建設部地域交通政策課の田中です。よろしくお願いいたします。なお、

   今回につきましては、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、一部の委員の

   方にはオンラインにて会議に参加いただいております。速やかな議事の進行に努め

   て参りたいと思いますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 

    それでは開会にあたりまして清水会長の方から御挨拶の方よろしくお願いいたし

   ます。 

 

２．あいさつ（会長） 

 本日は皆様お忙しいところ、本協議会にご出席いただきまして誠にありがとうございま

す。本年度の第１回の協議会ということですのでメンバーが一部変更になっておりますが

引き続きよろしくお願いいたします。 

 皆さんご存じの通り、市内の公共交通の状況ですが、コロナ禍の影響で利用者が大きく減

少するという非常に厳しい状況になっております。今回の議題で出て参りますが、利用状況

が一番厳しかったのが一昨年の令和２年度で、そのあと令和３年度は少し回復しているよ

うです。今年度は、社会経済活動が徐々に再開されているという状況ですので、少し改善の

方向に向かっているとは思われますが、例えばテレワークの普及や、いろいろな生活様式の

変化などもありますので、恐らく元のようには戻らないだろうと感じております。 

 そういった中で、市内の鉄道・バス事業者の経営状況が非常に厳しくなっているとお聞き

しており、廃止や減便の話も一昨年度から多く出ている状況です。一方で、地域にとっては、

高齢化なども進む中で、非常に影響が大きい話もありますので、いかにそういった影響を少

なくしていくかということが大事だと感じております。そういった状況を皆様共有してい

ただいた中で、どういう風にこの地域交通を維持していくかということにつきまして、また

いろいろとご意見をいただければと思いますので本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

【報告事項】 

 （１）令和３年度決算及び会計監査並びに事業報告について 

 （２）令和４年度予算及び事業について 



 （３）令和３年度公共交通全体の利用状況について 

 （４）大津市地域公共交通計画の各施策の進捗状況について 

 （５）京阪バス㈱ 一部バス路線の減便について 

【承認事項】 

 （１）生活交通確保維持改善計画について 

 （２）京阪バス㈱ 一部バス路線の廃止について 

 

【報告事項】（１）令和３年度決算及び会計監査並びに事業報告について 

会 長：お手元の議事次第のとおり、報告事項が５点、承認事項が２点ということで記載さ

   れております。上から順番に議事の方を進めていきたいと思います。まず、報告事項

   （１）令和３年度決算及び会計監査並びに事業報告について、事務局からの説明及び

   監査委員からの監査報告をお願いいたします。 

 

（報告事項１の資料について、事務局より説明ならびに監査委員から監査報告） 

 

会 長：それでは報告事項（１）につきまして、事務局からの説明と監査報告に対してご出

   席の皆様からご質問ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

（質問・意見なし） 

 

会 長：よろしいですか。また途中で気づいた点がありましたら最後にでも仰っていただけ

   ればと思いますので、ひとまず次の議題の方に移らせていただきます。 

 

【報告事項】（２）令和４年度予算及び事業について 

会 長：報告事項（２）令和４年度予算及び事業につきまして事務局よりご説明をお願いい

   たします。 

 

（報告事項２の資料について、事務局より説明） 

 

会 長：ありがとうございます。ただいま事務局の説明内容につきまして、ご質問ご意見ご

   ざいますでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

【報告事項】（３）令和３年度公共交通全体の利用状況について 

会 長：そうしましたら、次の報告事項（３）に移らせていただきます。令和３年度 公共



   交通全体の利用状況につきまして事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（報告事項３の資料について、事務局より説明） 

 

会 長：ありがとうございます。私から１点だけ確認で、14 ページの上のグラフで令和２

   年、３年が京阪電鉄は未調査ということですが、令和元年以前のデータで京阪電鉄の

   数字がどれくらいか把握されていればご紹介いただければと思います。 

事務局：ありがとうございます。14 ページの下の方のグラフが、鉄道輸送人員の推移とな

   っておりまして、ブルーがＪＲ様、オレンジが京阪様、それぞれ各年の推移となって

   おります。令和元年度で言いますと、京阪電気鉄道様は 55,777 人という数値が上が

   っているということです。 

会 長：わかりました、ありがとうございます。そうしましたら報告事項（３）につきまし

   て、ご質問ご意見、感想など、何かありますでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

報告事項（４）大津市地域公共交通計画の各施策の進捗状況について 

会 長：続きまして、報告事項（４）大津市地域公共交通計画の各施策の進捗状況につい

   てです。大津市地域公共交通計画をお手元にお持ちでない方もいらっしゃると思い

   ますが、ちょうど令和３年の３月に地域公共交通計画を策定いたしております。それ

   につきまして、施策の進捗状況を今回報告いただくということです。事務局から説

   明をお願いいたします。 

 

（報告事項４の資料について、事務局より説明） 

 

会 長：ありがとうございます。ただいま事務局の方から、大津市地域公共交通計画の進捗

   状況について、昨年度実施した施策を中心に説明いただきました。お手元にお配りし

   ていないのですが、計画の一番最後の中で本協議会において本計画の進捗状況や実

   施による効果を確認・検証をしていくということになっておりますので、本日議題と

   して挙げさせていただいております。特に今年度以降の取り組みですとか、そういっ

   たことについてご質問ご意見などもしあればいただきたいと思いますがありますで

   しょうか。井上先生、全体を通してお気づきのことなどありますでしょうか。 

副会長：ご担当される方の人数は限られているなか、盛りだくさんの内容に取り組まれ、着

   実に実施されています。特に、交通事業者と新しいことにも取り組まれており、この

   ような経験を積んでいくことで、デジタル社会がより進んだ時に即座の対応ができ

   る体制になっていけると感じられます。モビリティ・マネジメントはとても大切な取



   り組みと考えています。滋賀県やバス協会と一緒に、小学生を中心に継続的に続ける

   ことが大事でしょう。なかなか効果は実感されにくいのですが、実施されないと確実

   に利用者が減っていくので、ぜひ継続的な実施をお願いしたいです。今回新しくなっ

   たバスマップは非常に見やすくなりました。なかでも運行本数が線の太さや破線な

   どで表されている点が良いです。また、系統番号も入り、バス事業者ごとに表現方法

   も変えるなど工夫がこらされ、活用が期待されます。バスマップに系統番号が入りま

   したので、事業者の皆様には、ホームページや時刻表には系統番号も表示していただ

   けるとありがたいです。 

会 長：貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。井上先生からのご発言に対

   して、事務局からコメントなどありませんか。 

事務局：我々、限られた予算と人員の中で精一杯のことをやっているつもりではあります。

   しかしながら、やはり新型コロナウイルスの影響でかなり利用者が減っていること

   に対し十分に対応しきれていないというところは、何とかしなければという思いで

   おります。 

    また、今、ご紹介のありましたバスマップの更新につきましても、市民の方やエキ

   スパートの方などのご意見も伺いながら、工夫を凝らして作り上げたものとなって

   おります。また、紙質もメモなどを書き込みしやすい材質へと変えました。気づいた

   ことなどあれば適宜メモするということもできますので、そういった使い方もして

   いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長：ありがとうございました。他にご質問ご意見、ご出席の方からありますでしょう

   か。私から１点だけ、事務局に確認なのですが。細かいところなのですが、施策の３

   －１のところで、広報誌等における情報提供というのがあります。私の記憶違いかも

   しれないのですが、確か昨年度、デマンドタクシーに関する記事掲載があった気がし

   ております。その点を踏まえて一部実施としても良いのではないでしょうか。未着手

   と書いていると、何もやっていない感じを受けるのですが、デマンドタクシーの周知

   をしているようでしたら一部実施でも良い気がします。ですので、その点の確認とご

   検討をいただければと思います。 

事務局：確かに、デマンド型乗り合いタクシーは昨年度新たに実施エリアが増えましたので、

   その周知をいたしました。その点は一部実施という形で、実施した施策に追加させて

   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。 

会 長：はい、お願いします。他にご質問ご意見ありますか。 

委 員：大津市自治連合会です。大変綺麗なバスマップをいただいたのですけれども、この

   配布方法はどういう形でやっていただけるのか。また、最近デマンドタクシーの普及

   がされていますが、このデマンドタクシーについて、大体何%ぐらいまでを利用者か

   らの運賃で賄えば、補助金等々で収支がトントンになるのか、大体で結構ですので教

   えていただきたいと思います。以上です。 



会 長：はい、ありがとうございます。ただいま自治連合会長の方から２点、バスマップの

   件と、デマンドタクシーの件２点がありましたので、それぞれ事務局の方からお願い

   します。 

事務局：ありがとうございます。まずバスマップでございますが、前年度 1,500 部印刷して

   おりますので、各支所及び観光協会の方へお配りするように考えております。以上で

   す。 

    ２点目のデマンド型乗り合いタクシーの運賃で、どの程度が賄えればという収支

   率に関する部分ですが、明確にこれだけというところは、すべてのエリアで定めては

   おりません。けれども、これまで特に志賀地域のデマンド型乗り合いタクシーでは、

   これは平成 27 年度から実証運行ということで進めておりますが、一つの数値として

   25％以上を目指しており、現在 30％前後の収支率があるという形になっております。

   他のエリアについては、運営方法が若干違うところもありますので、そういった点に

   ついては今年度、どういった目標を立てて本格運行を目指すのかを検討して、策定し

   ていきたいと考えております。以上です。 

委 員：ありがとうございます。デマンドタクシーの場合は、その地域ごとに運賃と補助金、

   それから足りない部分は、自治体なり自治会なりが負担するわけですよね。そうでは

   ないのですか。システムは。 

事務局：システムとしては、例えば志賀地域につきましては、運行経費から料金収入を差し

   引いた金額を、活性化協議会の方から事業者へお支払いする形で運営をいたしてお

   ります。他のエリアについては、１年間、車両を例えば１台、２台と借り上げて、そ

   れに見合うだけの金額を委託で、活性化協議会からお支払いする形で実証運行いた

   しております。 

会 長：他にご質問ご意見ありますか。よろしいでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

報告事項（５）京阪バス㈱ 一部バス路線の減便について 

会 長：続きまして、報告事項（５）京阪バス株式会社 一部バス路線の減便について、こ

   れは京阪バス様からご説明ということでよろしいでしょうか。ではお願いします。 

 

（報告事項５－①の資料について、京阪バス㈱より説明） 

 

会 長：はい、ありがとうございました。ただいま、京阪バス様からご説明のありました本

   議題について、皆様からご質問、ご意見などありますでしょうか。 

委 員：たびたびすみません。私は大石学区の自治連合会出身です。大石小学校中心のゾー

   ンバスについて、減便は仕方ないのかなという思いを持っております。いつ見ても、



   ２～３人乗っていればたくさん乗っているという感じがしますので。これについて

   はそう思うのですが、本線である大石小学校から石山駅、もしくは南郷中学校経由、

   この辺りは絶対に通学に必要なバスです。少子化で子供の数も減っていますが、どう

   しても南郷中学校へ行かなければならないこともありますので、その辺りのバスに

   ついては、今後とも配慮していただきたいと思います。減便より価格改定で、何とか

   京阪バスさんが経営できる状態にするのも最終的に致し方ないという思いがありま

   す。今後について、大石小学校～石山駅間の方の運行を現状通りでお願いしたいとい

   うのが大石地区の思いでありますのでよろしくお願いします。以上です。 

会 長：はい、ありがとうございました。京阪バス様からコメントなどありますか。 

委 員：ありがとうございます。ご指摘の通り、大石小学校～石山駅の基幹のバスにつきま

   しては、精一杯、経営努力を続けさせていただきたいと思いますので、引き続きどう

   ぞご支援よろしくお願いいたします。 

会 長：ありがとうございました。この議題について他にご質問ご意見ありますか。 

 

（質問・意見なし） 

 

会 長：よろしいですか。続いて報告事項５－②比叡平地域輸送の廃止について、これも京

   阪バス様からご説明ということでよろしいでしょうか。 

 

（報告事項５－②の資料について、京阪バス㈱より説明） 

 

会 長：はい、ありがとうございました。ただいまの京阪バス様のご説明につきまして、皆

   様からご質問、ご意見ありますでしょうか。今日は比叡平地域の関係者の方はここ

   におられないと思いますが、34 ページに路線図があります。この比叡平は、山の上

   にある場所で、先ほどの大石のバスの話もそうなのですけれど、非常に地域にとって

   影響のある路線かと思いますので、特に地域の方には今後とも十分に説明等をして

   いただければ。これは私のお願いですのでよろしくお願いします。 

 

承認事項（１）生活交通確保維持改善計画について 

会 長：それでは次に、承認事項（１）生活交通確保維持改善計画につきまして、事務局よ

   りご説明をお願いいたします。 

 

（承認事項１の資料について、事務局より説明） 

 

会 長：はい。ありがとうございました。ただいま事務局の方から、生活交通確保維持改善

   計画について説明がありました。私から確認させてもらいたいのですが、国の補助金



   を受けるのに必要な計画ということですが、対象路線についての補助というのは、昨

   年度から継続する形という理解でよろしいですか。 

事務局：ありがとうございます。昨年度と同様の路線について補助申請をするということに

   なっております。 

会 長：はい。ありがとうございます。昨年度と引き続きということですので、皆様特にそ

   れについてご異議はないかと思いますが、本議題について、ご質問ご意見ありますか。 

委 員：大津市環境部です。今回の承認事項につきまして、対象路線に含まれている比叡平

   線については、先ほどの報告事項５－②で、今年の 12 月までの間、経費の削減努力

   をされて路線継続の道を探るというご報告であり、これがうまくかなわなければ路

   線退出という予告だと受けとめさせていただいております。そのことを踏まえます

   と、この補助金の、通年の確保維持活動に対する補助という関係性とが少し合わない

   心配をしております。この点についてどのような準備で臨まれるのかお伺いしたい

   と思います。 

会 長：事務局から回答いただけますか。 

事務局：はい、ありがとうございます。先ほどは、今後減便予定ということでご報告いただ

   いておりますが、まず現時点では減便なしでの維持計画といたします。最終的に 12

   月に減便されることになれば、国への補助金の申請はその分を引いた形での交付申

   請ということになるかと思います。以上です。 

委 員：期間を短くするということですか。 

事務局：いえ、実績精算です。最終的には、実績値で国の方に交付申請をするということに

   なります。 

委 員：もう一つ確認ですが、京阪バスとしては経費削減に努力を傾けていただくとのこと

   ですが、これは確保維持のフィーダー補助金がある前提という理解をさせていただ

   いてよろしいでしょうか。 

事務局：この比叡平線ついては、国庫から補助金を支出していただいておりますが、京阪バ

   ス様からは補助金をいただいても厳しいという判断をいただいております。京阪バ

   ス様の先ほどの報告はこの補助金ありきの内容だと伺っております。以上です。 

会 長：はい、ありがとうございました。他にご質問ご意見ありますか。 

 

（質問・意見なし） 

 

会 長：よろしいですか。そうしましたら本議題については承認事項となっておりますので、

   ご承認いただけるかお諮りしたいと思いますがご承認いただける方は挙手をお願い

   いたします。 

 

（過半数以上、挙手） 



 

会 長：半分以上挙手ということですので、承認とさせていただきたいと思います。 

 

承認事項（２）京阪バス㈱ 一部バス路線の廃止について 

会 長：続きまして承認事項（２）京阪バス㈱一部バス路線の廃止について、先ほどの報告

   事項（５）とも関係しますが、これも京阪バス様からご説明でよろしいですか。 

 

（承認事項２の資料について、京阪バス㈱より説明） 

 

会 長：はい、ありがとうございました。ただいまご説明いただきました、京阪バス株式会

   社一部バス路線の廃止につきまして、皆様ご質問ご意見ありますでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 

 

会 長：ただいま京阪バス様からご説明いただいたように、この特別養護老人ホームから補

   助金をいただいていたということですが、もう必要ないということですので、致し方

   ないかと思っております。承認事項ですので、本件につきましてご承認いただけます

   方は挙手をお願いいたします。 

 

（過半数以上、挙手） 

 

会 長：はい。ありがとうございました。それでは本議題は承認とさせていただきます。 

 

４．その他 

会 長：それでは、その他ですが、皆様方および事務局から何かありましたらお願いします。

   あと全体を通して、何かご質問ご意見、言い忘れたことなどあればお願いしたいと思

   います。 

委 員：滋賀県交通戦略課です。全体を通してということで、今ほどフィーダー路線の議事

   で理解をしたところですが、33 ページで比叡平線の廃止についてということで、資

   料を京阪バスさんの方でおつくりになられてご報告がありました。2019 年のコロナ

   の影響がまだあまり無かった頃のタイミングで、収支状況 8,500 万ほどの赤字があ

   ると思います。これは厳しいと思って見ていたのですが、大津比叡平線に関しては今

   ほど議事事項にありましたように、フィーダー路線として位置付けて、国と大津市さ

   んの補助が入っていると。ですから比叡平線に関しては、3,400 万のうち 1,000 万以

   上補助が入り、そういう意味では補助金も含めて考えると、この赤字はマイナス 

   2,000 万強ぐらいだという考え方でよろしいのですね。 



委 員：はい。その通りです。 

委 員：また、2,000 万が決して少ないというつもりはありませんけれども、今後その減便

   なり廃線なりを考えていく際には、効果という点において大津比叡平線と京都比叡

   平線を合わせて考えておられるように見えてしまいましたが、そういうわけではな

   いのですよね。これはどちらかだけ残る可能性があるのですか。 

委 員：はい。私どもバスを無くすことを目的としてるわけではありませんので、当然、

   地域の輸送としては守りたいと考えております。ただ、比叡平地域、今の住宅地から

   は、現在のところ大津市側と京都市側に二路線運行させていただいております。地域

   の皆様は両方向に実際にご利用いただいておりますので、当然住民の皆様からすれ

   ば両方にバスが残るのが望ましいと考えておられると思います。私どもは京都側も

   大津側も同じ比叡平地域の同一の輸送と考えておりますので、これらを合わせて、大

   津側だけをどうするということではありませんが、最終的な選択肢の中では、片方

   向だけ残すなど、いろいろな方法があるとは思います。その部分について、今この場

   で何をどうしたいということではありません。ただ、バス会社１社では支えきれな

   い状況になっておりますので、皆様の知見も含めて、お力添えをいただきたいという

   ことで、窮状を訴えているとご理解いただきたいと思います。 

委 員：わかりました。ありがとうございます。 

会 長：はい、ありがとうございました。他にありますか。 

委 員：京阪バスさんも、県の方もお話をされてる中での話なのですが、確かに地域の方

   の足を守るということで公共交通として位置付けをされて、多くのご支援をずっと

   過去からいただいてるという事実は否定できません。ただ、京阪バス様のお話にプラ

   スして言うと、公共交通として位置づけられてはられてはいるものの、これはあくま

   でも収益事業、民間事業ですので、そこを皆様方にご理解を賜らないと、この話は成

   り立たなくなるのです。民間事業というのは、バスは公共交通と言われていますが、

   普通に考えれば、儲からなくなったら撤退するというのが基本です。例えばコンビニ

   などを見ても明らかです。そこを重々ご理解賜りたいと思うのです。公共交通で地域

   の方の足を確保し、貢献をするというのは、交通事業者としての使命ではあるのです

   が、一方、民間事業だということをご理解賜らないと、なかなか事業としてはしんど

   いという状況がありますので。そういう意味で私が最後に申し上げたいのは、どうい

   う形がいいのかわかりませんけれども、やはり事業が成り立つ仕組みはみんなで考

   えないと、この先公共交通が成り立たなくなる。もはや、単に補助金を出したらいい

   という問題ではなくなってきている。私で何かいい手が浮かんでいるかというとな

   かなか無いのですけれども、やはりそういうことを頭に置いた上で今後考えていか

   ないと、地域の足は守れないと思っているところです。 

会 長：ありがとうございました。皆様にそういう認識を共有いただきたいというご意見で

   した。おっしゃる部分もよくわかりますので、そういった意識でこれから皆で取り組



   んでいくということかと思います。他にありますか。 

委 員：京阪バス様へ。山中比叡平の件なのですが、廃止になるということで、了承いただ

   くのは難しいとは思いますが、地域の方には十分説明をしていただいてると思いま

   す。大津市自治連合会には山中比叡平学区が入っておりますので、廃止の話について

   は私から大津市自治連合会に報告させていただきます。山中比叡平学区は渋々であ

   ろうけれども承認をしていくと捉えていいのですね。すでに説明をいただいたとい

   うことで。 

委 員：本件につきましては、京阪バスとしては現時点ではまだ地域の皆様との協議の場と

   いうのは設けておりません。 

会 長：今後は。 

委 員：今後設けられる場合はもちろん必要に応じて行います。 

事務局：今回の協議会開催にあたりまして、比叡平線の減便に関するご報告を京阪バス様か

   らいただくということにつきましては、６月１日に比叡平の自治会役員様へ、私ども

   事務局の方からまずはご報告をさせていただきました。その中でも、減便さらには廃

   止というようなご意向を示されてる中で今後どうしていくかという点につきまして

   は、私ども、地元、交通事業者様、三者で今後議論を重ねていくことになりました。

   以上でございます。 

会 長：よろしいですか。今そういう状況だということです。今後こういった関係者での

   話し合いが必要だと思いますので引き続きお願いします。 

委 員：了解いたしました。ただ、よそはどうか分かりませんが、帝産バスですと草津市と

   この大津市を走っており、近江鉄道バスもそうですけれども、以前からおっしゃるに

   は、大津市はバス会社に不親切ではないかと。もう少し補助金を出すとか、そういっ

   た方法はとれないのかというような話をこれまでに何回かお聞きしたのです。やは

   り、コロナと人口減少で絶対数はほとんど増えないと思います。だからその辺りにつ

   いても、できるだけ現状維持できるような協議をしていただきたい。補助金の問題、

   国、市についてはやっていただきたいという思いがあります。よろしくお願いします。 

会 長：はい。ありがとうございます。今の連合会長のご意見ですけれども、我々としても

   地域交通の維持が非常に重要だと思っている中で、そういった冷たいんじゃないか

   とおっしゃっている地区も一部あることは承知しております。一方で、例えばデマン

   ドタクシーや、先ほどの説明であったように市で補助をしている部分など、現状維持

   が極めて難しい中で、市民から預かっている税金をどう効果的に使っていくかとい

   う観点もあります。ですのでそういったことも踏まえ、地域の影響を極力抑えていく

   という視点で我々もできることを考えていく必要があると思います。また引き続き

   ご理解をお願いしたいと思います。他にありますでしょうか。 

 

（質問・意見なし） 



 

会 長：よろしいですか。そうしましたら本日の議題をすべて終了させていただきますので

   進行を事務局にお返したいと思います。 

 

 

５．閉会 

事務局：本日は委員の皆様におかれましては、貴重なご意見、ご助言を賜りまして誠にあり

   がとうございました。以上をもちまして令和４年度第１回大津市地域公共交通活性

   化協議会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 


