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平成２５年度第１回伊賀市交通計画協議会 議事概要 

 

１ 日時：平成２５年１１月２６日（火）１５：００～ 

 

２ 場所：ハイトピア伊賀５階学習室２ 

 

３ 出席者：９人  

【委員】  

伊豆原浩二（愛知工業大学）、岩松由洋（中部運輸局三重運輸支局）、廣瀬 計（公募市民）、町井淳志

（公募市民）、土手一彦（公募市民）、廣島悦子（公募市民）、大島哲郎（伊賀鉄道㈱）、尾崎 彰（三重

交通㈱）、川上善幸（いが移動送迎連絡会） 

【関係者】  

三重県地域連携部交通政策課 平井主幹、近畿日本鉄道㈱営業企画部 藤田 

【事務局（市）】  

企画財政部長、企画課長、企画課副参事兼係長、企画課主任、各支所振興課長ほか  

㈱国際開発コンサルタンツ牧田、小林 

 

４ 傍聴人：０人 

 

●会議概要 

 

報告事項 

・委員交代 

三重交通株式会社伊賀営業所 所長 尾崎 彰 

中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官 岩松由洋 

三重県地域連携部交通政策課 課長 原田孝夫 

 

１ 会長あいさつ 

会長 具体的な計画を推進する形になってきているが、進捗管理が大切。どういう状況か把

握してよりよい仕組みへもっていきたい。協議会統合の話もあり、次の計画に向けて議

論していきたいので忌憚のない意見をいただきたい。 

 

２ 議事 

 (1) 伊賀市交通計画進捗状況について 

事務局から資料１に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 阿山の実証実験運行の結果を具体的に教えてほしい。いがまちの青葉台という団地へ

バスの乗り入れが無くなった。無くすほど乗車数が少なかったのか。 
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阿山支所 阿山行政サービス巡回車について、６路線を大きく３路線へ変更し、佐那具線は商業

施設への運行を開始、新堂線は病院等へのルート新設を行なった。三重交通路線バスと

の接続を重視して考えた。昨年度と乗車人数を比較して、６月５５名、７月７０名、８

月１０５名、９月８３名、１０月７７名増となった。５ヶ月で３９０人増。佐那具線は

いがまちから運行されているお買い物バスと競合し利用者が少ないのが現状。新堂線も

同様に少ない。もっと周知を図っていきたい。 

伊賀支所 柘植―青葉台の乗り入れについて、従来は青葉台の中へ行っていたが、利用者数によ

り無くすことになった。 

委員 どれくらいの数か。 

伊賀支所 青葉台の乗車人数の資料を本日持ってきていない。後日連絡させていただく。 

会長 青葉台の住民がどう思っているのかなどの話は聞いているか。 

伊賀支所 青葉台から支所窓口へそのような話は聞いていない。 

委員 無くなったら仕方ないと何も言わない方が多いと思う。もっと本当の地域の声を拾っ

てあげると良いと思う。直接聞いているので困っている人もいるのが現状である。 

伊賀支所 区長と協議させていただきたいと思う。 

委員 資料の阿山行政サービス巡回車の問題点、課題等で、「現在、市の直営運行となって

いるが、今後、さらなる安全性の確保、安定的な運行を図るため、事業者への運行委託

を検討する」とあるが、今の市の状況では安全性はどうなのか。文章を見る限りでは不

安を与えると思う。 

阿山支所 実際には嘱託職員６名、３名ずつ交代で運行している。もし事故等を起こした時、職

員が代わって運行をしなければならない状況である。事故対応で遅れることもあるし、

資格を持っている職員は１名だけのため、その者が休暇や長期出張などの場合、代わっ

て運行することが不可能になってしまう。嘱託職員６名の健康状態等を管理していくこ

とが難しい場合もある。負担を考えて事業者への委託にして今以上に安全性を確保した

いという思いがある。文章表現については考えたい。 

会長 それは、初めから分かっていたことではないのだろうか。 

阿山支所 職員は異動があり、資格等急遽取れないこともあるので、今後、委託を考えていきた

いということである。 

会長 事業者へ運行委託するならば早急にするべきではないか。 

阿山支所 事業者への委託は、長年の懸案事項であった。来年度から事業委託に向けての予算要

求をする予定である。来年度から確実に出来るとは言えないが実現すべく進めていると

ころである。 

委員 現在、自家用有償運送でやっておられるわけだが、これは、法律では緑のナンバーが

ついている車でないとお客様を乗せてお金を取ってはいけないとう大前提があるが、ど

うしても事業者がいないような場合は、自治体であれば白いナンバーがついた車を使っ

てお客様を乗せてお金を取ってもいいという制度である。始めたときに委託できる事業

者がいないときなどは、この方法で運行することになるが、自家用有償運送でも営業用

と同じような安全管理をするというルールになっている。現実的には事業者に頼むより
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自前でやった方がトータルでは安く済んでしまう。お金のことだけを考えると自家用有

償運送を選択する場合が得てしてあるが、基本は緑のナンバーをつけている事業者にお

願いするのが法の主旨である。 

会長 資料の文章としてはよくないので修正してほしい。 

委員 バス事業者に変えるのか。 

阿山支所 バスでもよいが、タクシー事業者でも許可をとれるようだ。 

委員 新聞でデマンドのバスに関して個人営業の参入の法案を検討しているという記事を

見た。緑なのか白なのかわからないが。 

委員 介護事業では個人でやられている緑の方がいるが、あとは個人タクシーが緑。他には

ない。あとは複数台持つことが基準になっている。 

会長 白ナンバーの場合は、行政など公的機関でないと福祉有償運送はできない。 

委員 バス事業者だと人を運ぶだけになる。北海道にはバス会社が荷物を運ぶサービスを行

っている。農産物を運ぶサービスもある。人だけでなく、物を運ぶ事業者などに枠を広

げられるようになると、過疎の所にも届いていくのではないか。 

委員 僻地の集落へバスが走るとき、宅配便や野菜でも誰かの契約に基づいて混乗させるこ

とは可能。手続きを踏めばできる。荷物が転がらないように設備を整える必要があるが、

全国的にも行われている事例。 

三重交通 三重交通でも新聞の配達をバスに乗せている。電車でも近鉄では鮮魚を専用車両で運

んでいる。お客様の理解と業者との話し合いで可能かと思う。 

委員 先ほどの人が減少しているからバスを走らせられないということについて、判断基準

を他のニーズに合わせて考えられるといい。 

会長 言ってくるまで待つのではなく、聞いてあげることが大切。 

委員 バスのエコ化について、ハイブリッド車両は何台ぐらいなのか。燃料費が安くなれば

運賃も下げられるのではないか。 

事務局 行政が運行しているバスについてはハイブリッド車両は導入していない。廃止代替バ

スもないと思う。 

三重交通 車両は６００台以上あるが、先月ハイブリッド車両が５両初めて入った。それ以前だ

と電気バスや天然ガスを使った車両を津と鈴鹿の管内に導入した。天然ガスは給油スタ

ンドの問題があり一部の地域でしかできなかった。お客様の乗り降りがしやすいバリア

フリー対応車両が現在は標準になっている。そのような車両も二十数パーセントと低

い。国からは平成３２年までにはバリアフリー対応車両を７割まで引き上げなければな

らないという方針が出ている。伊賀管内では、上野名張線で今年度から一部走らせてい

るが、運行している路線バスの多くが小ぶりの車両で、小型の車両はバリアフリー対応

にはなっていない。法規制がかかる前に導入した車両のため、まだ規制がかからず、現

状では走れる分には走っていいことになっている。順次ということになる。 

委員 一般の車は段々進歩していくが、バスの進捗度合いは需要が少ないため、それに賭け

るメーカーが少ない。 

委員 一般の車はハイブリッド車両が非常に使い勝手がいいが、バスは大型のため事業者か
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らするとあまり使い勝手が良くない。価格が高くなる分だけ国から補助があるが、技術

的水準が乗用車ほど高くないのが現状である。数年前から比べれば良くなっているが、

バスを買った以上は１５年くらい使わないと採算が持たない。廃車の時に更新になる

が、一朝一夕に全て変えるわけにはいかない。 

会長 ハイブリッドではなく、電気の方がいいかもしれない。ただし、初期投資にお金がか

かる。１台１億円。運賃は安く出来ないだろう。採算ベースに合うくらい乗っていただ

ければいいが、大型バスに数人しか乗ってもらえないと逆に一人当たりの排出ガス量が

増えてしまう。環境問題も大切だが難しい問題である。ハイブリッド車両を２０２０年

で政府は半分と目標を立てているが、現実には３割くらいにしかならないのではない

か。 

委員 佐那具のマックスバリュのお買い物バスの現状はどうか。小田のマックスバリュが新

しくなった時に小田にも走らせたいという話があったようだがどうか。 

事務局 いがまちのエリアで、地域が主体となって、高齢者の方を地区別に週１～２回程度巡

回して無料で運ぶことから始まり、今はマックスバリュが主体で行っている。だんだん

運行エリアが広がって阿山エリアまで入っている。小田店でも実験的に始められたと聞

いている。 

委員 ゆめが丘と伊賀線の駅については未着手とあるが、企業送迎バスの活用はどうなの

か。 

事務局 以前、ゆめが丘の企業へアンケートで打診したとき、なかなかいい返事をもらえなか

ったと聞いている。２３年度から友生線のゆめが丘団地内循環にルート変更を行い、利

用が徐々に増えつつある。今後、子供や高齢者の方を中心にどの程度バスに対してニー

ズを求められるのかがポイントである。 

委員 先の台風被害で伊賀神戸駅へ向かう途中の国道が壊れて、今は車より電車で行く方が

便利になっている。自ずと駅までのアクセスの充実が求められるのではないか。 

事務局 この計画を立てるときに市部駅でパークアンドライド駐車場の利用実態を調べたこ

とがある。朝の通勤通学時間帯にカウントしたところ、ゆめが丘地区などからと思われ

る高校生を送る車がたくさん来られていた。しかし、それがバスで運ぶほどの需要であ

るかどうかは検討が要る。 

会長 朝しか需要がないのはつらい。昼間をどうするか。愛知県の大口町では企業と提携し

て、朝はバスで地域の人を駅へ運び、帰りは企業の従業員を乗せて企業へ向かう。朝夕

はそのようにし、昼間は地域の人を駅へ送る。朝夕のルートと昼間のルートが違う。そ

ういう仕組みもある。企業からお金をいただいていてコミバスを走らせている。大口町

の場合は企業が大きいので従業員を運ぶには丁度よい。企業の需要と地域の需要との関

係をチェックしてみるといいと思う。 

委員 無料お買い物バスと競合の路線について影響はどうなのか。 

比自岐コスモス号について、最近減少傾向にあると聞いている。やはり丸山駅までで

その先に行けないからではないか。 

事務局 いがまちの地区から見れば、直接的には、お買い物バスと廃止代替バスの柘植線が競
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合になるが、柘植線が減少傾向であることは事実。マックスバリュ佐那具店近くのバス

停の利用状況がどれくらいあるかデータとしてもっていないためはっきりは言えない

が、バスを使う方の層としては双方同じなので、お買い物バスに流れているのは否めな

い。阿山地区で競合する所は三重交通玉滝線と行政サービス巡回車だが、両方のバスを

乗り継いでスーパーへ行くことになると、往復の運賃もかかるため、必然的に無料お買

い物バスを使うだろう。 

委員 そもそも利用する人が少ない中で無料の方を利用するということは、先々を見ていく

と交通自体もこれでいいのだろうか。無料で乗れることは利用者にとってはありがたい

が、お金を取って運行する側もつらい話だと思う。広がりを見せているだけに気になる。 

事務局 比自岐コスモス号について、毎月の利用者数の報告をもらっているが、昨年に比べて

大幅に減ってはいない。月により前年に比べての増減は出てきている。丸山駅までの区

間だけでは辛いということについては確かにあると思う。平成１５年１１月に運行が始

まったが、最初は丸山駅までではなく、市民病院やスーパー、市駅まで行きたいという

話があった。市としては伊賀鉄道の活性化もあわせて考えていただきたいということで

話し合いの結果、丸山駅までということで今に至っている。利用状況が変わってきてい

る部分もあるかもしれないが基本的には伊賀鉄道にも乗っていただきたい。今週地域と

の協議会もあるのでそのように話していきたい。 

会長 地域の皆さんの生活も変わってそういう部分も考えていくべき。公共交通での生活ス

タイルをこれからも継続してほしい。社会的にも経済的にもいろいろな面があるので、

地域住民の皆さんと議論していくしか手はないかと思う。 

マックスバリュの件は住民の皆さんと議論はしておいてほしい。行政のサービスと商

売上のサービスとの違い、公的資金を入れているということへの住民の理解が必要。影

響が大きく不公平感が出たり、利用が少なくなるならば、その路線はやめて違うルート

に回すということも考えられる。問題はマックスバリュがお買い物バスをやめてしまっ

た場合だがそれは次のステップになるだろう。 

進捗状況から計画通り進んでいないという助言もいただいたが、プランを作ったがど

こまでやれるか、いつまでに達成するかは整備していないため、中間的に評価しないと

いけない。 

この項目については、提案のとおり了承としてよいか。 

【承認】 

 

(2) 次期交通計画策定に係る基礎調査について 

事務局から資料２に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 アンケートの問３について、現状の満足度の項目で「利用していない」が○の場合、

理由を書いてもらわなくてもよいのか。利用していない理由も聞いた方がよいと思う。 

事務局 入れるように検討する。 

委員 問３の不満の内容について、「１３.その他」に「利用していない」を選んだ人の内容
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を書いてもらったらどうか。 

会長 不満の内容で「知らない」も入れた方がいい。行政調査をすると利用していない人は

不満だから利用していないとよく回答されてしまう。利用していないのは本当に不満な

のか、知らないからなのか。車しか乗らない人はバス停がどこにあるか全然知らない、

関心がない人がほとんど。利用していない人の理由と不満の人の理由は違う。「関心が

ない」でもいい。区別できるように聞いてほしい。 

委員 現状の満足度の中に「利用していない」が入っているとわかりにくい。 

会長 「利用している」か「利用していない」かを選んだ上で、満足度を聞くような２段階

にした方がいいのでは。 

事務局 この満足度については、満足～不満まで５段階に分けて、問２で利用頻度・交通手段

等を聞いているので、指摘部分は対応できると思う。いろいろな市町で利用していない

理由を聞くと、最初に来るのは利用する必要がないからという答えが多い。車を使う

方々で情報をほとんど知らない。次に設問としてそれが解消されれば利用するかと聞く

と、利用は低いという結果が多い。それらを含めて設問を工夫していきたい。 

委員 希望だが、利用していなくても、例えば伊賀鉄道に関心があるのかないのか、そうい

う設問を設けていただきたい。 

委員 関心というよりも伊賀鉄道に行政としてお金を入れて維持していくという宣言をし

ているわけで、どういう協力ができるか、もう一歩進んだ内容で聞いていくべきではな

いか。 

事務局 検討させていただく。 

会長 伊賀鉄道に対して何か考えたことがあるかどうかだろう。問１０の意見欄で意見をも

らうように考えてもらいたい。 

委員 デマンドの言葉がひとつも出てきていないので、福祉有償運送の説明のように、知っ

ているかどうか入れてほしい。 

問１で「最寄の鉄道駅又はバス停」を聞いているが、近くの駅は使わない人もいる。

「実際に利用している駅」を聞いた方がいい。利用されているバス停はどこが多いのか

分かると思う。阿山やいがまちの人は上野まで車で送っていくわけで実際使う駅は違

う。 

会長 実態のところで聞いた方がいい 

事務局 問４で路線別にどこを利用したかがある。実際に利用している方がどこの駅・バス停

を利用しているかはここに盛り込んだ方がいいと思うので検討させていただきたい。 

委員 デマンドはどうか。阿山の時もそうだったが、デマンドに対してわからない人が非常

に多い。別プリントでもいい。 

会長 アンケートに入れるかどうか。デマンドという言葉だけ入れると説明不足になりかね

ない。１枚説明用のプリントを入れるのも中途半端になる。 

事務局 デマンド以外にも考えていくべき施策がたくさんある。短い文章で説明できるかどう

か。反対に変な誤解も招く恐れもある。説明するのであればきっちりと他の施策、例え

ば地域運行型バスなど、全て含めて説明する必要がある。このアンケートに関してはそ
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の説明は省かせていただいて、地域の皆さんと話をしていくなかでそういう資料を用意

して説明したほうがいいと思う。 

委員 認知度ぐらいは把握したい。「デマンド交通を知っていますか。地域運行型バスを知

っていますか。」と聞いてもらえたら、どこまで浸透しているかがわかるのではないか。 

事務局 新たに設問をおこしていく必要があると思う。 

会長 やっている施策とやっていない施策を分けて聞いていかないとまずいと思う。 

委員 今後、伊賀市が交通政策においてデマンドをどうするかということに関わってくる

が、６ページに今後の公共交通のあり方について記載してある。デマンドはこの今後の

公共交通の一つであると捉えられると思う。ここに入れられるかどうか。 

委員 ５ページの取り組みについて、交通計画の中で阿山でデマンド運行の検討、モデル的

な実証実験運行を行うという計画があったのは事実であり、地域で導入の可能性につい

て取組んだことを知っているか知らないかを問うことは出来るのではないか。デマンド

を知っているか知らないかという回答にはならないが。 

委員 再度デマンドの必要性があるかないかを問いたい。そこに結びついたら一番いい。 

会長 デマンドをやらないと決定したわけではない。阿山や山間部だけでなく、市街地でも

あり得る仕組みである。このアンケートの中で敢えてデマンドについて聞くよりも、地

域の皆さんと行政が話されるとき、定時定路線だけでなくいろいろな仕組みがあること

を検討していければいいと思う。アンケートだけに頼るのは危ない。 

阿山支所 一昨年、阿山地域運行協議会としてデマンドの実証運行は実施しないということにな

った。将来は一つの方法として考えられるが、今の段階では定時定路線を見直すことで

今年６月に運行変更したところである。伊賀市全体のアンケートとして聞くので阿山に

限定する必要はない。地域で取組んだことを知っているかどうかは必要ないと思う。 

委員 阿山で努力されてこういう取り組みがあったことを広く知ってもらうために、何か入

れてもいいのかなと思う。ほかの地域の方は知らないと思う。 

委員 伊賀市全体で考えていくべき交通の問題である。こういうものもあるとわかった上で

交通計画を考えていかないとならないので一言どこかにほしいと思った。 

会長 デマンドは成功例もあるがまだわかりにくい。いい事例や難しかった事例もある。デ

ータを集めているのが現実。今後、計画の中には入れていくべきことだが、アンケート

の中で聞くのは入れにくいと思う。 

委員 焦っているわけではないが、急がないといけないと思う。今日のデータを見ても、お

買い物バスの影響でせっかく運行ルートを変えたのに利用者が増えない。ぐずぐずして

いられないと思った。 

会長 ある地域でタクシーとバスの中間のものを考えている例がある。運賃はタクシーより

安くバスより高い。３社のタクシーを使用して、利用者はあらかじめ登録する。そうい

う仕組みを作ろうとしている。デマンドのやり方はいくらでもある。みんなでアイデア

を考えていかないといけない。市民全体を対象にしたアンケートの中ではなく、他の事

例がたくさんあるわけだからそれらを検討材料にしていくべきだと思う。 

委員 自由記載で書いてくる人が出てくると思うので、会長の言われたような形でやってい
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くしかないと思う。 

会長 問１０にもっと丁寧な文章を入れて、いろいろな仕組みがあることを踏まえた上でお

書き下さいとか、お知恵をいただきたいというような自由意見にしたらどうか。 

事務局 アンケートを修正後、完成させて実施することになる。出来れば年内に発送したい。 

会長 今日いただいた意見を私の方で整理させていただきたい。一任いただくことでご了解

いただいてよいか。 

【全員了承】 

 

(3) 来年度からの協議会組織等について 

事務局から資料３に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 新たな協議会の位置付けを確認したい。規約を見ると活性化法に基づく協議会とあ

る。例えば協議していくなかで、バスのことだけ協議する場合、鉄道のことだけ協議す

る場合が多々出てくると思う。通常だと下部組織として分科会や幹事会を設けることを

他の市町ではやっておられるが、そのような意向はあるのか。 

また、道路運送法のバスを管轄する法律の中で、地域公共交通会議を設けることにな

っている。その会議を設けてそこで承認をとらないと法的な措置の特例が受けられない

制度になっており、その地域公共交通会議とこの活性化法の会議をひとつの会議として

行っている市町もある。伊賀市ではその取り扱いはどうなるのか。 

事務局 鉄道・バスそれぞれに特化した場合はどうするかについて、規約では検討部会を設け

ることとしている。現在の交通計画協議会についても施策検討部会を置いているが、案

件的に部会を開くまでに至らないため、実際は機能していない状況である。新しい協議

会では新たな協議会のメンバーがそれぞれバス・鉄道の部会のメンバーになっていただ

き、部会の活動も行っていく案としている。 

地域公共交通会議については、現在は交通計画協議会とは別に地域公共交通会議を設

けている。交通計画の立案、評価とは別に、行政バスや廃止代替バスの運賃やサービス

など協議いただく場を別途で運営していきたい。 

【方向性について承認】 

 

３ その他 

・会議日程について 

次回予定：平成２６年２月２１日（金）１５時 

（伊賀市役所本庁舎２階市議会第１委員会室） 

次々回予定：平成２６年３月３１日（月）１３時１５分 

（ハイトピア伊賀５階学習室２） 

 


