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平成２６年度第２回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会大山田地域部会 

議事概要 

 

■開催日時  平成２７年２月３日（火） 午後７時～ 

■開催場所  大山田農村環境改善センター小会議室 

■出席者（敬称略） 

 【委員】 

   藤森 荘剛（阿波地域住民自治協議会）、福岡 政憲（布引地域住民自治協議会）、

奥 千史（山田地域住民自治協議会）、立川 和行（阿波地区区長部会）、福持 久

郎（布引地区区長部会）、福川 和彦（山田地区区長部会）、中西 慶三郎（大山田

地区老人クラブ連合会）、福平 悟（大山田地区民生委員・児童委員協議会）、坂

本 元之（伊賀市障がい者福祉連盟大山田支部）、村木 一晴（伊賀市社会福祉協

議会大山田支所）、橋本 敏明（伊賀市商工会大山田支所） 

 【事務局】 

   総合政策課 藤山課長、稲森係長、山岡主任、杉浦 

   大山田支所 中村支所長、振興課 福永課長、森本主任 

【関係者】 

   ㈱国際開発コンサルタンツ 渡辺 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

 

２．伊賀市地域公共交通網形成計画策定スケジュールの変更について 

 事務局から資料１に基づき説明。 

 （質疑なし） 

 

３．伊賀市地域公共交通網形成計画の基本的な考え方について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 リニア新幹線が伊賀へ顔を出す確立はどのくらいあるか。構想の中に

リニアまで入っているが、かなり大きな話でないか。 

事務局 今の時点では東京－名古屋間が着工し、名古屋－大阪間は２０４５年

の開業を目指して、ＪＲ東海が２段階でやっていくということである。

名古屋－大阪間は以前に三重・奈良ルートということが示されているが、

三重県、奈良県、また経済団体とともに同時開業の要望をＪＲ東海や国
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へ働きかけている段階である。現時点で、三重・奈良ルートが確定して

いるわけではないので、まず早期にルートの確定をいただきたいと要望

しているところである。またＪＲ東海では、沿線府県に一駅は造るとい

うことで、三重県にも一つ駅ができるだろうが、どこかということにつ

いては具体的には何も進んでいない。基本的にはＪＲ東海が場所を決め

て設置するということになるが、同時開業も含めて、駅の位置の早期確

定も要望している。三重県としては、リニアが走ることによる効果が県

内全域に波及できるところということで考えていただいているところ

で、伊賀や亀山などいろいろ言われているが、具体的にはまだ決まって

いない状況である。 

委員 従前の伊賀の交通体系を考えて、今までは関西線の複線電化というも

のが、行政の大きなＰＲポイントだったと思うが、今回、もちろん関西

線も入っているが、伊賀線のために作っているという感じがする。多核

連携型のまちづくりということで大きく謳われているが、我々のところ

からみると、どこが多核連携型なのかというのがなかなか見えてこない。 

そこに力点を置いた計画を作っていただいているが、地域としての悲

哀もあり、これをすっと収めにくいというのが実感である。具体的なも

のがまだなく、基本計画ということだが、６年間の実施計画がどうなる

かというのも合わせてお聞きしたい。 

事務局 今日は基本方針のかたちでお示しさせていただいている。方針の部分

については、活性化再生協議会の中でも議論していただいて、伊賀市の

大きな交通体系としての基本方針はこういったかたちでいいのではない

かということである。 

また、これにぶら下がる施策がこれからどんどん出てくる。後の協議

事項でもあるが、それぞれの地域での対応方針というのも、この基本方

針に基づいて地域特有の課題があるので、それに対して取組んでいくこ

とになる。 

伊賀鉄道の部分も、沿線地域に主に影響が出てくるというのもあるが、

例えば廃線となると大きな意味での交通体系も変わってくるということ

で、次の項でも説明させていただくが、市全体の交通体系を考えた中で

の伊賀線ということで、関西線や近鉄大阪線との連携というのも大事で

あり、それぞれの線区の活性化も含めて、地域の方々の移動手段として

だけでなく、市外から人を寄せるツールの一つとしても考えられるので、

そのことによる市全体への効果というのもある。 

施策に関しても、伊賀線に特化したというものでなく、それぞれの地

域のバス交通など、協議いただいて計画に盛り込んでいく。具体的な内
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容については、それぞれの地域で実際に取り組んでいただくときに協議

いただくことになるが、計画の中での施策というのは最後の課題と対応

方針の中で踏み込んでいただけたらと思う。 

委員 厳しい財政状況の中で、やはり伊賀線がそれだけ地域の観光にしろ産

業にしろ、また住民の利便性にしろ、機能を持つことを考えると、そう

いった伊賀線に対して今後投資がなされると思うが、果たしてどうかと

いう疑問がある。 

事務局 先の１２月議会へ、市の方針として存続させていく、その手法として

公有民営方式で国の支援も受けながら存続させていくことが、赤字額を

少しでも減らす方策として、この手法が良いというのを示させていただ

いた。 

また２月下旬から住民懇談会を開催して、地域の皆さんの意見を聞い

て最終的な判断をしていきたいと考えている。 

おっしゃるとおり、地域それぞれの考えがあるというのも聞いている

ので、説明をした上でまた地域のご意見をいただきたいと考えている。 

委員 資料２の２０ページに「地域公共交通の活性化再生及び再生に関する

法律の改正趣旨を踏まえ」とあるが、改正の趣旨を教えていただきたい。 

事務局 大きく言うと、今までは公共交通ネットワークが面として整備されて

いなかったという国全体の課題があった。これを踏まえて、まちづくり

と連携した面的な公共交通ネットワークを地方公共団体が構築していく

ことについて、国はそれを支援していくというような内容に改正された。

面的という部分とまちづくりとの連携という部分が新たに盛り込まれた

内容となっている。 

これまでは鉄道なら鉄道、バスならバスという特化している部分があ

ったが、面的に考えて、バスや鉄道が連携した取り組みが必要になって

くる。国としてはその連携を重視していくというのもひとつある。 

 

４．伊賀鉄道伊賀線の現況と今後について 

 事務局から資料３に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 伊賀鉄道に関しては、近鉄は全てにおいて離れるということか。 

事務局 これまでは鉄道施設の部分を近鉄が保有して、伊賀鉄道の赤字につい

ても市と近鉄で補てんしていた。今後は施設も赤字補てんも市のほうで

ということになってくる。 

ただし、スキームの中で現状では土地は近鉄から貸与ということで協

議を進めており、土地に関する部分については近鉄のほうでも取り組み
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はされることになる。基本的には市と伊賀鉄道がやっていく。 

委員 今までは伊賀神戸から大阪や名古屋まで行くのに乗車券や特急券を上

野市駅で買えたが今後はできなくなるのか。すべて近鉄が手を離してし

まうとそういうことも出てこないのか。 

事務局 現時点では、お客様へのサービス面については今までどおりというこ

とで協議を進めている。 

委員 伊賀線沿線住民はバス・鉄道の選択の余地があり、大山田から見ると

うらやましい限り。伊賀市になって大山田もいろいろ自粛と言っている

中で、伊賀線存続についてもう少し考えていただけるといったことはな

いか。 

１６．６ｋｍの中に１４駅があり、１～２ｋｍ走ったらすぐ停まる。 

バスが皆さんの足となって各地域を満遍なく停まるのと、鉄道がノン

ストップで走るということで、住み分けできないか。利用者数によって

は、一部駅を廃止して速度を上げるなど。 

また、今まで通学定期が割安で動いていたのではないか。同じ伊賀市

であれば、鉄道とバスの定期料金の割合が一緒であればもっと違うので

はと思う。乾いたタオルを絞るといった形で、さらに少ない経費で動か

すことができないのか。 

大山田地域の住民からしたら反発もあるかもと思うし、合併してこれ

だけの緊縮財政の中で、もう一つ辛抱していただくことができないのか

という気持ちもある。 

事務局 今後の取り組みの中で、利用を増やしていくということもあるが、削

減していく部分、また利用者に一定負担いただく部分というのも考える

必要があると思っている。 

物理的に難しいといった部分も出てくるが、今いただいたご意見も参

考に取り組みに活かしていきたいと考えている。 

委員 ランニングコストは固定だとして、一般に切符を買う人、通学、通勤

それぞれ利用が集中する時間帯に走らせてはどうか。通勤通学は朝に走

らせて、一般は少ないので昼間を間引きして走るなど。 

例えば伊勢鉄道は旧国鉄が廃止をして、沿線市町村が買い取って、ゴ

ムタイヤで走るレールバスに変えたが、その際に、沿線住民に対して定

期券購入にかかる補助を３年くらい出していた。 

また、鈴鹿サーキットでの大きなレースの際は、特急を稲生に停める

などして稼いでいる。 

伊賀鉄道を見ても、昔は名張まで走っており、今は学校区がなくなり、

名張の高校に行く子もいると思うが、線路の幅が近鉄と伊賀鉄道で違う
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のは仕方ないが、それなら伊賀鉄道を名張まで走らせるとか、そういっ

たことをやって、赤字ということよりも、どれだけ支持されるかという

方に向かったほうが良いように思う。 

また柘植から依那古まで昔の国鉄が石炭を運んでいたが、そういうも

のを利用して、ＪＲと伊賀線を繋げるとか。柘植から草津まで６両編成

で１時間に１本出ているが、草津まで４０分で行けて満員に近い。あれ

だけのところで走っていけるので、いろいろやり方があると思う。杓子

定規でいろいろ考えないで、えいやーでやったらどうか。 

事務局 おっしゃるように近鉄と伊賀鉄道はレールの幅に差があって乗り入れ

ができない。伊賀鉄道とＪＲは同じ幅になっているが、電化、非電化の

差がある。そういった意見も聞かせてはいただき、可能性を探っていく

という部分では話もさせていただいているが、実現までは至っていない

のが現状。 

鉄道事業者の話では、われわれが考える以上にいろいろと問題点があ

ると聞くが、おっしゃるような大きな発想も必要かと思う。 

委員 今、上野から新大阪まで走っている高速バスがあると思うが、あれは

空で走っていない。最低でも５～６人は乗せている。かなり需要がある

ということ。大阪から特急で伊賀神戸まで帰ってきても、伊賀神戸で各

駅停車が着くまで伊賀鉄道が発車しない。なのでわれわれは伊賀上津ま

で車で行って、そこで電車に乗り降りする。 

事務局 特急に合わせて走っているダイヤもあるが、本数も全然違うので、ど

こに合わせて走らせるのかというのは、多くは伊賀神戸駅で特急に合わ

せるというのも考えていただいているが、本数の差はどうしても埋めら

れない部分がある。 

特急が着いても次の急行や各駅停車を待つというのもある。 

委員 鉄道は時間通りに着くというのがある。バスは動きやすい部分はある

が、時間がずれる。 

委員 近鉄は施設などを譲渡して、２億円以上の赤字負担から手を引ける、

市が管理などの経費面を全て持つということになると思うが、３億円近

くの額を市が伊賀鉄道のために出していかないといけない。それが将来

に渡っていくというのを敢えてする必要性は行政判断としか言いようが

ないのか。 

事務局 最終的にはこれから議会や住民に説明して判断することになる。今も

って市としてこれであれば存続していけるということで示させていただ

いているもの。当然、今後いろいろなところでご意見を聞いて判断して

いくことを考えている。 
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委員 ３億円近くの赤字から黒字にするには大体何％くらい運賃を上げれば

良いか試算したことはあるか。 

事務局 運賃でも定期外と、通学・通勤定期がある。今のスキームで赤字を解

消するために、通学定期の割引率がいま７０％だが、例えば４０％ぐら

いまで下げれば赤字分のほとんどが解消できるのではないかという試算

は以前にしている。また、通勤定期は現在３８％だが、これも割引率を

下げるなどいろいろな方策があると思う。 

委員 シミュレーションについてだが、これから１０年についてもどんどん

赤字になるというものだが、例えば大山田地域で考えると、鉄道に乗る

には上野に行かずに伊賀神戸まで車で行く。しかし、人口減少が勝つの

か、私たちの世代が車に乗れなくなったら、バスで上野まで行くしかな

いとなって、収入が増えていくのか。そういった増えていくというシミ

ュレーションもないのか。 

事務局 ここで示している３種側費用というのは、施設や車両に要する費用で、

いわゆるランニングコストとなってくるので、ここを削減していくのは

難しい部分がある。しかし２種側の収支で、費用を抑えて収入を上げて

いくのが重要と考えている。 

この試算は、現状の収支をもとに今後利用が減ってくるであろうとい

うことを前提としているが、利用促進をどうしていくかというところで、

収入を上げていく試算について検討を進めているところである。 

あくまで計画なので、本当に実現するかというのは、行政だけではな

く利用される方々のご理解や、例えば観光客に利用してもらおうとする

なら観光施策との連携も必要になってくると考えている。 

委員 計画の中で最後まで赤字というものよりも、こういった風にすると黒

字になるというものの方が計画らしくなる。 

事務局 国の制度である再構築事業をしていく場合には、再構築事業実施計画

を策定していかないといけない。この計画では収支の部分で最終的に黒

字になる計画を事業者と一緒に考えて作らないといけない。 

委員 話を聞いていると、利用客を増やしていかないといけないというのが

大前提だが、通学は当然減っていく、通勤といってもやはり車社会で不

便性がある、そうなると、絶えず電車に乗る人をどう増やすかというこ

とにエネルギーを費やすのではなく、資料にもさまざまなイベントを書

いていただいているが、大阪と上野城を結ぶとか、伊賀が持っている良

さと都会の人とを結ぶようなところへうんと力を注いでいくことのほう

が将来的には大事ではないか。それができるのであれば、伊賀鉄道を残

していく意味があるかと思う。われわれでは考え方が限られているので、
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子どもたちの発想を聞いてみるなど、奇抜な発想を取り入れるのが大事

ではないか。 

事務局 そういった機会もつくっていきたい。 

議長 聞かせていただいていたら、やはり金の心配もする。以前にハイトピ

アで市長の話を聞いていたら、今後少なくても千人ずつ人口は減ってい

くということであった。人口が減るということは税収が減るということ

になるが、では、この資料にはないが、伊賀市が６千万円の赤字補てん

をしていたのを、今後４倍くらい支払っていくということを新聞でも見

たが、一番心配するのはお金がそちらへいってしまうのではないかとい

うこと。郡部の整備がおろそかにされて、市街地のほうにどうしてもい

ってしまうのではないかと懸念する。毎年約３億円の赤字補てんとなっ

た場合。市の財政を考えると、随分厳しい、いつまで続くのかという懸

念がある。そんなことが無いようにいろいろと取り組んでいただけると

信じている。 

そこで、今ふと思ったのだが、たまに聞くのが、大阪辺りの方が土日

にパイロット事業の畑に来ている。農業体験ツアーなど、そういった発

想、長靴を履いて、はちまきをまいて近鉄から伊賀鉄道に乗ってきてい

ただく、そういったこともして良いのではないか。 

いずれにしても、緊縮財政の中で、あまり住民に負担がかからないよ

うに。また、テレビでもみるが、ほかの地方鉄道では利用者負担の面、

運賃を高い設定にしているところもあると思う。無くなったらすごく不

便なので、少々高くても残していくために使うということもあるのでは

ないか。今は大まかな見通しで、また議会等でも審議されると思うが、

そういったことも念頭に置いて考えていただければと思う。 

事務局 運賃で言うと、普通運賃で同じ距離を走るとなると他の地方鉄道と比

べて１割程度安い。もともと近鉄でやっていたときは、近鉄全線の運賃

体系の中で設定されていた。そこから伊賀鉄道に変わったときに運賃を

上げたので高いというイメージはあるが、他と比べると安い。おっしゃ

るように利用者の負担も必要と考えている。外から人を呼ぶ手立てが、

農業に限らず必要になってくる。 

伊賀鉄道に限らず、伊賀市の将来を考えれば、そういった体験をいた

だいて、良ければ定住していただくような、国が進めている地方創生は

そういった趣旨できているので、どんどん取り組んでいくことが必要と

考えている。 
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５．協議事項 

大山田地域における課題と対応方針について 

 事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 ２ページの課題⑥のへの対応方針、フリー乗降について、これは前回

の会議で私が発言したものだが、降りるときは自宅に近いところで降ろ

していただけたらと思うが、乗るときは固定で良いと言ったつもりであ

る。 

事務局 検討することについては、乗るほうも検討すれば良いと考えている。

ただ、どこでもというわけにはいかず、道路の幅や形状によって可能な

範囲というものがある。安全性を確保できるところでないと、公安の許

可も下りないので、どこでできるかという検討が必要である。 

委員 安全面で言うと、乗るときは駆け込みとかが発生して危険性があるの

ではないか。そういった意味で降りるときだけで良いのではないかと考

えている。 

事務局 それも含めて検討したい。 

委員 新駅はまだ決まっていないということだが、県庁舎の隣に新庁舎がで

きる時に新駅ができるとか、小田町に新駅ができるとか言われているが、

例えば造るとなれば、前項の説明にあった国・県の補助の対象となるの

か。 

事務局 公有民営化による施設の維持管理とは違う国の補助メニューがある。

「幹線鉄道等活性化事業費補助」という名称。こちらで国の補助を得ら

れると見込まれる。 

委員 ２月２日から、住民票などをコンビニ交付できるようになった。また、

われわれ旧町村については各支所や市民センターで取得し、上野の方た

ちもこれからはコンビニで取得できる。今の南庁舎へ用事がある方が減

ってくる。そうすると、四十九町に駅を造ってもどれだけの利用がある

か。南部の方は四十九町へ行くかもしれないが、北部や西部の方は今の

南庁舎に上野支所もできるということで、そちらに行って、四十九町ま

で行く用事がなくなる。 

小田町については買物に便利ということだが、大型スーパーなどは商

工会に加盟しているのか。もし、駅を造るなら、商業施設からの援助を

いただくとか、そういったものも巻き込んで検討されてはどうか。 

事務局 経費的なことはどうなるか分からないが、そういった協力の要請は考

えている。おっしゃっていただいたように新駅にどれほどの利用が見込

めるのかというのも調査をする。国の補助をいただくにも、費用対効果
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の分析をしないと認められないということもあるので、今もってはまだ

調査に入っている段階ではないが、そういったことを踏まえて考えてい

る。 

委員 何かにつけても、費用対効果が行政としては頭の痛いところだが、伊

賀鉄道の利用促進などもあるが、その駅に行くだけの車を走らせてはど

うか。新堂駅の南側は市有地ではなかったかと思うが、駐車場にしてい

るところに大山田のどんぐり号を走らせてはどうか。大山田内をころこ

ろ回っていないで、停まっている時間もかなりあり、また土日は走らな

いので、白ナンバーなので貸し出しをするなどの対応をしても良いかと

思う。三重交通の定年退職者を呼ばなくても、誰でも運転できるのでは

ないか。どんぐり号の路線を見ても、真ん中に路線バスが走っていて良

いことは良いが、もっと横のほうに伸ばすのも良いのではないか。 

いがまちの行政バスを大山田に乗り入れるなど、遊ばせているなら走

らせろというわけではないが、それぞれダイヤを分担してできないのか。

阿山、伊賀、大山田には、昔は新堂線という路線バスが走っていた。そ

こから考えても、いがまちからこちらへ、また逆へという思いがある。 

事務局 今は虹ヶ丘線が希望が丘へのほうへ乗り入れている。 

委員 それは、ほとんど大山田といがまちとの境目である。 

事務局 青山のほうへも伊賀上津や青山町駅へ繋げられるように考えている。 

委員 伊賀上津駅前は広い転回場になっている。 

委員 今は、坂下から滝までいって、そこで青山の行政バスに乗り継ぐよう

になっているが、こういったものが不便である。ダイヤを合わせてあっ

ても、そこまで料金を払って、滝から先までまた料金も払わないといけ

ない。それなら、どんぐり号が伊賀上津駅まで行くといった考え方を取

り入れていただきたい。 

行政バスが、これは大山田だけのもの、いがまちだけのものというの

ではなく、相互に乗り入れるなどの考え方を入れたほうがよい。 

議長 大山田だけでなく、青山やいがまちなど、それぞれの地域ごとに問題

もあるので、将来的に可能かどうかというのを利用者へのサービスが向

上するということで検討、調整していただきたい。 

委員 地域が主体となった地域運行バスとよく言葉で出てくるが、どう考え

ればよいか。 

事務局 行政だけではカバーできない部分がいろいろと出てくるので、そこを

地域が主体となって、運行もしていただいて、移動手段を確保するとい

うのも考えていただきたいと考えている。それには財政的な支援という

のも合わせて考えていく必要がある。何でもかんでもお願いするという
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わけにはいかない。ただ、行政も支援はするが、運行にあたっては、地

域の中の企業や住民の協力もしていただいて運営するということが必要

と考えている。 

行政バスと阿波線が運行しており、地域のバスが運行することによっ

て、行政バスの役割がどうなのかということも考えないといけない。あ

れもこれもという訳にもいかない。 

議長 阿波線は大山田からハイトピアまで行くのに全て緑ヶ丘を回っている

のか。 

事務局 はい。 

議長 白鳳通り辺りに色々と病院ができてきた。それらに通っている方から、

なんとかそちらにバスが行かないかという意見をいただく。お年寄りは

朝早くからは乗らないので、通勤通学時間帯のあとの便をそちらにまわ

すなどすると良いと思うので、考えておいていただきたい。 

事務局 阿波線は三重交通の路線として走っているが、何も言えないのかとい

うとそうではない。地域の要望として、白鳳通り経由で走れないのかと

いうことは言える。便数を増やすことは難しいが、今の便数で、一部は

緑ヶ丘経由、一部は白鳳通り経由というのも可能かと思う。 

ただし、これまでの路線の沿線地域には、今まで走っていたものが走

らなくなるので、ご理解を得る必要がある。 

大山田地域としての要望ということであれば、行政として緑ヶ丘の地

域へ行って、説明して、了解を得られれば変えるのは可能かと思う。 

また、どれだけのニーズがあるか、把握していただけるとありがたい。 

議長 阿波線は、朝や夕方は満車までとは行かないが結構乗っている。それ

は今後の課題としていただきたい。 

委員 計画全体のことで、基本的な考え方の整理について、資料には大山田

地域の課題と対応方針についてということだが、他の地域でも共通して

いるところは多くあると思う。これらの具体的な計画やスケジュールは

出てくるのか。 

事務局 具体的にどうやっていくというのはこの計画には盛り込めない。 

委員 というのも、この対応方針・施策の語尾をみると、全て「検討」であ

る。行政用語で「検討」とは「やらない」ということであるので、不安

を持っている。 

いま言っていた阿波線や行政バスも含めて、やはりどんどん人口が減

る中で、廃止にしようかという声が６年の計画期間の中で出てくるので

はないかという感じがする。その決め手が地域運行、皆が助け合いまし

ょうというようになると思う。 
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いまからそういうものを明確に位置づけて、計画の中に盛り込んで、

やっていくんだという市の意思を示しておいてほしい。 

事務局 われわれはどちらかというと、これまでは、行政や事業者が主体とな

ってやってきたが、なかなか皆さんのニーズに合った、要するに多目的

少数を運ぶというところでは厳しいという現実がいろいろある。 

そういった中で、地域の方々がやっていただいて、幹線の路線に繋い

でいただくというのを考えている。名張市でもそういった制度をつくっ

て、確か、年間３百万円の補助をするという制度を確立させている。そ

ういったことも参考にして、広い市域の中で、手の届かないところは地

域の皆さんでお願いしたいと考えているので、できるだけ早く制度を確

立していきたい。 

ただ、どこもかしこもできるのかというと、難しい部分もあるので、

地域が熱意を持って取り組んでいただくというのが大事になってくると

思う。もう一つ、先ほども申したように、あれもこれも走らせてという

のはできないので、取捨選択してやっていくのが良いと思う。 

委員 さるびのの送迎バスで、忙しいときは何組か重なるとバスが逼迫する。 

そこで運転手が足りない、確保できない。今は無理やりでもお願いし

ているが、地域運行で考えるとそういった課題もあるので、準備の段階

で行政のほうも配慮して、人材の確保や育成など、そういったこともメ

ニューに盛り込んでいただきたい。 

そういった少し広がりのある支援をしながら、地域にがんばっていた

だきたいというように書いていただけたらと思う。 

事務局 今の段階で、運転手の問題なども含めて、地域の中でいろいろと考え

ていただいて、地域の中で運転していただく方に出ていただくというの

が理想と思う。 

やり方によっては、例えば、事業者に委託を出すなどの場合もあるの

で、全てが地域の人で運行するというのが可能かというところも含めて

考えていただく機会が出てくると思う。 

委員 市として、行政バスの車両はこのまま白ナンバーでいくのか、営業ナ

ンバーに切り替えるということはないのか。 

事務局 有償で運行するのに２種類の方法がある。いま、どんぐり号がやって

いるのは、市町村有償運送ということで、運輸局に届出を出して、運行

している。市町村有償運送では、白ナンバーでも料金を徴収できるとな

っているので、白ナンバーでしている。 

委員 白ナンバーでの運行というのは詳しく知っているわけではないが、緑

ナンバーでいくと、車両の重量税など、多少は安いと思う。 
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事務局 恐らく、緑ナンバーで運行しようとすれば、三重交通なんかがそうだ

が、道路運送法の４条の一般旅客運送の一般乗合というような免許を取

得して運行している。市町村運送で、４条の免許を取るということはし

ていない。 

委員 津はしていると思うが。合併前の旧美里村では白ナンバーで走ってい

たが、今は緑ナンバーに変わっている。 

事務局 恐らくやり方を、市町村運送から、三重交通へお金を出して、委託し

て路線の許可を取得してもらう一般乗合としてやっているかと思う。上

野のしらさぎ号も、三重交通に認可を取得してもらって、運行の経費を

払って運行を委託している。それは緑ナンバーをつけている。 

委員 緑と白では重量税が違うと思うので、多少でも費用が軽減される。 

事務局 市として一般乗合の旅客事業者になれるかというと、恐らくなれない

ので、やり方としては、三重交通に全てを委託して、委託料を支払って

やっていく。 

委員 緑ナンバーにしても、重量税は安くても、付帯経費がかかると思う。

運行管理者も置かないといけない。 

【承認】 

 

５．その他 

 どんぐり号の運行について 

事務局 ４月から、学校の土曜日授業が７，８月を除く第３土曜日に実施され

る。午前中の半日授業である。通学手段として小学生が虹ヶ丘線を利用

しているが、これに伴い学校がある日に限り虹ヶ丘線を運行する。これ

は子どもだけでなく誰でも乗っていただける。 

 

 

 

 


