
1 

 

平成 26年度第２回伊賀市地域公共交通会議議事概要 

 

会議名称 平成 26年度第２回伊賀市地域公共交通会議 

開催日時 平成 26年８月１日（金） 15時 30分～ 

開催場所 ハイトピア伊賀５階 学習室１Ａ・Ｂ 

出席者（敬称略） 

     委員：伊豆原 浩二（愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授）、辻上 浩司（伊賀

市副市長）、森田 文彦（伊賀市上野南部地区住民自治協議会会長）、嶋澤 正

彦（きじが台地区住民自治協議会会長）、尾崎 彰（三重交通株式会社伊賀営業

所長）、米川 和宏（三重県タクシー協会伊賀支部長）、鈴木 嘉也（三重交通

労働組合伊賀支部書記長）、野田 敏幸（国土交通省中部運輸局三重運輸支局首

席運輸企画専門官）、道上 恵正（伊賀警察署交通課長）、栗田 裕士（名張警

察署交通課長）、岩崎 彰（三重県伊賀建設事務所副所長） 

     事務局：花岡（企画振興部長）、松本（企画振興次長）、藤山（総合政策課長）、稲森（交

通対策係長）、山岡（主任）、各支所振興課長及び担当者 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

会長 先月の７月 17 日、中部運輸局で地域公共交通活性化再生法の改正にかかる説明

会が開催され出席した。５月 19 日に同じように都市再生特別措置法が改正され、

これらがこれからの国土交通省の２本の柱となるといわれている。 

都市再生特別措置法とは、わが国の人口が減っていく中で、膨張した都市をどの

ようにうまく機能させていくかを示した法律であり、この２本の法律がペアになっ

てこれからの都市の計画がなされる。その中の柱の１つが公共交通であり、いわゆ

る拠点をつくってその間を公共交通で結ぶことが大きな柱となる。 

都市再生特別措置法は、土地利用や都市計画の関係と連動することを謳ってお

り、活性化再生法は、まちづくりとの連携を謳っており、これらが両輪となる。 

伊賀市は、コンパクトにできたまちであると考えている。旧の上野市の状況をみ

ると、伊賀鉄道が走りその拠点を結ぶかたちとなっている。もう一つは、合併した

その他のまちだが、まち自体が拠点となるとすれば、その周辺地域と都市とを結ぶ

公共交通が大切となる。それを結んでいるのが廃止代替バス路線である。 

ですから、廃止代替バスの運賃改定が今日の協議事項となっていますが、廃止代

替バス路線をどううまく繋いでいくか、どのように活かしていくかが、このまちの

成長や都市の生活がうまくいくかどうかにかかってくるのである。 

もちろん、車の技術の進展はすばらしいが、私たちがこのまちで生活をするかぎ

りは、公共交通と車をうまく使い分けながら、まちをつくっていくことが大切で、
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まちに応じた公共交通だけでは無く、むしろ、まちづくりの先導役として、この公

共交通のネットワークをつくることが大切である。 

今日の協議事項は４点ですが、視点をそのあたりに向けていただき協議をお願い

したい。 

 

３ 協議事項 

（１）廃止代替バス路線等の運賃改定について 

事務局から資料に基づき説明 

委員 廃止代替バスというのは、三重交通が赤字で運行できなくなった路線を、市が受

け継いで運行業務を委託しているものと解釈してよろしいか。 

事務局 はい。 

委員 運賃の連動性について、三重交通が値上げすることは事業者としては日頃から努

力している中でのことなので理解できるが、廃止代替バスの運賃値上げ等を行う主

体はどこか。また、誰が値上げするのか。 

 三重交通から依頼があり、市がそれに応えるということで提案があるが、本来、

廃止代替バスの運賃と三重交通の運賃とは、同じでなければならないというような

拘束はあるのか。 

事務局 廃止代替バスについては、従前は三重交通が営業路線として運行していたものが

赤字になり廃止となった路線を引き続き運行していくため、市が委託をして運行し

ているものである。 

 運賃については、定期券、回数券を含め三重交通に準じて定めている。 

 主体については、運行を委託している市が主体となる。 

委員  そうすると、運賃の値上げについては、その値上げの効果や伊賀市の負担してい

る経費への影響などが今回の値上げの理由となるべきではないか。三重交通が値上

げをしたから、それに準じて値上げをするということは、理由としてはつながりが

薄いと考えるがどうか。 

事務局  当然、廃止代替バスについては、運行経費から収入となる運賃を差し引いた分が

委託料となる。いわゆる赤字部分を市が委託料をとして負担をしている。 

従いまして、燃料費の高騰などの社会環境の変化に伴い、これまでの委託料が

年々増えてくる中では、三重交通と同じかたちで運賃値上げをした上で、運賃収入

の維持を図りたいと考え提案をしたものである。 

委員  話の内容はよく理解できる。そうであれば、この運賃改定の理由をその内容でこ

の資料に示すべきではないか。三重交通が値上げをしたから、連動して値上げをす

るという理由では、市民の理解を得ることができないのではないか。伊賀市も財政

が厳しいため運賃を改定しなければならない必要性はよく理解できるが、ただ、今

回の会議が会議資料を公表するような会議であるならば、市民が納得できる理由を

示さないと市民から疑義が上がってくる。 
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会長  理由については、確かにそのように書いておくべきである。 

 三重交通の路線の経営悪化が原因であるとすることよりも、市が主体として事業

を進め、三重交通へ運行を委託しているわけであるから、市の負担が多くなってき

ていることから廃止代替バスの運賃の改定を行いたいとするべきである。 

 もう一つは、三重交通へ委託運行している限りは、三重交通の一般路線と廃止代

替バスの路線は同じバスが走るわけであるから、三重交通の一般路線の運賃と廃止

代替バスの運賃が違うと、利用者が混乱することになる。そのようなことも含め市

民のみなさんに理解してもらえる方法を考える必要がある。 

今回の運賃改定については、この提案内容で協議することとするが、これからの

公共交通の方針について、私たちはこれから議論をしていかなければならない。そ

の中で、路線の運賃などをどう捉えていくかなどを議論していく必要がある。 

これからの公共交通の方向性については、地域公共交通会議ともう一つの会議の

中で、公共交通をどう位置づけし、どういう使い方をしていくべきかなどをまとめ、

それを地域公共交通形成網計画としてつくる必要があることから、そこで議論した

いと考えている。 

今回の運賃改定については、三重交通の値上げを考えると趣旨としては理解でき

るので資料の表現方法として、市民のみなさんに理解してもらえる表現を加えても

らいたい。資料の最後の方では、少しその趣旨がわかるような表現もあるが、前段

のほうが一般路線と同じように捉えられるので、廃止代替バス路線として運賃改定

が必要であるという内容に整理してもらいたい。 

事務局 はい。 

委員  ４月に消費税関係によって 10 円値上げをしたわけであるが、半年もたたない期

間で運賃改定をすることに対して、利用者からは不満があがるのではないか。 

結局、利用者からすると半年で 20 円値上げすることになり負担が増えることと

なる。現在の利用者は高齢者が多いと思うがどうか。 

委員  高齢者と学生が多い。 

委員  やはり、乗っている方は各路線ともその世代の方が多いと思うが、これから迎え

る団塊世代の高齢化により、少子高齢化はますます進み、税収は落ち込むと予想で

きるが、これから先も事業者の赤字分を行政が負担するというようなシミュレーシ

ョンができているのか。 

 また、来年には消費税が 10％に上がることもいわれている中で、その時は、さ

すがに値上げはしないかと思われるが、今後の対応についても考えているのか。 

 廃止代替バスは、無くなっては困る地域が多い中で、どんどん値上げをしなけれ

ばならない。そうすると利用者は減っていくというこのような状況を行政としては

どのように考えているのか。 

事務局  運賃については、今年度４月に改定し、今回も改定する内容で提案しているわけ

ですが、４月の改定については、消費税率の改定に伴う運賃改定であり、消費税率



4 

 

については、今後 10％になることも決まっており、その場合には、10％に転嫁し

た運賃にせざるを得ないと考えている。 

 ただし、今回のような社会環境の変化に伴う場合については、出来る限り運賃は

据え置きたいという考えはあるが、路線を維持することを考えた上では、運賃を据

え置くことにより赤字が増えていくことになるため、状況によっては運賃を改定し

ていかざるを得ないと考えている。 

 いずれにしても、高齢者や学生の交通手段を確保するためにも、バス路線を維持

していくという考えには変わりはない。 

会長  今の指摘の内容は、もう少し先を見越したことを検討すべきという提案である。 

これから、公共交通をどのようにうまく活用しながらまちをつくっていくか、ま

た、公共交通とまちづくりとの連携などを踏まえて、公共交通の役割やネットワー

クについて議論したい。 

委員  利用される方が理解できる内容の説明をこれからも行政としてお願いしたい。 

委員  長期的な伊賀市の公共交通のビジョンがある中で、いろいろな問題に対して、こ

のように対応したいということであれば分かりやすいと思うので、できるだけ早く

長期的なビジョンを示していただきたい。 

委員  これまで市が負担している数字的な根拠は示せないか。経費がこれだけかかり、

それに対してこれだけの負担をしているという数字的な根拠を示して欲しい。 

事務局  廃止代替バスの実績でよろしいか。 

委員  資料でなくて、口答でもかまわない。 

事務局  実市負担額としては、友生線 16,887 千円、予野線 9,043 千円、島ヶ原線 9,068

千円、諏訪線 9,278千円、月瀬線 5,862千円、西山線 12,690千円、柘植線 10,456

千円である。 

委員  この金額のすべてが負担額か。 

事務局  はい。実際には、運行経費から収入分を差し引き、それから県の補助金を差し引

いた額である。 

会長  それが、増えてきているということか。 

事務局  はい。昨年に比べて増えている。 

委員  合計額は。 

事務局  後で報告する。 

委員  市の負担がある中で、今回の運賃改定によってどのような効果があるか。 

事務局  運賃改定によって収入が増えることは予想できる。しかし、運行経費も増える見

込みである。 

その中で、もし、改定をせず収入がそのままとすると、当然、経常経費が増え赤

字が増えることとなるわけであるが、今回の改定によってその赤字額は緩和できる

と考えている。 
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実質的に昨年度に比べ市負担額がどのくらい削減になるか、また、運賃改定によ

る輸送率の低下がどのくらいになるかは把握できていないが、全体的な数字として

は昨年度並みの市負担額になるのではと考えている。 

委員  わかりました。 

委員  当社の運賃改定については 18 年ぶりということで、当社が廃止したバス路線を

市が運行主体となって、当社が受託をして運行を継続している状況である。 

 運賃改定については、平成 26 年に消費税５％を８％に、３％上げた部分を値上

げとして実施した。ただ、実質は消費税３％分を賄える値上げではなく 2.3％程度

の値上げ率である。当然、それだけでは収支改善は出来ず、逆に 0.7％分は当社の

持ち出しが増えたことになる。平成 7年までは、２～３年に 1回は経費に対しての

収支改善をするため、各事業者で運賃改定を実施していた。 

当社としては、平成７年 12 月以降は改善をせず事業者努力として分社化や人件

費カット等をしてきたが限界にきており、今回、３月 31 日に運賃改定の申請をし

たわけである。10月の当社の運賃値上げについても、実質は 2.3％の値上げであり、

今後、消費税が 10％になった場合の運賃値上げについては現在ではまだわからな

い状況である。 

 今回、当社の値上げに絡めて、廃止代替バス路線の値上げについて議論をいただ

いているが、これまでのサービスは維持していく必要があるということは当社も市

も同じ考えである。現在のバスカードや定期券については、この４月以前の金額の

ままであり、これまでも利用していただいている方には、これからも使っていただ

きたいと考えている。 

 今回の値上げについては 18 年ぶりということで、当社としては、反応が気にな

るところであり、津市ではあるが公聴会を開催した。 

公聴会の場では、事業者としてお客さまにとって利用しやすいバスを維持しつ

つ、より良いサービスを心がけるよう意見をいただいたところである。 

その点については、経営合理化及びサービス向上計画を主として、当社としても

路線維持に努めたいと考えている。また、市のサポートやサービス面の維持につい

ても引き続き努めたいと考えており、今回の運賃改定について、市へ相談した次第

である。 

会長  ということで、定期券はこれまでのままで、現金で乗っていただく方に少し負担

していただくかたちになる。定期利用者の影響は少ない。 

委員  これからは、高齢者が増えるが、その方達はバスを利用するのか、廃止代替バス

の利用は増えないかもしれない。その場合に対策をどのようにするかが大事であ

る。 

 また、各地区において自治会による市民センターの指定管理化が進められようと

しており、これから地域のコミュニティビジネスが活発になることも予想される。

そうしたコミュニティビジネスの中で安易にできることが輸送サービスである。そ
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うすると、現在の廃止代替バスと競合してしまうケースも出てくる。 

そのようなことも想定しながら、これからのバス事業について考え始める必要が

ある。 

会長  ご意見ありがとうございます。 

 もう一つの協議会で、そのような議論を始めており、そういったことを踏まえた

上で、計画を作る必要があると考えている。 

 伊賀市においても、あと 10年すれば団塊世代の方は 75歳になる。大変な高齢化

社会となるといえる。ただ、その方達が車を手放しても、うまく移動できる仕組み

を用意しておかないと、その方達はいつまでたっても車に依存せざるを得ない状況

となる。高齢者の交通事故が増えてきていることから考えても、私たちが交通の仕

組みを早く構築することが必要となると考える。 

会長  市の財政が厳しい中で、運賃改定を行い市民の皆さんに負担をいただかなければ

ならない状況でありますがいかがでしょう。この会議では、委員の皆さまに運賃改

定についてご了承いただいたこととしてよろしいか。 

 また、先ほどの市民のみなさまへのお知らせについては、ご理解をいただける内

容としたいと考えておりますので、ご了承としてよろしいか。 

委員  了承 

【承認】 

 

 （２）上野コミュニティバス「しらさぎ」の運行経路等の変更について 

 事務局から資料に基づき説明 

委員 運行経費 333,708円は具体的にはどのような経費か。 

事務局  運行に係る経費については、キロあたりにより算出している。今回の改正に伴い

運行距離が若干延びることから、それを換算して年間で 333,708円ほど経費がかか

るものである。 

委員  イオンタウンへ乗り入れを検討されているが、１日のトータルでどのくらいの乗

降客があると試算されているか。 

事務局  具体的な試算についてはしていないが、乗り入れにかかる経費分については賄え

るものと考えている。 

委員  参考までの話であるが、イオンタウン内に公衆電話が置かれていない状況であ

り、高齢者の方が、タクシーを呼びたいのに呼べないことから、イオンタウンの関

係者よりタクシー専用の公衆電話を置いていただけないかというお問い合わせが

あった。このことから、当初考えていた以上に、高齢者の方の利用があるため、バ

スの乗りいれによって、新たに利用者が増えるのではないかと思う。多少の活性化

も見込める。 

実際にイオンタウン内にバス乗り場とタクシー乗り場は確保されている。 

 このようなことより、バスは低価格で運行しているので利用者が自宅に近い停留
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所から乗車することもできるので、今回の乗り入れについては、計画とおりに進め

ることでプラスになることがいえる。 

会長  それでは、電話は設置されるのか。 

委員  セキュリティの問題がある。タクシー協会で絶えず電話をみていることは難しい

ため、夜中などにいたずらをされて受話器を上げたままにされると、話し中の状態

となり、会社の電話が通じない状況となる心配がある。その辺のことがクリアされ

るとすれば設置することも可能である。 

会長  敷地内のことであるから道交法では関係はないが、駐車場から店舗へ向かうお客

様の間をバスが運行するわけであるから、運行する三重交通には十分に注意をして

いただきたい。利用者に喜んでもらえるようにしてもらいたい。 

委員  当社としても十分に注意をして運行したい。 

 また、現場も確認しまして、現在、乗り入れはしていないが付近を通っている廃

止代替バス路線の「病院下」停留所の乗降状況では、従業員の方や買物客が利用し

ている姿があるため、この「しらさぎ」の乗り入れについては効果があるものと考

えており、責任をもって安全運転に努めたいと考えている。 

委員  乗降状況のデータをとっていただき、もし利用者が増えるようであれば便数を増

やすなどを検討していってもらいたい。 

会長  ほかにご意見がないようであれば、この「しらさぎ」の運行経路等に変更につい

て合意いただいたとしてよろしいか。 

委員  了承 

【承認】 

 

 （３）自家用有償旅客運送の更新登録について 

 事務局から資料に基づき説明 

委員  ３ページの登録証の写しの中に有効期限が９月 30 日となっているが、次は９月

１日からの更新となるのか。また有効期間は同様の 3年か。 

事務局  開始日は 10月１日からで、３年間有効となる。 

委員  この市町村運営有償運送というのは、具体的によく分からないので教えて欲し

い。市が運営しているバスか。～号とか聞くがそれも含むのか。 

事務局  行政サービス巡回車である。 

会長  いわゆる 79条バスである。緑ナンバーではなく、白ナンバーで運行している。

一般的にはお金を徴収する場合は緑ナンバーでなくてはならない。 

 しかし、市や公共で自家用有料旅客運送に登録し認められれば、白ナンバーで運

行し、料金を徴収していいというものである。 

 ３年に１回はこのようなかたちで更新登録申請を行う必要がある。 

 交通空白地の輸送に対しての市町村運営有償運送であり、自家用有償旅客運送に
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は他にも種類があり、その中の１つである。 

委員  乗務される方の点呼等は毎日しているか。 

事務局  現在、すべてを事業者へ委託し運行しており、その事業者において実施している。 

委員  特に、人を乗せる場合は厳しい面がある。乗車前に乗務者の体調などを確認して

安全運転に取り組んでほしい。 

委員  各地区の運転手の研修等はあるのか。 

委員  これまでは、白ナンバーについてはあいまいな点があったが、管理面については、

しっかり行うよう指導はあった。 

その中で運転手に関しては、２種相当の講習を行うよう三重県から指導があり、

現在はシビアになっている。 

会長  それでは、この自家用有償旅客運送に更新登録申請につきまして合意いただけま

すか。 

委員  了承 

【承認】 

 

 （４）美旗地域コミュニティバス「はたっこ号」の迂回運行について 

 事務局から資料に基づき説明 

会長  このことについて、地元から補足はあるか。 

委員  工事期間について非常に長いが、これについて質問したところ、川であることか

ら梅雨時などの川の水量が増えるときは工事が出来ないため、11 月から３月まで

しか工事が出来ないことより工期が長いと聞いている。 

会長  地元のみなさんが困られる事案であるため、地元のみなさんが不便にならないよ

うにしてもらいたい。 

委員  この運行事業者は、例の倒産した会社ではないか。 

事務局  別の会社である。 

委員  この図面上の Uターンする場所では十分に転回できるのか。 

委員  十分できると聞いている。 

会長  少し大回りになるようだが、時間的には少しかかるのか。 

委員  時間はそれほどかからない。 

会長  この事案については、名張市からの申請となるが、この会議においても合意した

としてよろしいか。 

委員  了承 

【承認】 

 

４ その他 

会長  伊賀市の公共交通について、まちの将来を見据えながら、なおかつ、柔軟に対応
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し、将来の計画目標を含め、目前の問題を解決しながら計画やネットワーク進めて

いく必要がある。 

 ほかに意見等はありますか。 

委員  先ほどからの議題の中でも廃止代替バスの運賃改定の件もありましたが、公共交

通を維持していく上で、当然、運行にかかる経費も必要となる。その経費を負担し

ている市の財政も厳しいという状況のなかでは、地域全体で公共交通を維持してい

くことが重要となる。 

 国としても、公共交通を維持していく上でさまざまな支援、協力はしていくつも

りである。 

 公共交通の維持については、行政だけに任せるのではなく、利用される地域の方

にも積極的に参加していただき誰がどのように維持していくのかというところに

ついて協議いただきたい。 

 今後は、そういった地域の方のチカラが重要となると考えている。 

会長  それでは、本日の４項目につきまして、たいへんいいご意見等をいただきました。 

これからも、こういった議論をしながら市の公共交通の仕組みをつくりあげるこ

とができればと考える。是非、ご協力をお願いしたい。 

 長時間にわたり慎重審議いただきありがとうございました。これで会議を閉会い

たします。ありがとうございました。 

 


