
平成２４年度第２回伊賀市地域公共交通会議議事概要 

 

１ 会議名称 平成２４年度第２回伊賀市地域公共交通会議 

２ 開催日時 平成２４年１２月２１日（金）１３時３０分～ 

３ 開催場所 ハイトピア伊賀５階学習室２ 

４ 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）、増井清隆

（古山地区住民自治協議会会長）、鈴木嘉也（三重交通労働組合伊賀支部書

記長）、大川修一（中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官）、植松重

光（名張警察署交通課長）、 

関係者：松井一明（三重県地域連携部交通政策課副課長）、岡悦史（三重交

通㈱伊賀営業所係長） 

事務局：山下企画財政部長、西堀企画財政部次長、藤山企画課長、森企画課

主幹兼地域政策係長、久保企画課主任 

 

１ 開会 

（藤山企画課長） 

定刻となりましたので、只今から平成２４年度第２回伊賀市地域公共交通会

議を始めさせていただきます。開会にあたりまして、企画財政部長の山下から

ご挨拶申し上げます。 

（山下企画財政部長） 

企画財政部長の山下でございます。よろしくお願い申し上げます。皆様方に

おかれましては、年末押し迫った時期にありまして、公私何かとお忙しい中ご

出席賜りありがとうございます。この会議につきましては、ご承知のとおり地

域の実情に即したバス等の旅客輸送サービスを実現するために、必要となる事

項についてご審議いただくという目的で、市長の諮問機関として設置いたして

いるものでございます。これまで廃止代替バスやコミュニティバス、行政バス、

これらの改善についてご審議をいただいて参りました。本日の会議は、ご案内

させていただいております通り、各支所管内の行政サービス巡回車の運行変更

についてご審議いただくということになっております。交通計画の主要な施策

のひとつでもございますので、ぜひ皆様方から活発なご意見等を賜りたいと存

じますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

（藤山企画課長） 

議事に入ります前に、今回、委員の交代がございましたのでご報告させてい

ただきます。 

このたび、三重交通労働組合伊賀支部書記長、鈴木嘉也様が前任の方に代わ



られご就任いただきました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

 

２ 会長あいさつ 

（伊豆原会長） 

先日、三重の運輸支局から地域公共交通コーディネーターのメンバーが各市

町の皆さんと地域の公共交通について議論をするチャンスを作っていただきま

した。市町の担当の皆さんから聞かせていただきますと、市民の皆さんからの

ご要望はお聞きするが、それが実際の需要に結びついてこないところがあるよ

うです。現実の問題と気持ちの問題、行動と意識がマッチングしてこない。ア

ンケートだけでは問題が多いのではないか。地域の皆さんといつもコンタクト

を取ってお話を続けていく、地域の皆さんと膝を交えていろいろとお話すると

いうことが基本ではないかと思います。こういった会議をうまく利用していた

だいて、継続していくことが大変良いのではないかと思います。伊賀市は既に

交通計画を策定して、その中のアクションプランをこの数年の間に実現しよう

という方向でやっております。今日は事務局から５つの提案がなされておりま

す。これを議論していただいて、皆さんからいただいたご意見を踏まえて、ま

た地域の皆さんと少しでも良い方向へ向かえるような意見交換をしていただけ

ると大変良いと思っております。すぐには解決できる問題ではありませんが、

そういうことをしていくのが結局は近道になるのではないかと思いますので、

忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 

 

３ 審議事項 「行政サービス巡回車の運行変更について等」 

（伊豆原会長） 

それでは、審議事項に入ります。本日の審議事項は５つありますが、全体の

概要を事務局から説明をいただいた上で各議題に移りたいと思います。 

 

（事務局） 

全体の概要を資料に基づき説明 

 

（伊豆原会長） 

このご提案に対してひとつひとつ個別に審議したいと思います。 

 

（１）いがまち行政サービス巡回車 

[質疑] 

（伊豆原会長） 

希望が丘で土曜日の運行を止めましょうということで、かなり利用が少ない



という判断を事務局でしていますが、地元の方でどのように議論をされたか教

えて下さい。 

（伊賀支所） 

支所管内の３地域のまちづくり協議会の代表６名と各地域から２名の代表者

で「いがまち行政バス運行検討会議」を開催し、これまでに計６回話し合いを

行った。その中で土曜日の利用状況が少ないということで運行廃止をご提案さ

せていただき、地域へも町会を通じて住民の方へ説明を行いご了解いただいた

ところです。 

（伊豆原会長） 

今ご利用になっている方はどのくらいいるのですか。土曜日にご利用になっ

ている方の影響は少ないということでよろしいですか。 

（伊賀支所） 

土曜日は平日の約５０％程度の利用になっています。各路線とも４～５人程

度なので極端に少ない。ご理解いただいたと考えています。 

（伊豆原会長） 

４～５人の方だけでということは固定化されているということだと思います。

その方々の手段は地域の方がサポートするなどで大丈夫だと解釈してよいでし

ょうか。 

（伊賀支所） 

大丈夫だと考えています。地域も問題ないだろうとご了解をいただいていま

す。 

（伊豆原会長） 

たぶんその辺りが、どなたかに負担がいってしまう可能性もあるので、もし

何かあったら行政に協働いただけるような仕組みがいると思います。止めるこ

とはできるが、その後のフォローをぜひ行っていただきたい。 

（増井委員） 

あまり資料を精査していないのですが、各支所とか駅前付近は各路線が寄っ

てくる。資料でも色付きのラインが重なっている。重なっている部分の駅は各

路線が停まりますか。 

（藤山企画課長） 

路線が重なっている部分についても各路線でそれぞれ停まることになります。 

（伊豆原会長） 

重なっている部分はみんなが乗れるが、行き先が違うということです。 

（伊豆原会長） 

今まで伊賀支所を乗り継ぎのベースにしていたが、新堂駅をベースにすると

いうことで、伊賀支所に行けなくなるわけではなく、発着のベースを新堂駅に



したということです。 

バス停の位置が随分変わったようですが、これは廃止代替バス柘植線のバス

停ですか。 

（森企画課主幹） 

一部他の路線でもバス停が整理されたところがありますが、廃止代替バス柘

植線の柏野ルートの新堂駅南口からマックスバリュ佐那具店前へかけてのライ

ン上で、柏野、新田という停留所が廃止代替バスの停留所ですが、これをその

まま活用して、なおかつこの沿線上にあるおおすみ整形外科などの医療機関へ

乗り入れる停留所も新たに設けさせていただいています。 

（伊豆原会長） 

柘植、西柘植線は佐那具のマックスバリュへうまく連動してバス停を新設す

るということですが、地元の方から意見などはありましたか。 

（伊賀支所） 

おおすみ整形、スーパーのオークワやマックスバリュへアクセスしてほしい

という意見がありました。 

（伊豆原会長） 

スケジュールからいくと６月中には開始したいということですがよろしいか。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

 

（２）廃止代替バス「柘植線」 

[質疑] 

（伊豆原会長） 

地元の皆さんとどういう話があったか伺いたい。ルート変更することについ

てどうだったのでしょうか。 

（藤山企画課長） 

この柘植線については、上野産業会館から伊賀支所までの中で、ひとつは柏

野を通るルート、もうひとつが川東を通るルート、２系統で運行しています。

運行の本数の違いもありますが、どちらかというと川東ルートの需要が多いと

いう現状もある。西新堂から佐那具病院前までの間の新田、柏野というバス停

が柘植線では廃止になるわけですが、新田については阿山支所管内の円徳院と

いう地域を通ることになる。伊賀支所の管内ではないが、新田のバス停の廃止

についても、現状では利用者が少ないということから、地元の住民自治協議会

の会長、区長さんにも話をさせていただきました。利用状況を考えた中、代わ

りに行政バスがここに入ってくるということを考えるならば、廃止になっても

いたしかたないということで一定のご了解は得ております。 



（伊賀支所） 

柏野は、いがまち行政バスが入ってくるので十分対応可能です。元々利用が

あまりなかったため、川東ルートへ統一していきたいということです。また伊

賀支所へのつながりは、支所へも行政バスが入るため、新堂駅への発着にした

方が乗り継ぎなどにはいいということです。 

（伊豆原会長） 

川東への本数は増えるのか。 

（伊賀支所） 

増えることになります。 

（伊豆原会長） 

逆に言うとサービスは高くなるわけですね。川東の方でご利用になるチャン

スが増えるということですね。 

（中部運輸局三重運輸支局） 

書類での確認をさせていただきたい。廃止される区間として、資料２の赤で

示してある佐那具病院前から西新堂まで、新堂駅南口から伊賀支所まで、この

２つの区間を廃止されるということでよろしいですか。 

（伊豆原会長） 

三重交通さんは少し効率が良くなりますか。 

（乾委員） 

利用人数が少ないということであれば、逆にお客様としては便利になるかと

思います。 

（伊豆原会長） 

川東の方が便利になって利用しやすくなるという意味合いはあります。廃止

代替バス柘植線については特に問題はないと思います。この柘植線については、

これで少しでもご利用の方が増えるといいなと思っています。新堂駅との繋が

りも良くなってくるし、ご利用になられる人の声をお聞きしておいてほしいと

思います。 

これは、この内容でよろしいでしょうか。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

 

（３）阿山行政サービス巡回車 

[質疑] 

（伊豆原会長） 

手続き上は３路線を廃止して新設するということになると思いますが、全部

を見直し、名前は３つ残して新堂線と佐那具線を新設する。ルートについて少



し見直しをしてサービスの形を変えた。いわゆる循環するようなものばかりで

はなく、シャトル系の形で変えた部分がある。河合丸柱線が循環型で、あとは

シャトル系の形にサービスを変えた。地元の皆さんとの話は前回までに伺った

が、シャトル系の形にすることについてどんな意見がありましたか。 

（阿山支所） 

交通計画を見直す中でとられたアンケート内容や、その後独自で阿山支所管

内でとらせていただいたアンケート内容を反映したら今のこの形になった。最

初はスリムに６路線を３路線に変えるルートで考えていたが、具体的になって

くると空白地をどうするのかというご意見も出てきた。１路線が運行していけ

る時間帯として、往復４０分～５０分までの範囲で、地元の要望が聞けるルー

ト変更をさせていただいた。病院、スーパー等商業施設の利用という要望があ

る中で、新たに新堂線と佐那具線の２路線を追加した。議論を重ねれば重ねる

ほど最終的には戻っていくような傾向がありました。乗車密度や収支率を考え

るともっとスリムにしていかないといけないという中で、デマンド運行の検討

があったが、住民にアンケートを取るとデマンドについて知らない方がほとん

どのため、すぐにそこまで変えることができなかった。今後、見直し後の状況

を見てデマンドも手法として検討していきたいと思っています。 

（増井委員） 

停留所はいくつ減りましたか？ 

（阿山支所） 

新設が赤丸、撤去が黒丸で数的には同じです。新しい２路線が追加になって

いるため７つの新設停留所があり、７つ撤去になるので全体数としては変わり

ません。 

（伊豆原会長） 

考え方がシャトル系になるということは本数も全く変わってくる。そのあた

りも地元の皆さんに納得していただいているかどうか。今まで走っていたとこ

ろのバス停が無くなるわけで、ご利用になっておられる方はどのような意見が

あるのか。その辺りが気になります。ダブルで入っていたところがシングルに

なるということはサービスが減るということだと思います。簡単にシャトル系

と周回系を比べるのは難しいが、無くなるバス停付近にお住まいの皆さんのご

意見は何かありましたか。 

（阿山支所） 

地元からの意見ではないが、個別には無くなるのは寂しいという意見もあり

ました。元々６路線を３路線にするということについては、３路線は三重交通

バスと乗り継ぎが可能な時間帯に走っていて、それ以外の３路線は乗り継ぎで

はない空いた時間に走っていました。路線、ルートによっては、ほとんど乗ら



ないときもあった。そういう路線は最終的に無くなるのかという心配の中で、

選択肢として一部でも残してもらえるように工夫してほしいという地元の意見

がありました。 

玉滝線、鞆田線、河合線はほとんど利用がなかった。ただ利用が少なくても

残してほしいという希望もあり、改善後の３路線に何とか工夫を凝らしてバス

停を残すルートを考えてほしいということであった。いがまちで NPOのお買い

物バスも走っているが、これについても阿山エリアでの営業活動もしていただ

けることになり、住民の希望のあるスーパーマーケットへ交通空白地から利用

できるのではないかと期待をしている。 

（伊豆原会長） 

行政バスで全ての所をカバーするのは大変難しい。買い物や病院など、ある

意味優先順位を付けざるを得ない。NPOさんなどのお買い物バスなど、ある目

的に特化したものについてはそちらにお願いしていく。三重交通の玉滝線に繋

げて上野と繋がっていくような交通を確保するためにルートを見直すとか、こ

ちらのサービスを少し整備するような仕組みを皆さんと議論しておいてほしい。 

デマンドについては、デマンドが全ていいというわけではないと思う。デマ

ンドの仕組みは良いこともあるし難しいこともある。フルデマンドの場合はサ

ービスが行き届くが、経費的には高くなる。一人当たりにすると結構高くなっ

てしまうというジレンマがある。いろいろなデマンドのやり方があるので、こ

れから地元の皆さんと支所の皆さんで検討されればいいと思います。急いでや

ることはない。今年度、中部運輸局でデマンドの調査を行っており、４月か５

月にレポートとして結果が出るのでそれを踏まえて勉強していただけたらいい。

この定時定路線の改善がどうなのか評価したうえで、もしデマンドの話がある

のであれば考えていっていただきたい。この路線の評価もせずにデマンドにい

くというような経過措置として行うのは心配です。 

（阿山支所） 

先程もアンケートの結果を言わせていただきましたが、デマンドについてわ

からないというのがほとんどでしたので、これをしっかり説明することが必要

だと思っています。ただ、住民の中にはフルデマンドを行政が行うのは無理だ

ということを大体理解してくれていて、できるだけルートを残しておきたいと

いうのが強くあります。最終的には定路線型のデマンドを考えていく必要があ

ると思います。 

（伊豆原会長） 

今おっしゃった通りでいいと思います。デマンドというのは、やったことが

なく、イメージだけだから難しい。実際にやってみることがないままデマンド

が走ってしまうのは非常に危ないと思う。デマンドをやっている町や買い物バ



スを行っている山間地の方々の声を聞いてみるなど、努力した上で選択されて

いくような、もう少し住民の皆さんが知りたいところを知ってもらって、それ

でもデマンドが良いというような話になったときに考えていけばよいと思いま

す。イメージだけで議論していても結果的にうまくいかない。今回の整備はか

なりの見直しだと思います。これを地元の皆さんと話されて若干の修正はでて

くると思うが、これはこれで評価して、皆さんの使い勝手からみてどうなのか、

また機会あるごとに話しをしていただいて、ルートを変えるとかバス停の場所

を変えるとか新設するなど、デマンドと両方の検討がいると思います。 

阿山については、交通計画のアクションプランでデマンドの実証実験が入っ

ているが、地元の皆さんとの話し合いの結果、こういった形でまずは再スター

トを切るということでご理解いただいたようですがいかがでしょうか。 

（増井委員） 

内保線で曜日分けしている理由は何ですか。 

（阿山支所） 

今回の見直しで鞆田線を廃止するという提案をしていることから、廃止され

るルートの住民からは、できるだけバス停を残してほしいということで、地域

の痛み分けというか、従前からの内保線と鞆田線でルートが無くなる空白地を

カバーするため、曜日を分けて運行するという措置としています。 

（伊豆原会長） 

申請は別路線扱いではないかと思いますが、運輸支局への手続上の問題なの

でよろしくお願いします。 

阿山支所前で三重交通のバス停と行政バスのバス停が離れていたと思います

が良くなりましたか。 

（阿山支所） 

場所的には、一緒の所にできないと思うので、行政バスの時刻表を、三重交

通のバス停のところへ設置するなど工夫しないといけないと思っています。 

（伊豆原会長） 

せっかく乗り換えができるので、少しでもわかりやすくした方がよいと思い

ます。 

乗降者数などの追跡調査はやってもらえるのですか。データはきちんとって

いただきたいですね。 

（森企画課主幹） 

運行改善後について、毎年、評価をしながら、どういう結果が出ているのか

しっかり掴んでおかないといけないと思っています。データ取りや出来れば乗

り込み調査をして利用者の声を聞くなどやっていきたいと思っています。 

（伊豆原会長） 



今まで利用していた人が離れてしまわないように、ぜひご意見をお聞きして

おいてほしいと思います。 

阿山の行政バスの変更案についてはよろしいでしょうか。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

 

（４）大山田行政サービス巡回車 

[質疑] 

（伊豆原会長） 

いがまちから大山田の虹ヶ丘地区の方へ乗り入れるのは、地域にはサービス

アップで良いと思います。経費が少し増えるということですが、地元の皆さん

からのご意見は何かありましたか。 

（大山田支所） 

１０月に地域の区長の集会で意見を伺ったが、それぞれのサービス向上に繋

がるということで特にご意見はありませんでした。 

（伊豆原会長） 

これからの話としては、データをとっていただくのがまず必要かと思います。

先程の阿山の話と違って、乗り換え需要がどれだけ増えたかとか、チェックす

る数字としては単純に乗車数が増えたとか減ったとかだけではなく、そういっ

たデータをチェックしておいてほしい。データを集めるためにあまりお金をか

けたくはなく、利用者の声は、たぶん運転手さんがよくご存知だと思いますの

で、大山田だけではなく青山も含めて、情報をとっておいてほしいと思います。

三重交通さんの阿波線の乗降者数もどうなったか見ておいてほしい。運転手さ

んも固定化されているのでしょうか。 

（乾委員） 

ほぼ固定化されています。 

（伊豆原会長） 

もうひとつ、子供たちがどうなったかがとても大切で、特に高校生の動向が

大切である。私の町でもそうだったが、バス路線がなくなって、そちらの高校

に誰も行かなくなった、行けなくなってしまったということがあります。公共

交通の問題は、高校選択に非常に影響してきます。伊賀市の場合は高校が統合

されたり色々なことが起きているのでひとつだけの問題ではないが、高校の話

やご高齢の方の医療機関や買い物の話も含めてチェックをしておいてほしい。 

フリー降車なども可能かなとも思います。運転手さんが安全面で大変なので

あまり簡単にはできないが、そういうことも含めて整備をしてほしい。山間だ

と家が見えるのにバス停まで行って、歩いてまた戻るというようなこともある



ので、小さなことかもしれないがサービスの部分で大切かと思う。運行しなが

らでも良いのでまたご検討いただけたらと思います。 

ご意見がなければ、大山田の行政バスの変更案についてはよろしいでしょう

か。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

 

（５）青山行政バス 

[質疑] 

（伊豆原会長） 

資料１に第２１条路線と記載してありますが、みなし４条路線であるので資

料を訂正しておいてください。 

滝について、三重交通さんは運行する側としてはどうですか、運行しやすい

でしょうか。 

（大川委員） 

運賃は１乗車２００円ということでよろしいですか。 

（藤山企画課長） 

青山行政バスは対キロ運賃で上限５００円です。 

（大川委員） 

他の今までお話いただいた路線は２００円ですか。それぞれ乗り継ぎされる

場合は一旦精算するという形で、また新たにお支払いされるということか。 

（藤山企画課長） 

そのとおりです。 

（大川委員） 

小児の運賃、身体障がい者の料金についてはどうですか。記載されていない

ところもあります。 

（藤山企画課長） 

記載漏れがあって申し訳ありません、全て半額となっています。 

（大川委員） 

 統一されているのですね。 

（藤山企画課長） 

 そのとおりです。 

（伊豆原会長） 

滝線の場合は、新たな滝まで延ばすことにより運賃が高くなってしまいます

か。 

（藤山企画課長） 



滝線は今までどおりの運賃でそのままです。大山田行政バスは坂下から滝ま

で延びますが２００円です。 

（伊豆原会長） 

新しい滝中までの運賃と同じということですか。 

（藤山企画課長） 

同じです。 

（伊豆原会長） 

せっかくこうなってくると乗り継ぎ割引のような、いがまちと大山田の希望

が丘線と虹ヶ丘線のところもそうだが、廃止代替のところも含めて、乗り継ぎ

したときは皆さんに負担が少なくなるようなことができないでしょうか。大変

難しいが次の課題として料金の仕組みを考えていく必要があるかと思います。 

（藤山企画課長） 

乗継運賃については、上野コミュニティバスしらさぎ号の北回り循環を新設

した際に、外回りと内回りの乗り継ぎの中で一旦精算をして、また２００円を

払って北回りに乗っていただくということで、料金的なこともご指摘いただき

ました。今回も伊賀、阿山、大山田の変更があり、島ヶ原も行政サービス巡回

車が２００円で走っています。青山も行政バスという名称ではあるが、いわゆ

る４条路線の廃止代替バスであり、ほかにも島ヶ原線、予野線、諏訪線なども

同じ廃止代替バスであり、上限なしの対キロ運賃で、従前三重交通さんが走っ

ていた体系のままの運賃としています。方策があるかというと、料金の統一と

いうことを考えていかないといけないと思ってはいますが、乗り継ぐごとに乗

継券を発行していくと運転手さんの負担などがあるため、例えば一日フリー乗

車券であるとか、そういう形で考えていきたいと思っています。 

（伊豆原会長） 

そのあたりはこれからメスをいれないといけないところだと思います。三重

交通さんも頭を悩まされていると思うが、対キロでずっと上限なしでやった時

に、何人かしか乗っていただけないということを考えると、コミバスと路線バ

スを均一にするというか、同じ料金体系にするのはなかなか難しいことだが、

どこかで考えざるを得ないと思います。都市部と山間部もあるので難しいが、

５００円で３人だったら、２００円で１０人乗せた方が得だという、もちろん

ベースの需要があっての話だが、利用しやすい仕組みにして、なおかつ収益を

上げるということも考えないといけません。ひとつの例として、京都の醍醐の

コミュティバスは１回乗ると２００円、１日券が３００円。みなさんどっちを

買いますか。大体、普通は３００円を買ってしまいます。１回しか乗らないか

ら１回２００円の方を買えばよかったというふうには思わない。毎日使う方ば

かりでなく、病院や買い物だと１週間に１回～２回、その方々が何人か集まっ



て、毎日何人かということになるのだろうと思います。本来、毎日利用してい

ただける人の需要が増えればありがたいが、１週間に１～２回の皆さんが常に

何人かが動くような仕組みを、皆さんの生活とこのサービスがマッチングでき

るか、これから整備していかないといけない。お使いになったときに割高だな

と思われるのではなく、そんなに高くないなというような意識のところになっ

ていただけるかどうか。料金の話は遠からずしていかないといけないと思いま

す。 

滝線についてはよろしいでしょうか。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

（伊豆原会長） 

伊賀神戸駅への乗り入れについては、橋が完成される２６年度中ということ

で、あと２年、 

そのときにこのようなルートで考えていってはどうかということです。伊賀神

戸駅の周辺はバスを入れて転回することが難しく、土地がなかなか無いという

ことで頭を悩ませている。伊賀線とのタイアップで、比土で伊賀線に乗り換え

るというのもあるのではないかと思いますが、ただ需要があるかどうか、比土

の駅前でも回転する場所がないという問題もあります。青山の地域の皆さんは

現在、青山町駅で乗り換えているが、青山町駅から伊賀神戸駅まで繋げるとど

ういう需要があるのかということです。 

（青山支所） 

青山町駅は名張駅のように一旦改札を入ると、階段で地下に降りて、ホーム

へはもう一度階段で地上に上がらないといけない。エレベーター、エスカレー

ターはなく、高齢者や障がいをもっておられる方についてはバリアフリーの面

で困難がある。伊賀神戸駅は構内踏切で、スロープも設置されているため乗り

換え環境としては良い、そういった要望があるのでこの話が出てきたと聞いて

います。 

（伊豆原会長） 

地元の皆さんは早く伊賀神戸まで繋いでほしいという強い要望はあるのでし

ょうか。 

（青山支所） 

２３年度に市の交通計画を策定するときに、地域の意見を聞いた中で、大山

田行政バスの接続と伊賀神戸駅への延伸について検討してほしいという要望を

いただいています。 

（伊豆原会長） 

どんな形でそういう要望が出てきているのでしょうか。 



（青山支所） 

交通計画を策定するときに、各支所単位に懇談会をもっていただいたと聞い

ています。また住民自治協からそういった延伸をしてもらえないかという話が

出ています。 

（伊豆原会長） 

それは計画策定のときのことで、常にまだ出来ないのか、何をやっているの

かというような話なのでしょうか。あった方がいいよねとおっしゃられるのと

無ければ困るのと、優先順位をつけてやっていかないとお金はどうやって使う

のかということである。繋いでくれたら絶対乗りたいというような強い要望が

あるのか。比土橋の前でもいいから降ろしてあげて伊賀神戸駅まで歩いていく

とか、それとも２６年度まで待ってもいいといっているのかということです。 

（青山支所） 

住民自治協へは要望実現のための説明をしており、その間にいろいろな障が

いがあるので実現については新橋が完成した後、このルートでいこうと考えて

いると説明しています。 

地域の中では早くしてほしいという要望もあると思いますが、利用者の方に

待っていただかざるを得ない状況というのもご理解いただいていると思ってい

ます。 

（伊豆原会長） 

今は青山町駅に繋いでいるが、他の路線も延伸してみたらどうなるのでしょ

うか。この２年の間に高尾線を含めて３路線が延伸したらどうなるのかとか、

そういうことも検討していますか。 

（青山支所） 

３路線全て伊賀神戸駅まで行くというのではなく、３路線が集まる朝と夕方

に、青山町駅でひとつの路線にまとめて、そこに乗車していただいて行くとい

う形を検討しています。 

（伊豆原会長） 

そうすると先程の階段を上らないといけないと同じで、そこで乗り換えをし

てもらうということを地元の人へ話しをいろいろされないといけない。もし延

伸するとこういう問題があって、例えば伊賀神戸駅にバス停を作ったらこうい

う問題があるとか、そういういろいろなケースを考えた上で話していかないと、

先程のように料金も変わってくるという話も当然出てくる。きちんと検討をし

たうえで、地元の皆さんへ２６年まで、あと２年待ってくださいと、実際、運

行計画を作るとなると実は１年ちょっとで決めていかないといけない。プラン

を出して地元の皆さんと議論していくためには、検討する時間は１年くらいし

かないと思う。来年１年間でどういう検討をして、どういうことをやっていく



か作っておいてほしい。延伸したら料金が上がる、上限５００円ということは

延伸したら５００円だろうと思う。そのときどれだけ乗っていただけるか。そ

れによって投資はこれだけいる、このままの数字で行ったらこれだけの経費が

かかるようになるが、皆さんどうですかと。運行経費と利用人数ということも

地元の皆さんと議論しておいてほしい。１年経ってそこから議論をスタートし

ていたのではたぶん遅いと思います。ルートについてもそうだが、本当に伊賀

神戸駅の前にバス停が作れるだろうか。伊賀神戸駅の前の空間にバス停を作っ

たら、朝ならぐちゃぐちゃになってしまうのではないか。バス停がどこに作れ

るかというのを相談していかないといけません。 

（青山支所） 

三重交通と現場を見て、バス停を作れるということを確認しながら行ってい

ます。住民の意向をまず考えていかないといけないという中で、まず安全確保

ができてルートを走らせることができるかを検証して、どこにバス停を作るか

ということもあるが、ある一定の案が出来上がった中で住民へ投げかけていか

ないといけないと私は思っています。その時期的な方針を新橋が完成したとき

に合わせるということで、次の段階は住民への周知なり意見を聞くということ

だと思っていますので、決めていただいた方針に沿って協議を進めていこうと

考えている。 

（伊豆原会長） 

住民のみなさんと意見交換をされるのは当然のことです。私が思うのは簡単

にいうと、これ１案なのかということです。この案だけで検討して進めていく

のは非常に危ないのではないでしょうか。もっといろいろなケースを想定でき

るのではないかと思います。いろいろなケースを想定しながらいろいろなこと

を検討していく、その時間をこの１年で使っていただけたらと思います。住民

の皆さんと話をしながらやっていかざるを得ない。ただしプランニングを作る

のはこちらが作らないと住民の意見を聞いてという話にはならないと思います。

今の青山町駅で乗り換えをするという前提のもとで物事を考えていくことだけ

でプランニングになるのかということが気になっています。本当にそれでやっ

ていけるかどうか、わざわざ町中から青山町駅まで行って乗り換えて伊賀神戸

駅まで行かないといけないというときに、青山町駅の階段とどっちが楽なのか。

階段が大変だというが、階段の手すりや荷物を運べるような設備とかを作って

あげたりとかいろいろ考えたとき、青山町駅と伊賀神戸駅の話は、たぶん地域

にとって特急が停まるとか、いろいろな条件で伊賀神戸駅まで行きたいという

方が多いのだと思う。しかし通勤などではわざわざ乗り換えて伊賀神戸駅まで

行くのだろうか。その辺りを含めて青山町駅で乗り換えるのか、青山町駅に直

接行くバスもあるが、青山町駅へ行く手前のところで伊賀神戸駅に行くルート



があってもいいのではないかと思います。地元の皆さんは朝のときはどうなの

か、昼間はどうなのか。そういうことも踏まえて地元の皆さんと議論していく

上でのプランニングは事務方側でやらざるを得ない。今年１年くらいをかけて

いろいろプランニングをぜひ三重交通さんとも相談して作っていただけたらと

思います。たたき台をいくつか用意して、時間がかかると思うのでぜひお願い

したい。青山行政バスの伊賀神戸駅への乗り入れの話はこのような形で、ご了

承いただくという問題ではないので、その都度出していただければと思います。

ぜひご検討を進めていただければと思います。 

（鈴木委員） 

大山田行政バスでの乗り継ぎの時間等、バスが違うので乗り継ぎで本当に時

間がうまく合うのか、待つのか待たないのか。その辺のことをこれから協議し

ていったほうがいいかと思います。自社同士なら無線で状況等を把握できるが、

やはり行政バスとの違いはその辺での連絡の行き違いもあるかと思うので、今

後詰めていっていただく条件かなと思います。 

（藤山企画課長） 

大山田のどんぐり号については、三重交通さんへ運行委託をさせていただい

ている。滝線も三重交通さんにお願いしているので、そのやりとりについても

ご相談もさせていただければと思います。 

（伊豆原会長） 

６月に運行するまでに少し時間があるのでつめていただきたい。せっかく乗

り継ごうと思っていたらバスが行ってしまったというわけにはいかないので、

お互いのうまい接続の仕方をお願いしたい。そういうケースは三重交通さんに

もあると思うのでいろいろアドバイスをお願いしたい。 

（植松委員） 

住民の意見も大切だと思うのでそこらへんをどういう風にしていくか。名張

の方だと土日は運行していないとかそういう運行方法もある。フリー乗降の話

も出たが、行っている場所もあるし、ここの路線も行いたいが危ないので止め

てくださいと言ったところもある。いろいろな意見をもらって話し合っていく

ことが第一であり、どれだけ話しができるかにつきると思う。フリー乗降はや

はり運転手さんの負担がかなりあるし、バス停で降りて家に帰るまでに事故に

あわれるということもあるし、難しいことはたくさんあるので、現場の状況を

みていろいろ考えていかないといけない。いつもお願いしているが私たち自身

も事故に合わないように、十分気をつけてもらうようにお願いしたい。 

（増井委員） 

青山行政バスについて、今の案とは逆周りに回って伊賀神戸駅へ戻るという

ことはできないのか。比土橋付近の整備を待っていたら２６年には間に合わな



いのではないか。 

（伊豆原会長） 

比土橋付近は改修する予定はなく、比土橋は対面通行はできないが片一方な

ら通れる状況です。伊賀神戸駅前には大型バスなどの送迎バスも来ているが、

転回が難しいと思います。 

（乾委員） 

この資料の写真で駅前にバスが停まっているが、ここは近鉄さんの土地で私

どもも借りてやっています。駐車場なのでロータリーという意味合いのもので

はない。新しい道路ができたときにどういう道路状況になるか、例えば比土橋

付近を一方通行にしてしまうのか、いろいろ話が出てくると思う。ただおっし

ゃった通り、上から入ってくれば伊賀神戸駅へは早く入れるので、そこから回

送というパターンであれば多少待っても大丈夫という意見もあるだろうし、そ

こから U ターンというのもひとつだし、その辺りは工事の状況の情報を得なが

ら、先程の会長のおっしゃった通りいろいろなパターンが考えられると思いま

す。私どもの方からもご提案していきたいと思います。 

（伊豆原会長） 

この検討は継続していただくということでお願いしたい。 

 

４ その他 

「バス路線見直し手順等について」 

書面決議とした「美旗コミュニティバスはたっこ号の運行時刻変更と増便に

ついて」の結果について 

（事務局） 

資料に基づき報告、説明 

（伊豆原会長） 

PDCA をまわすための仕組みをもっていって、これからもチェックをしなが

ら良いサービスの方向へ向かっていけたらというのが本来のチェックの方策で

ある。ただ実態を見るとなかなかご利用が伸びないという状況が見えてきてい

るので、地元の皆さんと協議を重ねていただいて、ご利用になられないとどう

してもサービスも落とさざるを得ないということも出てきてしまうので、少し

でもいいものができるようにぜひお願いしたい。 

他になければ第２回伊賀市地域公共交通会議を閉会とさせていただきたい。 

 

（事務局） 

長時間にわたりご審議をいただきましてありがとうございました。今回は案

件も多い中でご協力いただきまして厚く御礼申し上げます。これをもちまして



平成２４年度第２回伊賀市地域公共交通会議を終了させていただきます。本日

はありがとうございました。 


