
行政サービス巡回車の運行変更に係る一覧表
ＮＯ．１

路線名

柘植・西柘植線 西柘植・壬生野線 希望ヶ丘線

いがまち行政サービス巡回車

・新堂駅南口止めとすること
により運行コストの軽減が図
れる。
　(H24ベース￥11,320,000→
￥10,412,000→△￥908,000)
・いがまち行政バスとの競合
区間の回避により、利用実
態と利用者ニーズに応じた
バスサービスの提供ができ
る。
・柏野ルート廃止に伴い、同
ルートにいがまち行政バス
「柘植・西柘植線5便」「西柘
植・壬生野線4便」の運行が
できる。
・廃止するバス停は、いがま
ち行政バスの停留所として
活用し、医療機関、商業施
設等へのアクセスを考慮し、
停留所を増やすことで、既
存路線よりきめ細やかかな
バスサービスを講じる。

廃止代替バス

柘植線

・川東ルート及び柏野ルート
を川東ルートに統一する。
・いがまち行政バスとの競合
区間となる柏野ルート及び
新堂駅南口～伊賀支所間を
廃止する。
(伊賀市交通計画に位置づ
けた施策の実現)

・いがまち行政バスと廃止代
替バス「柘植線」の効率化を
一体的に図り、競合を回避
する。

・鉄道との乗り継ぎ利便性を
高めることができる。
・土曜日運行の廃止すること
によりコスト削減を図ること
ができる。
・廃止代替バスとの競合区
間の回避により、利用実態
と利用者ニーズに応じた行
政バスサービスを提供する
ことができる。
・廃止代替バス「柘植線」柏
野経由ルートの廃止代替と
して活用することにより柏
野・新田停留所利用者の交
通手段を確保することがで
きる。

・土曜日運行を廃止すること
によりコスト削減を図ること
ができる。
・廃止代替バスとの競合区
間の回避により、利用実態
と利用者ニーズに応じた行
政バスサービスを提供する
ことができる。
・廃止代替バス「柘植線」柏
野経由ルートの廃止代替と
して活用することにより柏
野・新田停留所利用者の交
通手段を確保することがで
きる。
・大山田支所管内虹ヶ丘地
区を設け、医療機関、商業
施設、鉄道駅へのアクセス
を確保する。

・土曜日運行を廃止すること
によりコスト削減を図ること
ができる。
・大山田支所管内虹ヶ丘地
区を経由するルートを設け
ることにより虹ヶ丘地区から
の通勤通学利用のニーズに
応じたサービスを提供するこ
とができる。

備考

内容
(どの様に変
わるのか)

改善目的
(どの様な意
図があるの

か)

効果
(どの様な効
果が期待さ
れるのか、
又コスト面等
はどうか)

平成25年6月運行予定平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定

・柘植駅におけるJR線との
乗り継ぎを考慮したダイヤの
設定をする。
・土曜日運行の廃止
・廃止代替バス「柘植線」と
いがまち行政バス「柘植・西
柘植線」の効率化を一体的
に図り、競合を回避する。
(伊賀市交通計画に位置づ
けた施策の実現)

・土曜日運行の廃止
・廃止代替バス「柘植線」と
いがまち行政バス「西柘植・
壬生野線」の効率化を一体
的に図り、競合を回避する。
・最近の利用状況を踏まえ
た新路線ルートへの変更。
・いがまち行政バス「西柘
植・壬生野線」を大山田支所
管内の虹ヶ丘地区内まで延
伸。
(伊賀市交通計画に位置づ
けた施策の実現)

・土曜日運行の廃止
・いがまち行政バス「希望ヶ
丘線」を大山田支所管内の
虹ヶ丘地区内まで延伸。
(伊賀市交通計画に位置づ
けた施策の実現)

・柘植駅における鉄道との
乗り継ぎ改善を行う。
・利用実態に応じて土曜日
運行をとりやめ運行コストを
低減する。
・廃止代替バス「柘植線」と
の乗り継ぎ拠点を現在の伊
賀支所から新堂駅南口に変
更し、廃止代替バス「柘植
線」の柏野経由ルートを廃
止することにより、病院や
スーパーなどへの乗り入れ
るルートを追加する。
・廃止代替バス「柘植線」の
柏野経由ルートの廃止代替
として活用（新堂駅南口～
マックスバリュ佐那具店前）

・利用実態に応じて土曜日
運行をとりやめ運行コストを
低減する。
・廃止代替バス「柘植線」と
の乗り継ぎ拠点を現在の伊
賀支所から新堂駅南口に変
更し、廃止代替バス「柘植
線」の柏野経由ルートを廃
止することにより、病院や
スーパーなどへの乗り入れ
るルートを追加する。
・廃止代替バス「柘植線」の
柏野経由ルートの廃止代替
として利用（新堂南口～マッ
クスバリュ佐那具店前）
・大山田支所管内虹ヶ丘地
区住民の伊賀支所管内へ
の交通手段を確保する。

・利用実態に応じて土曜日
運行をとりやめ運行コストを
低減する。
・大山田支所管内虹ヶ丘地
区住民の交通手段を確保す
る。



ＮＯ．２

路線名

阿山行政サービス巡回車

新堂線内保線 槙山線 河合丸柱線 佐那具線

・廃止となる河合線を
補い商業施設オーク
ワ伊賀新堂店、医療
機関おおすみ整形外
科、ＪＲ新堂駅南口に
停車する。
・新規路線を設ける。

内容
(どの様に変
わるのか)

・月、火のみ現行どお
りの運行ルートとす
る。
・水、木、金を廃止路
線である鞆田線を一
部補うため、東湯舟・
上友田方面に迂回す
るルートとする。

・廃止路線である玉滝
線を一部補うため、玉
滝方面（山生田・界
外・鈴鹿）に迂回す
る。

ほぼ現行どおり。
・乗降者数が少ない停
留所を一部廃止とし、
道幅の狭い市道から
道幅の広いルートに
変更する。
（廃止停留所：石川芝
出・千貝・大江・大江
土穴）

・廃止となる河合線を
補い商業施設マックス
バリュ佐那具店、ジッ
プドラッグ東洋に停車
する。（開店時間の
み）
・新規路線を設ける。

・三重交通との接続の
ない時間帯に運行す
る。高齢者の買い物
（オークワ伊賀新堂
店）や通院（おおすみ
整形外科）で利用いた
だけるようにする。

改善目的
(どの様な意
図があるの

か)

・利用実態や利用者
ニーズに応じ現在の
車両３台による６路線
の交互運行を廃止し
て、車両３台で３路線
に整理し三重交通玉
滝線との改善を図る。

・利用実態や利用者
ニーズに応じ現在の
車両３台による６路線
の交互運行を廃止し
て、車両３台で３路線
に整理し三重交通玉
滝線との改善を図る。

・利用実態や利用者
ニーズに応じ現在の
車両３台による６路線
の交互運行を廃止し
て、車両３台で３路線
に整理し三重交通玉
滝線との改善を図る。

・三重交通との接続の
ない時間帯に運行す
る。高齢者の買い物
（マックスバリュ佐那
具店、ジップドラッグ東
洋）で利用いただける
ようにする。

・ショッピングセンター
に接続することによ
り、交通手段を持たな
い高齢者の買い物を
サポートし、現在利用
いただいていない
方々の新規利用が期
待できる。また、途
中、ＪＲ新堂駅南口と
医療機関（おおすみ整
形外科）にも停留所を
設置することから、こ
ちらへの利用も期待
できる。
・コスト面からは燃料
費として年間７万円程
度を見込んでいる。

効果
(どの様な効
果が期待さ
れるのか、
又コスト面等
はどうか)

・三重交通玉滝線との
乗り継ぎで、おおよそ
全ての便においてほ
ぼ待ち時間なしで乗り
継ぎが可能となる。
・コスト面からは、運行
本数の増加と週３日
の迂回運行（東湯舟・
上友田方面）による距
離延長で燃料費の増
加が見込まれるが、
鞆田線を廃止すること
により現行と同程度の
運行経費になると見
込まれる。

・三重交通玉滝線との
乗り継ぎで、おおよそ
全ての便においてほ
ぼ待ち時間なしで乗り
継ぎが可能となる。
・コスト面からは、運行
本数の増加と迂回運
行（玉滝方面）による
距離延長で燃料費の
増加が見込まれる
が、玉滝線を廃止する
ことにより年間１５万
円程度の増加で収ま
ると思われる。

・三重交通玉滝線との
乗り継ぎで、おおよそ
全ての便においてほ
ぼ待ち時間なしで乗り
継ぎが可能となる。
・コスト面からは、一部
路線変更による路線
の縮小よりも、運行本
数の増加による燃料
費の増加が見込まれ
るが、河合線を廃止す
ることにより年間１０万
円程度の増加で収ま
ると思われる。

・ショッピングセンター
に接続することによ
り、交通手段を持たな
い高齢者の買い物を
サポートし、現在利用
いただいていない
方々の新規利用を期
待できる。
・コスト面からは燃料
費として年間７万円程
度を見込んでいる。

平成25年6月運行予定

備考

平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定



ＮＯ．３

青山行政バス

路線名

大山田行政サービス巡回車

虹ヶ丘線

内容
(どの様に変わ
るのか)

・医療機関等への利用
や通学での行政バス利
用者のニーズに応える
ため、支所間を結ぶ移
動手段を確保し、あわ
せて鉄道への乗り継ぎ
を可能とする。

・支所間を結ぶ移動手
段を確保することによ
り、医療機関、商業施設
及び通学等のバス利用
者のニーズに応えるた
め。

・伊賀支所管内の希
望ヶ丘地内のメイン道
路を経由したルートとす
る。追加停留所は、いが
まち行政サービス巡回
車の既設停留所を共用
し、希望ヶ丘口でいがま
ち巡回車との接続可能
とする。
（伊賀市交通計画に位
置づけた施策を実施）

・現在バス回転場として
使用している場所まで
路線を延伸し、その回
転場に滝線終点のバス
停留所を新設、大山田
行政サービス巡回車
「坂下線」との乗り継ぎ
を行う。（伊賀市交通計
画に位置付けた施策の
実現）

坂下線 滝線

・大山田行政サービス
巡回車（坂下線）を滝ま
で延伸し、新設する滝
（青山）の停留所で青山
行政バスとの乗り継ぎ
利用を可能とする。
運行本数は、現行の坂
下線３本の内、朝、夕の
２本を延伸
（伊賀市交通計画に位
置づけた施策を変更し
実施）

改善目的
(どの様な意図
があるのか)

・商業施設、医療機関、
学校等へ他の公共交通
機関との乗り継ぎ利用
が可能となり、沿線住民
の利便性が向上する。
・追加経費は、三重交通
（株）との運行管理業務
委託で管理時間の延長
と走行距離の増加分で
坂下線の延伸を含め年
間385,000円の増加

・鉄道ダイヤを考慮しな
がら、通学時間帯に大
山田行政サービス巡回
車「坂下線」と青山行政
バス「滝線」を接続する
ことで、布引地区及び上
津地区の高校生や通院
利用者の新たな行政バ
ス利用が期待できる。

※延伸にかかる年間増
加運行経費等について
①青山行政バス「滝線」
を延伸する場合
2,447,000円
運賃：坂下－青山町駅
700円
②大山田行政バス「坂
下線」を延伸する場合
1,675,000円
運賃：滝－青山町駅620
円
差額①－②772,000円
運賃：80円の差額
比較検証した結果、大
山田行政サービス巡回
車「坂下線」を青山行政
バス「滝線」終点停留所
まで延伸する方が、運
行経費が安価であり、
かつ、利用者負担も低
い。

平成25年6月運行予定 平成25年6月運行予定

・商業施設、医療機関、
学校等へのアクセスが
可能となり、沿線住民の
利便性が向上する。
・追加経費は、三重交通
（株）との運行管理業務
委託で管理時間の延長
と走行距離の増加分で
虹ヶ丘線の延伸を含め
年間385,000円の増加

効果
(どの様な効果
が期待される
のか、又コスト
面等はどうか)

平成25年6月運行予定

備考

・支所間を越えた移動
手段を確保することによ
り双方の医療機関、商
業施設の利用と他の公
共交通機関との乗り継
ぎが可能となりバス利
用者のニーズに応える
ため。


