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平成 26年度第３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３回伊賀市地域公共交通会議 

開催日時 平成 27年１月 13日（火） 15時～ 

開催場所 ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

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）、原田 孝夫（三重県

地域連携部交通政策課長）、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）、杉浦、各支所振興課長及び担当者 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

会長 本日は、第３回目の地域公共交通会議ということで。お忙しい中お集まりいただ

きありがとうございます。 

この地域公共交通会議は、バスとタクシーの施策について委員のみなさまから意

見をいただき協議を進めていく趣旨でつくられたものです。 

今日の協議事項は４点ございます。 

特に、今まさに地方創生と世間ではいわれおり、地方では少子化と高齢化という

この２つの社会的現象が進んでおります。 

特に少子化の問題については、これまで公共交通の場ではあまり議論されてこな

かった経緯がありますが、その中で、これからの社会を背負っていく子どもたちの

移動について、どのようにサポートしていけるかが市にとってはとても大切なこと

となります。 

高齢化の進展で、高齢者へのサポートについては、これまでずいぶんと議論をし

てきましたが、これからは、子どもたちがどういい生活をおくり、成長してくれる

かを考えなくてはならない時代がきていると思います。 

今日は、運賃改定や運行回数の変更といった色々な議題がありますが、是非、子

どもたちを育てるという視点も意識していただき、より良い交通の仕組みや移動の

仕組みを私たちがどううまくつくっていけるか、そのあたりが問われてくるのだろ
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うと思います。今日はその部分で議論をしていただけたらと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

３ 協議事項 

（１）廃止代替バス諏訪線の運行回数の変更について 

事務局から資料に基づき説明 

 

委員 内容については特に問題はないが、１つだけお聞きしたいことは資料の中に経費

の問題が出てきますが、保護者からは減便する経費をスクールバスに充ててでもや

ってほしい、そのことから２便減便するというわけであるが、その経費関係の数字

が記載されていないので分かっていればお聞かせいただきたい。 

事務局 減便の経費については 480万程度であります。 

委員  480万というのは、減るということか。 

事務局  480万円については、諏訪線の減便によりできた経費を、スクールバスの経費に

あてるものでございます。 

委員  スクールバスの経費は分かりますか。 

事務局  1000万弱でございます。 

委員  わかりました。 

会長  他にご質問がなければ、私が少し気になったことで土日の減便についてですが、

子供たちのことだけが理由であるのならば、スクールバスとした場合に土日は減便

する必要がないのではないかと思うのですが、経費上でこのような内容となったと

理解しておけばいいのですか。 

事務局 経費についても減便の理由ではありますが、今後は、利用状況に応じて限られた

経費の中で運行していくことになるので、現在の利用状況に応じた中で調整をさせ

ていただいております。 

会長  わかりました。 

他に委員みなさんからご意見等がなければ、ご了承とさせていただきますがよろ

しいか。 

委員 （意見なし）了承 

会長  ご了承いただいたこととします。 

 それでは、４月１日からの減便となりますが、できれば、４月１日からも諏訪線

やスクールバスについて地元のみなさんとは協議を続けていってもらえたらと思

います。 

事務局  今回、児童の通学方法や諏訪線の運行等について諏訪地区と協議をさせていただ

きました。現在、国道４２２号のバイパス工事を進めておりますが、今後、このバ

イパス工事が終了しましたら、再度、諏訪線の運行やスクールバスについてあらた

めて協議をさせていただきたい旨を諏訪地区へ申し出ておりますし、また、諏訪地
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区からもその際には見直しをさせて欲しいと聞かせていただいておりますので、こ

れからも協議を続けていきたいと考えております。 

 

【承認】 

 

 （２）青山行政バスの運賃改定及び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 

 

会長 まず運賃改定について、ご意見等をお願いします。 

会長 運賃改定により 500円の区間の方は安くなりますが、説明にもあったように値上

がりとなる区間もあります。地元からは了承を得たとのことでしたが、ご意見等は

無かったのでしょうか。 

事務局  現在 200円以下の運賃である地域については、値上がりについて青山支所から協

議をさせていただき、地元から青山管内全体を考えたなかで了承を得ております。 

委員  ２ページの定期券、回数券、バスカードについてサービス水準を統一するため他

の行政サービス巡回車と同様に利用不可とするとありますが、これは、他の行政サ

ービス巡回車も利用可ということになるのですか。 

事務局  他の行政サービス巡回車は、定期券、回数券、バスカードは使用できないという

状況です。青山行政バスについては、これまで使用が可能でしたが、200円の統一

した運賃とすることから４月１日からは使えなくするということです。 

委員  例えば、回数券は 200円であればすべての行政バスでも引き続き使えるのではな

いのでしょうか。バスカード等は設備がないと難しいかもしれませんが。 

事務局  行政サービス巡回車自体が回数券等のサービスがありません。そのため、青山行

政バスについてもサービスを統一する上で使えなくするということで進めさせて

いただきたいと考えております。 

委員  わかりました。 

会長  青山行政バスの定期券、回数券、バスカードというのは、現在、三重交通で行っ

ているものですか。そうであると、定期券や回数券はサービスの統一で使えなくす

ることは分かるのですが、バスカードについてはどうなるのですか。どのように取

り扱うのですか。 

青山行政バスは三重交通の路線バスと同じ車両を用いて運行しているので、バス

カードを使える機械はすでに設置されていると思いますので、機械が設置されてい

るのに使えないという状況はどうしたのもでしょうか。 

委員  三重交通のバスカードは割引をつけて販売しており、三重交通が割引分を負担し

ておりますが、それを行政に負担してもらうことは難しいと思います。そのことか

らも、定期券、回数券、バスカードは取り扱いを分けたほうがお客様にも分かりや

すいと考えております。 
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 そのかわりにこれまで 500 円かかっていたお客様が 200 円になるというような

三重交通ではとてもできないような運賃設定をしていただいているので、そういっ

た面ではご利用しやすくなるのではないでしょうか。 

会長  わかりました。では、残っているバスカードの取扱いはどうするのですか。 

委員  払い戻しが可能であります。また、三重交通のバスでもこれまでとおり利用が可

能です。 

会長  競合する路線はないのですか。 

委員  桐ヶ丘のほうで若干あります。 

会長  地元の方が困らないような対応をお願いしたい。 

委員  市と共にできるだけ早く周知するなど利用者が混乱しない対応をしたいと思い

ます。 

会長  他にご意見がないようでしたら、運賃改定について了承とさせていただきますが

よろしいか。 

委員  （意見なし） 了承 

会長  次に、霧生線及び高尾線の件についてご意見をお願いします。 

会長 霧生線内の移設する停留所についてはどのくらいの利用があるのですか。また、

旧道沿いには集落はないのですか。 

事務局  固定客が１日に１名ぐらいであります。また、集落はありません。 

会長  高尾線の廃止する停留所についても、利用者がなくなったということで間違いあ

りませんか。 

事務局  はい。 

会長  他にご意見がなければ、了承とさせていただきますがよろしいか。 

委員 （意見なし） 了承 

会長  土曜授業にかかる変更について、ご意見等をお願いします。 

事務局  ４月からの土曜授業に伴う運行についての説明が少し不十分でしたので補足さ

せていただきます。 

追加の内容としては、土曜授業については、４月から３月の７月、８月を除く毎

月第３土曜日の実施となります。毎週ではございません。 

会長  このダイヤはスクール専用ではなく、一般の方も利用できるダイヤであるなら

ば、その内容を地元の方にもお伝えしてもらいたいです。 

会長  中学生は何人ぐらいで、どの規模のバスが運行するのですか。 

委員  立ち席を含めて６０人乗りの中型車両でございます。 

 このダイヤについては、基本的に青山中学生が通学に利用することがメインとな

るダイヤであります。現在の利用も中学生がほとんどであり、これからも中学生が

メインになると考えております。 

事務局  青山行政バスについては土、日祝日も運行しておりまして、そのダイヤを土曜授

業に合わせたダイヤへ変更するものでございます。 
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 三重交通からも説明がありましたが、主に乗っていただくのは中学生になると思

われます。 

会長  本数が増えるというわけではなく、時刻を変更するということでいいのですか。 

事務局  はい。 

会長  他にご意見がなければ、この件についてご了承いただいたとしてよろしいか。 

委員 （意見なし） 了承 

 

【承認】 

 

 （３）しまがはら行政サービス巡回車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 

 

会長  今回、山菅西まで第１便と第６便を運行するということですが、第７便と第８便

はしなくていいのですか。 

事務局  現在の小学生の登下校に合わせた変更を考えておりまして、第１便と第６便は、

現在、利用している小学生がいることから変更するものでございます。 

会長  第７便と第８便は何か理由があって変更をしないのですか。もともと第２便から

第５便まで運行しており、今回も中途半端に第１便と第６便だけを運行するように

変更するということに何か理由はあるのですか。それならば、山菅西まで行くこと

がルートとするほうがいいのではないでしょうか。 

 また、もう１つの不見上についても、わざわざ運行していない便をつくったよう

なダイヤとなっておりますが、すべてを走らせてもそれほど経費がかかるようには

見えないのですか。何か理由があってこのようなダイヤとしているのですか。 

事務局  今回は第１便と第６便に山菅西から通学する小学生がいることからルートを追

加するものでございます。 

第７便と第８便が抜けていることについては、今までは通学バスを重視した中で

ルートを検討をしてきたため、通学する子どもがいる場合に追加し、いない場合に

抜くという考えでダイヤを変更してきたためこのようなダイヤとなっております。 

会長  通学がなければ止めるという考えですか。 

事務局  通学バスだけで考えると止めることになってくるのですが、こちらの地域では高

齢者の方も多く利用しておりますので、第７便、第８便についても、再度検討した

いと考えております。 

会長  できるだけわかりやすい運行をしたほうが良いと思います。 

 利用者がいなくなった、また経費がものすごくかかるなどの理由がある場合は仕

方がないと思いますが、交通ネットワークを考え運行していくのであれば、ただ、

通学する子どもがいなくなったから運行しないとすることは、地元の方は納得しな

いのではないでしょうか。 
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 まずは地元の方と協議をすることが大切かと思われます。 

事務局  これまでは、子どもの通学バスを重視した見直しをしてきましたが、地元の方と

もう一度協議をしまして地域ニーズに合わせた利便性の高い運行へ変更したいと

思います。 

委員  資料では、小学１年生の子の通学にあわせた変更としておりますが、第１便は朝

なので利用しているのかなと思いますが、第６便は 16 時 10 分発となっておりま

すので小学１年生の子が利用する時間ではないと思うのですがどうでしょうか。 

事務局 第６便については、確かに低学年の子は下校が早いのですが、一斉下校の時には

低学年の子も利用することから、第６便を変更するものでございます。 

会長  運行の見直しをするときは、地域住民や学校の先生とも協議が必要になると思い

ます。特に通学については学校の先生がよく分かってくれておりますので、先生と

協議することは大切かと思われます。 

会長  今回の変更については、必要最低限の内容となっておりますが、これから再度地

域の方とも協議を行っていただき、見直しが必要なところは変更していくというこ

とで了承としていただきたいのですがよろしいか。 

委員  条件つきの了承ということですか。 

会長  条件といいますか、もう少し内容を見直し必要なところを追加し変更するという

ことで了承といただきたいと思います。 

委員  必要に応じて見直しすることを踏まえ、了承。 

委員  もう１つ気づいたところですが、５ページの第６便について、これまではＪＲと

の連携ができているダイヤでしたが、変更することによって乗り継ぎする時間がぎ

りぎりの時刻となってしまっているので、この点も検討してはどうでしょうか。 

事務局  ＪＲとの乗り継ぎについても、再度、検討させていただきます。 

 

【承認】 

 

 （４）美旗地域コミュニティバス「はたっこ号」の車両更新について 

 事務局から資料に基づき説明 

会長  日野のポンチョの座席数はどのくらいですか。 

委員  17～18席かと思います。 

会長  １日平均 12～13 人の乗車がるとのことですが、便あたりの乗車人数がわからな

いのでなんともいえませんが、ポンチョで急坂を走行する場合に立ち席は危ないと

よく聞きます。地域の方が了承していればいいのですが、そのあたりが気になりま

す。 

委員  立っての乗車となる方はいないと思います。ほとんどの便で全員が座っておりま

す。きじが台での便あたりの乗車は３～４人程度で、全員座られております。 

会長  これは中古車を買うということですか。 
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事務局  はい。 

会長  名張市での協議は終わっておりますか。 

事務局  終わっております。 

会長  他にご意見がないようでしたら、この件について了承していただいたとしてよろ

しいか。 

委員  （意見なし）了承 

 

【承認】 

 

４ 報告事項 

 （１）廃止代替バス月瀬線及び諏訪線の停留所名の変更について 

 事務局から資料に基づき説明 

会長 停留所名の変更の報告ですが、何かご意見等はありますか。なければご了承とさ

せていただきますがよろしいか。 

委員 （意見なし） 了承 

 

【了承】 

 

 （２）上野コミュニティバス「しらさぎ」の西忍町停留所の位置変更について 

 事務局から資料に基づき説明 

会長  実施予定日は４月１日ですが間に合うのですか。 

事務局  地権者の方の状況を確認し退院されていたら説明を行いまして、また公安委員会

とも調整を行い実施したいと考えております。決定後には、詳細について書面にて

委員のみなさまに報告させていただきます。 

委員  ちなみに、この場所は一方通行であり道幅も広いので、現在の場所よりは移設す

る場所のほうが交通面からもいいのではないでしょうか。 

会長  状況によっては変更時期がずれる場合もあるということでしょうか。 

事務局  はい。 

会長  他にご意見がなければ了承とさせていただきますがよろしいか。 

委員 （意見なし）了承 

 

【了承】 

 

 （３）小中学校の土曜授業に伴う行政バスの臨時運行について 

 事務局から資料に基づき説明 

委員  この案件については行政サービス巡回車を利用するということで特に問題ない

と思いますが、他の地域でもバスを持って運行されていると思いますが、その地域
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は関係ないのですか。 

事務局  現在、行政サービス巡回車を利用して通学している地域については、大山田と島

ヶ原であり、よって大山田と島ヶ原の行政サービス巡回車を臨時運行させるもので

ございます。 

委員  他の地域については、地域で考えるということですか。 

事務局  行政サービス巡回車を利用して通学している地域が大山田と島ヶ原でありまし

て、他の地域についてはスクールバスにより通学しております。 

会長  臨時運行は混乗となりますか。 

事務局  はい。 

委員  この第３土曜日についてはこれからずっと運行される予定ですか。 

事務局  平成 27 年度については、7 月 8 月を除く第３土曜に授業が行われることが決定

しておりますが、平成 28年度以降についてはまだ決まっておりません。 

委員  条例に基づく臨時運行として運行を計画されておりますが、ここでいう臨時運行

の捉え方について少し疑問があります。資料をみると予め決められた運行計画とみ

ることもできますので、この件については持ち帰りまして、この扱いでいいのかど

うか後ほど連絡させていただきます。 

会長  土曜授業については４月から開始することは決まっており、行政サービス巡回車

を運行することも決まっているわけですが、確かに、この条例に基づいた臨時運行

とすることについては、少し気になっております。 

事務局  子どもの通学だけで利用するわけではなく、一般の方も利用できる運行とするこ

とから、行政サービス巡回車の臨時運行とした運行としたいと考えております。 

会長  地元からするとサービスが増えることになりますので問題はないと思います。た

だ、運行の方法については、運輸支局と連絡をとっていただき整理してください。 

会長  他にご意見等がなければ了承とさせていただきますがよろしいか。 

委員 （意見なし）了承 

 

【了承】 

 

５ その他 

事務局  上野コミュニティバス「しらさぎ」の停留所の位置変更については、地権者への

説明及び公安との協議が終了後、委員のみなさまに書面にて報告します。 

事務局  しまがはら行政サービス巡回車の運行経路の変更については、ご指摘いただいた

第７便及び第８便についても再度検討する予定ですが、その結果については、今後、

書面決議をする必要がありますか。 

会長  内容については、了承をいただいたこととしまして、検討した結果を踏まえた上

で資料を修正し、委員のみなさんに報告することとしてください。書面決議は必要

ないと思います。 
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事務局  行政サービス巡回車を導入した経緯等を確認した中で、第７便と第８便が運行で

きるかどうか再検討いたします。また、経費も含めて追加できるようであれば変更

しますが、経費面で運行できないと判断する場合もありますので、そのことを踏ま

えまして、委員のみなさまには報告させていただきます。 

事務局 土曜の臨時運行についてですが、行政サービス巡回車は市町村有償運送として条

例に基づき運行させていただいておりますが、今回の土曜授業に伴う臨時運行につ

いても、市としましては条例に基づいた運行であると考えておりました。 

この運行に関しましては、地域公共交通会議の中でご確認をいただく必要がある

ことから報告させていただきましたが、今回、臨時運行の捉え方（扱い）等につい

て再度確認が必要ということになりましたので、運輸支局からご指導を賜りたいと

思います。しかし、４月からの運行ということで時間的な問題もありますので、早

急に運輸支局と協議を進めたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

会長  地域公共交通会議での協議が必要となった場合は、書面決議としますか。 

委員  許可については、申請から１ヶ月が必要となるようですので、できる限り早く進

めたほうがいいのではないでしょうか。 

委員  許可事項となりますと条例改正が必要となるのではないでしょうか 

会長  運行開始予定の時期から考えますと条例改正はできないと思います。 

委員  臨時運行をどのような捉え方とするかを整理すればいいのではないでしょうか。 

会長  解釈の問題だけなので協議事項とはならないと思いますが、もし、運輸支局との

協議結果で地域公共交通会議での協議が必要となった場合は、書面決議という方法

になるかと思います。地域公共交通会議としてはサービスの向上となる案件である

ことから賛成であるため、そのことを踏まえて運輸支局と相談してください。 

事務局 はい。 

会長 本年度、最後の会議となりますが何かお伝えしたいことはありますか。 

委員 （なし） 

会長 本日は協議項目が多くありましたが皆様のご協力でスムーズに進めることができ

ました。ありがとうございました。 

これで、第３回地域公共交通会議を閉じさせていたただきます。 

 

 


