
平成 24 年度第 1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 1回伊賀市地域公共交通会議 

２ 開催日時 平成 24 年６月６日（水）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（愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授）、角田（伊賀

市副市長）、堀永（神戸地区住民自治協議会会長）、増井（古山地区住民

自治協議会会長）、小谷（三重県旅客自動車協会伊賀支部長）、大上（三

重交通労働組合伊賀支部書記長）、大川（中部運輸局三重運輸支局首席運

輸企画専門官）、西口（伊賀警察署交通課長）、植松（名張警察署交通課

長）、東（三重県伊賀建設事務所副所長） 

  関係者：平井（三重県地域連携部交通政策課主査）、岡（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１回伊賀市地域公共交通

会議をはじめさせていただきます。 

開会に当たりまして、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。 

皆様におかれましては、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、皆様ご承知のとおり道路運送法及び道路運送法施

行規則の各規定に基づき、地域の実情に即したバス等の旅客輸送サービスの実

現に必要となる事項をご審議いただくために、市長の附属機関として設置いた

しているものでございます。これまでにも、市が運営いたします行政バスや廃

止代替バスの運行等につきまし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とおり、上野コミュニティバス「しらさ

ぎ」のルート変更等につきまして、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。 

 

報告事項等 



（藤山企画課長） 

議事に入ります前に、報告事項がございます。 

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。 

委員にご就任いただいておりますそれぞれの組織、団体の代表者等の交代及

び人事異動によりまして、今回、神戸地区住民自治協議会会長の堀永 猛（ほ

りなが たけし）様、古山地区住民自治協議会会長の増井 清隆（ますい き

よたか）様、三重県旅客自動車協会伊賀支部支部長の小谷 貴哉（こたに た

かや）様、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の大川 修

一（おおかわ しゅういち）様、伊賀警察署交通課長の西口 茂夫（にしぐち 

しげお）様、名張警察署交通課長の植松 重光（うえまつ しげみつ）様が新

たに委員にご就任いただきましたのでご報告させていただきます。 

新たにご就任いただきました皆様方には今後ともよろしくお願い申し上げま

す。 

 

２会長あいさつ 

（伊豆原会長） 

今年は気候が寒かったり暑かったりと変な気候ですけども、少し冷える方向

に動いているのではないかという事も言われております。今日は、こうして皆

さんにお集まりいただいて、伊賀市の地域公共交通会議を進めていくわけです

けども、先日、名古屋で、国の補助事業の第３者評価委員会がございました。

随分たくさんの市町の方が集まって頂いて、ちょうど私が評価委員をやってい

る関係で、皆さんからいろいろな状況を聞かせて頂きました。特にバスついて

は、伊賀の場合ですとバス以外に伊賀鉄道という幹となる鉄道がありますが、

それに繋がっていくようなバスの仕組みというのが、皆さん知恵を出し合って、

いろいろな形で動いておられることが良くわかりました。ただ残念なことに地

域の住民の方々の行動に合わないのか、バスのご利用が減少の一途を辿ってい

ます。ただ救いは、少し減少率が少なくなったのかなと、こういう状況を見さ

せていただきました。今日、議題にあります「しらさぎ号」については、特に

市街地でのご利用がずいぶん減少している状況ということで、今後、正しく、

しらさぎ号のサービスを展開していこうという意気込みで事務局のほうも用意

していただいているようです。 

いずれにしても地域の公共交通のことを、この委員会だけで決めてもなかな

かうまくいきませんので、地域の住民の皆さんがそれについてご理解頂いて、

私たちが努力して知恵を出して住民のみなさんへのメッセージを出せるような

仕組みを考えていく必要があると思います。 

伊賀市の場合はずいぶん前から交通計画をたてて実行に移しつつあるのです



が、まだまだいろんな形で出来ていないところがある。今日はしらさぎのお話

なのですが、これからも伊賀市の公共交通がいかにあるべきか、どういったサ

ービスをしていけば良いか、皆さんにいろんな意見を頂いて、市民のみなさん

にいかに使って頂けるような仕組みを作っていくかが大切だと思っております

ので、是非、忌憚のないご意見をいただければと思います。 

皆さんが肩書きを背負ってらっしゃることは重々承知いたしておりますが、

個人的意見でも結構ですので良い知恵を出していただいて、是非多く発言いた

だいて、少しでも伊賀の公共交通が良くなるように、議論を重ねていきたいと

思います。 

 

３審議事項  「上野コミュニティバス「しらさぎ」のルート変更について」 

（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、「上野コミュニティバス

しらさぎのルート変更等について」でございます。事務局から説明を求めます。 

（事務局） 

「上野コミュニティバスしらさぎのルート変更等について資料に基づき説明 

 

[質疑] 

（三重運輸支局 大川） 

確認ですが、しらさぎ号の北ルートを新しく新設されるということですが、

こちらについては地域公共交通確保維持改善事業のフィーダー系統の補助を受

けられる予定はあるのでしょうか。それと、もう 1 点、運賃ですが、北ルート

と外回り循環で系統を分けるとのことですが、この運賃は、いったん精算され

るということで、乗り継ぎ運賃の設定をされる予定はないのでしょうか。 

（事務局） 

⇒北ルートの新設については補助金の申請予定はありません。運賃については、 

乗り継ぎ運賃の設定も随分、内部で協議を行いましたが、現在、市内で走ってい 

る他の行政バスとのバランスもあり、今回は乗り継ぎ運賃の新たな設定はせずに、 

１乗車 200 円の設定としていくこととしました。ただ、今後、いろいろなご意見、

ご要望等も出てくるかと思いますので、他の行政バスのことも含め、乗り継ぎ運

賃のことも考えていきたいと思っております。 

 

（伊豆原会長） 

これは、フィーダー系統として地域間幹線バスにつながっていますか。廃止

代替バスの柘植線は幹線になっていますか。 

⇒（事務局） 



市内で地域間幹線に該当する路線としましては、現在、三重交通さんが運行

されている上野名張線、阿波線、玉滝線の３路線がありますが、柘植線は地域

間幹線には該当しませんでした。 

国の補助申請を見送った理由としましては、しらさぎ号の位置づけとして、

地域間幹線バスと接続機能のある路線という位置づけをしていない路線である

ということでフィーダ－系統の補助要件には当たらないだろうということと、

市交通計画の施策である、北ルートの新設を早く実施したいということで、今

回は補助申請の検討を見送りました。 

 

（伊豆原会長） 

実証運行をして、来年度に向けて見直しをかけながらやった場合は、フィー

ダー系統の補助に手をあげることは可能でしょうか。  

 補助基準に合うかどうかは今後の課題になると思いますが、１年間の実証運 

行をして、その結果、少しいろんな箇所を修正していただいて改善の方向が見 

えてきた時には、せっかく補助制度であるので、経費の面からも助かると思い 

ますので是非ご検討ください。 

それと、料金については他の行政バスとの関係もあるので、なんらかの形で

手を打たなければいけないのかもしれません。データで乗り継ぎされる方がど

の程度あるのか。北ルート、外回り循環との関係だけではなくて、他の路線な

どともどれくらいあるのか、例の計画の時には、虹ヶ丘にも接続しようかとい

う話がありましたね。そこら辺りが、うまく動いてくると乗り継ぎの料金シス

テムも考えていかなければならないといます。これは、問題提起していただい

たと言うことで事務局のほうでお答え頂いた様に、少し考える時間を頂いて、

前向きに、うまくいけるような仕組みを考えていかないといけないでしょう。 

ただ、問題があるのは、今言われたようにすべての路線の料金が同一料金で

はないので、廃止代替も含めて、それなりの乗り継ぎの話を整理していかなけ

ればならないと思うので、ちょっと検討する時間やデーターが必要かと思いま

す。 

 

（堀永） 

初めて会議に出たもので、よく分からないのですが、「乗り継ぎ」とはどうい

う事を言われているのでしょうか。 

（事務局） 

⇒しらさぎ号につきましては、追加する北ルート以外の既存のルートが上野産

業会館を起点といたしまして、外回りで市民病院を経由するルート、それと上

野産業会館で市民病院を経由いたしまして内回りを循環するルートの２つがあ



ります。外回り循環に乗られた方が産業会館に着いて、今度は北ルート経由へ

乗り換えて行く。これをしらさぎ号についての「乗り継ぎ」とさせてもらって

います。 

（堀永） 

わかりました。確認のためお聞きしました。 

（伊豆原会長） 

⇒私の方からもご説明しましょう。資料４－１をご覧下さい。平日の外回り循

環西コースの上野市駅前始発が 8：10 です。それが、また上野市駅前にもどっ

てくるのが 8：45。そのバスがそのまま北ルートの 8：50 発になる。そしてまた

上野市駅に 9：12 にもどってきて、今度は東コースの 9：30 発になる。バスが 1

台で回っていくので、他のルートはバスを降りないと、次の乗り継ぎが出来な

いが、このルートだけは 1台のバスで北コースと外回り循環の西と東にうまく 1

台で行ける。経費を節約する理由から、1台で回していきましょうと言うことな

ので、上野市駅前で降りなくても２つのルートに行けるということです。その

時に料金については、降りていただくと 1 回ずつ 200 円掛かるが、降りなくて

も精算できる仕組みを考えましょうということです。 

 

（増井） 

路線図ですが、もう少し大きい地図で、今、北回りを協議しているのですが、

内回り、外回りとあわせて３つの路線図があったほうがわかりやすかったので

はないでしょうか。 

（伊豆原会長） 

おっしゃるとおりです。あれば、ご準備できますか。 

（事務局） 

⇒３つが一緒のものは、まだ出来ていませんので、既存のルートのものを配付

させていただきます。 

 

（伊豆原会長） 

これは、７月から運行したいという事ですよね。 

（事務局） 

⇒７月１日からは手続に要する期間から、難しいと思っておりますが、７月の

出来るだけ早い時期に運行を開始したいと思っております。 

 

（伊豆原会長） 

ＰＲといいますか市民の皆様に知ってもらうための手だてはどうですか。 

（角田副会長） 



 市広報への掲載とか。何月何日号に予定しているのか。 

（事務局） 

⇒許認可の手続と並行して、市の広報誌や報道機関への資料提供でＰＲさせて

頂こうと思っています。市の広報誌は 7月 15 日号を予定しています。 

 

（角田副会長） 

明日から議会があるが、今日、お認めいただいたら、議会へ報告する機会は

どうか。 

（事務局） 

⇒議会の開会中に、議員全員懇談会がございましたら、そこで一定の説明をさ

せて頂きたいと思っています。 

 

（伊豆原会長） 

既存のバス路線とも繋がるのであれば、広報誌だけでなく、他に繋がる路線

とも乗り換えていけるのだというＰＲや特にこういった新しい建物も出来たわ

けですし、バスターミナルなどに全体の絵が欲しいですね。簡易なものでもよ

いので看板みたいなものがあって、こういったことをやっているということを

分かって頂くというのが大切なのではないかと思います。広報誌は、こういう

ことを言っては申し訳ないのですが、全ての方が見られるとは限らなくて、む

しろ路上なりバス停の所に見やすいもの、新しいものが出来ているなと分かる

ようにお願いしたい。 

（事務局） 

⇒現在の上野産業会館のターミナルのところに看板的なものの設置と、廃止代

替バスや接続する三重交通さんのバスについても、三重交通さんと協議をさせ

て頂いて出来る限り車内にも掲示できるようにお願いしたいと思います。 

（伊豆原会長） 

この施設（ハイトピア伊賀）の玄関のところとか、バスを普段使わない人に

も教えないといけない。今、バスを使って頂いている方とかには掲示したりす

れば良いと思うのですが、一番大切なのは市役所の玄関の入り口とか、公共施

設の入り口とかそういう所に設置をして皆にこういうものが出来るのだなと分

かって頂く事が大切だと思います。いろんなところで目に付くような方策がい

ると思う。ぜひお願いしたいと思う。 

（角田副会長） 

 報道機関の発表のときに、他の路線とも接続して使えるということを記者の

方に理解してもらえるようにして欲しい。 

（三重運輸支局 大川） 



７月中に運行開始ということですが、運輸支局で手続処理をさせて頂くのに

低１ヶ月はかかります。こういう系統が新設されるということは、事前の１

週間前までには各停留所に案内をして頂かなければいけない。７月３１日に開

始されたとした場合、２４日までにはうちの方で処理をさせて頂かなければい

けない。通常もう少し時間が掛かるのですけれども 大で１ヶ月以内ぐらいに

処理をさせていただくとして、その場合、道路管理者へも照会をさせて頂くの

ですが、「支障がない」という回答を早急に頂けるという事が前提です。停留所

の交通障害については警察の方には了解を得られたということですが、道路管

理者につきましては、法律上かならず照会をさせてもらわないと、この公共交

通会議で了解をされたとしても照会は必要となってきます。非常にスケジュー

ル的に厳しい状況ですので、今日、皆様のご了解を得られた場合は、早急に手

続をとって頂かないと７月中というのは難しくなりますので宜しくお願いいた

します。 

（伊豆原会長） 

書類の準備とか道路占用許可は先にして頂かないと進めませんので、よろし

くお願いいたします。一応、事前には確認頂いているようですが、今の時点で

７月何日とは言えないということですよね。 

 

（伊豆原会長） 

北ルート方面にお住まいの方が市民病院方面にも行きやすくなりますね。病

院へ行かれる方の手段はずいぶん良くなるので、病院にも「こういうのを作っ

たよ」という広告みたいなものを置いて頂ければ、クルマで来られている方が

それを見て、これに乗ればいいんだと気付いていただけると思います。 

また、これを機会にアピタさんなどのスーパーなどに、何時にバスが来ます

よというアナウンスをして頂くようなこともお願いしてはどうでしょうか。私

の町のイトーヨーカドーではアナウンスが入ります。これが非常にお客様に評

判が良い。それによってレジの混んでいる時間帯などはレジをゆずっていただ

けたりする。市民の譲り合いも出来てくる。そういう小さなことですが評判が

良くなってきます。バス遅れて来る場合もありますが、乗車する５分、10 分前

にアナウンスがあると良いですね。 

（角田副会長） 

ジョイシティは、バスは中に入らないのか。 

（事務局） 

⇒県道沿いに停車します。 

（伊豆原会長） 

アピタは玄関の敷地内に停車しますね。売り上げにつながると良いですね。 



 

（堀永） 

１年間の実証運行をするということで、さきほど説明があった乗り継ぎ運賃

の関係は、検討するということですが、この資料を見ますと利用者がだんだん

減ってきているのがわかります。収支率が変わらないのなら、値上げをしない

方向で考えて頂けたらと思います。 

（角田副会長） 

⇒しらさぎ号につきましては、スタート時点では運賃が100円だったのですが、

あまりに収支率が悪いので 200 円に上げさせていただいた経緯があります。い

つも言うのですが、しらさぎ号は高齢者の方が多く利用されていますので、高

齢者の方に多く乗って頂くには、それに対応したバスであることが必要でない

かと思います。 

（伊豆原会長） 

200 円の区間があって、ゾーンをまたいだら 100 円ですというようなやり方も

あります。30 円あげるとか 50 円あげるとかではなくて、両方のゾーンをまたい

だら 100 円あがる。一般の三重交通の路線も同じようにする。このようなとこ

ろも結構あります。そうすると利用者が増えているようです。事業者さんにと

っては値下げになって、当初は若干減収になるようですが、利用者が増えれば

前の数字と一緒になる。ゾーン展開ならば、どの町から乗っても同じ料金にな

るので乗られる方が安心です。しらさぎ号だけが 200 円。三重交通に乗ったら

300 円とか、途中まで乗ったら 300 円。280 円とかはややこしい。どれを乗って

もこの区間は 200 円、乗り継ぎは 100 円として頂くとわかりやすいですね。 

 

（堀永） 

私は神戸地区ですが、市の南の方に位置しています。地域外からの意見とい

うのも大事なのでしょうが、 も多く利用される中心市街地の方が委員にいな

いのはどうなのでしょうか。 

（事務局） 

⇒昨年の９月に委員の更新がありまして、住民自治協議会から委員を選任する

にあたって、住民自治協議会代表者会議で内容等説明させていただいて、地域

公共交通会議委員には神戸、古山の２地域から委員を推薦するということにな

りました。今日の議題は、上野コミュニティーバスの件が中心となりますが、

その他の地域の案件についてもお諮りします。すべての自治協さんに委員に入

っていただければ一番良いのですが、人数の制約もありますので住民自治協議

会の中から代表して２地域の方に来ていただいているということです。 

（角田副会長） 



自治協さん全体の中で選んでいただいたわけですね。 

（堀永） 

自治協を代表してということですが、他地域の我々だけではなかなか解らな

いことが多いです。 

（伊豆原会長） 

たとえば、青山地域のことは青山の、神戸地域のことは神戸の、虹ヶ丘のこ

とですと虹ヶ丘の自治会の皆様とお話をするという風にしていかないとこの会

議だけで決めるのではなく、その地元の皆さんと連動していけるようにしない

といけないかも知れませんね。 

（角田副会長） 

前回のきじが台の件の時は、自治協、自治会のみなさんが参考人で来ていた

だいていたのか。 

（事務局） 

⇒関係者ということで来て頂いて、経緯等をご説明頂きました。そういうやり

方もあるのかなと思います。 

（伊豆原会長） 

やはり地域の事情などもあるでしょうから、お二人にとっては分からない事

も有るのは当然かと思います。こういうときには、関係する地域でご検討いた

だいたことを、この場でお話をして頂けるようにしていきたいと思います。 

 

（伊豆原会長） 

しらさぎについては、こういう形で何とか早く運行をしたいということであ

ります。事業費は今回増加するわけではないのですね。 

（事務局） 

⇒ランニングコストについては、一応現行の範囲内で収めていきたいと思って

おります。ただ初期経費は若干かかってきますので、その分についても極力費

用を抑える形で考えていきたいと思っております。 

（伊豆原会長） 

この件については、審議事項ですが、よろしいでしょうか。 

（委員一同） 

了解（合意した。） 

 

（伊豆原会長） 

それではなるべく早く運行を開始していただいて、乗り継ぎのことも含めて、

ご利用状況等のデーターはしっかりととって頂くようにお願いします。 

 



４ その他 

 （伊豆原会長） 

 その他について、事務局から資料があるようですが、よろしくお願いします。 

（事務局） 

事務局から、市の行政バス及び廃止代替バスの現状について説明いたしたい

と思います。《資料に基づき説明》  

 行政バスや廃止代替バスを取り巻く状況につきましては年々厳しさを増して

いると言わざるを得ない状況です。これは事業者の路線バスも例外ではありま

せん。加えて市の自主運行バスに対しては三重県さんの運行費補助金によりま

す支援を受けながら自主運行してきたわけですが、県におかれましても国の地

域公共交通確保維持改善事業の新設などの状況を踏まえて、県と市町の役割分

担を明確化する為の協議を進めて来られました。また県独自の事業仕分けをさ

れた結果、今後、県においては直接市町をまたぐ地域間幹線バスの維持に財源

を集中され、市町の運行バスについてはそれぞれの市町が主体的になって担っ

ていくといった一定の方針を示されたことがございますので、従来受けており

ました県補助金につきましては、平成２５年度分から廃止の方向にあると伺っ

ております。つまり、１０月１日以降の運行分から補助金がなくなるというこ

とです。一方、国の新制度でございます確保維持改善事業につきましては、市

町運行の既存の路線でも新しい補助制度の対象とされると聞いておりますが、

一定の条件をクリアする必要があるということでございます。利用者の減少と

コストの上昇が続きますとますます市財政の負担が増すことが予測されます。

こうした厳しい状況の中で市民の移動手段をいかに持続可能なものにしていく

か、残していけるかというのが課題となってまいります。当面は、現在進めて

おります市交通計画に位置付けた、課題解決の為の施策を着実に実行しつつ、

近い将来には市の交通体系そのものの根本的な見直しが必要になってくるだろ

うというふうに考えているところであります。 

 

（伊豆原会長） 

ありがとうございます。ただいまのご説明等に対して質問・ご意見はありま

せんか。 

（三重県交通政策課 平井） 

 県のバスの補助金についてなのですが、事務局さんの方から説明のあった内

容のとおりでございまして、繰り返しになりますが国の補助制度が平成２３年

度から大きく改正されまして、これまで市町さんで運行をされております市町

バスについては、支援というものがなかったのですが、制度が改正されまして、

一定の条件を満たせば国の補助が受けられる事になりました。県としましても



国の制度改正の動きを見据えたうえで、平成２１年度から、県と市町のあり方

につきまして、国や学識経験者、バス事業者、市町さんに入って頂いて検討し

てまいりました。その結果、先ほど説明がありました複数市町をまたぐ地域間

幹線バスにつきましては県が、そして日常生活の移動ニーズに対応した地域内

バスについては市町さんが主体的に担うということで方向性が出た所でござい

ます。加えまして、昨年、三重県で独自に実施をしました、いわゆる事業仕分

けで、実は、この補助金が仕分けの対象になりまして、そのなかで市町バスに

対する県の補助金につきましては「要改善」という判断がなされました。さら

に県と市町の役割を明確にした上で、今度改正されました国の制度を活用して

県の負担につきましては極力抑えるような方向で改善すべきであるという意見

が出されたところであります。これらを踏まえまして平成２５年度の補助分か

ら市町運行バスの補助を廃止する方向で、これまでに市町さんに対しましても

ご説明をしてきた所でございます。ただ、全く市町さんへの支援がなくなるか

といいますと、市町さんの地域内バスにつきましては、極力、国の支援の対象

となるようにアドバイス等はさせていただきますし、市町さんのバスが国の補

助制度に乗っていけるためには、県が支援をしていきます地域間バスの充実が

必要となってきますので、地域間バスの充実といったところで市町さんへの支

援を引き続き行っていきたいと考えております。 

 

（伊豆原会長） 

要は国の補助制度が変わって、県の制度にチェックが入って、県の一定の方

向が出されている。ということになると市町の負担が増える。今のままですと、

特に伊賀の場合はフィーダー路線としての補助申請をしていないものですから、

早めにフィーダーといいますか、今日の北ルートだけではなく、その他運行し

て頂いている行政バス、廃止代替バスの改善案を早めに作っていかないと補助

金は望めなくなる。フィーダー路線は、改善が約２割必要ということでしたが、

たとえば本数の事、ルートの事、接続の事その他をここで議論して、来年６月

の補助申請に間に合うような改善案を早急に作っていかなければいけないと思

います。具体的な実行案を関係者の皆さんと協議をしなければいけない時間が

どうしても出て来ますので、そういった所を頑張っていただいて、来年には一

つでも多く補助対象路線の形にもっていけるようにして頂きたい。1億６千万円

もの持ち出しとなる状況を市民の皆さんにもお伝えいただいて改善案を作るこ

とが必要かなと思います。このことは委員の皆さんにもご支援いただけたらと

思います。 

需要が少なくなればどうしてもこのような事が起きてきます。なるべく皆さ

んの税金を使うことを少なくするように考えていくというのが課題かなと思い



ます。宜しくお願いします。 

他になければ、次に運輸支局のほうで作られた資料についてご説明お願いし

ます。 

 

（三重運輸支局 大川） 

《生活交通を確保するための相談窓口について資料に基づき説明》 

 

（伊豆原会長） 

これを各住民自治協議会の皆さんにお伝えして欲しいと思います。各協議会

の中には事務局の方もおられますから、一度、事例集みたいなものを開いてい

ただいて、クリックすれば資料がどんどん出てきますので、「どこを直したらよ

いか」とか「自分たちの地域ではどうしたらよいか」というのを先に考えるの

は大変だけど、資料を見ながら他の所ではどういうことをしているのかを参考

にしながら自分たちの地域のことを考える。こういうふうにしてみなさんとお

話をして頂くと良いかと思います。たとえば岡崎市にも地域のバスがあります。

山の方へ行くバスがあって、地域の皆さんが運行協議会を作っている。自分た

ちが利用するするだけだと実はそんなに乗っていないが、町の方からも乗って

もらおうということで、自分たちの地域の良いところを見に来てもらうために

市街地の人たちにメッセージを出して、ハイキングに来てもらっている。そし

てその際に、一緒に回って案内をしてあげたりする、ハイキングを助けてあげ

るグループが出来ている。自分たちのバスにたくさん乗るには、自分たちだけ

では人口が少ないのでどうしても限界がある。だから市街地の人たちがちょっ

と遊びに来てくれることを企画して、自分たちでハイキングコースを作ったり、

パンフレットなどを作って市役所に置いてもらったり、そういうことをやって

いる。小学生の子が来たりするとそこで交流が生まれたりしています。 

 移動のためだけのバスではなく、そのバスをうまく活用してみんなで楽しみ

を作ることをしている所がいっぱいあります。そのあたりの事が事例集には載

っているので、ぜひバスを使って楽しむ方策みたいなことを考えていくことも

大切かなと思います。丁度、今日の新聞に近鉄さんが新しい観光車両を作られ

ることが掲載されていました。あれは移動のためではなく、乗って楽しむため

のものだとはっきりおっしゃっていました。私たちの生活が楽しめるそういう

仕組み。そいうことが事例集には知恵袋として詰まっていると思いますので、

ぜひ活用して頂きたいと思います。 

それから先ほどのフィーダー路線の事も地元の皆さんが「こういう所を直し

たほうがいい」など支局の方に直に言って頂いたら、出来れば地元の皆さんと

事務局の方々と一緒になって支局に相談をするという。そういうことをやって



頂いたら良いと思います。是非お願いします。 

他になければ、今日の第 1 回伊賀市地域公共交通会議を終了させていただき

ます。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。今回が今年度第１回目だったわけですが、現在、

行政バスに関しまして見直し作業を進めている所でございます。そういった中

でまた公共交通会議に諮る事案が出てまいりましたら、またお集まりいただく

事になるかと思いますので、その際には宜しくお願いいたします。本日はどう

もありがとうございました。 


