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平成２８年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 議事概要 

 

■会議名称  平成２８年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２８年６月１日（水）午後１時１５分から午後４時まで 

■開催場所  伊賀市役所本庁２階第１委員会室 

■出席者（敬称略） 

【委員】 

伊豆原 浩二（愛知工業大学）、辻本 勝久（和歌山大学）、福嶌 博（代理：近畿

日本鉄道（株）営業企画部 西川 裕子）、榎本 方士（伊賀鉄道（株））、仲 範

和（三重交通（株））、宮﨑 利章（伊賀警察署）、土手 一彦（市民公募）、廣島 

悦子（市民公募）、町井 淳志（市民公募）、山下 隆道（代理：中部運輸局交通政

策部交通支援室 山田 慎児）、小出 和仁（中部運輸局三重運輸支局）、冨永 健

太郎（三重県地域連携部交通政策課）、岡 久美子（ハートシップ）、川上 善幸（い

が移動送迎連絡会）、藤岡 淳次（伊賀市企画振興部長） 

【オブザーバー】 

宮川 高彰（中部運輸局鉄道部計画課） 

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

交通政策課 森課長、稲森主査、福西主査、山岡主任、杉浦  

【支所】 

伊賀支所振興課、島ヶ原支所振興課、阿山支所振興課、大山田支所振興課、青山支所

振興課 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要 

１．開会 

 交通政策課長 森 

 

会長あいさつ 

会長 形成計画ができて、すでに実行の年になっている。そろそろ実行したもの

をこれからどう自己評価するかの時期に入っている。私たちが自己評価した

うえで、市民の皆さんに問いかけるのが筋である。そういう意味で形成計画

の進捗状況は大切なことなので、皆さんにしっかり見てもらい、またご指摘

をいただいて、改善の方向へ向かっていけたらと思う。 

また、伊賀鉄道の再構築事業は非常に大きな課題である。公共交通の軸と

なる伊賀線が活性化することがこのまちの活性化に繋がることなので、皆さ

んから知恵を頂き、事業を良い方向に進めていきたいので、よろしくお願い

します。 
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・協議に先立ち、小出 和仁委員（三重運輸支局）から、パンフレット『（地域公共交

通について）活発で良い議論ができる会議のために。』の内容について説明。 

 

２．協議事項 

（１）協議会規約及び事務局規定の改正について 

事務局から資料１に基づき説明。 

（質疑等なし） 

【承認】  

 

（２）伊賀市地域公共交通網形成計画の実施状況について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

委員 進捗状況管理と進捗度合の評価について、進捗状況欄がハイフンで、進捗

度合がＥ評価（未実施）になっているものが見受けられる。２９年度以降に

実施または検討することになっているものは、こういう形もあり得ると思う

が、今実際に検討期間中のものは、動いていかなければならず、今後の見込

みでも結構なので記載するようにすれば、それに対する議論も進むと思うの

で、その辺りをもう少し補足した方が良い。 

事務局  形成計画は昨年８月にでき、それ以降の取組で実際手をつけられていない

部分がある。今後の対応等については、「問題点、課題等及び今後の対応」

の中で記載している部分もあるが、進捗や今後の見通し等も記載する必要が

あると思うので、再度整理する。 

委員  進捗度合Ａ評価は、比較するものがないため、どれくらい成果があるのか

分かりにくい。Ａ評価は計画どおりに進んでいるが、成果としてはどうなの

かが分かりにくいのが率直なところである。 

それから、５ページで、イベントを色々やってくれているようだが、いつ

やったのか、案内があったのか全く記憶がないので、伊賀市の広報力の弱さ

があると思う。せっかくなのでしっかりした案内を考えてもらいたい。 

 平成２７年４月に介護保険法が変わり、移動の問題が大きく取り上げられ

ている。福祉有償運送と並ぶほどの乗降介助、移動の問題がある。そこに対

して、伊賀市がどのような施策で進めていくのか教えてほしい。 

 また、無料お買い物バスについては、日々状況が変わっている。ついに私

の住む阿山でも、社会福祉法人のひとつで、デイサービスが空いている時間

に送迎するサービスが始まった。これはありがたいことだが、公共交通には

少なからず影響がある。これからは、いろんな角度から交通を見ていかない

といけない。この進捗状況の中に細やかな部分が出ていないので、その辺り

も考えていく必要がある。 

事務局 進捗状況、度合で成果が分かりにくい部分は再精査し、次回以降反映でき
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ればと思う。 

 イベントの周知が不十分であるという点については、各事業者を中心にＰ

Ｒをしているが行き届いていない部分もあると思うので、市がやる部分も含

めて情報発信力を高めていきたい。 

 介護保険法改正関係の施策は、福祉部局と情報共有し、調べるので了承願

いたい。 

 お買い物バスは、市内の状況を調べ、本日の資料にまとめているが、想像

以上に広がっている実感である。この辺りの影響、整合をどう図っていくか、

引き続き考えていきたい。 

委員 ＰＲの仕方の意見について、伊賀鉄道のＰＲ方法について申し添える。イ

ベント、ツアーに関してはできる限りパブリシティの形で新聞等にほぼ載せ

てもらっている。当社のホームページや、上野市駅前に大看板を置き、目に

つくようにしているが、市と共にさらなる工夫をしていく。 

議長 口コミも大切と思う。ビラ配布等あると思うが、いろんなところで話題に

してもらえるような仕組みが必要である。伊賀鉄道さんもこのメンバーや周

辺の皆さんに、話をしてもらえるよう情報提供すると、話がしやすいと思う。

看板を置いたり、車内やどこかに貼るのは一定の効果以上のものがあるとは

思えない。そんなところも含めて、ＰＲの方法を考えていただきたい。 

委員  ８ページの「分かりやすい乗り継ぎ情報提供」に関連して、三重県ではバ

スの乗り継ぎ情報をスマホ等で見るような、公共交通ネットワークの見える

化事業がある。今年度コミュニティバスも見える化を推進していくので、伊

賀市さんもご協力願いたい。 

委員 ２ページの伊賀鉄道伊賀線とJR関西本線との乗り入れの可能性の研究に

ついては、これまでも施策として挙げていながら毎回未実施となっている

が、関西本線の電化複線化は進んでおらず、ローカル線の1路線としてそう

いうことは考えていないという発表もされている。 

ここは逆に、柘植までいけないか。反対に、近鉄線が本線から市駅に向か

って乗り入れられないか、もう一度考えてもらえないか。そうすれば乗り換

えの利便性など良くなるのではないか。 

事務局 乗り入れ直通化について、近鉄線から伊賀線へは線路幅が違うという問題

がある。近鉄の広軌に合わせることになると莫大な事業費になり、実現の可

能性はない。直通化の便利さはあるが、コストとの兼ね合いがある。 

ＪＲと伊賀線の乗り入れの可能性について、前の交通計画からの引き継ぎ

の施策であったが、幸いＪＲと伊賀線の線路幅が同じであるため、乗り入れ

ができないかとの市民の提案を反映したものと記憶している。現実にはＥ評

価となっているが、各事業者にはこの提案についてどんな課題があるのか従

前から聞いている。信号等の保安設備の統一、車両の改造、電車とディーゼ
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ルとの動力の違いもあり、かなりの投資が必要で、それに見合う需要がポイ

ントとなる。この施策をもう少し堀下げ、可能性を研究していく必要がある

と思うが、実現にはハードルが高い。 

議長 そこは少し疑問のあるところで、可能性の研究ということで、勉強してど

うなるのかというところは表に出るのか。 

軌道の幅の話とか、車両の長さが違うとカーブを曲がりきれずに脱線する

ことにもなるなど、いろんな条件がある。今まで検討してきてクリアしなけ

ればならない点を一度整理したものを、皆さんにお見せしないからいつまで

たってもＥ評価だと言われてしまう。そこを本当にクリアしていくのか、研

究していくのかどうかの提案なら良いのだが、この文章であればいつまでた

っても同じ表現になりかねない。非常に難しい案件であることは皆さん承知

と思うが、一度、事務局で検討するべきである。 

委員 ２７年度に実施予定であるがＥ評価の未実施となっている施策はどれか

というと、先程の議論になったＪＲ関西本線と伊賀鉄道の乗り入れについて

の研究と、９ページの地域住民による各種活動の実施、バスの乗り方サポー

ト、利用モデルダイヤ作成等の施策であるが、２８年度について実施の具体

的な予定はあるか。 

事務局 ２７年度実施予定としたものの中には、計画策定時点では具体的に何をす

るか定まっていなかったものもある。例えば、伊賀線公有民営化後に実施す

る方が良いと思われる施策については２９年度以降の実施予定としている

が、具体的な話ができればすぐにでも取り組んでいけるものについては２７

年度から実施予定とした。しかしながら、現時点では、地域住民と具体的に

何ができるか出せていない。 

伊賀線については、２９年度に公有民営化、また本年は開業１００周年で、

自治協や地域の団体を主体とした伊賀線活性化協議会を中心に、地域との連

携の強化を図るきっかけを考えており、今後具体的なものを検討していく予

定であるが、当該施策としては、現時点で特段の進捗がない状況である。 

委員 今の説明だと、伊賀鉄道に関する話のみに聞こえるが、バスについての記

載があるが、その点はどうか。 

事務局 バスについても現時点では具体的な計画がない。形成計画の重点施策とし

て、地域運行バスなどの新たな取組をしていく中で、地域とどんな連携がで

きるか検討していきたいと考えている。 

議長 ここはもう少し柔らかい考え方で、バス停に草が茂っていたらきれいにし

ようとか、地域の皆さんにマイバス意識を持ってもらうということを含めて

やっていく必要がある。バスを利用するとき、バス車両だけではなくバス停

も含め全体を見ることも必要。ただ今のご指摘では、Ｅ評価ということは、

何も手をつけなかったということで、それはおかしいという疑問があったか
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らと思う。できることからやっていけばいいわけで、２７年度にできること

があったなら、やっておく必要があったのだろうと思う。実際は２７年度は

動かなかったのだから、今年度からは動きましょうという方向でいけばよ

い。 

地域との連携と言ってハードルをあまり高くすると結果的に何もできな

くなるので、例えば自治会の方にいろいろお願いしたり、老人会の皆さんに

お願いしたり、こちらからメッセージとして送ることが大切である。 

委員 伊賀鉄道に関しては、進捗状況が良い事業がある一方、バスはあまり進ん

でいない印象がある。伊賀線祭りのイベントにバスを絡めていってはどう

か。乗り方サポートも同様である。電車が好きな子供はおそらくバスも好き

だと思うので、そういう協力関係が築けると思う。バスと電車を合わせて、

施策をクリアできた、ということにしてもよいのではないか。 

事務局 以前にもバス事業者さんから、イベントのときにはバスの展示も可能とい

う話をいただいている。提案を反映できるように事業者と調整をして公共交

通に親しめるイベント、啓発に繋がるようなものにしていけたらと思ってい

る。ご提案ありがとうございます。 

委員 提案だが、伊賀市も無料お買い物バスが流行っているので、伊賀鉄道も開

業１００周年を記念して１週間くらい無料で乗ってもらうというのはどう

か。近隣地域に伊賀市を発信するのに絶好のチャンスと思う。 

事務局 発信力のある取組を、という趣旨かと思うので、趣旨に合うような取り組

みを検討していきたい。 

議長 進捗度合は事務局サイドから見たもので、評価ではない。次のステップと

して、今年度末くらいまでには一度自己評価が必要である。 

【承認】 

 

（３）平成２７年度決算及び平成２８年度予算について 

 事務局から資料３に基づき説明。 

 監事を代表して冨永委員より監査結果の所見を報告。 

 （質疑等なし） 

【承認】 

 

（４）伊賀鉄道伊賀線新駅整備について 

 事務局から資料４、４－１に基づき説明。 

委員 前回出していただいた図面と、今回の資料の１ページの図面とは異なって

いる。商業施設の中に導入路をつけるとのことだったが、今回の図面にはな

い。乗客は駅からぐるっと回って商業施設に入らなければならないが、どう

なっているのか。 
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事務局  前回示した平面図では商業施設への連絡通路をつけていた。駅整備ととも

にできればということで、関係者と協議を進めていたが、直接店舗内に入る

点で難しさがあり、スロープを下りて、一旦道に出て店舗に入ることと効果

的に差がないということから、今回、同時の整備ではなく、駅整備後、利用

者の動向、ニーズを見極めながら今後の駅周辺の整備の中で考えていくこと

とし、今回の駅整備からは外したものである。 

委員 スロープに屋根をつける話があったと思うが、今回の計画に入っているの

か。 

事務局 前回その提案がなされたが、駅全体の事業費が厳しい中、移動の円滑化基

準、県のユニバーサルデザインのガイドラインといった基本的なところはし

っかり守っていく観点から、勾配、手すり、スロープの材質に十分配慮して

いる。 

全てに屋根をかけても、全ての風雨から守れるかということや、スロープ

を下りた直後に接道している道路に直接出てしまうこと、また、この道路も

歩道整備がされておらず、車寄せのスペースも確保されていないことから、

今回上屋の整備については見送ることとした。 

ただし、ホームの上屋だけで全て足りるかということがあるので、実施設

計を少し変えていくことも考えており、障害のある方や駅利用者に不便のな

いようにしていく。 

委員 一番の問題は、マックスバリュに上るスロープでお年寄りへの対策ができ

ているかということである。市役所新庁舎ができると交通量も増え、車寄せ、

歩道の問題が気になる。計画の中で見送るとのことだが、駅完成２～３年後

に国や県の補助を活用してすることはできるのか。補助が出ないからできな

いとか、先送りするとそういうことになってしまう恐れはないのか。 

事務局 中長期的に考えたとき、財源の手当てはしっかりできるかまでは、正直考

えていないが、新駅周辺はまだまだ改良の余地があると考えている。新庁舎

の計画もある中で、２９年度には駅の方を先に整備し、それから徐々に進化

させていきたいと考えている。 

委員 スーパーに入る橋が欲しいと言うことで、市としてお金は限られているか

もわからないが、イオンタウンや市民からの寄付や、枕木オーナーのような

方法など市民が関われるようにしたらどうか。せっかく新しく作るなら、良

い物を作ってほしい。 

イオンタウンに頼んで協力してもらえないか、全く駄目なのか興味があ

る。 

待合室は屋根もなく、ドアもないものなのか。 

事務局 待合室は２箇所設ける。ホーム上に少しくぼみを持たせて椅子を設置し、

屋根と後ろには壁も設置する。ただ、出入りのドアは作らない。よくあるホ
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ーム上にベンチのある形をイメージしてもらえたらと思う。 

事務局 市以外からの協力については、まさにその通りかとも思う。整備時期との

絡みもあるが、事業者さんの何らかの協力については、引き続き働きかけて

いきたい。 

委員 この協議会での責任もたぶん大きくなってくる。バリアフリーで車椅子の

方でも利用できるよう考えてもらいたいのと、元気な方には階段でいけるよ

う、きちんと整備していただきたい。 

ランニングコストの８０万円は、どういうものを想定しているのか。 

事務局 基本的に電車の前方の扉から出入りをしているが、朝夕のラッシュ時乗客

が多い場合、前後の扉を開けて対応するが、そういった場合の駅での切符回

収等の業務要員１名の日当等が入っている。また、若干の電気代を含んでい

る。 

委員 概算工事費は大幅に安くなることはないのか。安くなった分で、階段をつ

けたりできると思うが、どうか。 

事務局 少し検討の余地は残っているが、大幅に下がることはないと考えている。 

委員 いろんな業者に見積もりを取ってみたら、相当安くなったりする場合もあ

るかと思うが。 

事務局 工事時点で請負差金が出るかも分からないが、設計時点での見積もりとい

うことで、この額で計上している。 

委員 ２ページの表で、近鉄委託工事費等18,465,500円とあるが、工事費は別で

あるのに、なぜ事務費に工事費が計上されているのか。 

事務局 鉄道という特殊な面がある。安全性など、近鉄の独自基準があり、信号や

軌道、通信などの工事は、近鉄の力を借りなければ発注できないため、手数

料などの費用が発生する。また、鉄道敷地内での作業に必要な安全性を確保

するための立会いの経費も含まれている。 

委員 スロープの事業費について、所沢市かどこかで、西武鉄道の部品をふるさ

と納税のお礼にしている記事を見た。使途を漠然としたものではなく、伊賀

鉄道の駅建設とすれば宣伝効果があるのではないか。また、納税してくれた

人にフリー切符等をつければ効果があるのではないか。 

事務局 伊賀市のふるさと納税では、総合計画の基本的な目的で寄付をお願いして

いるのが現状である。他の自治体でも、事業を目的とした寄付を募る「ガバ

メントクラウドファウンディング」を取り組んでいるところが出てきてい

る。その流れを踏まえ、伊賀市でもその制度の設計をしているところであり、

今年度中には「ガバメントクラウドファウンディング」を取り入れていこう

とする段階である。おっしゃることも手法の一つとして、制度の設計時期も

踏まえ、庁内で検討していく必要がある。 

委員  １０数年前、サンピアが民営化するとき個人から出資金2,000円ずつ集め
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て使ったという記憶がある。市という公的機関として難しいとは思うが、建

設費用を作る場合にそういったことがどこまで可能なのか。 

事務局  市の厳しい財政状況もあるので、研究していきたい。 

委員  額はそれほど集まらないと思うが、ＰＲ効果は絶大と思う。早くやればや

るほど話題性にもなるので、できれば早いほうが良いと思う。 

事務局  国の補助制度の関係で、活性化再生協議会が事業主体になるので、市もし

くは協議会としてできるかどうかも含めて研究し、可能であればまた相談さ

せていただきたいと考えている。 

議長  再生協議会が事業主体であるという仕組みについて、今の平面の話、屋根

の話等はこの協議会で決めたことになるので、協議会の責任はとても重いも

のになる。 

駅、スロープだけで収まる話なら良いが、新庁舎ができて市役所表玄関の

駅になるにもかかわらず、お金がこれだけだからここまでしかできないとい

う話なのか、これからちゃんとした駅を作っていきたいという話なのか。 

先程の「先送り」という言葉はおかしいと思うが、駅周辺をどう整備して

いくのか。道路の状況も今のままで、駅としての機能が果たせるのか。一度

整理しておかなければ、駅のプラットホームとスロープだけの図で終わって

しまうのは気になる。上野市駅の機能から見て、新駅がそれだけの機能を果

たしていけるのかのチェックをしないといけない。財政的に大変なのは分か

るが、駅周辺でやらなければならないことが見えないまま、この駅で良いと

いうことにはならないと思う。 

 市として、駅を出て新庁舎に歩いていくまでの空間をどう考えているの

か。単に駅を作ればいいというわけではない。そこまで協議会で議論した上

で駅を作る話をしないと、事業主体は協議会で後に施設を市へ移管するのな

ら、疑問に対してきちんと協議会で方向性を整理して、決めていかなければ

うまくいかないと思う。詳細設計が２９年３月までであれば、事業主体が協

議会となる限り、いつまでにＧＯサインを出すか見えないままスタートする

わけにはいかないので、提案された部分を検討し、整理をしていく必要があ

る。 

事務局  駅だけでなく、全体の周辺整備もまちづくりとどう絡むかが大事だと思っ

ている。国の補助に乗っていくということでは、より対象になる部分が今日

説明した部分である。スケジュール的には、詳細が分からない部分があるが、

概ね今月中には一定の事業費や補助対象部分を確定する必要がある。 

それ以外の周辺部分や歩行空間の問題については、道路の部局や市庁舎の

担当部署と別途相談しているところである。また、商業施設の協力を得なが

ら、駐車場や駐輪場をどうするか相談しているところである。今日のところ

は、そこまで報告できるレベルにきていなかった。そのような中で、補助の
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関係の急ぐ部分を分けて話している次第である。 

当面、期限が迫っている部分はこういう形で進めさせていただき、補助金

申請は来年であるが、本年度その周辺のところの考え方をお伝えできたらと

考えている。役所の都合で、補助対象とそうでない部分を分けて説明し、全

体を見渡した上での話をせず、分かりにくくなり反省している。 

補助金関係のスケジュールが迫っているということで、事業費や施設の確

定を進めている部分については、事後報告になると思うが、会長と相談の上

お示しできたらと思う。庁内的にも市議会での報告をしていこうと考えてい

るので、ご理解いただきたい。 

議長  国の補助金と市の負担金を入れて事業をするということで、大変お金がか

かる。屋根はどうしてもバリアフリーの中では無理なので、カットできない

かとか、イオンタウンへの通路は駅施設として必然的に要るものなのかどう

かといった判断の中で、次のステップにしようということで、今回は絵が抜

けたものと思う。しかし最初にその絵をつけたのは、それが利用者にとって

必要と判断したからであるはず。そのあたりの意識をしっかり持っておいて

ほしい。お金がなかったから削ろうということではなく、利用者にとって何

が最低限必要なのかの話である。 

 先程の「後からやれますか」という意見のように、後からやることのもの

すごいエネルギーを考えたとき、今の段階で駅舎の補助金だけでなく、道路

系の補助金などいろんな国の補助金の仕組みがあるので、しっかり押さえつ

つ、できるだけ国の補助をいただく戦略を持って、最低限これだけというも

のを示さなければ、駅だけ作ってそれで終わりかという疑問がつくために、

皆さんから意見が出るのだと思う。「幹線鉄道等活性化事業費補助」の対象

を整理しながら、とのことなので、そのあたりはご理解いただき、次のステ

ップを考えて、新庁舎に移って皆さんから良い駅と思ってもらえるよう、よ

ろしくお願いしたい。 

委員 新しい庁舎へつながるバス停の位置はどの辺りを想定しているのか。 

事務局 イオンタウンの中にコミュニティバスのバス停があるが、それ以外で具体

的にどこに置くかは決まっておらず、検討はしていない。新庁舎には最寄り

の所に置く。駅の近くで言えば、イオンタウン内のバス停ということである。 

委員 新しい伊賀市の駅の顔なので、バスもきちんと使いやすいものにしてほし

い。 

【承認】 
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３.報告事項 

（１）鉄道事業再構築実施計画の策定について 

 事務局から資料５に基づき説明。 

議長 これは補助の認定とセットではないのか。 

事務局 公有民営化方式については、この計画を認定されないと伊賀市が第三種鉄

道事業者になれない。 

議長 先程の国の補助事業とリンクしていないのか。 

事務局 駅の事業とは直接リンクしていない。 

議長 分かりました。 

議長 認定申請が９月の予定ということで、申請前にはもう一度協議会で説明い

ただくということでよろしいか。 

事務局 そのように考えています。 

 

（２）伊賀市地域公共交通再編計画基礎調査の成果概要について 

 事務局から資料６に基づき説明。 

議長  見直し手順は随分前に決めてからかなり経っている。今回は、見直しの基

準をチェックしてみたらこうだった、という報告である。 

見直し基準をどうするかはまだこれからであり、この辺りは私たちももう

一度整理し直し、議論する必要がある。見直しのたたき台は市で作っていた

だく。 

 もうひとつは地域運行バスの導入について、地域単位の行政バスも含め

て、地域での運行を考えたときにどうするか、いろんな事例を基に調査して

くれたと思うが、これに固執するのは別として、市の方向性として考えてい

かなければならない。幹線、準幹線、地域行政バスと３段階の構成にしてい

るが、本当にこの形でいいのか、事務局も悩んでいると思う。地域運営協議

会で住民の参加をなるべくお願いしていくという考え方もある、という報告

である。 

 

４.その他 

市内無償送迎バスの現状について 

 事務局から参考資料２に基づき説明。 

委員 こんなに広がっているのかと驚いている。 

会長がおっしゃったように、バスの評価基準はかなり古い。お買い物バス

は平成２３年頃から出始めていて、本当に数字だけで決めていいのか。元気

な人はクルマで、病院や買い物に不自由な人が無償バスに行っている現状の

中、公共交通が入る隙間がないのか、公共交通はどうあるべきか考えていく

必要がある。  
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この無償バスが１０年先もあるのか、個人的に長く続かないのではと不安

を持っている。消費のあり方が変わる中で、事業者が繁盛している間は良い

が、傾いてきたとき、公共交通が弱りきっていたら、なかなか間には入って

いけないのではないか。 

 他の市町村では、この２～３年で病院自体が送迎を始めているが、１０年

先まで維持できるのか不安なところもあるので、次のバスの基準を見直すと

き、何らかの形で入れていくべきである。 

事務局  おっしゃる通りである。前回の交通計画策定の際に起きていなかった状況

が今、出てきている。病院の自家輸送も街中で見かけることもある。そうい

う新たな取り巻く状況も勘案した中で、再編・評価を考えていかなければな

らない。 

具体的にどうするのかは、これが長く担保され続くものか、公共交通の役

割を担ってもらえるのか、非常に疑問な部分もあるので、どう評価するかを

踏まえて、公共交通のあり方を考えていきたい。 

議長  ゆいの里はマックスバリュが事業費を負担しているが、それ以外はどこが

負担しているのか。無料でサービスするということは、少なくともどこかが

お金を費やしてサービスを行っているわけで、実際は誰が事業費を負担して

いるのか。 

 負担と効果を整理していくと、果たして本当にこれで良いのか疑問であ

る。この地域の中でどういう負担をしていくか、個人の負担、公的な負担、

地域の負担もあり得ると思う。無償で送迎することのリスクを皆さんが本当

に考えていただいているか。道路運送法上も外れることになるので、安心安

全を含め、これからどうしていくか、しっかり整理し、考えていく必要があ

る。 

 


