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平成 28年度第１回伊賀市地域公共交通会議 概要 

 

■会議名称  平成28年度第１回伊賀市地域公共交通会議 

■開催日時  平成28年８月18日（木）午後３時～午後５時 

■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）、服部明（東部地域住民自治協議会）、嶋澤正彦（きじ

が台地区住民自治協議会）、仲範和（三重交通㈱）、前田敦志（三重県タクシー協会）、

鈴木嘉也（三重交通労働組合）、小出和仁（国土交通省中部運輸局）、冨永健太郎（三

重県地域連携部交通政策課）、岩崎彰（三重県伊賀建設事務所） 

【事務局】 

企画振興部藤岡部長、藤山次長  

交通政策課森課長、稲森主査、福西主査、山岡主任  

各支所振興課、課員 

 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 

２．会長あいさつ 

 本日の協議事項は、いがまち行政サービス巡回車の運行時刻等の変更についての１

点です。後で報告事項にあるが、平成２７年度のバス路線別実績の資料がある。その

内容を確認すると、行政バス・廃止代替バス共に昨年はかなり利用者数が減少してい

るように見受けられる。三重交通の路線、タクシーの利用機会がどうなっているか分

からないので、後でお聞きしようと思っている。 

別に利用する方が少なくなったから需要度が低くなったというわけではなく、なぜ

こういう結果となってきたのか。路線によってばらつきも見られる。 

実は隣の津市の状況を聞いたとき、買い物事業者の買い物無料バスが回っている情

報を頂いた。伊賀市もそういう影響が入っているか分からないが、もしそうであれば

住民の方が利用して生活の質を上げるため、または生活していくために無料バスとい

う仕組みで動いているのであれば、それなりの評価をすべきと思う。 

ただ、残念ながら私たちがこの会議で議論している路線は有償の仕組みであるので、

そういう仕組みだけでいいのかどうか。 

合併以来いろいろと運行方法を変えて、行政バスや廃止代替バスを運行してきてい
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る。私たちもこの会議でいかに良いサービスを提供できるかを皆さんと議論してきた

わけだが、果たして現状のままでいいのかどうかを考える時期が来ている気がしてい

る。いわゆる定時定路線型が皆さんの生活の足になっているのかをもう一度整理する

必要があるのではないか。これは伊賀市に限らず、地域によってずいぶん変わる。   

私の住んでいる尾張旭市は、４月からようやく10年越しに１時間に１本になった。

それによって地域の方が大変便利になったという感覚を持った。利用者も多分20万人

を越える。これは地域の条件によって変わる。 

無料サービスのバスは私の町ではほとんどなく、病院のバスが走っている程度であ

る。伊賀市にとって、行政バス・廃止代替バスという形で本当にいいのかどうか、こ

れから考えてみんなで実行していくような仕組みが必要ではないかという感じがして

いる。定時定路線型の仕組みで物事が済むのかどうか、ずいぶん世の中も変わってき

ている。 

テレビでご存知と思うがウーバーという仕組みがある。 

タクシーの状況にもよるが、白ナンバーのタクシーがいいのかどうか、ルール上の

問題もあるが、そういうことがすでに起きつつある中で、現状の交通形態をこのまま

続けていっていいのかどうかを住民の皆さんと膝を突き合わせてしっかり抑えて、投

資を少なくしながら良いサービスが展開できるか探っていきたいと思うので、肩書き

にこだわらず個人的な意見でも結構なので、ぜひ住民の皆さんの生活が良くなるとい

う視点を踏まえてご意見をいただけたらと思う。 

 

３．協議事項 

いがまち行政サービス巡回車の運行時刻等の変更について 

事務局から資料１に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

委員 今回の変更で、どれくらいの利用者増が見込めるのか。 

事務局 柘植・西柘植線は、現在小学校の低学年が利用できないという地元の

要望があり、６ページの⑤のように運行時刻を変更し「柘植小学校東」

停留所を16：03発としたことで、小学生に利用していただける運行とし

たため利用者は増えると思う。 

全体的には柘植・西柘植線について、柘植駅と新堂駅、また廃止代替

バスの柘植線との乗り継ぎ等の状況把握はできていないため、どれだけ

増えるかは今のところ分からない。 

会長 気になったのは、小学校から要望があったから動くという話。 

もともとこれでは駄目だったわけです。子どもたちが利用しているに

もかかわらず利用できない運行時刻をセットしてしまっていた。 
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資料２‐(４)については、廃止代替バス柘植線が改正されたときに、

すぐに柘植・西柘植線も変更しておかなければならなかった。ＪＲ関西

本線が先に情報をくれず困っているのは重々承知しているが、ＪＲも20

分も30分もずらしたわけではないのではないか。 

駅と繋がっているところは、意味がない時刻表をいつまでも放ってお

くことが一番のミスである。本来であれば協議事項であろうが、先に運

行時刻を変更して、事後報告で委員の皆さんにこうしたと示すのが、本

来の書面決議だと思う。 

そういうサービスを先にやってから皆さんに「変えましたがいかがで

しょうか」というなら分かるが、後手になっていると、この半年間でバ

スが使えずに離れていった利用者はもう戻ってこない。半年間、自分の

行動を変えてしまってから、もう一度バスに戻ってこられますか。 

今回、議論することは大切だが、他に影響する路線に時刻変更が起き

たなら、それに伴って動いておかなければならない。それが書面決議で

事後承諾かもしれないが、やってもいいと思う。むしろそれがサービス

であると思う。 

もし運輸支局がそれで駄目というなら運輸支局に怒ればいい。良くし

ていこうとしているわけなので、恐らく運輸支局は「ノー」とは言わな

いと思う。この半年間、乗り継ぎがずれていたことが残念である。早め

にやらなければ意味はないと思う。こういう話をどんどん柔軟に変えて

いけるから地域公共交通会議がある。この会議を待つのではなく先に動

いて、しっかり協議会のメンバーの承諾を得ておいてほしい。 

先ほどの「どれくらい利用者が増えるのか」という質問は「これ以上

減らしてほしくない」という意図をお持ちだと思う。是非そういうこと

をフレキシブルに対応してほしい。 

電車が来る前にバスが出発した、バスが到着する前に電車が出てしま

ったでは誰も乗ってくれない。住民の方は離れてしまう。一旦離れてし

まったのを元に戻すのはとても大変である。今日は、いがまちの話であ

ったが、情報を早く掴んでいかに市民に上手にサービスを展開するかが

大切と思うので、是非よろしくお願いする。 

委員 会長がおっしゃったように、事前に相談していただければ適切な対応

をする。 

会長 周知する方策はあるのか。 

事務局 この会議で了承いただいたら、バスの車両に変更する旨の予告を掲示

する予定である。 

会長 貼り紙だけでは駄目である。 
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事務局 運転手からも案内する予定である。 

会長 運転手からもアナウンスし、小学校へも、保護者や先生へも案内をし

てほしい。コミュニケーションが大事である。 

事務局 学校とも協議しているので、この結果をもって案内する予定である。 

会長 ぜひ丁寧にお願いする。 

 

協議事項について  【承認】 

 

４．報告事項 

 （１）青山行政バスの運行時刻の変更について 

事務局から資料２に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

会長 三重交通にお願いするが、時刻変更の12分から16分へというような数

分の変更はフレキシブルに対応することは可能か。ダイヤ改正と同時は

難しいかもしれないが、例えば年度初めなどは不可能なのか。 

委員 不可能ではない。事前に情報を入手しながら行政と相談しながらより

良い利便性向上に努めていきたい。 

会長 一番困るのは通勤と通学の高校生である。このようなズレを何ヶ月も

そのままにしておくことはいけない。 

しかし、変更する場合は、運行事業者の同意を頂かないといけない。

そのような調整をしていると変更が遅くなり利用者は困ってしまう。 

20分も40分もずれてきたら運行計画に大きく影響すると思われるが、

数分の変更でも、フレキシブルに対応することは難しいのか。 

これは伊賀市だけのことではない。３ヶ月間、半年間バスを使えない

と思ったお客さんが、バスの時刻変更となったときにバスに戻ろうとし

てくれる殊勝なお客さんは少ない。結局、逃げてしまうことになりかね

ない。運転手や配車計画は大変かと思うが、営業路線全線になると対応

は難しいか。 

委員 鉄道関係の時間がずれると、ここだけに限らず全線の見直しをしない

といけないのが実態である。そういった中で、数分だからということで

簡単にはいかない。利用者の利便性向上は絶えず考えていかなければい

けないことなので、迅速な対応をしていく。 

会長 営業路線をお持ちの中でやっていただくので、柔軟にしてくださいと

しか言いようがないが、こういうサービス提供をしている限りは営業路

線であっても、鉄道の情報がいつ頃入るか分からないが、密にしていか
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ないと公共交通を使うチャンスがなくなり、結局、利用者が少なくなっ

てしまう。 

鉄道との接続は早めに対応するのが原則と思う。 

情報がいつ入るか分からないが、鉄道事業者によってずいぶん違うと

聞いているが、是非よろしくお願いする。 

事務局長 先ほど説明したが、会長からご指摘いただいたダイヤ変更については

タイミング良く会議を招集できればいいが、できない場合は先に適切に

変更し、直近の会議で事後報告をすることで、今後進めてよろしいか。 

会長 本来ならば、協議事項として協議して皆さんの同意を頂いてからのほ

うがよいが、会議で承認を取るのか、書面のほうがいいのかはルール上

の話なので運輸支局と相談したほうがよい。 

委員 資料２の４月～６月に行われた事前協議や聞き取りをもう少し短縮

することはできないか。今回は近鉄のダイヤ改正なので三重交通ならば

早く入ってくるのではないか。三重交通の営業路線は近鉄のダイヤ改正

に合わせて動かすはずなので、多分その情報は早く入ってくるはず、も

う少し事業者と連絡を密にして、ここまで時間をかけなくても三重交通

もすぐに対応してもらえると思うので、会長がおっしゃるように３ヶ月

もかけなくても、場合によっては１～２週間で対応できると思う。 

運輸支局へも連絡をしていただいて、可能であれば書面決議をしてい

ただきたいが、今回のような事後報告もやむを得ないと思うが、一報だ

けはいただきたい。 

そこは努力していだたきたい。 

事務局長 この行政バスや廃止代替バスは、市が発注していることもあり、常に

鉄道などへ接続するバスのダイヤ改正の情報収集に気をつけて、乗り継

ぎがずれることがあれば速やかに事業者に変更するよう申し出し、運輸

支局へも一報を入れ、会議ができなければ書面決議をし、影響が出ない

ようにできるだけ期間を短縮できるようにする。 

会長 青山地域の皆さんに、この情報は伝わっていますか。 

事務局 はい。各戸に変更のチラシを配布しているので、しっかりと情報は伝

わっている。バスの運転手とも相談しアナウンスをしている。 

会長 紙ベースで配っても全然駄目である。 

広報誌に載せても隅々まで読んでいる住民は何人いるか。アナウンス

など情報提供はいろんなやり方でお願いする。 

 

報告事項について 【承認】 
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 （２）市内バス路線別実績(平成２７年度)について 

  事務局から資料３に基づき説明 

 

  <質疑・応答> 

会長 行政バス、コミュニティバスを含めて大山田の行政バスは徐々に増

えてきている。阿山や島ヶ原、いがまちは減っている。 

状況によって増加したところと減少したところの原因でお気づきの

ことがあれば教えてください。青山行政バスについては、これだけ減

るというは、運転手に聞けば何か分かるのではないか。 

事務局 利用者が減っている件は、中学生の数が減ってきているのが大きな

要因である。社協や青山福祉会でお買い物送迎無料バスがあり、そち

らへ利用が移っているのも要因ではないか。 

会長 社協の話が出たが、これは青山だけの問題なのか。 

事務局 青山、いがまち、上野もあると聞いている。 

会長 社協のサービスと公共交通サービスはどちらが増えてどちらが減っ

たというのではなく、住民の皆さんがどういう選択をしたのかという

ことが大切である。 

社協の無料バスの利用が増えたから、行政バスが減ったというだけ

では意味がない。 

いずれにしても行政が行うサービスではないのか。社協の利用が増

えてきているなら、そのサービスは社協に任せて、我々は違うサービ

スを展開するとかいう話をしていかないといけない。 

利用者が減少したのが駄目だということではない。住民の皆さんの

足がうまく確保されるなら、その組み合わせでいいと思う。その評価

をどうするかが大事である。 

社協が運行しているのが、もし青山地域内の３地区だけで、他で運

行していなかったら、その住民の皆さんは怒るだろうと思う。私はそ

ういうのをうまく組み合わせて、有償で運行するサービス、社協のサ

ービスと役割分担を説明していかないと意味がないと思う。社協がや

っているバスは何人くらい利用されているのか。 

三重交通の営業路線だと影響があるのが桐ヶ丘線となるが、その利

用はどうか。 

委員 多分、青山行政バスは運賃を変えたため、利用者が減少したのでは

ないか。 

今までは、三重交通と同じ運賃で桐ヶ丘団地内を走らせていたが、

行政バスの運賃を均一にしたことで、桐ヶ丘団地の方は定期路線であ



7 

 

っても、行政バスであっても同じように乗っていたが、運賃が変わっ

てから定期券やバスカードも使えないよう区分けをしたので、青山行

政バスの人員が減ったのではないか。 

運行側の意見としては、均一料金にしたために、桐ヶ丘の方は定期

券で青山行政バスに乗れない、バスカードが使えないということで乗

降の数が減ったのではないかと思われる。 

会長 行政バスは減ったが、三重交通が増えたのなら住民の皆さんのサー

ビスが担保されているので、それはそれで良い。そこをチェックして

いかないと意味がない。 

委員 三重交通は、桐ヶ丘団地線の乗降が年々落ちている路線だったので、

行政バスでの乗客が桐ヶ丘団地以降に乗られているお客さんがどれだ

け減ったのかは28年度の結果が出ないと分からない。 

今までは桐ヶ丘線のお客様も行政バスに乗れる定期があったので、

運転手の中には料金が分かれたので乗れる、乗れないがややこしいと

いう意見もあった。 

会長 支所にはそういう情報や意見はないのか。 

事務局 確かに定期券で乗れなくなったという話は聞いている。 

そのことも多少は影響があるだろうが、お買い物バスの話もある。 

やはり子どもの数が減ってきているのが大きな要因と思う。細かく

確認しているわけではないが、私どもも、どんな状況か調べてみる必

要がある。 

運賃を均一料金としたことにより、定期券で乗れなくなり不便にな

ったという意見はあった。利用者が混乱しないよう紙ベースによる周

知だけではなく、運転手にアナウンスしてもらうことにより、分かり

やすい利用を伝えることとする。 

会長 青山行政バスは安くなったのではないか。安くなったにもかかわら

ず減ったのか。 

事務局 はい。 

委員 市街地東部といって町の真ん中に位置するが、コミュニティバスに

は、子どもはあまり乗っていない。主に高齢者の利用であるが、年齢

や元気さは関係なく、病院やスーパーに買い物やお見舞いなどでと、

利用する人の用途は違いがある。それを頼りにして生活している人に

とっては、大事な交通機関である。だから、利用が減っているからと、

コミュニティバスを廃止にしてほしくない。 

比自岐の人から、駅まで行ったら地域のバスで連れて行ってくれて

便利だと聞く。諏訪からも同じようなことを聞いた。 
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行政バスと社協のバス、介護での送迎バスと用途は色々だが、移動

手段がない人に便利に使ってもらえる方策を考えることが大事と思

う。交通弱者に目を向けていくのが行政の役割ではないかと思う。 

事務局長 年々、バス交通の利用状況が悪くなっているのは、少子高齢化や人

口減少が進んでいるということが原因のひとつと思うが、おっしゃる

ように生活交通をどう維持していくか、今の形がいいのか、早く地域

を入れて考えていく時期に到達していると思っている。 

そんな中で、今日、委員さん方に見ていただいている利用実績をも

っと地域の皆さん、市民の方に知っていただきたいと思っており、こ

の地域公共交通会議ではないが、別の交通関係の会議で各地域７箇所

に部会を設け活動しているものがある。そういったところでこういっ

た情報を発信し、認識していただいた上で、どういうあり方がいいの

かを深く考えていただく機会を設けたいと思っている。 

行政から今までもこういう状況は良くないと運行形態の変更の提案

をやってきた経緯もあるが、なかなか地につかない状態である。 

どうしても行政から押し付けた形になってしまいがちで、もっと地

域の側からいろんな提案をもらえる形を取りたいと考えている。 

委員 東部地域は車坂から緑ヶ丘まで１万人超住んでいる。ご存知の通り、

今年いっぱいで市民センターが昔の商業高校の跡地に移転する。また、

体育施設も移転してくる。そこへアクセスするルートの変更をしても

らえるのか。 

委員 地域として、少子高齢化は我々のような小さな地域でも深刻なもの

となっている。利用者減の問題も人口減少に関わりが大いにあろうか

と思う。 

将来的に伊賀市の財政が豊かでないと聞いている。この多額の支出

がいつまでできるのか、非常に不安に思っている。そういうところか

ら、もう今見直しの時期に来ていると思う。住民のほうからも知恵を

出してということだが、なかなか素人で専門的なことは無理かと思う

が、いろんな人がいるので経験者の意見も合わせれば出ないことはな

かろうと思う。 

地元の地区は名張市のはたっこ号を利用していてありがたい。あれ

ひとつで病院、買い物などにいけるので非常に重宝している。伊賀市

の財政が特に気になるので、よろしく検討をお願いする。 

会長 路線の評価をしていかなければいけない。利用者が少なくなったか

ら要らないという話ではないし、これから団塊の世代が高齢化に入っ

てきて、まだ元気だよという人が結構いるのではないかと思うが、そ
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ういう人たちが７０代になって移動手段が確保されているのか。 

これはお願いだが、移動のサポートだけを我々はここでやっている

が、先ほどおっしゃったように町の施設が変わる、催し物も変わって

くる。今日も実は午前中に地元のシニアクラブで議論をしていた。生

活スタイルが変わってくる中で、公共交通がどういう風に使われるか、

皆で頭を突き合わせて話をする必要があると思う。 

いつも若い研究者は、どうやったらお爺さんを乗せられるかを研究

してほしいと言っているが、お爺さんはなかなか利用してもらえない。

お婆さんは結構ご利用になっている方が多い。なぜお爺さんが乗らな

いのか議論して、地域の皆さんが集まったときに、なぜ乗らないのか

を聞けばいいと考えている。 

「私は車に乗るので、車に乗れないようになったらバスを利用す

る。」とよく言われる。「車に乗れなくなったら、バスも、とっくに

乗れなくなっている。車が最後の手段です。」といつも答えている。 

元気でないとバスは乗られない。ちょっとしんどくても車は乗れる

が、バスは乗れないということを住民の皆さんが議論しないといけな

い。高齢化の問題はそこを整理していかないと、多分誤解されている。 

バスが使えなくなると、あとはタクシーを頼むしかない。足腰が元

気で頭も元気なうちはバスに乗れる。車が使えなくなってからは、次

はバスではなく、タクシーか誰かに乗せてもらうしかない。そのあた

りを住民の皆さんとどこまで話ができるか議論をしてほしい。そうい

う努力をしてほしい。 

なにもバスに乗ってくださいということではなく、バスに乗れる人

は乗って、タクシーを使わないといけない人はタクシーに乗って、送

り迎えが要るのだったらどこかの地域で共助の方策を考えなければい

けない。 

そういうことを議論しないまま放っておくと、「車に乗れなくなっ

たらバスに乗る。」と言われてしまう。車に乗れなくなったらバスは

使えない。バスが使えなくなったら車に乗っていい。 

しかし、逆に言うとそのお爺さんたちはバスを使ったことがない。

「一度使ってみたら意外と楽しいよ。」と言うと、いつも車に乗って

いる方が「そんな馬鹿な」と言いながらも「バスのほうが楽だ。」と

利用者が少し増えた例がある。楽だということが分かったからである。

私は皆さんにどれがいいか選択してもらえればいいと思っている。バ

スが使えるならバスがいいと思われる人が増えるかもしれない。そう

いうところを議論して、公共交通サービスをどうするかを支所もふく
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め議論してもらいたい。 

車をやめたらバスに乗ると言う人はかわいそうだ。せっかく楽に乗

れるものがあるのに、車で危ない目に遭ったり、事故に遭ったりする。

免許返納の話も絡んでくるし、生活の仕組みも変わってくるので、ど

ういう仕組みがいいだろうかというのを皆で考える。私の一番上の兄

が昨秋に免許返納をした。お盆に帰ったときに「バスでの移動はいい

運動になっている。」と言っていた。兄に「老人会で体験談としてそ

れを話しておいで。」と言った。車しか知らない人はそういうことを

まったく知らない。 

私は目が衰えてきているので、夜に高速道路は運転しない。衰えは

個人個人で違う。夜、山道で軽トラックを運転したくない人がいるか

もしれない。高齢者になるとちょっと車をこすっても気にならない人

が多い。それでも車を運転しなければならない人は、ある意味の交通

弱者だと思う。 

バスに乗って下さいということではなく、自分で選択できることを

知ってもらい、バスが必要だと感じたら使ってもらえばいい。地域の

皆さんに高齢者が増えてくる中で、サポートすることが大事である。 

若者の車離れが言われている。免許保有数も車保有数も減っている。

私の大学の学生用の駐車場も最近ガラガラになっている。逆に電車、

バスで十分と言う。スマホで時刻を調べて上手に使っている。車でな

くても上手に動ける手立てをよく知っている。うまく情報さえ提供し

ていけばうまく乗ってもらえる。いかに情報として出すかも大切であ

る。是非これから公共交通の情報提供をしてもらいたい。 

１億何千万円も公共交通に使っているわけだから、その公的な投資

に見合うことをしなければならない。ぜひ地域に戻って、こういう会

議をしたこと、他にうまい使い方があるなど話題にしていただければ

と思う。 

 本日はありがとうございました。 

 

５．その他 

 

   なし 

 

 

以上 


