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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大山田地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成２８年９月２６日（月） 午後７時～午後９時２０分 

■開催場所  大山田農村環境改善センター 小会議室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

藤森 荘剛（阿波地域住民自治協議会会長）、福岡 政憲（布引地域住民自治協

議会会長）、奥 千史（山田地域住民自治協議会会長）、西尾 幸一（阿波地区区

長部会部会長）、馬岡 清史（布引地区区長部会部会長）、西岡 時彦（代理：山

田地区区長部会副部会長 前川 泰平）、福平 悟（大山田地区民生委員・児童

委員協議会会長）、福地 申大（伊賀市障がい者福祉連盟大山田支部支部長）、村

木 一晴（伊賀市社会福祉協議会中部圏域課長）、橋本 敏明（伊賀市商工会大

山田支所長）   

【事務局】 

交通政策課 森課長、福西主査、稲森主査、山岡主任 

大山田支所 福永支所長、池本振興課長、喜多田副参事 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

大山田支所 福永支所長あいさつ 

支所長 日頃のどんぐり号のご利用について感謝します。虹ヶ丘団地の子どもた

ちの通学、また交通弱者の移動手段として、利用が増えている状況である。

しかし少子高齢化や人口減少に加え、団塊の世代が後期高齢者となったと

きに果たして地域を支えていけるのか、阿波ではお買い物バスを運行いた

だいており、布引ではデマンド交通を提案されているが、自治協だけでや

っていけるのか。やるなら大山田を一体で考えていく必要がある。１０年、

１５年先を見据えて、安心して暮らしていくにはどうしたら良いのか、皆

さんと一緒に考えていきたい。  

 

 大山田地域部会 奥 部会長あいさつ 

部会長 国道１６５号が昔から伊賀街道として東西を結ぶ道として重要な役割

を果たしてきた。ここを走る路線バスが無くなったら大山田は秘境とな

る。また、高齢化などでだんだん車に乗れなくなってきたときにどうする

か。ぜひ前向きの意見を出していただきたい。 
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  ・副部会長の互選 

   中森 生郎（大山田地区老人クラブ連合会会長）を選出。 

  

２．地域部会の役割と施策推進の方向性について 

 事務局から資料１に基づき説明 

【質疑応答】 

部会員 この会議で対象としている公共交通は阿波地域で運行している「まごの

手号」とは少し色彩が違う。安全安心な公共交通を作っていくという認識

に立つと、自分たちだけで自主運行しなさいということのないように、一

緒に連携して進めていただきたい。 

事務局 これまでの反省点は、プランニングは全部行政でやって、これでいかか

ですか、みたいな話が多く、そこが連携できていなかった点かと思う。地

域主体とは書いているが、情報等、我々が持っているものを提供しながら

一緒に考えていく形を作りたい。 

実状としては少子化や高齢化などもあり、行政や交通事業者でできるこ

とには限界があると考えている。そんな中で、地域の皆さんも含めいろい

ろな主体が連携して１０年後、２０年後に公共交通をどう残していくかに

力点を置いて知恵を出し合いたい。 

部会員 多核連携型という大きなものを掲げているにも関わらず、今の行政施策

全般を見ていると、交通だけではないが、どんどん手足を切っている印象

である。伊賀鉄道など中心部の施策は進捗しているが、周辺部は進んでい

ない。 

部会員 私は活性化再生協議会の委員にもなっており、３８自治協の中でなぜ１

人だけなのか理由を聞いたら、公共交通不便地域の代表ということで、ま

さにそのとおりである。地域では早くから定期バスがなくなっている。 

布引地域は最近の社協の集計では一番人口が少なくなっており、行政は

地域との協働を常に言われるが、実際に活動できる人が地域に何人いる

か。今ですら難しいのに、１０年度後を見据えた計画など立たない。そう

いう地域を救い上げていただくことでしか公共交通を維持できないので

はないか。 

また、どんぐり号について、布引は青山との境になるが、近鉄を利用し

ようと思うと、どんぐり号と青山行政バスの乗り継ぎが必要になり、両方

の料金を払う必要が出てくる。そういう状況において、支所ごとの運行で

はなく、市一本で運行したほうが便利になると思う。 
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３．報告事項 

 伊賀市地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

 事務局から資料２に基づき説明 

部会員  この公共交通体系のターゲットは高齢者、免許を持っていない方、障が

い者などと思うが、スクールバスはまた別か。 

事務局 公共交通という括りでいけば対象とならないが、行政バスに通学の子が

混乗しており、全く無関係ではない。 

部会員  乗降場所が危険を伴う。教育委員会と交渉中だが、三重交通との協議が

なかなか進んでいない状況である。また、車椅子の方などが利用できる車

両の割合はどのくらいか。 

事務局 三重交通の路線バスでは、法律でノンステップ、ワンステップの車でな

いと更新できなくなっている。古い車両では段差のあるものも残っている

が、順次改善している状況である。伊賀鉄道では、今走っている車両は車

椅子スペースのあるものを導入しているが、駅の設備が従前のままであ

り、乗務員の介助により利用いただいている状況。 

部会員  阿波地区のバスはワゴン車タイプで、細い道でも走っているが、市の公

共交通では幹線道路が主なので、自宅から乗降地までの距離が遠い。路線

はあるがバス停まで行きにくい状況ある。また、乗車時は手ぶらだが、帰

りは買い物の荷物があるときなどはつらく、利用されないひとつの要因と

なっているのではないか。 

事務局 どんぐり号は乗車は必ずバス停からだが、降りるときは運転手に言って

いただいたら、運転手の配慮で自宅の近くなどバス停の無いところでも降

ろしてもらうようお願いしている。 

部会員  先ほども意見があったが、阿波のまごの手号は公共交通ではないという

認識になる。では地元で何とかしようとしたときに、公共交通ではなく、

ボランティアで運ぶことになるが、その場合、事故があった場合に誰が責

任を取るのか。事故の内容にもよるが、ボランティアであっても市へ届出

をすることによって、行政が手助けをすることも必要と思う。 

 また、施策番号８番の市役所新庁舎へのアクセスについて、例えば新庁

舎へバスで行くときなど、待合に休憩スペースを設けることなども今後の

課題になると思う。 

部会員 青山からいがまちまで抜けていく道がかなり交通量が多い。こういうと

ころに着目して、公共交通を使ってもらえる方法を考えたら少しは利用が

増えるのではないか。また、三重交通バスもいつまで運行を続けてもらえ

るかわからないが、バスで上野まで行ってもそこからどれに乗って良いの

か、どこで降ろしてくれるのか、わかりにくい。 
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部会員  上野まで行ったら、しらさぎ号がどういうルートでどういう時間帯で走

っているのか、周辺地域へも改めて周知し、認識してもらうことも大事か

と思う。逆に、中心部の人が大山田へ来て、バスがどのように走っている

かがわかれば利用していただくこともできる。それが地域の活性化にもつ

ながると思う。 

 できれば市職員がバスに１回乗って、お客さんの反応を把握して、それ

をこういった場で教えていただくと、また良い案も出てくるのではない

か。 

事務局 ６年くらい前に１ヶ月間、三重交通バスで通勤したことがあるが、やは

りバスは不安な部分がある。特に帰りの便が最終が１８時台ということ

で、不便だった。 

部会員  少しでも多く利用いただくためには、地域住民でできることはするとい

うことが重要。バス停の上屋は三重交通の所有になるのか。 

事務局 基本的に三重交通の持ち物である。 

部会員 地域で設置している事例もある。 

事務局 最近は三重交通も新設はしてくれず、地域で設置している場合がある。 

部会員  今度、本庁で開催される協議会に出席する。案内通知に伊賀鉄道の時刻

が書かれており、できるだけ公共交通でお越しくださいということだが、

もし公共交通で行こうをすると、どんぐり号と青山行政バス、近鉄、伊賀

鉄道を乗り継いでいくことになり、大変時間がかかる。 

 先ほどの報告で市職員の利用について説明があったが、どのくらい利用

があったのか。 

事務局 平成２７年度実績は２４人だった。まだまだ少なく、もっと頑張る必要

がある。 

部会員  公共交通を利用することで、かなりの時間的ロスが出るのではないか。 

 伊賀市の今の交通体系で、特に通勤に公共交通機関を使うのはかなり無

理があると思う。 

事務局 当然、車が一番便利でロスがないが、利用する人がいないとなると、公

共交通を維持していけなくなる。このまま車社会が進んでいくことは、渋

滞問題や低炭素型の社会を目指していくという中では、それで良いのかと

いうこともある。この３ヶ月間、公共交通利用促進期間の取り組みを行っ

ているが、通勤だけではなく、出張や行楽等にも使っていただくなど、で

きることから始めて利用促進につなげていく。それが積もり積もって公共

交通を守ることにつながるのではないかという提唱もさせていただいて

いる。無理強いはできないが、できる範囲で利用を増やしていただくこと

が重要。 
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事務局  先ほどご意見のあった、バスの使い方がわかりづらいということについ

て、今年度に市内のバス路線を網羅したバスマップを作成し、各戸配布す

る予定なので、ご活用いただきたい。 

部会員 極論すれば、伊賀市の規模で収支率１０％ほどの路線を維持していく必

要があるのか。たとえ現在出ている収支差損の半分でも地域へ出してくれ

た方がずっと良いものができると思う。もっと発想の転換が必要。 

事務局  今の形がベストとはいえない状況になっている。移動のしくみを根本か

ら見直すのも大事で、まさにそういったことをこの部会でご議論いただい

て、方向性を見出していきたいと思う。行政バスも車両１台で網羅してい

るという状況の中では、改善も限界があると思う。 

部会員 公費の使い方として、伊賀鉄道に３億円使うとか、たくさんイベントを

しているがなかなか乗っていただけないとか、どうも施策の方向性が間違

っていると思っている。 

事務局 鉄道事業単体ではすでに破綻している状況だが、まちづくりに活かして

いく必要があることや、鉄道がなくなることで地域全体の価値が下がるこ

とは止めないといけないということで、存続の判断に至った。 

部会員  その考え方が間違っていると思う。 

部会員 人口が減って、利用者も減っている状況の中で、まだあえて伊賀鉄道を

活性化していくんだと言わざるを得ないのがみじめに思える。 

利用者は減っているが、これだけの投資をしてやっていくと正直に言え

ば良いのに、いかにも利用や収益が上がっていきます、という言い方をす

ることがおかしいと思う。 

部会員 やるのなら、多極分散型で地域ごとにこのような交通網を展開します。

採算性は全くありません。しかし皆さん理解してくださいという言い方で

良いと思う。 

部会員 施策番号３１番の地域運行バスやデマンド運行等について、進捗度が B

となっているが、具体的に市内で進んでいるところがあるのか。 

事務局 具体的に進んでいるところはまだなく、制度設計をしている段階であ

る。地域部会等で話をしている中で、取り組みの意向があれば具体的に協

議をさせていただきたい。 

 

４．協議事項 

 バス路線の現状と対応について 

（１） 市内バス路線の運行実績と評価について 

事務局から資料３に基づき説明 

部会員  年間の走行距離について、大山田に比べると伊賀、阿山はかなり多いが、
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これはバスの台数が多いということか。 

事務局 そうです。伊賀は２台、阿山は３台で運行している。 

部会員  どんぐり号の空き時間を利用して、買い物バス等を走らせることはでき

ないのか。 

事務局 バス１台で運行しており、空き時間はほとんど無い状況である。 

部会員  １台で３路線走るので、布引では朝早くと昼と夜しかない。買い物に行

くには早すぎるし、昼を過ぎると夕方暗くなるまで帰れない。 

事務局 １台で高校生の通学と虹ヶ丘の通学に合わせたため、そのようなダイヤ

になっている。 

部会員  支所から出て支所まで戻ってくるのに２時間くらいかかっているので

は。 

事務局 そんなにかからない。３路線走って２時間くらいと思う。朝の１便のみ

虹ヶ丘の通学対応として支所のマイクロバスを使っているため、２台ある

ように見えるかも知れない。 

部会員  車両をもう１台増やして、運転手ももう１人雇うとすれば、経費も倍か

かってしまう。 

部会員 平均乗車人数２．１人というのはどういう見方をすればよいのか。乗用

車でも対応できるのではないかと思うが、そういう見方ではないのか。 

子どもたちが乗っていて、なおかつ２．１人というのは、どういうこと

か。 

事務局  そういうことになる。他の便はもっと少なく、空気を運んでいるだけの

時間帯もあるということである。通学利用があってこの数字が保たれてい

る状態である。 

部会員  １人でも利用者がいる以上は続けていく必要があるので、特に周辺部に

ついては必ず出費がついて回ることを考えておく必要があると思う。 

部会員 自治協としても、利用者がいる以上はどうにかしていく必要があるが、

かといって区長会などで乗ってくれと呼びかけるだけではだめ。 

地域のイベントなどでも使ってもらうような PR を自治協としてもし

ていく必要がある。どうしたら乗ってもらえるのかを考えていく必要があ

る。 

 

（２） 市内バス交通の課題と運行改善策について 

事務局から資料４に基づき説明 

部会員 事務局の説明にもあったように、人口密度の高い地域と低い地域でまっ

たく様子が異なる。買い物や通院の対応など、他地区の事例で大山田と地

域条件が似たようなところで成功事例があれば教えてほしい。 
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事務局 今回特に具体的なものはお示ししていないが、大山田行政バスは現在の

ところ、事業評価基準を満たしているが、これから先もこのまま続けられ

るかどうか懸念があるので、先を見据えて改善策を考えていきたい。 

先ほどからも、どんぐり号が１台で運行しているため、時間的に合わな

いという意見もいただいたが、既存路線の活用として、どんなニーズで使

われているのか、買い物や通院であれば毎日でなくてもよいのではない

か。だったら曜日運行に変えてみる方法もある。そういったことをいろい

ろご相談いただいて、この地域に一番合った方法を模索していけば良いと

思うし、行政バスの形ではもう限界ということであれば、別の仕組みを考

えていくこともあり得る。 

どう使われているかをしっかり調べながらということになると思うが、

ここ数日しらさぎ号に乗り込んでいろんな声を聞かせてもらった。各支所

の担当者にもそうしたことを担当者の合同会議でお願いしているところ

である。 

部会員  これからどんどん高齢者が増えていく中で、自分で移動できない人が増

えてくる。そうすると、移動手段の体制づくりは今よりもっと必要になり、

今後は利用者が増える傾向になってくるのではないか。 

部会員  どんぐり号の空き時間を利用してデマンドバス的な運行ができないか。 

また、ドアツードアのデマンド運行を行うと、タクシー的な要素が強く

なるが、運賃は２００円の低料金でいけるのか。 

事務局 今の３路線３便の運行を保持したまま、空き時間を利用するのは無理で

ある。それなら曜日運行や目的別運行なども考えていく必要がある。 

大山田支所だけの運行を考えると、今の運行を維持していくのは不可能

と考えている。 

部会員  支所単位で考えると限界があるので、市全体として考えてもらう中で、

そういう運行ができないのかという意見である。 

事務局 デマンド運行にも千差万別で、タクシーに近い方法もあれば、今のダイ

ヤを維持しながら、予約があった時だけ走る方法もある。タクシーに近い

方法はやはり経費がかかるので、運賃も高くなってしまう。 

部会員  どこかの商店などが注文を受けて、停留所まで荷物を運ぶ等はできない

のか。 

事務局 どこかの地域では宅急便と路線バスがコラボして荷物を運ぶサービス

を行っている。 

部会員 そういうことをやっている事例はたくさんあるが、公共の行政バスでそ

れをやることに問題がある。阿波地域でバスを始めるに当たっては、アン

ケートをとって、通院や買い物のニーズを把握した上で運行している。 
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地域主体でそういう取り組みを行うのはこれからの流れになってくる

と思うが、それを公共交通の中で議論すると障壁がたくさんあって難しい

ので、やはり自分たちで発信していく事業のあり方を考えることが必要。 

公共を待っていても絶対してくれない。ただ、行政から支援していただ

くことは大事なことなので、柔軟に事業ができるような方策を考えてもら

いたい。 

部会員  比自岐地区は自前の車なのか。運行や免許はどこが持っているのか。 

事務局 自前の車だが支援はしている。運行は運行協議会が行っている。運行届

出は市が行い、運行業務を市から受託している。 

部会員 運転手は二種免許が必要なのか。 

事務局  自家用有償運行なので、二種免許は不要。二種免許が無い場合は全国で

行われている講習を受けていただくことによって乗合の運転ができる許

可をもらうことになる。 

 基本的に比自岐については、市からこの地域をこのバスでこうやって運

行します、という届出を出して登録を受け、運行している。運行本数やル

ートなど、運行の中身については比自岐の協議会で考えていただいてお

り、その上で、市として負担できる額などを踏まえた協議を繰り返し、予

算内で運行できる形としている。 

部会員 市からは赤字補填的なお金を出しているということか。 

事務局 赤字補填というより、最初の協議の段階で予算はここまでというのを提

示し、その範囲に合わせた運行をしていただいている。 

部会員  その収入は自治協の収入となるのか。 

事務局 収入は市からの委託料と運賃収入、各戸の負担金で運営している。 

部会員 黒字になったからといって、市がいくらか吸い上げるということは無い

のか。 

事務局  それはない。 

部会員 利用料金は。 

事務局 １乗車２００円。 

部会員  委託料は固定か。 

事務局 固定である。市としてはそれが上限で、その中で、地域としてもう少し

便数を増やしたい等の場合は、地域負担金を増やすとか、運賃を上げる等

の工夫をしていただくことになる。 

部会員 事故のリスクはどうしているのか。 

事務局  基本的に運行協議会にかかってくる。車両保険など、必要なものにもす

べて加入していただいている。講習もしていただいている。 

部会員 運転手は何名いるのか。 
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事務局 ３名か４名である。 

部会員  車両はマイクロバスか。 

事務局 １０人乗りのワゴンである。 

部会員 どこまで運行しているのか。 

事務局 比自岐の各地区と丸山駅の間を運行している。 

部会員 阿波地域の買い物バスを、再度届出をして補助金を出してもらうことは

できるか。 

事務局 現在、地域運行バスの制度設計を行っているが、これは有償運送を想定

している。そういう形に組み替えていただくことができれば可能かと思

う。ただ、それでどこまで行けるかという話で、三重交通の路線バスとの

整合をどのように図っていくかという課題はある。 

部会員 比自岐には路線バスは全く入っていないのか。 

事務局 全く無い。無くなってどうしようかということで、これができた経緯が

ある。 

部会員 経費１９０万円の中には車検などの経費の全て入っているのか。 

事務局 入っている。通常の管理や修繕などもこの中でやっていただいている。 

部会員 比自岐も、もうバスが来ないという状況の中で、自分たちで何とかしよ

うという話が出てきたと思うが、走っているうちはなかなかそこまで考え

ることは難しいのではないか。 

部会員 坂下地区には既に路線バスが来ていないが、なぜ比自岐のような動きが

できなかったかというと、比自岐よりもっと不便で、みんな車に頼ってし

まったからである。そういう地域だから余計車から離れられない。しかし、

車に乗れなくなったときにどうするのかということが問題である。 

 

５．その他 

 バス路線見直しのスケジュールについて 

事務局から資料５に基づき説明 

【質疑応答】 

部会員 おそらくこのようなスケジュールで見直しが進んでいくことになると

思うが、地域部会で検討するにはノウハウも少ないことから、行政と一体

となって地域の交通体系を作っていきたいと思う。 

この問題は大きな問題なので、この部会とは別に地区の代表である区長

さん方とも協議して進めていく必要がある。 

 

 


