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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青山地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成２８年９月２６日（月） 午前１０時～午前１１時４５分 

■開催場所  青山支所２階 会議室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

西 良三（矢持住民自治協議会会長）、川合 八司（博要住民自治協議会会長）、

甲野 輝夫（高尾住民自治協議会会長）、坂本 安司（上津地区住民自治協議会

会長）、阿部 修（桐ヶ丘地区住民自治協議会会長）、吉岡 輝一（阿保地区住

民自治協議会会長） 

【事務局】 

交通政策課 森課長、稲森主査、山岡主任、杉浦 

青山支所 森永支所長、澤田課長、大岡主幹、古田主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

・青山支所 森永支所長挨拶 

支所長 日頃、青山地域の活性化に取り組んでいただいていることについて、厚く

御礼申し上げます。本日は伊賀市の地域公共交通の実態を知っていただくこ

とと、各地域の公共交通について一緒に考えていきたいということです。こ

の後、企画振興部交通政策課から説明をしていただきますのでどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

・青山地域部会 川合部会長挨拶 

部会長  本日はお忙しい中、ありがとうございます。９月に入って大変天気が悪く

行事も沢山あろうとか思いますので、天候の安定を望んでいるところです。 

 今日の会議は、法律に基づいた法定協議会である伊賀市地域公共交通活性

化再生協議会の下部組織です。発言内容なども公開されるということですが、

ご協議をよろしくお願いいたします。 

 

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 

部会員 これからの人口減の主な要因は若年層の減少である。高齢者を輸送する手

段が一番大事になるかと思うが、これは行政だけでなく民間も含めた進め方
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と思うが、これは各地域の高齢者の移動手段をお手伝いするというのが着目

点になるのか。 

事務局 主に地域公共交通を利用されるのは、自ら移動手段を持たない高齢者はタ

ーゲットとして大きいが、必ずしも高齢者のみというわけではなく、学生や

市民の移動手段、外部から来られる方の誘客の手段でもある。 

部会員 基本は住民かと思う。外部から来られる方を重点的に考えているわけでは

ないですよね。 

事務局 ないです。 

部会員 住民をターゲットにするならば、２０２５年、３０年頃には恐らく７万５

千人くらいになると思うが、なぜ減ってくるかというと若年層が減って、高

齢者が残る。高齢者同士がお互いにサポートしていく形になる。その危険性

というのはどうか。高齢者の運転の事故が報道されているが、それも含めた

上で高齢者同士のサポートをお願いしようという発想なのか、それとも危な

い人はまとめて運びますよ、という発想なのか。 

特に青山地区はエリアが広く、人が点在しているので移動手段が大変難し

い。東京、大阪の市街地であれば自転車でも徒歩でも事足りるが、青山地域

はほとんど無理である。同じように捉えているのか。伊賀の中でも上野の市

街地の中と外の移動を考えての話なのか。それを皆で考えようということだ

と思うが、どうなのか。 

事務局 おっしゃるように人口減少や少子高齢化が進んでいる中で、地域住民の移

動をどう考えるかについては、青山行政バスや事業者のバス路線があるが、

それらを１０年後２０年後まで持続させるには、行政や事業者の取組みだけ

では追いきれない部分が出てくる。そういう部分を、地域や地域内の団体な

どが関わり、課題を解決していく方法を考えていきたいというのが、今回の

計画の趣旨である。状況としては厳しいので、どう支えていくのか。人が少

なくなったから、乗る人が少なくなったから止めようというのは簡単である

が、将来も維持していくためのベストな方法は何かを地域の皆さんと考えて

いきたいというのが今回の趣旨である。 

 

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 伊賀鉄道の利用は主に学生であるが、学割があっても定期料金が非常に高

い。特に父兄から意見が出ている。次世代を担う若者に対して、もっと手厚

い施策を行ってほしい。それから、伊賀神戸から市駅まで時間がかかり過ぎ

る。車だと２０分くらいなのが倍くらいかかる。素人考えだが、急行などを
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作り、伊賀神戸、依那古、市駅に停まる列車を１日に３、４本走らせてはど

うか。時間短縮をもう少し工夫すれば、行政も利用促進しやすいと思う。バ

スで伊賀神戸まで乗り入れるのも結構だが、伊賀神戸からの時間短縮をして

ほしい。 

事務局 １つ目の伊賀線の学生の通学定期が高いという声は、我々もよく聞いてい

る。平成１９年に上下分離を始めたときに、近鉄から料金体系が分かれた。

今の通勤定期は7割引。近鉄はもっと割引率が高く、従前に比べて名張から上

野市間が倍くらい変わってしまった。そういう理由で上野地区の高校へ進学

される方も減ってきたのではないかとも聞いている。他からももう少し値段

の部分でなんとかならないかと聞いており、補助などを考えるとなると、公

的にやっていかないといけないので、それが妥当かを含めて検討していかな

ければならない。 

時間短縮の話は、この親協議会でもよく出ている。鉄道事業者へ可能か聞

いているが、単線で行き違いがあることから、駅間を早く走っても行き違い

で時間がかかってしまう。伊賀神戸～上野市駅間で２５分ほどである。もし

スピードアップということであれば施設の改良や、列車の性能を上げるのも

必要となり、投資が伴ってくる。費用対効果を考えながらということになる。 

部会員 無人駅の利用データは取っているのか。 

事務局 はい。 

部会員 別の話になるが、我々は四十九駅建設に反対である。新駅に投資するなら

もっと時間短縮に投資してほしい。今の状況から見て余計にコストがかかる

し、ましてや赤字のところに作っても見返りはないと思う。 

部会員 伊賀鉄道の通勤定期は何割引なのか。 

事務局 およそ３８％引きである。 

部会員 市役所職員の通勤利用はどのくらいか。 

事務局 １０人台。非常に少ない。 

部会員 最寄の駅が遠いので、一旦そこに駐車して駐車料金を払ってまた電車に乗

るという部分をどれだけ地元が負担するかになってくる。 

また、市職員の利用促進は月極め、短期間だけ推進しても意味が無い。年

間を通じてやらないと。そこが行政と我々の考えで乖離している。 

部会員 市民病院に行く人は伊賀鉄道のどの駅が最寄なのか。 

事務局 桑町駅です。 

部会員 桑町駅から病院までのシャトルバスは出ているのか。 

事務局 直接はない。 

部会員 近くの駅から病院までシャトルバスを出していただいたらもっと利用が増

えると思う。私は桐ヶ丘に住んでいるが、市民病院、岡波病院、名張市立病
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院へのルートがない。交通弱者にとっては岡波病院までタクシーだと４～５

千円かかる。 

結局青山町までバスが出ているが、近鉄に乗り、伊賀線に乗り換えるのは

ものすごく時間がかかる。行政バスが伊賀神戸まで乗り入れてくれると非常

に助かる。 

青山町の高齢者にとっては、青山町駅は非常に不便である。階段が多く、

旅行鞄などの荷物を持った方は昇降が大変である。近鉄にエレベーターを作

ってほしいと申し入れたことがあるが、１日の乗降客が少なく規定の人数に

満たないと無理だということで、皆さんも平地の伊賀神戸のほうがいいので

できたら乗り入れてほしい。桐ヶ丘のバスでも朝晩混雑しているが、日中は

１人か２人しか乗っておらず、今、デマンドなどの工夫を相談しているとこ

ろである。 

事務局 市民病院や岡波病院の最寄り駅は桑町駅で岡波病院は歩いてなんとか行け

るが、上野市駅から巡回バスのしらさぎ号があり市民病院へは必ず巡回して

いる。岡波病院についても病院の送迎バスが出ており、上野市駅が拠点とな

って病院へ直接乗り入れている。桑町駅から５～６分余計に乗っていただく

ことになるが、利便性で考えれば市駅からしらさぎに乗っていただくのが一

番行きやすいと思う。 

部会員 しらさぎ号は桑町駅を通過しないのですね。 

事務局 ルートが少し離れたところにあり、名阪の側道に停留所があるが、少し歩

いていただく必要がある。雨天の場合など待合がなく不便なため市駅から乗

ってもらえればと思う。 

 

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 

 （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３、４に基づき一括して説明 

部会員 この活用事例は伊賀市で実際運行されているものなのか。 

事務局 地域運行バスは資料４－１の右下の囲みの部分。市町村運営有償運送の活

用による地域運行バスは、比自岐地区のコスモス号を例にしている。限定さ

れた事例であるが、名張市美旗のコミュニティバスを神戸地区のきじが台と

市で一部費用を負担し、運行している例がある。 

部会員 運賃は有償か。 

事務局 有償である。 

部会員 昨年視察に行った名張市の事例はどれに該当するのか。 
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事務局 いわゆる比自岐方式のものをご覧いただいた。 

部会員 桐ヶ丘で問題になっているのは、ＮＰＯ法人がやっていたコミュニティカ

ーというのがあり、お客さんが法人の会員となり一律の会費を集め、ガソリ

ンや車のメンテナンスや運転手費用に充てているのが運輸局から駄目だと

言われた。これは無料だったらいいということですね。 

事務局 法律に触れないという意味ですね。 

部会員 ガソリン代だけならいいが、頭割りで取りなさいという指示だった。一時

期運転手に計算してもらって２～３ヶ月やっていたが、とても煩雑であり、

車の廃車と同時に止めてしまった。 

去年の１０月から青山地区の無料お買い物バスを桐ヶ丘まで回していた

だいて徐々に利用者が増えているが、三重交通のバス停を使ってはいけな

い。自治協で考えてごみの集積場を停留所に使っている。 

一番問題なっているのはお客さんからお金を取る場合、交通協議会や地元

のタクシーやバス事業者に申し入れをしないといけないのかということで

ある。先日、いが移動送迎連絡会の川上会長に伺ったところ、無料であれば

関係ないが、お金の出所が問題で、もしデマンド交通を採用した場合に市か

ら補助をいただけるのか。ランニングコストは自治会、自治協、ＮＰＯ法人

で一部負担すればある程度抑えられるかと思う。目的が１つに決まっていれ

ば、お金を取って運んでも問題ないのではと聞いているが、始めるにしても

車の購入費用がないし、運営するにしても赤字となってしまうので、やると

なった場合、市の補助をしていただきたい。 

玉城町では、社会福祉協議会が参加したデマンド交通を２００９年１１月

に導入し、登録者が１，４００人を越えている。町民１５，７００人の９％

に当たる。年間２，０００万円近い費用がかかるが、町長は家にこもりがち

なお年寄りを外に引き出すということで無料を維持するとおっしゃってい

た。認知症の方や、目が不自由で運転できないなど制約がある方がますます

増えていく中で、こういう形で目的を決めたバスを導入することが重要であ

り、伊賀市で補助金の制度があるなら教えてほしい。 

事務局 この後、個別に協議をとおっしゃっているので、どういうことをお望みか

お聞かせ願いたい。一番難しい問題として、以前に運輸支局から駄目と言わ

れたことは、形は無償であってもお金の出所がどうなっているのか、国では

法律に基づいて許認可となるのでそのあたりを気にしながらやっていかな

ければならないことと、地域でどういうニーズがあるのか、現在どういう交

通体系があるのかとの調整である。それらをクリアするのが前提である。 

桐ヶ丘は三重交通のバス事業者と一部行政バスも走っており一般的に見

れば不便地区ではないが、実際に住民のニーズと合っていないのであればう
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まく調整をしながら一番望ましい形を築いていくことが大事である。地域で

なんとかしようとお考えいただいている所があればぜひ話をさせていただ

き、良い移動の構築をしていきたい。今回の趣旨はこういうところである。 

現状は市でかなり経費負担しているが、利用者が減っていく中で負担が増

えてきており、地域によってばらつきはあるが、このまま継続していくのは

難しい。地域や団体のお力を得ながらなんとか確保できる形を作っていきた

いのが我々の思いである。 

また、真剣に何とかしたいとお考えの所には、こういう場以外に具体的な

協議ができる機会を設けたいというのが我々の思いである。 

青山行政バスは基準以上なので続けられる範囲であるが、長い目で見たら

同じ状況が続くことは難しいので、先を見越してより良い改善方法を取って

いけたらと思う。 

部会員 桐ヶ丘さんはまだ動かしているのか。止めているのか。 

部会員 今は止めている。ＮＰＯ法人で建設会社にお勤めの方がいて、会社の計ら

いで社員に月１回車を貸し出していて、月１回、日曜日に２往復、会員限定

で名張までお買い物バスを出してくれている。 

部会員 地域運行バス支援制度の導入の例を教えていただいたが、どこまでが行政

でどこからが地域で確保されないといけないのか、財政的なものが一番問題

になる。それを踏まえてバスの維持経費についても明記していただければ。

自治協単位でないと駄目なのか、複数の自治協でも良いのか。 

事務局 地域運行バスの制度については現在設計している段階であり、漠然とした

ものしかお示ししていないが、イメージとしては自治協単位になるかと思

う。そこで運行協議会を立ち上げていただいて、形は交通事業者に運行をお

願いする形と、市が許可を取って自治協にお願いする形がある。市も支援し、

地域もご負担いただく制度を構築できたらと思っている。複数の自治協で協

働するというのもありと思う。車両管理費用も含めた運営経費と捉えること

で考えている。 

部会員 高尾地区は交通不便地域である。連絡道路がしっかりしていれば良いが、

古田地区は高尾へ来る場合、道路が軟弱である。 

事務局 どうするかを具体的にご検討いただけるということであれば、個別にご相

談させていただきたい。 

部会員 それを度外視しての計画はいけない。それを含めた計画を立てないと住民

の理解は得られない。 

部会員 青山の南側の３地域は小さくばらばらしていて難しい。効率が悪い路線。

そこのところを考えていただきたい。評価の表で事業評価基準の総合評価は

○であるが、それはどういう意味か。 
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事務局 ２７年度までの評価である。基準自体も現状に合っていない部分があるの

で見直しを考えている。1人あたりの市負担額が大きくなっている路線は、

効率化に力を入れていかなければならない。できるだけ費用対効果が出るよ

う優先順位をつけながら改善していく。○になっているから安泰ではなく、

将来を見据えて変えられる部分は変えていこうということである。 

部会員 市として×から先に改善していかないといけない。 

部会員 地域でもニーズを聴きながら、話し合って協力していかないといけない。

利用しないといけないが、どうしても車で走ってしまう。難しいところであ

る。 

事務局 車は一番便利であるが、公共交通は利用があってのものなので、どこまで

不便さを受容できるかはあるが、残していくことを考えると、何回かに1回

は利用するとか、地域の行事で出かけるときは利用するなどの取り組みをお

願いしたい。 

部会員 青山で走らせているお買い物無料バスを続けていくための方策を考えな

ければならない。社協のバスが陸運支局から注意を受けた話はどういうこと

か。 

事務局 もともと行政が持っていたバスを社協に払い下げ、老人クラブなどに貸し

出していて、その貸し出しの仕方に問題があった。 

部会員 運転手をつけてもらい、ガソリン代など２万円弱の年会費を払う形。 

事務局 社協が福祉的な観点から運営していたが、広範囲になりレンタカー業者と

競合する部分があった。 

部会員 たびたび費用対効果という言葉が出るが、行政から費用対効果を言ってし

まうと住民としてどう対処していいのか分からない。効果が無かったら何も

しないという意味ですよね。そうなればこの会議も成り立たなくなる。その

辺りはどうなのか。 

事務局 一般的な費用対効果と行政が使う費用対効果は少し異なる。公費負担をど

こまでできるかという部分になる。市民が公共交通に使えるお金として許容

できるのがどこかというところである。１つが見ていただいたバス路線見直

し手順。これで全部を整理するのは荒っぽいので、違う視点も入れてやって

いくべきである。これからどんどん経費が嵩んでいくであろう所には、どこ

かで基準を設け地域の皆さんと協働で何とか維持できる形にしていけたら

と思う。 

部会員 国でも県でも市町でも弱者の救済を声高に言っているが、その反面ばっさ

りやってしまうと弱者は要りませんという判断になるので、この評価は十分

分かるが、ある程度緩やかな方向で違う方法を探して頂けたらと思う。 

事務局 まさにこういう場で話合いができたらということである。地域の実態をお



8 

 

聞きしながらどういうところに落とし込んでいくかを探し当てる作業が必

要である。 

 

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 

部会員 地域が主体となって改善計画を立てるというのは大変なことである。具体

的にどう落とし込んでいったらいいのか。 

部会員 こういう方法もあって、地域としてこのくらい協力が必要という案がない

と。先ほどの説明では行政から押し付けてもうまくいかない、というような

表現だった。やはり行政からいい案を出してもらわないといけない。 

事務局 今まではどちらかというと行政で考えたものを提案してきたが、もう少し

地域のほうからも話を出していただきたいという趣旨である。 

部会員 市として、地域の声を引っ張り出しやすいアンケート調査のような方法の

例を提示しないと漠然と言われても進まない。ある程度役員を出してワーク

ショップなど開催してまとめ上げるなどの指導をしないと進まない。 

事務局 その通りだと思います。 

部会員 支所の支援はどうなっているのか。 

事務局 実際に議論するには、まず支所でどういうお客様が乗っているのか、どん

な状況かを事業者からも情報を得ながら調査する。支所で対応が難しい部分

は自治協でも意見を聞いてもらい、お互い確認できる範囲を進めていく。 

部会員 本庁と支所が入った話し合いはしているのか。 

事務局 もちろん行っている。 

部会員 地元へ帰ったら、このようなスケジュールで進んでいくということは話し

ておく。自治協の連絡会でもテーマとして採り上げ、議論する必要がある。 

 


