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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阿山地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成２８年９月２３日（金） 午後７時～午後９時 

■開催場所  阿山支所１階 第２会議室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

上林 良畝（河合地域住民自治協議会会長）、西田 正美（鞆田自治協議会会長）、

北川 幸治（玉滝地域まちづくり協議会会長）、宮田 栄司（丸柱地域まちづく

り協議会会長）、宮本 久男（阿山老人クラブ連合会会長）、本田 基久（伊賀市

阿山地区民生委員児童委員協議会代表）、猪岡 恵理美（伊賀市社会福祉協議会

阿山地域センター係長）、谷本 敏彦（伊賀市商工会阿山支部代表）  

【事務局】 

交通政策課 森課長、福西主査、稲森主査、山岡主任 

阿山支所 松本支所長、藤林振興課長、瀧藤主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

阿山支所 松本支所長挨拶 

支所長 本日の会議は、昨年、皆さんのご意見も伺いながら、伊賀市地域公共交

通網形成計画を策定し、地域に特化した施策は地域に精通している地域の

皆さんに主体的に検討、協議いただく方針も盛り込まれていることから、

主に阿山管内を運行しているバスについてご協議いただくことになりま

すので、よろしくお願いします。 

 

 阿山地域部会 宮田部会長挨拶 

部会長 現在の行政バスは市の方で熱心にやっていただいているが、利用者も少な

くなってきており、現状はどうなのかということも振り返りながら、これか

らどうしていけば良いのか、どんな方法があるのか、利用者を増やす方法を

考えていきたい。 

 

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 施策推進の方向性の中で、企業等関係団体と記載されているが、これは具
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体的に誰を指すのか。 

事務局 現在、７月から９月までを公共交通利用促進機関として広報啓発等を行っ

ている。持続可能な公共交通は利用者あってのことなので、市内に立地され

ている企業や団体等へ通勤や出張時等に使っていただけるように呼びかけて

いる。具体的には伊賀線や JR 沿線の企業、県民センター、税務署、商工会

議所などに協力依頼を行った。 

 

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 施策番号７番の、既存バス路線の近隣市町への乗り入れについて、この会

議とは別の場で意見したこともあるが、滋賀県側へのアクセスは早く実現し

てほしい。 

また、三重交通の京都行きの直通バスは利用者が少ないことから値下げさ

れたと思うが、阿山を通っているので道の駅あたりで止めて、半年ぐらい利

用状況を見て評価をするとか、計画は６年間だが、そういうことはすぐにや

っていただきたい。 

事務局 これまでも阿山地域に停留所を設けられないのかという意見はいただいて

いる。 

 こちらから京都へ行くダイヤが早すぎることなどもあり、あまり利用が芳

しくないので、こういう意見もあるとか、予約が必要なことなど、改善につ

いて三重交通に話をした経緯もあり、持ち帰ってはいただいているが、具体

化には至っていない状況である。 

 せっかく京都へ直通するバスができたので、我々としても大事に育ててほ

しいと思っている。三重交通の路線バスなので最終判断は会社となるが、ま

ちづくりに資するところもあると考えている。主なターゲットは京都からこ

ちらへ来る人のようである。 

部会員 車で京都に行けない人が望んでいるようである。あの値段設定なら、外国

人も京都からバスを利用して来ると思う。奈良市がそうで、９割が外国人だ

と聞いている。しかしブームはいずれ去っていくので、やるならとにかく早

くやる必要がある。だめなら事業者が判断すると思うので、どんどん働きか

けてもらいたい。 

事務局 事業者へはまた重ねてお伝えさせていただく。 

部会員 また返事をお願いします。 

部会員 施策番号４４番の、市職員を対象とした公共交通利用促進月間の実施につ

いて、協力者数の２４人はアンケートの協力者数なのか、それとも期間中に
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利用した職員の数なのか。 

 また対象者が何名いるうちのこの数字なのか。 

事務局 ２４人は実際に期間中、マイカー通勤から公共交通による通勤に転換した

職員の数である。公共交通を利用できないところから通っている者もいるの

で分母ははっきりしないが、もう少し頑張る必要があると考えている。 

部会員 進捗状況の評価について、Aから Eまでの評価をしているが、特に Aの、

計画どおり進んでいるという評価は計画に対しての進捗の評価だと思うが、

６年後に成果が出れば良いという訳ではないと思うので、できるところから

着手して、失敗したらチェックと改善を繰り返せば良いと思う。むしろ成果

の方を評価していく必要があると思う。計画に対する進捗だけではなく、そ

ういう見方も必要である。 

事務局 活性化再生協議会の中でもやはり同じご意見をいただいているので、評価

の基準を定めて、内容をしっかりチェックするように改善していきたいと考

えている。 

 

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 ３ページの見直し手順に基づく路線評価の表で、総合評価が○の路線と×

の路線があるが、大雑把に言えばどこに違いや原因があるのか。 

事務局 阿山地域では５年くらい前に阿山地区の交通協議会を立ち上げ、デマンド

への移行を含めた行政バスの検討をした。その中で住民アンケートを行った

が、８割から９割が実際には利用しておらず、あまり必要性を感じていない

という結果だった。デマンド運行をすることで、もう少し効率化が図れない

か検討したが、現在の運行形態で何も根本的な改善をしていないではないか

という話になり、まずは今の形で一定の改善を図って評価を行い、駄目なら

次のことを考えていこうということになった。 

ついては路線バスの玉滝線への接続や、買い物、通院に便利な路線を新設

するなどの改善を行い、改善直後は利用者が増えたが、また元に戻ってしま

っている。運転免許を持つ高齢者が増えていることや、無償のお買い物バス

の広がりなど、いろいろ原因は考えられると思う。 

部会員 我々は現在や過去のことを話しているのではなく、１０年後のことを議論

している。１０年後にはもっと高齢者が増える。自力で外出しようとしても

車がない場合にどうするか。その時のことを今から考える必要がある。 

 計画の６年といういうスパンで評価するのではなく、阿山でデマンドの特
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区を作って、例えば３年間で評価してみるとか、思い切ったことをしないと

解決しないと思う。 

事務局 実はこれまでバスの路線別の成績などはあまり公表してこなかったので、

まずは現状について情報共有させていただきたい。止めてしまうのは簡単だ

が、そういう訳にはいかないので、何とか１０年後も続けられる形を考えて

いく必要がある。今のこの状態は決して良いものではないので、デマンドも

含めて検討していく中で、市の負担も軽くなる方法を考えていけたらと思う。

その辺りはこの地域部会の活用も考えられるが、勉強会など知恵を出し合え

る場も別途設けていきたいと考えている。 

部会員 おっしゃるとおりだが、もっと早く PDCAを回していくことが必要。６年

の半分くらいで評価するくらいにすべきである。全体でやるから時間がかか

るのであって、地域限定で早くするようにしてほしい。良ければ他の地域で

も取り入れていただいたら良い。PLAN ばかりで DO がない。DO がないと

CHECK、ACTIONに行けない。 

事務局 内情を言うと、市の財政も大変厳しく、成績が悪い路線は早く何とかする

ように言われており、待ったなしの状況となっている。そういった意味でも

早く回していきたい。 

 行政や交通事業者で出来ることには限界もあるので、地域のお力も借りな

がらしっかりやっていきたい。 

部会員 地域もそうだが、トップの判断が重要である。 

 

（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 資料の「利用者ニーズに合った運行改善策を考える」の中の利用促進につ

いて、利用者が減っている要因として、車離れしていないとか、免許をもつ

高齢者が増えていることなどもあるが、利用しにくいという部分もあると思

う。 

 ある町では敬老の日に高齢者に３ヶ月間の無料パスをお祝いとして発行し

ているところもある。損して得を取れではないが、そういう取り組みで利用

者を増やしていくなど、従来とちがう方法を採り入れて、きっかけづくりを

していく必要があると思う。 

事務局 ちょうどこの９月議会でも、後期高齢者に対する伊賀線の無料パスのよう

なものを入れてはどうかという請願も出ており、そういう方法あると思って

いる。この請願が議会で採択されれば、何らかのものを考えていく必要があ

るが、これは伊賀線だけではなく、公共交通全般に係ることであると思う。 

 先ほどから、阿山行政の状況がかなり厳しいということを共有させていた



5 

 

だき、今後どうしていくのかということの材料として、今回は市内一律に資

料を作成し、改善策をご説明している。方法としては既存の運行方法で運行

効率を上げる方法と、運行形態そのものを変えましょうという方法がある。

この中で、新たなしくみとして、地域運行バスの概要をお示ししているが、

検討してみようという地域があれば、ぜひ情報をいただき、どういう方法を

望むのかといったところから一緒に検討していきたいと考えている。 

 それと、阿山行政サービス巡回車の実績がかなり悪化していることから、

当面は、利用実態に応じた既存の運行改善を行いながら、その先を見据えた、

デマンドなども含めた運行のしくみを検討する場を設けていきたい。 

部会員 阿山が一番実績が悪いので、当然一番最初にスクラップされることになる。

デマンドや地域運行バス、比自岐地区でも運行している事例があるので、そ

うした先進地へ視察に行くとか、自治協にはお金がないので、予算を出して

いただけるなら、自分たちのことなので、４自治協で勉強、視察、調査など

私はやっても良いと思う。先ほども言ったように、特区を作って一度やって

みてよ、と言ってくれればやれると思う。 

１０月から介護保険が変わって、障害者や要支援の家族が今、厳しい状況

にある。そうした弱者に対する手厚い支援を行いながら、交通網を構築して

いくことで、施策実施に対して評価ができるのだと思う。 

部会員 私は丸柱に住んでいるが、隣の諏訪地区では買い物、病院、送迎など、自

分たちで立ち上げてやっている。先日も話を伺いに行ってきた。できたら我々

も立ち上げたいということで、現在進めかかったところである。その際には

またご相談するのでよろしくお願いしたい。 

事務局 おっしゃっているのは福祉有償運送のことかと思う。いろいろ方法がある

中で、同じ有償運送の中でも対象者が限定されている手法である。もう少し

広く誰でも使える交通手段ということで、地域運行バスなどはその方法とな

るが、福祉有償運送も取り組みの参考にはしていただけると思う。そんなこ

とも含めて、この場以外でも勉強会などできたらと思う。 

部会員 お金がないから地域のことは地域でしなさいと市の人はいつも言うが、実

際に支援していただかないとできないし、それが民と公の協働ということだ

と思う。かけ声だけではできない。 

部会員 以前の話では、行政バスは三重交通の路線の中を走れないということで、

行政バスで上野までは行けないということだったと思うが、これはデマンド

運行でも同じなのか。 

事務局  基本的な考えとして、路線競合はできないというのがある。法律で縛って

いるという訳ではないが、交通事業者や行政など、みんなの合意の中でそれ

が認められるかということになり、おそらく重複しているからだめ、という
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可能性が高い。 

部会員 仮に競合した場合、三重交通が撤退してしまうと、逆に三重交通を利用し

ていた人が利用できなくなるというデメリットが生じる。 

 しかし、地域内だけの循環ということになると、阿山地内の目的地という

と、河合診療所か支所くらいである。上野へ買い物などに行きたいが、支所

で乗り継いで高い運賃を払って三重交通バスに乗って往復している。それが

ひとつの壁になっているのではないか。 

事務局 そういうご意見もあって、スーパーに直通する路線を新設したりして現在

の状態になっている。 

部会員 それも三重交通のルート以外の限られた路線を走っており、佐那具か新堂

までしか行けず、時間も限られている。 

事務局 地域としてどうしても上野まで直通したいという意向があって、そのため

には三重交通路線が支障するということであれば、営業路線としてはやめま

しょうかという話になると思う。しかしそれをご利用いただいている方から

すると、無くされては困るということになるので、その辺の調整が重要にな

ると思う。うまく調整がつけば良いが、交通も鉄道とバス、幹線機能と支線

機能といったネットワークとして役割分担の中で成り立っている部分があ

る。 

部会員  槙山の方で、買い物に行くのに送迎しているが、あれはどういったものか。 

部会員 介護保険事業で、介護認定を受けられている方がそういったサービスを受

けられているか、障がい者など、公共交通機関を利用できない方が福祉有償

運送を利用されている可能性があるのと、ぬくもり園さんがこの４月から地

域貢献として、送迎の空き時間を利用して一定のサロン等への送迎サービス

を無償で行っており、少しは使っていただいていると聞いている。 

事務局 あとはマックスバリュさんのお買い物バスとか。 

部会員 マックスバリュさんは鞆田だけで他は行っていないと思う。 

 それと、学校が統合されてスクールバスを出しているが、なぜ行政バスを

活用できないのか。お金がかかるので、父兄がどのように言うかは別の問題

だが、島ヶ原ではもっと早い便があって、それに乗って通学している子もい

る。そういう利用の仕方をすれば、朝、高校生でも乗れる可能性があるので

は。 

部会員 以前には、高校生を乗せるためにもっと早い時間帯の運行に対する意見も

あったが、行政の就業時間の関係でできなかった。 

事務局 当時、阿山行政バスは直営で嘱託職員が運転しており、早朝や夕方の遅い

時間帯の運行は、点呼の関係等、難しい面があったが、今は方式が変わって

いるので、対応しようと思えばできるが、朝夕を延長すると勤務体制が２交
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代となり、経費が 700万円とか 800万円とか、一気に上がることになる。 

部会員 今の行政バスでは、乗車人数的に児童が全員乗れず、大きなバスでないと

無理な状況である。 

事務局 島ヶ原では、今は何とか乗れているが、学年によって人数が増えたすると、

どうなるかという心配もある。 

部会員 大人と子供の混乗も車内の事故等の関係であまり望ましくないと学校の先

生はおっしゃっていた。 

事務局 大山田でも行政バスへの混乗を行っているが、決められた定員の中で納ま

っている。 

行政バスは立って乗れる仕様ではない。 

 

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 資料に記載している内容は、これまでのスタンスと違う部分は評価できる

が、当然ながらその分、地域も責任を負わないといけない。 

 全部そろってではなく、地域々々ができることを段階的にやっていくとい

うことを言っていると思うが、だったら阿山のやることをまずやらせてほし

い。そして評価する。 

 はっきり言って伊賀鉄道にお金をかけすぎである。合併して１０年、上野

と周辺地域を比較すると、損をしているのはやはり周辺地域である。これか

ら周辺部にもきちんと施策をしていかないと不平等だと思う。 

部会員 バス事業者の努力度が見えない。企業なので評価基準のようなものはお持

ちだと思うが、それに行政が関わって、また何か評価しているとか、そうい

うのはあるのか。例えば高齢者が増えて、ステップバスの普及率はどうなっ

ているんでしょうか、とか、サービス度合いが全く分からない。既存のバス

がこれ以上減らないようにする必要がある。 

部会員 三重交通はなぜ今でも玉滝線というのか。既に通ってもいないのに名前だ

け玉滝線はおかしい。それと、資料のスケジュール表も 28 年度、29 年度の

流れを書いているが、それはそれでよくわかったが、６年間の長期のスケジ

ュールも作成すべきである。 

部会員 ひとつ言えるのは、ここにいる皆さんの中で行政バスを利用したことある

方はいらっしゃるか。私は年に２、３回利用しているくらいだが、普段支所

へ来る時に利用するとか、住民の方にまずそういう意識を持っていただくこ

とが重要。せっかく自治協もあるので、そういう取り組みも進めていくべき
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である。高齢者だけが利用するバスではないと思う。 

部会員 乗ったことのない人に乗ってもらうことも重要だと思うので、まず乗って

もらうために、２、３か月くらい完全無料にするなども考えられるのではな

いか。 

部会員 ここは阿山なので伊賀鉄道のことをひとつも書いていないが、我々も知る

権利があるので、今度からの資料にはつけてもらいたい。 

事務局 特に今日はバス関係が中心だが、広く市民の皆さんに支えていただく鉄道

ということで、きちんと情報提供させていただきたい。 

部会員 甲賀市との連絡について、私どもで昨年行ったアンケートでも寺庄駅へ行

ってほしいという要望がかなりあったので、これを早急に実現させてほしい。 

 また、先ほど行政バスに乗ってみてくださいという話があったが、私は１

回も乗ったことがない。阿山の行政バスに乗ろうとするとバス停まで歩いて

１５分かかるが、甲賀市の行政バスのバス停までは１０分で行ける。 

部会員 この地域ならではの特性として、近畿と中部の分かれ目になるが、そこを

連携させるのは伊賀市にとっても良いことだと思う。 

部会員 甲南地域は大きな病院など、最近開けており、槙山や玉滝、鞆田も甲南へ

行く人が多いと思う。 

部会員 １０年後、後期高齢者が今よりずっと多くなったときにどうするのかの絵

を今から描いていく必要がある。 

 

 

 


