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平成２８年度第２回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会上野地域部会  

議事概要 

 

■開催日時  平成２９年２月１日（水） 午後１時３０分～午後４時 

■開催場所  上野ふれあいプラザ２階 第３会議室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

西出 健一郎（小田住民自治協議会会長）、重倉 貢（新居地区住民自治協議会会

長）、的塲 啓二（友生地区住民自治協議会会長）、山岡 輝清（猪田地区住民自治

協議会会長）、中嶋 孝（神戸地区住民自治協議会会長）、杉山 紀之（伊賀市上野

老人クラブ連合会 事務局長）、乾 光哉（代理：社会福祉法人伊賀市社会福祉協

議会地域福祉部副部長 田邊）、中田 洋二（上野商工会議所社会文化部会 部会

長）、八尾 光祐（一般社団法人伊賀上野観光協会 副会長） 

【事務局】 

交通政策課 森課長、福西主査、稲森主査、山岡主任 

■傍聴者：０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課 森課長 

 

上野地域部会 西出部会長あいさつ 

本日は第２回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会である。先日送付いただいた

資料を拝見すると大変膨大である。課の皆さんが実際バスに乗り込んで１週間余り

実態調査をされたということで、ありがとうございます。ご苦労様です。それに基

づいて議論、協議ということだが、説明だけでも大変なものかと思う。どうかよろ

しくお願いして挨拶とする。 

  

 

２．報告事項 

（１）既存バス路線の運行改善に係るバス路線見直し手順の修正及び再評価について 

  事務局から資料１に基づき説明 

【質疑応答】 

委員  路線の再評価について、例えば上野コミュニティバスしらさぎだとど

うなるのか分かりやすく説明してほしい。今のコミュニティバスの評価

として、×になっているから検討しなければならないということか。 
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委員 ６ページの総合評価が×となっているところは全部見直しということ

か。 

事務局 総合評価が×の路線は全部見直しだが、○の場合、事業評価基準を満

たす場合でも、何もしなければ利用がだんだんと減っていくので、利用

実態に基づく運行の適正化、改善は必要であるという考え方を示してい

る。 

委員 この会議の進め方について、事項書に報告事項とあるのでただ報告だ

けかと思っていたが、このペースだと３時間あっても足りない。今日配

られた資料３と４について協議すると思っていたので、これを丁寧に説

明してもらったほうがいいのではないか。資料は見てあるのだから質問

だけでいいのでは。 

送付された資料２の棒グラフが見にくい。カラーで作成したデータを

白黒印刷をしたからか。きちんと対応をお願いする。 

事務局 誠に申し訳ございません。 

もう少し時間を頂いて、しらさぎの再評価について説明させていただ

く。 

６ページで直近の２７年度実績を見ていただくと、平均乗車密度は３．

２人。基準値は２．１人以上なのでクリアしている。収支率は１４．５％

で、基準値１６％に対しクリアできていない。乗客１人当たりの市負担

額の実績は１，０６３円だが、基準値が１，１４０円以下のためクリア

できている。フローの中でこれら３つの指標全てを満たしていれば事業

として成立していると位置づけている。 

しらさぎの場合、収支率が×なので、事業評価としても×になる。 

事業評価が×の場合、見直し手順に基づき、地域に対する貢献度等踏

まえ、運行のあり方を検討する。×だから直ちにしらさぎをやめるとい

うことではない。しらさぎが担っている市内循環機能を踏まえ、今の運

行形態でいいのか、もう少しルートやダイヤの見直しをしながら維持し

ていく必要があるのか等について、この部会で議論していただき、どん

な改善ができるか考えていくのが次のステップになる。 

委員 改善計画に基づく運行の評価を３年間で見ていくというのはどこから

の３年間なのか。 

事務局 運行開始年度を含めた３年間なので、例えば今改善検討をして２９年

度の途中から改善計画に基づいた運行を始めるならば、２９年度から３

１年度までの３年間で検証していくことになる。 

委員 ３年間様子を見るということか。 

事務局 はい。ただし決定したことを３年間固定ということではなく、走りな
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がら手を加えていく形になる。 

 

 

（２）バス路線乗り込み調査の結果及び今後の方向性について 

 事務局から資料２、資料２－１に基づき説明 

 事務局より補足 

 この部会の親協議会となる伊賀市地域公共交通活性化再生協議会が１月上旬に

行われ同じ内容を報告し情報の共有をした。今後の方向性についてもそれぞれ考え

ていくことになったので、今のところはこの方向で固まっていることをご理解願い

たい。 

 

【質疑応答】 

委員  １０月１５日から１１月２０日までの調査期間であるが、乗り込んで

調査したのは親協議会の委員なのか、市の職員なのか。 

事務局  市の交通政策課と各支所振興課の職員で手分けして全便で聞き取り調

査を行った。前回の地域部会で、市内のバス路線が非常に厳しい状況で

あり改善が必要であることの情報共有をしたが、いろいろな所から実態

をきちんと把握しているのかという意見が出たので、我々がしっかり状

況を見て利用者の声を聞いて調査しないとこれを伝えていくことはでき

ないということで調査を行った。 

議長  １週間の合計なので、例えば予野線で治田西口から乗った人はたった

６人しかいないということか。各線とも厳しい数字が出ている。 

 

 

３．協議事項 

（１）バス路線見直しに再編について 

事務局から資料３に基づき説明 

【質疑応答】 

議長  乗り込み調査の結果、利用者の意見を受けて、路線ごとの再編案が出

たので、委員の皆さんで検討願いたい。 

委員  正直に言って、自分の住んでいる地域や普段行動している地域なら分

かるが、それ以外の地域の実情が分からない。言えることは、現在のル

ート大幅に変更したら良いのではないかということ。 

治田インターを回っているバスを白樫インターの下を通らせるとか、

ゆめが丘方面行きを新設して汁付方面のバスは昔のルートを走る、桃香

野行きを奈良交通と接続させるなども含めて考え直す必要がある。 
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 しらさぎ号のルートは複雑でさっぱり分からない。統一したほうが乗

りやすいのではないか。普段利用しなければ分からない。北回りと外回

りで運賃が別となるが、電車のように通しの乗車券にしたらいいのでは

ないか。ハワイでも１００円でどこへでも行ける。京都の嵐電では北野

白梅町へ行くのに帷子の辻で乗り換えても切符見せるだけでよい。そう

いう点も検討する必要があると思う。 

委員  しらさぎのルートが分かりにくいということはない。地図で見たら難

しいようだが、バス停にもちゃんと書いてある。これで分からなかった

ら京都のほうがもっと難しい。乗らないから分からないだけで、乗った

ら簡単だ。 

議長  しらさぎ号の話だが、個々の路線の結論を出すのは難しいが、友生や

新居など各地域で密接な関係がある方からの意見や質問を受けたい。 

委員  私どもの友生地区で、現行は準基幹バスだが途中から地域アクセスバ

スと連携することはできるのか。 

事務局  上野地域だけ別のものとして、市が新たに行政バスのようなものを導

入する考えは今のところ無い。むしろ地域として市が運行するバスをあ

てにせず、自分達地域の力でルートやダイヤを自由に決めてバスを運行

しようという考えがあれば、そうした地域運行バスに対して市が支援を

していく仕組みを構築していくという１つの代替案を今回ご提案させて

いただく。 

委員  後者の話は、地域のコミュニティバスのような考えでよいか。 

事務局  はい。 

委員  この方法しかないということか。 

事務局  友生線の運行が非常に厳しい状態であり、改善案を実行することによ

って３年間で改善されていくのであれば、最低限の形であっても維持す

ることができるが、それよりも地域でやった方がよいという選択をする

ならばその方法もあるということである。 

委員  ３年間の改善案を模索しながらそちらの方法も両方考えないといけな

いということか。 

事務局  両方考えるのも１つの道かと思う。 

委員  乗り込み調査の結果を見てのものなのか。 

事務局  利用実態、ニーズを反映したものである。 

委員  新居地区の関係路線は西山線だが、先ほどの評価基準ではまだ良いほ

うだった。ところがフロー図では効率化は図るが、見直し案では大幅に

市民病院への路線カットなど見直しされ、削減幅も他の路線より大きい。

大転換をしている。事業評価で○となっているのに、赤字路線と同じよ
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うに大幅な削減をするのは理解できない。 

 それと、この場で各路線の議論するのは合わない。もしやるなら路線

の沿線の人達と話をしないといけないと思う。 

議長  是正していく方法はこれでいいと思うが、該当する地域ごとに議論す

るべきであると思う。 

事務局  改善案について色々な資料を出しながら、この地域部会で案をいただ

いて吸い上げていくのが理想だが、なかなか議論が深まらないだろうと

いうことで、一旦事務局で乗り込み調査もした中で考えられる案を示し

たものであり、まだ確定したものではない。運転手、車両の運用の制約

がある中で、実際検討した改善案をバス事業者ができるかという問題も

ある。あくまで議論していただく材料と捉えてほしい。 

 新居地区の西山線については、特に上野市駅と市民病院の直通利用が

結構あるのではないかと私たちも最初は思っていた。しかし、乗り込み

調査すると新居から市駅で降りて周辺での通院や買い物がほとんど。市

駅から市民病院へは、路線バスよりコミュニティバスの料金が少し安い

こともあり、利用が少ない。 

実態を踏まえ、ここは通院の時間帯のみを残す最低限の利便性にして、

あとはしらさぎに役割分担をしたらどうかという案である。 

 西山線は２７年度の事業評価で○なのに、地域部会でこうした取組み

をやろうということであるが、これは事業評価で○であっても実態やニ

ーズに合った運行の適正化や効率化をして利用を増やす取組みの案の１

つとして提案しているものである。結果として事業費や経費が大幅に抑

制されているが、何らかの操作をしているわけではない。 

 ここでなかなか細かい議論ができないのはもっともである。上野地域

部会というのが上野地域の公共交通の課題について協議、検討しようと

いうことなので、特に自治協の代表の方には自らの地域のことが気にか

かると思うが、上野地域全体の視点からこれを見ていただきたい。委員

として出ていただいている自治協の代表者の皆さんがなぜ自分達だけな

のかと思う部分があると思うが、上野地域部会を立ち上げるとき、大き

くブロック分けをした経緯がある。 

事務局  一部またがっている所は便宜上分けているところもあるが、ほぼ廃止

代替路線の沿線ごとにブロック分けしている。 

事務局  上野地区は広いので他の地域部会のように全員入っていただくことは

できなかった。いくつかの自治協を代表して来ていただいている。この

中で議論していることを下ろしていただければありがたい。大枠は部会

で案を決め、地域部会としてそれぞれの関係沿線の自治協会長などが集
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まったときに議論して最終案を決定できる流れにしたい。 

今日は時間も限られているので、一旦持ち帰っていただきじっくり考

えていただくなり、機会があれば沿線自治協に聞いていただき、事務局

にお返事いただければありがたい。できればそれをまた合わせて再度上

野部会だけでも近々に会議を持てればと思う。 

委員  コミュニティバスの新庁舎乗り入れについて、他の路線も新庁舎に向

かわせるなどの計画は現時点であるのか。 

事務局  新庁舎へのアクセスについては、しらさぎでの対応を考えている。 

今のところ他の路線では近接しているルートがないので考えていな

い。 

委員  田舎のほうでは不便になるという声が上がるのではないか。 

事務局  公共交通の宿命で、上野市駅がターミナルなのでそこへ寄ってきてい

ただいて、しらさぎに乗り継ぐ。四十九町に計画している新駅は新庁舎

への最寄り駅になるため、伊賀鉄道、JR、近鉄の沿線の方も活用してい

ただく。 

委員  バスターミナルは変わる予定はないのか。 

事務局  ない。 

委員  運転手の負担になるかもしれないが、乗り継ぎの案内をしてもらえな

いか。例えば友生線で茅町に寄った場合、「何時何分の新駅行きがある」

というアナウンスがあれば市駅まで行かずとも乗り継ぎができると思

う。 

委員  そういうことは大事だ。きっちりと案内してあげたほうがいいと思う。 

事務局  貴重な話である。情報をどう提供するか。近々に市でバス路線と鉄道

路線を網羅した分かりやすい交通マップを作成し、利用者に活用しても

らうことを考えている。アナウンスについてはきっちり三重交通へも話

をしないといけないが、乗り継ぎの情報をお伝えできる仕組みをお願い

していく。 

委員  名張の病院から送迎車が来てそちらへ行っている人もいる。 

委員  庁舎移転に関して議会では問題になっていないか。 

事務局  アクセスの問題は恐らく議論はあると思う。移転に伴う交通手段をど

うするかについて、庁内の検討会議ではしらさぎのルートを変えて全て

集結するような形により庁舎へのアクセスを図る方法と、新駅の活用の

２本立てで対応していきたいと考えている。今の庁舎は結節点になって

おり便利だが、四十九へ移転するにあたっては外回り内回りは庁舎前に

張り付く形を考えている。 

委員  それが一番の問題だ。今は市民センターで印鑑証明や住民票が取れる
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が、６月にその機械が廃止となる。そうすると本庁へ行かないといけな

くなる。センターの職員に行ってもらわないといけなくなる。 

委員  庁舎移転に対してきちんと議論をしてもらわないと、車に乗れなくな

ったらどうするのか。元気な人で議論するとこういうことになってしま

う。 

委員  きちんと地域で説明してあげないといけない。 

委員  庁舎の問題はこの部会で意見を出せないのだから、今後の課題として

採り上げていただくことを期待する。 

委員  諏訪行きのバスについて、今度バイパスができるが、運行ルートはど

うなるのか。資料２を見ていたら乗降のない停留所が結構あった。廃止

するなら運輸支局の許可も必要かと思うが、停留所を素通りするのと一

旦停車するのでは時間とガソリン代は全然違う。 

事務局  停留所の統廃合も考えていく必要がある。乗降がない場合は通過して

いる。 

議長  個々の施策については、関係地域と話し合いすることを前提に、基本

方針は出されたということにしておく。この議題についてはもう１度話

し合いをしないといけない。 

事務局  そう思う。事業者との詰めや、奈良市に行っている路線分については

奈良市との調整など、残された部分があるので、お持ち帰りいただいて

またご意見をいただく。その際に部会と共にその場を持てたらと考えて

いる。 

 

 

（２）地域運行バス導入検討について 

 事務局から資料４に基づき説明 

【質疑応答】 

議長  地域アクセスバス、廃止代替バスが努力して改善しても評価基準を満

たさない場合どうするかということで、地域運行バスの制度の導入が取

り上げられている。 

事務局  補足として、このガイドライン案についてもたたき台なので固まって

いるわけではない。各地域部会で意見をいただき変えていくこともある。 

議長  比自岐で運行されているバスがモデルになるということか。 

事務局  モデルケースの１つである。全国的にこういうものができつつあり、

名張市では何例かの事例かある。伊賀市内では、きじが台で隣の美旗の

地域運行バスが乗り入れている例がある。 

委員  バスの購入や日々のメンテナンスなどいろんなものを含めての経費の
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２０％以上を地域が負担しなければならないという意味か。 

事務局  経費は２パターンある。ケース１として、運営協議会が車両、管理も

含めて交通事業者に委託する場合。ケース２は、比自岐のように、車両

の管理を運行経費として市から委託を受けている場合がある。交通事業

者委託の場合は、交通事業者からの見積額が運行経費となる。比自岐の

ケースの場合は、運行の主体が市であり、市から協議会へ運行を委託し

ているが、車両は比自岐区で購入いただき、購入時に市から補助金を支

出している。車検、修繕など、車両管理の全てを比自岐の運行協議会で

行っている。 

委員  安心安全が第一であるが、難しい面がある。 

事務局  市では、今回のガイドラインのケース１で挙げている、全ての運行業

務を交通事業者に預けるというのが、安心安全面では基礎になるのでは

ないかと考えている。 

委員  基本的には自分たちの地域で考えるとき、拠点の伊賀上野駅や新居駅

から市民病院やアピタなど営業路線と並行して走るのは駄目でしたね。 

事務局  基本的にはそんな感じである。この運行は交通不便地域を埋めたいと

いうのがある。既存ルートや電車が走っているところに小さなバスが入

っていく想定ではなく、幹線となる路線に繋ぐというイメージを持って

いただきたい。 

委員  高山から人を乗せてきて、中友生から市駅まで直通で行けると便利だ

なとイメージしていたが、それは駄目ということか。 

事務局  比自岐についても、現在運行が比自岐区から丸山駅に繋いでいる。 

事務局  既存の友生線が仮になければ、それも可能になる。並存がなかなかで

きない。 

委員  ルートを変えたらどうか。 

事務局  並行しないようなものであれば良いかもしれないが、まちの辺りが過

密になってくる。 

委員  中友生から市駅に行かずに新庁舎へ向かい、そこからコミュニティバ

スで市駅に乗り継ぐのはどうか。 

事務局  それであれば可能性はあると思う。既存のバス事業者や鉄道のお客さ

んを奪わないということが基本である。 

委員  今の話からいくと、三田や大谷地区では駅はないがＪＲ関西線が走っ

ている。こういう場合並行していないということか。 

事務局  並行にはなるが、鉄道の場合駅まで行かないと乗れない。バス路線は

停留所が結構あるので競合するエリアが多くなる。駅までの走行であれ

ば可能性はある。駅や停留所から５００メートル圏外を基準としている。
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その付近で言えば、西高倉や温泉団地は対象に入ってくると思う。 

事務局  既存のものを整理して１本に絞るのもひとつの考え方と思うし、あれ

もこれもというのは難しい。ケースごとに相談に乗っていく。 

議長  検討してみようという協議会はこれを参考にしていただきたい。 

委員  運行経費に自治協の交付金を充てたら駄目か。 

事務局  交付金の使途として統一的に認めてもらえるなら可能かと思う。 

 

 

４．その他 

事務局から口頭で説明 

 ４月から伊賀線が公有民営化に移行するということで、現在準備をしている。鉄

道施設や車両を市が保有して、実際の運営を伊賀鉄道（株）が行うという新たな上

下分離の形を取る。伊賀市が第３種鉄道事業者になり、伊賀鉄道が第２種になる。 

 近隣では四日市あすなろう鉄道、甲賀市の信楽高原鉄道があるが、全国的には数

例しかない。今後、伊賀線を維持存続、活性化させていこうということであるが、

行政が運営に関わるということは、まちづくりに活かしていくことが重要になって

くる。 

伊賀市のいろいろな地域が伊賀線を活用した取組み図ってもらえたらと思うし、

鉄道会社も一緒になって盛り立てていけたらと思っている。 それに伴う手続きで

は、鉄道事業再構築実施計画の国の認定が３月までに必要であり、４月からスター

トを切る段取りで動いている。 

また、ご存知かと思うが、四十九町地内に伊賀線の新駅を作る計画をしている。

場所は猪田道と桑町駅の間のイオンタウンと隣接する線路端、桑町３号踏切付近で

ある。国や県からの支援を受けながら、平成３０年３月の開業を目指して準備をし

ている状況であるので、報告させていただく。 

 

【質疑応答】 

委員  新駅にも国からの補助はあるのか。 

事務局  予算要望をしている。まだ確定していないが、なんとか活用できたら

と思う。 

委員  新駅の場所だが、あんな勾配のある所に作れるのか。 

事務局  20/1000、２０パーミルという勾配になる。本来だと急勾配に駅を作る

のは望ましくないというのがあるが。 

委員  駅を作るのも国交省の認可が必要ですよね。 

事務局  それについてはクリアしている。安全に駅を作ることができると確認

いただいている。 
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委員  特別な認可なのか。 

事務局  特別かどうかは分からないが、他にも事例はある。 

委員  8/1000までではないのか。 

事務局  聞いているのは各鉄道会社で駅施設の基準があり、それに基づいてい

るようである。 

委員  それを抑える国の基準はないのか。 

事務局  そういう基準はないと聞いている。鉄道会社が決めて国と協議して、

許可されたら良いものと認識している。 

委員 機動が電気だから止まれるだろうが、発進の時は危ない。 

事務局  それについては、安全対策をきちんと施した上での話しである。 

事務局  ７月に制動試験を国の立会いの下行っている。 

委員  予算面を聞きたい。 

事務局  事業費は約１億８，０００万円。市の持ち出しはその1/2。あとは国や

県の補助である。 

委員  そんなにかかるのか。どんな駅なのか。 

事務局  ホームは片式で、屋根と待合室がついている。 

委員  市は費用対効果とよく言っているが、こんなにかかって良いものか。 

委員  ホームや駅舎は目に見えて分かるが、それ以外の信号系統や駅名の看

板を架け替えるのにお金が要ると聞いたことがある。 

委員  駅を１つ作ると信号を全部取り替える必要があり、かなりの費用がか

かる。 

委員  それは問題ないと思う。 

委員  新駅を設置するのであれば、新駅と新庁舎の間で無料バスを走らせる

などの対応も考える必要がある。 

 

   


