
1 

 

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阿山地域部会  

議事概要 

 

■開催日時  平成２９年２月７日（火） 午後７時～午後８時４５分 

■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副会長）、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） 

【事務局】 

交通政策課 森課長、稲森主査、山岡主任 

 阿山支所 松本支所長、振興課 藤林課長、瀧藤主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課 森課長 

 

 阿山支所 松本支所長あいさつ 

 本日は本年度第２回目の伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の阿山地域部会

ということで、だいぶ時間が経ったが１回目は９月２３日に開催した。その後、交

通政策課並びに各支所振興課の職員が連日のようにバスに乗車し調査をした。結

果、阿山のバスは大変厳しい状況にある。１人運ぶのに３，０００円ほどかかって

いるという説明もこの後させていただく。それらを踏まえ、今回は少し踏み込んだ

提案をすることになると思うが、最後までよろしくお願いして、挨拶とさせていた

だきます。 

 

阿山地域部会 宮田部会長あいさつ 

皆さん、こんばんは。雪がちらつく寒い中お出かけいただきありがとうございま

す。 

本年度の地域部会の２回目ですが、現状と比べ精査していただいたことを踏ま

え、話し合いをしていただきたい。今日はよろしくお願いします。 
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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 

【質疑なし】 

 

 

（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 

【質疑応答】 

委員  資料２の９３ページの利用頻度の円グラフがおかしくないか。月に１

回程度の利用が６３％とあるが、表では０人になっている。週に１回程

度の誤りではないか。割合も反対になっている。９９ページも同じ。月

に１回程度は表では０人だが、円グラフの「月に１回程度」は、「週に

１回程度」の誤りだと思う。 

事務局  申し訳ない。今、資料を見ていてそれ以外の誤りにも気づいた。９５

ページの佐那具線は正しくは新堂線である。ご指摘ありがとうございま

す。訂正します。 

 

 

３．協議事項 

（１）バス路線見直し再編について 

（２）地域運行バス導入検討について 

事務局から資料３、資料４に基づき、一括して説明 

【質疑応答】 

委員  阿山の従来のバス路線は、予想していた通り相当厳しいことが分かっ

た。資料４にもあるように、国の基準が緩和されたことで、愛知や岐阜

の山間部の自治組織が中心にやっている事例をテレビ等で拝見してい

る。 

 阿山の場合、ニュースで見るような奥深い山間部ではないにもかかわ

らず、４系統のバスはほとんどが高齢者で、しかも１週間の利用はこの

ような実態である。これまでのバス路線の限界を感じる。新たな地域運

行バスの時代が来ていると思う。 

まずは市内でも比自岐のような運営をしている所があるので、すぐ実

態を調査したり、見に行く必要がある。新しく緩和された中での他県の

取組みをこの部会で現場調査しに行くのも大事な仕事だと思う。 
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今後、住民自治基本条例に則り、行政と我々４地域の自治協議会が課

題に向けて調査をする。市の方々がバスに乗って調査をされたが、我々

も一緒に乗るスタンスが大事なのではないか。 

これから運営していくのは、市だけでもなく、自治協だけでもなく、

共同でやっていく姿勢がないといけない。他の事例を研究する時間と予

算が欲しいと思っているが、その辺りの課題の解決についてどう考えて

いるのか聞きたい。 

事務局  確かに地域部会の取組みとして、行政と一緒に調査を含めて取り組ん

でいくのが大前提と思う。 

身近なところでは比自岐地区があるし、地域運行であれば隣りの名張

市にもある。 

遠方まで出かけるのは予算の制約があるが、近くで事例があるので実

態調査をしたり、遠方の情報を収集し提供するのは十分可能である。 

この部会の中で地域運行の方法に進むなら、資料４の内容をもっとブ

ラッシュアップしながら実態に合ったものに作り上げていく必要があ

る。 

そこまでにはまだ時間がかかるのであれば、対処療法のようだが今の

定時定路線の見直しを進めながら、この先の地域運行の導入に向けた研

究を並行していくやり方もある。 

委員  何でもお金が必要だが、今の伊賀市を見ていると財政難でとてもそう

いう検討をする場の予算もおぼつかない。しかし、これは大事なことだ。   

ブラッシュアップする前に資料４のガイドラインが出来上がっている

のだから、作業部会のようなものをこのメンバーでやらせてもらって議

論をして、ガイドラインに沿ってある程度いくつかの方向を考える。 

事務局から提案いただいた見直し案を試してみるのも、１年で結果は

出ると思う。検証期間を３年としているが、そんなに要らない。 

これから高齢者がだんだん増えて、免許証を返納する人も多くなる。 

今のところは車を運転しているが、いずれ団塊の世代でそういう人が増

えてくるので、今やっておかなければならない。地域で自治協プラスこ

こにいるメンバーで作業部会を作り、意見を投げかけるやり方をきちん

と決めていく必要がある。 

事務局  それはありがたいご意見である。 

委員  今走っている阿山の行政サービス巡回車はいつ頃まであるのか。また、

地域運行バスを運営するための地域運営協議会を設立したら、そちらへ

移行するまでにどれくらい時間の余裕があるのか。 

事務局  行政サービス巡回車がいつまで運行するという期限はない。 
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まず、今の阿山行政バスの現状を改善していかないといけないという

課題がある。今回はそれを解決するための方法を提案したものである。 

結果として限界が見えたら、並行して検討いただくであろう地域運行

バスなど、新たな運行方法に移行していく流れになると思う。 

今までの定時定路線のバスで良い方向に向いていれば、しばらく様子

を見ることになると思う。 

委員  すぐに路線廃止にはしないということなので、より良いやり方をしな

がら、並行して資料４にあるような新しい仕組みを考えていく。 

 前回も話をしたが、私どもの地域は滋賀県との関係が非常に大きい。 

ある意味、伊賀の特区のような形で早く向こうを向いた交通網に取り

組む必要がある。思っている以上に通学通勤、育児、通院で、鞆田、玉

滝、槙山辺りの人は向こうへ行く。 

滋賀県への北向きルートが一切なく、上野中心となっているが、阿山

の場合は少し違うので、ぜひそちらも検討しながら、滋賀県の行政バス

と一緒になって考えることをしてほしい。 

事務局   前回もそういう話があったので、我々もニーズがどれくらいあるのか

分からない中、机上の話だが、阿山の行政バスと甲賀市のコミュニティ

バスをどこで繋げばよいかシミュレーションしたことはある。 

今はマイカーで滋賀県へ向かう流れが多いと推測できるが、公共交通

を使って、となると、運行時間帯なども考える必要がある。行ったは良

いが帰ってくる便がない事態が出てくるので、ターゲットと需要を見な

がらになる。 

委員  そこはぜひ調査してください。結構タクシーで寺庄まで行くケースが

多い。そこから草津線で京都に行く。甲賀の病院は私の家まで迎えに来

てくれる。私は阿山でも北の方に住んでいるが、阿山の行政バスを利用

するために停留所に行くより、甲賀市のコミュニティバスの停留所に行

くほうが時間的に早い。 

今のままでは、いずれ車に乗れなくなったら多分そちらを利用するこ

とになる。 

事務局  甲賀のコミュニティバスがどんな走り方をしているか、少し調べたの

で報告する。 

 玉滝、鞆田地域と甲賀市のコミュニティバスとどう繋げられるか、最

寄りの草津線の駅までどれくらいかかるのかを現在調査している。甲賀

市のハローバス甲南の東線で、寺庄駅から上馬杉までを往復している便

があり、玉滝地域からはその路線が近い。 

既存の行政バスを考えてその停留所に近い所となると、玉滝神社前と
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野川診療所前の停留所間が約２キロと近く、バスでは３分くらいである。 

既存の行政バスを活用しても往復で６分。その路線は内保の奥の工業

団地へも行っているが、朝と夜の２便だけなのでそこに繋ぐのはあまり

意味がない。 

現状で内保線とハローバス甲南を繋ぐなら、玉滝神社前から野川診療

所前が実現可能であるが、繋げたところで寺庄駅まで乗り継いで行くの

かどうか。 

直接寺庄駅まで行った場合の距離は、玉滝神社前からでは７ｋｍ。車

だと約１０分、バスだと１５分くらいなので、往復で約３０分。 

ただ、現在の運行時刻に３０分が加わるので、現在の運行時間内での

便数はかなり減る可能性があることも踏まえて検討する必要がある。 

ちなみに玉滝神社前から一足遠いが甲南駅までだと９ｋｍ、片道２０

～２５分。内保から抜けたと考えると、甲南まで約７．５ｋｍで約１５

分、寺庄まで５ｋｍで約１０分。 

こういった形の中で、玉滝地区から滋賀県への移動手段が検討できる

と思う。まだシミュレーションもできていないので、これから時分を計

りながら現状の阿山行政バスの運行便数・時間帯を見て、繋げられるか

どうか、検討が必要になってくる。 

 鞆田地区についてはハローバス甲南の東線が上馬杉まで来ているの

で、そこへ繋ぐのもひとつだが、ハローバス甲賀の油日線が高嶺西まで

来ている。 

そちらに繋ぐなら手力神社前になるかと思う。 

高嶺西は東湯舟公民館下交差点が接点になる。油日線の高嶺西の便は、

不便なことに駅に向かうのが朝１便しかない。逆方向は５便くらいある

が、ニーズに合わない。したがって上馬杉に繋ぐのが一番良いかと思う。 

上馬杉から寺庄へ向かうのは１日５便あるので、より効果的と思われ

る。 

手力神社から駅に向かう場合、甲賀駅へは７．５ｋｍで約１０分、油

日駅へは６ｋｍでこちらも約１０分。東湯舟公民館から甲賀駅までは約

８ｋｍ、油日駅までは約５ｋｍ。 

現在の行政バスから繋いでも往復２０分なので、繋ぐことは可能かと

いうところまでは調べてある。 

ただし、どういうニーズでそちらに向かうのかまでは把握できていな

いので、今回そこまで踏まえた具体案は出せない。現在調べているのは

ここまでである。 

議長  たくさん調べていただき、ありがとうございます。今後とも調べなが
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ら進めていただきたい。 

事務局 ただ今の滋賀県との接続はあくまで机上の話で、実際に行政バスを繋

ぐとなると、今の三交バス玉滝線に乗り継ぐ方々にとっては逆に不便が

出てくる可能性もある。 

全ての便をそちらの方向へということなのかどうかも含め、この部会

で議論いただきたい。今回の見直し再編案は、差し当たってどうしてい

こうかということなので、段階を追って広げていくのかも含めて議論し

ていただきたい。 

今日示しているのは議論の材料になるたたき台なので、先ほどご意見

のあった作業部会みたいなもので議論していただくのが一番良いと思

う。 

  

４．その他 

【意見】 

委員  昔は上野から信楽行きの「やきものバス」があった。昭和４０年代民

芸ブームで陶芸家「森里 香山」が現れた頃から、伊賀上野から信楽行き

の唯一のバスであり、観光客が来ていた。丸柱地区は京都から来るには

信楽経由しかなかった不便な地域だった。その頃、あの路線は生きてい

た。 

我々が高齢者になって車に乗れないときのことを想定しながらやるこ

とも必要だが、コミュニティバスの乗り継ぎや小さいバスを使って、昔

の国鉄バスの時代、甲南からバクロウ街道、西山を通るバスがあった。 

槙山の人は国鉄バスの石川経由で上野の学校へ、玉滝、鞆田の人は三

重交通で行っていた。 

だからそういう発想で、外国の人や観光客がゆるいコミュニティバス

を乗り継ぎながら伊賀へやってくる時代が来る。我々は地域の人のこと

だけ考えるのではなく、観光や産業で外から来る人を呼び込むバスを考

えないといけない。 

京都からの高速バスを道の駅で停めれば、京都五条から１時間で阿山

に来られる。モクモクにも外国人がリュック１つで来られる。 

委員  行政サービス巡回車で、「もう１便早いのができないか」「もう１便

遅いのができないか」という要望がある。 

例えば、本庁へ通う職員が定期的に公共交通を利用する月間があるが、

阿山の場合はできない状況である。もし可能ならば期間を設けて１便早

いとか遅いのがあれば活用できるのではないか。 

よく電話相談を受けるのが、三交バスと合わせるように巡回バスが来
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ているのに、支所前で乗り換えないといけないのが高齢者の方から使い

にくいと思われている。 

ここまで来ればアピタやオークワへも行けるのに、乗り換えがネック

になっている。すごく便利に考えられていて、オークワやマックスバリ

ュにも乗り入れているのに、乗り換えがネックとなっているので、何か

他に方法があれば福祉的な部分からも少し考えてもらえたらと思う。 

委員  甲賀の方から病院の送迎が来るという話を、私も提案したかった。資

料２－１で、「日曜祝日の利用が特に少ない」は、高齢者の７～８割が

平日に通院で利用しているので当然のデータである。 

当面、土日は減らしても、便数を減らさず利便性を考えた早い便、遅

い便を増やすなど、これからの時代、モータリゼーションの中で生き抜

いてきた我々には車は手放しにくいが、少子高齢化で若者の車離れもあ

るのでどうしても公共交通をこの地域でも普及させていかないと後々困

る。その中で通院の利便性は大切な視点である。 

お買い物バスのように医療機関と行政が繋がりを持って病院から迎え

に来ることがこれから必要になってくる。そういう意味では選択肢の中

に入れておいてもらいたい。このデータを元に減便だけでなく、利用が

増えていけばこれからサービス充実していく方法もあるのですよね。 

事務局  そうです。需要が見込める時間帯や利用実態があれば、そこへサービ

スをしていくことも必要と考えている。 

議長  判断する期間があまり長いのは駄目だと思う。先ほどの１年くらいで

良いのではないかというご意見は極端かもしれないが、１年動かしてみ

たらだいたいのことが分かる。少しコースを変えてみたらまた違うかも

しれない。 

どれだけ回しても駄目だったら別のやり方を考えていく。なるべく早

くやりながら切り替えていく判断が必要だと思う。 

委員  今までみたいに長くだらだらとやっていると駄目だ。 

委員  資料３で説明いただいたような改善を、例えば１０ある中で１つでも

やってみて改善点を探していく。 

現場主義で実際乗り込まれて調べていただいたのは非常に良いことだ

と思う。 

三現主義「現地・現物・現象」から物事を改善していくのが原則だと

思う。 

委員  コンサルを使っていないというのが良い。この点は評価する。この地

域部会メンバーが実際に乗ってやってみることが大事。 

委員  行政バスのルートを変える場合は運輸支局の認可が必要か。また、許
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可をもらうまでどれくらい時間がかかるのか。 

事務局  届出が必要になる。行政バスは市町村運営有償運送なので、バス事業

者とは別の許可になり、変更内容について伊賀市の地域公共交通会議で

合意を得て、変更届を出した時点でＯＫになる。 

これは交通空白地を埋める趣旨のものなので、運輸支局では受理する

だけになっている。 

委員  伊賀市内の話だと三重運輸支局だけで良いが、滋賀県まで伸ばすとな

ると、滋賀県にも同じことをするのか。 

事務局  乗り入れとなると甲賀市の地域公共交通会議にも諮る必要がある。 

委員  この地域部会には自治協の代表が入っている。公共交通の問題はこれ

から１０年後、共通して自分たちの問題になるので、自分たちで先行し

てやってもいいくらいの課題である。 

議長  また自治協のメンバーだけ集まることも必要かと思う。 

委員  ４自治協の２９年度から３年間のそれぞれのテーマの共通項に公共交

通を入れて、次の人に引き継いでいけば良い。 

事務局  年末に要望いただいた京都行き高速バスの、道の駅あやまへの乗り入

れの件だが、年始に三重交通グループホールディングスの会長と三重交

通の社長に会う機会があり、市長からもお願いをした。 

現在、三重交通の伊賀営業所で具体的に実車走行をする方向で考えて

いただいている。要望通りの４月１日実施ができるかどうかは分からな

いが、実現に向けて検討を始めていただけた。良い方向に向くことを願

っている。 

ただ、利用があまり芳しくない部分があるので、全国各地からこちら

に来ていただくのはもちろん、地域の方も積極的にご利用いただくこと

をぜひお願いする。  

委員  この会議は公開だが、報道関係は来ていない。ここが問題だと思う。 

世間の関心事を作らないといけない。公開で報道が来ないような会議

では駄目だ。報道にも積極的に来てもらい、阿山部会でこんなことを言

っているということを出さないといけない。それでようやく住民が公共

交通は重要だという意識が出てくる。 

・事務局から、３月１日にスタートする三重交通グループ各社の運転免許返納割引制  

 度について紹介。 

 


