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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いがまち地域部会  

議事概要 

 

■開催日時  平成２９年２月８日（水） 午後７時～午後９時１５分 

■開催場所  伊賀支所２階 第１委員会室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

松山 宗達（柘植地域まちづくり協議会 柘植駅を核とした公共交通のあり方検 

討委員）、柘植 美智代（柘植地域まちづくり協議会健康福祉部会部会長）、前川 三 

郎（西柘植地域まちづくり協議会会長）、坂 正一（西柘植地域区長会会長）、塚 

脇 直樹（壬生野地域まちづくり協議会会長） 

【事務局】 

交通政策課 森課長、福西主査、稲森主査、山岡主任 

 伊賀支所 松本支所長、振興課 中原課長、大鷲主幹、服部主査 

■傍聴者 ５人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課 森課長 

 

 伊賀支所 松本支所長あいさつ 

 皆さんこんばんは。皆様方には平素よりいがまちの地域振興にご尽力いただきあ

りがとうございます。 

本日は９月の開催に続き、本年度２回目のいがまち部会である。ご多忙のところ

お集まりいただきありがとうございます。 

公共交通の計画に基づき、見直しや新しい何かを考えていこうとする中、時間的、

予算的に制約がある。かなり難しい判断になる部分があろうかと思うが、具体的に

どうしていくかをこの後、事務局の交通政策課並びに支所振興課より説明させてい

ただき、その後討論になる。活発なご意見をいただきますようよろしくお願いしま

す。 

 

いがまち地域部会 前川部会長あいさつ 

皆さん、こんばんは。夜になり冷え込みが厳しくなり、天気予報では明日は１日

雪ということで、大変な時期になっている。三重県にインフルエンザ警報が出てお

り、上野地域の小学校・中学校やいがまちでも小学校が学級閉鎖している。 

今日は市から私たちが質問したことの回答をいただき、今後の取組みについて、
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私たちの意見を述べたいと思うのでよろしくお願いします。 

 

 

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 

（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１、資料２、資料２－１に基づき一括して説明 

【質疑応答】 

議長  見直し手順の中で３年間の実績を検証するということだが、この３年

間の状況を見ながら廃止にするとかではないのか。 

事務局  これによって今どうこうということはない。この後説明させていただ

くたたき台の再編案でどう持続させていくかをこの地域部会の場で議論

いただきたい。 

委員  資料１の２ページ、準基幹バスと地域アクセスバスの平均乗車密度、

平均乗車人数、収支率の基準値は伊賀管内の数値を単に平均したものに

変えたということか。 

事務局  そうです。路線によってかなり実績のばらつきはある。 

委員  平均すれば路線の半分は×ということになるが、こういう基準で評価

していくという理解で良いか。 

事務局  一定の目安ということで、基準をクリアしないという意味では×の評

価になる。それをいかに上向きにしていくかが課題。 

委員  ということは、例えば準基幹バスでは、２．５人から１．９人に下が

ったということか。また、従前は県の補助基準に準じていたと書いてあ

るが、２．５人は県の補助基準なのか。 

事務局  地域アクセスバスの１．０人というのが以前に設定されていた県補助

の基準である。 

委員  今回これを変えたのは、県の補助金がなくなり、拠りどころがないか

らか。 

事務局  実態として１．０人以上は結構どの路線でもクリアしている。１．０

人は本当に最低基準である。 

委員  協議会で決まったことに口を挟むつもりはないが、考え方が単純だと

思う。 

事務局  その点については親協議会でも随分議論があったが、最終的に平均を

取って現状に一番近い数値を目安とすることで合意を得た。 

委員  資料１の７ページのスケジュール表では、「改善計画作成」を２９年

までやるとなっている。３０年４月からは改善計画に基づいた運行を実
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施するのか。 

事務局  ２８年度の終わり頃から改善計画作成に着手し、２９年度の半ばまで

で関係者協議、諸手続きを行い、２９年度の半ば以降、改善計画に基づ

く運行を開始したいというスケジュールである。 

今回提案する改善案がその通り実行できるかどうかは議論の中の話だ

が、このスケジュールはこれから提案する改善を最短で実施した場合の

スケジュールであり、これから改善計画を練り上げ、いろいろな協議、

手続きを進めていくと２９年度の中間くらいから改善計画に基づく運行

ができるのではないかということである。 

委員  改善に係る諸手続きは２９年９月末までに終えて、１０月から新しい

運行を始めようということだが、スケジュール表の半年くらいの短い矢

印は何か。 

事務局  ２９年度途中から改善計画に基づく運行を続けていく間にも、各年度

の評価があり、評価に基づき改善点があればその都度さらに改善してい

く必要があるので、その考え方を表示しているものである。 

委員  我々の路線は、この部会で見直し案を微調整したものが２９年１０月

から反映されるということで良いか。 

事務局  最短ではそういうことになる。基本的に行政サービス巡回車の運行改

善はこの部会で練ったものになる。 

委員  資料１の６ページで、２６、２７年度の実績から平均乗車密度、収支

率、市負担額率が算出されているが、２８年度はいつ出るのか。 

事務局  今年の６月くらいには出せると思う。 

委員  資料２の８０ページから柘植の乗車人数が記載されているが、この調

査結果に基づく平均乗車人数や収支率などの換算は行っているのか。 

事務局  出していない。１週間の調査結果を当てはめて算出しておく。 

 

 

３．協議事項 

（１）バス路線見直し再編について 

事務局から資料３に基づき説明 

【質疑応答】 

議長  行政サービス巡回車の見直し案で、「利用者、希望者がいたら行く」

とあるが、ダイヤがことごとく変わってこないか。 

事務局  基本的にはそこを走らない時間の設定になる。 

議長  利用のある時のみ、希望のある時のみの運行というのは可能なのか。 

事務局  一般にデマンド交通になる。予めそういうダイヤであると承認を受け
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ての実施は可能である。 

議長  アクセスについてはデマンドの考えがあると感じるが。 

事務局   利用実態のないところはデマンド方式を考えている。デマンド方式も

いろいろあり、幹線を１つにして電話予約して繋げて行く方式もあるよ

うなので、それも含めて検討を進めたい。今もっての縮小は、この２箇

所で予約によるデマンド運行を考えている。 

議長  文面からいくと、これはデマンド方式になっているのではないか。我々

は、ゆいの里の無償お買い物バスで本当に助かっている。地域アクセス

バスでマックスバリュの途中の病院にも行っているが利用者が少ない。

宣伝が足りないのではないか。ダイヤを組んであるがなかなか続かない

というのがいがまちの現状だろう。 

委員  資料１の７ページのスケジュール表は平成３３年度までの計画を記載

しているが、利用頻度がなくお金ばかりかかっているシステムで３３年

度まで引っ張るのか。目の前に迫っていることなので、幹線のバス停ま

で地域の人に支援してもらう方に力を注ぐべきだ。小手先だけでルート

をあちこち変えたりしても大きな改革はできない。今の時代に合ったプ

ランニングを地域と共に考えていかないと、議論ばかりで計画を練って

いるだけでは何も変わらない。 

柘植線は現在、上野市駅止まりだが、市民病院までは延ばせないのか。 

事務局  一応ハイトピアがバスターミナルとして集約するルートになってい

る。市民病院へのアクセスとしては、上野市街地の循環バス「しらさぎ」

に繋ぐイメージである。 

委員  しらさぎに乗り換える必要があるのですね。直行便があればもっと利

用される人がいると思う。 

事務局  現在、旧上野市内の西山から長田、小田を通って市駅から市民病院へ

直通するバスがある。しかし、意外なことに病院へ行く人は非常に少な

く、しらさぎを利用する方のほうが多い。 

委員  しらさぎからの接続は良いのか。 

事務局  全ての便がぴったり合っている訳ではないが、しらさぎは平日に必ず

市民病院を経由している。 

委員  周辺地域の人はしらさぎに乗り換えて市民病院へ行くということを知

らないのでは。 

事務局  そういう周知ＰＲ不足を痛感している。市民の皆さんに情報提供をし

っかりしていく。 

委員  幹線道路に便利のいい時間帯で走らせてもらい、そこまでの送り迎え

は地域で頑張るという思いを持っている地域がある。 
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事務局  今回提案する見直しは対処療法的な側面がある。これをずっと続けて

いくつもりはない。先ほどの見直しの中でも説明したように、１年１年

変えていける部分は変えていくという考え方なので、今おっしゃったア

イデアも部会の中で検討をしていただいたらと思う。 

この後、地域運行バスのガイドライン案をお示しさせていただくが、

こういったものを活用しながら地域の役割と行政の役割の住み分けをし

っかり行い、新たなものを構築するのも１つの考えである。 

委員  一番困っているのは高齢者の交通の便である。縦割りの役所だが、福

祉部局と連携してほしい。 

事務局  今まで公共交通の括りでいくと、どうしても法律に基づく制限が出て

くるが、広い意味での移動という捉え方をすると、福祉的な視点も含め

た移動のあり方が大事な部分になってくるので、遅まきながら福祉部局

と相談しながら進めていこうという動きになりつつある。 

公共交通の枠に重ならない部分も、縦割りの中でうまく融合していく

ことが課題だと思う。 

委員  公共交通としてではなく、福祉の視点から交通弱者対策として、市が

税金を使ってどこまでやれるか議論していく必要がある。 

 行政バスを見直すと経費がどれくらいになるか積算はしているのか。

資料の計画の実施は２９年１０月で良いか。 

事務局  部会で練り上げて実行に移される最短が１０月である。今回提案させ

ていただく見直し案は議論のたたき台ということでご理解いただきた

い。 

委員  廃止代替バスでは経費見直しの積算が出ているが、行政サービス巡回

車は出せないのか。 

事務局  おおよその試算は行っている。現在の全体の費用は、平成２８年度ベ

ースで約１，３８５万円。見直しによって、５ページの見直し案の１と

２を実施した場合、約９万円の減。３と４を実施した場合、主に減るの

は人件費で約１８０万円の減。最後に５を実施した場合は約２００万円

の減となる。 

委員 資料２の３０ページで、１０：４８新堂発をＪＲに乗り継げるように

してほしいと運転手の声があるので、１０：５５くらいにするとか、も

う少しご検討願いたい。 

事務局  極力ＪＲの便と近いところは調整するようにする。 

 資料３の４ページの再編ダイヤ案では、新堂駅南口１０：５５発で乗

り継げるように考慮した。できるだけこうした要望にも沿えるような形

で考えてはいるが、運行事業者との協議がまだである。 
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委員  利用効率の点から、乗り継ぎについて、最低でも行政サービス巡回車

と廃止代替バス同士は調整する必要がある。 

 見直し案では、行政サービス巡回車は水曜日の運行がなくなり、週５

日から４日の運行になる。通院する人が少なくなっているが、ますます

少なくなるのではないか。病院は木曜日の昼から休診なので、水曜日は

運行して木曜日を運休する等の配慮が必要だ。 

 見直し案を実行すると、いがまち行政サービス巡回車の経費が１，０

００万円を切る話が出たが、伊賀市全体でいくら減るのか。 

事務局  全体的には経費は圧縮されている。 

委員  小さな見直しではなく、ごっそり入れ替えないといけない。支所の壁

を取って伊賀市全体で考えていけばもっと良いものができると思う。 

議長  市として、乗務員との関係は把握しているのか。 

事務局  乗務員にも話を聞いているかということか。今回の乗降調査で、日々

お客様に接している運転手からの意見も聞き取りを行った。 

委員  あけぼの高校は名張方面からの生徒を運ぶバスがあるが、どこが運営

しているのか。 

事務局  はっきりしたことは分からないが、保護者会による貸し切りバスであ

ると聞いたことがある。 

委員  スクールバスを出してもらうことはできないのか。 

事務局  スクールバスと既存の乗合バスの走るルートが重なっていることが多

く、乗合バスの利用者が減っている中、できるだけ学生も乗合バスに乗

っていただくことで路線が存続できるし、経費も削減できる。 

委員  今、社協がアンケートを取っているがその声と聞き取り調査した声も

ひっくるめて考えないといけない。 

事務局  実は、我々は今までご利用いただいている生の声を聞いていなかった

という反省があり、担当職員が乗車して実感しようということで、今回

の乗り込み調査を行った。実際乗っている人以外の声もバランスを取っ

て考えていく必要があると思う。 

 

 

（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 この地域運行バスは、要するにいがまちで運営協議会を作って運営す

るということか。 

事務局  自分たちのニーズを満たす運行を目指す地域の自主的な取り組みに応
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えるために検討している制度である。 

議長 あくまでたたき台として聞いておく。これからの方向性として、運営

協議会を作って、まち協ごとにそれぞれ運営したら地域がばらばらにな

ってしまうのではないか。伊賀市に合併した意味がなくなってしまう。 

事務局  イメージとしては地域が既存路線を補完するバスを作り、住民の移動

手段を確保する。行政では廃止代替バスや行政バス等により幹となるよ

うなものを通し、各地域からそこへ繋げてくるイメージの仕組みを作る。 

各地域がばらばらに動くことは想定していない。また、長い路線距離

を抱えると全体の経費も大きくなってしまうので、あまり規模の大きい

ものも想定していない。 

委員  地域運行バスに手を挙げた地域の路線バスは廃線になるのか。 

事務局  重複する路線は整理が必要となってくる。 

委員  そこを走っていた分の経費はそっくりもらえるのか。 

事務局   どういう規模のものにするかによる。 

委員  ８ページの運行形態について、地域運行バスで想定しているのは白ナ

ンバーのことか。その場合、運行事業者は三重交通に委託するというこ

とか。白ナンバーの場合、協議会が主体的に運行するということか。 

事務局  はい。登録は市が行い、運行は協議会が行っていただく形を考えてい

ます。 

委員  運行主体は市になるのか。 

事務局 法律上、登録だけは市が行わないといけない。８ページの白ナンバー

の形としては、比自岐コスモス号の事例がある。 

委員 例えば運転手が飲酒運転したときの指導など、管理監督は運行主体の

市になるのか。 

事務局 市にはなりません。例えば比自岐コスモス号も地域の運営協議会から

監督者を選び、全ての指導や朝礼、点呼なども行っている。運送を始め

るに当たり、国への申請までは市が行うが、運送に関しては地域が責任

を持って行っていただくことになる。 

委員 ７ページの補助金について、ワゴン車の購入については別に支援があ

るのか。 

事務局 現行では比自岐コスモス号は、基本的に地域の負担で車両更新をして

いるが、全額負担することは難しく、市から補助をしている。車検や修

理は運行経費に含まれているが車両更新は入っていない。ワゴン車は地

域で買って市が補助を出している形である。 

委員 何％くらい補助しているのか。 

事務局 補助率は決まっておらず個別協議となる。意見として車両購入代も出
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してほしいという声もあるので、考えていかないといけない。 

委員 比自岐の場合はモデル事業なので支援金額も大きかったのでは。 

事務局 そうでもない。 

委員 車両についてはどうか。 

事務局 最初に比自岐区と運営協議会からの負担もあるので１００％ではな

い。 

委員 比自岐コスモス号の話が出たが、実績として何人乗っているのか。 

事務局 ２７年度の実績は年間１，７０９人である。それまでは２，０００人

を越える利用があったが最近減ってきている。また全戸から負担金とし

て年間２，０００円を徴収している。 

委員 乗らない人も年会費を出しているのだから、理解が得られるかどうか。 

事務局 地域で支えているという意識が大事である。 

委員 当面責任を持って運営するが、途中で駄目になったら補助金を打ち切

ると記載されているが、そうなったらどうなるのか。 

事務局 どれだけ地域で支えられるバスになるかというマイバス意識が大事に

なってくる。現在、行政で走らせているバスも、自分たちのバスという

意識が芽生えないとなかなか利用に繋がらない。 

自分たちで積極的に乗ろうとか、これを地域づくりなどに活かそうと

いう動きにつなげていくのが一番である。 

議長 既存のバスとバスとの乗り継ぎの件については見直していただくとし

て、今回提案された見直し案に基づく運行についても事業評価をしてい

ただいて、今年より悪かったら廃止になるのか。 

事務局 ３年間の平均を見ながらになる。 

議長 病院や買い物を兼ねた基幹バスを１日に２往復くらい走らせていただ

くことを検討していただけないか。 

事務局 そういったことも含め、この部会でいろんな案を出していただき、プ

ランを練っていただきたい。 

今日出したのは１つのたたき台である。対処療法的なものとして支所

振興課から示したプランを練り上げながら実行し、並行して根本的な議

論を行っていく方法もある。 

委員 大赤字を出している市民病院も市が経営しているのだから、病院への

直行便をどんどん出せば、病院もバスも利用者が増えるのではないか。

市全体の財政のことも考えないといけない。 

委員 市民病院へ行きたいが、直通するバスがなく、行けない独り暮らしの

人を、地域の人が無償で送り迎えしている。人から頼まれたら断れない。

やはり公共交通が肝心となる。横との繋がりをきちんとすれば、もっと
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救われる人が出てくるのではないか。 

委員 タイムスケジュール的に、このいがまち地域部会で十分議論を経た後、

１０月の運行開始に間に合うよう、住民へ十分説明する時間的余裕を持

って進めてほしい。 

委員 病院への直通の話だが、運行は難しいと思うが試行はできないのか。 

事務局 法的には試行という扱いはなく、試行の位置づけであっても通常の運

行として国への申請することになる。 

また、市民病院にどれだけのニーズがあるかについても考慮しなけれ

ばならない。日々のことであれば最寄りの開業医に通う手段をどうする

かを考える必要がある。 

委員 行政の公共交通ではなく、病院事業として患者の送迎をしたらどうか。 

事務局 直通ができるかどうかは分からないが、まずはバス間の乗り継ぎを強

化したい。公共交通の宿命で、どうしても行きたい所へ直通していない

と乗り継ぎが発生してしまう。乗り継ぎに係る負担をいかに少なくして

いくかということが大事である。 

  


