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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青山地域部会  

議事概要 

 

■開催日時  平成２９年２月９日（木）午前１０時～午前１２時 

■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（上津住民自治協議会会長）、 

阿部 修（桐ヶ丘住民自治協議会会長、吉岡 輝一（阿保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 

 青山支所 森永支所長、振興課 澤田課長、大岡主幹、古田主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課 森課長 

 

 青山支所 森永支所長あいさつ 

 皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、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地域部会にご出席いただきありがとうございます。 

日頃は地域振興に対しご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。地域交通につき

ましては大変厳しい状況の中でいろいろと見直ししていかなければならない。去年

の10月、11月にバスの乗降調査した結果や、今後の方向について皆さんのご意見を

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

青山地域部会 川合部会長あいさつ 

皆さん、おはようございます。立春も過ぎたが雪であり、高尾や矢持からは出に

くかったのではないか。今日は定例の会議とは違う。非常に厳しい行政バスの状況

があり、市に計画を立ててもらい、地域では真剣に改善に取り組んでいかないとい

けない時期が来た。前より不便にしてはいけないが、できるだけ経費削減をしなが

ら、できるだけ迷惑がかからないよう検討していきたい。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 

（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】 

委員  まず今日ここまで来た交通手段を教えてください。 

事務局  今日は公用車で来た。 

委員  利用する人が少ないというのはそれが原因だ。不便である。決められ

た場所から決められた場所にしか行けない。家から目的地に着きたいと

いうのが心情である。そこがクリアできていないからだんだんと利用者

が減ってくるのは当然の結果だ。昔は地区に１、２台しか車がなく、み

んな不便だった。今の時代は隣の人が便利になると、自分も便利になり

たい。だから公共交通を使うのが嫌になる。 

 大きいバスが通れないなら、小さいバスで便数を増やすのが一番の解

決方法と思うがどうか。 

事務局  車のサイズを小さくして効率を上げるのも１つの方法である。実態と

して青山行政バスは三重交通への運行委託をしている。 

スクールバスの機能も併せ持っているため、一度に多くの子供の乗車

に対応できるような車を使っており、便によって車のサイズを変えられ

るのかどうか。 

サイズを小さくして便数を増やすことについては、現在のバスの経費

は走った分だけ費用がかかる計算方法なので、車がたとえ小さくなって

も経費に見合う利用がどれくらいあるかがポイントになってくる。 

委員   マイクロバスでも、ワンボックスで走っても同じということか。 

事務局  はい。 

委員  １社だけで引き受けているのか。 

事務局  青山行政バスは元々三重交通が路線認可を取った所を走っているた

め、三交しか運行できない。 

委員  スクールバスと一般のバスとは別なのか。一緒にできないのか。 

事務局  別である。行政バスに学生が乗るのは可能だが、スクールバスに一般

の方が乗るのは、無償であれば可能だが、スクールバスは貸切バスなの

で、運賃を取って乗せることはできない。 

委員  資料２－１の２、形成計画の機能分類別のサービスの維持基準とはど

ういうものか。 

事務局  資料１の４ページにそれぞれのバスの種類ごとにグレーで網掛けして

いる、平日１日当たりの便数がそれに当たる。その路線が担っている機
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能によって１日の往復便数を設定している。 

委員  行政バスなら基準として１日３往復ということですね。 

事務局  基準なので、必ずしも３往復でなければならないという訳ではない。

もともと目安として設定したもので、地域事情もあり、現状の利用実態 

を見たときに、走っている便数に比べて極端に利用が少ないものについ

て効率化を図っていくという趣旨である。 

 

 

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】 

議長  バス路線の見直し再編案については、たくさん意見も出ると思うので、

まずは資料４の地域運行バス導入検討について、ご意見をいただきたい。 

委員 ７ページに記載している運行経費は例であって、例えば運行経費が500

万円の場合でもこの率なのか。行政として、１箇所いくらというのはあ

るか。 

事務局  どういうスケールでやるかということになるが、地域特性もあるため、

予算についてはアッパーを決められないので、話があれば別途個別に協

議させていただきたい。 

委員 300万円のうち240万円を渡すから車の維持管理全般もしなさいという

意味なのか、地域としては関心があると思う。 

事務局  ガイドラインでは２通りの方法を挙げているが、事業者に全部委託と

なれば車代や経費は含まれることになる。 

委員  私は矢持の者だが、高尾も含め、交通不便地域の位置づけがイメージ

しにくいので、地域運行バスができる範囲を具体的に教えてほしい。 

事務局  このガイドラインでは交通不便地区に位置づけている。現状で走って

いる路線の役割が満たされているのであれば、重複することはできない。 

 ただ、行政が主体でやっているバスよりも、地域で自らの考えのもと

にバスを運行したいということであれば、協議は必要だが、行政バスを

整理して、代わりにこれを入れていく方法もある。 

お買い物バスは広い意味での移動手段ではあるが、公共交通の範疇に

は入らないので、別途役割分担を考えることが課題となる。 

委員  17ページで着色されていない部分の一番南端である古田地区であれ

ば、地域運行バスができるという解釈か。 
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事務局   はい。 

委員  行政バスとコミュニティバスは併用できない。両方同時に同じ場所を

走らせるわけにはいかない。コミバスにするなら、行政バスを返上しな

さいということか。 

事務局  どちらかになる。 

委員  地域運営協議会とは何か。 

事務局  範囲としてはいろいろあるが、ここにもあるように自治組織と連携が

できるもの。跨る部分もあるが、自治協議会がそのままということでは

なく、別個のものを考えている。 

委員   それはこの地域部会である程度揉むことになるのか。 

事務局  こういう制度がどうかという議論をいただいて、地域運営協議会は各

地域で検討をいただく形かと思う。 

委員 スケジュール表では29年度の中頃から動く計画になっているが、もう

２月だが、間に合うのか。 

事務局  このスケジュールは最速で動いた場合である。地域運行バスのスケジ

ュールではなく、既存のバス路線の見直しを最速で進めた場合のもので

ある。もう少し協議に時間が必要であれば、少しずれていくイメージと

なる。 

委員  本日の説明を聞いていると、ある程度の指針は行政が出すから、後は

勝手にしろというように聞こえたのだが。 

事務局  そういう訳ではない。 

委員  伊賀市自治基本条例でも伊賀市の市民全員が知っているわけではな

い。しかし、行政から言わせると、あれは市民の強い希望によって作ら

れたもの、となっているが、それと同じではなのか。 

事務局  いわゆる自助共助の部分を言えばそういうことになる。 

委員  共助の部分などない。自助の部分だけだ。 

事務局  公共交通の部分だけで言うと、これから将来できるだけ維持していく

姿勢には間違いはないが、行政や交通事業者の努力だけで賄いきれない

部分が出てくる。市民のニーズが多様化していく中で、ぴったり合わせ

ていくのが難しくなってくると、地域の力を借りて自分たちの考えるも

のを作り上げていくのも１つの方法である。それに対し行政が支援をし

ていく仕組みも設けておく必要があると考え、こういうものを選択肢の

１つとして挙げている。 

委員  趣味や自分の楽しみの目的にまで、行政が関わって交通手段を考える

必要はないと思う。最低限の通勤通学、介護などを手厚く考えれば良い

のではないか。 
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高齢化社会と言いながら、若者への手当ても薄くし、高齢者に対する

手当ても少し削っていく風潮が随所に見られるが、それよりも逆に、減

らしていこうとしているところにスポットを当て手厚くしていった方が

良いと思うが、どうか。 

事務局  生活に必要な移動の手段の確保が一番重要だという考えは変わらな

い。効率化を図っていかなければならない中で、できるだけ日常使って

いる人に不便をかけないようにするのが基本である。 

委員   財政が逼迫しているというのは我々市民も悪い。何か言ったら全部し

てもらって要望ばかりで、使うお金がどんどん増え、本当に必要なとこ

ろに使うお金がなくなっていく。そちらの振り分けをきちんとして、余

った分を弱者への手当てにしていただけたらと思う。 

議長  地域運行バス導入検討については以上でよろしいか。では資料３のバ

ス路線見直し再編についてご協議いただくが、本日はどこまで議論する

のか  

事務局  見直し案の中には、これをやったらこれはできないというものも含ま

れている。本日は提案に対し、ご意見をいただけたらと思う。 

委員  上津の自治協としては要望書を出している。通学にある程度重きを置

いての改善ということで、地域として、差し当たっての影響はないと思

う。 

 バスが通っていることによる安心感が一番大事なので、改善は止むを

得ないと思う。 

委員  阿保地区に奥鹿野という地区があり、高齢者にとっては陸の孤島で、

自分で運転できなかったら近くの人が送迎しているような地域である。

高尾地区の古田も同じような状況である。そういう所を何とかできない

か。この地域部会で考えるか、市で応援してもらうのかは分からないが、

ここを検討していただきたい。 

委員  先ほど、地域運行バスの経費負担の考え方の中で、２割の負担とあっ

たが、運賃が２割以上あったらどうなるのか。自己負担がないというこ

とか。それとも市の補助がなくなるのか。 

事務局  運賃を含めての話なので、運賃が２割以上あればそれ以上の地元負担

はないという考え方である。 

委員  例えば３割あれば１割は地元のものにして良いのか。 

事務局  補助なので駄目です。 

委員  見直し再編案の９番の予算の削減について詳しく教えてほしい。 

事務局  教育総務課から、予算が厳しい中、スクールバスで900万円かかってい

るが、15時くらいに行政バスを運行して対応すれば400万円程度削減の試
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算になるという話があった。支所としても悪い話ではないので、教育総

務課では保護者への説明もあるが、ひとまず案として出している。 

委員  子供が行政バスに乗るということか。今は乗せられないのか。 

事務局  今はスクールバスを別に運行していて900万円かかっているので、行政

バスを増便してもらえれば一緒に乗せることができる。 

委員  朝の便はどうなるのか。 

事務局  朝の便は分からない。 

９番で「平成30年度」とあるが、まだ決まった話ではない。 

委員  地域の人にとっても15時のバスが増えて便利になるということです

ね。１本増えて、市全体としても400万円安くなる。 

委員  これはどの路線の話か。 

事務局  全線である。８番に関しては休校日の間は運休でダイヤを組んだが、

春休みや夏休みの間だけ１５時の便を増便したいと考えている。 

委員  ８番の要件を満たそうとしたら、９番を取り込めば満たせるというこ

とか。 

事務局  平成30年度にできるのであれば、同じような時間を設定しておいた方

が良いと思う。 

委員  予算的にスクールバスの900万円分はもらえるのか。 

委員  ９番は毎日の話ではないのか。行政バスにしたら休校日は関係ないの

では。 

事務局  中学校のスクールバスは休みの期間だけ運休ダイヤ。小学校も同じ。 

委員  夏休み冬休みは運休になるが、休み中にも走らせる分として、約46万

円を増やしてくれたということか。 

委員  中学校のスクールバスを何か考えた方がよい。特に滝線はスクールバ

スみたいなもので112人中、スクールが102人。その時間しか乗っていな

い。滝線はなぜ一般の方が乗らないのか。 

委員  高齢者がいないからか。思うに近鉄があるからではないか。 

委員 やはり家から目的地まで行きたいのだと思う。  

委員  12番について、霧生線は桐ヶ丘の中を通っていないのか。 

事務局  桐ヶ丘のメイン道路は通っているが、さらに中に入っていくかどうか

の話である。 

委員  もともと路線を作るように道がある。奥の方の人はバス停まで出てこ

なければならないので、こういう要望が出ている。 

委員  「桐ヶ丘の中の道路」という表現は分かりにくい。他にないのか。 

事務局  直します。 
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委員  高尾線の見直し案は何もない。 

委員  高尾線は15時くらいの便を増やしてもらった方が良い。 

事務局  地域でバスに乗って行こうとか、イベントなど、その辺も地域で考え

てもらえたらありがたい。いくらいろいろ考えても、乗る人の数は一気

に増えることはないので。 

委員  地域で考える場合は、青山地域一本で考えた方が良いように思う。 

委員  高尾と種生だけ、また路線ごとでは難しい。 

委員  運賃を上げないといけない。コミュニティバスでも古田の関係は矢持

へお願いしないといけないし、峠を通ってくるわけにはいかない。山３

つくらいは一緒にしたほうが良い。 

事務局  これ以外に高尾線と霧生線を１本で走らせられないかということも考

えたことがあるが、一番長く乗る人で40分～１時間かかる。 

委員  定時定路線ではなくデマンドで運行したらどうか。 

事務局  それは別の問題が出てくる。 

委員  バスを確保する意味では一緒のような気がする。その中で運行を考え

る必要がある。季節ごとに右回り、左回りと変えられるのか。 

委員  行政としては、見直し手順にある、「市のサポートのもとに」進めて

いこうと考えているわけか。 

事務局  必ずしもそうではなく、既存路線を続けられない判断になれば、何も

なくしてしまうわけにはいかないので、代替手段として考えたのが地域

運行バスである。既存路線の改善で頑張るのか、新しい方法で頑張るの

かは地域の中で議論していただくことになる。 

委員  小学生、中学生がいなくなると、その分の収益が減る。 

事務局  既存路線も今の形で残さないといけないことはない。幹線的に残すと

ころは残し、なくなったところは別の手段にするなど、いろいろなパタ

ーンが考えられる。 

委員  この検討で、300万円を削減して、事業評価が○になるのか。 

事務局  ○にするには利用人数が足りていない。１人当たりの単価があり、人

数が増えないとなかなか上がらない。１年に１回は乗っていただけると

ありがたい。 

委員  地域の行事で乗りに行くなども必要である。 

委員  利用者が多かったらこんなことを話し合わなくても良い。 

委員  私の娘に、「将来ここに住むのか」と聞いたら「住まない」と言う。 

帰ってきても、家まで帰る手段がないし、これから先も作ってくれな

いだろうと言っている。自分で車を持ったり、親が送り迎えするしかな
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いと言っていることも、余談だが心に留めておいていただきたい。 

議長  見直しの内容を住民に周知するのはどういう方法でやっていくのか。 

事務局  今回の案をもとにダイヤをしっかり編成し、提案しながら、ある程度

まとまったら、自治協個別または全体で相談、説明させていただきたい。 

 

 

４．その他 

 特になし 


