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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大山田地域部会  

議事概要 

 

■開催日時  平成２９年２月１０日（金） 午後２時～午後４時１５分 

■開催場所  大山田農村環境改善センター大会議室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

藤森 荘剛（阿波地域住民自治協議会会長）、福岡 政憲（布引地域住民自治協議 

会会長）、奥 千史（山田地域住民自治協議会会長）、西尾 幸一（阿波地区区長部 

会部会長）、馬岡 清史（布引地区区長部会部会長）、西岡 時彦（山田地区区長会）、 

中森 生郎（大山田地区老人クラブ連合会会長）、福平 悟（大山田地区民生委員・ 

児童委員協議会会長）、福地 申大（伊賀市障がい者福祉連盟大山田支部支部長）、 

村木 一晴（伊賀市社会福祉協議会中部圏域課課長）、橋本 敏明（伊賀市商工会 

大山田支所支所長） 

【事務局】 

交通政策課 森課長、稲森主査、山岡主任 

 大山田支所 福永支所長、振興課 池本課長、喜多田副参事 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課 森課長 

 

 大山田支所 福永支所長あいさつ 

 皆さん、こんにちは。暦では立春を迎え春だが、昨日からの雪である。阿波の方

ではすごい雪で春遠からじという感じだ。本日はご多忙の中ご参集いただき誠にあ

りがとうございます。 

大山田地域における公共交通と言えばバスのみです。その三重交通の定期バスも

利用客の減少により便数も路線も減った。坂下行きが平成15年度で廃止になり、16

年４月１日から運行を始めたのが行政サービス巡回車どんぐり号である。 

そのとき上野東ニュータウン、現在の大沢地区だが、転入された住民から「バス

が通ると聞いて引っ越してきたのに」という声もあり、メインの坂下線と大沢線の

２路線で始まった。その後、甲野の虹ヶ丘にも転入者が増え、３路線目として虹ヶ

丘線ができた。現在は大沢線については真泥区経由にし、虹ヶ丘線は希望ヶ丘へも

回っている。坂下線は青山の滝地区へ延長している。 

そのように路線も徐々に変わっており、地域住民の皆様の声に応えられるよう範
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囲を拡大し改善してきたが、なかなか利用客が伸びないのが現状である。少子高齢

化の影響がここまでになると何をターゲットにしたら良いのか、交通弱者について

若者、学生を対象にしたら良いのか、高齢者を対象にしたら良いのか悩ましいとこ

ろだ。まずはサービスを持続していくのが大きな目標だと思う。それには大きな転

換が必要と考えている。本日は主にどんぐり号の見直し案を協議いただき、ご意見

を賜りたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

大山田地域部会 奥部会長あいさつ 

皆さん、こんにちは。先ほど１時から自治協会長が集まり、将来大山田地域をど

う守っていくのかの話し合いをしていた。 

公共交通の活性化ということで、支所長からこれまでの対応の話をいただいた。

最近新聞を見ていると、過疎化している地域の公共交通を維持するのが大変だと載

っていた。極端にいうと、若者がいなくなっているのが現実だが、行政としてもう

少し手が打てないかと思っている。 

大山田にとって伊賀街道が国道になっていて、生活路線になっている。バスに乗

ってくれないのは確かだが、大山田に住んでいたらマイカーがなければ生活できな

い。そんな中、このバスをどうして維持していくかが大きなテーマになっている。 

今日はいろいろな調査結果の報告や、行政として方向転換の説明をいただきなが

ら、忌憚のないご意見をお願いします。中身の濃い会議にし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  大山田では、先ほど支所からの説明があったように、学校まで三重交

通がスクールバスを走らせているが、虹ヶ丘地区については子供の数が

増えてどんぐり号を通学バスに利用しているところが、他のコミュニテ

ィバスとは違うのかなという気がする。 

 阿波、布引、山田で作った福祉ケアネットワーク会議で、過日いろい

ろな注文が出た。もっと細かくバスを走らせられないのかという声が出

たが、時間もかかるし、運転手の負担も増える。 

あまり狭い所を走ると対向もできないので、どんぐり号では、降車の

ときに運転手がなるべく家の近くの車が停められる広い場所で降ろす配
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慮をしてくれている。また、どんぐり号の時刻表の掲示板は高齢者には

読みにくく、もう少し大きな字にしてくれないかという要望があったの

で伝えておく。 

これ以上細かく走るのは大変だが、運転手が乗った人の意向を踏まえ、

声をかけてくれるだけでもありがたい。 

委員  世の中が変わってきているので、従来のバス路線で、バス停まで来て、

時刻表を見てどこかに行くことができない高齢者がだんだん多くなって

くるということを前提にしないと、従来のやり方から少し変えただけで

は失敗すると思う。 

結論としては、個人から電話で予約を受けて家の近くへ迎えに行くよ

うなイメージをしていかないと、とてもじゃないが無理である。 

需要に応じた運行にしないとバスを有効に利用することができない。

電話予約は社協や自治協の事務局、あるいは支所職員で対応する。運 

転手はボランティアに頼むなど、思い切ったことをしないと、従来のや 

り方ではこれからのニーズに対応できない。 

これからは個人個人で取引をする。お金の問題は市の問題だから良い 

と思うが、個人からの要求にスムーズに対応できるようにコミュニケー 

ションをうまくしないと、これからのバス利用の充実は図れないと思う。 

小中学校の通学は同時並行で考えていけば良いが、一緒にするのは難 

しい。基本的には高齢者に対応する路線バスに絞って考えていけば良い 

と思う。 

事務局  まさに提案いただいたような斬新な発想で大山田地域の望ましい形を

地域部会の中で議論いただけたらありがたい。利用がほとんどスクール

という中で、現状の行政バスではターゲットは限られてしまう。定時定

路線型ではない不定期運行も１つの方法であると思う。 

スクールとの併用をどうするのか、行き先から帰る場合の高齢者の連

絡方法をどうするかなどの課題が出てくる。検証しながらどんどん検討

していけば良いと思う。 

委員  自分で病院やスーパーへ行ける人は電話もできる。まずは引き受ける

人と利用する人の連絡を良くすることが大事だ。 

長田の福祉協会で週に１回、団地２箇所にバスを出しているが、毎回

３～６人乗っており、無料で小田のマックスバリュに行けるので、大変

喜んでもらっている。かなり続いており、充実している。病気等で利用

できない人がいても、次の人が入ってきて必ず数人は利用している。こ

ういうことをやっていけば良いのではないか。大山田の場合は100円なり

200円なり負担金をもらえば良いと思う。 
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委員  社協でもバスを出しており、週４日、年間約1,700人を運んでいる。他

の地区ではマックスバリュの協力を得ながら９人乗りの車を満車で 

走らせている。最初に支所長が言ったように、社会福祉法人においては

ターゲットを絞って地域貢献事業をしている。事業協会は利用者からお

金を取っていない。お金をもらえば道路運送法にひっかかってくるが、

年間約50～60万円の支出があるのも事実である。地域の病院やスーパー

に協力要請はするが、なかなか乗ってもらえない状況である。利用客を

連れて行けば協力金としてバックしてくれる企業もあるので、引き続き

お願いはしていくが、そういうところに補助金を出していただけたらと

思う。 

 神戸地区でも、伊賀線は通っているが買い物弱者がたくさんいる。 

現在アンケート調査を行っていて、結果を見て地元の交通事業者や医

療機関などにも声をかけ、資金を調達して運行できたらと考えている。 

自治協で車を持つとなると、法人格を取らなければいけないなど制約

が多く大変である。地域福祉からの観点からも、孤立をなくす、住み慣

れた地域で安心して暮らせるという目的があるので、行政の力を借りて

補助金をいただけたらありがたいので、ご検討をよろしくお願いします。 

議長  補助金等になってくると財政のことなのでこの場では答えにくいと思

う。福祉協議会のいろいろな所でやるようになってきたら、多少の高齢

者対策として予算がついてくるのかもしれない。これからだんだん高齢

化になってくるので、国の施策で目玉として出してくれたらありがたい

と思うが、お金が絡んでくると難しい。 

委員  福祉有償運送という事業は、１人対１人。今言っているのは、対複数

人。そこには福祉有償運送の壁が大きく立ちはだかるかも知れないが、

そこは勉強していただいて乗り越えないといけない。補助金のことは後

の話で、まず実績を作れば、おのずとお金を出さざるを得ないので、そ

こは安心していいのではないか。 

委員  私は2025年には後期高齢者、2030年には80歳になるのでそろそろ免許

返納しないといけない時期になる。返納させようとすると、バスのアク

セスをきちんとしないと返納もできない。 

山間地での高齢者の運転は事故も多くなると思うが、現状では車しか

自由が利かない状況がある。できる、できないは別にして、伊賀市全体

でこういうものを考えていかないといけない時期だ。 

ではどうすれば良いのか。例えば、東京の文京区でビーグルバスとい

うのが循環している。今の地域アクセスバスを基本として、伊賀市が三

重交通に支援しながら有料の行政バスを大きな事業体として考えていく
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ことはできないか。そうすれば大山田でもぐるぐる回れる。行政が全部

面倒を見るとなるとできないが、お金をもらって乗せるシステムの細分

化を考えたほうが良い。交通事業者も採算ベースに乗せないといけない

が、乗る時間帯をうまく調整すれば、もう１つのアクセスができるので

はないか。 

有料にして三重交通から運転手を出してもらい、タイアップしながら

やっていけば良いと考える。 

議長  あまりお金のかかることは難しい。現在のどんぐり号は効率が悪いの

ではないか。はじめは良かったかもしれないが、今は効率が上がってな

いのではないか。 

事務局  収支から見ていただいた通りである。 

委員  １人でも２人でもニーズを受け入れてやったほうが効果はあると思

う。伊賀線は、朝夕は定期の学生で混んでいて、昼はガラガラで乗って

いる人はほとんどいない。昼間は運行を止めておいたら良いと思う。効

果を考えないと成功しないと思う。効果を考えるなら、要求のある所に

のみ行くシステムを作る。集まれと言っても集まらない。今日買い物に

行く、という人を受け止めることが大事だと思う。行政がどういう発想

に立つかだ。 

議長  民生委員の立場から、独り暮らしの高齢者の声などがあったらお願い

します。 

委員  資料２の106ページのどんぐり号の使用状況だが、先ほど空気バスとい

う言葉も出たが、需要の多い所へのルート変更も必要と思う。山間地域

ではマイカーがないと生活ができないのは大山田に限らない。私もでき

るだけ長く免許を持っていたい気持ちはある。特に高齢者世帯が多いの

で、その人達の中で免許を持っている人が声をかけて地域内で助け合い

をするようアドバイスしている。 

伊賀鉄道が通っている神戸でもバスを走らせる話が出ているようだ。

利用する家まで行くデマンド型も良いと思うが、窓口として受け止め 

る仕組みや、同じ時間帯に複数から要求があったらどうするかなど、課

題はある。 

伊賀鉄道はラッシュ時以外はガラガラなところへ市の財産３億を積み

立てているが、鉄道が通っていない大山田の者からすると不公平極まり

ない。 

 民生委員の立場から言うと、いろいろなイベントをするときに送迎バ

スを使うが、ない場合は民生委員が送り迎えするのでなかなか公共交通

は利用しない。これからはデマンド方式的なやり方が必要だと思う。 
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委員  青色パトロールも何年かして定着したと思う。私も年に１、２回乗る。

１回あたり33ｋｍを２時間程乗っていたら、警察官から「少し犯罪 

率は落ちた」とのこと。そういった方式も下敷きにしながら、人をどう 

使うかを考えたら良いと思う。 

議長  条件的に大山田と似ているような所で、住民が喜んでバスに乗ってい

るとか、利用者が増えているとか、近くで他市等の良い事例があれば教

えてほしい。 

事務局  また事例を調べておく。 

  

 

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 地域運行バスについて、運行計画作成の段階でアンケートを取るとい

うことだが、アンケートは金科玉条ではない。毎日動くものということ

を前提にする必要がある。アンケートを記入する人、誰が記入したかが

大事だ。 

また、地域運営協議会というのは自治協と別にするとあるが、主旨は

何か。団体を分けてしまうと連携が悪くなる。包含してその中に部会を

作れば良いのではないかと思う。自治協は地域を活性化するために設置

しているのだから、公共交通の活性化も含めてのことではないか。 

事務局  地域運営協議会を自治協と別団体にしたのは、他市の地域運行バスの

事例をいろいろ勉強し、意見ももらった中で、最初は既存の自治組織を

母体にしている所が多かったが、会長、役員が例えば２年ごとに代わる

と、最初の導入時のメンバーは一生懸命取り組むが、代が重なるごとに

尻すぼみになり継続されず終わってしまうことが多いということも聞い

ている。 

それであれば、自治会と連携がよく取れる中で、自治協とは別の人が

代表者となって団体を作ることで、より継続的な取り組みができるので

はないかと考えた。 

委員 運営協議会の長が変わっても、それは問題ないのではないか。 

事務局  この地域運行バスも、運営協議会の中で話し合って代表者が代わるの

は良いと思うが、自治協で持つと、自分たちが一生懸命頑張っても、会

長が代わるたびにどんどん縮んでいった例も聞いていることから、その
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点を踏まえてこういう形にしている。 

事務局  こういう取り組みを始めるときにはマンパワーが一番重要と聞いてい

る。長く持続させられるよう、次の人材を育成できるように自治組織と

連携は当然取っていく必要があるが、できるだけ長く保っていける組織

が良いという主旨である。 

委員  今の話題から少し外れるが、現在、社協にお願いして無償のお買い物

バスを出してもらっているが、これからどんどん進めていくと、既存路

線と競合してくる部分があるので、三重交通の阿波線のこれからの存続

の協議状況を聞かせてほしい。 

どういう状況になったら廃止にするのか、採算性が50％以下になった

ら廃止にするのか。市ではこういう路線は切っていこうというのが見え

隠れしているが、そのことがどれだけこちらに関係するのか。 

地域運行バスで20％以上の地域負担をしてくださいと言うが、例えば

地域アクセスバスでは平均16％、大山田は11％しか収入がない。 

大山田では、残りの９％を地域が出せば伊賀市は出さなくて済むという

ように考えてしまう。そう考えると、運行経路の設定などは路線バスを

意識しているように思える。 

先ほど他の委員がおっしゃったドア・ツー・ドアのデマンド運行にし

て、タクシー型にしたほうが将来的に絶対経営効率は上がる。むしろ今

そういう方向を考えるべきではないか。 

バス停から500ｍ圏内の、交通不便地域に該当しない区域と言えば、大

山田ではほとんどの区域がそうである。ということは、もう１つ先の話

の議論が必要になってくる。もっと極端な効率化を考えたほうが良い。 

極端に進めるなら、ボランティアで全部やってしまおうということに

なる。料金をもらいながら20％の経営でやっていく形態であっても構わ

ない。自治協は役員が代わっていくから仕方がないということだが、そ

ういう所で掌握していかない限りなかなか難しい。 

今の自治協で法人化を考えて、その下に公益事業と収益事業を組み立

てて、収益事業の中にこれを入れていければ良いと考えている。地域運

営協議会だけではなく、そういう形態の選択肢も位置づけておいてもら

いたい。 

それと、道路運送法の関係で許可をしてもらうにあたり、法人でない

といけないのか。運営形態はどういう形を考えているのか。 

事務局   まず１点目の、三重交通と阿波線の協議をしているかについて、現在

のところ、具体的な存廃について三重交通から申し入れはない。資料に

あったように利用が減り、収支率も下がっているため、他の路線も含め
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全体的に危機感を持っている。 

三重県が広域の幹線、旧市町をまたがる路線の運営協議会を事業者や

運輸局、関係市町村で構成しているが、事業者の事情としてはなかなか

不採算路線が多い中で、もっと維持ができることを取り組んでほしいと

いう話があり、近いうちに状況を報告して利用促進に取り組まないとい

けない路線を示してもらう流れになっている。 

その中で、阿波線が該当するか今もって分からない。もし阿波線が該

当することになれば、地域の皆さんとどうやって利用促進を図るかの話

し合いをしなければならない。重要な地域の幹線路線なので、私たちも

なんとか残したいと思っているし、１人でも多く乗ってほしいと思って

いる。マイカーがないと生活できない地域事情ではあるが、何回かに１

回は路線バスに乗る活動をしていただくとか、地域でのいろんな活動で

バスを利用する行事を考えるなど、平素から取り組んでいただけるとあ

りがたいと思う。 

委員  今、地域が話し合いをしなければならないのは、三重交通と地域が話

をするのか、伊賀市が地域と話をするのか。 

事務局  当然行政も入る。どういうプランで利用者を増やしていくかを考えて

いくことになる。 

 地域運行バスについて、路線型のイメージを持っていただいているよ

うだが、これは決して固定ではない。デマンド方式、タクシーのような

小さい車両を使ったものなど、その地域に合う形を選び、運行計画を立

てていただくことが必要で、必ずしも路線型でないといけないことはな

い。また、運営協議会に法人格は必要ないと考えている。 

委員  有償でやるときも必要ないのか。 

事務局 はい。法人格は必要ないと考えている。もし運営協議会で車両も持つ

のであれば、そこで法人格を持つか、母体となる自治会あるいは自治協

が法人格を持って名義を登録することになる。 

委員 今のイメージはどこかのバス会社に依頼をして、という話ですね。 

事務局 それであれば手続きとしては簡単である。 

委員  資料４の17ページの公共交通利用不便地域図のバス停は、基幹バスの

バス停か、それとも行政バスのバス停か。  

事務局  全て含めている。 

委員  行政バスが走っている所から500ｍ離れたら、ほとんど人は住んでいな

いのではないか。バス路線の見直し手順で、平均乗車人数や収支率等が

判断の基準になっていて、最終的には地域運行バスに頼らざるを得ない

ということで、その場合、２割強を地元負担でやりなさいというのは、
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明らかに交通不便地域から行政が手を引こうとしているのがありありと

感じられる。そのような状況で人も少ない所に限って高齢化率が高く、

世話をする人がいない。特に自治協で言うと布引自治協議会のような地

域は、運営協議会を担える人もいない。そういう地域に対しても同じよ

うな右へならえの基準でいくのか。その点については行政的な配慮が必

要と思う。人口の多い所と少ない所では収益も違ってくる。 

 坂下線の問題について、青山行政バスで坂下まで迎えに来てもらえな

いかという要望を出していて回答ももらっている。大山田のどんぐり号

が滝まで行かずに、青山行政バスが坂下まで来てもらえたら、大山田の

経費はかからないが、反面青山の経費がかかるのは当然だ。かねてから

申し上げている通り、支所毎ではなく伊賀市全体で考えれば運行の連絡

ができてくると思う。再度検討してほしい。 

議長  伊賀市全体で考えないといけない。自治協単位で考えたらここは運営

できない。 

委員  どんぐり号、地域運行バスのことは会議も全部支所にふられてしまっ

て、本庁に話が通じないことになるので、市全体で考えてほしい。 

委員  大事なことは１人１人のことを考えてあげること。阿波地域でバス路

線を走らせたら誰かが乗るだろう、ということではない。 

委員  京都府の北の方の町でバス路線が随分減らされ、タクシー会社も撤退

した所がある。家で遊ばせている自家用車をボランティアで登録して、

電話予約が入ると町が登録している運転手に仲介している。ボランティ

アでやっているので、運転手に事故した時など負担がかかってはいけな

いということで、町が間に入り有償でやっている。 

委員  事故のことで言うと、車の所有はどうするのかという問題がある。自

治協が良いのか、運営協議会が良いのか。事故が起こったときどうする

のか。運転者を選別しないといけない。事故率の高い運転者に頼んでは

いけない。市はその辺りを手放しにしてはいけない。 

車は市で持ち、運転手も飲酒運転をしないような人を選別するなど、

市は簡単に車を回して乗らないから終わり、ということではこれからの

時代はついていけない。 

事務局  いろいろご意見があるが、支所が提案した中で、どんぐり号の見直し

の第一歩として、大沢線をデマンド運行で実施するのは、賛成反対いか

がでしょうか。 

委員  資料３には買い物や通院利用で90％以上の数字が出ているが、見込ま

れる効果としては、お金を削減するより、利用者が増えたほうが費用対

効果も上がる。こういうのは地元の人が一番よく分かっている。以前に
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社協でアンケートを行った際にも、どんぐり号の課題をお示しした。 

 日常生活支援としてのどんぐり号をもう少し考えた路線、運行、時間

にしてもらいたい。 

委員  どんぐり号は車両が１台しかないので限界もある。 

委員  １台で十分だ。一番大事なのは利用者の声を聞くこと。それをまず考

えてほしい。そうしたら利用が上がってくる。 

事務局  そのためにアンケートを取り、乗降調査を実施した上での見直し案で

ある。 

委員  いや、もっと掘り下げていかないといけない。この会議にいる人は自

分で運転できる人だが、行けない人のためのバスである。 

事務局  乗降調査を踏まえて提案している。 

委員  それだったらいつまでたっても改善しない。 

委員  最初の挨拶で利用者を明確にして、とおっしゃっていたが、これで本

当に明確になっているのか。お金の削減が問題ではなく、どれだけ人を

乗せて走れるかにもっとポイントを当てて、買い物、通院に特化すれば

もっと人数が増えると思う。バスが１台しかなくても運行を３分割した

らもっと乗れるはずだ。 

委員  資料４の16ページの地域運行バスの導入検討の流れで、３番の導入申

請と４番の試験運行の順番が逆ではないのか。いろいろなパターンを考

えて試験運行をやってみて、ベストなもので導入申請しないといけない。 

委員  先ほど他の委員がおっしゃった京丹後市の話について、去年７月の日

経新聞に、自家用車で乗客を有償輸送することは原則禁止されているが、

公共交通の空白地域では例外的に認められるとあるが、これは事実か。 

事務局  特区を取って特別措置ができる区域として認定を受けてやっているよ

うだ。全国どこでもできるわけではない。事業者が全く撤退してしまっ

て、そういうやり方しかできないことから止むなくやっているが、地域

のニーズに合って効果を上げている。そういう仕組みも検討が必要かな

とは思うが、まだハードルは高い。 

 安全性や持続性について、地域運行でも想定しているのは、運行のプ

ロに任せる方が良いのではないかと考えている。運行のプランニングは

地域が主体となって住民の声を聞きながら考えていく仕組みにしたいと

考えている。 

公共交通は、交通事業者も行政も個人のニーズに沿うのが難しくなっ

ている中では、きめ細かく対応するには地域の方のお力も借りないとい

けない。１つの選択肢としてこういうことを考えたいという主旨である。 

市が交通不便地域を見放すのかとおっしゃるが、決してそんなことは
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ない。むしろ、行政や交通事業者に頼りたくないという積極的な地域が

あれば、今あるものを押しのけてでもやりたいという意欲に応えていき

たい。必ずしもこれを大山田地域でやってくださいということではない。 

市全体の中で、取り組みたい所があれば、活用いただく仕組みにして

いきたい。 

 利用者が減ってくる中、公共交通のバスは必要なのか。そんな大きな

物はいらないという時代がくるかも知れない。１人１人に寄り添うよう

な生活支援、どちらかというと福祉目線の移動の確保を同時に考えてい

かないといけない。今までの道路運送法に縛られない公共交通の概念を

入れていく地域も出てくると思う。住民の移動の確保について、どうい

う方法が一番良いのかを含めて、この部会で話し合っていければと思う。 

地域の事情や声も聞いて、この地域にふさわしいものができればと思

う。今示しているのはたたき台であるし、支所から説明した行政バスの

改善案は対処療法みたいに感じるかもしれない。 

同時にこの部会ではその先も見据えて、次のやり方を両輪で議論いた

だけたらと思う。ある部会では「これからは自分たちの問題になってく

るから、自分たちのこととして考えないといけない」と先を見据えた案

を考えると言っている所もある。そのようなイメージでこちらも進めて

いただきたいと思う。 

委員  地域運行バス導入ガイドラインに示されている、バス会社に委託して

やる方向性は全ての地域に合う訳ではない。先ほど話のあった、個別タ

クシー的なものについてのガイドラインも合わせて作ってもらえたら、

我々の将来を考える手段になると思う。 

事務局  そういった要素のものも入れたらどうかということですね。その必要

性はひしひしと感じている。公共交通と福祉の分野で連携していかない

といけない。その点は密にしていきたい。 

議長  大沢の方から上野行きのバスに３～４人乗ってくるのと、毎日通勤で

利用している方がいる。そういう日常利用の状況も頭の片隅においてお

かないといけない。 

大山田のバス運行協議会ができたとしたら、おそく大山田管内でしか

走れない。先ほど話が出たように、伊賀市全体を走るバスがあれば通勤、

通学で乗り継いでいける。伊賀市全体で考える必要が出てくる。 

 伊賀鉄道の存続のためには手厚い手当てをして、旧郡部には冷たいよ

うな気がする。 

 四十九町に新庁舎ができるが、バスの終着はハイトピアである。ハイ

トピアから四十九へはどうやって行くのか。 
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事務局  利用の少ない阿波線を地域づくりにどう活かしていくかが大事にな

る。交通弱者、通学や免許を持たない人のためのバスになっているが、

逆を言うと上野市駅まで来た市外の方が阿波の大仏や、さるびのに行く

手段としても活用されないといけない。地域として必要であれば、残せ

るように利用促進の取り組みをしていけたらと思う。 

議長  地元に残っている者が高齢者ばかりになってくるので難しい。比自岐

がコスモス祭りや収穫祭りをして、丸山駅で降りて弁当を持って歩いて

いるそうだが、そういうようなこともやっていかないといけない。 

事務局  比自岐ではそれによって地域が振興している。地域運行バスのモデル

のようなこともやっている。バスを動かしながら、まちづくり、地域お

こしをしている事例なので、そういうのも参考にしていただきたい。 

議長  地域おこしで目立った物を作ろうと考えているので、そういう取り組

みを考えて、ハイトピアに大きいポスターを貼ればお客さんが来てくれ

るのではないか。 

委員  資料３のどんぐり号の時刻表にデマンド運行という言葉があるが、ど

ういう意味か。 

事務局  見直し案に挙げている、大沢線を定路線型、固定ダイヤ方式のデマン

ド運行にする案に対応したもので、時刻自体の変更はない。 

事務局  先ほどから、１人１人に丁寧に、という意見もいただいており、１路

線だけでもそういう対応ができるように考えた案である。 

委員  細かい検討をしないといけないが、大沢線でデマンド運行があったと

きには前もって連絡しないといけないのか。 

事務局  せめて前日までには必要と考える。 

委員  前の時刻表に基づき前日までに電話がなかったら走らない。電話があ

ったときだけ走るということだ。 

事務局 もう少し詰めていく必要があるが、当面の対応としてはこういう流れ

でいく。先ほどからの意見に対しては、その先も見据えた中で、違う方

法も考えていくことで進めていきたいが、どうか。 

議長 そうしていかないと仕方がないのではないか。 

 

 

４．その他 

 特になし 


