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平成２８年度第４回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 議事録 

 

■開催日時  平成２９年３月２８日（火） 午後２時～午後４時３０分 

■開催場所  伊賀市役所本庁舎２階 第１委員会室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

伊豆原 浩二（愛知工業大学）、辻本 勝久（和歌山大学）、福嶌 博（代理：近

畿日本鉄道（株）営業企画部 西川 裕子）、榎本 方士（伊賀鉄道（株））、仲 

範和（三重交通（株））、宮崎 利章（代理：伊賀警察署 交通課長 梶田 充代）、

土手 一彦（市民公募）、廣島 悦子（市民公募）、町井 淳志（市民公募）、小

出 和仁（中部運輸局三重運輸支局）、冨永 健太郎（三重県地域連携部交通政策

課）、岡 久美子（ハートシップ）、川上 善幸（いが移動送迎連絡会）、福岡 正

憲（布引地域住民自治協議会）、大森 秀俊（伊賀市副市長） 

【オブザーバー】 

  国土交通省中部運輸局鉄道部計画課  

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

交通政策課 森課長、稲森主査、福西主査、山岡主任、杉浦  

各支所振興課長、課員 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課長 森 

 

 会長あいさつ 

 皆さんこんにちは。年度が押し迫ったお忙しいところ、ありがとうございます。 

伊賀市では地域公共交通網形成計画を作っていただいた。計画は作れば良いもので

はなく、作った後どうするか、その先どうやってチェックし、次のステップに向か

うかをしっかりと見ていかないといけない。それがしっかりしていないと計画倒れ

になりかねない。 

これから皆さんの力、知恵をいただいて、実行し、チェックし、次のステップへ

一段上がる仕組みを繰り返していただけたらと思う。この会議は年に数回しかない

のでうまくいかないことも多いが、いろいろな意見を出し合い、良いものをどんど

ん実行してスパイラルアップしていく作業を一緒に頑張っていきたい。よろしくお

願いします。 
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２．報告事項 

（１）伊賀市地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

事務局から資料１に基づき説明。 

 

【質疑応答】 

委員  施策番号45番について、新聞でも見て三重交通グループが頑張ってく

れていることがよく分かり、感謝申し上げる。地域でもありがたいとい

う声がある。一方、行政バスの割引や高齢者の無料化などの考えはある

のか。 

事務局 市として免許返納に繋がる制度を検討できないかということである

が、網計画でも行政、交通事業者などのその他企業等関係団体が主体と

なって導入検討していくこととしている。課題として、連動して何かで

きないか考えているところである。課題を１つ１つ片付けながら、市と

して持続可能な形でできるものを考えていけたらと思っている。 

この制度ができてから、市へも問い合わせがある。上野コミュニティ

バス「しらさぎ」でもできないのか、などの声もあるので、念頭に入れ

ながら考えていきたい。 

委員 三重交通にお尋ねします。免許返納者には割引があるが、もともと免

許がない方には乗る時に割引はあるのか。 

委員 免許返納された方のみである。高齢者の事故が増えている中で、交通

事業者として高齢者の事故を減らすにはどうしたらいいかというところ

からスタートしたものである。 

委員 範囲が広がればありがたいので、またご検討よろしくお願いします。 

議長 形成計画を実行に移して２年経った。来年度３年目を迎える。チェッ

クを意識しながら次のステップに向かっていこうということなので、お

気づきの点があれば是非事務局までお願いします。 

【承認】 

 

（２）バス路線の見直し再編に係る地域部会での協議状況について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

《質疑応答》 

委員  ２ページの（２）「地域運行バス導入検討」の≪主な意見≫の中で、

担い手の問題から、自治会等以外で組織を新たに設置することは難しい

とあるが、自治会ではできないのか。運行の継続を確保するには、担い

手の問題がある組織よりも、自治会にお任せしたほうが良いと思うが。 

事務局  自治組織の運営協議会だと、どうしても中心となる人、主たる担い手
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が短期間で交代してしまい継続性が図れない。たたき台として、自治会

との連携が取れる仕組みの運営協議会のほうが望ましいのではないかと

示したものである。地域の意見を聞くと、全体として高齢化が進み将来

を見据えた上で担い手の確保が難しい、組織を立ち上げるにはエネルギ

ーが要るので既存の自治組織を活用した運営組織のほうがやりやすいの

ではないかという意見が出た。これについては要検討として持ち帰って

いるところである。 

【承認】 

 

（３）伊賀線鉄道事業再構築実施計画について 

 事務局から資料３に基づき説明。 

【質疑応答】 

  なし 

【承認】 

 

３．協議事項 

（１）地域運行バスの導入検討について  

 事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員  ２点確認したい。北方面の人は生活圏が滋賀県で、そちらへ行くのが

ものすごく多いため、県境に住んでいる人は県をまたぐのは可能なのか、

市内限定なのか。もう１つは、最初のバスの調達などの費用はどうなる

のか。 

事務局  １点目の地域によっては県境をまたぐ場合について、定時定路線型・

デマンド型いずれにしても滋賀県側に行く場合、滋賀県側の公共交通の

状況がどうかということと、それぞれの管轄する運輸局への届出が必要

となる。理屈的なことがクリアされれば地域のニーズに合った運行は可

能と思う。 

 ２点目については、ガイドラインにおいてイニシャルコストの支援策

は踏まえていない。地域と話し合いをし、別の制度を使いながら車両を

購入する方法もある。ケースバイケースだが、何らかの支援がなければ

立ち上がらないだろうという認識はしている。地域運行バスはランニン

グの部分の位置づけなので、イニシャルコストは別途考える必要がある

と思っている。 

委員  車両買い替え費用の支援もしてもらえたらより促進しやすい。 

委員  根本的なことだが、地域運行バスが対象とするのは、行政バスも運行
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していない地域ということだが、伊賀市ではどれくらいあるのか。２点

目は検討の流れとして、地域運営協議会を立ち上げるだけでも年数がか

かるのではないかという懸念があるために聞くが、設立から本格運行す

るまでどれくらいの期間がかかるのか。 

事務局  対象地域は３ページの地域図を見る限り、既存のバス路線や鉄道がな

い所は、人口がある所で考えるとそんなにないように思う。 

委員  この案は交通空白地を埋めるものなのか、または、既存のバス路線や

行政バス路線が廃止されたとき、次のステップをどうするかというもの

として考えたほうが良いのか。 

事務局  はい。両面だと思う。すでに全く無くてどうしようかという所と、バ

ス路線再編を考える中で、ニーズに合った独自の運行の希望が強い地域

は、既存のバス路線を整理してこれに移っていくというのも１つの方法

と考えているので、セットで提案をしていきたい。 

 どのくらい年数がかかるかということについて、それぞれの実情によ

ると思う。担い手の問題は、各地域部会でも直面していると聞いた。立

ち上げのときは、キーになる人がいて成功していると聞くので、地域を

まとめられる方がいるかということと、そういう方が次の代へ継承され

ていくかが大事なところと思うので、地域のやる気が大事になってくる。 

委員  期間を気にしたのは、買い物バスを導入したほうが早い。手間がかか

るとなると、そちらの発想になりにくいのではないかと懸念している。 

事務局  実情としては、買い物バスが普及しているが、目的がスーパーへの買

い物に特化されているので、幅広い用途に使える一般の乗合型の運行形

態が地域運行バスになる。買い物だけで見れば事足りるという意味では、

誰かが運行しているものに乗るのは容易い。しかし持続可能性ではどう

なのかという部分もある。将来にわたって移動手段を確保していくとい

う地域の考えのもとに地域運行バスを導入されるならば、将来に繋がる

確実なものになっていくと期待している。 

委員  行政から見た話が多いが、民間団体から見た場合、例えば介護施設の

人が１日十何便迎えに行っている。その途中で駅や公共施設、商業施設

に寄ることができるが、このように広いエリアから集めて運行している

場合、何か方法はあるか。病院が送迎をしていて、大山田や青山からの

広いエリアから公共施設に寄る場合、許可は必要か。 

事務局  基本的に無償送迎バスであれば、特段必要ない。有償の場合だと許認

可が必要になる。既存の交通事業者と競合する部分を整理する必要があ

る。 

議長  白ナンバーのまま有償で運送するのであれば許可は出ない。６ページ
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の下部の状況に当てはまる場合のみ可能である。 

委員  ３ページの図では、対象地域は現在の行政バスを含めた地域以外とい

うことか。バス停から500ｍ圏外となると、かなり地域が限られ、居住人

口も少なくなる。そういう地域を対象に自主運営するということは、運

行経費を引いた２割以上を地元負担しなければならないのは最初の段階

から無理だと分かっているのではないか。 

事務局  定義にあるように、半径500ｍ圏内であっても地形的にバス停に行くの

が難しい地域や、バスは通っているが本数が２往復程度の非常に少ない

所はバスが通っている区域として対象地域から除外するのは現実的では

ないと思う。 

既存路線が非常に使いにくく、自主運営したほうがよりニーズに近い

ものができるようであれば、路線バスと地域運行バスのセットでお考え

いただくのもひとつの方法である。 

委員  逆に行政バスの運行コースを掻い潜らなければならないのか。 

事務局  並行している場合は難しいと思うが、行政バスがこれ以上改善を望む

ものではない場合、地域運行バスに置き換えるという方法もひとつであ

る。 

委員  新たに地域運行バスを作るよりも、行政バスを充実させたほうが良い

のではないか。 

事務局  改善によって、そちらのほうが地域のニーズに合うのであれば、行政

バスを改善していけばいいと思う。 

委員  14ページで、本格的に運行がされたとして３年後に20％以上の地元負

担が出来ない場合は運行をとり止めることになる。試験的にやってみた

がすぐ駄目になったということになると思うが、利用者がなくなったか

らではなく、利用者が辛抱しないといけないという宣告を受けるように

感じるがどうか。 

事務局  持続可能な運行が大事である。運行経費の20％以上を地域で負担して

維持できるものを、事前にいろいろな調査をし、試験運行をしながら確

証を持ってやっていくことが前提になる。何らかの理由で確保ができな

い場合、そこに公費を入れていくことはなかなか理解されにくいものが

あるため、一定の基準を設け、地域でも努力をしていただく目安にして

いただけたらということである。 

委員  担い手が不足している地域が不便地域になるので、行政はとかげのし

っぽ切りのようにならないよう努力いただきお力添えをお願いする。 

事務局  人口も減少する中で、移動の手段を考える時に、乗り合いの方法がふ

さわしいのか、ピンポイントの福祉的な観点から見た移動の確保が良い
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のかの検討もあるので、公共交通の括りで考えた時に、こういう方法も

どうかということで提案しているものである。広い意味での移動手段を

どうするか、幅広い観点で地域の方と話し合いをしていきたい。 

委員  資料２の地域部会の意見の中で、運賃収入が運行経費の20％を上回っ

た場合、市からの補助金はどうなるのかという部分について、例えば市

からの補助金はカットされるのか。 

事務局   20％以上確保いただきたいというのが目安なので、逆に８割までは市

の予算の範囲であるので支援をさせていただく。 

委員  ８割固定か。 

事務局  いいえ。それ以上に地域での努力があれば。 

委員  自分たちで始めたとき、新しい担い手が来て観光で掘り起こして収入

が確保できたときに、市からの補助金が削られるのは夢が無い。儲かっ

た分は自分たちの車にラッピングをしたりできたら良いと思うが、どう

なのか。 

事務局  意見として承ります。インセンティブをどう確保していくかは、別の

ことで考えられる部分があると思う。最低限維持をしていくための行政

からの支援として、こういう案を出していることをご理解いただきたい。 

委員  夢物語だが、頑張ったら自分たちでもできるのではないかという部分

を残しておかないとやる気にならない。まず協議会を作るのが大変なの

で、時間がかかってもやってみようという余地を残していただきたい。 

事務局  ご意見として承る。 

議長  整理すると、運賃収入で20％を確保したいということだが、今おっし

ゃったように皆が努力して20％を超えたときの補助の仕方を行政も少し

考えたほうがいい。地域の皆さんの役に立つようなところに何かすると

か。 

地域の人にとって、一生懸命やったら楽しいことがあるというのが必

要かもしれない。３年間で運行維持基準を満たない場合を想定されてい

るが、満たした場合を考えてほしい。ＰＤＣＡのＣからＡへの話だと思

う。市と地域の皆さんと共同で何か協議して決めるなどの道を作ってお

く必要がある。 

サービスを提供する側の話として今まで来てしまった。サービスを受

ける側の皆さんも何か考えてくれませんかというのが今回のガイドライ

ンだと思う。その辺りは住民の皆さんと協議して次のステップに進む部

分を残しておく必要がある。満たない場合のことだけだと少し辛い。 

 比自岐コスモス号は頑張っていて、このしくみでいけば良いと思って

おられるだろうが、その辺りはどうか。 
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事務局  地域の方のモチベーションを高められるようなものの配慮に欠けてい

たと気付かされた部分だったので、一度考えてみたい。 

委員  ６ページのケース２にある、「区域内」とは、定められた区域のみな

のか市全体なのか。 

委員  有償運送はいろいろな形態があり、市町村が行う有償運送は、交通空

白で何もない地域での運送と福祉有償があり、定められた形態がある。 

 先ほどおっしゃった、訪問介護事業者が送迎サービスをしている延長

で有償運送できるか甚だ疑問があるが、個別のケースがあれば市を通じ

て支局へ照会していただきたい。 

委員  運転者の要件は、市町村運営有償運送の講習が必要か。 

事務局  はい。比自岐コスモス号でも運転手は受講されている。 

委員  講習会場が限られている。現在、当団体では福祉有償運送の認定講習

会を行っているが、今後市町村有償運送認定講習も地域でカバーできる

ところは考えていかないといけない。 

委員  その点は課題として認識している。講習会場を今すぐ増やすことはで

きないが、この話を持ち帰って報告したい。 

委員  市町村運営有償運送と福祉有償運送の講習内容を比較すると、福祉の

方が濃いと思う。福祉有償運送講習でいけるなら市町村運営有償運送講

習は省略にしてもらえるとありがたい。 

委員  持ち帰って検討する。 

委員  運賃収入が20％越えた団体には、市長からの表彰なども考えたらどう

か。 

12ページの試験運行期間について、１年以上を基本とするとあるが、

数ヶ月以上１年まで等、ある程度試験して結論を出したほうがいいので

はないか。また、３ページの交通不便地域図はもう少し明確に分かるよ

うに示したほうがいいと思う。詳細なガイドラインを作っていただいた

が、専門用語が多く分かりにくいので、用語集をつけていただくとか、

分かりやすい表現にするとか、「アンケートを取りなさい」とあるので

アンケートの雛形を提示するなど、分かりやすい親切な書きぶりをして

もらえるとありがたい。 

事務局  もう少し大きく細かい交通不便地域図にしないといけないと思ってい

る。再度示すときには明確なものを用意し、用語についても改善したい。 

 試験期間の設定は、結果が早く見えることがあるかもしれないので、

１年にこだわる必要もないかもしれない。もう少し幅を持った形に変え

られるようにしたい。 

議長  私は逆に捉えた。１年としてしまうと、ぎりぎり満たなかったら止め
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なくてはならなくなってしまう。１年以上にしておくと努力して２年く

らいでなんとか達成できれば本格移行できる。１年という区切りがある

と、駄目ならやめないといけなくなる。 

本格移行する基準が書いてあるが、その部分をどう判断するか。しっ

かり書いておいたほうが良いのか、あともう１年努力すれば何とかなる

ところが、１年で切ると書いてあれば適用しないといけなくなるので、

今までの意見も含めて考える必要がある。 

委員  試験運行期間中の運賃はどうなるのか。無料か有料か。 

事務局  基本的に本格運行と同様に有料である。 

委員   有料ということは許可が必要か。 

事務局  手続を済ませてからになる。 

議長  いろいろな意見が出ているので内部で検討していただいて、このガイ

ドラインをいつ発行するのか考えがあったらお願いします。 

事務局  既存バス路線の見直しと並行して地域と話し合いをしている中で、こ

れも同時に出していけたらと思う。先ほどご指摘いただいた点はもう少

し時間が必要なる。 

議長  次回の協議会までに整理をしたいということでよいか。 

事務局  はい。 

【継続協議】 

  

（２）伊賀線新駅整備に係る補助事業の概要及び諸手続きについて 

（３）協議会規約の改正について 

（４）伊賀線新駅整備に係る覚書の交換及び事業委託契約書（案）の作成について 

事務局から資料５、資料６、資料７に基づき説明。 

 【質疑応答】 

オブザ

ーバー 

 平成29年度予算が成立し、間もなく採択の内示ができると思うので、

ぜひ伊賀線の利用促進に繋げていただきたい。 

【承認】 

 

４．その他 

 事務局からその他資料１、その他資料２に基づき説明。 

委員  先日事故に遭い、一旦停止を無視した人に当てられた。止まれの標識

とペイントが消えているのに気がついたので、気をつけてほしい。 

議長  おそらく担当課が違うと思うが、きちんとお伝えください。  

事務局  交通安全の所管課に伝える。 

委員  県道、国道、市道で道路管理者が異なるが、側道・センターライン・
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とまれの標識についてのご意見はしっかり対応する。県道についてはサ

ミットがあったこともあり、来年以降良くなるのではないかと期待して

いる。 

委員  今回、庁舎の駐車場が有料になると聞いた。平日は無料で利用できた

ので、車を置いて電車に乗った。有料になると伊賀神戸駅まで車で行っ

たほうが良いという考えも出てくると思うが、何か聞いていないか。 

事務局  ご指摘の駐車場は、上野公園第２駐車場の位置づけで平日も有料とな

る。 

委員  従来は無料でしたよね。 

事務局  パークアンドライド用駐車場という位置づけはないが、庁舎の無料駐

車場であった。今回は観光バスの駐車スペースを確保して、伊賀市に来

ていただく観光客のための市営駐車場である。現在の南庁舎前は従来ど

おり来庁者用駐車場である。 

委員  良いもの（公共交通マップ）を作ってくださり、ありがとうございま

す。これはどこに置いてあるのか。 

事務局   公共施設、市民センターや市役所、商業施設に置く予定をしている。

駅にも置く予定をしている。時刻表についても同様に設置する予定で

ある。 

委員  せっかく良いものなのだから、これこそ全戸配布したら良かったのに。 

委員  バス停や観光案内所に掲示したらいいと思うが、その予定はないのか。 

事務局  サイズを調整して検討したい。 

議長  うまい使い方を工夫して、マップの上手な使い方をコンテストで募集

するなどいろいろなやり方があると思うので、みんなで知恵を出し合え

ば良いのではないか。 

 

 


