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平成２９年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 議事録 

 

■会議名称  平成２９年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２９年５月３１日（水） 午後２時から午後４時３０分まで 

■開催場所  伊賀市役所本庁２階 第１委員会室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

辻本 勝久（和歌山大学）、福嶌 博（代理：近畿日本鉄道㈱総合企画本部 西川 

裕子）、榎本 方士（伊賀鉄道㈱）、仲 範和（三重交通㈱）、前田 敦志（一般

社団法人三重県タクシー協会）、福田 勝許（伊賀建設事務所）、梶田 充代（伊

賀警察署交通課）、奥澤 重久（市民公募）、天満 雅世（市民公募）、堀井 信

雄（市民公募）、前山 正清（市民公募）、小出 和仁（代理：中部運輸局三重運

輸支局 西原 正浩）、堀田 大（いが移動送迎連絡会）、福岡 政憲（布引地域

住民自治協議会）、大森 秀俊（伊賀市副市長）、宮﨑 寿（伊賀市企画振興部長） 

【オブザーバー】 

  佐藤 龍太（国土交通省中部運輸局鉄道部計画課） 

【事務局】 

企画振興部 前川次長 

交通政策課 森課長、吉岡主幹、吉福主査、山岡主任、立岡 

【支所】 

伊賀支所振興課、島ヶ原支所振興課、阿山支所振興課、大山田支所振興課、青山支

所振興課 

■傍聴人：３人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課長 森 

 

副会長の挨拶 

副会長 皆さんこんにちは。副会長を仰せつかっています、和歌山大学の辻本

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、会長の伊豆原

先生がご欠席ということで、私の方から一言挨拶をさせていただきたい

と思います。 

この協議会の役割は、後ほど運輸支局さんから詳しく説明をしていた

だこうと思っておりますけれど、地域の公共交通をいかに持続可能なも

のにしていくかということを、関係者の皆さんで、活発に知識と知恵を
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出していただきながら、いかに伊賀市のよりよいまちづくりに向けて地

域公共交通をより良いものにしていくかをしっかりと考えていきたいと

思っております。 

今日は今年度第１回目の会議ですが、協議事項が７件、報告事項が２件

ということで、盛り沢山な会になっておりますが、１つ１つの協議・報

告を大事にしていきたいと思っていますので、積極的に皆さんのご意見

をいただければありがたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

２．協議事項 

（１）協議会規約の改正について 

事務局から資料１に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員  第９条第４項の「緊急の処理を必要とする事項」とは、どのようなこ

とを想定しているのか。 

事務局 本日の協議事項の５番にもあるが、先程も説明があったように、この

４月から伊賀鉄道については公有民営方式という形で、伊賀市も第三種

鉄道事業者として運営に関わっていくことになった。それに伴い、国の

補助事業を受けて事業を進めるような案件に際し、事前に活性化協議会

で、そのような計画で進める承認をいただかなければいけない事案が出

てきた。今回については、協議会の方でしっかりとご審議いただきたい

と思っているが、例えば、今日審議会を開いて、明日にそのような補助

事業などで、事前に承認をもらわなければならない案件が出てきた場合、

なかなか再度、委員の皆さまにお集まりいただき審議をする時間がとれ

なくなった場合に備え、書面決議も可能になるような一項を入れさせて

いただきたいと考えている。 

委員 第９条の会議の「召集」の文字だが、これは手へんが必要だと思うが

いかがだろうか。 

事務局 おっしゃっていただいた通りであるため、訂正させていただく。 

【承認】 

 

（２）会長、副会長及び監事の互選について 

 事務局から説明。 

【質疑応答】 

委員 事務局の方で何か案はないか。 

事務局  事務局の案としては、これまで副会長を務めていただきました和歌山

大学経済学部教授の辻本勝久様を会長に、大森秀俊伊賀市副市長を副会
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長に、また、監事には、三重県地域連携部交通政策課長の冨永健太郎様、

三重県伊賀建設事務所副所長の福田勝許様にお願いをできればと考えて

いる。いかがだろうか。 

委員 異議なし。 

【承認】 

 

○新会長の挨拶 

会長 一言挨拶をさせていただきます。ただいま会長に推薦いただきました、

辻本でございます。よろしくお願いいたします。硬い挨拶にしようか、

柔らかい挨拶にしようか迷っていましたが、今日は委員の皆さんかなり

入れ替わりがあり、初めての方が多いと思いますので、柔らかい方の挨

拶にさせていただこうと思います。私は和歌山大学におりますけれど、

出身は隣の名張市でございます。この協議会が立ち上がる前から、伊賀

市の公共交通の計画等に関わってまいったという者でございます。交通

に関わるくらいなので、大学では、交通計画、交通政策、それもまちづ

くりと絡めたところで、研究、教育をしています。 

今日、市庁舎の入口に垂幕がかかっていました。伊賀市は忍者市宣言

をしたということで、先程何人かの方と名刺を交換させていただいたら、

名刺の中にもしっかり忍者市宣言ということで、手裏剣のマークが入っ

たかっこいい名刺をいただきました。私も伊賀市の隣の名張なので、研

究室に手裏剣を飾っています。非常にこの伊賀地域には愛着たっぷりと

ございます。 

今年、天正伊賀の乱を題材にした映画がまもなく封切られるというこ

とです。しかも、伊賀市が忍者市宣言をしたばかりということと、それ

から引き続き、忍者をクールだと思う外国の方がたくさん来られている

ということもございますので、今年は伊賀市ブームがくるのではないか

と思っているところです。 

このようなこともあり、いろんなところの研究会に参加し、各地へ行

っていますが、行く度に、今年は伊賀市ブームが来るぞと、宣伝の隠密

活動をしているところです。先日も関西鉄道協会の研究会で、公有民営

化されたばかりの伊賀線を紹介しつつ、伊賀の紹介もしました。 

いずれにしても、伊賀市の公共交通の活性化に向けて、皆さんぜひ力

を合わせて取り組んでいただきたいと思っておりますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

・協議に先立ち、三重運輸支局から、パンフレット「活発で良い議論ができる会議のた



4 

 

めに。」の内容について説明。 

 

（３）伊賀市地域公共交通網形成計画の実施状況について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

会長 進行中の計画なので、施策のメニューそのものは、変更はできないと

いう理解でよいか。 

事務局 網計画の中で位置づけた施策ということで、基本はこの施策を取り組

んでいくという形になっていくと思うが、今、担当から申し上げたよう

に、計画期間の折り返し地点を迎える中では、未着手の部分もいくつか

ある。そうした施策について、実現の可能性をもう少しこの協議会でご

検討いただき、軌道修正も必要になってくるかもしれないと考えている

部分もある。 

会長 昨年度の成果、問題点を踏まえた今年度の方向性について、施策その

ものの見直しなども含めて、ご意見をいただきたい。 

 また、膨大な資料で、いろんな用語も並んでいるため、分からないこ

とや気づかれたことがあれば、積極的にご発言いただきたい。 

委員 ３ページの施策番号１６の言葉の説明をお願いしたい。「伊賀線を公

有民営方式により運営していくに当たって」とあるが、「公有民営方式」

とは、民営方式ではなく、公が持って民間が運営するという、この言葉

通りの方式であるということでよろしいか。 

事務局 この４月１日から伊賀線の運営については、鉄道施設、車両を重要な

社会インフラとして市で所有し、維持管理をしていく中で、鉄道運行を

いただく伊賀鉄道株式会社にお貸しをして、実際に列車の運行をいただ

くというような形が公有民営化という方式である。 

委員 ４月からは、今まで「第三セクターで」と言っていたものとは少し違

うのか。 

事務局 第三セクターであるのは伊賀鉄道株式会社である。この会社の組織に

ついては、公である市が出資をさせていただいているので、これは従前

と変わりはなく、第三セクター会社としてやられている。ただ、運営に

ついて、４月１日以降、公有民営化だが、それ以前は民設民営というか、

上下分離をしていた。下の部分、いわゆる施設や車両については近鉄が

所有し、運営を伊賀鉄道が行うという上下分離の形をとっていた。民有

民営といった形が、今後、下の部分を公である伊賀市が持ったというよ

うなことである。 

委員 そうすると、公の伊賀市の官有部分が大きくなったということか。 
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事務局 そういうことである。 

委員 ２点ある。１点目は、先日、旧の伊賀町で地域部会があった。その中

で柘植から上野市までの三重交通のバス路線が順次縮小され、もともと

柘植駅から出ていたが、支所になり、現在は新堂駅になっている。この

ことで、先日、地域部会で意見を出された方がいた。地域部会で検討し

てくださいという市からの話だったと思うが、これは地域部会で扱いか

ねる問題で、あくまでもこの場で、市の責任において進めるべきものだ

と思うが、いかがだろうか。 

もう１点は、駅の魅力化ということで、いろんなお客様を迎えるわけ

だが、上野市駅のトイレを事務局の方で使ったことのある人はいるだろ

うか。私はもう免許を返納したので、よく使う。まず、上野市駅のトイ

レをなんとかした方がいいと思う。以降の方針に出ていないが、かなり

急ぐ問題ではないかと思う。 

事務局 １点目の地域部会で議論いただいている内容で、主に廃止代替バスの

件というふうに受け止めさせてもらったが、廃止代替バスが柘植－上野

間の系統からだんだん短くなっていった経緯については、乗車の減少な

どが発端となって今の形になったと理解しているが、地域部会でいろい

ろご議論いただきたかったのは、そういったことも含めて、いがまちで

あればいがまちの地域で望ましい交通体系のあり方を、いろいろ意見を

出していただいて、今後に反映をさせていきたいという部分であった。

必ずしもそれを決めていただいて、その通りになるかどうかというと、

いろいろな問題があるかと思うので、いろんな立場から、その地域ごと

の公共交通のあり方について意見を出していただいて、それを参考にさ

せていただいて、今後の施策に反映させていきたいということである。

市の方で責任を放棄したというわけではなく、いろんな地域の実情等、

活発な意見を聞きながら、施策に反映していきたいということで、地域

部会を開かせていただいたということである。 

２点目の市駅のトイレの問題については、我々も何度か使わせていた

だいているところだが、問題があるというのは、何かご不便、バリアフ

リーでないなど、そういった部分もあるかと思うが、汚れがひどいとか、

そのようなことか。 

委員 そういうことである。おかげさまで、柘植駅は新しい、きれいなウォ

シュレットのトイレになり、乗換駅であり、非常に使う方も多いので、

歓迎の話をいくつか聞いている。 

私も柘植から電車に乗り、伊賀上野から市駅まで来て、市駅でトイレ

を使う時に非常に愕然とする。お客様を迎えるトイレではない。 
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事務局 清掃等は事業者の方できっちりやっていただいている部分だが、施設

はこの４月から伊賀市の方で所有するものである。優先すべきこともた

くさんあるので、そういったことを勘案しながら、必要性に応じて整え

ていくような形になろうかと思うので、ご理解いただければと思う。 

委員 上野市駅のトイレについては、確かに我々伊賀鉄道にもお客様から、

ご要望・ご意見をいただいている。一言で言うと、これまでは近鉄の方

で駅や線路を持っており、改修計画を予算と見ながら進めてもらってい

た。近いところでいうと、伊賀線・近鉄大阪線の伊賀神戸駅で、これに

ついては２、３年前に、大阪行きの電車の向こうにあったトイレ、これ

もかなり古かったが、これを近鉄の予算投資において、伊賀線側の方に

きれいなトイレにしていただいた。近鉄側でも順番に投資計画を立てて

いたが、優先順位の関係で遅かったのは事実である。 

現在は伊賀市の資産になるので、貴重な意見であるし、今後、持ち主

である伊賀市と費用対効果、予算を見ながら進めていければという希望

は持っている。見た感じ、茅町駅にもトイレがあり、そこもあまり美し

いトイレではない。我々として、言い訳になるが、駅係員や清掃で、何

とか最低限の清潔さだけは保っている状態である。正直、設備的に現在

あちこちでトイレが改修されている中では、見劣りがするのは事実であ

る。ご不便をおかけして申し訳ない。 

会長 ２点目の上野市駅のトイレについて、委員より貴重な意見をいただけ

た。それから、伊賀鉄道からも、利用客の方のご意見もある状況である

と。そういうことを踏まえて、今後どのようにして改善を図っていくの

か、皆さんで具体的な議論を進めていければと思う。 

今回進んでいる計画の中では、上野市駅の話は入っていない。今後の

課題をご指摘いただいたので、改善のきっかけになったかと思う。あり

がとうございました。 

委員 今の意見に関連したことだが、この協議会で私たちは専門家ではない

ので、いろんな意見を言わせていただき、それが伊賀鉄道の方から回答

があった、費用対効果の面で、例えば、少数の人には、非常に地域を良

くする、交通政策を良くする面にはいいが、費用対効果でそれはできな

いということを、後からでもいいので、ずっと引き続いての議論にして

いただきたい。そのまま、皆さん上手いこと言ってくれて、「いい意見

を承りました。」と結局後はどうなったのか、ということが分からない。

それをずっと持続して、その時は「こういうふうなことで検証した結果、

優先課題ではないと思います。」などと後から回答をいただきたい。そ

こで終わってしまわないようにお願いしたい。 
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会長 この協議会の議論を進め方の点で、非常に大事な意見だと思う。この

場だけの議論で終わってしまわない、次に繋げる。その積み重ねで伊賀

市の公共交通がだんだん良くなっていくということで、そういうことを

イメージしながら、次に次に繋げていくということで、大事な観点だと

思う。事務局にもその点よろしくお願いしたいと思う。 

委員 ４５の「免許返納者への支援制度の導入」のところで、少しご意見を

申し上げたい。 

高齢者の交通事故がかなり増えており、ニュースにならない日はない

ほど社会的な問題になっている。免許を返納して、返納者に対する特典

と書かれているが、その特典を利用できない人もいると思うが、そこを

どう考えているのか。今も意見が出ていたが、この協議会の中で、検討

課題として良い方向に改善する、また、そういう方々が利用できるよう

な状況を作っていくというこということをしなければ、ここでいろんな

議論をしても、「それは無理ですね」や「それはちょっと費用対効果で

は難しいですね」という意見ではなく、やはり、免許を返納した方とい

うのは、まさに交通弱者になろうかと思う。中心部だといろんな交通網

があるが、郡部に住んでいる方は、免許を返納すると本当に大変な状況

になってしまうということが分かっているので、そういうこともこの場

所で議論できないのか。また、行政の方からこういうふうな方向で考え

ていますという提言をこれからしていただけるのかと考える。そういう

意味では、皆さん方のご意見をいただいて議論するのか、また、行政は

行政として責任を持って、こういう計画がありますということをこの場

に提出していただけるのか。私たちの任期の間に、是非ともそういうふ

うにしていただきたい。今回初めて委員にならせていただいて、３月ま

での議論の内容については全く分からないので、これからの会の中身、

ご提言・ご提案をしていただくことについては、そういう方向で、是非

とも進めていただければと思う。 

会長 施策番号４５の免許返納者への支援制度の拡充のところでご意見をい

ただいた。また、この協議会でいただいたご意見の内容を扱うかどうか

という点、これはもちろん扱うことになると思う。次年度の対応・方向

性という欄もあるように、現在の取り組みも踏まえて、今後どうしてい

けば良いのか、この場でしっかり議論する。その点は明確にしておきた

い。 

免許の返納をした上で、特典があっても利用できる人と利用できない

人がいる。このようなご指摘があったが、事実どうなっているかという

ことは確認した方がいいか。現在の特典というのは、どんなものがあり、
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どういう方が利用しているのか、利用しやすいのか。どうなっているの

か、関係の方に説明をいただきたいと思う。 

三重交通が免許返納の方への運賃割引制度を導入されているというこ

とだが、具体的にどのような制度で、利用状況はどうなのかということ

について、説明をしていただければありがたい。 

委員 公共交通事業者として、今の社会状況の中でどういったことができる

のかということで、少しでも免許返納をしやすくなるような環境、公共

交通に乗ってもらいやすくなる、そういった観点から、公共交通事業者

としての割引制度を作らせていただいたところがある。その中で、すべ

ての方へというわけでなく、免許を返納された方がより交通不便になっ

たであろうというところの考え方から、こういった割引制度を作らせて

もらっているということである。 

具体的には、バスの運賃が半額になる、同伴の方１名も半額になる、

というような内容である。あと、定期券という形で作らせていただき、

１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年間のものそれぞれの金額設定をさせてい

ただいている。 

会長 全国的にも、三重交通みたいに積極的に免許返納の特典に取り組んで

いる事業所がなかなかおらず、先進的な事例だと思っている。 

委員 事業所が半額にしながら特典を設けていただけるのは確かにありがた

いことだと思うが、こういう委員会は、行政としてどうするのか。例え

ば、免許を返納した人に、行政として、税金を少しでも安くするなどの

考えはどうか。これは非常に公平なことだと思う。事業所は事業所とし

てやっていただくのは結構だが、こういう委員会だから、行政としてど

のように考えていくのかということも、プランとして、ビジョンとして

出してみるのはいかがだろうか。 

事務局 事業者の取り組みに対して連携してということになるが、三重交通の

制度については、市が運行委託をしている廃止代替バス、７路線あるが、

そちらについても、三重交通の導入と同時に免許返納者への支援制度を

対象とする路線としていただいているので、当然その部分は、市の方の

負担となる部分である。これ以外に何か市としてということになると、

今のところ申し上げられることはないが、今の社会状況等で、いわゆる

高齢者の交通事故が増えているような現状もあるので、喫緊の課題だと

認識している。 

これは鉄道、伊賀線の関係になるが、昨年度、議会の方へ高齢者への

無料パスを導入できないかというような請願もいただいているので、そ

ういった導入が可能かどうか、今検討をしている状況である。はっきり
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と、今こういう方向であるということは持ち合わせていないが、状況と

しては、そのようなことである。 

会長 今日のこの進捗管理表を見ると、「支援制度の拡充に向けた検討を進

めていく。」と今年度の計画として書き込んであるので、今のお答えだ

と、行政としての検討とその説明がまだ低い状況ではあるが、次回なり

次々回なり、行政としての今後の免許返納者への支援制度の考えや検討

状況など、まとまった説明をしていただければと思う。 

委員 この資料には、交通不便地域も出ている。交通不便地域の方々をどう

するのか。交通不便でない地域の方はそれでいいが、第１章のところに

地域運行バスの対象とする地域のところで、交通不便地域の定義という

のが書かれていて、今日も追加資料でいただいた。交通不便地域の方々

に対する扱いをどうするのかということを、きちんと紙ベースでも答え

ていただきたい。そして、それを基にして議論をしていけばいいと思う。

あまりそればかり言っていてもいけないので、そういうことで、よろし

くお願いしたい。 

会長 今の点も含めて、次回以降の宿題ということで、よろしくお願いした

いと思う。 

委員 施策番号３５番の「伊賀鉄道、近鉄、ＪＲ関西本線の乗り継ぎ及び上

野コミュニティバスしらさぎのダイヤがわかる携帯型時刻表を作成し

た。」とあり、３，０００部ということだが、これは駅等に設置したと

いう認識でいいのか。 

事務局 主要駅、伊賀線で言えば上野市駅、市の公共施設に置かせてもらって

いる。場所によっては配布が終わっているところもあると思うが、事務

局にも少し残っているので、必要な方にはお渡しをしている。 

委員 せっかくいい物を作ってもらっているので、市や事業者のホームペー

ジからＰＤＦなどで見るようにできないのか。 

事務局 かなり細かく、容量も大きいため、検討はしているが、今のところ、

まだできていない。 

委員 普段仕事をしていて、なかなかそういうところへ行けない。そういう

方は、インターネットが普及しているので、そういったものを見てから、

観光地に行ったり、日常の免許返納者の方などが使うと思う。せっかく

お金を掛けてやっているので、容量が重たければ重たいなりに軽くする

など、改良を加えてしてもらえるように検討をして欲しい。 

事務局 ご意見ありがとうございます。 

委員 貴重な意見をありがとうございます。伊賀鉄道のホームページについ

ては、改良の必要性を考えており、今後いろいろと改良していく中で、
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いただいた意見を反映して、伊賀市と相談しながらやっていきたい。 

最近、外国の方も非常に多く、実際、スマホなどを見てこられる方も

多い。また、日本語のホームページしかないなどもある。容量の問題も

あり、時刻表は見ることができるが、大容量の乗換えまでは反映できて

いないので、今後も検討していく。 

会長 ＰＤＦだと細かいものも拡大できるという利点もあるので、ぜひ検討

いただきたいと思う。 

今後の進め方について、たくさんの意見をいただいた。それを踏まえ

つつ、提案どおりの内容で承認いただければと思う。いかがだろうか。 

【承認】 

 

委員 先程の時刻表、伊賀鉄道のホームページでご覧いただける。表示が見

にくかったかもしれないが、ホームページに「時刻表」がトップページ

に出るが、実はもう１つ小さく「時刻表」と書いてあるところがある。

そこに、トップページには載っていないが、プルダウンの左のほうに時

刻表というメニューがある。そこを押すと、近鉄とＪＲの連絡が平日、

土日ともに読めるようになっている。 

委員 コミュニティバスしらさぎの時刻表は見られないのか。もし、見られ

るようであれば、どれだけアクセス件数が合ったのか、実績を教えて欲

しい。 

事務局 コミュニティバスしらさぎも各地区の行政バスも、市のホームページ

から見ていただくことができるようになっている。 

委員 それは乗り継ぎなども見られるのか。 

事務局 乗り継ぎについては、いろんな使われ方があるので、路線単独での時

刻表になる。 

委員 配布のものとは別のものということか。 

事務局 そういうことである。 

委員 それも見られるようにすれば、利便性が変わると思う。 

会長 今の意見で、時刻表の掲示の面で改善が図られる可能性が出てきたと

思う。 

 

（４）平成２８年度決算および平成２９年度予算について 

 事務局から資料３に基づき説明。 

 監事を代表して福田委員より監査結果の所見を報告。 

【質疑応答】 

なし 
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【承認】 

（５）伊賀鉄道生活交通改善事業計画について 

 事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 安全を高めるということに異議はないが、今まで老朽化してきた車両

の入れ替えや修理、枕木の交換などで、安全が脅かされたことがあった

ということか。なおかつ、もっと安全にするためには、補助金をもらっ

てやらなければならないという結論になったのか。そのあたりの説明を

お願いしたい。 

事務局 今回のこの提案は、市が鉄道施設の維持管理をしていく上で、すべて

自主財源を基に賄いができればいいが、財政的にもなかなか難しい部分

もあるので、国や県の支援を受けながら、今までと同じレベルを落とさ

ないように、保守なり更新を行っていくための措置である。 

これまでどうだったかというと、近鉄や伊賀鉄道が維持管理をされて

きた部分であるので、そこはしっかりとされてきたところである。車両

の入れ替えについても、平成２１年度から３年間かけて、以前の体制の

時であるが、車両更新について国、県、市が補助をし、安全性を確保す

るために入れ替えもしてきたということが経過としてある。 

委員 補足をさせていただく。鉄道の線路や車両は、日々運営をしているの

で、線路は磨り減っていき、電線も磨耗していく。そのため、保守とい

うのは毎年毎年、日々やっていかなければならないものである。２９年

度で計上させていただくことについては、国の補助が認められるメニュ

ー。例えば、枕木の交換なら補助が出るが、草刈だったら出ないなどが

あり、ここにあるメニューは、補助が出るメニューを伊賀市の方から国

へ申請していただこうと予定しているものである。 

先程の質問の核心は、これまで保守レベルはどうだったのかと。急に

こういう保守をしなければならなくなったのか、というような趣旨だと

思うが、これまでは持ち主が近畿日本鉄道であったので、近畿日本鉄道

において、日々このような修繕工事を主に近鉄の費用でやってもらって

いたのが現実である。今後は、持ち主が伊賀市の方に移ったので、伊賀

市の方でこういった事業計画を立てて行っていく。ただ、今まで近鉄が

やっていた間では、国の補助というのは基本的に出なかった。ところが、

今回公有民営で再構築の認定をいただいたということで、国の補助、あ

るいは県の補助が出るようになったので、こういった補助が出るという

ことで、協議会の俎上に載せてもらっているという位置づけである。要

するに、保守のレベルに関しては、引き続き電車が走っている限り、保
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守は必要なものなので、そのままやっていくという性質のものである。 

会長 事務局提案どおりの形で、伊賀鉄道生活交通改善事業計画を策定し、

国へ提出することでよろしいか。 

【承認】 

 

（６）地域運行バスの導入検討について 

 事務局から資料５に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 地域運行バスというのは、通学利用を踏まえての導入になるのか。 

事務局 通学利用というのは、スクールバスということか。 

委員 そうである。 

事務局 地域によっていろんなことが考えられるが、地域の子どもたちを運び

たいという意見が出るのであれば、人数や車両のことも関係してくると

思うが、そのようなことも踏まえて議論することは可能であると考えて

いる。 

会長 地域ごとのニーズに合わせて、どのようなものが必要なのかを地域で

考えて、ということだ。 

委員 行政バスと地域運行バスとの明確な違いは何か、エリアなど。また、

現在の行政バスがニーズに合っているのかということに関して、利用す

る立場としてかなり疑問を持っている。地域運行バスというのは、行政

バスのもっと小さいエリアになるのか、そのあたりをもう少しイメージ

できるように説明してほしい。 

事務局 行政バスと地域運行バスの違いということだが、まず、行政バスにつ

いては、６ページの下から２段目、市町村運営の有償運送ということで、

市の方で登録を行い、運行している。行政バスの基本的な考えは、各支

所間のところで、細かなというよりも、各支所の地域の大まかな、一番

大きな道路を活用しながら運行していくという実態があると思うが、地

域運行バスについては、もう少し小さな範囲において、地域の方々がど

こが一番集まりやすいのか、また、どこの時間帯なら走りやすいのか、

何の目的で走りたいのか、ということを話し合った上で運行の形態を決

めていただきたいと思っている。行政バスについては、やはり皆さんに

共通して使えるものというイメージがあるので、どうしても一定の時間

を設定させていただいた上で走るというのがある。そのため、その地域

のニーズに合っているのかというところはなかなか難しい部分があるの

で、地域運行バスに関しては、その地域ごとで話し合いをしていただき、

運行時間や運賃の設定、ルートなど、いろんなものを決めていただいた
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上で、無理のない範囲で継続できる運行形態を取っていただくというこ

とで、そういった違いがあるかと思う。 

委員 地域というのは、自治協議会単位という理解でいいか。 

事務局 自治協議会単位だけでなく、隣の自治協と関連のある地域などもある

かと思うので、そういうところは一緒にしてもらってかまわない。自治

協内で地域特性が全然違うという場合は、二つの地域がする場合もある

かと思うので、そのあたりはケースバイケースだと考えている。 

会長 行政バス、地域バスの違いといったところで質問をいただいた。 

イメージとしては、行政バスを地域バスが補完するというイメージで

よいか。お互いを補完することで、より決めの細かい交通体系ができて

くるような、そういうイメージでよいか。 

事務局 行政バスの方を補完するとなると、行政バスは地域の中で地域アクセ

スバスという形になるので、地域の中でそこそこ細かなところを走って

いると思っている。ただ、１番細かなところまでは行けていないという

ことで、行政バスに地域アクセスバスを繋げるとなると、かなり細かな

地域になってしまうので、どちらかと言うと、行政バスを主体として考

えるのか、地域アクセスバスを主体として考えるのかという中で、地域

アクセスバスに関しては、今の形成計画から言うと、市街地の地域から

支所との拠点まで行っている準基幹バス、廃止代替バスと言わせてもら

っているバスであったり、鉄道駅に繋げるための地域アクセスバスとい

う形のジャンルに持っていきたいと思うので、行政バスを補完というか、

対等というか、そういった拠点となる所まで皆さんを運んで行くような

イメージで考えている。 

会長 行政バスと一体となって、公共交通サービスを行うようなイメージで

ある。 

委員 ６ページに地域運行バスの運行・運送形態ということで、今言ってい

る地域運行バスというのは、この下の方の区切りの、「国土交通大臣の

登録・白ナンバー（自家用）」になるということでよいか。そうすると、

今まで法律上は道路運送法で一般乗合旅客自動車運送事業にはお金をも

らって、事業をするのはこれに該当していなければいけなかったが、旅

客運送事業でなくても、市民からお金をとって、このような運送を行う

ことを白ナンバーとしてできるようになったということか。 

事務局 今回の地域運行バスについては、本文の中段にあるように、基本とし

て考えているのは、この表の一番上にある「一般乗合旅客自動車運送事

業者」、交通事業者の方に委託をした上で運行するということを基本に

考えている。そのため、地域の方でいろんな運行形態、ルート、運賃等
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を決めてもらいながら、その運行自体は交通のプロである交通事業者に

委託をする形が、安全性や持続性の面からすると一番良いのではないか

と市では考えている。交通事業者に運行委託をすることが基本と考えて

いる。 

そういった時に、地域の特性として、交通事業者になかなか入っても

らい辛い地域もあるかと思うので、そのような場合には、下の段にある

白ナンバーの登録ということもできないことはないということで、書か

せていただいている。一番基本として考えているのは、この表で見ると、

一番上にある、事業者にお願いすることだったり、タクシー事業者にお

願いすることだったり、このような交通事業者にお願いする形を基本と

考えている。 

事務局 制度の話も絡んできているが、支局の方からはどうか。 

委員 基本的には人を運ぶ、物を運ぶことに関しては、道路運送法上の、簡

単に言うと緑ナンバーの事業者が行うことが大原則である。ただし、交

通形態が変わってきており、特異なケースもあるので、こういう場合に

ついては、自治体に絡んでもらい、輸送事業の安全の担保がとれること

が確認できた上で、特別に許可をするというケースが法律に組み込まれ

ている。 

委員 法律に則ったものか。 

委員 法律上の手続きをとれば、自家用で人を運ぶこともできるようになっ

ている。ただし、大原則は交通事業者、緑ナンバーのバスやタクシーな

どに運んでもらうことが大原則だが、安全体制を担保できることを確認

した上で、自家用の市町村の予算のところでできるという制度はある。 

委員 法律の制度は原則としてあっても、地域の実情に応じて、それを変え

られるというか、特区みたいなものであるが、できるということか。 

事務局 全体の交通体系を見ないと。タクシーやバスがある場合もあり、何で

も許可しているという状況ではない。 

委員 そうでないと、普通の旅客運送事業としてやっている業者を圧迫する

形になってしまう。 

会長 いくつかの質問をもらったが、ガイドラインの内容そのものについて

の反対意見は出てこなかったように思う。 

今回、修正案が出てきたわけだが、伊賀市地域運行バス導入ガイドラ

インの案について、事務局の提案どおり認めていただくという形でよろ

しいか。 

 【承認】 
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（７）伊賀市地域公共交通活性化再生協議会と伊賀市地域公共交通会議の一本化につい

て 

 事務局から資料６に基づき説明。 

 【質疑応答】 

会長 ２つの協議会なり交通会議を一本化している市町村が多いと聞いてい

るが、その通りでよいか。 

事務局 先日も、支局の方へこの件について相談をさせてもらった。支局の方

でも、県内で２つの協議会が並立していることの方が珍しいという話を

いただいた。実際に、近隣の市町の津市、四日市市でも同じように公共

交通の会議としては一本化した形で運営されているようなので、伊賀市

についても、公共交通会議の任期が切れるという１つのタイミングでも

あるので、そのような形で進めさせていただければと考えている。 

会長 そういうタイミングでもありということで、一本化したいということ

だが、いかがだろうか。認めていただいてよいか。 

【承認】 

 

３．報告事項 

（１）平成２８年度バス路線別実績及び評価について 

 事務局から資料７に基づき説明。 

【質疑応答】 

なし 

 

（２）地域公共交通確保維持改善事業の二次評価結果について 

 事務局から資料８に基づき説明。 

【質疑応答】 

 なし 

 

４．その他 

【質疑応答】 

委員 先程説明いただいた伊賀市地域運行バス導入ガイドラインだが、最終

ページの発行時期が空欄になっているが、発行後は各自治体などに配布

される予定なのか。 

事務局 協議会でこのガイドラインを承認いただいたことを受けて、具体的に

これを制度化していくための手続きを、これから市の方でとっていきた

いと思っている。ただ、この協議会の下部組織である各地域部会の方へ
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は、こういったことを検討しているが、ということで、内容について意

見をいただいたり、地域で検討していただけるところがあれば、どんど

んお申し出いただきたいということを伝えているので、今、具体的に考

えたいというところは出ていないが、これからそういったモデル的にで

きるようなところも探しながら、きちんと制度として確立できるように

していきたいと思っている。 

委員 今回は承認されたということで、この資料は自治会の方などに見せて

も問題はないか。 

事務局 今日の資料はすべてオープンになっているので、お声掛けいただける

ようなところがあれば、ご紹介いただければありがたい。 

 


