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平成 29年度第１回伊賀市地域公共交通会議 概要 

 

■会議名称  平成29年度第１回伊賀市地域公共交通会議 

■開催日時  平成29年７月26日（水）午前10時30分～ 

■開催場所  ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

伊豆原浩二（愛知工業大学）、大森秀俊（伊賀市）、服部明（東部地域住民自治協議

会）、嶋澤正彦（きじが台地区住民自治協議会）、仲範和（三重交通㈱）、前田敦志

（三重県タクシー協会）、鈴木嘉也（三重交通労働組合）、小出和仁（国土交通省中

部運輸局）、福田勝許（三重県伊賀建設事務所） 

【事務局】 

企画振興部宮﨑部長、前川次長  

交通政策課森課長、吉岡主幹、吉福主査、山岡主任  

各支所振興課 課員 

 

■傍聴人：２人 

 

■会議概要 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 先程お話のありました、協議事項の２つ目に、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があります。私、前からずっと公共交通はバスの議論だ

けでなく、他に伊賀鉄道を含めて、鉄道もバスもタクシーも全体で考えることが必要なわ

けです。ここで私たちが今まで地域の行政バスも含めて、バスサービスについて議論して

いただいた中で、伊賀市におけるバスサービスというものを皆さんからお教え頂いて、地

域の皆さんの足になってきているかなと思います。ただ、そうは言っても、やはりご利用

の状況が少ないというのが現実です。ただ、これから社会の変化、いわゆる高齢化社会と

よく言われますけれど、高齢者だけではなく、地域にお住まいの皆さん、もう１つは、伊

賀市の特徴は外から伊賀へ来ていただく皆さんにとっても、やはりバスだけではなく、公

共交通全体で議論をすることがすごく大切なことだろうと思います。そういう意味で、今

日ご議論いただいてご了承いただければ、この地域公共交通会議と地域公共交通活性化再

生協議会が一本化されて、そこで議論をする形に向かっていければ大変良いのではないか

と思っております。 

是非、伊賀市の公共交通が地域の皆さんの本当の足になって、なおかつ、ここを訪れて
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いただける人たちの足になっていく、こういう形になっていただければ大変嬉しく思いま

す。また、お知恵を是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

３．協議事項 

（１）自家用有償旅客運送の更新登録について 

事務局から資料１に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

なし 

 

◆協議事項（１）について承認 

 

（２）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２に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

委員  もっと分かりやすく説明してもらえないか。 

事務局 説明が早口になってしまい申し訳ない。伊賀市の中で交通を扱う協議会・

審議会というのが、この地域公共交通会議というものと地域公共交通活性化

再生協議会の２種類ある。それぞれ設置の経緯は法律の改正などだが、この

会議については、どちらかというとバスなど自動車系の案件を扱う会議とい

うことになっている。もう１つの会議については、地域公共交通全般、鉄道

も含めて扱う会議となっており、どちらも伊賀市の公共交通をどうしていく

かということを協議いただくような会議である。 

今、よく似た会議が２つ。目的はそれぞれ若干違うが、大元の目的として

はどちらも変わらないというようなところもあり、今、国の方でも両方を１

つにまとめていくことも可能だということで、冒頭、会長の話にもあったが、

自動車交通だけ、鉄道だけというのではなく、地域の公共交通全体をまとめ

て議論をしていくべきではないかということで、今回、委員の皆様の任期が

８月末で終了するということを機会に、１つにまとめていこうというもので

ある。 

ただ、一本化すると協議会も大きくなることもあり、もう少し機動的に会

議を運営していくには分科会としてこの公共交通会議の機能を持ったもの

を新たに設け、案件が急遽できれば、速やかに動けるような体制も作ってお

こうというようなことが、今、ご提案させていただいた主な内容である。 

委員 分科会はどういう性格のものか。何種類かあるのか。 
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事務局 今のところ、これから一本化しようとしている公共交通活性化再生協議会

の中には設けていないが、規約上そういった分科会を設けることができると

してあり、今回この公共交通会議をその機能を持たせるという上では、もう

少し人数を絞った部会を設けて、たくさんの方を会議に招集しなくても審議

ができるようにしようということで、これから、今日ご承認いただければ、

そういった分科会を協議会の方に設けて、やっていこうということである。 

委員  具体的にはあるのか。 

事務局  名称等はまだこれからになるが、地域公共交通活性化再生協議会の元に何

らかの名称を考えた中で、この公共交通会議と同等の機能を持った分科会を

作るということです。 

委員  もともとの機能を残すために作るということか。 

事務局 そうである。協議会の下にそれを設けようというイメージである。 

会長 地域公共交通会議は道路運送法の話であるから、バスとかタクシーとか、

いわゆる道路上の、道路を使う交通の中で、こういう有償運送、お金をいた

だいて運行するという仕組みのものについて、法律上、会議する場である。

私たちが法定協議会と呼んでいる活性化再生協議会、それについては、鉄道

も含めて広い意味での地域の交通全般について話をするという、活性化再生

法という法律がある。各々法律の下での会議である。 

事務局から言うと、例えば、きじが台のバスの話をするために、協議会全

員を集めるのは大変なので、分科会でバスやタクシーのこと、それをみんな

で話し合う場を協議会の中で１つ作っていったらどうかということだと思

う。そうすると、少し人数が少なくても議論ができるのではないか、そうい

う発想だと思う。 

２つの会議を持っていることが条例でなっており、どうしてもこうせざる

を得なかった。平成18年だったと思うが、道路運送法の改正があり、地域公

共交通会議の設置の話になった。 

もう１つ、活性化再生法の施行が平成19年だったと思うが、時期がずれて

いるため、行政としては、どうしても２つ持たざるを得なかった。20年以降

に作った他の市町は、合同の会議をしている。伊賀市の皆さんに、整理をし

て統合した方が何かにつけて良いのでは、という話をしていたが、条例の改

正など色々なことがある。作った時期が違うため、委員の任期がずれている

など、少しややこしいこともあった。 

その中で、ご存知のように伊賀鉄道の課題として、別個に再構築事業とい

う大きな事業を議論しなくてはいけないということがあり、別個に伊賀鉄道

の話をずっとしていた。一応伊賀鉄道のことも目処がついてきたということ

もあり、この活性化再生協議会と地域公共交通会議を一本化した方が、何か
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につけて情報を皆さんにお渡しするのも、同じ内容を２回続けてやる、資料

が２つも一緒に出てくるということも起きていたので、そういった手間暇、

煩雑性を含めて、一本化でやっていただく、こういうことでよいかというこ

とです。 

もう１つ、活性化再生法による協議会というのは、実行する事業者さんは、

出てくれと言われたら拒否することができない、というかなりきつい条件に

なっている。そのため、活性化再生協議会の方が色々な方が配置されるとい

うこともあるため、是非、ご理解いただきたい。 

委員 ほとんどのところが一本化されていて、逆にバラバラでやっている自治体

さんの方が珍しいというふうに認識を持っていただければ、間違いはない。 

あとは、１つ目の協議事項の自家用有償運送についても、ここできちんと

協議をしていただいて、合意をしていただかないと提出をしていただくこと

ができない。あと、普通のバス路線、再編や運賃を変更するという事項につ

いても、ここで協議をしていただいた上で提出していただくと、法律上簡便

な手続きができると規定されているため、そういったところを活性化再生法

の協議会で、20人ぐらいの方たちで協議をしようとすると、なかなか皆さん

に集まっていただくことが大変なので、事務局さんとしては、それについて

はこのメンバーで機動的に運用できるようにということで、それを分科会に

位置づけてやっていきたいという思いだと思う。そこは、やり方が間違って

いるというふうに国の方も思っていないので、上手くこのまま進めていただ

ければ良い形になっていくのではと思うし、今後の議論についても、今まで

バスを中心に、バスやタクシーだけだったが、鉄道を含めて地域全体が良い

形になっていかないといけないと思う。鉄道が減って廃線になってしまう

と、バスもダメになってしまうので、地域全体の利用状況を把握した上で、

今後どういうふうにしていくかという議論ができた方が良いと思う。是非こ

の形に置き換えていただいた方が、国としても良いと考えている。 

委員 伊賀鉄道の協議会で監査をさせてもらっている。２、３日前の朝日新聞に、

赤字のことが載っていた。ある程度は仕方ない時代、交通全体が潤って、今、

伊賀市についても庁舎の移転などでだいぶ形態が変わってくると思う。やは

りみんなで認知して、伊賀市も、伊賀鉄道が100周年ということで継続して

やっていただいている。他のバスや地域の交通についても、皆で周知した上

で、赤字についても努力はしていただいているが、どうしても人口的なこと

もあるし、無理なこともあるので、現状維持で、なるべく上を向いてやって

いく形でしていただければと思う。 

会長 上手く活用して、という気持ちになると思う。上手い形で、この伊賀市の

交通が、たしかに住民の方がベースだが、ここを訪れてくれる人たちの足と
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いうのも考えていかないといけない。今おっしゃっていただいたとおりだと

思う。是非、地域の皆さんと一緒になって、良い地域を作っていくことが大

切だと思う。 

会長 では、一本化については９月１日からということでよろしいか。 

事務局 公共交通会議は条例ということで、まず、この条例廃止の手続きを９月の

議会で諮る。そこでご承認いただければ、速やかに一本化する。 

会長 条例があるため、議会でご承認いただくということである。 

 

 ◆協議事項（２）について承認 

 

４．報告事項 

（１）伊賀市地域運行バス導入ガイドラインについて 

事務局から資料３に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

委員 経費について、車両の購入費用を除く運行に要する経費とは、具体的には

どういうものが考えられるのか。 

事務局 日々の運営に関わる経費という捉え方であるが、パターンとしては色々と

あると思う。例えば、運行そのものを交通事業者さんに委託をされる場合は、

その委託料がほぼそれである。人件費も入った形である。 

委員 委託しない場合は、車両を市の方で何とかするのか。 

事務局 車両補助についても、また検討しないといけないのかなと思っている。 

委員 運行経費といえば、運転手さんの費用も。 

事務局 直雇いでの運行であれば、それに係る経費も。 

委員 もう１点。運行経費の20％以上、20％は運賃で、利用料金で賄えるという

ふうに理解してよいか。 

事務局 運賃もあるし、例えば、各戸負担を求められる場合であれば、そういった

ものや地域にある事業所さんからの協賛などを含めて。 

委員 20％は何か根拠があって決められたのか。 

事務局 例えば、比自岐地区やきじが台、美旗などの例があるが、そういった地域

の事例等を見た中で、妥当なところが20％ではないかということである。 

会長 試験運行は３年以内ということだったが、３年経ってどういう評価をして

本格運行にいくのか。13ページに試験運行というところがあるが。 

事務局 この地域運行バスについては、本編の資料には詳しく書いてあるが、15

ページの方に本格運行ということで書いてあり、この地域運行バスを運行し

ていくための運行の維持基準を設けている。その中で、運行経費の20％以上
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を地域運営協議会が負担することができることが維持基準と定めており、３

年でどういう判断かとなると、まず、地域運営協議会の方で運行計画を立て

ていただくと思う。運行経路であったり、人の需要見込であったり、それを

求めて、それによって、いくらの運賃で運行すれば良いかということも検討

していただくと思うが、自分たちで定めた運賃対価によって、自分たちが考

えたルートを走らすことが賄えるかどうかということを１年ごとに集計が

出るかと思う。それを３年間繰り返していただき、安定的にこの20％以上と

いうところをクリアできるのかなという運行体系であれば、本格運行に進ん

でいただければなと思う。 

また、自分たちがやりたいということで、ルートやダイヤをたくさん設定

してしまうと、経費が上がってしまい、20％を達成しないという場合もある

かと思う。そういったところの検討を３年間の間で繰り返して、変更を行い

ながら運行計画を固めていただいた上で、本格運行に移行していただければ

なと考えている。 

委員 ある程度いくと、他所の地域も回してくれという話が出てくる。それで、

名張市の場合は300万円が上限である。そのお金でどうかと聞くと、だいぶ

苦労されている。やっと利用者数も増えてきたので、定着したと思う。だか

ら、３年ぐらいは掛かるのではないか。20％いかなかったら辞めるのか。 

事務局 辞めるというか、自分たちの運行の形態を見直していただき、背伸びしな

いという言い方は変だが、継続できる運行というものが一番大事になってく

る。無理して継続ができなくなってしまうのであれば、３年間のうちに自分

たちが継続できる運行を考えていただくのが一番大事かな、と。ずっと残し

ていけるバスにしていただきたいという思いがある。 

委員 運賃についても、うちの場合200円。それも場合によっては300円等になっ

てくると思う。500円になったらダメだと思うが。地元の合意と、利用率を

上げることをやっていきたいと思う。 

会長 地域の皆さんが何とか継続したいとなった時に、20％について行政と上手

に協議していただく。協議会の運営というか、そういう部分はすごく大切な

ので、柔軟に対応してもらえると良いかなと思う。結局、20％ないとダメな

のか、いわゆる運賃収入含めてと言うが、基本的には運賃収入である。多く

の収入は運賃だと思うので、運賃の収入で20％確保ということは、地域にと

ってはかなりハードルが高い可能性もないこともない。 

その３年間でどこまで、例えば、18、19％ぐらいで、あとちょっとだけれ

ど、３年経っているが、もうちょっと頑張れば、という時には、やはりこの

ガイドラインの適応をどこまでやるのか。３年だから辞めましょうとか、そ

ういう話にはならないようにしてほしいと思う。 
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やはり、そのあたりが、先程おっしゃっていただいたように、乗り慣れる

ということがすごく大切である。なかなかすぐに需要が増えていくわけでは

なくて、「１回乗ってみたら良かったよね」、「あぁ使えるね」、というの

が口コミなどで広がり、地域の皆さんで認識が広がっていくには、やはり時

間が掛かる。それを３年で良いかどうかというのは、地域の運営協議会の皆

さんと話し合ってこの部分を決めていくなど、そのあたり少し柔軟な仕組み

にしておいていただきたいと思う。 

もう１つは、運行計画も含めて、地域の皆さんから見れば、こういった運

行計画を作ることは今までしたことがない。経験のない方が多いのがほとん

どだと思う。そうすると、行政サイドからのサポートがどれだけ得られるか

というところにかかってくると思う。そこの話は、ガイドラインの中で行政

の話し合いには入っていないけれど、そういうサポートの仕組みを事務局の

中でちゃんと作っておくか、または地域の皆さんのところでサポート体制を

作っておくかが大切。何らかの形で、こういう仕組みを作っていくのであれ

ば、サポート体制の方も行政の中で作って、誰がサポートするか、この人だ

よと顔が見えなければダメだと思う。組織があってもダメなので、やはり顔

が見えて、その方がサポートしてくれる、あの人に相談すれば、すぐ相談に

乗ってくれる、そういうことがすごく大切だと思う。是非、事務局、行政側

のサポート体制をはっきりしておかないといけないと思う。 

注文ばかりしているが、他の地域でご存知の点などあれば、お伝えいただ

ければと思う。 

事業者さん、三重交通さんなども相談乗っていただけることもあるのか、

こういうことをやってみたいが、三重交通さんはできるのか、とか、そんな

ことは今までに地域からはないか。 

委員 地域からは記憶にない。 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域から出てこないと意味がない。行政から言ってくることなら事業者さ

んは動いてくれることが多いが、地域からとなるとなかなかということが今

まで多いと思う。そのあたりの壁を乗り越えないと、公共交通はやっていけ

なくなると思う。大変これから難しい、高齢化という話だけではなくて、今、

運転手さんが少なくなってきているし、補充も出来ていない。事業者さんは

非常に苦労をされている。これはバスだけではなく、タクシーも同じである。 

テレビでもあったが、運送事業者は運転手をどうやって確保するか、もの

すごく苦労されている。あれは、何もああいう運送業者さんだけではなくて、

バス事業者さんやタクシー事業者さん、みんな同じである。 

これから、それが好転するかというと、私は好転するとは思えない。就業

者、生産年齢人口がどんどん減ってしまう。だから、そのあたりから見ると、
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事業者さんの努力をどこまでやっていただけるかということである。私から

言うと大変申し訳ないが、事業者さんも非常に苦労されていると思う。そう

すると、地域の皆さんがどこまでそれをサポートできるか、地域の中でどう

いうふうに住民の皆さんの足を確保するか、そういうことを考えていかない

と、バス事業者さんにお願いすればいい、タクシー事業者さんにお願いすれ

ばいい、という話にはなり得ないことが起きてくる。 

そうは言っても、運送事業をやっておられるので、ノウハウを一番持って

おられる。そうすると、少し相談に乗ってもらい、こういうやり方がある、

こういうふうに勉強すればできるかもしれない、と教えてもらう。だから、

行政サイドからだけの先程の支援体制じゃなくて、やはり事業者さんとの接

点を上手く使っていくことがこれからすごく大切です。そういう話が整理で

きていかないと、公共交通はすごくつらいことになってくるのではないかと

思う。そういう意味で、是非よろしくお願いしたい。 

もし、意見がなければ、こういった形これは案だが、よろしいか。案はい

つ取れるという形になるのか。 

事務局 ガイドライン案という形で、これを実際に市の仕組みに変えていかないと

いけない。具体的には補助の要綱を作っていくという形になっていくが、も

う少し地域の実態、検討したいなというところの話を聞きながら、これを実

際に使えるようなものに微修正などを。大枠は活性化再生協議会でも、こん

な考えでいいということはお認めいただいているので、あとは、細部を少し

調整しながら、実際に運用できるものに変えていきたいと思う。 

会長 たぶん地域によって事情が違う。先程あったように、自家用有償の話の時

も、地域によってずいぶん違うと思う。そのあたりを、事務局の皆さんや地

域の皆さんと、これをたたき台に議論をしていただいて、なるべく早く立ち

上げをしていただくと良いと思う。 

せっかくガイドラインを作っても、どこも手を挙げてくれなければ意味が

ない。やはり、手を挙げていただけるようなことも考えていかないと、せっ

かく作ったガイドラインが死んでしまうと意味がない。そのあたり事務局は

少し考えていると思うが、なるべく早くこれを実用化できるようにしていた

だければと思う。 

それでは、ガイドラインについては、こういうことで進めたい。地域に帰

られて、こういうことができそうだとか、お話し合いをしていただくと大変

良いかと思う。分からないことは事務局に問い合わせてもらう。 

 

（２）平成28年度バス路線別実績について 
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事務局から資料４に基づき説明 

 

<質疑・応答> 

委員 資料の中身の話ではないが、今回の路線別の実績に加えて、地域を走って

いる三重交通さんのバス路線や、今後、活性化再生法に基づく協議会に移行

するということで、鉄道の利用状況も含めて、地域全体の利用状況を把握す

ることが必要かなと思う。そういう数字をきちんと整理をしていただいて、

情報提供をしていただいて、場合によっては利用が増えている、減っている

というところの要因分析もきちんとできた上で、協議会の方に図っていただ

けると、今後どういうふうに対応していくか、対策が必要か、利用促進をこ

ういうふうにしていく必要があるというような議論に繋がっていくと思う。

関係する機関と調整をしていただき、来年度以降そういう対応ができるよう

にお願いをしたいと思う。 

委員 色んな資料等もこれから整理するところなので、利用促進していくための

資料というのも大事かなと思う。その場合、伊賀市だけではなく、他の市は

どうだということも、是非こういう中で分析していただきたいと思う。そう

いった資料も提供していただけたらと思う。是非、そういう多方面での分析

をする必要があると思うので、よろしくお願いしたい。 

委員 県はたぶん纏めているはずなので、どこまで出すかは分からないが、是非、

そういうものも我々に。 

全体的に三重県の中で、どういう位置を占めているかとか、どこまで行政

負担があるかとか、持続可能な制度にしなくてはいけないので、そういう視

点も必要だと思うので、そういったものをお願いしたい。 

委員 減少という話はどこもかもそうだが、そうは言っても、例えば、今のこの

行政サービス巡回車だって、逆に言えばちょっと昨年は増えている、一気に

減ってしまっている、色々ある。ちゃんと把握していかないと、先程の地域

運行バスの話へ繋げていこうとすると、そのあたりがどこまで把握されてい

るかの話がないと、なかなか難しい。 

廃止代替は地域を跨いでいるから、ちょっと分かりにくい。これはこれで、

また整理すればいい。そういう中で、増えているところは何か地域の皆さん

でしていることがあるのか。ああいうことをやって喜んで乗っていただける

のかな、と。そのあたりは、是非チェックしていただけたらと思う。減って

いるだけではなく、増えているところもあるので。やはり、それなりの努力

をされていると思う。 

委員 廃止代替をどういうふうにやっていくかという話は協議していかないと

いけないが、どういうふうにしたらいいかは、これから課題だと思う。廃止
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代替の方が、収支率が良いわけである。だけど、どんどん下がってきている

のではないかという気がする。利用者数もかなり減少してきて、サービス側

の問題なのか、それとも利用者側にちょっと考えがあるのか。 

年間で数千人ということは、定期的に乗っておられる方が何人かお見えに

なる。１人が年間で300人とか毎日乗っておられれば、年間で300とかそれぐ

らいの数値になる。往復乗られると600や700。そうすると6,000や8,000は、

単純に言うとご利用になられる方は10何人しかいない。そういうことになり

かねない。そうすると、この数値というのは何だろうと。要は地域の皆さん

にとって、この15人ぐらいの方だけしか乗っておられないとすると、その方

がお年を召して外出するチャンスが１人の方がフッとなくなると、それだけ

で、年間で600人減ってしまう。本当にそういうことで良いのか。見かけ上、

何万人と数値で出ているが、実際にご利用になっている方たちが、どういう

ふうに生活しておられるのか、ということも含めてやっていかないと、この

バスの利用というのはなかなか増えてこないだろう。 

これから自主返納したくてもできない、ということになりかねない。本当

はしたいという方もお見えになると思うが、それでは動きが取れなくなって

しまうので、運転しなければいけない。自分でも危ないと思いながらも運転

せざるをえない、ということが起きてくる。 

こういうことも含めて、逆に言えば、三重交通さんの路線とは同じように

はいかないかもしれない。伊賀の場合は、三重交通さんの路線、名張行きの

路線などたくさんあるわけではないが、廃止代替の方が多い。そうは言って

も、地域全体として、という見方もあるが、路線ごとに事情が違うとする中

で、そこに少しメスを入れていく。 

委員 今、問題になっている、高齢者。事故多発ということで、免許証を返すと

いうのが、国を挙げての事故を減らすということである。私らの地域だと、

車があれば出て行けるが、１人か２人の年寄りの家庭においては、おのずと

引きこもりというか、出て行きたくないと。そうなると、いるのかいないの

か分からなくなる。行政側も、子どもや犯罪などについては、東部地域で２

台の青パトを駆使して、先般も乗っていただく人の募集をして、何人ぐらい

が何時から何時までということで管理をしている。そうすると、普通の免許

証と別に、地域で通用する青パトの運転ができる免許証を発行していただい

て、その更新、２年なら２年ということで、また新しく募集をして、もう70、

80名の人が、若い人中心に協力していただいて、町々を青パト２台で日を決

めて周っている。やはり、地域ぐるみでできるところは良いが、へき地の方

へ行くと、免許証は返すわ、買い物に行くにしても、何してもちょっと出て

行けへんというところが多い。そのあたりも全体的に考えていかないと、自
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分のところだけ良いということでは困る。そういうことも含めて、今後どう

いう流れでやっていくかということも大事だと思う。 

今は、自治協も全体の地域で代表者が集まって、ＦＡＸの問題もあるし、

やはり住んでいる人が便利なように持って行くことが。そこのところを判断

してやっていければ、より地域がまとまってくるのではないかと思う。 

委員 このガイドラインを作るに関して、地区から相談などはあったか。 

事務局 やはり何件かは。昨年度から、先程お話させていただいていた活性化再生

協議会で地域ごとに、いわゆる伊賀・阿山・島ヶ原・大山田・青山といった

部会があり、そこでも、今こういうことを考えているんだけれど、というこ

とでお話をさせていただいた中で、ちょっと話を聞きたいなと。たくさんは

ないが、ご相談をいただいたところはある。 

会長 たしかに今の利用者が少なくなりつつあるが、どこでどういう生活スタイ

ルになっているかを考えていかないと、高齢者の方がメインかどうかという

のもあるが、本当に廃止みたいな話になりかねない。 

あるところで、バスの無いところに嫁も来ない、と言われた人がいる。俺

たちはバスをやるとおっしゃって、自主的に一生懸命やっていただいた。バ

スがどうこうではなく、生活の中で、良い生活ができる、私たちの生活はど

うなるんだというあたりから整理していかないと、足を確保と言うけれど、

動く時の話だけではなく、これがあるから外出できる、無くなったら外出も

できない。先程の車の話もそうだと思う。免許を返納したら、外へ出るチャ

ンスすらも無くなってしまう、という話になりかねない。そうすると、車と

かバスだけの話ではなく、福祉の問題、そういったことを言う人もいるでし

ょう。または、本当に安否確認みたいな、確認の話とかも、ひょっとすると、

タクシーの運転手さんが確認しているなんてことも地域ではあったりする。

色んな仕組みが考えられる。そのあたりも含めて、この話を整理していかな

いといけない。 

そこの地域の生活の話というのは一番大切なので、是非、そういったとこ

ろを支所の皆さんも含めて、協議会の中からそういう仕組みを作って。今、

自治協さんがあるということであれば、そこを窓口にしていただいて、是非、

そんなところを用意していただければと思う。 

今のご利用の話とガイドラインの話はたぶんリンクしてくると思うので、

是非、皆で話し合ってというお願いをしたいと思う。 

利用者が増えていただくと大変ありがたいなと思う。とは言っても、人口

が減っていく社会の中でどうするか、ということである。 

もう１つは、これから高齢者の中で若い、いわゆるヤングシニアというか、

60代後半ぐらい。65から高齢者というのが良いのかは分からないが、今の60
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代後半の皆さんは、団塊の世代の方である。団塊の世代の方は人数が多く、

今はびっくりするような、小学校で10クラスあった団塊の世代の方が70前後

になられて、その人たちが車から離れ、免許返納をして、どういう生活をし

ていくか。これから高齢者の仲間に入って、どんどん体力的にも衰えがくる。

そういう方たちが、どういう形で生活していかれるかということも、これか

らすごく大切だろうと思う。是非、そんなところも含めて、地域の皆さんと

話し合いをしてもらいたいと思う。 

事務局 今後の予定等であるが、各委員の皆様方には、この８月末を持ち任期満了

という形になる。その間、急な審議案件等が出ない限り、会議開催の予定は

今のところない。実質、今日が最後の会議かなと思う。今日、ご了承いただ

いた会議の一本化ということもあり、新たな組織でもう一度、というような

形になる。少し早いが、委員の皆様方には職務を引き受けていただいたこと

に厚く御礼申し上げる。活性化再生協議会に引き続きお世話をお掛けする皆

様方には、またよろしくお願いしたいと思う。 

伊豆原先生におかれては、この会議も含め、伊賀市の交通系の会議、10

年以上会長職を務めていただいている。今期を持ってご勇退ということを聞

かせていただいているため、皆様方にもそのことをお伝えさせていただきた

いと思う。 

 

５．その他 

 

なし 

 

以上 


