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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阿山地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成 29年 11月 21日（火） 午後２時～午後３時３０分 

■開催場所  阿山支所１階 第２会議室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

上林 良畝（河合地域住民自治協議会会長）、城 吉富美（鞆田自治協議会会長）、

北川 幸治（玉滝地域まちづくり協議会会長）、西田 悦治（阿山老人クラブ連

合会副会長）、本田 基久（伊賀市阿山地区民生委員児童委員協議会会長）、谷本 

敏彦（伊賀市商工会阿山支部支部長） 

【事務局】 

交通政策課 吉福主査、山岡主任 

阿山支所 松本支所長、居附振興課長、城島主幹、瀧藤主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

阿山支所 松本支所長挨拶 

支所長 本日、第１回目の伊賀市地域公共交通活性化再生協議会阿山地域部会を

開催させていただきましたところ、ご都合の悪い委員さんが見えたという

ことで、大変申し訳なく思っております。重要な協議を進めていくわけで

すけれど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、協議事項にございます、阿山行政サービス巡回車運行計画の方向

につきましては、以前から色々なご意見もいただく中で、甲賀地域との交

流も考えた運行計画にすべきだという声もいただいていましたが、今回

は、阿山圏域内の交通のスムーズな連絡に重点をおいて運行計画を立てて

おりますので、甲賀市との交流は、今回は結び付けてはおりませんが、次

回での最重要課題として考えておりますので、その節にはよろしくお願い

したいと思いますし、今回の改正計画につきましても、ご理解を賜りたい

と思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２．地域部会の役割と施策推進の方向性について 

 事務局から資料１に基づき説明 

【質疑応答】 

部委員 ２ページの「形成計画が目指す公共交通体系」の※について、「行政バス等、
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地域内における生活交通については、地域の主体的な取り組みにより維持。」

という最後の文言。結局ここが具体的に明記されていないとなかなか地域が

主体的に取り組めない。 

例えば、どういうことなのか。予算等が掛かるため、それを地域が負担す

るということは外せないのではないか。 

事務局 今の行政バスについては市のお金で運営しているが、この後の議論にも上

がるように、なかなか利用者が伸びていない上に、１人あたりの維持管理も

かかっている。 

主体的な取り組みとしては、地域からアイデアを出してもらい、路線の変

更を行うのもその１つだと思う。具体的な提案を行政の方にしていただき、

より良い行政バスのネットワークや路線を作り上げていきたい。皆さんが利

用しやすいような、少しでも今よりも良くなるような形の意見を我々も頂戴

していきたいと思っている。地域からお金を負担していただかないと運行で

きないなど、そこまで踏み込んだ形までは今のところはなっていない。 

部委員 ３つあったバスが２つになって、要するに、今までの行き帰りの本数が減

り、掛かる時間が長くなった。果たして、利用者が便利なのかどうか。要す

るに、行政としてお金を減らす、いわゆる財政難だと。だから３を２にしよ

う。こういうやり方は行政のやり方である。 

利用者サイドから見ると、本当にこれが限界なのか、まだまだ行けるのか。

そうではなくて、もう１台を地域で買い、15 万キロか 50 万キロか、あれは

すごく危なくて仕方がないから、地域で買って、その部分は行政でないとこ

ろが金を出す。例えば、企業とか、あるいは団体や自治会など。そのような

形に持っていき、市民があと 10年後内に Maxになる団塊の世代が多くなり、

免許証を返納する人、あるいは自力で買い物に行けない人が多くなったとこ

ろで、いつ頃にやるか。そういう計画を今立てるべきである。 

そのところで、遠慮をして「地域の主体的な取り組みにより維持」という

形だけでは計画が立てられない。そろそろ本音を話してもらってやらないと、

あとの議論のバス運行で本当にいいのかどうか、そこが問題だと思う。 

 

３．部会長、副部会長の互選について 

 （互選結果） 

   部会長   上林 良畝（河合地域住民自治協議会会長） 

   副部会長  本田 基久（伊賀市阿山地区民生委員児童委員協議会会長） 

 

４．協議事項 

 阿山行政サービス巡回車運行計画の変更について 
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事務局から資料２に基づき説明 

【質疑応答】 

部委員 訂正だが、資料２の３ページの事前確認事項の９月 13日に鞆田地区で説明

会があったが、「区長会」と書いてあるが、これは「運営委員会」である。 

部委員 万全の体制は作っていただいていると思うが、この部分に出てきていない

が、今度は３台が２台になるということで台数が減る。今までと比べると、

走行時間が１時間 20 分から 30 分ぐらい連続して運転している。車は３台を

２台にということで、メーターを見ると１台は 40万キロ、これはやめて下の

２台は引き続き使用する。そのメーターも、もう 29万キロということである。

車の整備、安全確認などはどのようにやっておられるのか。 

もう１つ。今度は高校生、学生も乗るということなので、安全安心が一番

大事なポイントだと思うが、運転手については、どういう任用基準で選考を

しているのか、少し気になる。 

もし、何か事故が起こった時の保険関係などはどうなっているのか。説明

できる範囲で教えていただければ。 

事務局 私が答えられる範囲からご説明させていただきたい。今の行政バスは、運

行事業者への委託契約で行っており、市で運転手を雇っているわけではない。

それぞれの車両管理についても、万全を期すということで、運行事業者、委

託先の業者がタイヤの交換から全てやるというような事になっている。当然

そういうことなので、先程の修理や修繕、全て運行事業者が専門的な視点で

実施をしている。バスは伊賀市のバスで、運行自体は委託している。バスの

管理も委託に含まれている。あと、バスの運転手も運行事業者が採用した方

で運行していただいている。 

ご心配いただいている、今回のダイヤ改正により朝は早い時間となり、夜

も遅い時間までということになっている。バスの運行基準などもあり、実際

にどうなるかは分からないが、例えば、伊賀の方でも朝夕の運行になってい

る。朝と午後は別の方が運転しているなど、運行に支障の無いような形で実

施していただいているというような状況である。阿山でもそのような可能性

が高いと思う。通算すると運行時間がかなり長くなってしまう。そのような

こともあり、12 時から 14 時の間は乗車人数が１人や２人、場合によっては

０人というのもかなり多いような時間帯であるため、その時間帯で運行して

いたバスを朝夕にもってきたということである。 

事務局 保険についても、交通事業者の方で入っていただいている。 

部委員 運行事業者の名前はどこですか。 

事務局 入札で毎年業者の選定をする。平成 29 年度は伊賀交通である。平成 28 年

度は三重交通だった。30年度も入札といった形になってくると思う。 
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部委員 私も同じところが気になっていたが、この車のすごい走行距離。県や市の

規定では公用車は明確になっていると思うが、これは公用車とは違うとはい

え、むしろ公用車は関係者が乗るわけで、事故があってもいいが、これは一

般の住民が乗るものである。おそらく私の常識は非常識ではないと思うが、

関係の公用車よりももっと厳しくないといけない。こんなに長い距離を走っ

ているということは、ちょっと想像がつかなかった。これはすべて運行業者

に任せてということだが、やや無責任ではないかと思う。 

部委員 車は市のものか。 

事務局 そうである。 

部委員 整備がどうか、少し心配である。丁寧な整備をしたら持ち出しになる。 

部委員 保険などの適用の時に揉めるのは、そのあたりかもしれない。私達は安心

して乗ってもらいたいなと思うと、２番目の 29万キロ、これは公用車ではあ

りえない。10 年 10 万キロなど、県や市は何か基準があると思うが、これは

どうなっているか。先程申したように、一般の住民が乗るわけだから、もっ

と走行距離などは、安全という視点からいくと。公用車はいい、関係者が乗

るわけであるから。 

事務局  行政バスの関係で明確な基準はないと思う。 

部委員 大きな事故は無かったが、これからの可能性としては。 

事務局 阿山地域の場合、地域が広いのでどうしても走行距離が長くなる。 

部委員 委託業者は儲け、余計な出費はしたくないから、整備やら丁寧にしたら儲

からないわけで。そのあたりをケチりだしたら、どういう整備をしているか

心配になってくる。 

部委員 ここは内々の関係者だけだから良いが、そのあたりに新聞記者がいたら大

変なことになっている。今日は来ていないが。その辺がしっかりしていない

と安心・安全とは言えないのではないか。 

もう１つ言いたいのは、はっきり言って行政バスがものすごく地味である。

伊賀市・伊賀流の何だかんだと、市長なり副市長が言っているのであれば、

もっと行政バスだというものを、「伊賀の行政バス」だというのを、誰が見て

も分かるようにすることが大事だと思う。これは大型のプリント印刷をすれ

ばできる。その辺の見積りも出して、行政バスのイメージを作るべきである。 

事務局 利用促進という点からしても、目立つ車両が地域内を巡回していることは、

「行政バスが走っている」ということを住民に知らしめるという施策の１つ

になるので、市長をはじめ観光施策を積極的にアピールしている中では、非

常に貴重なご意見である。 

部委員 もっと言うと、忍者の手裏剣とかそういうものじゃなくて、もう少し阿山

らしいものを作るべきだと私達は言いたい。あのようなプリント技術は大変
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進んでおり、３者以上の見積り、県内あるいは県外の見積りであれば、相当

安くできると思う。 

そのあたりをもっと積極的に見積りを行い、安いもので効率の良いものを

作る。そろそろそれぐらいやらないと、地味でどこを走っているか分からな

い、一般の企業の方がよっぽど上手くやっている。 

部委員  滋賀県のことになるが、滋賀交通に全面委託で、車両までも委託している。

甲南や水口のあたり。巡回バスといって、路線をぐるぐる回っていて、「巡回

バス」ということが目立って分かる。バスも普通のハイエースではなく、子

どもの通学に伊賀交通が走っているが、あのような感じのバスで回っている。

そうするとお年寄りも乗り降りしやすく、人数的にもある程度の人数が乗れ

る。今だと、極端な話になるが、高校生の子がどっと乗って来たら、いっぱ

いになって拾えない場所ができてくる場合があるのではないかと思う。 

部委員 行政バスに頼っているからダメなので、そういうところもフォローするよ

うな体制を作らないと利用者は安心できない。今日試験があるのにいっぱい

で乗れなかったら、誰が責任を取るのか。韓国は、ちょっと何かがあったら、

大きな地震があって大学入試が無くなったりしている。そこまではいかない

けれど、何かあって行政バスが「責任を取れますか」ということになる。 

今は何かあったらネットで、これが一般の公共交通であるならば、絶対に

遅延証明がネットでできて、もう一度再試験するというような時代である。

まともに乗ったのに、行政バスが遅れたからダメだとなり、試験を受けられ

なかったということもあり得るわけである。余程の覚悟をしていかないとい

けないと思う。運行するならば、まず今の状況ではないが、「もし満杯になっ

たらどうするのか」という事までも議論しておくべきである。 

短い時間だが、保険がそのような適応をされているのか。委託業者の名前

が初めて分かったが、契約する時に見積りをとる場合の基準を知るべきだと

思う。上部機関の方では、そのような議論は出ていないのか。私たちの地域

部会ではなくて。20何人もいるのだろう。 

事務局 現在は 19名いる。 

部委員 専門家も入れて 25名いた時があるので、そういう上部機関がどれくらいの

真剣度があるのかということが疑問だ。 

事務局 今お話いただいた件で、30年４月というわけではないが、高校生が全て通

学等でこの行政バスに乗ると、かなりの人数になる。スクールバスが、小学

校の統廃合があり運行しているわけだが、そのスクールバスと行政バスとの

統合したような形での運行ということも近い将来考えてみたいと思う。そう

なると、今の 15人乗りのバスでは足りないということになるので、大きいバ

スを利用したような形での運行体系、時間的には通学・通勤の時間帯にその
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バスを利用する形となるかもしれない。先程からいただいている意見の、40

万キロのバスをいつまでも使うかどうかということも、どうなるかは分から

ないが、利用度が上がってくることになれば、バス事業者所有の車両で運行

してもらうというようなことも、遠くない将来に考えられるのではないかと

思う。 

部委員 課長の個人的な情報の話をされても、上部機関がきちんと出してもらわな

いといけないはずである。こちらの意見も上げないといけない。 

あまり先の話をしても、少し早い。しっかり色んな計画があるということ

は分かったが、今日はもっと他の意見が出た。そちらを優先の方が良いので

はないかと思う。 

部委員 色んな意見が出ている。今の心配は、そうなってくれたら本当にありがた

い心配ではあるが、そのようなことで利用をしてもらえるような仕組み作り

をこれから進めて欲しいと思うし、皆さんにこのバスの利用を促進すること

が大切だと思うので、これからも地域・自治協をはじめ、各団体、また、区

へ帰ったら宣伝をしないことにはいけないと思う。それも含めて、これから

も２月前後に会議があるということなので、それまでには先程の質問のこと

について返答できるように、よろしくお願いしたい。 

部委員 別紙２-２、来年の時刻表があるが、この１番目のバスは湯舟コミュニティ

センター前から小倉歯科前まで朝停まらないということは、ここで子どもが

乗って行こうと思うと、乗れないということになる。どこにも、その部分に

関しては代替の便がないということで、なぜここは飛ばされているのか疑問

に思う。 

農協鞆田支店前からは玉滝鞆田線が行くから、そこで拾えるが、この部分

に関しては子どもがいたとしても乗れないことになっているように思う。こ

れは時間的なもので飛ばしてあるのか、子どもがいないから飛ばしているの

か。これは少し考え直してもらった方がいいのではないか。 

１番の阿山中学校前から阿山支所までずっと矢印で飛んでいる。バスが停

まらないということだ。この湯舟コミュニティセンターから小倉歯科前まで

は、このバスしか通らない。そこから後は、玉滝鞆田線のバスが通るから拾

えるが。この５つを朝停まった方が良いのではと思うのだが。 

この石川集落センターから阿山支所までは、そのまま来てしまうという意

味なのか。 

部委員 ４分で阿山支所まで行くということだ。そういうことだから、表としては

こう書かざるを得ない。 

部委員 朝、通学の子どもがこの辺で乗ろうと思っても、乗れないということか。 

部委員 別紙２-１で乗れないだろうか。 
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部委員  要するに西湯舟公民館か農協鞆田支店前まで出ないと、バスに乗れない。

一度検討してもらうべきだと思う。 

部委員 今まで時間が掛かっているから、これをクリアできるのではないか。 

部委員 検討した結果がこれである。どういう検討したかを説明してもらえれば。 

部委員 1 時間 16 分というのは、全部のルートをずっと走ると１時間 16 分という

ことか。 

事務局 そうである。 

部委員 この部分を通っただけで何分掛かるということは分からないのか。 

部委員 上野へ行くバスとの乗り継ぎが７時 10分に出るから、それに間に合うよう

に６時 55分には戻ってくるという時間帯になっている。 

事務局 今回、丸柱の便にしても、鞆田の便にしても、特に朝の便についてはでき

るだけ短い時間で送らせてもらうということで、このようにしている。今、

ご指摘をいただいたように、その近くの方で需要がということもあるので、

別の便で乗れない所については、停車できることも含めて、この部分だけ検

討させていただきたい。 

部委員 現行の 25年６月１日から今日までの地図（別紙３）と時刻表（４-１、４-

２）の３ページ。３台が２台になるとこうなるというのが分かりやすく新旧

おいてもらっているが、この資料を自治協に持ち帰り、現在はこういう形で

会議があったということで、この資料をオープンにしていいのか。 

事務局 それは公開である。 

部委員 今までの地域で回ってきたものとほとんど一緒だと思っている。今の質問

のような話がたくさん出るかもしれない。その場合は、どのようにするべき

か。全部丸投げで事務局に振ってよいのか、こちらが仲介して答えるべきな

のか、どうなのか。 

事務局 一度は我々の方に。何かあれば資料なり、ご意見の方を頂戴する形になる

かと思うが。 

部委員 この資料は最新のものだが、新旧しっかりと出ているものを見せて、どう

するか。これは他には配る気はないが、区長の会議などでは、ある程度「こ

れで決まった」と出したいのだが、次回までにとなると、少しややこしい。 

事務局 質問だけ早いとこまとめてもらえたら。 

部委員 この表の答えはすぐ出ると思う。これを次回までとなると、なかなかこち

らも出しづらい。 

事務局 これはすぐに検討を行い、訂正させていただく。先程申した通り、別紙２-

１でクリアできない部分については、停車させてもらうようにする。中学校

や文化センターは寄る必要がないため、どうしても立ち寄りが必要な部分に

ついては、あと数箇所あるので、立ち寄るように設定していきたいと思う。 
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部委員 始発が早くなるということか。 

部委員 要するに、ここにはちょっとしたカラクリが。よく考えれば、早く目的地

に着きたい人が、今までよりも長く時間を掛けて目的地に行くことになって

いるわけである。400円のところが 200円になったというメリットはあるが、

要は移動であるから、目的地に行くのに時間が掛かると困る。先程、冒頭に

言ったように、本当に３台を２台にして財政難を、市の考えていることはよ

く分かるが、玉滝鞆田線の範囲が広いため長く時間が掛かっている。 

部委員 丸柱からのバスも同じことが言える。直接来ていたバスが鞆田へ回る。 

部委員 利用する人達が、400 円が 200 円になり、直接行けて、重い荷物を持って

乗り継ぎをしなくてもよいというメリットは分かるが。もう１台新しい車を

買って、あるいは買わなくても委託会社が、ゴロゴロ余ってはいないと思う

が、そこの会社が出して、もう１つ走らせれば、お客さんが喜ぶということ

を本来は考えなくてはいけないと思う。 

今この時点になって、もうすぐ４月１日が来ようとしている時に、こうい

う事をやっている時期ではない。結局、「こういう条件の中でやる、これがベ

ターだ」というものを出してもらっているが、今、谷本さんの質問にお三方、

すぐに答えられていないという事は、少しまずいのではないかと思う。 

表現の仕方だけの話だけではないのか。検討が２日３日あるのなら待つが、

どういう検討をされる予定か、はっきりと言ってもらった方が良いと思う。

要するにしっかりと、明確に説明ができるようになって欲しい。 

事務局 今まで順番を踏んで、各地域へ説明をさせていただいて今日がある。今日

までその質問が無かったので、これでいけると私達は思っていた。 

部委員 この表は初めて見せるものなのですか。 

事務局 協議の過程では、この時間配分を示して、地域の説明会なり、各自治協単

位で回っていた。その中で意見として、今まで具体的に出ていなかったと思

う。その中で今日最終的に取りまとめをし、最終案という形で提示をさせて

いただいた。 

部委員 各地域は、玉滝の地域は玉滝のところしか見ていない。河合や丸柱も他の

所は見ていない。 

事務局 一番簡単な方法は、２-２の６時 30分発を 16分早める。そうすると、全て

の停留所は矢印じゃなく停まれるということになる。そこはもう少し検討さ

せていただきたい。今週中ぐらいお待ちいただきたい。 

部委員 車両や運転手、保険のことも一緒に。できれば、その資料も。 

部委員 その情報の公開は必要だと思う。 

事務局 車両のことだけ１つ。法的なことなので、少し難しいことを言うかもしれ

ないが、聞いていただきたい。まず、行政サービス巡回車というのは、冒頭
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に説明があったように、道路運送法の第 79条の市町村運営有償運送で走らせ

ている。道路運送法の第 79条というのは、自家用有償旅客運送と言い、本来

であれば交通事業者は緑ナンバーが有償運送をする中でも、そこが不便なと

ころに関しては、自家用車を用いて、有償運送を行ってもよいと特別に認め

るという制度になっている。そこから始まり、この市町村運営有償という形

で市が登録を行うことで、特別に白ナンバーでも運送を認めていただいてい

る。車両に関しては、これまで市の方で持っているというのは、市の所有で

ある車両を用いて特別に許可をいただいていたということである。 

今、法的に若干緩和しようという動きが、この９月に出てきた。ただ、そ

れも市町の方から国の方へ、「交通事業者の車両を用いてもよい」ということ

であれば、「交通事業者の緑ナンバーが、自家用有償の制度の方に値するのか、

緑ナンバーはいいのか。」という確認をしたところ、「いや、その想定はまだ

検討していなかった。」ということだった。それならば意味がないのでは、と

いうことも言ったが、国も早急に考えないといけないと言い、そこの部分が

あやふやになっている。それを踏まえ、市町村運営として、これまで車両の

更新をしてきた中で、どうしてこの車両は小さいのかということなど色々あ

るが、現状として行政バスの平均乗車密度は 0.5 人。そこに 20 人、30 人の

バスを走らせる意味はあるのかというところで、現在も車両が整備されてい

るということを基本に置いていただきたいということが、まず１つある。 

今、国の方で法的な緩和が成されようとしているので、課長が言ったよう

に、交通事業者との車両も踏まえた、今後の改正･改善を市としても考えてい

きたい、ということが現状である。車両に関しては、このようなことから、

理解をしていただきたいと考えている。 

部委員 今後もう少し緩和された時に課長の言う通りにやってもらえれば。現段階

では、まだそこまで緩んでない。私たちも分かってはいる。しかし、40万キ

ロ。国の明確な基準、そこを開示していただきたい。これを行わないと、今

まで隠していたのかということになる。それはまずいと思う。おそらく、40

万キロというのは行き過ぎているのでは。 

事務局 明確に車両のキロ数が何キロになったら更新しなさいという法的な根拠が

定まっていないが、このハイエースを買った時に国の補助をいただいている。

その時に耐用年数は最低限乗りなさいということがある。それは大体５年で

ある。この車両で行くと、更新から５年が耐用年数。大体５年だが、５年で

すぐに買い換えるというのはなかなかこのご時世難しいものがある。 

これは車両の運用の仕方にもよるが、大体７年から 10年のスパンの中で換

えたいと努力はしているが、そのとおりに伊賀市全体が動けるかというと、

そうでもない現状の中で、運用をさせていただいているところである。 
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40万キロがどうこうと言うよりは、古い車両から順番に各支所にある車両

を更新していっている。 

部委員 今日は阿山の行政サービスの話しをしている。伊賀や島ヶ原などもある訳

だが、この入札は、全体でということなのか。 

事務局 いや、これは支所ごとに入札している。 

部委員 伊賀は伊賀支所でしているということか。 

事務局 そうである。 

部委員 １番心配なのは、車の管理。車の管理は任せているということか。 

事務局 そうである。交通事業者の方で整備も。交通事業者の方が免許を取るにあ

たり、整備の管理資格を持っていないと交通事業者になれないというのがあ

るので、そこの部分に関しては、市で行うよりは確かに安全面は高いと思う。 

部委員 それぞれの事業者は、どういうところで車検なり整備をしているのか。 

事務局 その交通事業者が提携している車会社があるかと思うが、そちらに持って

行って整備を行っている。 

部委員 自分たちは整備業者を信用して車検を出す。自分で点検して、どこが悪い

かなんて分からないわけだから、そのあたりを任さないことには。 

事務局 交通事業者になること自体で、車検を車屋が持っている資格と同等以上の

ものは持っていないとなれない。 

部委員 自分の車だったらケチってもいいが、人を乗せて、市民を乗せる車だから。 

部委員 大事なことは、そのような規約を紙で出してほしいということだ。私たち

はそれを見ていないから、何がこの審査なのか、何が部会なのかということ

が分からない。だから、出すものは出していただきたい。そういうものを見

ないと、こちらは信用できない。それは必要である。 

部委員 市の方でも色んな検査機関があるのだから、業者から出てきた書類をチェ

ックし、不備がなければ、私たちが見たところで分からない。 

部委員 そんなものを出せと言っているのではなく、入札のしっかりとしたルール

の説明を。こういう事をするんだという、それはどういうルールになってい

るのかというのを知りたい。 

事務局 仕様書というものを定めて、それを基準に入札をしている。それを見ても

らったら安心してもらえると思う。 

部委員 安心安全に関わる問題である。今、数字的に聞こえてきたのは耐用年数の

５年である。これは、ああいう車だったら、自家用車にあるように新品から

の車検期間がある。そういうものを明確にして１年ごとに法的な車検を受け

ているなど、そういうのが見えると安心できると思う。１年なのか。 

事務局 １年でしている。 
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部委員 運転手の資格要件や年齢基準はきちんとしているのか。 

事務局 している。 

部委員 それが出ていれば。出ていないから普通じゃないと言っている。 

部委員 一般常識で人を乗せるのであれば、大型免許を持ってないといけない。 

部委員 伊賀市は 70歳以上の人は良いのか、悪いのか、運転手はどうなっているの

か。おそらく、長年の経験者がやり、自信のない私たちとは違い、自信のあ

る人だと思うが。そういうところが、地域ごとで運転手を推薦して出すので

あれば、色々あると思う。 

部委員 昔と言ったら怒られるが、以前の行政バスを走っている人は、定年で辞め

ても大型バスの免許を持っていればここのバスは乗れるということで、採用

されて、かなりの高齢の人も運転をしていた。 

部委員 条件には研修を受けるなど、こういう研修は受けて欲しいなど、そういう

ものがあるのかないのかということである。やはり、そういうものがないと、

市民の人が不安になると代わりに言わせてもらう。それはあるだろう。 

事務局 あります。それもコピーを持っていると思う。運転手がどういう資格を持

っていてというのもすべて把握し持っていただいているので、そういった講

習を受けてこういう事をされているということも、全て把握して持っていた

だいているので、その資料、全てを提出するとなれば、出すことはできると

思う。 

部委員 こういうことが載っている、こういう研修は特にやらせているとか、そう

いうことでいい。地域ごとで任せているのか、伊賀市の行政バスの基準があ

り、こういうふうになっているというのが分かればよい。その結果、違うと

いうことになれば、やめて欲しいと言っている。 

事務局 それは運行の方法のことではなく、車両のことか。 

部委員 両方である。安心・安全を確保するためだ。車両自体がしっかりと整備さ

れているか、管理されているか。 

事務局 車両が全てしっかり管理されているかは、運行委託を出している事業者の

方に整備日誌があると思うので、出してもらえると思うし、それを見せるこ

とはできると思う。運転手については、今運転手としてこういう資格を持っ

た者が全て運転しているという資料は持っているので、それも見せることは

できる。それでよいか。 

部委員 ちょっと違和感があれば、議論しないといけないと思う。 

事務局 では、一度交通事業者の方に整備日誌を。 

部委員 現在、運転している人で、おかしな運転をしている人がいるのか。 

部委員 そういうことは言っていない。 

部委員 要するに、委託している会社が雇う時の基準などは伊賀市が持っているの
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ではないか。 

事務局 運行自体の基準というのは、国交省の方の基準に従い、運行事業者が運行

している。国の法律に従って交通事業者が免許をもらい、持っているので、

そこを基本的に守っていない事業者は入札には入れない。 

部委員 任せてやっているだけではダメで、そこに任せている伊賀市が何も知らな

いのは困るじゃないかと。結局、そのようにして全て任せているから、国の

基準があるから、放っておいた結果、変な学校教育がずっと続いて、伊賀市

が困っている。 

事務局 法的な部分を出せという意味ではなく、どこの部分か。 

部委員 今、運行の入札をかけている仕様書に、先程言っていた、車両の保険は、

どんな感じの保険をかけているのか、運転日報の点検はどういうふうに出し

なさいということが書いてあるのか。要は、市に対して出しなさいというこ

とが明記してあるかということを知りたい。どのような基準で行っているか

ということを。 

部委員 それが分かれば。それが今までは全く入ってこない。私たちが言えるのは、

市の体制だということ。 

事務局 仕様書は契約書の後ろに約款と共に挟む書類なので、当然、契約者が遵守

しなければ契約違反になる。それを見てもらえれば、車両の保険内容などが

謳われている。 

部委員 監査などの人は見るが、私たちはそういう機会も無いので。 

事務局 どういうことが謳われているかどうかを確認したいということですか。 

部委員 一般の人が乗るから。要するに、そういうことが大事だということである。 

 

５． その他 

部委員 京都行きのバスについての利用者は把握されているか。 

事務局  ８月の実績では全体で合計 381人の利用になっている。 

部委員  それは、上野からの利用か。 

事務局  全部まとめてである。８月の道の駅の利用者は、こちらから向こう（上野

から京都）へ行くのが 19人、帰ってくるのも 19人。９月の全体は 309 人。

道の駅の利用は、こちらから 45人、帰りは 35人。10月の全体は 344人、そ

のうち道の駅から京都へ行った人数が 25人、帰ってきたのが 20人。 

部委員  30で割れば、大体の１日の人数が出るわけか。 

事務局  そういうことである。１日平均１人、２人というところである。 

部委員  道の駅で乗ろうと思うと、道の駅で切符は買えるのか。 

部委員  買えない。そこにあるのは看板だけだ。 
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部委員  基本的には予約制だが、空きがあれば乗れる。しかし、空きがなければ乗

れないので、ハイトピアに行って乗車券を買わなければいけない。 

事務局  三重交通は、そこまでお金を投資できない。 

部委員  失礼だが、満員ということはあり得ない。 

部委員 そのうちに京都あたりで外国人などが乗る時代が来る。誰かが情報を SNS

で流してもらったら。 

事務局 外国人向けの観光パックなど、京都の方で色々と行っていただいている。 

部委員  まだまだこれからだ。伊賀市の人もオタクっぽい人もいるから、その人た

ちにも頑張ってもらって。 

部委員  それでは、議事の方はこれで終了とさせていただく。 

事務局  ありがとうございました。確認だが、今日いろいろ意見を頂戴した中で、

事務局が再度報告することは、路線が飛んでいる区間について、バスを停め

るのかどうかを、もう一度支所の方で検討していただいて、最終的に検討し

た結果を報告させていただきたいと思う。 

あと、５つの路線を２つにまとめて大きな循環型にすることが方針だと思

うが、その内容については、来月の協議会で案件をかけさせていただきたい

と考えている。 

部委員 特に、阿山エリアは他県と２キロもない所を結べば相当便利になるという

話を、以前も自治協議会の別のところでも話をした。それも前向きに上部の

方で更に考えてもらい、市の持っている最上級の施策の中で位置付けができ

るようにしてもらいたい。なぜなら、伊賀の中心部ではないのだから、郡部

も生きるような、郡部も輝く施策というのも必要だと考えるので、よろしく

お願いしたい。 

事務局 本日いただいた意見をふまえて、地域部会の方で了承を得たという形で進

めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（以上） 


