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平成２９年度第２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１２月２０日（水） 午後２時～ 

■開催場所  ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

辻本 勝久（和歌山大学）、金口 正幸（代理：近畿日本鉄道㈱総合企画本部計画

部課長 森本 治実）、藤巻 恵（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 政幸（三重交通労働組合）、伊

藤 光明（代理：中部運輸局交通政策部交通企画課専門官 西堀 正）、小出 和

仁（中部運輸局三重運輸支局）、梶田 充代（伊賀警察署交通課）、大茂 裕明（名

張警察署交通課）、冨永 健太郎（三重県地域連携部交通政策課）、天満 雅世（市

民公募）、堀井 信雄（市民公募）、前山 正清（市民公募）、堀田 大（いが移

動送迎連絡会）、福澤 正志（伊賀市障害者福祉連盟）、福岡 政憲（布引地域住

民自治協議会）、宮﨑 寿（伊賀市企画振興部長） 

【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 

各支所振興課長、課員 

■傍聴人：４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。今日はご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。会長を仰せつかっております、和歌山大学の辻本でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

今日は、大阪の梅田から三重交通の忍者ライナーで来たのですが、冬の伊賀の景色も

非常にまた良いものでして、景色を楽しみながら来させてもらいました。伊賀に来る時

は、木津川の流れを眺めながら来るルートもございますし、特急の早くて快適な手段を

選ぶということもできます。色んな手段で来られるというのは、非常に素晴らしいこと

だと思っております。 

さて、今回、市の公共交通のマスタープランであります、地域公共交通網形成計画の

策定と実施、それから進行状況の管理に加えまして、各地域の実情に合わせたバス等々



2 

 

のあり方も進言する、そういった役割を併せ持っている非常に重要かつ唯一の場となっ

ております。唯一と申しますのは、市民代表の方から各交通事業者の方、関係行政機関

の方等、公共交通に関係する、関係者の皆さんが一同に介して市の公共交通について

色々と議論していただく。そういうことが唯一であるということで、極めて重要な会議

となっているかと思います。 

公共交通は市民の皆さん一人一人の生活も支えておりますし、それから観光等含め、

市の各産業も支えている。そのような重要な役割を担っておりますが、市の公共交通を

より良いものにするためには、是非、皆さんのお力添え、つまりこの場での活発なご議

論が必要だと考えておりますので、本日は議題が２つ、報告事項がその他含め５つ用意

されておりますけれど、是非活発に議論に参加していただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

・事務局から、所属組織内の人事異動等に伴う委員の交代等について報告。 

（新たに就任された委員） 

金口 正幸（近畿日本鉄道株式会社総合企画本部計画部長） 

藤巻 恵 （伊賀鉄道株式会社代表取締役常務鉄道営業部長） 

福田 政幸（三重交通労働組合伊賀支部書記長） 

大茂 裕明（名張警察署交通課長） 

福澤 正志（伊賀市障害者福祉連盟会長） 

 

２．協議事項 

（１）阿山行政サービス巡回車の運行計画の変更について 

事務局から資料１に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 現在の旧市町村の巡回バスを前提として考えている中では、先程、変更

理由があったように、そういう面は多々あると思う。 

私が住んでいる柘植地域、旧伊賀町の方でも色々議論しているが、その

中で出る意見としては、旧市町村の枠を取っ払い、コースを見直す必要が

あるのではないかという意見がいくつか出ている。 

質問だが、なぜいつまでも旧市町村にこだわり、地域部会で検討し、全

体として考えられないのか。何か困難な理由でもあるのか。 

事務局 まず、今の行政バス、廃止代替バス、営業路線バス、それから鉄道も含

めて、この網形成計画の中では、それぞれが役割分担をもって全体の交通

ネットワークを構築していこうという考えで進めているところである。 

もちろん、旧市町村エリアに、特にこだわるというような事はないし、

実際にはそのエリアを越えて、今回も、阿山行政バスについては、伊賀町
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エリアの方の商業施設、あるいは鉄道駅、そういった所への跨ぎというか、

そういった事も実際には行っている。 

基本的に、幹線軸となるバス路線が旧市町村、現在の支所へ結ぶものが

多々あるという所では、そこをターミナルとして支線的に行政サービス巡

回車が繋げているというような状況があり、このような形をとっていると

いうことである。 

おっしゃるように、もっとシンプルにできないかということについて

は、今後も課題として持っていきたいと思っている。 

委員 旧伊賀町の場合、特に小杉は阿山に非常に近いが、買い物や文化的な施

設、モクモクへ行くとなると、旧伊賀町の方からは遠いため、アクセスが

とりにくい。そういう事を考えると、今の説明ではよく分からない。今後

の例として、検討していただきたい。 

委員 １ページの変更内容及び理由の（２）「玉滝鞆田線を槙山グリーンタウ

ンへ乗り入れる。」という所で、変更理由が、「高齢者が増えてきている

槙山グリーンタウンにおいて、通院や買物、行政手続きなどに行政バスを

利用する場合に、現行ルートでは槙山野ヶ平停留所まで約８００ｍを歩く

必要があり利用が困難な状況である」と書かれている。現行では、高齢者

がバスを利用しようと思うと遠いところまで歩かなければならないので、

非常に困難ということなのだが、別紙３の３ページの槙山グリーンタウン

の停留所を設けると思われる所の写真が出ている。今であれば、この赤い

丸からずっと上の方に歩いて行きバス路線があるということだが、そこま

で約８００ｍある。しかし、変更してここへ設けても、高齢者や障がい者

の方で、８００ｍ以上歩かなければならない人も沢山いる。変更理由とし

ては８００ｍも高齢者や障がい者の方が歩くのは困難だということで設

けるという事だが、ここに設けても、実は利用困難である。 

１回目の会議の時にデマンド方式はどうかという議論があったが、デマ

ンドであれば、予約ができ、高齢者や障がい者の方の目の前にまで来てく

れる。そうであれば利用も見込めるが、ここへ設けても何百ｍはかかると

いう事では一緒のことだと思う。 

本当に高齢者や障がい者、いわゆる交通弱者の憲法で保障する移動権を

満たそうとするのであれば、その方の近くに移動権を満たすための交通手

段を作る方法を考えなければ、やはり一緒のことではないか。 

前の会議で、そんなことを言っても費用対効果がある、デマンド方式の

ような多く費用が掛かることをしていたら費用対効果が出ない、と言った

方もいた。しかし、そこで費用対効果が出なくても、交通弱者の移動権は

憲法で保障されているのだから、そこは赤字でも実行していくのが行政、
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公の役割だと思う。その辺はいかがだろうか。 

事務局 阿山支所振興課の居附と申します。よろしくお願いします。 

今回の阿山行政バス巡回車の変更については、兼ねてからデマンド交通

というような意見も伺っていた。今回、どういうところを主眼に置いて、

この運行計画を改正しようということについてだが、今回の変更について

は、阿山の行政バスだけが朝夕の便が、他の支所と比べてなかったという

事で、高校生の通学を主眼に置いたような運行計画の変更となっている。 

デマンド交通だと、タクシー事業者、バス事業者等々の色んな中で運行

計画を立てていくというようなこともあるが、今回は高校生の通学や昼間

の診療所への通院、買い物を主眼に置き、停留所方式での提案をさせてい

ただいている。 

このグリーンタウンの停留所だが、これについても今回出てきただけの

話ではなく、数年前から要望があったと聞いている。その中で、県道の方

まで行くと８００ｍ程度距離があるというようなことで、８００ｍ歩いて

利用している方もいる。今回、玉滝地区の自治協へ説明に上がらせてもら

った時も、このグリーンタウンの自治協から強い要望もあり、停留所の場

所については、自治会長や実際に利用している方からの意見を聞いた上

で、停留所の選定をさせていただいているので、ご了承いただきたい。 

会長 確認だが、この槙山グリーンタウンというのは、かなりアップダウンの

激しい場所なのか。 

事務局 県道から槙山グリーンタウンの停留所までの所もかなり勾配があり、グ

リーンタウン内もかなりの勾配がある。しかし、住宅で実際に住んでいる

所は、この停留所の出入口付近になるが、そこから１００ｍぐらいの所で

あると考えている。 

会長 地図の上ではもっと奥の方もあるように見えるが、お住まいがあるのは

バス停から大体１００ｍぐらいということであり、地元の方の意向を確認

してこの場所に置くということである。 

委員 それはデマンド方式ではなくて、こういうバス路線のような停留所を設

けるのであれば、この入り口のこの辺が１番中心であるので、区長も、デ

マンドでなければここでも仕方がないということだと思うが、それでは根

本的な交通弱者、ここで高齢者と謳っているが、障がいがあり高齢者の方

であれば、ここだとおそらく歩いて来ることができない。そういうことで

不平等も起こる。費用対効果もあるため、この辺りに落ち着いたのかとも

思うのだが、根本の解決にはならないと思う。 

会長 今後の解決にならないかもしれないが、一歩前進になることには変わり

がないと思う。 
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委員 非常に前進したと思う。少しずつ行きたいということで、了承する。 

【承認】 

 

（２）青山行政バスの路線延長及び運行系統の新設について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 どんぐり号と青山の行政バスは、現在連絡を取り、朝晩１便ずつだが、

行ってもらっている。しかし改正案を見ると、どんぐり号を利用して青山

方面へ行こうとした時に、滝で３０分の待ち合わせをしなくてはいけない

時間帯になっている。どんぐり号の時間が出ていないため分からないかと

思うが。先程からもご意見があったように、旧町村単位で運行計画を行い、

全市で考えてできないかという話があった。過去に私も申し上げたことが

あると思う。もう１度考えてもらえれば、３０分も待たなくてはならない

ということがなくなり、無駄な時間は出ないのではないか。 

阿山の写真にもあったが、計画地のバス停に雨露を凌げる建物がない。

これは、特にそこで待ち時間が発生するようなことになれば、非常に交通

弱者に追い討ちをかけるようなことになってしまう気がする。このダイヤ

自体を組むについても、費用対効果が少しずつ見えてくるが、最終の交通

弱者を救う手立てというのは、行政で１番大きな住民サービスではないか

と思う。そういった意味では、行政判断で持っていただき、いくら費用が

掛かっても住民にサービスするぐらいの気構えを持たないと、利用度の多

い所だけ充実すれば良いという事では、切り捨てられているのではないか

と考えてしまう。今すぐには無理であっても、阿山・伊賀・大山田・青山、

もちろん上野もあるが、上手く乗り継ぎができれば伊賀市を循環できると

いうような感覚を持って、行政バスを運行していただきたい。 

事務局 時刻表の滝平日用の７時４０分発の所だと思うが、現在運行している時

刻については７時５９分発になっている。それがどんぐり号とできるだけ

待ち時間を減らす方向で考えさせていただいた結果であり、申し訳ないが

３０分の乗り継ぎ時間が発生している事を理解していただきたい。 

会長 ３０分待つとして、待合環境、雨露を凌げる等々、そのような工夫があ

るのかどうかの質問があったが、その辺はどうなのか。 

事務局 滝線のバス停については、バス停という所がない。非常に申し訳ないが、

雨露を凌げる場所がない。 

会長 どんぐり号との乗り継ぎの件だが、私も気になった。実際にこの大山田

側の行政サービス循環車に乗せていただいた。車内で運転手に、この滝線

の乗り継ぎが年にどのくらいあるのかを聞いたが、年に１人か２人いるか



6 

 

というような利用が非常に少ない形である。委員がおっしゃるように、全

市的な考えで、旧市町村の境界を跨いでというのが理想だが、今回の青山

行政バスと大山田の行政サービス巡回車の接続については、残念ながら、

利用状況は今申し上げたとおりで、致し方ない面もあるのかなと思う。 

今の件に関連する点や他の点で、何か意見はないだろうか。 

委員 そうすると、会長さんがおっしゃりたい事は、そういう利用者が少ない

所、１人２人などの場合は、移動は控えてくれというようなことか。そう

いう人達も移動権があるので、民間の資本主義の考えであれば、そういう

人は切り捨てられていくが、行政が運用、経営をしているのであれば、こ

のような人達を助けるというか、憲法で保障している移動権を守るために

行政の役割が出てくるのではないだろうか。 

それであれば、みんな民間にしてしまえばいい。その代わり弱者は切り

捨てられ、憲法で保障されているものが踏みにじられることになる。その

辺の考えをお聞きしたいのだが。 

会長 今の点だが、今回の青山行政バスと大山田の接続の件で申し上げると、

もし接続が今回の一部の運行時刻を廃止で厳しくなってきたとしても、少

し大回りになるが代替ルートはある。そういう代替ルートは完備されてい

る。それから、移動権という大事な話だが、移動権を徹底的に追及するが

ために、そこで莫大なお金が掛かってしまうと、他の福祉のサービスにお

金が回らなくなるかもしれない。バランスだと思う。交通だけで考えるの

ではなく、他の所からもアプローチをしながら総合的に考えていく必要が

あるというところをご理解いただきたい。 

委員 理解はしていると言いたいところだが、もし自分が交通弱者になった場

合は、理解できないと言うだろう。今はなっていないので、今は理解する。 

委員 別紙１の５ページ、要望等の内容の所で「定期、ＩＣカードを使えるよ

うにしてほしい。」ということで、毎日利用している方も、おそらく同一

料金で利用していると思う。これから利用者を増やすための努力として、

１ヶ月以上であれば割引になる等の施策、他の地域の行政バスとの共通の

プリペイドカードを発行する等の検討はされていないのか。 

事務局 要望の中にある、定期やＩＣカード、利用を増やしていくということで

は、こういうものも入れていくというのが大事なことかなと思っている。

ただ、課題としては、料金体系の変更なども形成計画の中に位置付けてい

るため、検討を続けていかないといけないと思っている。ＩＣカードの利

用については、実際には三重交通の委託運行という形で機器は備え付けの

ものを使用しているが、料金体系的に２００円均一ということで、まだそ

の対応になっていないので今のところ使えていない。 
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行政サービス巡回車においては、そういったシステム機器が入っていな

いため使えない状況にある。 

廃止代替路線については対キロ運賃という形で、一般の三重交通がやっ

ている事業者バスと同じように使えるという形で、若干の差が生じている

が、それも課題として取り組んでいかないといけないと思っている。 

会長 料金施策の関係で重要な提案をいただいた。 

【承認】 

 

３．報告事項 

（１）市内バス路線の見直し再編について 

事務局から資料３に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 現状の問題点からということだと思うが、策定作業、見直す作業という

のはどういう所で行っているのか。庁内のメンバーだけか、それともどこ

かのコンサルに依頼し、より効率的なことを考えているのか。 

事務局 今の作業をどういう風にという事だが、まずは庁内関係事務局で調整を

して作業をしている。また、これら路線バスの活用ということで、交通事

業者にも協力を頂きながら、車両の運用面、そういった事も含めて、案を

作成いただいているという状況である。 

委員 今のお話にあった方向で検討していても、泰然たる内容でしかないと思

う。その辺は抜本的に考え直さないと、先程からも意見が出ているが、個

数的なものを減らしていくといずれ全部なくなってしまう。本来の地方自

治体としての役割の根本的な問題まで無くしてしまう。 

私の提案としては、全市的な観点でもう１度見直すという、今日ここで

の再生協議会ではなく、もう少し特別な委員会を設定して、各地域部会の

メンバーの方にも意見を聞けるような、一緒になって６市町村の公共交通

に関心を持っている方々に集まっていただき、全市的な見直しということ

も狙っていく必要があるのではないかと思うので、再編作業そのものが、

今の話では心許ないので、検討していただきたい。 

事務局 バス路線の見直し再編については、全市的という中では、まさにこの協

議会の場で協議をいただいてきた経緯もある。地域部会のあり方について

は、伊賀市の地域が広いため、各地域のそれぞれの事情を承知いただいて

いる各地域の代表の方々に入っていただき、より細かく意見等を頂くとい

う趣旨で設けさせていただいている。部会とこの協議会が連携しながら、

より良くしていく案を練っていきたいと思っている。 

今回、見直し再編の少し方向転換ということでの報告である。スクール



8 

 

バスと路線バスは非常によく似た所を走っており、双方共に経費が掛かっ

ている。混乗という形で利用ができれば、全体に市の財政負担も軽減でき

るのではないかという事で、これは路線バスそのものも利用者が減って危

機的な状況になっているが、運行する意味を高めていくということでは、

スクール利用も兼ねて運行をしなければ、これから先、持続可能というこ

とにはなっていかない。 

もっと手厚くするという事が必要で大事だという事は十分承知はして

いるが、現状を踏まえて、少しでも長く、バス運行、鉄道も含めて持続で

きるようにしていきたいので、そういった事を理解いただき、この協議会

で色々と議論いただければと思う。 

委員 柘植の地域部会に関わっている方の意見だが、例えば、まず前提として

旧市町村からのバスがあり、そこの乗り継ぎという発想しかないわけであ

る。そうではなく、全く白紙で、伊賀市という新しい市ができた、全く交

通がない、その上でどうしたらいいのかという発想が、１度取っ払わない

限り、この中では変わらない。合併してもう２０年ぐらい経つが、当時に

考えなければいけなかった事をあまり考えなかったために、各地域で困難

を伴っている。目に付く部分的な改良はそれなりに努力されているが、抜

本的な発想で考えなければいけない。 

例えば、路線に乗り込んでアンケートなどをしているという事だが、利

用している人から聞いてもダメだ。ダメとは言わないが、それはそれで必

要だが、乗れない人や時間帯を見ただけで乗る気になれない人。私はバス

の時刻表を見て、乗ろうと思って見直したが使えないことがかなりある。

そういう現状があり、１度発想を切り替えるような検討を、フリーで議論

しながら、思い切った検討をしない限り、先程の前提となっている費用対

効果ということでいけば、いずれ無くなるという結果しかないのではない

かと思う。 

先程から弱者に対しての考えがあるが、交通弱者に対してどうするかと

いう視点をまず大前提として、予算的な問題もあるので何ができるのか。

先程の３コースを２コースにするということは非常に良いことだと思う。

そのような事も全市的に考えれば、それなりの効率化も図れると思う。 

委員 私の認識していることが間違っていたら訂正いただきたいが、行政バス

の運行については、各支所で予算を持っており、大山田は大山田、青山は

青山ということで、別々であったと思う。それを、できることならば交通

政策課が持つという方向で、伊賀市１本でやれば、旧市町村を超えた運行

計画が出せるのではないかと思うが、それは違うのか。 

事務局 予算的には、それぞれの支所で行政サービス巡回車等の予算を持って運
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行をしているということだが、全体の統一、整合性については、交通政策

課がそれぞれの支所の担当課と連絡を取りながら調整をしている。大元に

はこの網形成計画があるため、これに沿って進めていくということでは、

全体の調整を取りながら進めているという状況である。 

会長 先程の委員の質問にもあったが、新しい発想や新しい意見をいかに出や

すくして、取り入れていくか。たくさん出していただき、取り入れるべき

ものは取り入れる。そういったことの努力が必要だということは私も同感

である。このような会議に出ると、意見が何も出なければ３０分程度で終

わってしまう。そのような状況より、本日は委員の皆様にたくさんの意見

を頂いているが、このような新しい発想や意見、非常にありがたいことだ。 

しかし、全てが全て取り入れるわけにはいかない。今後の市内路線バス

の見直し再編に向けて、少しでも活かせるところは活かす方向で考えてい

きたい。この再編については、案を作成する時には、少なくとも今日参加

いただいている委員の皆さんの意見を頂く機会はあるだろう。ダイレクト

にここに案が出てくるということではなく、その前に意見を頂く機会があ

るだろうか。 

事務局 もちろん、この会議で諮り、意見を頂きながら進めていくというふうに

思っているので、また素案が出た段階で委員の方々から意見を頂きたいと

思っている。 

会長 ありがとうございます。是非、今後ともたくさん意見を頂き、再編案を

より良いものにしていけたらと思うので、よろしくお願いしたい。 

委員 見直し再編のポイントの中に、「全市的に見直すことを大前提とする」

と入れるのはいかがだろうか。どうしても、各論に入りすぎる気がする。

もっと大きな視点で見て、その上から絞っていく。そうではなく、旧市町

村単位から出発しているという所がある。 

事務局 見直し再編は全市的に取り組みたいというふうに考えている。いただい

た意見のような視点を持ち、取り組んでいきたいと思う。 

 

（２）利用促進対策路線（玉滝線）について 

 事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

 なし 

 

（３）伊賀市地域運行バス導入ガイドライン（案）に対する意見対応について 

 事務局から資料５に基づき説明。 

【質疑応答】 



10 

 

会長 この車両の選定の件は、ガイドラインに掲載はされていたか。 

事務局 特段、項目立てはしていない。地域の運行形態に合わせて車両を選定と

いう形で考えている。地域によりけりで、どういった運行をされるかによ

って車の大きさは変わってくる。そのため、特性や運行形態に合わせた状

態で車両を選定していきたいと考えている。 

会長 その点はガイドラインに書いていないか。 

事務局 そうである。ガイドラインの中では交通事業者に運行の委託ということ

を基本に考えているため、交通事業者の車両を使用することが基本になっ

ている。 

事務局 少し補足だが、車両の選定については当然の事をご指摘いただいてい

る。我々も地域で検討していただく際に、各地域での会議などに積極的に

参加をし、そこで色々と意見を発言していく中で、このような運行であれ

ばこのようなサイズがいいのではないかというような、助言というとおこ

がましいが、そのようなやり取りを行いながら地域に入り、そのような事

も含めて話をさせていただく。 

今、実際に検討されている地域もあるので、そういった所へ積極的に行

き、我々ができるアドバイスのようなものをさせていただいている。 

 

（４）伊賀鉄道伊賀線新駅整備事業について 

 事務局から資料６に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 知っていればお聞きしたいが、ホームの勾配はどれくらいか。 

委員 ホームの勾配は、２０／１０００である。１メートル進むと２センチの

段差である。 

 

（５）台風２１号による伊賀鉄道伊賀線及びＪＲ関西本線の災害状況について 

 事務局から資料７に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 私はよく関西線を利用しているが、台風で運転ができなくなった後、柘

植駅から加茂に向かって乗っていた。その時、乗るまでトイレにいきたい

と思っていたが、車内にあるから大丈夫だと思い乗ってしまった。電車は

２両だったが、１両目のドアは硬かった。ランプはついておらず、分から

ないが結局開かなかった。よく見ると、「使用できない」と小さな紙が貼

ってあった。 

話を聞くと、亀山でしかし尿処理ができない。加茂－柘植間は使用でき

ない状態になっていた。加茂の帰りに乗る時には、車内ではなく駅構内の
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放送でトイレが使用できないという話があった。今はかなり大きな貼り紙

をしてあり、２両ともに貼ってあるが、私達のように年齢が高くなると結

構辛い。実際は笠置の１つ手前の駅で降りて、１時間待った。災害復旧は

やむを得ない面もあるかもしれないが、事情を知らずに乗った場合、大変

だった。色々な努力をしていると思うが、もう少し何か方法はないのかと

思った。 

会長 本日はＪＲの方が欠席のため、伝えていただければと思う。 

 

４．その他 

 中部運輸局から資料に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 この冊子を見て、道路に面しているバス停のことで思ったことがある。

通常、私達は運転免許を取る時、バス停から何ｍ以内は駐停車禁止などを

習ったが、どうなのか。バス停の行政の所管は国土交通省なのか、公安委

員会か、一体どちらにあるのか。 

委員 そこは縦割りではなく、様々な関係者が入り組んでいるという状況であ

る。交通関係、交通管理は公安委員会で、道路管理は運輸局ではなく市町

村や県、国となっている。 

我々運輸局においては、バス停の施設、許認可等の担当ということで、

様々な機関が入り組んでいる状況である。 

委員 なぜ、このような質問をさせていただいたかというと、道路交通法とい

う法律は、よく公安委員会・警察が、道路交通法違反だという事を言った

りする場合がある。道路交通法のことを、例えば、車の方向指示器が切れ

ている、ランプが切れている、というような事は、誰でも明らかに車両の

整備の不具で、違反だと分かる。 

しかし、詳しいことは国土交通省の検査をしている所でないと分からな

いような感じの所がある。国土交通省の人は、警察や公安委員会がやって

いる取締りの所に、一緒に立って行わないと、はっきりと分からないので

はないか。基準など、公安委員会の方すべてが理解しているのか。 

委員 もちろん取締りの中には、警察と一緒に取締りを実施する場合もある

が、警察の管轄でしている場合も、灯火が切れていることや、明らかに道

路を運行するのに違反しているものについては、その場で指摘があると思

う。その詳細については、検査を従事している私どもの方ではない、細か

い部分について、警察も一般の方には説明ができないと思うので、今のよ

うな対応になってしまう。そこは法律の所管する所が、縦割りで色んな所

になっているため、そのような現状になっていると考えている。 
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委員 もう少し横の連携をお願いしたい。 

 そのため、先程申し上げたように、取締りの内容によっては合同で実施

している所もある。私どももその方がより効果的だと考えているので、よ

り充実した取締りができるように、私どもも努力をしていきたい。 

委員 横の連携ということについては、公道の取締り等も、実際、実施してい

る。さらに連携できるように努めていくので、よろしくお願いしたい。 

（以上） 


