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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青山地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時 平成３０年２月２３日（金） 午後１時３０分～午後３時００分 

■開催場所 青山支所２階 会議室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

西 良三（矢持住民自治協議会会長）、川合 八司（博要住民自治協議会

会長）、新 正明（高尾住民自治協議会会長）、坂本 安司（上津地区住民

自治協議会会長）、大場 真一（桐ヶ丘地区住民自治協議会会長）、 

住澤 博文（阿保地区住民自治協議会会長） 

【事務局】 

交通政策課 課長 森 健至、主査 吉福 将徳、主任 山岡 敬幸 

青山支所 支所長 澤田 之伸、振興課長 田中 佳隆 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

青山支所長 挨拶 

支所長 こんにちは。お忙しいところお集まりいただき、ありがとうござ

います。４月１日から青山地区の行政バスは、新たな時間帯で運行

となります。特に各自治協さんにご協力いただいて、日曜日のバス

をなくし、その分を乗っていただきやすい時間帯の運行にまわし、

また、青山から伊賀神戸駅へ至る新しいルートにもさせていただき

４月１日から始まることになります。 

たくさんの人に乗っていただくよう、各自治協さんからもご案内

よろしくお願いいたします。今日は特に、地域運行バスのことを中

心に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。青

山地区では行政バスとの関係もあって難しいところがありますが、

市として一つの方向が出ておりますので、説明させていただければ

と思います。 

 

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】 

 ・・・・・意見なし・・・・・ 
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３．部会長、副部会長の互選について 

 （互選結果・敬称略） 

   部会長   川合 八司（博要住民自治協議会会長） 

   副部会長  坂本 安司（上津地区住民自治協議会会長） 

 

４．報告事項 

 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２に基づき説明 

【質疑応答】 

部委員 今後高齢化が進むことで、運転ができない人に対して何か施策を

考えてほしい。地域運行バスも良いのですが、実際に地域で運営し

ていくことはかなり困難と思われる。採算が取れなかったら、廃止

になるのかとも思う。そういうことから考えると、例えば半額自己

負担というかたちでタクシーの利用券を配付するとか、そんな施策

は取れないのか。 

事務局 交通不便地区についての一つの市の考えとして、地域運行バスの

制度を地域と一緒につくっていくということが一つの対応策とな

っています。他に施策はないのかということでは、今のところ具体

的なものはございません。タクシー助成券とかそういったことに取

り組まれている自治体もございますので、いろいろな事例の研究は

させていただいていますが、はたして市内に当てはまるかどうかは

慎重に考えていかなければならないか、と考えているところでござ

います。 

部委員 青山地区の行政バスは数年前から赤字路線ということでスクー

ルバスを併用させているが、赤字を積み上げてきている。地域運行

バスは地元負担をしなければできないということかと思いますが、

本来、公共交通機関の確保というのは地域がやるべきことではな

い。行政がやるべきことだと私は思う。行政の限られた予算の中で

できないということはわかるが、補助金以外の部分については地域

で負担しなければならないということですよね。地域にはこれだけ

でなく、寄付とか相当な負担がかかってきている。その上に協議会

を立ち上げていくということは、地域に負担をかぶせてきているよ

うに思う。最近特に、公共交通機関と福祉について行政の負担でな

く、地元負担金という過去では考えられなかった施策を市が取って

きている。バスを公共交通機関として走らせてくれたらありがたい

のですが、ではそのバスをどんどん利用するかというと、そういう
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ものでもない。赤字になることははっきり目に見えている、採算は

取れません、それを運賃でまかなえるかと言うと絶対まかなえませ

ん。そういった中で、精一杯市のほうで努力してほしい。行政バス

は今のところ可能なんでしょう。 

事務局 地方へ行けば公共交通は赤字が当たり前、というような感じでご

ざいます。採算の取れるところは本当に限られている。特に伊賀市

内は鉄道もバスも、近鉄線は幹線ということで採算は取れる路線で

あると思いますが、ＪＲ、伊賀鉄道、三重交通の路線バス、それか

ら廃止代替バスはもちろん赤字であるので行政が運行に関わらざ

るをえない状況です。町のインフラとしてそれを必要とする人がい

る以上は、これを持続させていくのが行政の努めでもありますし、

また市民の皆さんにもご協力いただいて残していくのがまず前提

かと思っています。その中で、精一杯持続できるようがんばらせて

いただくつもりではありますが、この先もっと状況が悪くなれば、

支え切れない事態にもなりかねないことも想定されます。そんなこ

とへの備えというわけではありませんが、地域で自分たちの交通体

系、移動を維持するための仕組みをつくろうということに対して支

援をさせていただこう、そういうねらいでございます。必ずしも、

今あるものをやめてこれにしてください、というものではないとご

理解いただきたいと思います。将来もっと人口減少が進んでいけ

ば、もっと違うやり方も考えていかなければならないかもしれませ

ん。知恵を出して、移動をどう考えるかということをしていきたい

と思います。 

部委員 理解できなかったので教えてください。地域運行バスの運行に

は、協議会をまず立ち上げそのあと運行計画の作成、需要調査の実

施と資料では書いてある。行政バスがずっと続くか不安はあるが、

これが減ってきたら地域運行バスが欲しいということになるかも

しれない。今の行政バスは人があまり乗ってない。私の地域でも、

これ以上ニーズがないと思う。ニーズがあるかないかもわからない

のに、先に協議会を設立するというのは、地域の意見を反映できて

いないのではないか。 

事務局 この資料ではそこまで書いていませんが、実際立ち上げた地区で

は、まず前段としてアンケート調査のかたちで需要調査をされてい

ます。そこでだいたい大枠の需要があるかないかを判断し、この制

度にのってやっていこうということになったため、協議会を設立さ

れました。本来であれば資料中の協議会設立の前に、地域の意見を
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聞いてくださいということを入れるべきだったかと思いますが、設

立までにニーズを把握するということは重要なことだと思います。

資料中の需要調査は、運行計画をつくられてこれに対してどうです

かという聞き方になってくると思います。二段構えで、最低でも地

域の声は聞かないといけないかと思います。 

部委員 市はどんな支援をしてくれるのか。 

事務局 金銭的な支援は、運行経費に対するものだけになります。調査の

際にどういう項目を聞いたらよいのか等、そういったご相談にのら

せていただくことはさせていただきます。こんな事例がありますよ

というようなご相談にのらせていただくことも、させていただける

かと思います。 

部委員 例えば、高尾線、霧生線といった各路線があるが、地域運営協議

会は基本的には路線毎に想定されているのか。まとめてしてもよい

のか。 

事務局 運営協議会は、地域の範囲としてまとまってやっていただいても

結構ですし、本当に不便に感じておられる地域でやっていただいて

も構いませんし、自治協をまたいで地域でまとまっていただいても

構わないと考えてございます。ただ、特定のところだけでというと

動きにくいので、自治協全体で取り組めるように皆様の合意をいた

だいて自治協単位で設立いただくのが考えられるところかと思い

ます。自治会単位でやってみようというところがもしあれば、そう

いうことにも対応していこうと思っています。いろいろな組み合わ

せがあるとは思います。 

部委員 行政バス以外に福祉でも、お買い物バスというのが私の地域でニ

ーズが高い。昔の商店街では、野菜も魚も売っていないので、最近

ではＡコープへ行かないといけない。現在は、福祉施設の車両でデ

イサービスの空いている時間を利用して送っていただいている。地

元の自治協で公共バスのニーズはあると思いますが、いちばんニー

ズが高いのはお買い物バスだ。地域で運営協議会を立ち上げる場合

は、それを含めてということになるのか。 

事務局 通院、買い物といったところは、いちばんニーズのあるところと

思います。そういったところに、途中立ち寄っていただくというの

は可能です。 

部委員 ガイドラインの１０ページに、運賃と地域負担の項目があるが、

利用人数によってパーセンテージを上げ下げすることはできない

のか。地域性を見ていかないと、全部が全部自己負担となるとしん
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どい。行政バスにつなぐとなると絶対に利用者が少ないから、運賃

収入がそれほどあがらない。多少なりとも、そういった地域毎の差

を見るのも行政の仕事ではないかと思う。 

部委員 今の意見に加えて、名張や比自岐のケースがあるので、だいたい

これくらいの経費がかかるというモデルを示してもらえないか。青

山でいえば、地域によって戸数が非常に少ないところもある。やろ

うと思えば最低限これぐらいの規模は必要ですよというあたりを、

例えば、２千人はいなくとも１千人はいないとだめですよとか、そ

れが人数なのか戸数なのかわからないが、モデル的なものも示して

もらえれば、考える基準ができると思う。 

事務局 この２０％の部分の考え方なのですが、現在各地域を走っている

行政バスについては、だいたい収支が１０～２０％。三重交通さん

の路線バスで、だいたい３０％ぐらいの収入がございます。このガ

イドラインで２０％とさせていただいた中に、まず運行計画を定め

ていただくところに「地域負担」と書いてありますので、地域で持

ち出しだというイメージがあると思いますが、これは最初にお話し

させていただいたように運賃収入をもとにしています。なんでもか

んでもありの運行計画をつくってしまうと、経費がどんどん高くな

ってしまいます。この地域も毎日走らせ、あの地域も毎日となると、

莫大な経費がかかる運行計画になってしまう。自分たちの地域の中

で、どの地域が本当に不便でどの地域はまだ助かっているところだ

等、いろいろな事情があると思いますが、そういったところを加味

しながら、最低限２０％ぐらいの採算を見込める路線を考えていた

だきたいというところがございます。そうでないと継続した運行に

はなっていきません。これが高いのか低いのかはやってみないとわ

からないという部分はあるのですが、コスモス号についても収入と

して２０～３０％くらいは運賃収入を見込んでいる。年々、若干下

がっているところはあるのですが、それぐらいの推移で来ておりま

すので、地域としても無理のない範囲内で運賃収入がこれぐらい見

込めるから継続するのだと運行について考えていただきたいと思

います。地域の自治協さんや家からお金を徴収してという意味合い

ではなく、運賃収入がそれぐらい見込めるものでないと、継続した

運行は難しいという意味合いで書かせていただいております。 

部委員 行政バスをやめて地域運行バスに切り替え、その地域にバス停を

いくつかつくり、あとは皆さんの要望される例えば支所なり病院な

りＡコープなりをつないで、いわゆる普通のバス路線でないところ
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でルートを組んでいかないとたぶん乗らない。でも、やっぱり行政

バスはよかったね、となるかもしれない。その辺はよほど調べてや

らないと、途中でクレームが出てやめるかもしれない。そこがいち

ばん私は気になる。 

事務局 そこの判断が難しいところでございます。 

部委員 決めるのは簡単だけれども、住民の皆さんが後で苦労されるとな

るとえらいことになるので。 

部委員 タクシーを希望があったときに運行してもらうようなケースで

も、委託はできるのか。半分は運賃をもらって、３０％か２０％か

収入があって、あとは市が補填してくれるというようなことは可能

か。 

事務局 いわゆるデマンドになろうかと思う。この制度をつくるにあたり

デマンドのことも念頭に入れていまして、タクシー事業者さんの協

会の伊賀支部に所属する業者さんが集まったところへ、説明に行か

せていただきました。地域でデマンドにするという流れも今後出て

くる可能性もございますし、この地域運行バスの制度もつくりまし

たので、そのときには積極的にご協力いただきたいという話もさせ

ていただきました。依頼を受けて来てくれるというのはタクシー事

業者が強いと思うしノウハウもあるので、ぜひご協力してください

と事前にお話をさせていただいてございますので、そういったご検

討をいただく際にもご協力はいただけると思います。 

部委員 そんなケースもこの制度にのれるということか。 

事務局 そうです。 

部委員 乗り合いタクシーがよく宣伝されているが、商業ベースにのれる

のか。この地域を民間で走ってというのは、しんどいのではないか。 

部委員 通勤、通学がなければ乗り合いタクシーでもいいと思うが、少し

難しいかと思う。 

部委員 人口減少が進み、かなり高齢化も進んでいる中、根本的に過疎化

の対策に市が取り組んでこなかった。教育委員会がもっと真剣に考

えて、今の行政バスに小学校の子どもを乗せて、高齢者も中学生も

一緒に小さい子の面倒を見るようなかたちを取るのが、経費の節約

になり、地域のためにもなっていく。この地域では絶対、行政バス

は廃止してもらったら困る。地域の子どもが大人と仲良くできるよ

うな、そういう場面づくりを市として考えてもらわなければならな

い。バスで一緒に乗っているのも世代間交流なので、過疎化を防ぐ

施策として考えてほしい。真剣にやってもらわねば、集落がなくな
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ってしまう。地域の役職のなり手がいなくなってきているのが現状

だ。 

部委員 バスに乗るのも大変な人にとって、お買い物バスはありがたい。

協議会をつくってやっていくというのは難しいと思う。先ほどタク

シーの話が出ましたが、市内のスーパー等企業さんとも話し合い、

研究もしていただいて取組みを考えていただきたい。 

部委員 本当にその地域に住んでいる方が必要とされているか、まだきっ

ちりと調べられていない。そこを最低限アンケートを取る等して動

かないと、中途半端になってしまう。行政が７～８．５割、地元が

１．５～２．５割やるのであれば、いろいろなところの事例を調べ

て取り組まないといけないかと思う。 

部委員 戸数が２０軒くらいの地区では、そこだけで取り組むというのは

無理な話だ。私らの地域では行政バスには乗らずに、他のバスに乗

っているが、地域によっては行政バスがないとバスがなくなってし

まう。地域によって事情は異なるが、取り組むなら青山地区全体で

取り組まないと、個々の地域で取り組むのは無理だ。長続きしない。 

部委員 メナードと一緒になってするのは無理か。 

部委員 メナードの人と話をする機会があったが、メナードのバスに乗る

のは構わない。ただ問題なのは、事故があったときのことと、ゴル

フをしに来る人は帰りの伊賀神戸発の特急の時間を決めているの

で、運行時間に余裕がない。乗り遅れることも何度かあったようだ。 

市も中に入って、そのような話を進めてほしい。 

部委員 今のお話は、法的に大丈夫なのかという部分もありますが、貸切

の車を使うということで、どういう交通体系をつくっていくか、 

移動の仕組みをつくるかが大事になってくる。それがひいては、ど

ういう地域をつくっていくかにつながっていくのかと思います。極

端かもしれませんが、地域存亡の命綱にもなってくるかと思います

ので、充分議論をしていかなければと思います。 

（以上） 


