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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大山田地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成 30 年 2 月 19 日（月） 午後７時００分～午後８時３０分 

■開催場所  大山田農村環境改善センター 大会議室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

藤森 荘剛（阿波地域住民自治協議会会長）、福岡 政憲（布引地域住民

自治協議会会長）、奥 千史（山田地域住民自治協議会会長）、橋本 隆（阿

波地区区長部会部会長）、三輪 政彰（布引地区区長部会部会長）、山本 清

（山田地区区長部会長）、福平 悟（大山田地区民生委員児童委員協議会

会長）、生間 慎二郎（伊賀市社会福祉協議会中部圏域課課長）、 

橋本 敏明（伊賀市商工会大山田支所支部長） 

【事務局】 

交通政策課 課長 森 健至、主幹 吉岡 徹也、主査 吉福 将徳 

主任 山岡 敬幸 

大山田支所 支所長 中 ひとみ、振興課長 福永 賢治 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

大山田支所 中支所長挨拶 

支所長 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。平素より地域振興にご協力いただきまして、ありが

とうございます。本日は、交通政策課から地域運行バス導入ガイド

ライン等について説明させていただきますので、忌憚のないご意見

の程、よろしくお願いいたします。 

 

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 ３ページの図で、関西線の通っているところに赤色の表示と濃い

茶色の表示があり、濃い茶色が凡例の真ん中の部分で、公共交通基

幹バスと書いてある。新堂と島ヶ原の部分は関西線の路線と思う

が、なぜバスの茶色表示なのか。 

事務局 関西線については、公共交通軸・鉄道ということで赤色ですが、
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表示の色が重なってしまいわかりにくくなりました。決して路線が

切れているわけではありません。申し訳ございません。赤色という

ことで、ご認識をいただければと思います。 

部委員 これは平成３２年度までの話か。 

事務局 計画自体が、２７年から３２年までの６年間の計画ということに

なります。 

部委員 と言うのも、２ページのいちばん上に「拠点施設（市役所本庁・

支所等）を乗り継ぎ拠点とした」とあるが、四十九で新庁舎の建築

が進んでいる。前々から言っているが、もし我々が三重交通のバス

に乗ったらハイトピアで停まる。そこから四十九の新庁舎へ行くの

に伊賀鉄道に乗って、四十九駅で降りてまた歩くとなるとどうか。

同じことが阿山、あるいはいがまちから来ても言える。そういうこ

とは、新しいこの計画の中でどこを見ても盛り込まれていない。 

事務局 庁舎建設の計画より先に、この計画が出来ている部分もあります

が、おっしゃっていただいた拠点をどこへ持っていくかということ

については、まだ正直議論が出来ていない部分です。今のところ、

ハイトピアがバスのターミナルになっていますので、新庁舎につい

ては、市内の循環コミュニティバスを接続するかたちで今のところ

はイメージしています。直接、新庁舎へというようなニーズが高ま

ってくれば、それは検討しないといけないと思います。 

部委員 まさに、今ここにいるメンバーは運転ができるからよいが、７５

歳になり免許が受けられなくなったら、バスを使って行かないとい

けなくなる。やはり完成竣工式をする頃、あるいはそれよりも前に、

考えておいてほしいのが、帰るときに乗り継ぎができなかったら、

どこかに寒風をしのぐちょっとした待合室を設けるということ。そ

ういうことも必要な部分だろうと思うので、よろしくお願いした

い。 

事務局 ご意見があったということで聞かせていただきます。 

 

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   奥 千史（山田地域住民自治協議会会長） 

   副部会長  福平 悟（大山田地区民生委員児童委員協議会会長） 

 

 

４．報告事項 
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 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 資料中、１３ページのいちばん上に、試験運行で３年以内を基本

としていろいろなデータを取り、うまくいけば本格運行へ移行する

ということだが、もし採算性等いろいろ問題が出てきて、これは本

格的に出来ないと判断した場合はどうなるのか。 

事務局 ３年間継続して試験運行していただいている最中も、おそらく１

年毎に運行の中身を再検討していただきながら、修正を繰り返して

いただくかと思います。３年経った時点で、運行は難しいかなとい

ったときに、基本的に試験運行は３年間ですが、もう少し地域で修

正すれば本格運行になりそうだという場合に関しては、試験運行の

方を再度延長することも検討できるかと思っています。 

部委員 それはルート変更も含めての話か。 

事務局 はい。もう少し工夫を加えることで採算性等が見込めるかという

ところまで進んでいるのに、３年で打ち切るというわけにはいきま

せんので、そういったところは臨機応変に対応させていただきたい

と考えています。 

ただ、いつまでも試験運行をずっと続けるというわけにもいかな

いので、おおよその目安として３年間ぐらいルート等の修正を繰り

返しながら、試行錯誤していただいて判断いただけたらということ

で、基本的に試験運行は３年間という文言を入れさせていただいて

います。 

部委員 今回このことを初めて聞いたが、この大山田管内のことをイメー

ジすると、現在ここでは国道を通る定期路線があり三重交通が運行

している。行政バスは、どんぐり号を走らせている。今の状況で課

題があるかどうかということを、行政の中で洗い出さないといけな

い。住民のニーズもあるが、今のどんぐり号で間に合っているのか

どうか。同じエリアの中なので、新しい地域運行バスをしても、ど

んぐり号と同じような感じになってしまうというイメージがある。

だから、３段階でいこうとすると、どういうイメージをしたらいい

のか。運輸している側から言うと、採算に合わないからやめようと

いう話だが、市民からするともっとたくさん、損得関わりなしに走

らせてもらった方がいいのはわかっている。７５歳以上で運転免許

証がなくなったときにどうするのかというニーズもあるわけだ。

今、新しい運行バスを現行の２つのバス、どんぐり号と路線バスの
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あるところに乗せにいくというイメージがわかない。今、新たにこ

んな話が出てくるという。どんぐり号は今よりもう少し本数を増や

すとか、バス停を増やすというようなことをしていくという手段は

あるが、それをせずに新たにこの施策をするということは、なかな

か難しい。市民の合意を取らなかったらできないとなると、山田中

の市民の合意を得るのはなかなか難しい話だと思う。制度をつくり

ましたというのはわかる。だが、ここのニーズと現状を勘案したと

きに、市民にとってどうなのか。行政バスは市の費用を使ってやっ

ているが、それが嫌だから住民に運営させて、運賃で２０％オフに

してくださいということがよくわからない。 

本来は市民から言えば、ニーズも時間帯も違うわけだ。デマンド

方式というのは、市民にとってみたらいちばんいいものかもしれな

いが、経営上、運営上難しい話だ。タクシーとかいろいろやってい

るがなかなか難しい。 

もし、どんぐり号運行に市が金を出せない、また三重交通も同じ

ように今まで走っていたものが走らせられないとなったときに、こ

ういう運営の方式があるという話ならわかる。せっかく皆で集まっ

て１時間、２時間話をするのだから、この時間を大切にして議論を

していくことが大事だ。 

比自岐のコスモス号や、名張でもバスが走っていて、いろいろな

スタイルがあるとは思うが、山田地区、布引地区の場合は、今まで

合併してから路線を行政バスとしてやってきているわけなので、ま

ず最初に市としてどんぐり号のニーズが合っているかどうかとい

うことを検証してもらうことが地区にとってよいと思う。 

事務局 まず、こういう制度が市に出来ましたということで、全市的にご

紹介し、ご説明に上がらせていただいています。この地域でこれを

導入するようにと、市としてこれを押し付けているということはま

ったくないです。大山田全体というよりも、もう少し単位の小さい

ところで、今移動に非常に困っている交通不便地域を想定していま

す。行政バスもなければ、路線バスもないという地区が、まず自分

たちで何とかしようということになりましたら、こういう制度が使

えて移動にかかる課題を解決する手段の１つになりますよという

ことです。おっしゃられるように、行政バスがあるではないかとい

うところについては、いろいろな課題があります。今どんぐり号も

確かに利用が少ないというところと、車１台で路線を回っていると

いうところでは、なかなかニーズを満たすだけのことが出来ていま
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せんので、そこをもっとテコ入れしていくのも１つの方法ではあり

ます。もし、地域の交通体系は自分たちでこういう絵を描いてみた

いというところがもしあれば、行政バスは区間が被ると競合関係に

なりますので、行政バスではなくて市のサポートを受けたこういう

地域運行バスというものを選択いただき、よりニーズに近い、実態

に合ったような運行をしていきましょうということです。行政バス

は課題解決のため運行改善の検討は続けているところではありま

すが、なかなか今、正直十分なことが出来にくい状況になっていま

す。改善はしていくものの、それが本当に地域のニーズに合うのか

どうかというのが、正直その乖離がなかなか埋まらないというとこ

ろがあります。もう少し小さい単位でこういったものを導入して、

自分たちのことを自分たちの知恵でやっていこうということがあ

れば、この制度を使っていただけたらというのが本意のところでご

ざいます。 

部委員 制度としてこういうものをつくったということで、こういう選択

肢が増えるというのはいいと思います。私どもの方へ、今ぎゅーと

らが軽トラで訪問販売みたいなことをやっていて、買い物に行けな

い人が結構集まっている。私は、便利を受けるということはいいと

思う。ただ、今日の話にあったように地域で協議会を作って、山田

なり布引なりで運営していかなければならないというところはハ

ードルが高いという気がします。メニューとしては、いいと思いま

す。 

事務局 初めての取組みになりますので、我々も中へ入って、例えば運輸

支局や県等からノウハウをもらってお伝えをしながら、組み立てて

いくというようなことを考えていますので、単に補助金を出して終

わりではなくて、協議会の運営からサポートしていきたいと思って

おります。 

部委員 現状としては、この山田と布引の現状からいくと、こういう制度

が出来たけどどうだろうかという話ですよね。それぐらいの認識で

今日の会議はよいということだったらいいです。 

部委員 現時点で、これを導入出来るような地域環境にあるというところ

は、限られているのではないか。路線バスと競合するとだめ、行政

バスと競合するとだめとなっている。やるところないですよ、基本

的に。伊賀線の界隈とか関西線の界隈だったらわからないが、なか

なか適用するところがないように思う。比自岐のように丸山駅に行

く、そういうのはニーズがあればいいと思う。でも、例えば三重交
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通の路線がなくなるとなり、市の長期スパンとか大きな視野に立っ

た施策の中で考えるというのであれば、出来ないこともないと思

う。今あるものを肯定しながらやれと言われても、やるところがな

い。対象地域として、鉄道駅やバス停から５００ｍ圏外というのは、

行政バスは入っているのか。 

事務局 行政バスの運行範囲も導入対象の地域として含めています。地域

として、行政バスではなくて地域運行バスで行くということを選択

されれば導入が可能ということです。 

部委員 正直にそうやって市が言ったらどうなのか。地域がやってほしい

と。 

事務局 これから運行改善をしていくなかで、行政として住民の方が思っ

ていられる、望まれるようなところまで出来るかどうかというと、

正直、限界があると思います。それ以上のものを求めるということ

であれば、こっちの選択もありかと思います。 

部委員 本気でこれをやると言うなら、どんな趣旨で成り立っているのか

がよくわからない。２０％地域負担ですとしているが、とりあえず

阿波だけで考えてみると、４００戸、５００円ずつしか取っていな

い。年間地域負担は２０万円しか集まってこない。市からは７０、

８０万円ほど事業費が来ている。その中で、いろいろな事業をして

いて、では地域運行バスをやるからここに２０万出します３０万出

しますというのは、多分、不可能です。各戸負担へ５００円上乗せ

しますって住民に言ったときに、１００％出来るかどうかというと

絶対無理だと思う。そういう条件が理解できる地域であれば、出来

るのかもしれない。住民負担でこぞって参加しましょうという合意

形成ができるところであれば。 



7 

 

部会長 最初に委員が言ったように、今、行政バスのどんぐり号が走って

いるが、これを市が地域運行バスに乗り換えさせようと思っている

のかどうかというのが、１つの大事な点だ。運営するには、ある程

度金もほしい。例えば、各戸３００円なら３００円でも自治協の会

費と違って別に出してくれと言ったときに、何に賛同するか。平田

の町の中で、路線バスが走っているところで、近くの人に３００円

出してくれないかと言ったときに、それは現実味を帯びるのかどう

か、賛同してくれるのかどうかというのが大きな問題になってく

る。その中で、今こういう制度があるということだけ聞かせておい

てもらって、すぐ乗れるかどうかというのは今言われても肯定は出

来ないと思う。また違う制度ができるかもしれない。大沢の人が、

どんぐり号が走っているけれども、なるべく国道を走っている路線

バスと時間を合わせてほしいという声がたしかにある。しかし、大

沢だけ合わせていたら、他の地区でバスが行ってしまったというこ

とになってしまう。だからといって、どんぐり号を増やすというこ

ともなかなか大変だし、難しいところもある。 

もう一つは、家で、お年寄りの人でも、どこかへ行くときは隣の

人に言って連れて行ってもらったり、隣の人が行くときに買い物に

一緒に行かないかというようなことで乗せてもらったりするケー

スが今もっては多い。 

また、核家族になってきたといえども、祖父母と一緒に暮らして

いる世帯も割合いる。だから、たちまちは用が足りているのかと思

いますが、それこそ、テレビで見ていたら山奥に１人で住んでいる

とか、そういうことになってきたとき、こういう制度は有効だと思

う。軒数が少なかったら、運賃収入が２０％集まるかと言ったら、

とてもじゃないが集まらない。いろいろな矛盾点が出てくるような

気がする。今回聞かせてもらって、何かのときに「ああいう制度が

あったな」と考えるくらいで、３０年度から予算計上するから手を

あげてくれないかと言っても、ちょっと難しいような気がする。 

諏訪ではＮＰＯのような組織をつくって走っているが、あれは軽

自動車だったか。 

事務局 福祉有償運送と言って、ちょっとまた違うやり方をされていま

す。特定の方だけを運送するものです。 

部委員 比自岐はどうなのか。ＮＰＯか何かをつくってやっているのか。 

事務局 比自岐も運行協議会を別に作られて、この地域運行バスではない

のですが、もう１０年ぐらい運行を続けてくれています。形式的に
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は行政バスの運行を受託していただいて、動いているかたちになり

ます。ただ、運行の計画とかは全部地元の協議会でやっていただい

ています。 

部委員 実質、三重交通がやっているのか。 

事務局 いえ、比自岐は全部自分たちでされていて、運転手さんも雇って

されています。 

部委員 市が認可をとっているのか。 

事務局 そうですね、認可だけ市が取っているというかたちです。当時は

まだ法制度が市で取るか、交通事業者で取るかという方向しかなか

ったのでそうなった。 

部委員 ある意味では、運行を地元に委託しているということか。 

事務局 かたちとしてはそうだが、主になって運行をやっていただいてい

る。市から地域へこういう動き方をしてくださいというのは何もな

い。自分たちで計画を立てられてやっている。当然、運賃収入と各

戸負担も一部あるというふうに聞いていますが、それでやられてい

ます。 

部委員 採算ベースはどうなのか。 

事務局 赤字にならないよう、自前でやられています。 

部委員 市から委託料等、そういうのはどうか。 

事務局 それは出ている。 

部委員 ある意味では指定管理のような。 

事務局 ある意味では。 

部委員 比自岐の料金は２００円ですよね。いくら高くても３００円くら

いまでしか取れないように思う。 

事務局 そうですね。 

部委員 やっぱり私は全額、市が持つべきではないかと思う。伊賀線は、

全額持っているではないかと。それでも地域が負担しなければなら

ないのか。 

事務局 地域負担といいましても、基本的には運賃収入がベースというこ

とです。 

部委員 それでも必ずや足りなくなる。それは明らかだ。 

部委員 交通不便地域は人口の少ない地域、つまりは地方周辺部というこ

とになってくるので、同じ 1 人が乗っても移動距離は中心地よりも

多くかかる。ということは、経費がかかるということだから、採算

を取るのは至難の業ではないかと思う。 
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比自岐のように、自分が運転して走ろうという人がいればいい

が、例えば布引だったら、さてそういうのを立ち上げ誰が運転する

のだとなると、やはり三重交通に頼まなくてはならなくなってしま

う。そうなるとますます経費がかかるもので、1 人 2 人のために大

きな出費をしなくてはいけなくなってくる。そういうことについて

は、先程から意見が出ているが、そういういちばんの弱者に対して

は、行政側が支援することが必要ではないのか。弱者切り捨ての感

じがこの頃あるように思うので、弱い人たちへ手を差し伸べて引っ

張ってくれる、助けてくれるということが必要と思う。ゆめポリス

のような大きな団地の中なら、１００ｍ動けば対象になる人は何人

もいる。だけど、このあたりでは５キロほど走って、それでバスを

利用する人はどうだというと、１人いるかいないかということにな

ってくる。そんな状況だから、ちょっと考え方を変えてもらいたい。

現状で１ヶ所やろうかと言っているところがあるらしいが、よっぽ

ど恵まれたところかなとさっきから聞かせてもらっている。 

事務局 確かに対象が限られるということになれば、この制度を使うより

も別の施策を考えた方がいいのかなというふうに思いますし、必ず

しもこれがすべての地域にとってベストであるわけではないと思

います。将来どうなるかという検討もあるでしょうし。 

部委員 経費を全額市で見てくれるならいいが、お金をもらおうと思った

ら、２種免許を持っていないといけないのではないか。我々みたい

に普通免許というか、１種免許だったらどうなのか。 

事務局 ２種の免許は必要です。交通事業者さんにお任せいただくのであ

れば、その心配は要りません。 

部委員 もう一つ制度の話だが、今回の制度で運送主体はＮＰＯ法人等と

なっている。法人化が絶対条件になっているのか。 

事務局 今、法制度が変わりまして、自治協さんが登録を取れます。ＮＰ

Ｏにならなくても自治協というかたちで、今でいう行政バスと同じ

ような道路運送法７９条による登録を受けることになります。 

部委員 どんぐり号は運賃を払っているが、１００％に近い市の負担・運

営・運行をしてもらっている。それが続けられるとするのであれば、

どんぐり号の路線を増やしていくとか、そういうことを考えていく

方が、この地域にとってはありがたいのではないか。 

事務局 地域として、それがいちばん良い交通のあり方というのであれ

ば、行政バスを運行改善していって、それに対応していくというこ

とになります。将来本当にそれも行き詰まってしまったらという時
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には、こういうこともあるというふうに捉えていただけたらと思い

ます。直ちに、来年度どこかで考えてくださいというお願いではな

いことをご理解いただきたいと思います。 

部委員 大山田にどんぐり号は２台あったか。 

事務局 １台は子ども用。朝１便だけ、虹ヶ丘から学校へ送って行く。 

部委員 後は空いているのか。帰りもそれで送っているのか。 

事務局 帰りも行っています。 

部委員 ２台まわすのに人件費がかかる。伊賀鉄道に４億出ているが、そ

の５パーセントくらいでもこちらへまわしてもらえたらと思う。 

社協に、買い物のときに一緒に乗っていきましょうかとそういう

取組みをしてもらっている。その中で、バスを走らせて赤字を出す

のはいかがなものか。 

事務局 地域で助け合ってバスを運行するというところをご理解いただ

きたい。 

部委員 ５００ｍの基準はおかしいと思う。歩いて来るのが難しいのだか

ら、もっときめ細かいサービスをしなくてはいけない。 

事務局 確かに５００ｍが現実的かという部分があるのはあります。 

部委員 一つ聞かせてもらいたいが、１１ページに地域の事業所等からの

協賛金・寄付金とあるが、その「事業所」というのは、社協もそこ

に入るのか。 

事務局 社協さんが寄付をするという意向になっていただけるのであれ

ば入ってくる。どこがよくて、どこが悪いということはない。 

部委員 例えば、今やっている孫の手号は、社協さんからお世話になって

運行している。それをこの地域運行バスだというかたちにすること

もできるわけか。 

事務局 もしする場合は、道路運送法上の申請、登録が必要になります。

今は登録も何もされていないと思います。 

部委員 布引のことを考えると、過疎化が進んでいって誰も住まなくなる

ような、極端に言ったらそういう感じがするのですが、そういうの

を改善していくために、もう１回基本へ戻して元から考えていくこ

とが必要なのではないか。採算は取れないといけないが、ある程度

覚悟していかないといけない部分も出てくると思うので、例えば、

今のどんぐり号をもっと活用して、採算が取れるような方法がない

かどうか見てみた方がいいのではないかと思う。 

バス停まで出て行って、そこでボタンを押したら１０分後にバス

が来るというのに対応して、自由に布引を常時走ってもらう。それ
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について経費がどれぐらいかかるかはわからないが、原点に戻って

話を進めていった方がいいのではないか。今日初めて聞かせてもら

って、今までの内容はよくわからないが、そういうことからやりか

けていってもいいんじゃないかと思う。 

部委員 たしかに１０分以内に来てもらうのは理想だが、なかなか厳し

い。例えば、地域包括公安部に予算をくれるのなら、住民自治協議

会の参加者に車を置き、運転手を探さないといけないが、そういう

要請があったら走るとか。 

例えば住民自治協議会でバスを持っていて運行して走る場合、事

故をしたら誰が責任を取るのか。例えばさっき言ったように、三重

交通に委託したら、事故の責任は三重交通が取る。そういう場合と

違って、どこが責任を取るのかということになってくると、車だけ

準備してもそれに乗って運転してくれる人が出てこないかもしれ

ない。 

事務局 当然、運行にそういう事故の懸念というのは付きまといますの

で、そういう意味で言えば、専門家に任すというのが 1 つの安心材

料かと思います。どうしても経費はその分自前でやるよりは高くな

ってしまいますが、専門業者に任すというのが、そういう懸念は払

拭できるかと思います。 

部委員 いろいろな問題があると思うが、通院手段が課題ではないかと思

っている。今、行政バスが走っていますが、行きは行政バスで行っ

たとしても、帰りのバスの時間に合わないということを聞かせてい

ただいている。行政バスで改善していってもらえたらいいと思う

が、やっぱり組み合わせになってくるのかと思う。今おっしゃって

いただいた、デマンドの話だと思うが、ボタンを押したら来てくれ

るとか。小回りが利くデマンドで、小さい車で来てくれるような、

運転手をどうするのかという問題もいろいろあると思いますが、何

らかの組み合わせによって通院が困らないような体制を取れたら

いいなと思っていたので、デマンドの話も、話としては考えてもら

わないといけないと思う。 

部委員 今、路線バスが走っている、どんぐり号が走っている、こういう

地域運行バスも走っている。日本中探して、成功しているとところ

から、ここへ来て現実を説明してもらう。そうしたら、もうひとつ

よく飲み込めるのかと思う。さっきから言っているどんぐり号とか

とバッティングすることが起こってくるので、そういう事例があれ

ばと思う。次回の地域部会がいつになるかはわからないが、遠いと
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ころから来てもらうのも大変だから、伊賀市の近隣の奈良県とか津

でも亀山でもどこでもいいのであったら来ていただいて資料をも

らい説明を受けたら、もう一つよく理解できるのではないかと思

う。 

事務局 そういう意味では、市内で１ヶ所事例が出来てくれば、いろいろ

な苦労であるとか、課題であるとか、そういう話も聞いてもらいな

がら参考にしていただいて、「これなら導入できるな」とか、「こう

改善すればうちなら出来る」というように、ヒントを得ていただく

ようなことも出来るのかと思っています。 

部委員 環境でだいぶ変わってくると思う。団地とか、集合住宅が多いと

か。 

事務局 想定しているのは元々交通不便地域ですので、どちらかというと

あまり密集しているところは対象にはならない。だいたいよく似た

ところが、事例として上がってくるのでないかと思います。 

部委員 例えば、岩倉の下の広い所まではバスが来るが、あそこから上が

ろうと思ったら、マイクロバスでも入って行かないような道だ。こ

こでも同じようなところがあるが、そんなところまで運行しようと

思ったら、どうしたらよいのか。市が新しい道でも作ってくれるの

か。地形的に色々と課題がある。 

事務局 地理的条件など、いろいろ考慮しなければならない部分が出てく

る。 

部委員 それこそ路線バスはもう廃止しなくてはいけないとかなると、１

戸２００円ずつでも出して、走らそうかということになってくると

思う。今はどちらかというと、中途半端な状況。 

部委員 資料では、結構広い範囲内の地域バス運営となっているが、もう

少し細かく行った方がよいのではないか。仮に山田地域だったら、

大体、大沢、真泥とか収益性はそちらの方が高いと思う。しかし、

どうしても少ないところは、三重交通の路線バスとどんぐり号と、

地域運行バスとを上手く時間的に組み合わせてやっていけば、そん

なには待たずに行けると思う。ただ、乗換えをしてもらわないとい

けない。それで利用してくれれば、年配の人でも、学校へ行ってい

る人でも、病院へ行くにしても、帰るにしても、どうにか組み合わ

せで行けるようにしてもらえればと思う。車だったら支所を起点に

回るとか、無理なく行けると思う。昔だったら 1ｋｍぐらいは平気

で歩いていた。しかし、今は１００ｍも歩くのは嫌だと言う人が多

い。しかし、５００ｍを基準にして、昔は当たり前の距離だったが、
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今はそうは行かない。だから、もう少し便利にしようと思うと、乗

り換えはしてもらわないといけないが、上手く時間的に組み合わせ

ていけると思う。 

部委員 地域で運営しようと思ったら、運転士に報酬も払わないといけな

いし、いろいろなことを考えていくと１ヶ月の間にあまり乗らなか

ったら、その時点で採算ベースに乗らないのではないか。 

事務局 その辺りは事前にそういうニーズ等をアンケートでしっかり取

っていただいて、これなら利用してもらえるというところをある程

度目途を立て、収支計画を立ててやるというかたちでないと厳しい

と思う。 

部委員 例えば今、どんぐり号が走っているが、どんぐり号とこの路線と

ある程度並行してもよいのか。 

事務局 まったく被るようではどちらも共倒れになってしまいますので、

ある程度整理をしていかないといけない。やむを得ず道路の関係で

ここしか通れないというところがあれば、それは一部被っても仕方

ないかと思うが、まったく被るようであれば、それは考えないとい

けないと思います。 

部委員 仮に地域運行バスを走らせかけたら、どんぐり号の並行部分は引

き上げてしまうということになるのか。 

事務局 それ以前に、地域で協議をしてどんぐり号ではなしに地域運行バ

スで行こうということになればそちらになりますし、どんぐり号を

もうちょっと変えようということであれば地域運行バスではなく、

行政バスの方に力を入れていく。それがどの程度できるかというの

はありますが。 

部委員 三重交通は、比自岐でどこまで入り込んでいるのか。 

事務局 比自岐は、三重交通が撤退してしまっていたので、長い間何もな

い状態でした。そこへ、丸山駅と摺見の間で比自岐地域を回りなが

ら結ぶ、というかたちになったということです。 

部委員 なくなってしまうので走らそうか、ということになったと思う。

今たくさんあったら、どれがどれかと整理するだけで大変だ。 

部会長 いますぐ結論は出ないと思いますが、こういう制度があるという

認識をいただいて、また何かのときにこういう制度があるというこ

とを思い出して、必要であれば手を上げてもらったり、行政のほう

と相談をしてもらったりしながらやっていただくということにな

るかと思います。わからなければ問い合わせをしてもらったら、よ

り明確な答えがいただけるのではなかろうかと思います。 
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部委員 先ほど被ったらという話があったが、時間的に登下校はこちらで

運行したいとか、そういったことは可能か。 

事務局 そこに関しては、申請をしたときの国の判断になってくる可能性

があります。一旦その線として、そのバスが運行するという登録を

していると、その時間帯に走っていないとしても、そこの路線に関

してはそのバスがカバーするという意味合いで国へ登録している

かたちになります。その辺は、もしかすると国の判断として競合と

見なされる可能性も出てくるかもしれないです。そこは、市では判

断できない制度となってきますので、もう国に一度預けて調整して

いただいてというかたちになってくるかと思います。 

例えば、朝夕だけは行政バスが行き、真ん中の時間帯はその地域

がデマンドのかたちで動きますとか。明確に運行の形態が違うとい

うことを示して、国に相談するという格好になると思う。まったく

の否定は最初からしなくていいと思います。いろいろな運行の仕方

を、国へ投げかけるという検討の段階ですね。 

部委員 どんぐり号では今、乗車記録というのは、全部運転手さんが記録

してくれているのか。 

事務局 そうです。 

部委員 どんぐり号でさえ採算ベースにとてもではないが合ってこない

と思うが、必要経費の２０％も出ていないのではないか。 

事務局 今、どんぐり号で１１％、１２％ぐらいです。運行の範囲がとて

も広い中を走っての１１％ということになるので、どういうご印象

になるかわかりませんが、これだけ空っぽだというふうに思われて

も１１％にはなるのかとご認識されるのか、それともたった１１％

なのかというふうに思われるかというのは、変わりがあるかもしれ

ません。 

部委員 今これは、山田地域で運営協議会をつくってこういうのを走らせ

たらどうですかという提案ですよね。 

事務局 範囲に関しては、もっと小さくても構いません。 

部委員 全然採算ベースに乗らないが、鳳凰寺地区は中までどんぐり号が

入っていないと思う。例えば、鳳凰寺地区で運行するといって、そ

ういう形態でもいいということか。 

事務局 それでも結構です。自治会でもできます。 

部委員 鳳凰寺と中村が組むとかそういうのもありか。 

事務局 そういうのもありです。 

部会長 地域運行バスについて、こういう制度があるので、またよければ
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一つ検討して活用してもらえたらということでございます。 

今、どんぐり号の話が出ましたが、ご案内のとおり伊賀市の教育

委員会が、この４月１日から第３土曜の学校授業はなしということ

にします。山田地域の虹ヶ丘の子どもさんについて、月火水木金は

どんぐり号が走っていますが、第３土曜だけどんぐり号が走って、

子どもさんの通学のバスということで運行していましたが、３人の

自治協会長へ市から説明をいただき、また虹ヶ丘の区長さんにも話

をいただいた。「子どもが乗らないなら、土曜の便はもういい」と

区長さんにおっしゃっていただいて、この４月１日から通学バスに

利用していたどんぐり号が運行しないということになりました。一

つご了承いただきたいと思います。 

（以上） 

 


