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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阿山地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成 30 年２月 15 日（木） 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）、北川 幸治（玉滝地域まち

づくり協議会会長）、前川 勇雄（丸柱地域まちづくり協議会会長）[代理：

城戸 清和）]、西田 悦治（阿山老人クラブ連合会副会長）、村木 一晴

（伊賀市社会福祉協議会東部圏域課課長）、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 課長 森 健至、主幹 吉岡徹也、主査 吉福将徳、 

主任 山岡 敬幸 

阿山支所 支所長 松本 和久、振興課 課長 居附 秀樹、 

主任 瀧藤 孝尚 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

阿山支所長 挨拶 

支所長 たいへんお忙しい中、ご出席いただきまことにありがとうござい

ます。本日は事項書にもございますように、伊賀市地域運行バス導

入ガイドラインについて、交通政策課より説明させていただきま

す。すでに市内でも導入に向けての動きがあると聞いておりますの

で、阿山地区でも導入の機運が高まったらと思います。どうかよろ

しくお願いいたします。 

 

２．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 

   事務局から資料に基づき説明 

【質疑応答】 

部委員 １１ページですが、デマンド方式による運行形態の場合、運行経

費は高くなることもあると、大体そのように承知はしているのか。

どれぐらい高くなるものか。 
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事務局 それは、事業の規模等によって変わると思います。自治協の全域

とするのか、それとも自治協内の本当に不便と思っている地域だけ

でするのかによって、デマンドに関しては経費が変わってきます。

定時定路線で行きますと、大体の単価がある中、どういう運行をす

るのかによっての目安は出ますが、デマンドについては方法もたく

さんありまして、家まで迎えに行く場合もあれば、ポイントを作っ

てポイントだけを運ぶという方法もあります。やり方によってすべ

て経費の計算が変わってきますので、一概にいくらかと聞かれると

即答できない面もあります。 

部委員 わかりました。高くなることは事実であると。 

事務局 高くなる場合もあるということです。 

部委員 何か好事例はありますか。例えば松阪だったり一志だったり、三

重県内にもデマンドをやっているところがありますよね。 

事務局 事例的に、桑名でデマンド運行をされておりまして、そこの担当

の方と少しお話しさせてもらうと、大体請け手というのがタクシー

事業者さんに受けていただくパターンが多いということです。その

中で、交渉にもなってきますが、例えば待機していただくかたちに

なると思います。その待機費用を取るのか取らないのかによっても

経費は変わってきますし、桑名の場合では１回の運行に対して特典

を付けるといいますか、プラス何円というかたちで業者に払ってい

る方法も取られています。玉城では、利用者さんから全く収入を得

ず無償で行っていたりして、いろいろな方法を取られているので、

三重県内でもデマンド運行というのは、少しずつ出て来ているのか

なと思います。 

部委員 阿山の場合は、鉄道が近鉄もＪＲもありませんので、駅のタクシ

ー会社がない。大山田もそうですね。 

事務局 そうです。 

部委員 青山はありますか。 

事務局 青山は駅に待機です。 

部委員 我々はタクシーと馴染みがない。ましてや、デマンドの認識がタ

クシー会社に委託するということで、ちょっと距離が遠く感じる。

タクシーによるデマンドの立上げの指導というのはできるのか。 

事務局 実は、この制度をつくるにあたり、タクシー事業者さんの協会で

ある、タクシー協会の伊賀支部がありますので、その支部長様と制

度の流れと、請け手になっていただけるかというご相談もさせてい

ただきました。今おっしゃっていただいたように、阿山地域では、
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タクシー事業者さんが実際おられない状況なので、そのときのタク

シー事業者さんの反応としては、「うーん」という感じはありまし

たが、やり方によってはできないこともないという話になりまし

た。地域でどういった計画を立てるかによって、タクシー事業者さ

んも加わることができるか、あるいはタクシー事業者さんがだめで

あれば、例えばバス事業者さんにお願いをするとか、いろいろな方

法が取れるかと思います。 

部委員 タクシー事業者さんは三重だけじゃなくて、阿山では草津線沿線

に滋賀タクシー等いろいろあります。前回この会議でも、どうもベ

クトルが向こうを向いているよと、医療も含めて生活圏は向こうだ

よという話が出た。車で６分、７分のところに、たぬき交通から滋

賀タクシーいろいろあります。そういうところと連携するような、

市長がもう少し北の方を向いて発想をしてもらえれば、我々はもっ

と近いところでやる。滋賀県の事情ももちろんあるでしょうが、交

渉する価値はあると思いますので、そこをお願いしたい。我々もず

っと自治協議会の会長をしているわけではないので、こういう地域

が喜ぶことは継続して申し送りをしていきたいと思いますが、ちょ

っと覚悟してやらないといけない。資料を見ていると、皆が以前か

ら言っている周辺の他県、あるいは他地域との連携等は一切書いて

いません。これはちょっと残念だ。阿山の場合は、滋賀県との連携

をすると我々の生活がより豊かになる。 

部会長 ありがとうございます。他にございませんか。 

現在の運賃収入は、阿山の場合はどれくらいの比率になります

か。 

事務局 阿山の行政バスの運賃収入の比率は５.５％です。この資料中、２

０％というのは、阿山では５％台ですが行政バス全体を通して見ま

すと、全体の１０％から２０％になります。市内全域で平均して見

てみますと、それぐらいの運賃収入がございますので、よく空バス

と呼ばれております路線バスも乗っていないと言いながら、あれで

も大体２０％から３０％の運賃収入がございます。 

参考にさせていただいたのが、例にもあった比自岐コスモス号で

す。大体２００万円ぐらいの経費に対して、年間４０万ぐらいの運

賃収入が上がっています。それが大体２０％ぐらいになります。ま

た、２０％の運賃収入プラス各戸から２，０００円徴収しているの

で、全体的に地域として負担している額としては、４０～５０％ぐ

らいの額を負担しています。その辺を考慮して、持続可能なバス運
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行をしていくには最低限２０％ぐらいの運賃収入を見込める運行

計画というものを立てていただきたいというところを念頭におい

て、計画で２０％というものを上げさせていただいております。 

本来であれば、もう少し運賃収入がないと路線の継続には難しい

面がありますが、そこら辺は行政としても公共交通を守っていかな

くてはいけないという面もあるので、残りの分は行政の方から負担

をさせていただきたいと考えています。 

部委員 ４月から始まるとして、３年間は試験運行になるわけか。 

事務局 そうです。試験運行の最大の期間を、３年間と目安として決めさ

せていただいております。１年目でもう行けるとなった時に、本格

運行していただいても構いません。 

部委員 そういう例はなかなか難しいのでは。 

事務局 

 

おそらく、１回運行計画をつくり実際に走られたら、本当にいろ

いろな課題が出てくると思います。見直しをされて、それがいいの

かというのを繰り返しされる中で、目安として３年くらいには落ち

着いた運行というかたちをとっていきたい。 

部委員 ここに書いてある協賛金や給付金というのは、その間に考えたら

いいということか。 

事務局 そうです。もし運賃収入が見込めないのであれば、ということで

ございます。 

部委員 バスのボディに広告をいっぱい付けて運賃収入をやる、というの

は名張の場合もあるのか。 

事務局 交通事業者さんの車両になりますので、そこは交通事業者さんと

の話になるかと思います。 

広告収入を運営協議会に入れてもらえるかどうかということで

すが、事業者に委託せず自前の車を用意して運転手だけを派遣して

もらうというようなやり方であれば、車に広告を付けて、その収入

を得るということもできない話ではないと思います。 

部委員 こういう事業を進めていきたいのであれば、今現在、事例として

も出ていますコスモス号は実際に運行しているのだから、実際に乗

ろうというワークショップをしてみてはどうか。実際の路線を走っ

てみてどんな具合かとか、そんなことは出来ますよね。 

事務局 そうですね、実際にご検討いただくときになろうかと思います。

検討する前でも、どういうふうにされているか、話を聞いてみるこ

とも可能かと思います。 

比自岐地区さんももう１０年余りになると思いますが、長く続け
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ているが故の悩みといいますか課題といいますかといったものも

出ていますので、そういったことも参考にされながら、実際取り入

れるときの糧にしていただくということも可能かと思います。 

自前でされる場合、車は買換えもありますし、維持費もかかりま

す。 

部委員 １０人乗りだったら、車検は２年かそれとも１年か。 

事務局 普通の車であれば、２年だと思います。 

比自岐の場合は、いわゆる自家用車を使って白ナンバーの車を登

録して運行をしています。ガイドラインで基本としているのは、乗

り合いの事業者さんに運行委託をして、専門のところは全部お願い

し、管理だけを地域が主体になった協議会が行うということです

が、制度上いずれも可能にはしてあります。どれが一番馴染むかと

いうところの選択をいただくことになると思います。 

 

 ３．その他 

【質疑応答】 

事務局 事務局から１点、三重交通さんから聞かせていただいたことをお

伝えします。 

従来からご要望もいただいていた高速バスの京都線について、８

月から停留所も増やし、時間帯も変更して利用促進に努めていたと

ころですが、どうもその後も芳しくないということで、三重交通さ

んとしても支え切れないという話がまいりました。やはり、平日の

利用がかなり少なく、土休日は若干あるとのことです。それでも採

算ラインにはなかなかのりませんが、平日に比べたら多いので４月

からは土日祝日の運行に変えさせてほしいというお話がございま

した。手続き等はまだ取ってはいないようです。かなり苦しいとい

うのは運行当初から聞かせていただいていましたが、市としても観

光誘客に繋げるという大きい課題もあり、継続して何とかがんばっ

てやってほしいということで申し入れをずっとしてきました。しか

し、利用の少なさもさることながら、運転手の確保がままならなく

なってきているとのことです。どうしても時間拘束の長い高速路線

というのが、かなり課題になってくるということがあって、伊賀営

業所は必要な便数に対する運転手が特に揃っていないということ

です。募集はどんどんかけているが、最近運輸業界の人手不足が慢

性化していまして、特にバス運転手はなかなか揃わないということ

です。利用もなかなか少ないというような中では、京都線の平日運
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行をやめさせてほしいというお話をいただいております。 

従前から期待をかけていただいていた部分がございますので、阿

山の地域の皆様には、ちょっと先にお耳に入れておきたいなという

ことです。いずれは正式な発表が三重交通の方からあると思います

が、そのような話があるということでございます。 

部委員 これは２月に始めて、阿山を通ったのは我々がお願いして出来た

が、その実績も前回聞かせてもらった。これは、まだ２年半か。 

事務局 ちょうど２年ぐらいになる。 

部委員 いや、ここに停まるのではなくて。 

事務局 元々の形態で動き始めたのはそれくらいか。 

部委員 よくバスの事故があって運転手の労働時間が問題になり、それか

ら人材確保が難しいのだと思う。伊賀の立地条件としては、バス路

線が東は名古屋へ、西は大阪へ、北は京都へ通じている。南はあり

ません。津のバス路線はなくなりました。これから観光誘致をしよ

うと思ったら、やっぱり仕掛けが少ない。乗り継ぎ所の京都辺りの

仕掛けが全くない。まず、起点の案内がどこまでされているのか。

これがビジュアル的に何にもない。これがまずいし、伊賀市ももう

１回力を入れて、少し投資をしながら１年間面倒見るとか。もう三

重交通さんは、赤字のところは切ってというのは民間ですからわか

りますが、せっかく付いた路線をすぐ切ってしまうのは、絶対再開

は無理だ。せっかくこういう路線がつくられたのだから、皆さんの

利用が少なかったとしても、今後へ繋げていくのだという姿勢が必

要ではないか。もう一度粘り腰で、１年間猶予をくれとか。あるい

は、例えば英語表示、韓国語表示、中国語表示をして、忍者の町に

行こうよとか、何か仕掛けでもしてくれてその結果がないのであれ

ば仕方ないが、何も手を打っていない。行政がもうちょっといろい

ろなところで仕掛けをしていく。お金をかけずに。それをやるべき

だと思います。それをやったけどだめだった、という何かを出して

ほしい。 

事務局 当初考えていたのが、インバウンドの誘致、このバスを使って京

都に来られるインバウンドの方を少しでも呼びたいというような

こともございました。そういった、例えば旅行会社との提携で企画、

ツアーになるかどうかはわかりませんが、周知が行き届くような仕

掛けを、今からでもやっていくということは大事だ。 

部委員 市長が乗り込んでいって頑張るくらいやってくれないとだめだ。

これは切れたら復活できない。市議会では、こういうことは言われ
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たのか。 

事務局 もともと事業者の路線ということもありますので、路線の存廃の

件については、特に報告というのはしていません。 

部委員 これはやっぱり僕が今言ったようなことは、議員の人だったら言

うのが普通だ。とにかく議員さんに早く情報を伝えて、議員さんの

反応があって、それで議会でもきちんと声を上げていってもらわな

いと。民間企業のことでせっかく付いた路線を残していくような努

力を、議会でもしてほしいと思います。 

事務局 いずれ近いうちには、三重交通さん、事業者側からの発表という

ものがあると思います。 

部委員 それと議会の話だが、出来たら時刻表を３月１５日の配布日に皆

に配ってもらいたい。 

事務局 当初３月１日でお配りをさせていただこうというというような

ことで、実は準備・段取りも出来ていますが、路線の変更等、議会

の方の承認を頂戴しなければならない。議会で承認を頂けるのが３

月２３日の予定になっており、その後に配布をする予定をしており

ます。昨日や今日、区長会もあるとお聞きしましたので、市民セン

ターの方には、今まで協議いただいた内容で４月１日から運行する

というようなことでお示しをさせていただいていますが、あくまで

も予定というようなことで、正式な案内は３月の議会が終わってか

らでご理解をお願いしたい。 

部委員 ３月２３日しか上程する時間がないのか。 

事務局 いや、上程は初日にする。 

部委員 だけど、協議してくれるのが後なのか。 

事務局 委員会があって、委員会での協議が１０日後になる。 

行政バスの内部にも、時刻を変更しますというようなＰＲはさせ

ていただきたいと思っております。 

それと、議会で承認いただいた後に、運輸支局に届出をしないと

いけません。届出は、承認とか許可事項ではありませんので、届出

さえできればそれでいいのですが、議決という１つの手続きを踏ま

ないとできないので、その加減もございます。 

事務局 もう１点、２月２６日にお願いしておりますバスの乗り方教室、

１４時３０分から予定しています。 

部委員 車いすを使っている人がバスに乗ってとか、そういうのはないの

か。 

事務局 事前におっしゃっていただければ可能です。三重交通といっしょ
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に開催し、バリアフリー対応の車両を持ってきてくれる 

今はＩＣカードで乗ることができたり便利になっていたりする

ので、そういうことを実際に体験していただくことが大事だ。 

まず玉滝線の利用促進ということがあります。利用者が減ってい

る中、メインの利用者層が高齢で免許を持っていない女性になって

いる。男性にもバスを利用してもらうということが課題になってい

る。久しくバスに乗っていない方にも、今こういうふうに乗れるの

かということを体験していただく 

部委員 宣伝のために、更生保護の会、民生委員さんにも関わってもらっ

たほうがよい。それから商工会も。 

（以上） 


