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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いがまち地域部会 

 議事概要 

 

■開催日時  平成 30 年 2 月 16 日（金） 午後３時００分～午後５時００分 

■開催場所  伊賀支所２階 第１委員会室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

松山 宗達（柘植駅を核とした公共交通のあり方検討委員）、 

柘植 美智代（柘植地域まちづくり協議会健康福祉部会部会長）、 

前川 三郎（西柘植地域まちづくり協議会会長）、前田 文一（西柘植地

域区長会会長）、塚脇 直樹（壬生野地域まちづくり協議会会長）、 

界外 直樹（壬生野地域区長会会長） 

【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 

伊賀支所 支所長 松本浩典、振興課 課長 内田泰成、主査 服部輝憲 

■傍聴者 ５人 

 

■会議概要 

１．開会 

支所長挨拶 

支所長 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。また、

平素より地域振興に様々なご協力をいただいておりますこと、厚く

お礼申し上げます。 

本日は、伊賀市地域公共交通活性化再生協議会いがまち地域部会

ということで、この後、交通政策課より会議を進めさせていただき

ますが、委員の皆様方におかれましても、活発なご議論をいただき

ますよう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 会議の年度について、２９年度の１回目ではなく２回目ではない

のか。年度は、４月始まりの３月終わりではないのか。前回来たの

が１回目で、今回来たのが２回目になると思うのだが。 

事務局 前回の会議は、去年の２月８日開催ですので、約１年ぶりになり

ます。年度でいきますと、今回が１回目になります。 
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部委員 それが１つと、この地域部会は会長・副会長を決めていかないと

いけないと思うが、このメンバーで私達は４月１日に交替する年度

になる。４月以降、このメンバー以外になろうかと思うが、そこら

辺はどうなるのか。 

事務局 実は、この後、部会長さんと副部会長さんの互選をいただきたい

と思っていますが、地域の事情等もあろうかと思いますので、そう

いった事も勘案しながら、この後、互選の方をお願いできればと思

います。 

部委員 説明を聞かせていただいたが、資料２ページに施策推進の方向性

を４つ挙げていただいているが、この他に前回の会議で話の出たデ

マンド式の運行については何も考えていないのか。 

事務局 いわゆる行政バスの運行改善の部分で、去年デマンド方式につい

ての一部路線の提案をさせていただいたかと思います。その後、議

論が止まっていることもございますので、行政バスの運行について

の特化した議論については、また機会を設けて議論をこの部会でさ

せていただけたらと思っております。資料中にないので議論から外

している、ということでは決してございません。 

部委員 資料３ページの赤い線は、伊賀鉄道、ＪＲ、それから近鉄線とい

うことで書いてあるが、いがまち地域について行政バスは通ってい

るが、公共交通のバスが１本も通っていない。新堂の駅から西側、

そういう面について、方向性をいろいろ考えてもらいたいと思う。 

事務局 従前からこの場でも議論いただいている、廃止代替バスの延伸が

できないかというところのお話かと思います。それについても、い

がまちの地域で、廃止代替バスの路線だけを考えるのではなくて、

行政サービス巡回車、それから鉄道との全体の中で、どういう地域

の交通体系がいいのかというところを十分議論させていただいた

上で、この地域の方向性を決めていけたらと思います。 

 

３．部会長、副部会長の互選について 

 （互選結果） 

   協議の結果、各団体の役員改選が控えているため、今回は交通政策課長

が議事進行を行い、４月以降にあらためて部会長、副部会長の互選を行う

こととなった。 
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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 何点か言わせてもらってよいか。 

まず、このガイドライン。これは、平成３０年１月と書いてある

が、ガイドラインとしては確定しているということでよろしいの

か。 

事務局 はい 

部委員 ということは、いつからこれでやるのか。例えば、今申請して３

月からやりたいと言ったら、予算措置をしてくれるのか。それとも、

新年度からその体制になるのか。 

事務局 制度としては新年度からになります。これは予算措置もございま

すので、最終的には今、事務局で要望している予算が３月の議会を

通ればということになります。４月から制度を動かしていきたいと

思っております。 

部委員 ２点目は、手続き的なことがたくさん書いてあるが、ガイドライ

ンの１２ページにある導入申請というのはどういう位置付けを言

っているのか。これはまず、宛先は協議会の会長宛の申請なのか。

採択されるための採択申請ということになるのか。これは主語がな

いから、市長宛てなのか。諮問機関はどうなるのか。 

事務局 １２ページの２行目に書かせていただいていますが、導入申請に

つきましては、市長宛てで、市に導入申請をしていただきます。 

部委員 市長宛てにするのであれば、活性化再生協議会というのは諮問機

関で、そこがいいよと言ったら許可とか採択になるのか。申請に対

して、何か許可してもらうのか。 

事務局 この地域部会の親協議会が、活性化再生協議会になります。これ

は法定の協議会で、こういったいわゆる乗合バスの運行を行う場合

に、その会議に諮って合意を得ないと運輸支局に届出なり認可申請

ができないというものです。道路運送法の手続きを、そこでとらな

ければいけません。 

部委員 それと、１３ページに事業許可申請があるが、これはまた別に出

さないといけないのか。 

事務局 この申請については、国の方に出します。 

部委員 そうでしょう。市に出した申請はどういう位置付けになるのか。

申請などしなくても、お諮りくださいと言ってそれで済む話ではな
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いのか。なんで申請しないといけないのか。 

事務局 事業が適切か、審査させていただきます。 

部委員 それと、これ、補助金の手続きはまた別にしなくてはいけないの

だろう。なんでそんな煩雑なことをするのか。何のために申請する

のか。 

事務局 行っていただく事業について、市として補助金もお渡しするので

申請をいただいています。 

部委員 請求書をもらったら出します、とかそういうことだったらわかる

が。 

事務局 内容が適正かどうかというところの審査は、市としてやらなけれ

ばいけないですし、また、道路運送法上の手続きとしての申請許可

は、これはまた別にあります。 

部委員 補助金申請と道路許可をそれぞれやっているのか。 

事務局 そういうことです。 

部委員 そのあたりの意味がわからない。市は、みんな申請せよ、申請せ

よと言うが、届けるみたいなことではいけないのか。 

事務局 そうですね、できるだけ簡略にできればいいのですが。 

部委員 いやいや、簡略とかそういうことではなくて、規約だとかアンケ

ート結果だとか煩雑なものを求めてくるし、それから試験運行と、

どんどんプロセスを踏んでいかなければいけない。僕はこれをやっ

たらいかんとは言っていないが、役所的な感覚でなんでも申請主義

だ。申請したらどうするのか。許可だけではだめなのか。市長が許

可しますっていう許可証でも出すのか。 

事務局 基本的には、補助金をお出しするための交付決定です。 

部委員 だから、それは事前審査以外の何ものでもない。その補助金のた

めの申請ということではなくて、協議会でいろいろ揉んでいただ

く、アドバイスをいただくという大事な話ならいいが、気にいらな

いのは申請のことだ。では、申請したら許可するのか。何の権限が

あって許可をするのか。法的な根拠はあるのか。補助金を出すとい

う許可はあるだろうが。これでいいと思うが、僕は申請というのが、

嫌いだから。そこを整理して、諮問機関に申請するならまだわかる。

協議会から市長へ「これはいいので」ということを受けて、諮問の

結果を出し、市長がそれを踏まえて、補助金申請が出た場合にはや

ると。そういうことならわかるが、申請すると許可をもらわねばな

らない。許可というのは根拠があるのか。何のための申請だと。ち

ょっとこの辺、僕は頭の中をよく整理できない。だけど、こういう
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プロセスは必要かもわからないという思いが一点。 

それからもう１つ。２ページの「地域運行バスの対象とする地

域」。これは漠然と書いてあるが、「交通不便地域が大半を占める地

域」という概念だが、これはどういうふうに理解したらいいか。大

半とは何％ぐらいをいうのか。７０％～８０％とか、５割以上とか。

大半という意味がわからない。これの言葉、そこのところはどう想

定されているのか。これを書いているのは、あなた方だ。あなた方

がその議論をした中で、ちゃんとそういうのはしているのか。 

事務局 地域的に、例えば駅とかバス停から５００ｍというその括りをし

てしまうと、この取組み自体が地域単位の想定をしている中で、駅

とかバス停毎に見たときに、複数の地域にまたがることもあるかと

思います。そうしたときに、距離だけでは測れないものもあるかと

思いますので、ここにありますような、既存のバスが走っていても

運行本数が少ないであるとか、そういったものも含めながら・・・ 

部委員 だから、それはいい。今言われたようなパターンで、状況、状況

によると。そういうふうに説明いただかないと、これだけでは施策

として、どういう想定のもとに議論をされて、どうなっているかと

いうことが、この文言だけではわからない。次に、３ページの図で、

交通不便地域というのはこの黄色の線で囲んである所が対象だと

いうわけだ。そうしたら、まず１点はいがまちで聞くが、ここで交

通不便地域というのは、面積で言っているのか。これに該当しない

家が、これ以外の大半なのか。どういう意味なのか。 

もう１つは、３つの自治協全体で運行協議会をつくってもいい

し、あるいは、それぞれの柘植、西柘植であってもいいし、自治会

単位でもいいよと、こういう想定でもいいのだろう。 

事務局 １つの自治会でも、そこが母体となって取組みをされるというこ

とはありえます。 

部委員 例えば、大体色塗りされているところ以外で簡単に５０％を超え

ることはないのかと思う。そうなってくると、ごくピンポイントの

地域がデマンド方式でやろうやないかという話があれば、そういう

かたちも可能かなとは思う。１つはそういうことだ。 

もう１つちょっとわからないのが、阿波地域。阿波は黄色い線の

枠に入っていないよね。それから、友生地域。これも入ってない。

他のところもあるかもわからないが、パッと見たところ、これは何

で抜けているのか。よく似たような感じだと思うが。何で抜けてい

るのか。 
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事務局 先程もご説明させていただきましたが、基本的には路線の走って

いる地域に関しては、当初の計画のときに路線の競合を避けなけれ

ばいけないというところから、この地域運行バスの導入を認めない

という計画を考えていましたが、行政バスが運行している地域につ

いてもこの対象地域というようなかたちで認めてございます。 

この赤色の線が路線バスになりますが、その中でも運行本数が１

日に５便以下の運行本数の少ない地域についても、認めさせていた

だいてございます。阿波と友生につきましては、今５便以上の路線

バスが運行している地域でございまして、今回この黄色の枠からは

外させていただいてございます。 

ただ、細かいことを言いますと、阿波の中でも５００ｍ圏外の部

分は出てくるかもしれませんので、先程も口頭でご説明させていた

だいたように、地域で取り組みたい場合には、一度交通政策課の方

にご相談に来ていただきたいというふうに考えてございます。 

部委員 ということは、一応、交通不便地域はここだという、対象にして

いるということかと。 

事務局 そうですね、主な交通不便地域ということになります。この地図

でビシッとここまでだということにすると、かなり細かな地図でな

いと作れないもので、大体主だったものを示させていただいており

ます。 

部委員 私もよく似たことで質問だが、２ページの支所管内の壬生野地域

が交通不便地域として書いてある。「柘植駅前周辺と柘植線沿線地

域を除く」とあるが、これは具体的にどこを指すのか説明してほし

いと思います。 

２点目が、４ページに流れが書いてあるが、２－２で「アンケー

トの実施」と書いてある。これは先にやってはいけないのか。それ

から設立したらどうか。手順についてです。 

３点目が、設立してから本格運行までは、市はどのくらいの期間

を考えてくれているのか。おそらく３年はかかるのかなと思いま

す。 

次に、２－５のところで、運行事業者の選定と書いてありますが、

基本的には、具体的に設立協議会を立ち上げて、協議会だけ立ち上

げるだけで運行事業者にすべて丸投げという言い方は悪いが、全面

委託するのか。 

それから次に負担の関係で、１１ページ。これはいちばんお金に

関わることですけれども、この表や文章を見てもらうと、地元負担
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金、要は運営協議会の負担が２０％以上と書いてある。極端に言え

ば、１００％はありえますのかという話です。 

その次に、例ですけれども、８ページ。コスモス号が載っていま

すが、これは多分、こういうマニュアルができますよというケース

の例でございます。それにあわせたら、ちょうどこの運行経費が、

１９２万７千円。市費が１６０万円で、地元負担が３２万 7 千円。

これを割ってみたら１６．９％です。何でこのガイドラインには、

２０％以上って書いてあるのにこの例を挙げてあるのか。ちょっと

このガイドラインにそぐわないと思います。 

それから、１５ページの学校の関係や通学で、１５％以上にでき

るのなら、ここにちゃんと挙げてもらわないといけない。 

最終、運行の廃止となっていますが、基本的に手を挙げて、市へ

届けます、アンケートもとります、やっぱりダメだ、採算が合わな

いとなると、この判断は１４ページの運行廃止と一緒でいいのかど

うか。多分予算の関係で、例えばさっき言った国の認可か知らない

が、予算に影響する。それが、４月に手を挙げて３月にやめたら予

算執行ができない。そこらに影響するので、その辺を教えていただ

きたいと思います。 

事務局 まず、具体的にどこがということですね。柘植駅周辺と柘植線沿

線というのは、柘植線は三重交通の路線バスの柘植線でございま

す。 

部委員 新堂までか。新堂から東は関係ないのか。 

事務局 そうですね、柘植線の終点までという。それと、アンケートの手

順については、運行計画の作成、需要調査をどこの段階でも前もっ

てやっていただくのは全然構いませんので、これはぜひ、十分取っ

ていただきたいと思います。 

どれぐらいの期間でできるか、どうでしょう。２から６の工程が

ということですよね。これはもう地域によってかなり変わってくる

かと思います。スムーズに進むこともあれば、時間がかかってしま

う場合も。それは今もって１年といったところで、それも地域によ

って変わることなのかと思っています。 

部委員 でも、国の認可をもらおうと思ったら、そんなに・・・ 

事務局 国の認可自体は、この１から６までの工程の中で、試験運行の２

－５までの間で、この運行計画自体を作っていただいて、国の申請

というかたちになります。ですから、この２－１から２－４までの

工程を地域内でスムーズに進めていただければ、もしかしたら１年
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でできる可能性もございますし、半年でできる可能性もございま

す。そこはもう、協議の進め方自体で変わってくるのかなと考えて

おります。 

申請してから認可がされるまでというのは、標準的な処理期間と

いうものがありますので、そこは心配ないかと思います。そこに行

き着くまでの地元合意がどれだけ取れるのかとか、そういったとこ

ろかと思います。 

それと、運送事業者に全面委託していただいてと思います。専門

的な部分については事業者にお任せをされる方が、安全な運行が担

保できるのではないかと思っております。 

部委員 ９５％委託してもいいということか。 

事務局 どこまでが９５％なのか、というのはありますが。 

また、していただける限りは、交通事業者さんにお願いしていた

だくことがいちばんかなと思っております。 

それから、おっしゃるとおり協議会の負担は、基本的に運賃収入

というかたちになりますので、１００％以上、１２０、１５０％を

目指していただきたいと思います。そうした時には、差額分はなく

なりますので、市の負担はなくなりますが、その分継続できる運行

になっているかと思います。 

コスモス号は、今回たまたま最終年度の実績の直近のデータを載

せさせていただいていますが、これまでの結果からしますと、大体

２００万円ぐらいの経費に対して、運賃収入が３０～４０万円ぐら

いございます。そこにプラス、地域の各戸から２千円いただいて運

行していただいていますので、この年度の実績は少し物足りないも

のになっていますが、平均するとそのぐらいの実績がございます。

ですので、最低限この制度を進めるにあたって、今のコスモス号ま

では行かなくとも、最低限２０％以上は確保できるような運行の計

画を考えていただきたい、というのが趣旨でございます。運賃収入

で、２０％を見込めるぐらいの運行計画を考えていただきたい。 

部委員 それは違うのではないか。最低守らなければいけないところを決

めるものではないのか。 

事務局 これは、比自岐コスモス号はこの制度にのってやっているわけで

はなく、旧制度で今動いていただいている。 

部委員 ちょっと挙げるのは不適切ではないか。 

事務局 やり方が違うが、地域が主体となって運行を続けている市内の例

として挙げさせていただいた。 
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部委員 お金というのはやっぱり、いちばん正直でして、負担がみんな。

いくらか負担しようと思ったら、やっぱり協議会でお金を工面しな

いといけない。だから、その辺をしっかりしておかないといけない。

エリアは仕方ないとしてもと思います。 

もう１点。しらさぎは別ですよね。 

事務局 しらさぎは、まったく違う動き方をしております。あれは、市負

担です。行政バスと同じかたちを取っています。 

試験運行に、３年間ぐらいはかかるのではないかと。それは想定

どおりです。３年間を基本として見ていただいて、それ以上成果が

上がらないということであれば、そこで止める判断もありというこ

とでございます。 

部委員 やっぱり２ページのこの表現はわかりにくい。ものすごくわかり

にくいです。これを見て判断しようと思ったら、ものすごく難しい。 

事務局 そういう取組みをまず地域でやりたいということがあれば、これ

に関わらず一度ご相談をいただいて、ケース、ケ－スで判断をして

いきたいというふうに思います。ここで書き切れない部分は確かに

あろうかと思います。そういうことにこだわらず、まずは地域の交

通体系をどうするかということをご相談いただけたらと思います。 

部委員 予算の範囲内で、という表現がたくさん出て来ているが、この予

算は市としては、どれぐらいのケースで上がってくるだろうという

想定で予算を立てているのか。それとも国からおりてくるのを言っ

ているのか。予算の範囲内で切られたら、いろいろなところからす

ごく取り組む意欲でたくさん手を挙げ、あんたの所は遅いからダメ

だ、先に来た者勝ちだとなるのか。一生懸命やっていても途中で、

「予算がないので８０％支援できません」と言われても、ちょっと

不安定に思う。 

事務局 そうですね、そこがちょっと我々も歯切れの悪いところで、はっ

きりこれだけの予算を用意しますというのが、議会の議決も必要に

なってくるところもありますので、ちょっとここはご指摘のよう

に、逃げ口上のようになっているのは否めないのですが。十分それ

を確保できるように、我々は努力をしたいとい思っていますし、た

くさん手が挙がったら、その必要性等々も見た中で、若干優先順位

というのも、その際には付けざるを得ない部分もあるかもわかりま

せんが、最大限頑張っていきたいなと思っております。 

部委員 どうなのですか。見通しとしては。いろいろな地域の声を聞いて。 

事務局 実際に選考して、協議会を立ち上げた所もあります。そこについ
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ては、今の段階でなんら担保もないですが、自分達はそれができた

らやるのだということで、もう動いている所もあります。それでも

やはり１年間、お話をいただいて約１年かかっておりますので、そ

れぐらいは助走期間として持つということであれば、その間に私達

が準備できる部分というのは、準備期間としてはあるのかと思いま

す。行政としては対応できます。 

部委員 それは、自治協が母体ですか。 

事務局 自治協が母体です。 

部委員 それに関連して、今立ち上げっていうケースをおっしゃっていた

が、この３ページの黄色い線の枠のところで、立ち上げたケースと

いうのは、その枠組み全体を網羅した立ち上げなのか。例えば比自

岐のところで、そこの部分だけ、その部分的なニーズに従って部分

的にしている、その辺は具体的にどこなのか。 

事務局 自治協のエリア内からです。 

部委員 ここで言うと、柘植も西柘植も壬生野も一緒になったいろいろな

所を合わせたかたちか。 

事務局 そうではないです。１つの自治協を単位とした所になります。 

部委員 さっきの予算の範囲外の質問で、本来、公の金を出そうとすると

出す根拠が必要だ。法律とか条例、規則で。これはそれに基づかな

い予算でやるということではないのか。条例、規則はあるのか、補

助率何分の何と書いてあるやつは。 

事務局 根拠としては補助金等交付規則があって、これのための要綱を別

に定めていて、予算で定める額としている。 

部委員 現状の、今このいがまちで運行している行政バスについて、報告

のようなものはないのか。 

事務局 昨年度２月に開催した地域部会で、今のダイヤの見直しについ

て、たたき台のようなものをご説明させていただいたことを記憶い

ただいている方もみえると思います。そのたたき台となったのが、

昨年の秋に乗込み調査をした結果で、それはその時の資料に添付さ

せていただいていたと思います。その後、乗込み調査等は実施して

はおりませんのと、あと、たたき台として出した案につきましても

ご存知のとおり、ほぼ１年間新たに動いているということはござい

ません。ただ、運行の実績ということでございますが、親協議会の

方には、毎年路線別実績ということで、市内の全ての路線の年間の

経費や収支が出ています。２８年度のいがまち行政サービス巡回車

全部を合わせて、経常経費として年間１，３１９万１，２７４円か
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かっていて、それに対して運賃の収入が、１１２万円でした。年間

の輸送人員が６，４２５人で、結果、収支率が８.４％。乗客１人当

たりにかかる市負担額で言うと１人当たり１，８７８.８円かかって

いるということです。平均乗車人数は１．６人でした。２９年度、

今ですが、まだ２月・３月がありますので、４月から１月までの実

績をすべて集計し、そこから後２か月分推定しまして、あくまで推

定で実際には違ってくるかもわかりませんが、年間の経常経費が

１，００３万円で、それに対する経常収入が若干上がっておりまし

て、１２０万円程度。運行委託料が下がったことが大きいのですけ

れど、結果、年間の輸送人員が前年に対しまして、推定７，３００

人程度で、収支率としたら試算では１１.９％ぐらいまでになってい

ます。平均乗車人数で１.８人。前年に比べて、実際の利用者と委託

料の減で収支率の改善は若干図られているというかたちです。 

あと、具体的な利用者の方から、業務員等から聞いております中

で、今の停留所で、ここにも停まってほしいという声や、他の公共

交通機関との乗り継ぎができることを想定して作ってはいるので

すが、乗り継ぎが悪いという声もいまだに頂戴しておりますので、

また引き続き見直して、できることは変えていきたいと考えており

ます。先程から説明のあった、地域運行ということで、今後地域の

方から声が上がってきて、ここのエリアでこのようなことがしたい

と言っていただいたら、それと直接的にも関わってくるかと思いま

すので、そのケース、ケースで対応させていただきたいと思います。

それと、いがまちのバスであったり、他の廃止代替バスとか鉄道と

同等のレベルであったり、またもっと言うと他と競合しない中で、

どこまでの運行が認められるのかということを、またご相談いただ

けたら承りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

部委員 今聞いていただいた、何回かの時刻改正それから路線の変更等に

よって、若干増えているというような報告ですが、実際問題として、

このことについて市民の皆さんは、そうは思っているのかいないの

か。この報告を受けたときにも、子ども達の乗るスクールバスとか、

そんなものも入っているのか。 

事務局 はい、それも含んでいます。教育委員会の走らせるスクールバス

という定義ではないですが、子どもが通学に使うという意味でのそ

れであれば含んでいます。 

部委員 今言ったように、路線バスの一部の廃止とかもやって、上がって

いる。１．８人になって、今までよりちょっとばかり増えていると
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いうことを今聞かせていただいたのですが、この地域運行バス導入

の流れからいくと、申請して、アンケートに答えて、その中で、今

日見えておられます再生協議会の中で合意しないことには、上がら

ないわけか。申請したらすぐ上げてくれるのか。 

事務局 それは、協議会の中でいろいろと合意を得るということが、また

１つのハードルになってきますが、よほどのこと、例えば他の交通

事業者の領域を侵している等、そういうことがない限りは、さほど

反対意見は出にくいのではと思います。 

その計画を立てていただくまでに、我々もサポートで入らせても

らいますので、ここはこうしたらどうですかというようなアイディ

ア、助言等はさせていただくつもりです。そのあたりは、運輸支局

へのお伺いや事前の調整等、そういったことで、運行計画の案段階

で、いろいろな準備をちゃんとやっていけるか判断が付くというよ

うに思います。 

部委員 ２ページに固執しますが、この公共不便地域、これはわかりにく

いかもしれませんが、資料１の３ページで、柘植駅が乗継ぎ拠点に

なっています。鉄道だけではなくバスも。それを実現させようと思

ったら、この今言っているガイドラインの２ページと整合性が取れ

ないかと思う。というのは、伊賀支所管内の柘植駅周辺地域が地域

運行バスの対象外になっています。駅へ取り次がないと、乗り継ぐ

ことできない。この辺はガイドラインと、この辺と合っていないか

と思う。駅のところは５００ｍかなんかしらないが、基本的には伊

賀市の交通政策とは全然矛盾している話。 

事務局 地域運行バス自体の乗継ぎというか、経由地・目的地は、駅は認

めてございますので、この２ページで示しておりますこの部分の駅

の付近の地域というのは、あくまでもこの交通不便地域の定義に定

めています鉄道駅やバス停まで半径５００ｍ圏外が交通不便地域

ですと謳っていますので、ここの鉄道、新堂駅・柘植駅の付近や柘

植線沿線の地域というのは、交通が不便ではないということです。 

駅の直近は、元々便利なところではないですかと。そこへタッチ

することは、これは可能ということです。おっしゃられるように、

結節点ということで、そこへ行かないと意味がないのではという話

だと思います。それはＯＫです。５００ｍの中であれば、駅まで行

けますよねというような話です。５００ｍの圏内であれば、徒歩圏

になるので、不便地域から駅へタッチする。これは、結節しないと

いけませんので。 
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部委員 だから、地域運行バスはできないのではという話。 

事務局 その中では出来ないということです。５００ｍ内では出来ないで

すがということです。 

部委員 ガイドラインですので、もうちょっとわかりやすく書いてほしい

と思います。 

事務局 わかりました。 

部委員 ３ページのネットワークのイメージで、赤いバスルートは壬生野

まで来ていると思うが、これは壬生野までのところをなくして、こ

のイメージ図でいこうということか。 

事務局 大まかな書き方をしているので、あくまで概要として思っていた

だければ。イメージなのでこれを細かく書くと、わけのわからない

図になってしまいますので。 

考え方として、拠点はここにあります、そこに対してこういうふ

うな網を張っていきますよというイメージで、この３ページの図は

書かせていただいていますので。 

部委員 先ほど言いましたデマンド方式は、経費が高くなるということ

で、いくらぐらい高くなるのか。 

事務局 デマンドバスについては、やり方によるところになります。高く

なることもございますというかたちで書かせてもらっていますの

で、地域が狭くなればそれほど経費もかからなくなるので、定時定

路線より安くなるケースもございますし、デマンドの方法によって

も経費のかかり方というものは変わってきます。家まで行くのか、

それとも地域内のポイントを決めてそこを行くのか、路線を決めて

おいてそこをデマンドするのか等、いろいろ方法がございます。そ

の方法によっても経費のかかり方は変わってきますし、対象とする

エリアの大きさによっても経費というのは変わってきます。ただ、

デマンドを始めるにあたって、やはりこの大きな地域で始められる

と、どうしても経費というのはどんどんかかってくるというのは覚

えておいていただきたい。また、小さいエリアで始められるときに

関しては、おそらく定時定路線より安くなると思いますのでいいか

と思うのですが、大きくデマンドをしたいというときに、どうして

もこの２０％というところがなかなか見込めない可能性がある中

で、じゃあデマンドはできないというようにすぐに選択肢から外し

ていただきたくないという面も踏まえて、このデマンドを地域の中

で考えたいんだというところを持っていただけるために、このこと

を書かせていただいています。 
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部委員 いがまち地域については、最近、買い物ツアーの関係でそれもや

っていると。ただ、市民病院や総合病院へ行くのにどうしたらいい

だろうとなってくると、今言ったように拠点をそこに設けていただ

いて、そこへ直通で行くというようなことも考えざるを得ないよう

な状態だ。交通弱者というのは、やっぱり子どもと年寄りが多いか

らということで、このいがまちについても高齢率がどんどん高くな

ってきていますので、その人達の、いわゆる交通弱者についてのデ

マンドをしていったらどうだろう。例えば私の考えでは、エリア内

に２箇所拠点を置いて、そこへ皆さん行っていただくと。そこへ行

ったら、柘植・壬生野を通ってすぐ行くようなデマンドを作るか、

それとも各地域で１つずつ作るか、というような考えを持っている

が、そういうことについては市としては全然考えていませんよね。 

事務局 地域で取り組まれるやり方でということですよね。それが本当に

ここで目指す運行の適切なかたちかどうかというのは、これはまた

議論をしないといけないのかと思います。通院・買い物の方は、今

は何とかなっているけれども、通院の手段として何とか地域でそう

いった手段を考えたいといったときに、直接乗り込むのか、それと

も幹線の最寄りのところまで近づけるのか、どちらのやり方がいい

のか。直接タッチするというのはなかなか難しい部分もありますの

で、幹線のバス停あるいは鉄道駅までこれで出てくるというような

かたちをとっていただくのがいいのか、そういったところも含めて

地域ではこう思っているがどうだろうかということを、まず絵を描

いていただいて、一緒にご相談にのらせていただけたらと思いま

す。今それをどうだろうとお尋ねいただいても、即答が出来ない部

分かなと思いますので、何がいちばん無理なく出来るのか、また、

困っていただいている交通弱者の方に満足していただけるやり方

はどんなものかというようなところを、一緒に考えられたらと思い

ます。 

部委員 会議の度にデマンド方式の運行についていろいろ出るが、それが

地域で考えて、拠点をどこにするかということを考えて、市の方へ

申請。その流れは市の方へということか。 

事務局 そういった運行を考えてみたいが、どうかというようなご相談を

いただければと思います。 

部委員 今日の会議の中で、そういうことを考えていただけるのかどう

か。地域部会の中の話で、それを一応市へ持ち帰っていただいて、

検討していただけるか。書面を出さないといけないのか。 
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事務局 まだそこまでいかなくても、例えば部委員さんの地域でそういっ

た困りごとがあって、「地域でこういう運行をやってみたいが、こ

の制度にのってできないだろうか」、「自分たちで考えているのはこ

ういうのだが、どうだろう」とお尋ねいただければ、個々にお話も

できますし、またそれを部会へお諮りをしたり、その上の会議にお

諮りしたりということでやっていけるかと思います。そのあたりの

ご相談は、遠慮なくしていただけたらと思います。 

部委員 ただ、公共交通で、このあたりで通っているのは三重交通さんだ

けですよね。その中でも、昔は柘植まで行っていたが、今、年間４

本ぐらいかな、三重交通が走っているのは。同じような路線がだめ

ということで、三重交通さんについては壬生野の方へ回っている。

川東・川西を渡って。今うちの行政バスは、マックスバリュという

所まで行っている。普通であれば、同じ路線は行かないということ

で、行政バスはあくまで延長したわけです。あれについても、だい

ぶ助かっている。買い物はできるし、その途中に病院があるという

ことで助かっている。ただ、商業施設の大きな所、いわゆるアピタ

やオークワ等そういう所へは行けないということが１つある。それ

で、島ヶ原の人が新堂駅まで汽車に乗って、買い物に来る。島ヶ原

の駅から新堂の駅まで行って、オークワで買い物をして、また帰り

は新堂から島ヶ原へ。そういう人は増えてきている。だから、直接

買い物、病院のほうへ行けるようなバスを伊賀市としては考えられ

ないのか。ましてや、阿山の方から来るのについては、アピタ経由

などの路線がある。こっちから行くのは全然ない。そういう経由に

ついても考えてもらいたい。 

事務局 いろいろな地域で、こうやってそれぞれ部会を開かせていただい

て、島ヶ原でも同様のお話をいただいていて、利用実態はなかなか

厳しいものもありますが、限られた中でご不便のないように変えて

いくにはどうするかというようなことを議論させていただいてい

ますので、同じようにこちらでも、この地域の交通体系をどうして

いくか、というところをじっくりご議論いただいて、またご提案い

ただけたらというふうに思います。 

部委員 いちばんお困りの人が、高齢者の交通困難者。病院に行く手段が

ない。多分、健康福祉部の部署にも関係してくると思うが、そこら

と連携しあって、そういう部分でこういう予算がまわせないのかと

思う。本当のニーズはそこだと思う。そこに応える交通政策であっ

てほしいと思う。 
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部委員 介護タクシーは使えないでしょう。介護認定してもらっていない

と。でも、高齢だからちょっとしんどいし。バス停まで歩いて行く

のがしんどいという人も、結構おられると思う。 

事務局 まさにそういった部分をこういう制度を使っていただきながら、

地域の助け合いにあげていただくというのも１つかな、というよう

に思います。 

部委員 本当に走っても、利用者のアンケートを取ったら、乗らないと言

う人も結構出てくると思う。 

事務局 そうですね、もう１つの悩みとしては、必要としている人は必ず

いるのですけれども、全体としてマイカー依存というのが相変わら

ず多く、利用者が減ってきている、そういった必要とされる方の手

段を守るためにも、普段できるだけ公共交通も使っていただくよう

な気持ちを持っていただくと、大変ありがたいです。そちらの啓発

も合わせてやっているような状況ですので、お願いしたいと思いま

す。 

 

 ３．その他 

【質疑応答】 

部委員 冒頭でも申し上げたが、この地域部会の持ち方。いわゆる地域部

会とは何なのだという。資料があって、役割と施策推進の方向が書

いてあるが、こんな年度末のこの時期にやっていていいのか。これ

は、そもそも舐めているのではないか、市は。こんな地域部会とい

っているが、自分たちの仕事を何もしていないのをアリバイ工作し

ているだけのことだ。だから、もっと時期を考えて、この部会で様々

な意見を聞いた中で、これが必要だということを予算なり施策なり

につなげていくということでやるなら、一体いつやればいいんだと

いうことを考えないといけない。ということは、４月から大体予算

編成は１０月までだ。いろいろ検討することを考え、８月、９月ま

でにはやっておかないといけない。それと様々な部会での意見、そ

こで市独自の施策なりを国の制度に乗っかる部分があるかどうか

等、そういったことを検討して新しい年に乗っかってやらないと。

もう、当初予算を今やっている中で、我々が言ったって聞き置くだ

けだ。来年度それがどうなったか、という話もないだろう。だから、

この持ち方でずっとやると言うのなら、もうこんなもの開いてもら

わなくてもいいのではないか。今回少なくとも、先程、部委員さん

から話があったが、去年僕が２月に聞いた時は、フロー図みたいな
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ものがあって、こういうふうに進めていって、３年後にこうなった

から廃止だとか変えるというような、多分これで今進めていると思

うのだが。それであるならば、バスのダイヤ改正は４月だったか。

２９年の。 

事務局 それはいがまちの、前のダイヤ改正のことか。 

部委員 ダイヤ改正というかだが、いつしたか。 

事務局 前は２７年１０月で、去年はしていない。 

部委員 それからしていない。何で。全然変えてなかったのか。上野から

新堂まで、去年に変えますという話だった。 

事務局 上野から新堂は廃止代替バスの柘植線で、新堂駅から上野へ抜け

て行っている。あれはいがまちのバスではない。 

部委員 何を言っている。何を言いたいかというと、いろいろこういうこ

とがあったのでダイヤを変更して、ちょっとルートも変えますとい

うことで、例えば壬生野だったらヤマギシのあそこへ行っていた、

こっちへすぐとかね。そういう状況だったのが、今途中だけど、こ

んな状況だということぐらいは、部会があるのだったら出さないと

いけない。今の途中段階だけど、こういう状況ですと。それで、こ

ういう効果があった、だけどこうなったという説明をして、その中

で、毎年改善できることは改善していくというようなスタイルにし

ていかないとだめじゃないかと思う。だから、何か知らないけど、

市の都合で開催し、ガイドラインができたのでこれ伝達するだけだ

と。こんなやり方では、仕方がない。だから、これは支所が悪いの

か、事務局がそこまでよう言わんないのであれば、支所長さんにし

っかり持ち方をしてもらう。やっぱり地域のこともあるが、施策に

反映してもらわないと。時期とかそんなことを、しっかり考えて取

り組んでもらわないと。こういうやり方だったら、別に呼んでもら

わなくてもいいと僕は思う。 

部委員 まったくその通りです。何で今までのやつと、現在のやつと前の

やつと路線変更をしてということで、それを聞いたわけだ。前のと

きに路線変更のことを聞いていたわけだが。 

事務局 あれについては進捗しておりません。 

部委員 だから、少なくとも、どういう結果・効果が出ているか、出てい

ないとか、その話をある程度出してもらわないといけない。 

言いたいのは、１つは時期の問題。２９年度、あと１ヶ月ちょっ

とだ。２９年の反省だけだったらこれでいいが、これからすること

については、新しい人に引き継いでいかないといけない。というこ
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とで、今、委員さんが言ったみたいに、７月に忙しいかは知らない

が、８月の暑い時期でも構わない、１時間半ぐらい取ってもらって、

そういう協議をするということにしておいたらいいと思う。 

事務局 今おっしゃっていただいたことは、まったくその通りで、今年度

の開催がこんなかたちになってしまって、たいへん申し訳なく思っ

ております。地域運行バスの制度については、これまで昨年度もこ

の部会、ここだけではないのですが、各地域部会や親協議会そうい

ったところで協議してもらって、最終的にこんなかたちになりまし

た。それを各地域代表で来ていただいている方々も多い部会でござ

いますので持ち帰っていただいて、もしご検討いただけるのであれ

ばということで、どちらかというと今回ご報告の場になってしまっ

ています。従前から課題となっております行政バス・廃止代替バス

も含めてですが、その運行改善、またこの地域の交通体系をどうす

るかというようなことの意見交換というかそういった場をもう少

し適切な時に設けていくのは大切なことだと思うので、来年度から

は、そういったことも意識しながら会議の持ち方を考えていきたい

と思います。 

今年度はこんなかたちに、この時期に、部会長・副部会長を決め

るというようなかたちになってしまい、たいへん申し訳なく思いま

す。今日のお話を聞いて、反省してやっていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

部委員 もう１点だけ。私もう１年残っていますけれど、その関係で。前

から言っています提案というか、お願い、要望なのですけれども、

うちで完結するようなやり方でやっています。今言った病院行けな

いとか島ヶ原に来てとかなのですが、要は支所の壁を取った、やっ

ぱり伊賀市は１本ですので、中心へ行けるとか、三重交通があれば

いいけれど、新堂から向こうはありませんので、それから全然ＪＲ

も連絡が。支所の壁を取ったことも提案要請、これがいいだろうと。

いがまちで、こういう方法で上野を目指したらいいだろうと。市民

病院へ行くとか言っていますが、直で行かなくても市駅前で乗り換

えたら１回乗り換えるごとに行けるとか。よけいに地域を不便にし

ているという感じで、やっぱり市の方から申請してほしい。その背

骨になるような交通網を。その場でくるくる回して、ここ病院もあ

るから、スーパーあるから、みんな完結しようと。これ３つの地域

でやっとけということではなくて、やっぱりよその地域もあるの

で、そういうものを。 
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事務局 まさに壁を取っ払った部分というのが、この地域部会の親協議会

の方が全市的に見ている部分というのがあります。部会をなぜ設け

ているかというと、やっぱり地域事情というのはそれぞれ違う部分

もありますので、そこで出てくる課題をすべて全部見るというのが

なかなか難しい部分もありますので、きめ細かく見ていく部分で

は、この部会はやっぱりそれぞれの地域で置くのがふさわしいのか

なと思っているところですが、今おっしゃっていただいた、この地

域からその壁を取っ払って、ここへいくにはどうっていうような議

論はここでもできますので。 

部委員 建設関係は阿山支所にある。ある方が柘植から行政バスに乗って

新堂に行きました。ずっと１時間以上待っているのに、ちっとも乗

り継ぎが来ませんでした。それで、電話したら「もう行きました」

と言われた。行ってないのに、もう行きましたと。要は、全然阿山

の支所管内の接点がない。そういうことが起こっています。実は。

だから、例えば運営の中心に、こっちは線一本なのだから、示して

いただくのがいいかなと考えています。 

部委員 ３０年度の委員の名簿はいつ集約してくれるのか。それを集約し

てくれないと、次へ進めない。 

事務局 区長さん等、４月に替わられて、それをまた報告いただこうと思

っています。充て職であるところのその職が変わられたり、次年度

も今のままであったりとか。 

部委員 ４月から５月にしてもらったら。 

事務局 柘植地域さんは、最初の立ち上げでそういう方が就いていただい

たというだけで、別に会長職にある方が絶対に来てもらわなくては

いけないということではないです。 

部委員 ４月、５月に壬生野から２人出してほしいとか聞いてくるのか。 

事務局 そうですね、支所を通じて、交代ありますかということで、ご案

内の方はさせていただいているかと思いますので、その時に充て職

で交代になるのか、地域としてこの方を継続して参加していただく

のかは、地域によって実状が変わってくるかと思います。 

（以上） 


