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大津市、「新たな輸送サービス」実証運行１０月開始 
 

１２月３０日の京都新聞に右の記事が掲載され

ました。これこそ私たちＮＰＯが願って大津市とも

何回も協議を重ねてきた内容です。和邇駅以南

が対象となっていないなど不十分な点はあります

が、大きな前進であることは間違いありません。 

ＮＰＯ会員は、現在正会員・賛助会員合わせ

て８８名ですが、ＮＰＯ設立以来ご支援いただい

たことにあらためて感謝申し上げます。 

【 運行方式の概要 】（予定） 

 ● 事前予約制…タクシー事業者へ申し込む 

 ● 自宅→目的地 また目的地→自宅 の運行 

 ● タクシー事業者の運転手および車両で運行 

 ● 料金は、２００円～５００円程度 

 ● ２０１５年１０月より実証運行（２ヶ年）  

 ● 実証運行中の実績が良好ならば本格運行へ 

 大津市としては初めての試みです。何とか成功さ

せて本格運行へ、また他の交通不便地域への拡

大につながることを期待しています。 

 今回の案は今後さらに具体化されていきます。住

民にとって利用しやすいものになるよう、今後とも私

たちは最大限の努力をしていきます。次号のニュ

ースではさらに詳しく決定されたことがお知らせで

きると思います。この運行が定着するには、多くの

方が繰り返し利用することが必要です。 

 なお、予算を含めた運行方式の詳細は、３月開

催の市地域公共交通活性化協議会で決まります。 

 

 

 

 

 

 

乗り合いの「デマンドタクシー」 

大津で実証運行へ 

 大津市は、市北部の旧志賀町地域で住民の交

通の便を確保するため、来年１０月からデマンド

タクシー（予約制乗り合いタクシー）の実証運行を

始める。２年間実施し、市民ニーズを把握すると

ともに、安全性や効率性などを調査する。 

 旧志賀町地域は大津市内で唯一、大部分でバ

ス路線がない。ＪＲ湖西線の各駅から離れた山手

地域に団地が点在しており、駅までの道路が狭

く、高低差があるところも多い。近年高齢化が進

み、車が運転できなくなってきた住民から、公共

交通を求める声が上がっている、という。 

 実証運行は、ＪＲ和邇駅以北を対象地域とし、

事前予約制とする。利用者の自宅から駅や大型

商業施設、病院など、決まった目的地まで運ぶ。

タクシー会社に運行を委託する予定で、ダイヤや

料金、目的地などは今後、市内の交通事業者や

関係機関などでつくる市地域公共交通活性化協

議会で検討する。市は「実証運行の結果を見て、

市内の他の地域でも運行できるか検討したい」と

している。          (2014.12.30 京都新聞) 
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（参考資料１）    大津市・滋賀運輸支局・近江タクシーとの懇談 （2012年以降） 

2012/04/18 大津市建設部交通・建設監理課と懇談 

2012/06/20 三者協議（大津市交通・建設監理課,滋賀運輸支局）「近江タクシー案」提示される 

2012/07/09 近江タクシー案の意見交換会（大津市交通・建設監理課,滋賀運輸支局,近江タクシー） 

2013/02/01 大津市交通・建設監理課と懇談 

2013/02/04 市長に運営協議会設置再要請書を提出 

2013/03/22 大津市長、運営協議会設置再要請書に対する返書 

2013/03/29 近江タクシー二次案の意見交換会（大津市交通・建設監理課,滋賀運輸支局,近江タクシー） 

2013/07/02  市長との懇談要請 

2013/08/07  大津市建設部交通・建設監理課と懇談 

2013/11/13 大津市長へ『志賀地域における「新たな輸送サービス」計画を求める要望書』提出、 

面談申し入れ 

2013/12/24 大津市副市長および建設部交通・建設監理課と懇談 阪大助教猪井氏同席 

2014/04/02  大津市長との懇談を再々要請 

『志賀地域における「新たな輸送サービス」計画について』 

2014/04/30 市長へ『志賀地域における「新たな輸送サービス」計画についての要望書』を提出 

2014/08/07  大津市建設部交通・建設監理課と懇談 

志賀地域の「新しい交通施策」について 

2014/11/27  大津市建設部交通・建設監理課と懇談 

大津市よりデマンドタクシーについての考え方提示される 

 

＝これまでの経過概要＝ 

 ごく大まかにこれまでの経過を表にすると右のよう

になります。私たちは、どの取り組みも今回の大津市

の提案につながる大事なものであったと考えていま

す。主な取り組みは次の３点です。 

  １．自力で有償運送を実現させるための取り組み 

過疎地有償運送に関しては、徳島県・兵庫県・京

都府への視察、運行管理者講習受講・資格取得、有

償運送の運転手講習受講・資格取得をはじめ、かな

り詳細なプランを立てましたが、大津市はタクシー業

界との合意が得られないことを主な理由として必要な

会議の開催をしませんでした。私たちにとって大変

残念な結果でした。 

 ２．無償運送のおでかけ支援事業の取り組み 

 開始以来３年半、今も走り続けています。利用され

た方は、延べ３，５４５人となりました。今回は紙面の

関係で詳細は省略します。 

 ３．大津市など関係機関と話し合いをする取り組み 

下の参考資料１に２０１２年以降に限って主なものを列挙しました。２０１２年以前には過疎地有償運送に

関して精力的に取り組んでいましたのでもっとたくさんの懇談がありますが、今回は省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民アンケート 

↓ 暮らしの足が必要 

５日間の巡回バス・デマンドタクシーのテスト 

運行（大津市新パワーアップ事業） 

↓ 好評 

ＮＰＯ志賀あしの会設立 

↓ 有償運送ができる組織ができた 

過疎地有償運送を目指す 

↓ 無償運送のおでかけ支援事業開始 

近江タクシー案（タクシーの半額程度で２人 

以上の乗車を前提） 

↓ 話し合いが難航 

大津市によるデマンドタクシー実証運行 

  （２０１５年１０月より） 
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（参考資料２）大津市議会における交通問題に関する質疑（抜粋） 

●岸本典子議員（共産党） 

   2009/02市議会 「交通権の保障について」 

   2009/11市議会 「志賀地域の巡回バス運行について」 

   2010/11市議会 「大津市の交通政策について」 

   2011/02市議会 「志賀地域の施策について」 

   2011/09市議会 「本市における交通対策について」 

   2012/02市議会 「志賀北部地域における交通手段の確保について」 

   2012/12市議会 「公共交通問題について」 

   2013/02市議会 「志賀地域の交通対策について」 

   2013/09市議会 「志賀北部地域の交通対策について」  

   2014/02市議会 「公共交通について」  

   2014/09市議会 「公共交通問題について」  

    2014/12市議会 「交通不便地域における公共交通について」 

●北村正二議員（湖誠会） 

   2014/12市議会 「市長マニフェスト・ロードマップに基づく 

施策展開について」 

●浜奥修利議員（公明党） 

   2014/12市議会 「志賀地域でのデマンドタクシー実証運行について」 

 

大津市との懇談では、何度も市長との懇談を要

請しましたが実現しなかったことは残念でした。しか

し、副市長との懇談が出来ました。ほかに、国の機

関である滋賀運輸支局を交えた懇談、民間事業者

との合意形成を目指した近江タクシー（社長が出席）

との懇談などがあります。 

また、大阪大学助教の猪井先生には講演や助

言をいただき、大津市との懇談にも同席いただきま

した。この場を借りて篤くお礼申し上げます。 

最後に、大津市の審議会、議会との関係につい

ても触れておくと、大津市の公共交通の問題は、

大津市地域公共交通活性化協議会で論議され決

定されています。私たちは日程が事前に把握でき

たすべての会議を傍聴し、意見の陳述もしました。 

また大津市議会では、下の参考資料２にあるよう

に各議員が交通問題について質問をしています。

特に直近の１２月議会では、大津市の具体的な考

え方がはっきりしたため、３名の議員による質疑が

行われました。資料で分かるように５年前より継続

的に取り組まれた岸本議員の努力は特筆しなけれ

ばなりません。住民の切実な要求が市議会で取り

上げられ、住民のための施策が実現していくことを

今後とも望みます。 

そして、10 月からの実証運行が成功して本運行

へ移行できるよう、私たちは努力を続けていきます。

会員のみなさん、今後ともご支援よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事務局 交代しました 

２０１５年１月より事務局員に、 

林正敏が就任しました。よろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ会員限定サービスについて 

◎ おでかけランチ会 

昨秋に３回実施し、好評でした。 

◎ パソコンご援助サービス 

今年度すでに８回ご援助サービスを実施しました。 

パソコンのトラブル、新しいパソコンの購入、プリンターの 

購入、新旧パソコン間のデータ移動などでした。   
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志賀地域デマドンドタクシーへの歩みを振り返って 
 

別掲記事のように、本年 10月から私たちの志賀地域で大津市のデマンドタクシーの実証運行が始まり 

ます。ここまでに至る私たちの取り組みを、駆け足で振り返ってみました。（元事務局長 川島健也） 
 

ふるさとバス・タクシーのテスト運行 

09年秋、この地域で巡回バスとデマンドタクシーの

テスト運行が行われ、どちらも 5 日間ずつの走行でし

たが、「新しい暮らしの足」が欲しいという地域のみな

さんの願いを、初めて目に見える形で示した画期的な

試みでした。 

この事業の成功のために結成された暮らしの足を考

える会（あしの会）は、大津市の補助金に加えて必要

な資金を、会費と地元のみなさんの寄付によって賄う

ことができました。 

NPOの結成と 

「過疎地有償運送」をめざす取り組み 

このテスト運行の成功に励まされ、大津市担当者と

も相談して知恵を絞った結果、持続的な運行にするた

めには、「過疎地有償運送」という国の制度を活用する

しかない、という結論に達し、そのために必要とされ

る特定非営利活動法人であるＮＰＯ志賀あしの会を結

成しました。10年 11月のことです。 

それ以来、専門家のアドバイスも受けながら、難し

い行政手続きをクリアすべく準備を進め、目片・越両

市政の担当者との交渉を重ねてきましたが、タクシー

事業者との共存・共栄という条件は厳しく、一歩も前

へ進めない状態が続いていました。 

おでかけ支援事業 

「過疎地有償運送」への道が見通せないなか、私た

ちＮＰＯは、11年 6月におでかけ支援事業を始めまし

た。会員有志がマイカーに希望者を乗せて送迎活動を

行う、全くのボランティア活動。受付スタッフもすべ

て手弁当です。日々の暮らしの足に困っている地域の

方々を、これ以上放っておくわけにはいかないという、

やむにやまれぬ気持からでした。ガソリン代実費だけ

は利用者から頂いても構わない、という国の方針がせ

めてもの救いでした。 

それ以来 3 年半、雨の日も風の日も運行を続け、利

用された方は延べ 3,545人、運行回数は 2,663回を超

えました。参加した運転手・スタッフは 17人です。こ

の間、運行曜日と時間、受付方法などにもいろいろ工

夫を加え、現在に至っています。 

この中で、運転手と利用者の心温まる交流のエピソ

ードや裏話がいくつも生まれました。このたゆまない

努力と実績がＮＰＯの信用を高め、熱い心が行政を動

かす力にもなったと思います。 

越市長の「デマンドタクシー」公約から 

「新たな輸送サービス」へ 

12年 1月の選挙で大津市長に当選した越氏は、私た

ちの公開質問に答える形でデマンドタクシーなどの交

通政策を公約に掲げていました。しかし、その実現に

向けて着々と具体化が進んだわけではなく、やはり、

大津市との粘り強い話し合いを続けることが必要でし

た。 

そして、その活路を切り開いたのは、ＮＰＯ会員で

もある地元選出の岸本市会議員の議会質問でした。大

津市は、12 年 12 月議会で、交通不便地域での「新た

な輸送サービス」の実施計画を発表。実証運行は 14年

4 月から、運行開始は翌 15 年 4 月からとしたのです。 

そして、その後の曲折を経て計画は遅れましたが、

15年 10月からの実証運行が本決まりとなりました。 

10月から、この志賀地域に実証運行のデマンドタク

シーが走ることは確定的ですが、これは運動のゴール

ではなく、ひとつの通過点であり、新段階のスタート

に過ぎません。これからも、私たちＮＰＯと地元のみ

なさんの声が、より良い運行方式を作り上げていき、

みなさんに便利がられ、愛されるデマンドタクシーへ

と成長していくことを願っています。 

 

 


