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稲葉ルート

桃園ルート
榊原ルート
野村ルート
稲葉ふれあい会館ルート

河芸循環北ルート
・東千里北は道路幅がせまく、乗降に不
向きと思われます。

・所要時間１分の区間というのは非現実
的です。例：支所～ほほえみセンター3
分程度はかかります。
・全体に乗降なしでさえ定刻で回ること
は困難です。
・支所発の時間を例えば00分発や20分
発のようにわかりやすい時間に統一し
てはどうか。

・お客様からの要望
よしだ眼科の前　バス停設置
（千里ヶ丘団地東付近）

・現状の改善（負担軽減）がないのであ
れば、利用促進すべきではないと思いま
す。

・回数券販売は思いの外負担が大きい。
・平成21年度以前、無料運行していた時
から比べますとルートが伸びているにも
かかわらず所要時間は短縮され、その
上回数券の販売も追加されてきていま
す。ひとつひとつはわずかなものといえ
ますが、全体としてずいぶん負担は増し
ていると感じています。

河芸循環南ルート

・遅れを取りもどせるところがどこにもな
い。
・北ルートに比べて踏切が多く、道のせ
まいところも多いので、時間が読めな
い。そのため、支所着から次の発までの
待機時間にもっと余裕がないと調整時
間がない。
・上野旧街道は小中学校の通学路にも
なっています。特に16時過ぎの最終時に

・所要時間１分の区間というのは非現実
的です。例：支所～ほほえみセンター3
分程度はかかります。
・全体に乗降なしでさえ定刻で回ること
は困難です。

・団地内部にある小川園バス停を団地
の外の表通りにできないでしょうか。
・お客様からの要望
よしだ眼科の前　バス停設置

・スライドドアの動きがおそい。またス
イッチを押し続けなければならないため
時間ロスもバカになりません。

・お身体の不自由なお客様がご利用さ
れる場合、どうしても乗り降りに５分以上
かかることがある。

・現状の改善（負担軽減）がないのであ
れば、利用促進すべきではないと思いま
す。

・回数券販売は思いの外負担が大きい。
・平成21年度以前、無料運行していた時
から比べますとルートが伸びているにも
かかわらず所要時間は短縮され、その
上回数券の販売も追加されてきていま

・年末年始は各地区の初集会の時期で
各地の区長さん、会長さん、区長さんに
各ダイヤ時刻表を配布して、このバス
が走っている事をＣＭしてはどうでしょう
か？

バス事業者（運転手）アンケート調査結果について

コミュニティバス

久居

河芸

資料２-１

なっています。特に16時過ぎの最終時に
自転車の下校団と重なることも多く、せ
まい道で雑談しながらの団子状態になり
ます。非常に危険です。思いきって国道
の歩道を通学路としてもらうというのはで
きないでしょうか。

・支所発の時間を例えば00分発や20分
発のようにわかりやすい時間に統一し
てはどうか。

よしだ眼科の前　バス停設置
（千里ヶ丘団地東付近）

時間ロスもバカになりません。 かかることがある。 す。
す。ひとつひとつはわずかなものといえ
ますが、全体としてずいぶん負担は増し
ていると感じています。

芸濃循環河内ルート
芸濃循環雲林院ルート

芸濃循環明ルート
・右ルートの団地南～八幡の間を６分の
ところ、１分に短縮してほしい。

芸濃循環安西ルート

辰水ルート

・湯の瀬11:00発と12:10発をまとめて
11:30位のバスにしたらどうですか？
11:00発ではマキノ医院での時間が短い
のでお客様があわてています。

・中部電力の変電所横を通るのですが、
木枝がすごいので切ってほしいです。
・小学生が乗っていただいていますが、
定期券が見にくいのでもっと期日を見や
すくしてほしい。

長野・高宮ルート

・バス停以外でのところで降ろしてほしい
と言われるので、バスの中にバス停以
外では降車出来ないと掲示してほしい。

・食品が買える所まで、路線が伸びれば
もう少し乗ってもらえると思います。

芸濃

美里
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草生ルート

・朝一番の発車時間を9時～にスタートと
したい。通学、通勤の車輌等の接触を避
けたい。
・地域内での利用の為、8時台のスタート
は不要です。
・一日の運行を午前中の4便として午後
便を廃止する。
※午後の4便は利用しない。

・草生郵便局前を廃止して生水から直
接、岩城へ向かう。
※利用者が全く無く、小学校通学路を通
る為、危険大
※乗客の状態に依ってコースのショート
カットを認める方向へ

明合ルート

・朝の発車時間を9時～にスタートとした
い。通学、通勤の車輌等の接触を避け
たい。
・地域利用が殆どの為、8:00～時台のス
タートは不要。
・一日の運行を午前中にして午後の便
は廃止する。
※但し水曜日学童の送りの為、午後便
を1便追加する！

・田端上野公民館と田端上野北を廃止
する。全く利用見込めず、狭く危険。

安濃ルート

・朝一番の発車時間を9時～にスタートと
したい。通学、通勤の車輌等の接触を避
けたい。地域内での利用の為、8時台の
スタートは不要です。
・一日の運行を午前中の4便として午後
便を廃止する。
※午後の4便は利用しない。

・全く利用されていない大田西、大田橋
南、レインボー安濃を廃止する。今後も
利用の可能性はゼロ。

川合ルート

・フリー降車区間（西川原～ＪＡ川合）の
現在の利用者は1名であり、この区間も
道路が狭小のため、乗降に危険が伴う
ので廃止しては？

・往路10:05発と復路10:44発の間隔が
（マックスバリュで16分、ぎゅうとらで30
分）買物目的の客にとっては短すぎ、復
路11:44発を待つとマックスバリュで1時
間16分、ギュウトラで1時間30分と長いた
め利用しづらいとの声が多い。

・一志郵便局のバス停は道路が狭く、駐
車車両がある場合に乗降が難しいので
移動したほうがよい。
・買物客からの苦情が頻繁に発生する
マックスバリュ及びぎゅうとらに専用駐車
スペースを確保して欲しい。

・乗客の殆どが高齢のため乗り降りがス
ムースに行かず、時間の遅れが出て他
の客がバスが来ないものと勘違いし、支
所へクレームの電話を掛けてくるケース
が多々ある。
・買物荷物の積卸や、手押し車の折りた
たみ・積卸しなどを乗務員に要求される
場合が多く、安全走行上困っている状況
である。
（この事について、最近では丁重にお断

・久居や中川方面の病院に行かれる方
がバスや電車を利用されているが、他
地域のコミュニティバスと連携させ、もう
少し広域的なネットワークを組んではど
うか。

・高齢化が進み１人暮らしのおじいさん、
おばあさん達はコミュニティバスが無くな
れば、私たちは本当困りますと云われる
方が多いです。（現在はほとんどの方）
・同居者（若い方）にはなかなか買物や
病院行きなどが思うように頼めず市のコ
ミュニティバスが続いてくれますようにと
それだけが願いですと・・・・云われる方
が大変多いです。

安濃

一志

・今のバスはステップが高く危ない。補
助ステップの取り付けか、低ステップ車
の導入を。
・料金箱が大きく、重い。もっと簡素な仕
様にして欲しい

・無料、若しくはワンコイン（100円）で全
員同一料金で。
・現在の200円券は往復料金に変更す
る。

（この事について、最近では丁重にお断
りしている状況です。）

が大変多いです。

高岡ルート

・往路9:55発と復路10:45発の間隔が
（マックスバリュで34分、ぎゅうとらで22
分）買物目的の客にとっては短すぎ、復
路11:40発を待つと帰宅が昼食の12時を
過ぎるため利用しづらい。

・関口整形のバス停に県道を挟んで反
対側に停留所の表示（時刻表）が必要で
す。

・久居や松阪・中川方面の病院に行か
れる方がバスや電車を利用されている
が、他地域のコミュニティバスと連携さ
せ、もう少し広域的なネットワークを組
んではどうか。

・高齢者にとって、コミュニティバスは非
常に有難く感謝していますと云われる方
が多いです。
・子供や孫には、なかなか買物や病院行
きなどを思うように頼めず、市のコミュニ
ティバスが永く続くことを望んでいます。

家城ルート

城立・福田山ルート

循環三ヶ野ルート

・「やっと乗り方を覚えたのに変わってし
まって、分からなくなった。」と言う声をき
きます。
・三ヶ野のお客様は不便になったと言う
声をききます。

白山

一志

・バス停の表示の仕方が分かりにくい
のでは？

・回数券の販売の仕方を簡素化してほし
い。（私も私も）と連続する場合が多いの
で運行が遅れます。
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丹生俣ルート
・朝、白山高校から家城駅までの道を白
山高校生が道路いっぱいに広がり何時
も危険で有る

・マックスバリュ17：48を3分遅らせ17：51
位の丹生俣行きにして欲しい。川上線と
同様にＪＲ家城着名松線17：55の対応
（時々3分位は遅れて来ます）
・丹生俣→一志病院着で14:17、16:36が
アクセスが無く榊原温泉口に出られな
い。
・一志病院12:12と14:30と17:57の丹生俣
行きに乗りたくても温泉口駅よりアクセス
が悪すぎる。

・ダイヤ改正では老人にわかりやすい
のにして車内に掲示してください。（この
時間に乗ったらＪＲ、三交バス、白山コ
ミュニティバスと連絡有りとわかりやす
く）

・下之庄地内特に３ｔダンプスピード早く
危険な時も有る。
・工事関係者の方々に地元客を大切に
と伝えて欲しい。（特に老人）
・カーブミラーが欲しい箇所がある。左右
が確認出来ない。

逢坂・飼坂ルート

・杉平から三多気の急勾配の間、現行
所要時間は1分。実際時間は往路2分45
秒復路1分45秒。客が乗車されている場
合、遅れての運行がほとんどですので
取り戻すことが出来ない区間はつらいで
す。
・奥津交差点から上多気交差点間、速
度40㎞走行で6分。６０㎞走行で4分。現
行所要時間は4分。
・上記2例は冬季は凍結箇所です。共に
勾配の急な坂道ですので、安全の為一
考よろしくお願い致します。

・三多気のバス停場所について「中途半
端な位置で、降車後、家まで歩くのが遠
い！せめて300ｍ先の寺迄路線を伸ばし
てほしい。」との意見あり

・夕方、運行から運行迄の時間2時間あ
まり。身体の置く所がありません。ぜひ
共休憩所を設けていただきたいです。

川上ルート
・朝、白山高校から家城駅までの道を白
山高校生が道路いっぱいに広がり何時
も危険で有る

・ＪＲ名松線本体が17：55で家城駅前を
17：57なので2分では乗り換えられない
為、最終のマックスバリュ発17：45を5分
遅らせて欲しい。
・川上発で一志病院着が13:53と16:31で
有るが榊原温泉口へのアクセス（白山コ
ミュニティバス）が無い。
・一志病院から川上行きは12:10と14:10
と17:54で有るが榊原温泉口からのアク
セスが悪い為利用出来ないのが現状で
有る。

・ＪＲとの兼ね合いともあるが美杉の最
高運賃を400円にして欲しい。同じ市内
で苦情もある（ＪＲは家城⇔奥津）320円
です。
・一志病院でターミナル3分位欲しい（川
上⇔マックス）の場合、回数券の発売や
乗降に時間がかかる為

・カーブミラーが欲しい箇所がある。左右
が確認出来ない。
・竹原バイパスに美杉コミュニティは旧道
を入りますと案内板が欲しい、又比津の
バス停付近往復にこの先狭しと看板が
欲しい、土、日、他県車が突っ込んで来
る抑止に役立てたい。

美杉
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・一身田北バス停（三行向）
バス停の前に保育園ができたために停
車帯がなくなった。

・三重会館が終点でも待機する場所が
ないので津駅へ回送している。

・ダイヤで久居駅前15：10竹原行きを、
15：5に早めて欲しい。
理由として、現在竹原着が15：54ですが
ＪＲ名松線代行バス奥津行の竹原着が
15：59の為、乗り換えを希望されますと4
分しか無く、久居の本町通りや丼生地内
での路上駐車があったりした有事では間
に合わせるのに苦労します。
・竹原発8：04久居駅に到着しても中央
病院行きが9：17（8：48着）まで無い。
9時には1便欲しい。

・立町（下り）を10M移動（交差点内まで
後車が入る、交差点と近すぎる）
・的場（下り）を10M移動（川口マックスバ
リューの入り口に近すぎる為他車の動
向で危ない）
・久居、庄村、都すし、奥野泌尿器科辺
りにバス停が置ければ良いと思う

・雨天は特にですが、慢性的久居駅前
のバスレーンに自家用車が入り危険は
何時もあるし駐車車両も多い。
看板やレーンマークの塗り直しもして欲
しい。

名張奥津線
・名張駅13:00発敷津行きを奥津駅まで
延伸してはどうか。

・昼間ダイヤのＪＲとの乗り継ぎ・接続 ・川上口バス停付近が狭い。

・病院へ通院が出来るようなダイヤ接
続見直し、年配の方への意見の集約が
必要では。
・ＪＲとの接続（特に日中ダイヤ）

・国道23号線、伊勢別街道の渋滞が激
しく、折り返し便に間に合わないこともあ
る。（日によっては）（特に三重病院8:13
発）
・高田高校生の通学時間帯は一身田バ
ス停付近の歩行者が多く通行に苦慮す
る（道も狭いため）（ＪＲからの）

廃止代替
亀山椋本線

三行線

多気線

安濃線

津新町大里線
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