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伊賀市地域公共交通の総合的な計画の策定について 

 

                   企画振興部総合政策課 

 

１．概要 

現行の伊賀市交通計画は、平成 26 年度で計画期間を満了するため、現行計 

画を見直し、これに代わる平成 27 年度からの市の交通施策全般の指針となる

伊賀市地域公共交通の総合的な計画を、地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律に基づく法定協議会である伊賀市地域公共交通活性化再生協議会にお

いて策定する。 

策定に当たっては、国における関係制度が現在、改正の過渡期にあることか

ら、法改正等の動きに合わせ、新たな制度の枠組みの中で対応するとともに、

本市における公共交通の現状や各種施策の動向等を踏まえ、地域に適した持続

可能な交通体系の構築に向けた検討、協議を進めていく。 

 

 

２．国の制度見直しの動き 

「交通政策基本法」の制定（H25.12 月公布・施行） 

    国が推進する交通施策についての基本理念を定めたもの。 

 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正（H26.5 月公

布、未施行） 

   ・交通政策基本法の具体化 

   ・本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上のため、

地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通ネ

ットワークを再構築することを国が支援する枠組みづくりを主な目的

とする。 

 ・法定計画名を「地域公共交通連携化計画」から「地域公共交通網形成計

画」に改正。 

 

     

 

 

法改正の趣旨を踏まえ、伊賀市地域公共交通の総合的な計画を

「地域公共交通網形成計画」として策定。 
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３．計画の策定主体について 

伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく法定協議会と

して H26.3.31 に設置。 

・計画策定に関する協議、計画事業の実施、進行管理を行う組織 

・行政、交通事業者、関係団体、住民自治協議会、市民（公募）等、多様 

な主体で構成（委員数 21 名）。また、各支所エリアを単位とする地域部

会を協議会に設置し、市内各地域の交通に係る課題の改善のための施策

について、各地域が主体的に検討、協議し、事業を実施する。 

・法定協議会が計画を策定することで、計画に位置づけた施策に対し、国

の支援（補助金）の活用が可能。 

 

 

４．伊賀市地域公共交通活性化再生協議会設置の経緯 

 ◆伊賀市交通計画協議会（H19設置） 

  「伊賀市交通計画」の策定及びこれに基づくバス、鉄道を含めた地域公共

交通の改善施策等の実施、進行管理 

 

◆伊賀鉄道活性化連携計画協議会（H21設置） 

 伊賀線の活性化再生に目的を特化した「伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画」

の策定及び利用促進施策等の実施、進行管理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・両協議会における施策内容、構成メンバーの重複 

・市内の公共交通のあり方についての検討と具体的な施策を総合的

かつ一体的、効率的に推進する必要性 

 

・両協議会の機能を統合し、伊賀市地域公共交通活性化再生協議会

を設置｡ 

・両計画の一本化 
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５．計画策定業務の内容 

 

 平成 25 年度 

◆伊賀市交通計画策定業務基礎調査 

   市民ニーズからみた市内公共交通の課題を整理することを目的として、

「伊賀市の交通の現状と今後のあり方に関する市民アンケート」を実施。 

 

 平成 26 年度 

◆伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定業務 

１）公共交通関連基礎調査  

公共交通の利用実態を詳細に把握するため、既存の鉄道３路線、バス 19

路線の利用者数、運行経費及び運賃収入等の推移を整理するとともに、利用

実態調査を実施し必要な分析を行う。 

① 伊賀鉄道利用者アンケート及び乗降調査 

全 14 駅の平日１日における伊賀鉄道利用者を対象に、アンケート及び

各駅乗降調査を実施する。 

② バス利用者アンケート及びヒアリング調査 

市内バス路線19路線の平日１日における全利用者（約1,800人を想定）

を対象に、乗降バス停、利用目的、利用頻度等の利用実態を把握するため、

ヒアリング調査を実施するとともに、利用意向、満足度、改善点等を把握

するため、アンケート調査を実施する。 

 

２）伊賀市交通計画の総合評価 

公共交通関連基礎調査及び平成 25 年度に整理した市民アンケート結果

等を踏まえ、伊賀市交通計画の総合評価を以下の視点より実施する。 

① サービス評価（需給バランス、ネットワークの妥当性） 

② 事業評価（利用者数、収支率からみた妥当性） 

③ 政策評価（住民・利用者の満足度からみた妥当性） 

 

３）伊賀市交通計画実現に向けた課題 

公共交通関連基礎調査及び伊賀市交通計画の総合評価を踏まえ、主に公 

共交通ネットワーク形成の観点より、伊賀市交通計画を実現していくにあた

っての課題を整理する。 
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４）伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定 

「伊賀市交通計画実現に向けた課題」を踏まえつつ、「伊賀市交通計画」

と「伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画」を一体化した「伊賀市地域公共交

通の総合的な計画」としてとりまとめる。 

伊賀市地域公共交通の総合的な計画に盛り込むべき事項は、以下のとおり

とする。 

① 伊賀市が目指す都市像 

② 公共交通維持・活性化の基本方針 

③ 計画区域と計画期間 

④ 地域公共交通の目標 

   ⑤ 目標を達成するために行う事業とその実施主体に関する事項 

 

 

５．計画策定スケジュールについて 

別紙 H26 年度伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定業務スケジュール 

のとおり 

  
 

≪※計画期間について≫ 

  次期伊賀市総合計画（H26～）の計画期間との整合を図るため、平成 27～ 

28 年度を第１次計画、平成 29～32 年度を第２次計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

伊賀市総合計画 前期基本計画 

伊賀市都市計画 
マスタープラン 

伊賀市交通計画 １次交通計画 ２次交通計画 

第 2 次 
伊賀鉄道地域公共 
交通総合連携計画 

   

伊賀鉄道連携計画 2 次伊賀鉄 
道連携計画 第 1 次 

都市計画マスタープラン 

次期総計 
第 1 次計画 後期基本計画 

次期総計 
第 2 次計画 

 伊賀市地域公共交通の総合的な計画 
  （合体） 

H19 



■H26年度伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定業務スケジュール

H26.4 5 6 7 8 9 10 11 12 H27.1 2 3

１．公共交通関連基礎調査

１）公共交通の利用実態等の整理

２）伊賀鉄道利用者アンケート及び乗降調査

①調査の企画・実施
調査票設計 印刷・実施・回収

②集計・解析
入力・集計 解析

３）バス利用者アンケート及びヒアリング調査

①調査の企画・実施
調査票設計 印刷・実施・回収

②アンケートの集計・解析
入力・集計 解析

２．伊賀市交通計画の総合評価

①サービス評価

②事業評価

③政策評価

３．伊賀市交通計画実現に向けた課題整理

４．伊賀市地域公共交通に係る総合的な計画の策定

①伊賀市が目指す都市像

②公共交通維持・活性化の基本方針

③計画区域と計画期間

④地域公共交通の目標

⑤目標を達成するために行う事業とその実
施主体に関する事項

５．協議会の開催等 ● ● 　● ● ●

地域懇談会 

上野管内5地区 

支所管内5地区   

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

6/27 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ対応 計画案 
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9 道　上　恵　正 法第６条第２項第３号
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11 廣　瀬　　　 計 〃

12 廣　島　悦　子 〃
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14 伊豆原　浩 二 〃 会長

15 辻　本　勝　久 〃 副会長

16 山　下　隆　道 〃

17 野　田　敏　幸 〃

18 原　田　孝　夫 〃 監事

19 岡　　　久美子 〃

20 川　上　善　幸 〃

21 福　岡　政　憲 〃

オブザーバー
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1

伊賀市地域公共交通活性化再生協議会委員名簿

伊賀市企画振興部長

名　　　称

国土交通省中部運輸局鉄道部計画課

住　　　所

名古屋市中区三の丸２－２－１名古屋合同庁舎第１号館

伊賀鉄道株式会社代表取締役常務鉄道営業部長

伊賀警察署交通課長

三重県地域連携部交通政策課長

学識経験者（愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授）

所属団体及び役職

近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部企画統括部営業企画部長

　伊賀市副市長

　国土交通省中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官

ユニバーサルデザインまちづくりの会「ハートシップ」代表

　西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社亀山鉄道部長

　三重交通株式会社伊賀営業所長

　一般社団法人三重県タクシー協会伊賀支部長

三重県伊賀建設事務所副所長

市民公募委員

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃　　（和歌山大学経済学部教授・副学部長）

　国土交通省中部運輸局企画観光部交通企画課長

布引地域住民自治協議会会長

いが移動送迎連絡会会長


