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１．伊賀線の歴史と伊賀鉄道株式会社の設立経緯 

  伊賀線は、大正５年に伊賀軌道㈱により伊賀上野～上野町（現：上野市）間を

開業、昭和４年に現在の近畿日本鉄道㈱の前身である大阪電気軌道㈱と合併し、

以後、近畿日本鉄道㈱伊賀線として、市民の重要な交通手段として地域に貢献し

てきました。 

しかしながら、沿線を含めた地域の少子高齢化、クルマ社会の進展等により、

輸送人員は減少を続け、昭和４１年度に年間約 414万人であったものが、平成１

８年度には約 220万人にまで減少しました。 

この状況を改善すべく、当時の経営主体である近畿日本鉄道㈱において、ワン

マン運転の実施や駅の無人化等の経営合理化を進め、車両の冷房化やペイント列

車の導入などのサービス改善、増収対策に取り組んできましたが、抜本的な改善

には至りませんでした。 

輸送人員の減少は収支の悪化を招き、平成１６年３月に近畿日本鉄道㈱から、

従来どおりの経営維持が困難であるとの申し出がなされました。 

これを受けて、地域として将来にわたって伊賀線の維持存続が必要であるとの

判断から、利用者、鉄道事業者及び行政がその方策を模索した結果、近畿日本鉄

道㈱が第３種鉄道事業者として、線路設備や駅、車両等を保有し、列車運行等の

運営は、伊賀市と近畿日本鉄道㈱が出資して新たに設立する伊賀鉄道株式会社が

第２種鉄道事業者として担う上下分離方式により維持存続することになり、現在

に至っています。 

 

【伊賀鉄道株式会社の概要】 
 
設立：平成 19年 3月 26日 第２種鉄道事業許可：平成 19年 6月 27日 
運行開始：平成 19年 10月 1日 
資本金：50,000千円（近鉄 98％、伊賀市 2％） 
従業員数：28名、その他臨時従業員数 19名（平成 26年 3月末現在） 

 
《営業概要》 

区間：伊賀上野駅～伊賀神戸駅（16.6ｋｍ） 駅数：14駅 
車両数：5編成 10両 
路線延長等：伊賀神戸～上野市～伊賀上野 全線単線電化、軌間 1,067mm 
運賃（平成 26年 4月 1日改定）：普通 上野市⇔伊賀神戸 360円 

                     上野市⇔伊賀上野 260円 
                  定期 普通運賃×30日（往復）×割引率 
             ※定期券の割引率（1ヶ月）通勤約 38％ 通学約 70％ 
《運行状況》 

〈平成 26年 9月 21日ダイヤ変更後〉 
運行本数：上野市⇔伊賀神戸 平日上下各 35本 土休日上下各 34本 

上野市⇔伊賀上野 平日上下各 23本 土休日上下各 22本 
合 計 平日 116本    土休日 112本 

運行時間：【上野市発】  伊賀神戸行 始発 5：35 終電 22：18 
（平日）         伊賀上野行 始発 6：00 終電 21：50 

【伊賀神戸発】  上野市行 始発 6：07 終電 23：03 
【伊賀上野発】  上野市行 始発 6：12 終電 22：03 

資料１ 
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２．伊賀鉄道を支える仕組み 

伊賀線のインフラ部分は、線路設備等の保守の継続性や効率性を勘案し、旧事

業者である近畿日本鉄道㈱の保有となっています。 

伊賀鉄道㈱が設立され、新たな体制で運営する際に、将来も持続的な運営が出

来るよう、運賃改定や更なる経営合理化を進めるとともに、伊賀鉄道㈱の運営赤

字に対しては、平成２８年度までを期限として伊賀市と近畿日本鉄道㈱が支援す

ることで収支均衡させるスキームとしています。 

伊賀市の支援額については、年額 60,000 千円若しくは当該年度の赤字額から

資本費を除いた額の２分の１のいずれか少ない額、近畿日本鉄道㈱の支援額は、

毎年度発生する赤字額から伊賀市の支援額及び伊賀市名張市広域行政事務組合

が別途交付する補助額を除いた額としています。（伊賀市名張市広域行政事務組

合からの補助金は、平成２２年度で終了） 

なお、平成２９年度以降の支援については、伊賀市、近畿日本鉄道㈱、伊賀鉄

道㈱が平成２８年度までの収支等を踏まえて協議を行うこととなっています。 

 

３．伊賀線の活性化に向けたこれまでの取組み 

（1）伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画の策定と利用促進策等 

平成２１年３月に伊賀線の活性化と再生を目的とした「伊賀鉄道地域公共交通

総合連携計画」（H21～H24）を策定し、定期外利用者や通勤定期利用者の増加を

図り、伊賀鉄道㈱の運行を持続可能なものとすべく、国からの補助（事業費の 1/2、

H21～H23）を受けながら伊賀鉄道㈱及び伊賀市が事業主体となって利用促進や利

便性向上のための事業（連携計画事業）に取り組んできました。 

この事業の成果としては、車両や駅の魅力づくりに努めることで、鉄道そのも

のの魅力が高まり、市内外へのアピールも功を奏し、忍者列車乗車を組み込んだ

ツアーの実施やイベント等の参加者の誘客につながるなど、伊賀線そのものが地

域の公共財としての価値に加えて、観光資源としての価値も見直されました。 

また、これらの事業を契機として、地域でのイベントと連携した取り組みや伊

賀鉄道友の会などのサポーター組織による活性化の取り組みも進んできたこと

から、伊賀線の活性化と共に地域の活性化にも一定の貢献をしていることを踏ま

え、平成２５年度からは「第２次伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画」を策定し、

引き続き、活性化と再生のための事業に取り組んでいます。 

（平成２７年度からは、現行の伊賀市交通計画と伊賀鉄道地域公共交通総合連

携計画を統合した、新たな総合的な交通施策の指針となる「伊賀市地域公共交通

網形成計画」において取り組む予定です。） 

市独自の利用促進策としては、伊賀鉄道団体利用促進補助制度を設け、伊賀市

内の学校等、学校等のＰＴＡ、学校等の子ども会組織、自治会、及び住民自治協

議会を対象に、その園児、児童及び生徒が遠足などの行事に伊賀線を団体利用す

る際に、運賃の２分の１を補助しています。平成２５年度は、38団体から申請が

あり、1,636人に利用いただいたところです。 
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（2）車両更新事業支援 

伊賀線では、近畿日本鉄道時代に導入された昭和３６年製造の車両を、伊賀鉄

道㈱へ経営移管後も近畿日本鉄道㈱から借り受ける形で使用してきましたが、経

年５０年を超え老朽化が著しいことから、サービス改善と保安度の向上のため、

平成２１年度から平成２３年度までの３年間の計画で、国の補助制度を活用し、

三重県、伊賀市の協調補助のもと、老朽車両６編成１２両を廃車し、５編成１０

両を買い入れ、ワンマン仕様化などの更新改造の上、順次更新を行いました。 

なお、新たに導入された車両は、伊賀鉄道㈱の所有車両となっています。 

 

（3）自動列車停止装置（ＡＴＳ）更新支援 

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の改正により、自動列車停止装置

（ＡＴＳ：Automatic Train Stop）の仕様が新たに強化されたことを受け、伊賀

線の線区規模では具体的な整備期限は定められていませんが、「他の安全施策も

含めた中で計画的に措置する」こととされており、計画的に実施する必要がある

ことから、新たなＡＴＳの更新について、地上子は平成２５年度に近畿日本鉄道

㈱が整備し、車上子は伊賀鉄道㈱において、平成２５年度から２７年度までの３

ヵ年で、国の補助制度を活用し、三重県、伊賀市の協調補助のもと、新型ＡＴＳ

及び運転状況記録装置を全ての車両へ整備を進めているところです。 

 

（4）車両定期検査費用への支援 

平成２１年度から順次導入した新車両について、国土交通省令で定める４年毎

の定期検査を、平成２５年度（２編成４両）、平成２６年度（２編成４両）、平成

２７年度（１編成２両）の順で実施する必要があることから、伊賀鉄道㈱におい

てはこれに要する費用をＡＴＳ更新事業と同様に、国の補助制度を活用し、三重

県・伊賀市の協調補助のもと、新車両の定期検査を実施することとしています。 

 ※市からの補助は運営補助金（H25年度：60,000千円）に含まれています。 

 

 

４．現状と課題 

輸送人員の減少と輸送構造の改革 

 近畿日本鉄道㈱が運営していた平成１８年度に約220万人であった年間輸送人

員は、伊賀鉄道㈱の運営となった平成２０年度は、約 204万人に減少し、以後も

減少傾向が続いています。 

伊賀線の輸送構造の特徴としては利用者の約 60％が通学利用であり、特に伊賀

市及び名張市内の高校への通学生が柱となっています。しかし、少子化及び沿線

県立高校の統合及び定員減や市内中学校の統合再編により通学生が減少し、今後

も減少することが予想されます。 

これまで伊賀鉄道㈱が行ってきた経営の合理化努力を超えて収支はさらに悪

化する可能性が見込まれることから、今後、定期外の利用者や通勤定期利用者を

増やし、通学定期利用者に頼らない輸送構造に変えていくことが喫緊の課題とな

っています。 
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５．平成２９年度以降の体制構築に向けた勉強会 

  伊賀鉄道㈱の運営については、平成２８年度まで近畿日本鉄道㈱及び伊賀市の

支援により収支均衡させるスキームとなっていますが、平成２９年度以降につい

ては、これまでの収支の状況を踏まえ検討する必要があることから、平成２５年

度より近畿日本鉄道㈱、伊賀鉄道㈱、三重県、伊賀市の４者での勉強会をこれま

で７回実施してきました。 

  近畿日本鉄道㈱からは、収支の改善が今後も見込めないことから、平成２９年

度以降については、これまでと同様のスキームでの支援はできないことが示され

たため、鉄道として維持存続していく場合やバス転換する場合など、他の地方鉄

道の事例などを踏まえて検討を続けています。 

市としては、単に収支が悪いから廃線にするというのではなく、伊賀線が地域

振興や伊賀市のまちづくりに欠かせない貴重なインフラであるという認識のも

と、伊賀線を鉄道として存続させていきたい考えを勉強会の中で示し、最善の体

制を模索しているところですが、平成２９年度まで残り２年半を切り、方向性を

まとめていく必要があります。 

 

《これまでの勉強会の内容》 

第 1回 

Ｈ25.8.27 

・伊賀鉄道の現状について 

・地方鉄道の現状について 

・今後の勉強会の進め方について 

第 2回 

Ｈ25.10.1 
・公有民営化スキーム(案)について 

第 3回 

Ｈ25.12.20 

・地方鉄道の収支状況について(伊賀鉄道との比較) 

・公有民営化スキーム(案)について 

第 4回 

Ｈ26.5.15 

・バス転換した場合のシミュレーションについて 

 (現行スキーム、公有民営方式との比較検討) 

第 5回 

Ｈ26.8.6 
・平成 29年度以降体制の市の方向性について 

第 6回 

Ｈ.26.10.8 

・平成 29 年度以降体制(公有民営化)に向けた今後のスケジ

ュール(案)について 

第 7回 

Ｈ.26.11.21 
・公有民営化後１０年間の収支試算について 
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 《バス転換した場合のシミュレーション》 

  シミュレーションでは、運賃を三重交通路線バスの水準をもとに改定（伊賀鉄

道現行運賃の６割増）し、逸走率を 20％と推定して試算した場合、経常損益は鉄

道を存続する場合より赤字が圧縮されており、バス車両の減価償却が５年で終了

することから、６年目以降は更なる収支改善が期待されます。 

しかし、初期投資として、バス車両（２０台）の購入に加え、バス乗降場の整

備、バス車庫の整備などの費用が必要となることや、利用者にとっては、運賃が

大幅に高くなることで、これまでに比べて出費が多くなることが見込まれること

から、特に通学定期券購入にかかる家庭での経済負担も大きくなることが予想さ

れます。 

また、通勤、通学時間帯での大量輸送への対応にも課題があります。鉄道１便

で約 200人を輸送する場合では、バスで輸送するとなると４便程度が必要であり、

特に朝のラッシュ時に上下線合わせて約 1,000人の高校生をバスで輸送するとな

ると乗継時での発着時間に差が生じることや短時間に多数のバスが道路を通行

することによる新たな交通渋滞の発生などが予想されます。併せて、交通渋滞や

天候などによる道路状況などを考えると鉄道が持つ定時性や安全性の確保が難

しくなります。その他、国道４２２号線から伊賀神戸駅までのアクセス方法、災

害等による道路通行止時の対応等が課題として考えられます。 

 

 《公有民営方式のシミュレーション》 

  鉄道として維持存続する手法としての公有民営方式は、現在、近畿日本鉄道㈱

が保有している鉄道施設及び伊賀鉄道㈱が保有している車両を市に譲渡される

ことで市が第３種鉄道事業者となり、市はこれらを第２種鉄道事業者である伊賀

鉄道㈱に無償貸与して運行するものです。 

国から鉄道事業再構築実施計画の認定を受けることで、鉄道施設や車両の更新、

維持管理費に対し、近畿日本鉄道㈱が第３種鉄道事業者としては受けられなかっ

た国からの補助や県からの協調補助が期待できること、また減価償却費や諸税の

軽減等のメリットがあり、現行スキームより収支改善が期待できます。 

しかしながら、事業構造を変更したことで伊賀線を運営する伊賀鉄道㈱の赤字

が払拭されるものではなく、第３種鉄道事業者となる伊賀市の鉄道施設等の維持

管理に要する経費は一定必要であり、伊賀市の拠出額を削減するためには、更な

る利用促進等を図り、利用者の増加により伊賀鉄道㈱の経常損益の改善を図り、

伊賀市の拠出額を削減していくことが必要不可欠であると考えています。 

公有民営方式に向けては、今後、施設譲渡の方法や条件等を近畿日本鉄道㈱及

び伊賀鉄道㈱と協議することが必要となりますが、近畿日本鉄道㈱からは、平成

２９年度までの再構築実施計画の策定や鉄道事業者の変更手続きなどを踏まえ

たスケジュールを考慮し、今年度中に近畿日本鉄道㈱、伊賀鉄道㈱、市の３者に

よる公有民営方式に向けた基本合意（確認書）の締結が必要とされています。 
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６．平成２９年度以降の伊賀鉄道伊賀線の方向性 

伊賀線は、ＪＲ関西本線、近鉄大阪線を繋ぐ重要な鉄道路線であり、広域交流を

含む伊賀地域住民の移動手段として、また公共交通機関の軸として、これまで１世

紀近くに渡り、運行してきました。中でも、現在、利用者の７割超が通勤、通学利

用であり、地域生活にとって必要不可欠な鉄道です。少子化やモータリゼーション

の急激な進展により、利用者は減少傾向にありますが、大量輸送を可能とし、安全

性や確実性が高い鉄道は貴重な社会的インフラとして活躍しています。また、鉄道

は災害や積雪時の道路輸送の代替としての役割も担っています。 

市としては、伊賀線が運行することで観光や地域振興の活性化に繋がることが期

待されます。ＪＲ関西本線や近鉄大阪線から観光客を繋ぐツールとして、また、そ

れぞれの線区の活性化や広域交流による地域の経済や産業の活性化が市全体への

効果として期待されることから、伊賀線が今後の伊賀市のまちづくりに欠かすこと

の出来ない存在であり、鉄道としての維持存続が必要と考えています。 

伊賀線の事業構造を変更し、伊賀市が第３種鉄道事業者になることだけでは、抜

本的な改善には至りません。このまま無策のままでは、ポテンシャルを活かしたま

ちづくりに欠かせない伊賀線の将来はないと言っても過言ではありません。 

市民、地域、伊賀鉄道㈱や近畿日本鉄道㈱などの交通事業者、地域の産業や経済

を支える企業や団体などとの連携のもと、伊賀線が地域に存在する価値を再認識し、

これまでの取り組みに加えて、通勤、通学の利用だけでなく、観光施策と連携した

誘客や地域との協働などによるバス交通との連携といった利用促進を図ることな

どや、まちづくりと連携した新駅設置の検討などにより新たな需要を見出すことが

重要であり、経営改善努力や利便性、利用促進を踏まえた運賃体系などを検討して

いく中で、今後も伊賀地域の基幹交通としての役割を担っていくべき存在であると

考えています。 
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伊賀鉄道の輸送人員と収支状況

≪輸送人員≫ （単位：千人）

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ25/Ｈ20比較

定期外 450 460 439 425 416 418 △7.1％

通勤定期 311 295 278 262 257 255 △18.0％

通学定期 1,281 1,153 1,110 1,034 964 962 △24.9％

合　計 2,042 1,908 1,828 1,722 1,638 1,635 △19.9％

≪収支状況≫ （単位：百万円）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ25/Ｈ20比較

営業収益　計　（ａ） 289 274 259 251 244 254 △12.1％

　定期外収入 115 110 106 103 101 101 △12.2％

　通勤定期収入 54 53 49 48 48 47 △13.0％

　通学定期収入 112 101 97 90 85 83 △25..9％

　運輸雑収 6 8 6 8 9 20 233.3％

営業費用　計　（ｂ） 597 576 579 521 514 570 △4.5％

営業損失　 （ａ-ｂ） △ 308 △ 301 △ 319 △ 269 △ 270 △ 316 ―

※車両定期検査への補助金13を含む。

≪利用促進に向けた平成２５年度の主な取組み実績≫

平成２５年４月　　 菜の花列車　約８０名乗車

５月　　 伊賀線まつり　約２，２００名来場

NINJAフェスタ協賛　高校生アテンダント、忍者衣装での無料乗車

６月　　 メナード青山リゾートとのタイアップ「アロマ＆フラワートレイン」（一般列車）

８月　　 伊賀焼風鈴列車（一般列車）

花火鑑賞列車　６６名乗車

伊賀流忍者修行列車　約４０名乗車

９月　　 お月見列車　約３００名乗車

１０月　　 メナード青山リゾートとのタイアップ「セージトレイン」（一般列車）

１２月　　 上野市駅・西大手駅クリスマスイルミネーション設置

クリスマスコンサートat上野市駅前広場　約３００名来場

３月　　 伊賀ＦＣくノ一応援列車運行

通年　　 ギャラリー列車運行　のべ３７団体１，１９３枚掲出

（市内保育所等の園児の絵画展示、「奥の細道トレイン」、「おひなさん列車」、

　「学生写真展トレイン」）

電車の乗り方教室実施　８団体２２７名参加

その他　　 硬券乗車券セット、忍者列車ソーラーライト、かたやきっぷ発売

※ 
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活力ある都市活動、観光振興

地域公共交通の活性化・再生の必要性

住民の足の確保、ユニバーサル社会の実現 環境問題等への対応

地域公共交通総合連携計画

海上運送高度化事業
（海上運送サービス

の改善）

乗継円滑化事業
（乗り継ぎの改善）

鉄道再生事業
（地方鉄道の再生）

軌道運送高度化事業

（ＬＲＴの整備）
道路運送高度化事業
（ＢＲＴの整備）

（オムニバスタウンの推進）

鉄道事業再構築事業鉄道事業再構築事業
－地方鉄道の再構築による

輸送の維持－

法 律 上 の 特 例 措 置

地域公共交通特定事業

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画

地域公共交通活性化・再生法スキーム概要

連携計画に特定事業を定めた場合は、当該事業の実施計画を策定

国国 土土 交交 通通 大大 臣臣 にに よよ るる 計計 画画 のの 認認 定定 （鉄道再生事業のみ届出）

・ＬＲＴ整備に関する軌
道事業の上下分離制
度の導入
・ＬＲＴ車両購入費等に
ついて自治体助成部
分の起債対象化等

地域公共交通総合事業

・計画認定による事業許
可等のみなし取得
・ＢＲＴの車両購入費、オ
ムニバスタウン計画に
基づく施設整備事業等
について自治体助成部
分の起債対象化等

・計画認定による事業
許可等のみなし取得

・計画認定による事業計
画変更認可等のみなし
取得
・運行計画を事後届出制
に緩和
・共通乗車船券に係る一

括届出化

・ 計画認定による事業許可等の

みなし取得
・ 公有民営」方式の上下分離に

ついて、事業許可基準のうち
事業採算性等に係るものを
適用しない特例

・鉄道再生実施計画
作成のための廃止
予定日の延期等

・地域のバス交通の活性化や、地方
鉄道の活性化等による地域住民や
観光客のための公共交通サービス
の改善
・地域による利用促進活動 等

総合事業計画を策定

・計画策定経費支援（定額）

・総合事業計画に基づく事業

について、１／２補助（政令

市では１／３）

補助金による支援

市町村 公共交通事業者 道路管理者 住民港湾管理者 公安委員会 等

協議会

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律における再構築事業の位置付け

＋ 補助予算、地方財政措置
等の総合的パッケージに
よる支援措置



上下分離の例

新設３セク新設３セク

（賃貸）

既存事業者既存事業者

既存事業者既存事業者

（賃貸）

新設３セク等新設３セク等

運 行

鉄道施設保有

土地保有

運 行

鉄道施設保有

土地保有

既存事業者既存事業者

重要な資産の
譲渡の例

自治体自治体

（無償貸与）

運 行

鉄道施設保有

土地保有

既存事業者既存事業者

公有民営の例

（無償貸与）

自治体自治体
((３種事業者３種事業者))

土地保有

運 行

鉄道施設保有

鉄道事業再構築事業

○ 市町村等と鉄道事業者が共同で計画を作成し、実施

○ 継続が困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象

経営の改善

市町村等の支援

事業構造の変更

例： 上下分離

＋

内容 目的

当該路線における
輸送の維持

国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
計
画
の
認
定

特例措置
１．鉄道事業法の許可等を受けなければならないもの
等について、計画の認定により一括で許可等を受け
たものとみなす等の特例

２．現行の鉄道事業法では実施できない「公有民営」
方式の上下分離（※）について、同法における事
業許可基準のうち事業採算性等に係るものを適用
しないことにより、その実施を可能とする特例

（※）地方公共団体が鉄道線路を保有し、これを運行
事業者に無償で使用させるもの

新設３セク新設３セク

（事業譲渡）

既存事業者既存事業者

鉄道施設保有

運 行

運 行

鉄道施設保有

土地保有

事業譲渡の例

土地保有

鉄道事業再構築事業の概要

事業構造の変更の
実施パターン

福井鉄道のケース福井鉄道のケース

鉄道設備整備に対する「鉄道軌道輸送高度化事業
費補助金」や「地域公共交通活性化・再生総合事業費
補助」等の予算、税制特例、地方財政措置等を含む
総合的なパッケージにより重点的に支援。

支援措置



福井鉄道の鉄道事業再構築事業の概要福井鉄道の鉄道事業再構築事業の概要

再構築事業実施スキーム
（計画期間：１０年間 平成２１年３月～３０年３月）

福井県福井県福井県

鉄道用地の
無償貸付

福井鉄道
（一種鉄道事業者）

福井鉄道福井鉄道
（一種鉄道事業者）（一種鉄道事業者）

運 行

車両保有

インフラ保有

維持管理

福井市、鯖江市、越前市
（沿線３市）

福井市、鯖江市、越前市福井市、鯖江市、越前市
（沿線３市）（沿線３市）

土地保有

維持修繕費用及び
関連経費を補助
(１０年間：１２億円)

設備投資費用を補助
(１０年間：３１億円)
※県：２１億円、国：１０億円

国国国協議会協議会協議会

活性化・再生総合事業費補助

輸送高度化事業費補助等

鉄道用地を
有償譲渡

■輸送人員は利用促進策により、年間
２００万人台に増加。（１９年度：１６１万人）

■鉄道事業収支は、増収・経費減により

収支の均衡が図られ、将来にわたり
安全・安定した運行を継続。

平成２９年度（計画最終年度）

具体的施策と効果

■安全対策の強化
◇設備投資の充実〔１０年間：３１億円〕
◇維持修繕の充実〔１０年間：１２億円〕

■営業の強化とソフト面での利便性向上
◇運賃全般の見直し
・企画乗車券の充実、高齢者割引制度の導入、
運賃体系の見直し

◇地域との連携
・沿線サポート団体等との連携強化、地域イベントとの
連携強化、「カー･セーブデー」の推進、法人利用の促進

◇利便性向上
・終電の繰り下げ、急行運行の見直し

◇サービス向上
・接客サービスの向上、設備（駅・車両）改善

■ハード面での利便性向上
◇駅の新設〔４駅〕
◇ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ駐車場の新増設 等
〔約２７０台：１０駅〕

鉄道用地取得費
の一部を補助

地域の連携地域の連携
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国 

三重県 

伊賀鉄道㈱ 

伊賀市 

近畿日本鉄道㈱ 

 

（第２種鉄道事業者） 

・車両設備投資補助 

・車両維持管理補助 

・施設設備投資補助 

・施設維持管理補助 

運  行 

（第３種鉄道事業者） 

車両保有 

車両維持管理 

施設維持管理 

施設・用地の 

保有又は借用 

車両 

譲渡 
鉄道用地 

鉄道施設 

車両の 

無償貸与 鉄
道
用
地
・
鉄
道
施
設
の
譲
渡
又
は
貸
与 

公有民営化スキーム（案） 
近鉄が所有する鉄道用地・施設を伊賀市に譲渡又は貸与、また伊賀鉄道が所有する車

両を伊賀市に譲渡し、伊賀市はそれらを無償で伊賀鉄道に貸与する。 



 1／8市政運営会議　資料

公有民営化に向けた今後のスケジュール（案）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

伊賀鉄道


(第２種鉄道事業者）

伊賀市

（第３種鉄道事業者）

※鉄道施設条例：自治体が鉄道施設を所有すること、また、それを無償で貸し付けることなどを定める条例

平成２９年度

近鉄

平成２８年度平成２６年度 平成２７年度

伊賀市
地域公共交通

活性化再生協議会

確
 
認
 
書
 
の
 
締
 
結

 

 

●
再
構
築
実
施
計
画

 

国
へ
の
申
請

 

新
体
制
で
の
運
営
ス
タ
ー
ト

 

国
に
よ
る

 

鉄
道
事
業
者
の
認
定

 

 

 

分
離
工
事

 

 
※
時
期
未
定

 

資
産
譲
渡

 

資
産
譲
渡
契
約
締
結

 

条件面の協議 

鉄道事業再構築実施計画の策定 

地域公共交通網 

形成計画策定 

（Ｈ２７～Ｈ３２） 

●鉄道施設 

    条例上程 
●鉄道施設条例施行 

地域公共交通網 

形成計画見直し（見直し） 

（Ｈ２９～Ｈ３２） 

地域公共交通網形成計画 一次 地域公共交通網形成計画 二次 

●
形
成
計
画
 
国
へ
送
付

 

●
形
成
計
画(

見
直
し
版
）
 
 

 
 
 
 
国
へ
送
付

 

現確認書の期限 

資
産
譲
渡
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公有民営化収支シミュレーション(案)
　

２種側（伊賀鉄道）収支
（単位：百万円）

初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

254 236 210 206 202 198 194 190 186 182 179 176 1,923

570 521 290 297 296 296 296 296 296 296 296 296 2,955

△ 316 △285 △ 80 △ 91 △ 94 △ 98 △ 102 △ 106 △ 110 △ 114 △ 117 △ 120 △ 1,032

※営業外収益、費用は１百万円未満のため考慮せず

228 189 ３種側（伊賀市）費用

14 12 343 193 216 197 166 152 155 151 151 146 1,870

242 201 48 48 33 20 49 53 34 20 50 54 409

負担金額 391 241 249 217 215 205 189 171 201 200 2,279

256 225

60 60 471 332 343 315 317 311 299 285 318 320 3,311

316 285

施設関係国庫補助
(国・県補助分） 118 46 59 47 30 27 27 27 27 24 432

車両関係国庫補助
(国・県補助分）

16 16 8 0 16 16 8 0 16 16 112

134 62 67 47 46 43 35 27 43 40 544

・補助金については、国から1/3、三重県からの1/6の額を見込み、計1/2で計算

68 66 337 270 276 268 271 268 264 258 275 280 2,767

※平成２８年度に分離工事　２０５百万円発生

 （変電所新設、信号関係切離等）

現行体制 公　　有　　民　　営　

H25 H26　(予算） Ｈ２９～Ｈ３８計

近鉄負担額

　３種側費用計　②

収入
(運賃・運輸雑収）

収入
(運賃・運輸雑収）

費用
（人件費・償却費・動力費・諸税等）

費用
（人件費・動力費等）

経常損益 　経常損益　①

線路使用料

車両保守業務料

合計

施設関係費用

車両関係費用

伊賀市最終拠出額
最終拠出額
②－①－③

伊賀市負担額

赤字補填計

拠出額合計
②－①

・伊賀市から負担金とは別にATS更新補助分として、
　平成２５年度は８百万円、２６年度は６百万円を支出

補助金

　補助金計　③

費用のうち、使用料関係 

定期検査分 

３種鉄道事業者が近鉄でなくなることで受領可能 

安全に関する施設の維持・更新 
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バス代替収支シミュレーション（案）

（単位：百万円）

初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

H29 H30 H31 H32 H33 H34

旅客収入 258 253 248 242 238 232 逸走率２０％、以降年間２％ずつ減少

収入　計 258 253 248 242 238 232
人件費 187 187 187 187 187 187 要員：３８名（運転士３３名、ほか整備士、事務職員等）

車両修繕費 25 25 25 25 25 25

減価償却費 100 100 100 100 100 0 バス車両　5年定額法で償却

燃料油脂費 36 36 36 36 36 36

一般管理費 14 14 14 14 14 14

その他経費 29 14 14 14 14 14 車両取得税ほか

金融費用 15 12 9 6 3 0 車両購入費調達コスト

費用　計 406 388 385 382 379 276

-148 -135 -137 -140 -141 -44

備考

経常損益

収入

費用

 
 

運    賃：バス会社水準 
   伊賀神戸－上野市運賃（Ｈ26.4時点） 

 
 
 
 

  ※定期券は年間 

 

逸    走   率：20％と仮定 

車    両：ノンステップバス20台 

走行ルート：主に国道422号線沿い 

      （現在の鉄道駅の最寄に停留所を設置） 
 

 上野市－伊賀上野間 

    平日 １日45本程度（現行並み） 

    土休日 １日45本程度（現行並み） 

   

 上野市－伊賀神戸間  

    平日 １日120本程度 

          朝・夕ラッシュ時増便 

          （朝 15本程度／時 昼間は現行並み） 

    土休日 １日70本程度（現行並み） 

現行（鉄道） バス

片　道 360円 570円

通　勤 144,620円 271,920円

通　学 70,000円 108,000円

前提条件 

初期コスト   
○バス車両代（ノンステップバス） 

   25百万円 × 20台 ＝ 500百万円 

○施設整備費用（未算出） 

   ・伊賀神戸駅前バス乗降場整備  

   ・バス車庫整備  

≪想定される課題≫ 
  【ハード面】 

   ・国道４２２号線から伊賀神戸駅までのアクセス方法。 

   ・新居駅代替停留所の設置（位置等）。  

   ・道路寸断時の対応。 
 

  【ソフト面】 

   ・朝の通勤通学ラッシュ時（上下線合わせて約１，０００人）への対応。  

     ※鉄道１便で約２００人を輸送する場合に対し、バスでは４便程度必要。 

   ・交通渋滞や道路状況による定時性、安全性の低下、また渋滞誘発など一般車両への影響。 

   ・運賃の値上げによる家計への影響。 

５年で償却が終了 


