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平成２６年度第２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２７年２月３日（火） 午後１時３０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】 

坂口一昌（壬生野地域区長会会長）、藤井明和（柘植地域まちづくり協議会会長）、 

前川三郎（西柘植地域まちづくり協議会会長）、居附泉一（西柘植地域区長会会長）、

山岡耕道（壬生野地域まちづくり協議会会長） 

 【事務局】 

   総合政策課 藤山課長、稲森係長、山岡主任、杉浦 

   伊賀支所  藤森副参事 

 【関係者】 

   （株）国際開発コンサルタンツ名古屋支店 渡辺 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

 

２．伊賀市地域公共交通網形成計画策定スケジュールの変更について 

 事務局から資料に基づき説明 

（質疑なし） 

 

３．伊賀市地域公共交通網形成計画の基本的な考え方について 

事務局から資料に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 この計画は、実現可能な案となっているのか。住民が便利で利用しやすい公共

交通であればいいが、この文章で実現できるのか。 

事務局 文章的には、国の支援を受けていくことを前提に検討を進め、その上で実現に

結び付けていきたいと考えこのような方針を作成している。 

すべてを実現するとなると色々な制約がでてくると考えられるが、施策を実施

していく際には、そういったことも含め検討していくこととする計画を掲げてい

る。 

委員 19 ページに都市構造の誘導とあるが、都市構造というのはどういったまちを

目指しているのか。 

事務局 都市マスタープランの中では、伊賀市の広い土地をどのように活用していくか
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という考えのもと、多核連携型、いわゆるそれぞれの地域の核をつくった上で、

それを認定し「まちづくり」を進めていこうというものである。 

そういったことを基本としながら、公共施設の適正な配置を踏まえ、多角連携

型のまちづくりを進めており、それらを結びつけることが公共交通の役割である

という認識のもと都市構造を進めていきたいと考えている。 

委員 今回の資料について、前にも同じような内容の説明を受けたと思うが、同じ説

明を２回もする必要はないのではないか。 

事務局 以前は公共交通の全体的な考え方を説明したが、今回はこの地域公共交通網形

成計画の中での目標や基本方針を説明させていただいた。 

委員 コンパクトシティへの誘導とあるが、具体的にどんなことを考えているのか。 

事務局 まちづくりを考える上で、市全体に広げていくということではなく、核となる

ところへ集中させていくことがコンパクトシティの考え方である。伊賀市として

は、上野の中心市街地にすべてを集約させるという考えではなく、いがまちや阿

山といた地域でもそれぞれ核となるものをつくっていき、その核を結び付けるも

のが公共交通の役割と考えている。それがコンパクトシティへの誘導と考えてい

る。 

委員 市の考えとしては、上野の中心市街地へすべてを集めるという意味ではないと

いうことか。 

事務局 そうです。規模等については違いが出ると思われるが、それぞれの地域でつく

っていくものと考えている。 

委員 伊賀市の地域公共交通を考えていく上で伊賀鉄道の問題が中心となってくる

のか。伊賀鉄道をどうするかということを核にしながら他を考えるということ

か。 

事務局 伊賀鉄道の問題は外せないというところがある。伊賀鉄道の沿線地域以外では

関心がないことも聞かせてはいただいている。 

しかし、鉄道があるということが、沿線地域だけではなく、市内全域にとって

も効果があるもと考えており、市としては、伊賀鉄道を存続させていこうという

考えである。 

委員 伊賀鉄道の存続については大事であると認識している。しかし、それだけでは

なく伊賀市にはＪＲ関西本線もあれば近鉄大阪線もある。それらを結びつける役

割として伊賀鉄道があるという視点が抜けている。伊賀鉄道をどう守っていくの

かだけを考えた内容になっている。北と南の玄関としての役割のあるＪＲと近鉄

について書かれていない。また、内容を読んでいると旧上野の市街地のことだけ

を考えた計画となっており、周辺地域のことを何も考えていないように思える

が、そのあたりはどう考えているのか。 

事務局 伊賀鉄道については、沿線地域の利用というだけではなく、ＪＲや近鉄を利用

して伊賀市へ来られる方を繋げるツールであるということも認識はしている。 
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計画についても旧上野の市街地だけという考えはない。 

委員 これからの公共交通は、いろいろな関係団体と連携していくことが大事となっ

てくるが、そのことについて何か具体的な考えはあるのか。 

事務局 公共交通は利用者によって色々な目的がある。これまでの路線バスはそのすべ

ての目的を達成させるために運行させてきたような感がある。しかし、今は、そ

の目的を達成させることができていない状況がある。 

そういった中で、これからは目的に特化した運行を考え、それに関係する団体

や地域と協力、協議を重ね作り上げていくことが必要と考えている。 

委員 鉄道について、出来るだけＪＲや伊賀線、近鉄を使いましょうとよく言われて

いるが、その地域の駅に対して地域の方がどれだけ関心をもっているのか。ほと

んどの方は関心が無いと思われる。それをどのように関心をもってもらえるよう

にするか、それがこれから大事になってくる。しかし、それは地域だけではどう

しようもないため、国や県にも関わってもらう必要がある。 

草津線では、貴生川駅までの駅で改築がされていない駅は甲南駅だけである。

甲南駅も平成２７年度には改築をするとのこと。これは、国と県と市で行われる

とのことである。 

実際にその地域で駅について聞いてみると、駅舎について地域の方が非常に関

心をもっていて、その関心が利用につながり、駅舎の美化にもつながっている。 

関西線では、まち協が駅舎にポスターを貼らして欲しいといっても貼らせてもら

えないが、草津線沿線の駅舎ではすべての駅舎でポスター等を貼っていて、それ

が地域のＰＲになっている。そのような取り組みを進めるには、やはり国、県、

市がもっと関わって駅舎を建てていく必要があると思われる。 

湖西線では、現在、すべての駅でレンタルサイクルが設置されている。草津線

でも増えてきており、それを利用して地域を巡れるようになっている。しかし、 

関西線の駅では、そういったものが一切無い状況である。 

このような状況に対して、これからどのように改善し進めていくかをもっと具

体的に考えていかないと、地域の方は駅に関心を持たないと思う。 

事務局 草津線は、複線化に向けて活動されており、伊賀市もその一員として会議等に

出席させていただいている。草津線については、滋賀県が事務局をもって熱心に

取り組まれており、沿線の市町も一緒になって取り組まれている。伊賀市もその

一員として関わらせていただいている中で、その取り組みについて勉強をさせて

いただいているが、伊賀市単独では、なかなか駅舎のバリアフリー等を進めるこ

とはできていないことが現状である。地域の方に関心をもってもらうには、少し

でも何かに取り掛かることから初めていく必要があるとは考えているが、経費的

な部分を含め、今もっては具体的な計画はない。 

これからは、沿線自治体としてできるだけ組みたいとは考えている。 

委員 伊賀市の公共交通の基本をどこに置くのかが大切であり、そこを決めてもらわ
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ないと地域はなかなか動けない。 

実際に、この計画をどう具体的に進めていくかを視野にいれて、計画を考えて

いただかないといけないのではないかと思うが、どのように考えているか。 

事務局 そのとおりであり、計画の中で検討を進めていくことから始め、その先で具体

的なものに結びつけることは必要であると考えている。基本をどこに置くかとな

ると、ＪＲもあり、近鉄もあり、伊賀線もあり、またバス路線もある中で、どこ

ということはなかなか言えないが、いろいろある中で計画をしっかりと作り、進

めていきたいと考えている。 

委員 重なること言うようであるが、どうしても伊賀線ばかりを何とかしなければと

いうような計画にみえて仕方がない。もっと、幅広い視野をもって計画をつくっ

てもらいたい。 

事務局 伊賀線に特化した計画としているわけではないので、ＪＲも近鉄もバス路線も

考えた計画としたいと考えている。ご指摘のように、伊賀線に特化しているよう

にみえるのであれば、内容を再度、検討したい。 

委員 17 ページの地図は、中心に寄っていくような矢印しかないようにみえるが、

支所間を結ぶ矢印はないのか。コンパクトシティか何か分からないが、伊賀市と

して考えるのであれば、支所間の交流を繋ぐことがあってもいいのではないか。 

この計画では、上野を大きく郡部は寂れてもいいというようにみえる。それでは、

伊賀市は発展しないのではないか。 

 

４．伊賀鉄道伊賀線の現況と今後のについて 

 事務局から資料に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 伊賀鉄道に力を入れることに異議はないが、遠くの路線という感があり、あま

り関心を持てないことが事実である。また、色々イベント等をされているようだ

が、開催しているということがいがまちまで届いてこない。 

年間にどのくらいのイベントをされているのか。 

事務局 年によって変わってくるが、７ページに主な取り組みを記載しているとおり

で、菜の花列車や花火鑑賞列車等がある。また、団体が主催するイベント列車な

どもある。 

委員 年間をとおしてイベント列車をされているようであるが、まち協に伝わってこ

ない。まち協でも伝わってこないのであれば、個人にはもっと伝わっていない。

もっとＰＲをする必要がある。 

地域によっては、伊賀鉄道になったことも知らないところもあるのではない

か。 

事務局 これまでもＰＲはしてきているが、足らない部分もあったと思われる。これか

らも今まで以上にＰＲをしていきたい。 
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委員 たとえば、各戸にチラシを入れてもらってはどうか。回覧とすると他のものに

混じって目立たないときがある。 

委員 伊賀鉄道だけでは利用者は増えない。イベントだけでは毎日するわけでは無い

ので増え幅もそれほど見込めない。通学、通勤という考えもあるが、通学は人数

が減少、通勤は市内の方のほとんどが車を利用しており限界がある。やはり、こ

れからは外との繋がり、すなわち近鉄やＪＲをどう使うかが重要になる。 

車を運転できる人は、ほとんど鉄道を使わない。実際、鉄道を使いたい人が自

分で駅までアクセスできるかどうかが大切になる。もしできないのであればそこ

を考えなくてはならない。使えるようなものをつくることで伊賀線も利用が増え

るのではないか。市として、公共交通機関の中でこれを使うということを示し、

地域ではそれに対してどうしていくか考える事が大事で、あれもこれもとなると

地域としてもまとまらないのではないか。 

人口減少や少子高齢化という課題を解決するには、鉄道を一番よく使う高齢者

の要望に応えることも必要ではないか。 

委員 現在、伊賀線の利用者はどんな人が利用しているのか。また、これから利用者

が増えるような要素はあるのか。 

事務局 輸送の構造としては約６割が学生である。その学生も年々減少してきている。 

全体としても前年比からは下ってきており、その中でも通学定期が一番減少して

いる。その通学定期がこれから増えるかというとそれは望めない。通学定期以外

の利用を増やすことがこれからの課題である。 

委員 そのような状況から考えると、伊賀鉄道の利用が増える要素は無いのではない

か。その中で考えるとこれからは観光客にどれだけ利用して来てもらえるかが１

つの利用増の要因になると考えられる。そうなると、伊賀市の観光行政をどうし

ていくかが重要になる。来てもらえるような観光ができるかどうか、伊賀鉄道の

利用を増やすには観光しかないと思う。企業が来ても、そこに働く人が利用する

とは思えない。また、市内の人が上野市駅まで車で行き、そこから伊賀鉄道に乗

るという人はいないのでは、みんな伊賀神戸駅まで車で行くと思う。現実に即し

た考えをもってもらいたい。伊賀市の現状や将来を見据えた交通体系を考えても

らいたい。 

 他の事業は補助金がカットされてきている中で、市としていつまでも伊賀鉄道

に補助を続ける考えなのか。ある程度の見通しはあるのか。 

事務局 最終的な判断は市長になるかと思うが、現地点で考えている事は、公有民営の

シミュレーションで示しております１０年が１つの期間かと考えている。 

委員 第三セクターという方法は、近隣の市町もされていると思われるが、参考にさ

れているところはあるのか。 

事務局 伊賀鉄道は近鉄が施設をもち、伊賀鉄道が運行を行う上下分離方式をとってい

るが、行政が公有民営の方法により施設をもって経営をしていくという鉄道もあ
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る。一番近くでいうと、信楽高原鉄道がある。また、四日市でも内部八王子線が

ある。 

どこの市町も公有民営という方法をとられて期間が短いため、検証はできてい

ないが、公有民営をすることによって国からの支援をいただけることもあり多少

の改善は見込めると考えている。あとは、利用者をいかにして増やしていくかが

鍵となる。 

委員 伊賀神戸駅であれだけ多くの利用があるのに、伊賀鉄道は利用者が少ない。そ

れは、近鉄に比べて本数が少ないことが１つの原因かもしれない。また、伊賀鉄

道内には多くの駅があるのに、その駅に駐車場がないことが多い。それは、人が

集まりにくい状況をつくっているのではないか 

伊賀線の区間内に駅が多すぎるので、駅を無くすことはできないのか。 

駅は観光面からすると玄関になるので、そこで観光協会と連携することも必要

ではないか。 

天神祭の時などで、利用促進のＰＲはしているのか。 

事務局 祭のときに、特別なＰＲ等は行っていない。祭やイベント時には、確かに市街

地に駐車場が少ないといえるので、ご提案のあったように駅に無料駐車場を整備

し、そこから伊賀鉄道に乗ってきてもらうことは必要と考えている。 

すべての駅に駐車場をつくることは難しいが、駅付近の近鉄用地で駐車場をつ

くれるところを現在も検討している。 

委員 伊賀鉄道をレールバスにする考えは無いのか。 

事務局 検討の中では、鉄道レールを取り除いてバス専用路とするバス転換案を検討し

た。しかし、初期投資を考えると橋梁の部分にかなりの経費がかかる。また、伊

賀鉄道は単線のためバスを走らせても対向ができない状況となる。 

バス転換としては、国道４２２号を走らせるシミュレーションを行った。 

委員 今後、どれだけ努力しても赤字が減らない、利用者が増えないという場合は、

バス転換することや駅を減らすことなど、改善しそうなアイデアを考えてもらい

たい。 

委員 地域にある資源をどう活かすか、また、どう鉄道と連携させるかが大事ではな

いか。 

 

 

５．協議事項 

いがまち地域における課題と対応方針について 

 事務局から資料に基づき説明 

【質疑応答】 

委員  利用等の調査をされて課題をまとめられているが、この調査をもっと細かく実

施することはできないか。 
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 調査結果をみると不満がとても多いことは分かるが、どういう年代の人がどの

ような不満があり、あるいは学生が、通勤者が、高齢者がどのような不満がある

のかわかるような細かな調査はできないか。 

 細かな調査がないと、どの時間にどこへ向けて走らせることがいいか分からな

いのではないか。本数が少ない、乗り継ぎが悪いなどの不満が分かっても、どこ

のどの部分に対する不満かがわからないと解決できない。利用者は学生や高齢者

など色々いるわけだから、それぞれ目的も用途も利用したい時間も違って当たり

前なのでもう少し細かく調査はできないものか。 

事務局  今の段階では、何時とまでは出ていないが、昼間の便を増やしてほしいとか夕

方の便をもう少し遅くしてほしいといった内容はわかるようになっている。 

委員  おそらく昼間の便を増やして欲しいと言ったのは高齢者だろうし、夕方の便を

遅くというのは通勤者だと思う。そういった割り振りができたほうが対応しやす

いのではないか。 

事務局  具体的な見直しを行う段階では洗い直しは必要と考えている。 

委員  計画として大まかなことを決めていくにはいいが、それを細かく検討していく

には資料が足らないのではないか。 

事務局  アンケート調査がいいのか、利用者調査がいいのか、いろいろ方法はあると思

われるが、現段階では、計画としては、基本的な方針を定めまとめていくものと

考えており、それに基づき施策を進めていくにあたっては、細かなアンケート等

が必要であれば行っていきたいと考えている。 

委員  利用者が減少しているのでなんとかしたいという話がもとで施策を考えると、

利便を増やしていく考えになってしまう。 

例えば、運行本数を増やす、駐車場を増やすなど費用が増える発想になってし

まうと思われる。それは、利用者が減少して収入は減っているのに、不満に対応

するためと費用が増えることになるのではないか。 

事務局  確かに利用者が減っている状況で、あれもこれも行っていくことになれば経費

もかかってくる。どの段階で何が必要とは今はすぐに言えないが、施策を具体的

に進めていく中で、効率をよくすることを考えれば、プラスにするところ、マイ

ナスにするところは当然でてくると考えている。 

委員  少しでもマイナスにするところをつくるには、もう少し細かく突合せをしない

とプラスばかりになってしまいマイナスにできないのではないか。 

事務局  今もってのアンケートは、そこまでの資料となるものではないので、これから

施策を進めていく上では、もっと踏み込んだ内容について一緒に考えていき、作

り上げていく必要があると考えている。 

委員  さきほどの伊賀鉄道の話でも、今は学生が主体である中で、通勤者にもっと使

ってもらうには何が必要となるのかを知る必要がある。 

 市では人口減少対策や観光対策などいろいろな対策をされていると思うが、そ
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のあたりと接点がないと前に進められないのではないか。 

 学校の統合計画も人が減るから統合するということだけではなく、人を増やす

には何が必要かということも考えなければならないと思うし、統合だけがいいと

は思わない。ただ統合したことでいい方向に進むのであればそれは良いと判断が

できる。そういったことと同じではないか。 

委員  地域の利用者に意向を聞くことは良い事だが、それを聞いてどうするのか、ど

うしていくのかは難しい。利用者にはいろいろなニーズがある。すべてのニーズ

に応えるのは難しい。例えば、高齢者が必要とするのは通院であると思われるが、

通院に対応することはたいへん難しい。地域ができること、事業者が出来ること、

専門業者ができることなどを見極めながら連携し解決することが必要である。 

 その辺のところを市がどのように考えているのかが大きな課題である。 

委員  駅に駐車場や駐輪場が無い。高校生あたりは駐輪場が整備されていれば駅まで

自転車で向い鉄道を利用するのでは。今は、親が送り迎えをしていることが多い。

駅の近くの目の届くところで被害にあわないような駐輪場を整備していく計画

が必要。柘植駅については、無料駐車場ができると市外（津など）からも利用が

あるのでは。特に柘植駅から草津線を利用する人も多い。 

委員  駐輪場の話が出たが、新堂駅の駐輪場は利用が多い。新堂駅まで電車で来てそ

こから学校まで自転車で通学する子や逆に自転車で新堂駅まで行って電車で通

学する子がいる。 

委員  行政バスに関するアンケートをしているのか。 

委員  行政バスと廃止代替バスを分けてアンケートをされているのか。内容を見ると

一緒になっているように思われる。 

事務局  アンケートの結果に記載については、路線ごとの回答というわけではなく、い

がまち地域全体からの回答として記載させていただいている。 

委員  高齢化進む中で、通院のための交通手段の確保が課題である。現在は、車で移

動することが多いが、あと１０年もすれば車の運転ができなくなる人は増えるの

で、必ず、公共交通が必要な時代がくると思われる。 

事務局  各地域で同じようなご意見をよくいただく。将来のためにも、今少しずつでも

乗るようにしてほしい。利用が無い状況が続くと、どうしても見直しをしていか

なくてはならないことになる。 

委員  高齢者は、早く目的地に着くというよりも、時間がかかってでもいいので乗り

継ぎが少なく目的地に着くことを望んでいる。 

委員  高齢者の車の事故が多くなり、最近では運転免許の返納ということが、世間で

よくいわれているが、そういった面でも公共交通の充実は将来重要になる。 

事務局  阿山で以前にデマンド交通の検討をしたことがあるが、その時には電話をする

ことが面倒であるなど色々な意見がでて見送ることになったが、これから、それ

ぞれの地域の特性にあった公共交通を考えていく必要があると考えている。 
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しかしながら、市としてどうしても効率的な部分も考えていく必要があること

もご理解いただきたい。あれもこれもではなく、あれかこれかの中で一番いいも

のを選択していくことも必要となる。 

委員  高齢者の交通問題は地域がどう支えていくかが大事である。高齢者が孤立しな

い交通システムを考える必要がある。 

事務局  地域の特性など、地域によっていろいろ環境は違うので地域にあったものを考

える必要がある。そのためには、市だけでは難しいので地域のみなさんと一緒に

考えていきたい。ある地域で出来たから、この地域でも出来るというものではな

いと考えている。 

委員  そのとおりであり、それがまちづくりに繋がると思う。行政に言うだけではい

けないと思う。 

【承認】 

 

 

６ その他 

委員  本年度のこの会議は今日で終わりか。 

事務局  本年度については、本日で終わりである。６月の計画策定に向けてスケジュー

ルにも有るように、５月に再度集まっていただき最終案をご協議いただきたい。 

 


