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平成２７年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 議事概要 

 

■会議名称  平成２７年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２７年７月２９日（水） 午後３時～午後５時１０分 

■開催場所  伊賀市役所本庁２階 第１委員会室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

伊豆原 浩二（愛知工業大学）、辻本 勝久（和歌山大学）、福嶌 博（近畿日本

鉄道（株）、榎本 方士（伊賀鉄道（株））、仲 範和（三重交通（株））、岩崎 彰

（三重県伊賀建設事務所）、道上 恵正（伊賀警察署）、土手 一彦（市民公募）、

廣島 悦子（市民公募）、町井 淳志（市民公募）、野田 敏幸（代理：中部運輸

局三重運輸支局首席運輸企画専門官 加藤 恒昭）、福田 由佳（代理：三重県

交通政策課主幹 川端 賢一）、岡 久美子（ハートシップ）、川上 善幸（いが

移動送迎連絡会）、福岡 政憲（布引地域住民自治協議会）、辻上 浩司（伊賀市

副市長）、藤岡 淳次（伊賀市企画振興部長） 

 【オブザーバー】 

   加藤 弘彦（中部運輸局鉄道部計画課長） 

【関係者】 

牧田、渡辺（(株)国際開発コンサルタンツ）  

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

総合政策課 風隼課長、稲森係長、山岡主任、杉浦  

各支所振興課長、課員 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要  

１．開会 

  総合政策課長 風隼  

 

２．会長、副会長及び監事の互選について 

【互選結果】 

  会長：伊豆原 浩二（愛知工業大学工学部都市環境学科客員教授） 

  副会長：辻本 勝久（和歌山大学経済学部教授・副学部長）、辻上 浩司（伊賀市 

      副市長） 

  監事：岩崎 彰（三重県伊賀建設事務所副所長）、福田 由佳（三重県地域連携部 

     交通政策課長） 
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会長あいさつ 

会長 ただ今会長に選んでいただきました伊豆原です。 

本日は伊賀市地域公共交通網形成計画の最終案を協議していただくこ

とになる。 

昨年の地域公共交通活性化再生法の施行に伴い、形成計画を作ってい

る訳ですが、計画は実行して意味があるので、実際にものを動かすとい

うのは大変だが、それを実行して少しでも計画の趣旨に沿うように努力

していくことが大事であるし、継続することもまた大事である。 

伊賀市では公共交通の話は７、８年前から議論していただいてここま

で来ている訳ですが、まだまだいろいろな課題が残されている。 

特に伊賀鉄道の再構築事業では大変な努力が要るのだろうと思う。ま

たバスについても地域の移動手段を確保するというのも大変な事業であ

る。 

これから少子化などの大きな社会の流れに加え、税収も右肩下がりの

状況の中で予算をとってやっていかないと私たちの生活は成り立たなく

なる。いろいろな制約条件の中で公共交通について議論し、市民の皆さ

んの生活の質を上げるということが大変ではあるが大切だと思う。 

ぜひ忌憚のないご意見をいただいて、市民の皆さんのお役に立てるよ

うにと考えていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

３．協議事項 

（１）協議会規約の改正について 

事務局から資料１に基づき説明。   

【質疑応答】 

委員 当方からの連絡がしっかり出来ていなかったかもわからないが、当社

も組織名の変更がこの４月１日にあり、「鉄道事業本部」となっていると

ころが「鉄道本部」に変更となっているので、今回の改正に当たっては

その点も訂正をお願いしたい。 

事務局  ただ今ご提案いただいた内容も合わせて規約の改正をすることについ

て、委員の皆様のご了解をいただきたいと思います。 

【承認】 

 

（２）伊賀市交通計画及び伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画の進捗状況について 

事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 14ページのエコ通勤の奨励で、市職員の協力者数の目標値が 30人とな

っている。昨年度の実績は 21人だったが、これは全体の何パーセントく
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らいに相当するのか。 

事務局 全職員数は 1,500 人くらいであり、それからすると 1.4％の比率とな

る。市職員の利用促進ということで取り組んでいるが、現在は庁舎が分

散しており利用しにくい状況にあるので、新庁舎が完成すればもう少し

改善できるものと考えている。 

委員 1.4％という数字をどう見るかだが、普通に考えればもう少し頑張る必

要があると思う。そこはもう少し踏み込んでお互い努力をしていかなけ

ればならない。 

議長 これはできるだけ皆さんで応援するということで、伊賀鉄道をどうう

まく応援できるかということにもつながってくると思う。 

【承認】 

 

（３）平成 26年度決算及び平成 27年度予算について 

  事務局から資料３に基づき説明。 

  監事（岩崎委員）から平成 26年度歳入歳出決算の監査結果を報告。 

【質疑応答】 

委員 決算について、事業費が 390 万円で挙がっているが、あまりにもざっ

くりした内容であり、もう少し細かくわかりやすい説明をいただきたい。 

事務局 平成 26年度の決算に挙がっている、協議会として実施した事業につい

ては、形成計画を策定するために国の補助金を活用し、コンサルに調査

業務を委託している。この国庫補助金については当協議会が補助事業の

実施主体となるため、協議会で補助金を受け入れ、実際の業務執行は契

約や支払いも含め伊賀市が行っているため、受け入れた補助金相当額を

事業費として市へ支出しているものである。 

調査の内容としては形成計画策定につなげる基礎調査として、バス、

鉄道の利用者に対するアンケートやヒアリング調査、既存路線の利用者

数や運行費用や運賃収入などの実態調査とその分析などを行ったもので

ある。 

委員 ここに書かれている事業と、先ほど説明していただいた事業が混乱し

ないか。これらは別物であることが皆さんに理解していただけているの

か。 

事務局 先ほど伊賀市交通計画、伊賀鉄道総合連携計画の進捗状況の中で報告

させていただいたのは、伊賀市も含めてそれぞれの実施主体が行った事

業の内容である。一方、決算に挙がっているのは計画策定のために伊賀

市が予算化して実施した調査の経費という区分である。 

委員  平成 27年度予算で国の補助を活用して、という説明があったが、具体

的に何か予定はあるのか。 
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事務局  確定したものではないが、形成計画が成案となった後となるが、今考

えているのは、地域公共交通調査事業の計画推進事業の中で、利用促進

として、現在も継続的に実施している事業の中で補助対象になるものが

ないか検討中である。具体的な内容は今後運輸支局さんへご相談させて

いただきたいという段階のものである。 

委員  国の予算は限りがある。毎年度査定があり、場合によってはゼロ査定

もあり得るので、そういった場合でも事業を実施するということであれ

ば、そのための予算の確保をお願いしたい。 

議長  補助金の話になると協議会対象ということが多くなる。かと言って実

際の実行は行政にお願いせざるを得ないのが現実である。 

先ほどもご意見があったが、その辺はぜひわかりやすく説明をお願いし

たい。検討している利用促進についても目途がついた辺りで説明なり情

報提供をしていただきたい。財政的にもなるべく補助がいただけるよう、

努力をお願いしたい。 

【承認】 

 

（４）伊賀市地域公共交通網形成計画（最終案）について 

 ①タウンミーティングの開催結果について 

②パブリックコメントの募集結果と対応について 

事務局から資料４、資料５に基づき説明。 

 【質疑応答】 

委員 伊賀市地域福祉計画のタウンミーティングが市内７ヶ所で開催され、

概ね参加させていただいた。その中で、当然かもわからないが、交通・

移動のことが課題としてどの地域でも挙がっていた。 

やはり交通に関することなので、地域福祉計画で出た課題を横のつな

がりでしっかり連絡して、この交通計画の中でもどこかで反映していく

必要があると思うが、その辺りの連携は取れているのか。 

事務局 地域福祉計画の策定に際して、基本目標的な部分でそういった視点も

入っており、担当している医療福祉政策課や介護高齢福祉課とも内容に

ついて協議をしている。 

今回地域を回ってのご意見については、まだ私どもの方では把握して

いないが、全般的にそういう話が出ているということは聞いており、関

係部局と調整しながら進めて行きたいと考えている。また、意見として

は身近な話題が中心と思うので、実施に向けての参考としたい。 

委員 この４月から道路運送法が改正され、福祉有償運送の中での実施主体

が非営利法人だけではなく、自治会やボランティア団体でも移動送迎が

できるようになった。その辺りがここには出ていないが、４月からの改
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正ということで、うまく盛り込んでいただけたらひとつの交通手段にな

るのではないかと思う。 

事務局 その内容については、計画書に直接書いてあるということではないが、

法が改正されたということで、改正内容に対応しながら、地域が主体と

なって取り組む施策の中で具体的に検討していきたいと考えている。 

議長  少しわかりにくいかと思うので補足させていただくと、白ナンバーで

お金をいただいて輸送サービスをする自家用有償運送というものが道路

運送法第 79条で位置づけられている。 

本来ならばタクシーや乗合バスなど、有償運送は緑ナンバーの営業車

で行い、白ナンバーでの有償運送はできないのが基本ルールだが、ある

事情の中で整理ができれば白ナンバーでお金をいただいて輸送できると

いうのが 79条の規定である。 

その白ナンバーの有償運送の主体は従来、市役所や商工会議所などの

公的な機関であれば認められていたのが、もうそれだけでは対応できな

いので、NPO法人や地域の自治会、町内会といった公的と認められる機関

にまで対象が拡大されたのが今回の法改正の趣旨であり、いろいろな事

業主体が手を上げて地域の足を確保する方向に動きつつある。 

これから形成計画の実行の上でそういうところへお願いする場合も出

てくると思うが、具体的にどういうしくみでどうやるかは地域の皆さん

やこの協議会の中でも議論する必要がある。 

委員  資料４の２番に書かれている交通弱者対策として自治協で取り組んだ

場合の地域包括交付金とはどういうものなのか。 

また、地域部会の資料でも出ているが、無料のお買物バスが広がって

きている印象がある。公共交通とそういったお買物バスは別ものと思わ

れるが、だんだん広がっていったときにどこまでも無視できるものなの

か。 

事務局 地域包括交付金については、伊賀市の中に住民自治協議会というもの

が38組織あり、それぞれの地域が地域振興やまちづくりをするに当たり、

まちづくり計画を立てて、その事業に対して交付金を交付しているもの

である。内容的には均等割、人口割、面積割やコミュニティ活動費など

を含めて交付しているもので、公共交通を地域でやっていく場合の補助

制度とは全く別のものである。 

買物バスについては、商業事業者が買物に目的を特化したバスを走ら

せているものであり、それが住民ニーズにどこまで合っているのかとい

うことになると思う。買物ニーズにとっては有効だが、通院その他の外

出目的には利用できないことになり、そういったものを補完するのが公

共交通であると考えている。利用者が減少している状況の中、よりきめ
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細やかなサービスを提供していくという意味では、行政だけではできな

い部分があるので、そのような部分を踏まえ、今後は地域が主体となっ

て考え、運行もしていただけるような新しい公共交通のしくみが必要で

あると考えている。 

議長 買物バスについては情報が集まりにくい。多くはスーパーなどが走ら

せているものかと思うが サービスがどの程度のものなのか、どんなル

ートで運行しているのか、実態がわからないと対応の仕方がない。この

辺りは支所でしか判らない部分もあると思う。 

何らかの情報があったらそれをもとに調べるということも大事であ

り、そういった情報交換ができる場所が地域部会やタウンミーティング

だと思う。 

議長  資料４、５の中で市の考え方を文章で書いてある。「実施します」と断

言しているものや「検討する」という程度に留まっているものなど、か

なり濃淡が出ているように思うので、これから実行に移していく段階で

その辺りもチェックしていただけたらと思う。 

  

③形成計画（最終案）について 

事務局から資料６、資料７に基づき説明。 

委員 資料編31ページの公共交通に対する市民の満足度のグラフを今回追加

していただいているが、このグラフだけｎ＝○○という母数が表示され

ていないので追加されたい。 

それから、計画書 26ページの交通の将来像で、前回か前々回の協議会

の議論の中で、道路運送法が改正されて自家用有償運送の主体が広がっ

ていく話があった。今後いろいろな主体による様々な形態の運行の可能

性が広がっていくと思われるが、その中で、交通の将来像として「鉄道

やバスで」と言い切るのが良いのか、「鉄道やバス等で」くらいに広くし

ておく方が良いのかが気になった。個人的には「鉄道やバス等で」くら

いの方が良いと思う。 

また、計画書 8 ページの施策パッケージの評価で、市内４駅の合計乗

車人員を現況値以上にしましょうという目標がある。つまり鉄道による

中心市街地への賑わい効果ということかと思うが、そういう意味での同

様の評価指標が今回の形成計画の評価指標には無いが、そういう理解で

良いか。 

事務局 資料編 31ページのグラフについては修正させていただく。 

交通の将来像の表記については、今後はバスだけではなくいろいろな

運行形態が出てくるのではないかと考えているが、大きな将来像の話で

もあることから、この辺りは委員の皆様でも少しご議論をいただければ



7 

 

と思う。 

評価指標の件については、今回の形成計画が市全域を対象としたもの

であること、また、国がコンパクトシティアンドネットワーク、立地適

正化計画などの政策を打ち出している中で、市全体のまちづくりのネッ

トワーク化を図る基本的な計画と考えており、評価指標において中心市

街地という部分は今回設けていない。 

議長 交通の将来像については、今後の公共交通のしくみを考えると、ご意

見のあったとおり「バスや鉄道等」とした方が良いように思うが、皆さ

んそれでよろしいでしょうか。 

委員 （了解） 

議長 評価指標について、形成計画の数値目標としては賑わい・観光、参画、

満足という形で整理しているが、形成計画における全体の話以外に、中

心市街地の部分のチェックはPDCAサイクルを回していく上でのひとつの

項目として継続して行う必要があると思う。30ページの指標だけで PDCA

が回るわけではなく、もう少し細かいメスを入れていく必要があると思

う。PDCA を回すときにはいろいろなデータをチェックしながら次へステ

ップアップして行く、そういう使い方をするのが良いと思う。 

事務局  この形成計画は基本方針的な計画となっているので、今後これに沿っ

た形で実施計画的なものを作っていくが、その際の一定の指標、データ

として把握していく必要があると思うので、いただいたご意見を参考に

したい。 

委員 名張市のコミバスの事例としてあららぎ号を挙げているが、名張市内

でいくつかコミバスが運行している中で、あららぎ号をピックアップし

たことについて、何か理由は何かるのか。 

事務局 意図は特にない。一番近隣市の事例のひとつとして掲載したものであ

る。 

委員  変わってなければ、私が調べた限りでは、名張市ではバスの支援策が

きちんとできている。１運行主体につき 150 万円くらいの補助金か委託

金が出ていると思うが、そういう数字的なものも可能であれば掲載した

方が良いと思う。 

これくらいでできるんだ、ちょっと頑張れば自分たちでもできるんだ

という数字があれば住民が取り組む際に考えるのではないかと思うが、

そういった数字を載せることに何か抵抗があるのか。 

事務局  掲載する際には名張市への確認が必要だが、可能であれば掲載するこ

とはできる。 

議長 今回かなり盛りだくさんの中身を計画に入れていただいている。ある

意味でもう少し検討してからの方が良いのではというようなものも、ア
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クションプログラム等ではかなり具体的に入っているように思う。 

逆に言うとここまで具体的にやっていくとなるとかなり事務局も頑張

る必要があるし、支局や他の皆さんにもお願いすることもあるだろうし、

市民の皆さんの協力も随分必要になってくると思う。その辺りはこれか

ら我々が考えていかなければならないことである。 

計画において、地域の皆さんがやる気になっていただく仕組みを作り

ますと言っている。51 ページの市民、地域、行政、交通事業者、関係団

体の役割という部分からどこまで汲み取っていただけるかは考えていく

必要があるが、これから具体的なことを実行していこうということにな

れば、それぞれの関係者にお願いしていく、また、協力を求めるという

ことが必要になると思う。 

その辺りの仕組みはこの協議会の中で動くのか、それとも別のところ

へ持っていくのかはまだ我々は議論していない。事務局としてもまだそ

こまで検討されていないと思うが、協議会のルールの中で仕組みを作っ

ていくのか、もう少し地域の皆さんの自主的な部分でやっていただくの

か、具体的なことをやればやるほどそういった議論が必要になると思う。 

それが出来ていかないと実行性が乏しくなると思うので、その点につ

いてぜひよろしくお願いしたい。 

議長 他にご意見がなければ、最終案ということで、先ほどのご意見に対す

る修正については、私と辻本、辻上両副会長、事務局でチェックさせて

いただくことを条件にご了承いただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

【承認】 

 

４．その他 

今後のスケジュールについて 

事務局から資料８に基づき説明。   

【質疑応答】 

委員 ユーチューブで伊賀鉄道の電車が出ているが、ユーチューブと伊賀鉄

道さんはどんな関係なのか。 

委員 基本的にユーチューブで伊賀鉄道のいろいろな映像を映していただい

ているが、これは各個人の責任においてやっているもので、我々として

は閲覧回数のチェックもしており、ありがたいことではあるが、直接伊

賀鉄道からお願いしているようなものではない。 

最近では日曜日の朝、テレビで放映中のキャラクターもので、ニンニ

ンジャーというのがあり、８月８日から映画も上映される。製作元の東

映さんが映画のプロモーションのために、個人がエンディングテーマに
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合わせてダンスした映像をアップしてもらい、良いものがあれば表彰す

るようなプランもあると聞いている。 

著作権の問題もあるが、東映さんサイドも個人がいろいろな背景をバ

ックにエンディングテーマを流すことを言わば黙認しているようなもの

と聞いている。 

委員 行政の方でも各家庭に伊賀鉄道はこうやって撮ってくれているんだと

いうことをケーブルテレビなどを通じて載せていく訳にはいかないもの

か。 

議長  著作権の問題があるので、公的な機関がやるのは厳しいと思う。 

個人がやるのは全然問題ないと思うので、そういう部分で市民のつな

がりが必要なのだと思う。行政にやってもらうのではなく、市民の皆さ

んが情報交換して自分たちで発信していく、そういう自主的な活動がで

きる仕組みを作っていくことが大切だと思う。 

 新聞などいろいろなメディアで伊賀の魅力が出ているが、そういうも

のが皆さんに伝わってきているように感じる。ただ今の意見は大変良い

意見で、こんなのを見たら楽しいよ、とか、そういう情報をみんなで出

していく。これは行政や伊賀鉄道がやるのは厳しいが、個人なら問題な

いので、そういう役割分担が必要だと思う。 

委員 私どもとしては、各個人がユーチューブをやってもらって、皆さんに

見ていただき、それが伊賀鉄道の利用者を増やすことに貢献していると

いう感謝の気持ちは常に持っており、ありがたいと思っている。 

委員  伊賀神戸の橋が新しくなって、何回か車で行ったのだが、一番安い駐

車場が橋を渡ってすぐのところで 250円である。 

その影響かどうかわからないが、駅の近くの今まで 500 円だった駐車

場が 400 円に値下げしている。桔梗が丘駅でも 400 円で駐車できるとこ

ろが出てきて、伊賀上野駅でも 300円くらいのところがある。 

道路が便利になると、その分、車での移動が便利となるが、その辺り

の影響はどうか。 

委員 はっきり言って影響はある。具体的には、例えば、以前は丸山駅から

上野南中学校に行っていたのが、橋ができて対向もスムーズになったこ

とからバスルートが変更となり、中学生の定期のお客様がいなくなった。 

伊賀神戸駅周辺の駐車場の料金が安くなり、車でのアクセスが便利に

なったことから、競争に負けて、自家用車へシフトしているのは事実で

ある。 

委員 市民感覚からすると、他で安くなるのであれば伊賀鉄道の利用を減ら

そうとかいうことになるのかなと思う。今までは駐車場が 500 円であれ

ば伊賀鉄道を利用しようかという感じだったが、250円まで下がると車で
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行った方が良いということになってしまう。回数券で伊賀鉄道を利用し

ているが、確かに春から利用者は減った印象である。 

議長 そういうところは痛し痒しである。またみんなで知恵を出して利用促

進などに取り組んでいきたいと思う。駐車場の影響は確かに大きいと思

う。 

市の方でも周辺駐車場の料金や利用状況などの情報を調べておいてい

ただきたい。 

 

 


