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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青山地域部会 

議事概要 

 

■開催日時  平成２７年２月６日（金） 午後７時分～ 

■開催場所  青山支所２階会議室 

■出席者（敬称略） 

 【委員】 

   西 忠弘（矢持住民自治協議会会長）、川合 八司（博要住民自治協議会会長）、 

奥田 充法（高尾住民自治協議会会長）、城山 廣三（上津住民自治協議会会長）、

橋本 正納進（桐ヶ丘地区住民自治協議会会長）、吉岡 輝一（阿保地区住民自治

協議会） 

 【事務局】 

   企画振興部 花岡部長 

総合政策課 藤山課長、稲森係長、山岡主任、杉浦 

   青山支所 牧野支所長 

   青山支所振興課 若出課長、大岡主幹 

【関係者】 

   渡辺（㈱国際開発コンサルタンツ） 

■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１に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 伊賀鉄道のすり合わせが出来てから進むということでよいか。 

事務局 計画としてはどちらの方向に進むにしても、きっちり決まってからと

いうことである。 

委員 どうせ計画策定を２７年度内にしなければいけないということなら、

タウンミーティングやパブコメはいらないのではないか。こういったと

ころであれこれ言っても変わらない。 

事務局 やはり、計画を策定する過程では、こういったご意見をいただく機会

をつくっていきたい。 

委員 策定時期が３ヶ月伸びたということでよいか。 

事務局 はい。 
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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２に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 いろいろ問題点等をあげていただいているが、地域によってかなりそれ

ぞれ特性がある。というのも、この青山地域では、伊賀線は別として、

人口が非常にアンバランスな地域がある。恐らくわれわれ団塊の世代の

車の免許保有率はほぼ１００％でないかと思う。そうであれば意識とし

てドアツードアが当たり前の感覚になっている。そういった場合に、基

本方針２について、各自治協でバスを運営出来るような法体制に行政と

して力をいれてくれる方法はないかということを前回の会議でも申し

た。このことが、基本方針２の中に入っているかと思う。地域が主体的

に運営出来る、また法律のハードルに対して、行政としては高齢化や過

疎化が進む中、地域の交通を守ろうとするなら、路線バスといった考え

は捨てて地域に任すという意味を基本方針２に書いてあるということで

よいか。 

事務局 はい。ただし法律を根本的に変えるということはわれわれの力だけで

は出来ないので、法律を変えてでもしていくというようなことではなく、

法律の範囲で出来ることを地域と一緒にやっていくということである。 

委員 比自岐で４～５年前にバス輸送について問題になったと思うが。 

事務局 違法状態であるものを運行してもよいと認めてほしいといっても無理

なので、例えば比自岐では、最初は問題があったが、いまの運行方法で

あれば何も問題はないので、手法をどうしていくかというところで選択

肢が出てくると思う。 

委員 手法については行政にも汗をかいてもらわないといけない。先日テレ

ビで観たが、長野県に一日一便というバスがある。飯田市からどちらか

へ行くバスだったと思う。最初は自治会あたりで運行しようとしていた

が、法律のハードルがあり出来なかった。最終まで利用するのが１人し

かいないのだが、それでも地域交通を守らないといけないということで、

恐らく飯田市も相当のお金を出していると思う。しかし、それはいつま

ででも続くというわけにはいかないと思うし、意識的にどこへ行くにも

ドアツードアという意識が強いと思う。 

そういった場合に、各地域で運営出来るような手法、それに対する法

的な様々な縛りがあると思うが、全国的な問題であるかと思うので、基

本的には、法律を変えていくというような運動もしていただきたいし、

具体的には手法のクリアというのを、「地域と協働して」と書いてくれて

あるので、そういう意味ならよいかと思う。 

事務局 全てを地域でお願いするということになってくると、法律に触れる部
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分が大きいかと思うので、いかに行政も一緒に入ってやっていくかとい

うことで、クリアになる部分が出てくると思う。 

委員 地元でバスを買うということも出来ないので、自治協の活動範囲の中

で交通体系の維持、交通弱者に対する対策など、そういう中で、例えば

行政はここまで負担しましょうなどというのが、極端に言えば、三重交

通に運行を委託するのに、青山支所分で４千万円弱ということで、例え

ば桐ヶ丘線などは三重交通も残したいとなるだろうが、各在所を結んで

いる路線をどうするかということになれば、三重交通とか近鉄などとい

った考えは除いていただいて、基本的には地域の交通は地域で守るとい

う形でやっていったほうがよいのではないか。 

事務局 いまご説明申し上げたのは、この形成計画自体が全体の大きな考えの

中での基本的な方針であり、それぞれの地域に応じた具体的なことにつ

いては、例えば、地域でバスを運行するのはどうしていこうかというこ

とは、またこの地域部会の中でご協議いただくことになる。 

委員 基本方針２－②に「行政による必要最小限の生活交通サービスをベー

スに」とあるが、「ベース」というのは、廃止代替バスや行政バス、さら

に伊賀線のことか。 

事務局 今のバスや鉄道もそうだが、基幹的な役割をしているバスや鉄道とい

うものは、行政としても担うべきものであり、また行政バスは他の地域

でもそういった基幹系に結び付けているということがあるが、そういっ

たものを地域の皆さんと一緒に作っていくということを考えている。 

委員 地域公共交通の定義はあるのか。法律で地域公共交通はどういったも

のを指すということは謳われているのか。近鉄は入らないということか。 

事務局 近鉄の中でも、都市部で運行している路線もあれば、地域に入ってい

る路線もあるので、それは地域公共交通の一部になるかと思う。基本的

には地域内での公共交通になってくるので、いわゆる地域内で運行して

いるバスなどになってくるかと思う。 

委員 法律で定義はどうなっているのか。計画を立てるときに範囲がどうな

るか分からない。ＪＲなどはどうなるのか。 

事務局 地域で考えて運行していただくというのもいわゆる地域公共交通に入

る。 

委員 伊賀の現状から考えれば、バスにせよ鉄道にせよ、福祉的な部分が大

きい。ここで言う地域公共交通は全国的に同様のものだと思うが、福祉

との関連性はどうなっているのか。また、スクールバスなどは、地域公

共交通には入らないのか、整理の仕方を知りたい。東京や大阪の公共交

通と伊賀の地域交通が同じようなレベルの議論になっていると思う。そ

こで焦点が合わないので、例えば伊賀市の福祉に関係する交通手段をど
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うするのかというのはどうするのか、福祉関係の話が入っていないので

あれば、それはまたどこかでしないといけない。 

事務局 対象となるのは、例えばスクールバスは学生に限定される。福祉的な

要素というのは広いが、福祉有償運送となると対象となる人は限定され

る。ここでいう地域公共交通はそういった限定される部分を含んでいな

いものと考えている。 

そういった法律の趣旨も踏まえて、伊賀市としては、スクールバスも

福祉有償も運行している、それらを利用したいけれども対象とならない

人もいるという中で、計画を考えていくまでには教育委員会や福祉担当

部局と連絡して、例えばスクールバスであれば、効率のよい運行をして

いく必要がある、それぞれがいろいろやっていても出来ないといった話

をした上で考えている。 

委員 地域公共交通の中に、仮に福祉的な部分も入れているとするならば、

また変わってくると思う。整理しないといけない問題は、資料に課題が

出ているが、福祉的な課題が出ているような出ていないような感じがす

る。どうもわれわれとのポイントのずれを感じる。このあたりも整理を

して議論をしないといけないと思う。 

委員 この資料を見ると、実に見事な内容で、足らないところはすべて「協

議します」となっている。伊賀市の実情から考えたらこれで成り立つの

かという気がする。例えば総合計画には公共交通は載っていない、伊賀

市の交通手段としては道路のことを書いている。伊賀市がいま抱えてい

る問題からすると、非常にバラ色に書いているように見える。 

事務局 総合計画の再生計画には交通政策の計画や交通サービスについては、

施策の方向として載せている。 

委員 基本方針３についてだが、矛盾する箇所が多いと思う。①は「全ての

人が公平に移動出来る交通体系の構築」とあり、②には「経済的に維持

が可能で」とある。②だけ見ると、①は出来ない。経済的に維持が可能

ということは、マイナス要因が増えれば可能でなくなる。予算の範囲内

でということでは説明出来ない。青山のバスで４千万円弱でも結構厳し

いと言っているが、もう少し増えても維持が可能と言えるのか。カタカ

ナが多くてよく分からないが、「モビリティ・マネジメント」とは何か。 

事務局 「モビリティ・マネジメント」については、一人ひとりが自発的に交通

行動を起こしていこうというような意識を持っていただくという意味で

ある。 

委員 思うのだが、説明しづらい部分やぼかしたい箇所はよくカタカナにな

っている。恐らく、学者を座長に据えてしているから、こういった言葉

が出てくる。私は読んでいても分からない。巻末でも注釈を入れて意味
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を書いていただかないと。 

事務局 当然注釈は入れる。基本方針３の①と②の整合がとれないということ

について、われわれのほうでは分からない部分があるのだが。 

委員 「経済的に維持が可能」ということは黒字でないといけない。これくら

いの赤字だったら大丈夫ということを書いていただいたら分かるが、漠

然と書いてあるだけなら、立派なことを書いてあるなというだけで終わ

る。この資料は単に説明しないといけないからというだけのもので、意

思が伝わってこない。事務局でたくさん来ていただいているが、この文

面をみんな同じ意識で共有しているか。 

事務局 意識的には共有している。 

委員 それならばよいが、１９ページに「痛みを共有した上で」とあるが、

誰と痛みを共有するのか。 

事務局 痛みを共有するというのは、第２次総合計画でも同様だが、行政や市

民の皆さんがという意味である。 

委員 行政はそれほど痛みを伴うのか。市民は直接痛みを伴うが、行政がと

いうのは考えられない。 

 

４．伊賀鉄道伊賀線の現況と今後について 

 事務局から資料３に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 地域性によると思うが、青山であれば伊賀線はなくてもよいという意

見が多いのではないか。上野の企業に鉄道を利用してほしいというアプ

ローチはしているか。それと、極端なことを言えば、７時から９時まで

は利用者は多いと思うが、９時以降から１５時ごろまでは１時間に１本

でもよいのではないかと思う。そういったダイヤも考えているか。 

事務局 まず、企業に対するアプローチだが、現実のところはしていない。直

接ではなく間接的には公共交通の利用のお願いということはしている。 

ダイヤについては、利用が多いと分かっているところは、車両の数も

限られているが、それをフルに使っていうということが必要かと思うが、

昼間の利用者が少ないところは間引くようなダイヤも必要かと思う。 

委員 例えば、昼間はバス輸送に変えてもよいのではないか。 

委員 鉄道がある限りは、固定経費は変わらないので、意味がないと思う。 

事務局 本数が減ることで、動力費については軽減されると思うが、施設の維

持管理費については、本数に限らず必要になってくる。 

委員 公有民営化については、先日の議会をテレビで観たが、議会で可決や

承認がされたのか。 
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事務局 可決ではない。１２月３日に議員全員協議会にて、市の方針として公

有民営方式で存続していきたいとお示ししたものである。恐らくテレビ

で観られたのは一般質問かと思うが、質問に立った議員は、市の方針を

受けて、ご質問いただいた。 

委員 では、まだ決まっているというわけではないということか。 

事務局 資料もご用意させていただいているが、２月下旬から地域懇談会を南

庁舎の利活用の件とともにさせていただく。そこで、公有民営化につい

て説明させていただいて、皆さんからのご意見をいただくということで

考えている。 

委員 鉄道を走らせているよりも、バスを走らせたほうが安い。今後市も税

収が減っていくという中で、だんだんと先細りになる。国や県からの補

助金もいつまで貰えるか分からない。 

委員 資料３は市の方向性というだけで協議会に係ってくる話ではないとい

うことか。 

事務局 協議会にも１２月１５日の会議で説明させていただいた。 

委員 資料２の１５ページに「伊賀線を支える最適な仕組みの構築」とある

が、公有民営化のことか。 

事務局 勉強会の中でいろいろと検討して、最適な仕組みが公有民営化という

ことである。 

委員 現在約３億円の赤字が出ていて、今後は約２億７千万円の赤字が出る

ということか。 

事務局 １１ページのシミュレーションについては、伊賀鉄道の運賃収入がこ

れまでと同様に減少していくと仮定して、その赤字分を補てんするとと

もに、３種側の費用を合計したものが中段の拠出額合計である。そこか

ら国や県の補助金を引いたものが、最終拠出額として、実質的に市が負

担する部分である。２種側の収入がもっと減れば当然市の最終の支出も

増え、逆に収入が増えていけば市の支出は減る。 

委員 現在の３億円の赤字はどうしているのか。 

事務局 ６千万円が市の負担で、残りが近鉄である。 

委員 それが今後は全て市が負担するということか。 

事務局 はい。 

委員 そんな計画が通るのか。財政的に大丈夫なのか。 

事務局 この試算は運賃値上げも無しに算出している。例えば次ページのバス

代替の試算は運賃値上げで、上野市駅から伊賀神戸駅まで片道５７０円

としている。そういった手立てもこの試算には入っておらず、今後市街

地の活性化や利用促進などを考えずに、単純に輸送人員が減っていくだ
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けとしている。バス代替の試算で、逸走率２０％としているが、それで

も収入額は増えている。 

今後１０年を考えると、恐らく伊賀線がなければ高校２校を維持して

いくのは難しいと思う。単に赤字だから廃止するというのではなく、総

合的に考えないといけない。 

委員 存続に３億円かかるということでよいか。大変なことである。 

委員 消極的に考えるか、積極的に考えるかということだと思うが、伊賀市

としては、どうしようもないということである。バスに代えても経費が

たくさんかかる。公有民営化というのは全国的にもかなり事例はあるの

か。 

事務局 近くの事例では、甲賀市で走っている信楽高原鐵道。また、県内では、

四日市市で近鉄の内部・八王子線が４月から公有民営化で運行する。三

重県の北部から岐阜県の大垣市のほうに走っている養老鉄道は、伊賀鉄

道と同じようなスケジュールで検討されている。 

委員 全国的にそういった流れということか。 

事務局 公有民営化による再構築事業というものを国の方針として出してきて

いるということは、地方鉄道を維持していくためには、インフラの部分

は行政が責任を持つ、それに対して国が支援をしてやっていくというこ

とである。 

委員 しかし、補助金は微々たるものである。 

事務局 補助金は対象となる部分が限られている。施設関係費用などが対象に

なり、補助率は同じだが、年によって施設に関する費用も変わってくる

ので補助額も変動する。 

委員 財源はどう確保するのか。例えば財政計画はどうなるのか。一般財源

ということだが耐えられるのか。病院も厳しい状態であるが。 

委員 極端な話、通勤は何とでもなるが、通学が問題である。 

委員 残してやってほしいとは思うが、投資しても何も生まれてこない。そ

ういう計算が出来ない。 

委員 旧青山町の人が考えるのと神戸の人が考えるのは全く違う。 

委員 正直なところ無くしたらいいのではと思うが、では学生はどうするの

かと言われると、バスに代えたらとも思うが、それもお金がかかるとな

り、それもそうだなと思う。理解はするが。 

委員 青山のほうの人はほとんど近鉄大阪線を使う。あまり伊賀線を使わな

い。事務局も大変だと思う。ここで説明するのと、旧上野市でするのと

ではだいぶ違うと思う。 

事務局 沿線地域は残してほしいという意見である。 
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委員 伊賀広域で名張市も入れてしてはいけないのか。 

事務局 少しでも名張を走っていれば話も出来るが。 

委員 名張の学生もたくさん運んでいる。 

事務局 名張市にも実際に話はしているが、答えはほぼ分かっている。 

委員 観光としてＳＬを走らせてはどうか。 

委員 私もそれを言おうと思っていたが、イベント列車で成果はあったのか。 

事務局 資料に記載しているだけの人数が乗っているということ。 

委員 年間でどれほどの収益があるのか。収益があるのであればイベント列

車を走らせればよい。 

事務局 ＳＬだが、軌道はＪＲと同じなので、軌道的には合うと思うが、ＳＬ

は重いので、橋や路盤が持つかどうかわからない。その辺りの改良が必

要になると思う。ただし。小型のものであれば、可能性としてあると思

う。 

委員 昔は小型のものが走っていた。そういったことも考えたらと思う。 

委員 一度、企業の従業員数や利用見込みを調べて、ぐっと各企業へ力をい

れないといけない。 

事務局 少し考え方を変えれば、行政は道路へはたくさんの投資をしているの

で、鉄道施設も道と考えれば、少しくらい投資しても構わないという考

え方も出来る。 

委員 感覚的には青山ではそうはならないと思う。 

事務局 昨年度に国道４２２号線が通行止めになったときは収益が上がった。

極端に言えば、道を無くせば儲かる。 

委員 タクシー会社に聞いたが、伊賀神戸駅はすごく儲かる。ゆめが丘にあ

る企業の社員が、大阪の本社からゆめが丘まで行くのに、伊賀神戸駅か

らタクシーを利用している。結構需要がある。 

 

５．協議事項 

 青山地域における課題と対応方針について 

  事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 課題と対応方針ということだが、至って抽象的で、このような表現で

ということかと思うが、ここでは一定の方向性が出されていて、ではこ

の先具体的にどうしていくかという話が次に出てくる。われわれとして

はそれもイメージをしていかないといけない。 

事務局 おっしゃるように、課題はいろいろとあるが、それに対応していくと

いうように、これから具体的にどういったことが出来るのかということ
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を検討していく中で、きっちりとしたイメージを持っていかないとなか

なか実現にも至らないし、実施を検討する段階でやはりこれは出来ない

ということも出てくるかと思う。 

今回は大きな方針といった部分であり、今後具体的にどうするかとい

うことは、またこの地域部会でも次のステップとして、協議の中で進め

ていただくことになる。 

委員 具体的に検討していかないといけないのは、行政バスということでよ

いか。三重交通や近鉄が運行しているものは要望するぐらいしかないと

思う。 

事務局 基本的にはそういったかたちである。 

委員 その辺りがよく分からないのだが、市が絵を描けるのは、市が走らせ

ているバスだけではないか。 

事務局 具体的に本当に出来るというものはそのようになってくる。しかし、

三重交通バスなどは事業者の考えにもよるが、地域の要望で取り組んで

いただけるものがあれば出来ると思う。 

委員 市としては取り次ぐくらいで判断は出来ないのではないか。 

委員 以前に、買物に必要ということで、路線バスをスーパーまで延ばして

いただいた。実際には利用者は少なかったが。 

委員 私がいる地域では、行政バスでは限度があると思っている。全部をク

リア出来る話は到底ないであろう。課題⑥と⑦の対応方針には地域運行

型というものが出ている。高尾地区からは、われわれでやるという声も

出ており、この新しい計画の中でも地域やＮＰＯ等が運行する地域運行

型バス、乗合バス、新しい地域交通システムの導入の検討があり、これ

しかないと思う。三重交通に頼っていては絶対にいけない。 

委員 それは地域に任せないといけない。 

委員 市の支援とお互いに協力し合うということで、例えば辺地債か何かで

バスが買える。辺地債は有利な起債なので、市としてそれでバスを買っ

て地域に運行してもらう、また運行費用のいくらかは支援するというか

たちのほうが、三重交通に支払っているよりよいと思う。その代わり地

域は汎用的にデマンドであるなどして、小回りして、時間的なものも解

消していく。名張市でそういった運行もしているので、一度出前講座か

何かで教えていただいて、出来るのかということを勉強しないといけな

い。 

委員 名張市のように生活支援というかたちでやっていただければ出来るだ

ろうと思う。 

委員 先ほどから申しているように、基本方針の中にいわゆる各自治協が独
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自で運営出来るシステムを作ると入っているので、そういうことである。 

それをするのであれば、各自治協で福祉施設へ行くコースなどを作れ

ばよい。必要なコースは各地域で考えて下さい、それに対して行政はバ

ックアップする、そういった意味で載せているのであろうと確認した。

地域も汗をかくし、行政も汗をかく。 

委員 その方法しかない。三重交通が運行しているものを何とかというのは、

小手先のもの。 

委員 法律的なハードルもあるが、そんなことを言っていたら、全国的に見

ても、過疎化の地域は絶対に終わってしまう。 

委員 次の段階では、具体的にそういったものを出していくということか。 

事務局 今回のものは基本方針で、アクションプランではない。実際にしてい

くとなると、支所を中心に、皆さんでどうしよう、こうしようと話をし

ていただかないといけない。極端に言って、車を乗る人のことを考えな

くてもよいと思う。バスを乗ってくれといってもやはり車に乗るので、

高校生までと、年配の方のことを考えればよい。そういったことは、支

所を中心に、こまめな計画を立てていかないといけない。 

委員 いま運行しているお買物バスを拡張するのが一番よい。 

委員 先日研修会があり、南伊勢町だったかと思うが、デマンド交通を業者

がしているところがあった。 

委員 どういったものがよいかということを勉強しないといけない。 

委員 厚労省のモデル事業として、矢持で３年間実施したが、地域交通の問

題も計画に組まれていて、随分とあちらこちらで話を聞いた。そこで聞

いたのは、やはりネックは金である。行政がどれだけ金を出すかによる。

それと国へ申請する事務、これらが行政の基本。淡路市では一箇所でや

っていて、なぜそれをもっと市内の他の地域でしないのかと聞くと、そ

れをしたら市がパンクするとのことであった。結局金である。クリア出

来るのは事務的な部分だけである。仮にするとしたら、４千万円で青山

で出来るというものを作り上げないといけない。今後流れが全国的に出

てきて、国の補助金なども出てこれば、そうせざるを得ない。 

委員 最終的には、自分たちがある程度腹を括って、これだけは負担すると

いうような覚悟を持たないといけない。ここでわいわい言っていても何

の成果もないと思う。それをするなら、自分たちの地区で、５０万円な

ら５０万円１００万円なら１００万円、これで一度やってみようか、そ

こで、国や県から何か言われたら、法律というのはどこかに必ず隙間が

あるので、それを行政に探していただいて運用出来るように考えていく。

こうして説明しに来て、ああしたい、こうしたいというよりも、まず、

少し覚悟をしてくれないかというようなほうがよいと思う。一度モデル
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地区みたいなものを作ってやってみてはどうか。 

委員 阿山のデマンドは結局ダメになったと思うが、何故か。 

事務局 経費の部分もあるが、阿山地区で各戸アンケートも実施して検討もし

ていただいたが、いまは定時定路線でしているものが、今後電話をしな

いといけなくなるなど、面倒なことは出来ないなどという声があった。 

委員 いろいろと前向きな議論をいただいているが、この議題については、

課題に対する対応方針が一定の方向性を定めたものであり、これを認め

ると部会としてはＯＫと言うことになるがよろしいか。 

委員 ほとんど「検討」ばかりではないか。 

委員 それは次の段階でということである。 

【承認】 

 

６．その他 

住民懇談会開催について 

 

 

 

 


