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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上野地域部会 

議事概要 

 

■開催日時 平成２７年２月６日（金） 午後１時３０分～ 

■開催場所 伊賀市役所本庁２階 第３会議室 

■出席者（敬称略） 

【委員】 

田村 輝之（小田町住民自治協議会会長）、前 則幸（新居地区住民自治協議会会

長）、北村 公一（友生地区住民自治協議会会長）、山口 幸宏（猪田地区住民自治

協議会会長）、大石 幸生（神戸地区住民自治協議会会長）、杉山 紀之（伊賀市上

野老人クラブ連合会事務局長）、乾 光哉（社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会地

域福祉部長）、松井 謙二（伊賀市民生委員児童委員連合会会長）、中田 洋二（上

野商工会議所社会文化部会部会長）、八尾 光祐（一般社団法人伊賀上野観光協会

副会長） 

 【事務局】 

   総合政策課 藤山課長、稲森係長、山岡主任、杉浦 

 【関係者】 

   ㈱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 

【質疑応答】 

委員  地域部会員の任期は３月３１日までと聞いているが、次回の５月末に開

催予定の地域部会については、新たなメンバーによる開催となるのか。 

事務局  委員については、それぞれの団体にお願いしている。 

任期については、一旦は３月３１日までとしているが、開催時の団体の

代表の方に出席していただきたい。代わられた場合は次の代表の方にお願

いしたい。 

委員 今日の協議内容については、５月の地域部会に引き継がれるということ

か。 

事務局  今日の協議内容やこれから開催を予定しております協議会やパブリッ

クコメント等の意見や内容を踏まえた最終案を５月末ごろに協議いただ
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きたいと考えている。 

委員  我々の任期は３月３１日までで、４月１日からは新たに委嘱するという

形になるのか。 

事務局  はい。 

 

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 21ページからの基本方針について、３点ほど質問したい。 

２－①に「行政バスや路線バスを区分ではなく」と記載されている。 

そんな中で周辺都市との連携・交流強化を図るというのは、このあたり

でいうと滋賀県や奈良県になると思うが、旧町村の行政バスとどのように

整合性をとるのかということがまず１点目である。 

いわゆる行政バスと路線バスにどう違いを持たせるのか。もし、それを

廃止するのであれば路線バスをどのように走らせるのか、資料には全く記

載されていない。それで、交通網を考えるといってもどのように協議して

いけばいいのかと疑問に思う。 

次に、鉄道については伊賀鉄道と関西線になるが、伊賀上野駅における

接続については、現在も接続しているダイヤもあるが、中には全く接続し

ていないダイヤもある。それらをどう調整するのか。それと、年々子供達

が減っていく、働いている人も退職していく中で、どのように外からの利

用客を呼びこむのか。観光施策等も考えられるが、それをどのように利用

者増に結びつけるのか。 

前の第１回でも言ったが忍者フェスタの期間に忍者服を着ている方を

無料で乗車させるという施策があるが、鉄道というのは、いくらたくさん

の客を乗せても無料であるならば赤字になる。人が乗れば乗るほど車両が

重くなり電力がかかるため赤字が増える。たとえ少しでもそういったお客

からはお金をとることが必要である。 

関西線の電化を進める会というのがあるのに、この部会のメンバーに入

っていないが、それと、計画の中の関西線の充実とどのように整合性をと

るのか。この資料からは見えてこない。それらをどのように考えているの

か最大の疑問である。 

また、乗客を増やすといっても定期外乗客が減っており、割引率の高い

鉄道事業者にとってありがたくない定期客をどのようにしていくか。そう

いったことが疑問に思って仕方が無い。それをお聞かせ願いたい。 

事務局 今、説明させていただいたことは、伊賀市の公共交通の総合的な計画の
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中での理念や方針をお示しさせていただいたもの。方針にかかる具体的な

施策については、他の部会等でも協議をしていただいているところだが、

そういった内容を踏まえて考えていくものとなる。 

もっと具体的な施策についても記載していくのかとなると、実際のやり

方などについては、この方針に基づきこの部会等でも協議を行い決めてい

くことになると考えている。 

 形成計画というのは、総合的な計画の中でこのような方針のもと、実施

するものであることを大前提に考えていただきたい。 

 鉄道の関係で関西線と伊賀鉄道の連携については、伊賀鉄道を残してい

くという考えがあるのであれば、そういったこともしっかり考えるべきと

いうご意見もいただいている。市としても、伊賀鉄道の乗客を増やしてい

くためには、伊賀神戸駅や伊賀上野駅において、乗り継ぎを良くする必要

があると考えている。 

ＪＲでいうと、加茂から亀山まで運行している中で、加茂での接続、亀

山での接続、また柘植駅での草津線との接続を良くして欲しいと要望をあ

げている。総合的にみてＪＲの方でダイヤを調整していただいている。一

番良いことは、伊賀上野駅でＪＲの上下線ともが入ってくることであり、

単線で運行本数の少ない伊賀鉄道としては、ＪＲのダイヤに少しでも多く

接続できることが理想であるが、関西線のダイヤを考える中では難しい状

況となっている。そういったことを改善できるようＪＲに対して要望もし

ていきたいと考えている。また、伊賀鉄道においても出来る限りＪＲと接

続ができるダイヤとなるよう努力をしていただいている。 

 鉄道路線の活性化については、沿線人口が減ってきている中で利用者を

増やす方法としては、やはり外からの利用者を呼びこむ施策が必要になる

と考えている。 

観光施策とリンクさせていくことも１つの方法であり、また、観光以外

では、伊賀市のポテンシャルである農業などの分野において交流人口を増

やしていくことも１つの方法と考えている。特に観光の分野では、外国人

の観光客が増えている。そういった外国人客を呼び込むために、観光協会

に入ってもらう形でこれからもＪＲとは連携していくことが必要と考え

ている。 

委員 伊賀上野駅や伊賀神戸駅へ、「しらさぎ」のようなバスをジグザグ運行

しないで直通運行させることも手段ではないか。 

事務局 伊賀上野駅から上野市駅間については、上野名張線や諏訪線という路線

バスが運行している。 

委員 私は三田に住んでいるが、ＪＲと乗り継ぎが必ずできているわけではな
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いし、諏訪線も減便される。そうするとますます不便になるのではないか。 

事務局 三重交通に対してもＪＲとの乗り継ぎについて、改善してほしいと以前

から要望をしており、来年度から少しずつではあるが、改善をしていくと

の回答をいただいている。 

上野市駅から伊賀神戸駅間のバスの直通運行については、伊賀鉄道が走

っていることから現在のところは考えていない。 

委員 この資料からすると、市民のニーズは本数と乗り継ぎにあると思われる

が、だからといって本数を増やすのかというとそういうものでもないと思

われる。 

今回の提案いただいたことは、基本方針として全体的な考えであるの

で、具体的な施策については、次のステップと考えたい。 

委員  基本方針というのは、細かいことから策定することが基本方針である。

大雑把なことを決めることは基本方針とはいえない。 

委員 基本的な考え方を確認したい。 

22 ページの３－②にＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルがあるが、18ページに計

画期間が載っており、それがＰ（プラン）にあたるとすると、Ｄ（実行）

については、２０２１年度以降に実施するということになるのか。 

事務局 計画期間としては６年間の計画であり、その計画に基づいて平成２７年

度から実施していくものである。そして、実施をした上でそれぞれの年度

ごとに見直し、改善を行うことを繰り返していくものである。 

６年間で計画を立て、その後実施し、見直しを行い改善していくという

ようなものではない。 

委員 そうすると、具体的な実行案については、この後示されるのか。 

事務局 今もっては、計画の中にあげていく内容をまとめている段階である。 

現在、各地域部会で、それぞれの地域における課題と対応方針について

協議いただいているが、それらをまとめたものを計画の中に施策としてあ

げていく形になる。今日の時点ではそれがまとまっていないという状況で

ある。 

委員  計画から実施に移行できるようなものとしては、例えばバスの関係とい

ったものになるのか。 

事務局 例えば、バスルートの見直しなどがある。その内容を施策としてまとめ

ていただき、それを検討することから始まり、実際に可能かどうかを含め

て実行に移していく形になる。 

委員 今、６年間のプランを立てて、絶対にその通りに進めるというものでは

なく、常に計画とか見通しを立てながら、実施、見直し、改善をしていく

ということか。 
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事務局 すべての計画を同時に行うことは不可能であるため、施策によって検討

をする時期が異なると考えている。それぞれの施策を検討していくこと

で、実行できるものかそうでないものかが出てくると思われるが、それら

を検討、実施していく上での大きな方向性としてこのように方針を示して

いる。 

委員 この地域部会というのは、伊賀市全体の交通体系がある中で上野地域に

スポットをあてた事を検討して欲しいというものではないのか。 

事務局 はい。そのとおりである。 

委員 そうすると、上野地域の考えを伊賀市全体の交通体系に対してどのよう

に整合性をもたせるのかということになる。 

この部会では、上野地域の交通体系をどうするか議論することが重要で

はないか。 

委員 地元に住んでいる人のための計画であることが大前提であり、いかに住

民が公共交通を利用するかが大切である。そうした時に、示された基本方

針では立派なことは書かれているが、抽象的なことばかりになっていると

思われる。具体的な部分が抜け落ちているのではないか。 

事務局 今日、お示ししている内容は、基本方針であるため具体的な施策につい

ては示していない。具体的な施策については、次回以降、協議してもらい

たいと考えている。 

委員 地域部会からあがってきた課題や意見をもとに、これから協議会等で具

体的な施策が示されていくということでいいのか。 

事務局 はい。 

委員 高齢者や障害者、あるいは児童生徒が、いかに公共交通を身近に感じ、

利用しやすい環境にあるかが結論になると思われる。 

19 ページ以降の内容がそれにあたり、そのような中で基本方針が示さ

れているが、基本方針が細分化されすぎており分かりづらい。もっと、分

かりやすい内容に要約できないか。 

事務局 内容を変えることは難しいが、記載方法については検討できる。 

 

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 直近の決算における伊賀鉄道の 100 円を稼ぐにはいくらの経費が必要

となるかという営業係数及び 1キロあたりの輸送人員はどのくらいか。 

事務局 営業係数は確かな数字ではないが、250円前後だったと思われる。輸送

人員は平成 24年度で 2,800人である。 
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委員 スケジュールの変更理由が、伊賀鉄道の公有民営化の締結が 3月末にあ

るためと説明があったが、そうすると、伊賀鉄道がどうなるかによって内

容がかなり変わってくると思われる。 

今の素案は、伊賀鉄道を公有民営化することを前提に作成されたものと

なっているのか、また、どこまでのことが反映されているのか。住民懇談

会の結果によっては公有民営化が覆ることはないのか。 

事務局 公有民営化がどうなるかについては、この場では答えづらいこともある

が、これらは、市の方針として示させていただいている。伊賀鉄道につい

ては、年間かなりの赤字がある中で、今後はそのほとんどを市が負担しな

ければならないことになる。沿線地域からは存続の声を聞かせてもらって

いるが、上野地域以外の部会からは、これだけの負担をしてまで残す必要

があるのかという声もいただいているし、ある自治会からは廃線の要望も

いただいている。そのようなことも踏まえて、今後、住民説明会等でご説

明させていただき、その時の意見も含めて判断したいと考えている。 

今もっては、伊賀鉄道の存続が市の方針であるが、バス転換となった場

合には計画の内容はかなり変わってくると考えられる。 

委員 公有民営化の確認の締結には何が必要となるのか。議会承認等が必要と

なるのか。 

事務局 議会へは、地域説明会等の内容等を報告させていただいて承認を得たい

と考えている。議決案件にするかどうかはこれからの話し合いになる。 

委員 他の地域から反対意見が多かった場合に、廃線とすることもあるのかど

うか。何が基準で決定されるのか教えてほしい。 

事務局 色々なご意見を総合的に判断していくしかないと考えている。 

存続の声よりも廃止の声が多い場合には、そのような事も考えなければ

ならない。 

委員  鉄道とバスを一体化させるようなことも考えてはどうか。 

事務局  それも 1つの案であると思われる。 

委員 本年度中に公有民営方式について基本合意を行い、平成２９年度から実

施するということでいいのか。その結果のシミュレーションが資料のとお

りということか。 

事務局 シミュレーションについては、今の取り組みのままでいくとこうなるこ

とを示している。利用促進策をこれから取り組むことで２種の収支につい

ては改善されると考えている。 

委員 今、それぞれの地域で部会をされているが、各部会で承認されれば公有

民営化になるということか。 

事務局 市の考えを説明させていただいているものであり、承認とかではない。 
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委員 公有民営化は間違いないものと考えていいのか。 

事務局 そうではない。地域懇談会の意見も踏まえて判断したいということであ

る。 

委員 公有民営化にするか、廃止してバス転換するかで、この計画の内容はか

なり違うものになるということか。 

事務局 はい。そのとおりである。 

 

５．協議事項 

上野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  この内容は、あくまでも伊賀鉄道を存続させるという前提の内容か。 

事務局  はい。 

委員  伊賀鉄道の存続については、強く協議会へ要望してほしい。他の地域か

らかなりの反対の意見が出た場合にはどうなるのか。 

事務局  活性化再生協議会においては、１２月にも説明は行っており、その場で

は反対の意見はほとんど無かった。しかし、協議会としては、市民の意見

も含め伊賀鉄道をどうするかを決定してから計画策定を進めるべきでは

ないかということである。 

事務局  市としては、伊賀鉄道を存続させる方針をもっており、それを前提にこ

の計画を進めている。しかし、市が示しているのでそのとおりに進むとは

言えないので、もっと存続の声をあげていただきたい。 

委員 伊賀鉄道は、伊賀市の公共交通の背骨となるものであるため存続は必要

である。 

事務局  すべての部会において反対ばかりというわけではない。存続という意見

も出ている。 

委員  伊賀鉄道については存続してほしいと考えている。 

 他の地域で鉄道が廃線になって町がさびれたところを幾つも見てきた。 

伊賀市においても、ＪＲや近鉄と繋がっている伊賀鉄道が廃線になる

と、伊賀市に入ってくる交通網が遮断されてしまい外からのお客は来なく

なる。また、市内に高校があっても入学しなくなるということになる。 

北と南の交通を繋いでいる骨として伊賀鉄道は残して欲しい。上野地域

部会として存続を強く出して欲しい。 

委員  現在、転入が増えているのは東京圏だけであり、他の地域では転出が増

えており、このような問題は各地域で起こっている。 

そのような中で１つの案であるが、伊賀鉄道沿線の４２２号沿いでコン
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ビニがあるのは市部だけである。駐車場のある無人駅にコンビニを設置し

て人を集めてはどうか。そうすると鉄道の利用者も増え、駅の防犯にもな

るのではないか。 

事務局  駅舎へのコンビニ設置は以前にも聞かせていただいており、１つのアイ

デアとして検討してみたいと考えている。 

委員  バスについては、旧町村の支所を中心に運行している行政バスと三重交

通の路線バスとの整合性をもたせてほしい。 

上野地域の方は、各支所管内を行政バスが運行していることを知らな

い。各路線同士の乗り継ぎを示したものを作成すれば利用者が増えるので

はないか。 

委員  今日、市から示された内容について、上野部会として承認してよろしい

か。 

委員  はい。 

【承認】 

 

６．その他 

 なし 


