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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青山地域部会 

議事概要 

 

■開催日時 平成２７年７月６日（金） 午前１０時～午前１１時３５分 

■開催場所 青山支所２階 会議室 

■出席者（敬称略） 

【委員】 

  上田 三男（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（上津地区住民自治協議会

会長）、阿部 修（桐ヶ丘地区住民自治協議会会長）、吉岡 輝一（阿保地区住

民自治協議会会長） 

 【事務局】 

   総合政策課 風隼課長、稲森係長、山岡主任、杉浦 

   青山支所 牧野支所長、岩野振興課長、大岡主幹、古田主任 

■傍聴者 ０人 

 

■会議概要 

１．開会 

 

２．地域部会の概要及びこれまでの経過について 

 事務局から資料１に基づき説明 

【質疑なし】 

 

３．部会長、副部会長の互選について 

（互選結果） 

   部会長 川合 八司（博要住民自治協議会会長） 

   副部会長 吉岡 輝一（阿保地区住民自治協議会会長） 

 

４．協議事項 

 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２、資料３に基づき説明 

 

【質疑応答】 

委員 意見内容の計画への反映はないということについて、計画には入れない
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ということなのか。 

事務局  大きな考え方としては現在の計画案の中に包含されており、具体的に路

線をどうするかというのは形成計画を作った後の実施計画で検討してい

くという意味である。いただいた意見を排除するという意味ではない。 

委員 計画とは言っても基本的な方針、考え方が書かれているということか。 

委員 計画となると、大まかな部分をきちんとしておく必要がある。例えば建

築基準法などの法律でも細かい部分は施策で対応していくので仕方が無

いと思う。タウンミーティングやパブコメの内容を施策の中で活かしてい

ただければよいと思う。 

委員 気になるのは、これから利用しなくなる者が策定に関わっている。アン

ケートにもあったが、若年層が参加しておらず、興味が無いのだと思う。

その辺の意見の吸い上げをどういう方法でやっていくか。 

事務局 昨年度から計画の策定を進めているが、その中で実際の利用者を対象に

アンケート調査を行っており、高校生なども含まれている。今後実施計画

を作っていく中では、利用者やこれから利用するであろう方々の意見を聞

く方法は別途検討していく必要がある。 

委員 どこの説明会とか報告会でもほとんど年配者ばかりである。それで果た

して行政の言う住民の意見を採り上げるということを本気で思っている

のか。こうして一応会議を開いて終わりということにならないのか。 

この計画も市のトップ何名かの方向性で動いているのではないか。多く

の職員が参加して検討されたものではないと思う。わざわざ時間をかけて

膨大な資料を地域へ説明することが必要なのか。 

事務局  若年層の意見集約については、公共交通に限らず伊賀市全体の中で 15

歳から 60歳くらいの生産年齢人口の意見集約が確かに課題にはなってい

る。市全体の仕組みの中で何とかできないのかということは再生計画にお

いても課題として挙げており、別途、地方創生の計画を作っている中で、 

中高生へのアンケートや意見交換会など、伊賀市の将来を担う方々の意見

の把握も考えているので、地域においても若年層の意見集約をお願いし

て、フィードバックいただけたらと考えている。 

委員  自治協に関わっていなかった時はそう気にならなかったが、会議をする

とたまに若い子が意見を言ってくれるときがある。そうすると私たちが思

いもしなかった意見がでる。社会情勢的に難しいことではあるが、そうい

う若い人の意見を汲み取れる場所を作ることが重要だと思う。 

 

（３）伊賀市地域公共交通網形成計画（最終案）について 

 事務局から資料４に基づき説明 
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【質疑応答】 

委員 資料２のタウンミーティング結果で、企業とのコラボや地域運行を望む

意見があるが、計画に基本的な考えが入っていると思って良いのか。 

事務局 そうです。 

委員 公共交通における新たな技術の導入とは、例えばどのようなものをいう

のか。 

事務局 例えばJR関西本線でこれまで電化に向けた要望や取り組みを行ってき

たが、状況は厳しく見通しは立っていない。そのような中で、電化に変わ

る方法として、ハイブリッド車両の導入なども含め新たな道を模索してい

くことも必要ではないかということで挙げているものである。 

委員  計画では良いことばかり書いているが、本当に実現できるのか。伊賀市

としてこれは絶対やりたいという施策を絞った方が良いのではないか。 

事務局  形成計画の発想自体が、行政が基盤整備をして地域と連携していくとい

うことであり、今後いろいろな施策を進めていく中で、この計画をまず作

らないとの国の支援ももらえないということもあり、少し幅広く書いてい

る部分がある。 

 形成計画の中でこれまでの交通計画と大きく違う部分、力を入れていく

部分は、伊賀鉄道の公有民営化と地域コミュニティバスの導入である。計

画の中で大きくプロジェクトのような形で書いてはいないが、我々の思い

としてはその２点が計画期間６年間の中心的な内容と考えている。 

 関西線の電化などは今日明日にどうなるものでもないが、そういう息の

長い取り組みも同時に継続していく必要があると考えている。 

委員  以前にも青山地域の自治協単位でバスを運営することについて意見を

させていただいた。実現するには法律や条例など、クリアすべき点は多々

あると思う。それに対して行政が汗をかくというのは、計画 49ページの

各主体の役割の記載内容に網羅されていると考えて良いか。 

事務局  そうです。 

委員  先日伊賀鉄道に乗ったとき、市部駅でゆめが丘の企業へ勤める人がたく

さん降りており、ゆめが丘方面へはやはりここが拠点になっているという

ことを改めて感じた。 

ゆめが丘の企業が市部駅の駐車場を利用するようなコラボについても

計画 49ページの市民・地域・企業等関係団体の役割に含まれているとい

うこと良いか。 

事務局 やはりご利用いただかないことには公共交通は維持できない。特に市部

駅については何かバス的なものができないかとは考えている。 

委員 課題というのは、多少の地域差はあるが基本的にどこもほとんど同じだ
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と思う。それならばどうして行くのかということが我々にとっては大事で

あるし、今後 10年もしたら車に乗れない人も増えてくる。そうした中で、

青山地域の公共交通については絶対これをやる、というものがあった方が

地域の中でも説明できるので、そういうことをぜひお願いしたい。 

事務局  そのために地域部会を設けており、部会の中で青山地域の交通体系につ

いて方向性を見いだしていただきたいと考えている。 

委員  ６ヶ年の形成計画の計画書の完成イメージはこのような感じになるの

か。また、40～42 ページに書いている実施計画がいわゆる施策となるの

か、別に実施計画を作るのか。 

事務局 資料編とセットでご覧いただいている形を考えている。形成計画の実施

計画では主な事業内容を書いている。あとは各地域とも協議の上、もう少

し具体的なもの、例えば既存路線の見直しであれば具体的な路線をどうす

るのかというようなものが必要と考えている。 

委員  協議会や地域部会は形成計画の期間中設置されるものなのか。 

事務局  形成計画ができたあと、地域に合った公共交通のあり方について、地域

部会の場で協議させていただきたいと考えており、計画が終わるまでは継

続していく予定である。 

委員 今後も地域部会の場で意見を言う機会があると考えて良いか。 

事務局  そのための地域部会と考えている。 

委員  具体的な実施をする場合は必ず地域部会へ諮っていただきたい。 

事務局  委員の皆さんに共通認識を持ってもらう必要もあることから、そのよう

に考えている。 

委員  活性化再生協議会に近鉄や JRや三重交通が入っているが、この方たち

はいろいろ意見を述べられているのか、ただ単に名を連ねているだけか。 

というのは、パブコメで桐ヶ丘の件が出ているが、私も大阪へ通勤して

いた関係でよくわかるのだが、近鉄と三重交通は全くタイアップしていな

い。特に朝の通勤通学時間帯はタイアップしているが、夕方は５時半から

７時半くらいまでで、８時以降はタイアップしていない。大阪から帰るの

に２時間かかることを考えると、大阪を６時以降に出ると帰ってきてもバ

スがなく、20～30 分青山町駅で待たなければならない。最終バスも近鉄

とうまくつながっていないため、電車を降りたお客さんが取り残されるこ

とがある。また、青山から大阪へ行く電車は１時間に１本程度であり、始

発電車に乗るにも青山町駅で 20分くらい待たなければならない。 

このような状況なので、伊賀市が一生懸命取り組んでも、公共交通の運

行主体である企業が動かなければ計画も絵に描いた餅にしかならないの

ではないか。 
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  名古屋に２年間いたことがあるが、住宅地図に載っているバス停で待っ

ていると既に１年前に廃止されていたとか、駅から市役所などへ行く路線

やタクシー乗り場などもあまりなく、ほとんどマイカーで行っているよう

である。先ほどゆめが丘の話も出ていたが、まとめて駅まで運ぶとか、市

職員の利用にしても、私が行っている大阪の企業は一切自家用車禁止だっ

た。費用的にも安いし、事故にも遭わないし、仮眠もできる。その辺も積

極的に進めていただけたらと思う。再生協議会の委員の方の意見をこれか

らもっと採り入れて計画に載せていっていただきたい。 

事務局  鉄道事業者やバス事業者が活性化再生協議会の委員に入っているが、昨

年度は主に形成計画の策定についてご協議いただいた。決して名を連ねて

いるだけということではなく、それぞれの立場の中で意見は述べていただ

いてはいるが、内容としては個別路線の具体的なダイヤなどの詳細な議論

まではこの協議会でされていないのが現状である。形成計画で大きな方針

を決めて、次に具体的にどうしていくかというのは地域のご意見も伺った

中で、各事業者と協議していくことになると考えている。 

委員  三重交通でも他の県のバスを参考に運営されたら良いと思う。例えば奈

良交通では、大和郡山で日中マイクロバスを走らせている。桐ヶ丘でもそ

うだが、わざわざ大型バスを走らせる必要は無いと思う。 

 また、桐ヶ丘では三重交通にお願いして買物バスを走らせているが、時

間帯が悪く、利用が少ない。バスを走らせるにしてもバス会社の調査など

はほとんどしておらず、全部こちらでやって、要望が多かったら走らせよ

うかというような形でやっているから繋がらない部分があると思うので、

企業としての工夫が無いような感じがする。 

委員  ニーズ調査について、バスに乗れない人、バスが通っていない古田、奥

鹿野地区の人の意見が反映されていないのは残念である。そういう地区が

あるということをわかっていただいて、解消に向けて取り組んでいただき

たい。 

事務局 交通空白地域については、行政がどこまで手を伸ばせるかという部分も

あり、そういう場合には地域の皆さんと細かい話まで議論させていただき

たい。 

委員  説明を聞いていると、地域が主体的に頑張って、行政が補完するという

ような話だが、それは逆ではないのか。行政が頑張るので地域の皆さん、

助けてくださいというのが本来のスタンスではないのかと思う。その辺は

私たちが描いているコンパクトシティとはちょっと違う気がする。 

 この計画はバスなどに乗らなくて良い町場をイメージしたものかと思

う。おそらく元は国か県の設計したもので、全て市が設計したものではな
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いのではないか。また有識者が設計したものなのか、よくわからない。 

そういった有識者の方は自分では交通手段が簡単に手に入るのだと思う

が、こういった中山間地域では、隣の人に頼むのも遠慮する状況である。

そのことがわからないまま、こういうことを説明されても、勝手にやって

ちょうだいという話である。 

事務局  この計画については法律に基づいており、記載する項目も一定決まって

いる。そういう中で地域の実情に応じた内容を検討することとしている。 

 取り組みだしている自治体もまだ少数であり、伊賀市は少しだけ早く動

き出しているような状況である。この計画の中でも具体的なことをもっと

書きたかったが、まずは大元となる計画を作って、国の補助金などの財源

を確保しながら進めたいと考えている。 

 地域へ丸投げではないのかというお話もあったが、我々としてはとても

そんなことは考えていない。今日で地域部会は４回目となるが、中山間地

の交通空白地の高齢者の移動手段はどの地域にも共通する課題となって

おり、その点の認識は持たせていただいている。 

 都会に沿った計画に見えるかもわからないが、中身は伊賀市の実状に合

わせたものにしているつもりである。 

委員  この窓から見える地域は比較的便利だが、ハーモニーフォレストの窓か

ら見えるのは鹿や猪である。そういう地域から本庁や支所へ行こうとする

と車にも乗れない、近所の人に頼むにも皆高齢化している。そんな状況を

念頭に置いて作った計画であればありがたいのだが、たぶんそういうこと

ではないと思う。 

委員  計画の説明で主張されたのは、地域運行バス支援制度の導入かと思う

が、実施主体が行政となっている。この点について、思い描いているとこ

ろを説明されたい。 

事務局  ６月議会の一般質問でも答弁しているが、平成 28年度に向けて、名張

市が実施しているような地域コミュニティバスへの補助制度の設計を行

いたいと考えている。８月末に形成計画ができて、秋くらいには支援制度

の案を地域部会にも提示してご意見をいただきたいと考えている。28 年

度に制度ができてもそこからルートやバス停などを検討していると、早い

地区で平成 29年度の夏ぐらいに運行開始となるようなイメージである。 

委員  例えば現在の行政バスを変えていくというようなことになるのか。 

事務局  場所によっては行政バスのルートを変えていくことになるし、廃止代替

バスの見直しも出てくるかもわからない。そうなると交通事業者との調整

も必要となる。したがって制度ができてから実際走り出すまでは一定の時

間がかかるものと考えている。 
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委員  地域が自主的に取り組む地域運行バスといっても、行政が実施主体とな

っているので、やはり行政中心に取り組むということではないのか。 

事務局  ここは地域運行を支援する制度を作るという意味なので、実施主体を行

政としている。制度だけではなく一定の財源も含むものと考えている。 

委員  では、行政が走らせている行政バスをどうしていこうというのは計画に

入っているのか。 

事務局  施策で言えば既存バス路線の運行改善や乗り継ぎの強化といった項目

に含むと考えている。 

委員  確かに良いことではあると思うが、地域も協力していかなければ、例え

ば高尾地区だけでというのはできないと思う。 

事務局  単体の自治協ではなく、運営協議会を作って連携してやっていただくこ

とも可能である。 

委員  場合によっては現在、社協と青山福祉会で走らせている無料のお買物バ

スをこの地域運行の枠組みに乗せることもあり得るということか。 

事務局  そこはまた別の話である。 

委員 その辺を対応するのが行政の役割ではないのか。だから施策の実施主体

も地域と行政というようになると思う。 

事務局  制度の導入については行政がやるもの、一方、実際の運行については新

たなバス運行方法の確立ということで、実施主体を地域と行政という形で

整理している。 

委員  制度を作っても受け皿が無ければ意味が無いし、これから青山地域は三

重交通に頼っていては改善しないと思う。ついては行政の支援のもと、地

域が主体的に運営する形に持っていかなければ、ニーズに合ったものには

できないのではないか。 

委員  これからは近鉄や三重交通に頼っている時代ではない。６つの自治協が

主体となって取り組み、条例や法律面、財政面のことは行政にお願いする

ということになるかと思う。現在バスなどにかかっている経費を削減して

回せるのであればそうするべきである。いくら地域主体の取り組みが広が

っても大幅に経費が増加するようでは何にもならない。 

委員  伊賀鉄道の公有民営化が決まって、市として大きな財政負担を背負って

いくことになると思うが、その財源は一体どこから持ってくるのか。行政

バスなどを減らしてそこから捻出するというようなことではないと思う

が。 

事務局  公有民営化のひとつのメリットとして、今まで施設を保有していた近鉄

には出なかった補助金が市が施設を持つことによって出るようになると

いうことが挙げられる。それで全て賄えるというわけではなく、後は市の
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一般財源を充てることになる。 

委員  企業とのタイアップや、地域で運営する場合の研究というのはまだこれ

から検討していくということか。 

事務局  個別施策の具体的な内容は形成計画ができてから作成していくことに

なる。 

 

５．その他 

 今後のスケジュールについて 

 事務局から資料５に基づき説明 

 【質疑応答】 

委員 議会へ報告して、８月末頃に国へ計画書を送付した場合、国の認可の見

通しは既についているのか。 

事務局  この計画は国の許認可を必要としておらず、報告のみとなる。 

委員 報告したら９月から実施に入っていくということで良いか。 

事務局  平成 27年度からの計画であり、そのように進めたいと考えている。 

委員 先ほども話があったが、計画の策定について、本当に伊賀市が先端を走

っているのか。どことも策定しているのか。また、県内の状況はどうか。 

事務局  近傍では奈良県の宇陀市、県内では四日市市、津市が既にできており、

松阪市が策定中くらいの状況である。 

事務局 青山で地域運行バスを実施する場合、辺地債で車両が買える。 

委員  青山全域が辺地ではないが、その辺はどうなのか。 

事務局 確認が必要だが、辺地から出てくるバスが辺地外の地域を通る場合、そ

れは問題ないと聞いている。 

委員  それをするならおそらく三重交通は手を引くと思う。 

事務局 市としても両方へ投資するわけにもいかない。 

委員  手を引いてもらっても良いが、その代替をしっかり確立する必要がある

と思う。 

委員 10月頃に早くも地域運行の案を示してもらえるのか。 

事務局 案となるか、他の事例等をもちいた勉強会的なものとなるかはわからな

いが、28 年度に制度設計するのはこのあたりでたたき台的なものはお示

しする必要があると考えている。 

委員 具体的になってきたらこの地域部会に関係者をもっと呼んでも良いの

か。 

事務局  基本的に地域部会はこのメンバーと考えており、別途地域の意見を集約

いただき、この場でご議論いただきたいと考えている。 

 


