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平成２６年度第５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２６年度第５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３月３１日（火） 午前１０時～ 

■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（代理：近畿

日本鉄道（株）営業企画部 西川）、榎本 方士（伊賀鉄道（株））、尾崎 彰（三

重交通（株））、道上 恵正（伊賀警察署）、土手 一彦（市民公募）、廣瀬 計（市

民公募）、町井 淳志（市民公募）、野田 敏幸（中部運輸局三重運輸支局）、原田

孝夫（代理：三重県交通政策課 川端主幹）、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）、花岡 穣一（伊賀市企画振興部長） 

【関係者】 

牧田、小林（(株)国際開発コンサルタンツ）  

【事務局】 

総合政策課 藤山課長、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 藤山  

 

２．会長あいさつ 

会長 前回の会議の後、市で住民懇談会を開催され、大変たくさんのご意見

をいただいた。今回はこれを踏まえて作成した中間案について、委員の

皆さんそれぞれの視点でご意見をいただきたい。 

 

３．報告事項 

（１）住民懇談会の開催概要について 

事務局から資料１に基づき説明。   

【質疑応答】 

委員 いろいろな意見が出されているが、内容は今度の計画にどこかで盛り

込まれているのか。少数意見的なものは省かれたものもあるのか。 
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事務局  形成計画は基本計画のようなものであり、計画にとってプラスの意見

は、大きな意味ではほとんどが包含されていると考えている。実際には

地域公共交通再編実施計画を作成していく中で具体的なものが出てくる

と思う。 

委員 今回の意見は今後の計画で何らかの形で使われると考えて良いか。 

事務局  この後計画中間案のパブリックコメントでご意見をいただく予定をし

ており、おそらく懇談会のような踏み込んだ具体的な意見も出ると思わ

れるので、そうしたものも含め、実現可能性を探りながら計画に盛り込

む、あるいは次の再編実施計画の中で検討していくつもりである。 

 

（２）伊賀鉄道伊賀線の事業形態変更について 

事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

議長 鉄道事業再構築実施計画を来年度策定するということだが、具体的な

スケジュールや計画の中身についてはこの協議会で話をしていくことに

なるのか。 

事務局 再構築実施計画については、基本的に市と鉄道事業者である近鉄さん、

伊賀鉄道さんと連携して策定することになる。再構築実施計画自体をこ

の協議会で承認いただくということではないが、形成計画との関係もあ

ることから、その都度報告はさせていただきたい。 

議長 再構築事業は形成計画に載せていないと実施できないこととなってお

り、委員の皆さんで確認しながら策定していくということなので、その

都度ご意見をいただいて良い計画を作っていただきたいと思う。 

 

４．協議事項 

 伊賀市地域公共交通網形成計画（中間案）について 

 事務局から資料３、資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

議長 96 ページの伊賀線の平成 29 年度以降の体制構築に向けた勉強会につ

いて、平成 27、28年度で検討となっているが、勉強会の検討というより、

27、28年度も実施とした方が良いのではないか。 

事務局 これは平成 26年度以前の実施状況として記載しているものだが、この

後も実施計画に向けて協議する場を設ける必要があると考えている。実

際には平成 29 年度から再構築事業を実施していくということで、平成

27、28年度はそれに向け検討していくという考え方である。 

議長 大枠の方式が決まっていなければ検討でも良いと思うが、既に公有民

営方式が決まっているので、勉強会とするなら実施とした方が良いので
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はないか。 

事務局 平成 27、28 年度の再構築実施計画の策定という施策と、平成 29 年度

以降の公有民営方式での運営という施策に分けた形に修正し、前者につ

いては 27、28年度で実施という形に修正したい。 

委員 102ページ赤字部分の今回追加した内容について、伊賀市の役割の中で

これを受けるのは、「地域の主体的な取り組みを促進するため、条例等、

関係制度の整備を行います」の部分かと思われるが、地域懇談会での市

の回答などでも、地域運行について支援していく方向性をせっかく出し

ているので、市の役割の中で、支援していく姿勢をもう少し分かるよう

に書いた方が良いのではないか。 

委員  制度の整備を行い、支援体制を構築して行く、という内容に修正した

い。 

委員 目次に用語解説のページ案内が無いので書いたほうが良いと思う。 

事務局 ご指摘どおり追記させていただきたい。 

委員 84ページ表 4－1の計画の目標数値で、基本方針３の不満、満足の現況

値について、33 ページに鉄道、バスの満足度や不満の内容などが出てい

るが、ここから84ページの数値がどうやって出てくるのかがわからない。

また、評価指標におけるバスという用語の定義について、今後乗合タク

シーなど、バス以外の方法への転換もあり得ると思うが、そうするとバ

スの利用者数やバスの満足度といった評価指標から外れることが考えら

れる。要するにバスという用語の中には乗合タクシーなども含んでいる

と理解して良いのか。 

事務局 現況値を把握するためのアンケート調査では乗合タクシーの範囲まで

は調査していない。現況値とと目標値で対象を変えるのはどうかと思わ

れるので、今後乗合タクシーなどの新たなものが出てきた場合は、現時

点では一定外さざるを得ないと思う。 

委員 そうなると、現況値では全てバス路線が対象になっていると思うが、

今後バス路線が乗合タクシーに変わった場合など、バス路線の利用者数

という指標を考える際に、その分の利用者数が除外されることになるの

で、そこは問題が出てくるのかなと思う。 

事務局 今後、現在の路線バスに代わるようなものも出てくると思われる。目

標値は現況値を上回ることとしているので、現在のバス路線の定義の中

で考えていく必要があると思う。目標値が現況値を上回らなかった場合、

そのひとつの理由として、新たな移動手段の確保などを挙げていくこと

になると考えている。 

議長 表現の問題かと思う。乗合型に移行した場合はそれも含める、等の注

釈などで整理しておくと良いのではないか。 
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これから地域の皆さんにも頑張っていただくとすると、それは定時定

路線型のいわゆるバスという形態ではない場合もある。それらも利用者

数としては加えるべきだが、その辺りをどう考えるかだと思う。 

委員  ひとつの評価指標としてはやはり分かりやすくしておく必要があると

思う。形成計画を策定した後の交通網の再編において、新たな方式が導

入されれば、その段階の交通網に合った指標を設定するというように整

理していただいたら良いと思う。 

議長 形成計画では今の形にしておいて、交通網を再編していく上で再編実

施計画を作っていくことになるので、その時に再度指標を設定して PDCA

を回していくというしくみを作り上げるというご提案かと思う。 

事務局 新たな移動手段が出た際には、それを加味した中で再度目標値を見直

していくということで進めたい。 

見直した場合は数値目標の変更ということで国へ送付するということ

で良いか。 

議長 修正した場合は、形成計画の変更という扱いで国へ送付することにな

ると思う。 

委員 64 ページの公共交通の利用を促進するアイデアについて、先般の地域

懇談会の中で、伊賀線の上野市駅の駅名の変更や時間帯運賃制の導入な

ど、良いアイデアが出されているが、ここには記載されていない。これ

は抜けていたということか。 

事務局  ここはアンケートでいただいたアイデアを記載しているので、懇談会

でのご意見も踏まえ精査させていただきたい。費用面や法的な制約等も

踏まえ、実現の可能性のあるものを中心に、いただいたアイデアとして

整理し、記載したい。 

委員 掲載するのであれば今のように整理していただくか、64ページ表 3－3

のタイトルを「実現可能なアイデア」とするか、「市民から出されたアイ

デア」として全部挙げていくかしないと、地域懇談会の意見をいろいろ

載せているのとのバランスが悪いと思う。 

委員  伊賀線の新駅設置について、現実的には桑町駅の増設とした方が新庁

舎へのアクセスもできるし、裏側にもホームを作る方が良いのではない

か。現在検討されている場所は隣接に民家もあるし、バスが乗り入れで

きる道も無いとか、そういう問題は考慮されているか。 

事務局 新駅は現在の桑町駅と猪田道駅の間の商業施設に隣接した場所に設置

できるかどうかの検討をしている。桑町駅の増設、駅舎をつくることな

どについては、現時点では検討していない。 
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委員  96 ページの鉄道関連施策の伊賀線の枕木オーナー制度の導入につい

て、枕木だけではなく車両のつり革などでもオーナーを募り、資金を集

める工夫をしたほうが良いのではないか。 

事務局 これから枕木オーナーに限らず、いろいろな利用促進や資金を集める

方法を検討していきたいと考えている。施策の内容を枕木も含めたオー

ナーの募集などの形に修正したい。 

委員  12 ページで中学校と高校の立地が名張市まで含めて書いてあるが、名

張の近大高専が抜けている。 

事務局 ご指摘のとおり追記させていただく。 

委員  伊賀鉄道が公有民営化になるということで、近鉄が支える伊賀線から

伊賀市、伊賀市民が支える伊賀線への転換期となる。ついては、平成 29

年度以降市民が支えていくということの意識付けのためにも、もう少し

市民を巻き込むような施策を盛り込む、あるいは市民が意見を直接言え

るような場を作れないか。 

サポーター組織である伊賀鉄道友の会もかなり弱体化しており、会費

を無料にするなど、もう少しみんなが参加しやすい組織に改革できない

か。  

事務局 当然市民で支えていくという意識は必要である。伊賀鉄道友の会につ

いては会員数も減ってきているという状況ではあるが、この組織を充実

させていくのが一番良いのではないかと思う。 

市が持っている伊賀線活性化協議会といった組織もあるので、そうい

った団体とも連携した中でいろいろご意見を出していただくことが必要

である。 

現時点で新たな組織を作っていくことはあまり適切ではないと思われ

るので、今ある組織の中で充実した取り組みができるような体制も踏ま

えた検討が必要と考えている。 

委員 平成 29年度から公有民営化で運営していくということで、サポーター

組織とその活動の中身についてバージョンアップする良い機会だと考え

ており、この機会を逃さずに、今後いろいろご相談させていただきたい。 

議長 鉄道事業再構築事業の中でどういう形でこれを実施していくか、また

PDCA を回すのかなどについては、再構築実施計画の中でかなり具体的な

ものを作る必要がある。今のご意見はその辺りで具体的な話ができれば

良いと思う。形成計画では基本方針等、大きな話がメインとなる。 

事務局 

(コンサル) 

先ほどご指摘のあった 84 ページと 33 ページの満足度の構成比の件に

ついて、33 ページでは不満の内容を分析するために利用していない人を

除いた構成比としているが、84 ページではこれを含んた構成比を用いて

いることから差異が生じている。このままでは分かりにくいため、33 ペ
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ージに利用していない人も含んだグラフを掲載し、データの引用元と整

合するように修正させていただきたい。 

事務局 今回いただいたご意見に伴う修正については、会長に確認いただいた

上でパブリックコメントの募集に進めさせていただきたい。 

【承認】 

 

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。 

【質疑なし】 

 

 その他事務局からの連絡 

事務局 ４月 26 日（日）午後１時 30 分から、ゆめぽりすセンター２階大会議

室で中間案に関するタウンミーティングの開催を予定している。詳細が

決まり次第通知させていただくが、当協議会の主催を考えているので、

委員の皆様にもぜひご出席いただきたい。 

また、委員の任期について、本日をもって満了となる。ついては平成

27 年度からの任期を担っていただく委員を改めて選任させていただく必

要があるが、現時点では形成計画が策定途中の段階であり、所属団体内

での人事異動等の事情がない限り、できれば現委員の皆様には中間案以

降の協議についても引き続きお願いしたく、委員の再任についてご了解

いただきたい。 

 

 

 


