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平成２４年度第 1 回伊賀市交通計画協議会 議事概要 
 

１ 日時：平成２４年８月２９日（水）１３：１５～１５：３０ 

２ 場所：ハイトピア伊賀５階学習室１ 

３ 出席者： 

【委員】 

伊豆原浩二（愛知工業大学）、小林博之（中部運輸局三重運輸支局）、町井淳

志（公募市民）、土手一彦（公募市民）、廣瀬計（公募市民）、廣島悦子（公

募市民）、福嶌博（近畿日本鉄道㈱）、大島哲郎（伊賀鉄道㈱）、乾一彦（三

重交通㈱伊賀営業所）、小谷貴哉（三重県旅客自動車協会伊賀支部）、辻本勝

久（和歌山大学）、岡久美子（ユニバーサルデザインまちづくりの会「ハー

トシップ」）、川上善幸（いが移動送迎連絡会）、 

【関係者】 

松井一明（三重県交通政策課） 

【事務局（市）】 

  企画財政部長、企画財政部次長、企画課長、企画課主幹兼係長、企画課主

任、各支所振興課長ほか 

４ 傍聴人：なし 

 

【会議概要】 

１ 開会 

企画財政部長 挨拶 

 

２ 委員の委嘱 

 

３ 伊賀市交通計画協議会条例について 

   事務局から説明 

【質疑なし】 

 

４ 会長及び副会長の選出について 

事務局 

 

本協議会条例第４条第１項の規定では「協議会に会長及

び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する」と
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 されております。 

 選出の方法につきましていかがいたしましょうか。 

委員 事務局で案はありますか。 

事務局 これまでどおり会長には愛知工業大学の伊豆原浩二様、

副会長にもこれまでと同じ和歌山大学の辻本勝久様にお願

いいたしたいと考えているところですがいかがでしょう

か。 

【異議なし】 

事務局 異議なしのお声を頂きました。会長には伊豆原浩二様、

副会長には辻本勝久様をご選出させて頂きます事について

承認の方の拍手をお願いいたします。 

【拍手多数】 

拍手多数でございます。この件につきましてはご承認い

ただいたものとさせて頂きます。 

 

５ 会長、副会長あいさつ 

会長 引き続き会長を務めさせて頂く事になりました。宜しく

お願い致します。 

国の方の動きでは８月７日に交通基本法が国会の審議で

始まりました。まだ成立までには至っていないのですが、

情報としてはいろんな関係者の方のご意見等が議論、ヒア

リングされ検討されている所でございます。会期が限られ

ておりますのでぜひ成立することを期待したいと思ってお

ります。これは既に５年前に提案されたものであり、この

場でもパブリックコメントで皆様にもいろいろなご意見を

出して下さいねとお願いをした経緯もございます。ようや

く日の目を見るのか、また継続審議になってしまうのか心

配ですが、少なくともそういう方向でようやく国の方でも

動きが出てきました。伊賀市では先ほども条例の話がござ

いましたが、この交通計画は２期にわたっております。平

成２３年３月に皆さんと一緒に議論しながら作り上げたこ

の計画を、今まさに実行しているというところです。交通
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の問題というのは終わりがないものであり、私たちが生活

して、活動していく中で、人々の移動をどのように確保し

ていくかということは基本的な事項だと思っています。そ

れが 終的にどこまでいけるのかというと、いつまでもこ

ういった議論をして、少なくとも生活の質が良くなるよう

に皆で知恵を出して考えていくということをずっと行うべ

きだと思っています。そういう意味で少しでも伊賀市の皆

さんのお役に立てればと思っておりますのでこれからも宜

しくお願いいたします。 

副会長 今後とも宜しくお願いいたします。まずこのハイトピア

という新しい施設の完成、おめでとうございます。郊外で

はなく駅前のこの場所にこのような素晴らしい、新しい公

共施設が出来たこと、しかもバリアフリーにも配慮された

形のバスターミナルも出来るということで、この交通計画

協議会の目的でもある自家用車に過度の依存のない町づく

りに向けて、非常に意義深いものではないかと感じており

ます。この交通計画の歴史は平成１９年度から始まってい

て、今２期目ということですが、全部で４９の施策が推進

されており、そのうちの３９の施策、約７９％の計画につ

いては予定通り進んでいるようであるとのことです。関係

者様には感謝を申し上げたいと思います。公共交通は利便

性においてどうしても自動車に負ける部分がありますが、

自動車に乗れない方にはぜひとも残しておかないといけな

い大事なものでありますし、日頃から自動車に乗っている

方にとっても家族を送迎する手間が省けるとか、環境にや

さしいとか、時々公共交通に乗ってみることで健康につな

がるとか、いろいろメリットがあるわけです。 近、日本

では町おこしの一環として市街地の中で飲食店をハシゴす

るようなものや街コンというものが流行っています。ああ

いうものを楽しもうと思いましたらお酒を飲みたくなりま

すが、そういうときにも公共交通がしっかりあってこそ心

配なくお酒を飲んで帰ることができる。そのようないろい
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ろメリットがありますので、いかに市民の方にわかりやす

くアピールしていくか、そしてアピールするだけでなく公

共交通を使いやすく引き続き町づくりを良くしていく取り

組み、ハイトピアのように駅前や公共交通の便利な所にゆ

っくりとではありますが何とか集めていく、そういう取り

組みを続けていくことが必要かと感じております。いずれ

にしましても公共交通は伊賀にとって必要不可欠なもの、

断固として残していかなければならないものだと思ってお

ります。是非皆さんと交通計画の推進に力を合わせてがん

ばっていきましょう。宜しくお願いいたします。 

 

６ 審議事項 

（１）施策検討部会（自動車交通・鉄道）の設置 

事務局から説明 

伊賀市交通計画協議会条例第７条に基づき設置することができるとなっ

ていますが、これまでにも、自動車交通及び鉄道の各検討部会を設置させ

ていただいていたところです。今後も特に次期交通計画の立案に向けた施

策等の検討作業をお願いすることとなりますので、従前に引き続き、資料

２の案の通り設置いたしたい。 

【質疑なし。設置について了承】 

  

（２）伊賀市交通計画進捗状況について 

 事務局から説明 

伊賀市交通計画に定めたアクションプログラム（施策一覧）に沿い、これ

までの進捗状況を資料３に基づき説明 

 

（バス交通施策について） 

【質疑応答】 

委員 何点かお聞きしたい。上野コミュニティバス「しらさぎ」

の北ルート新設で住民説明会の時に厳しい意見等もあった

と聞いていますが、住民の方がどのように納得したのか。

それから柘植地区の無料買物送迎バスが既存のバス路線に
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どのような影響があるのか。良い面、悪い面を聞きたい。

もう一つは広報の仕方ですが、三重交通バス玉滝線が阿山

支所からアピタ伊賀上野店にも行くようになって、非常に

喜んでいる方もおられますが知らない方がたくさんいます

ので、どの程度広報して頂いたのかが気になります。これ

は「しらさぎ」北ルートにも同じことが言えますが、住民

の方が使っていただけるように広報して頂いているのかを

知りたい。 

事務局 北ルートの新設に関わる住民説明会におきまして、関係

地区の住民自治協代表者と内回り・外回りを含めた関係地

区の方がいらっしゃったのですが、「しらさぎ」が走らない

地域の代表の方から、同じ伊賀市なのにどうして走らない

地域があるのかというご意見をいただきました。意見を出

してくださった地域はほかに代替の交通手段として三重交

通の路線バスが走っている地域の方だったのですが、上野

のコミュニティバスは市街地とその周辺の交通対策という

位置付けで運行しているので、これ以上その枠を越えて運

行することは本来の目的を果たすことが出来なくなりま

す。という説明をさせていただきました。結果としては平

行線に終わったのですが、そういう旨の説明をさせていた

だきました。 

 二つ目の柘植地域のお買い物バスの影響ですが、事務局

としてこれについては既存の廃止代替バスや行政バスがあ

るのですが、具体的な影響があるかどうかは把握しており

ません。もし伊賀支所でも聞いて頂いていればフォローし

て頂きたいのですが、今のところ具体的な影響等は聞いて

おりません。 

三つ目の広報の仕方ですが、この４月から三重交通路線

バスの玉滝線がアピタ伊賀上野店を経由していますが、市

として広報は出してはおりませんが、アピタさんの方で新

聞折り込みチラシや広告、店舗内の掲示などで周知をして

いただいていると聞かせて頂いています。三重交通さんも
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バスの方向幕で上野産業会館を出発するときに赤色でアピ

タ経由・阿山支所前という行き先表示とし周知されていま

す。まだご存知でない方が多くおられるということであれ

ば、なにか別の手段も講じる必要があるのかなと思ってお

ります。 

「しらさぎ」北ルートの方は、沿線の商業施設や公共施

設には路線地図・時刻などを載せてあるチラシを配布して

おります。また上野産業会館にも大きな看板をおいて分か

るようにしてありますし、7月の運行開始 1ヶ月前から「し

らさぎ」の内回り・外回り循環に運用するバスの車両前面

にバスマスクというものを取り付け致しまして、「8 月 15

日から北回り循環を運行開始いたします。」と普段、利用さ

れない方にも知っていただけるようにしております。また

8 月１日号の広報にも 2 面で大きくわかるように啓発用の

記事を載せております。 

伊賀支所振興

課 

お買い物バスについて、私どもで聞いておりますのは、

現在。会員数は約 250 人程度で佐那具にありますマックス

バリュへお買い物していただいています。ご利用者のご自

宅前まで迎えに来て、自宅前まで送っていただくという形

です。週１回か２回運行しているとのことです。 

委員 アピタ経由の広報ですが、住民自治協議会の広報にお願

いをしたらどうでしょうか。今まで全く乗っていない方に

も知って頂こうと思ったら今までのやり方ではいけないと

思います。 

会長 地域には回覧板等がありますが、そういうものも使うべ

きだと思いますね。 

委員 広報のあり方について、公共交通利用促進月間に関する

広報啓発活動ですが、非常に難しい問題なのかもしれませ

んが、広報した結果、どういった形で皆さんに間違いなく

伝わっているかどうかを検証していくのか。方法的なこと

を考えていかないといけないと思います。 

青山行政バスの事ですが、青山町駅から平日 3 便乗り入
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れると仮定した場合の所要年間経費を算出して検討を行っ

たとあるのですが、それに対して現行 3 路線のバス時刻と

鉄道時刻を照合した結果、平日 3 便以上の乗り入れは困難

であると書いてありますが、検討されている内容と結果が

合ってないのではないでしょうか。 

また、この計画の中で位置づけられているアクションプ

ログラムを細かく検討する中で、その結果、違う方向性で

進めていくという事が起こってくる場合、計画のアクショ

ンプログラムの位置づけも含めて、どのような考え方で行

っていくのでしょうか。 

青山支所振興

課 

青山行政バスにつきまして、近鉄伊賀神戸駅への延長と

いうことで検討に入らせていただいております。当初、出

来るだけ便数が多いほうが良いということで、朝・昼・晩

の 3 便の乗り入れを検討していくという基本で検討に入り

ました。実は青山行政バスの中でも、滝線、高尾線、霧生

線の 3 便が走っておりまして、この 3 つの便が等しく伊賀

神戸駅に延長できるかという詳細な検討を行いました。そ

の中で、現行のダイヤでは待ち時間と青山町駅に着く時間

がバラバラであるなかで 3 便を全て伊賀神戸駅の方へ走ら

せるよりも、3 便が同時刻に青山町駅に着くこととして、

そこで乗り換えて頂いて 1 本にして伊賀神戸駅に走るほう

が利用面でも効率的であると判断いたしました。3 路線の

中で一番 後に青山町駅に着くバスが伊賀神戸駅へ延長す

るということです。現在の検討では朝と夕方の 2 本の便に

ついて 3 路線ともほとんど待ち時間無しに乗っていただけ

ます。3 路線全部を伊賀神戸駅に延長することは人数的に

も費用的にも必要になりますので 1 本化にするということ

で検討に入っています。 

会長 年間経費とかいろいろ査定をして検討したという話です

が、今ご説明いただいたのは結果の話ですね。どういう検

討をされて今のような結果の話に持ち込んでいかれたかで

す。 
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青山支所振興

課 

青山行政バスは中学校の通学バスにもなっておりますの

で、学校に着く時間帯につきまして 3 路線とも変更するこ

とが出来ません。それを踏まえて検討に入ったわけですが、

現行の運行時間を変えることは難しい。現行の時間帯で青

山町駅に着く時間で、3 路線平等に伊賀神戸駅へ延長して

乗っていただくということのなかで詳細検討を行い、3 便

から 2便が可能であるということで進めております。 

会長 所要年間経費だとかコメントが書いてありますが、そう

いうことではなく、いわゆる中学校のスクールを兼務して

いるとすると運行時間帯の変更が限られてくるということ

ですよね。朝と夕方のスクールに対応できるようにするに

は運行時間変更については非常に限定されたものにならざ

るを得ない。どんな検討がされているのかがよく分からな

いです。年間経費はどれだけかかって、それに対してご利

用される人数がこれくらいだから、これだけ余分にかかっ

てしまうとか、今までの利用する人数では延長するだけで、

すごい収支率が変わるとか、それは非常にロスが多いとい

うような説明ならわかりますが、年間経費がかかるのは当

たり前の話です。スクール以外の時間帯は変更できないか

など、いろんな検討の経緯がありますよね。 

青山支所振興

課 

スクール以外の時間帯も 3 路線とも地域の皆さんに長い

間、病院とか買い物などに定着してご利用して頂いている

時間ですので、バスの配車の関係とかもありますので、な

かなか変更しにくいこともあり、朝・夕の 2 便で延長を考

えています。 

会長 これは地元の皆さんと話をされているのですね。 

青山支所振興

課 

まだそこまではいっていませんが、可能性を見出してか

ら地元に説明をと思っています。 

会長 それは逆だと思います。もちろん、かなりのお金を使う

という話も説明しないといけないわけですが、時間をずら

す事に対して地元のみなさんはどう思うのか。青山町駅で

待ってもいい、乗り換えてでも行きたいとおっしゃるのか、
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乗り換えるなら行きたくないとおっしゃるのか、そこのあ

たりをこれから地域でご検討いただくということだと思い

ます。これしか出来ませんとか先にそれをやってしまうと

どういう検討をしたということを地元の皆さんと共有でき

ずお金の話だけになってしまう可能性があるので、そこの

あたりを地元の皆さんと議論しあう場をぜひ作っていただ

きたいと思います。 

会長 阿山の行政バスについてご説明お願いします。 

事務局 交通計画アクションプログラムでは、阿山地域でのひと

つの課題として、平均乗車密度が非常に低く、収支率が悪

いことなどの改善や、地域の皆様の要望に応えるため、商

業施設や駅、医療施設への乗り入れ、また路線バス玉滝線

への乗り継ぎを良くしていくことなどの課題解決の方法と

してデマンド運行をあげていたと思います。こういった中

で地域の方とお話をさせて頂き、市としてデマンド運行の

形を提案して協議した結果、現状の定時定路線型で運行を

見直す形で課題の解決を図ることはできないであろうかと

いうお話がありました。手法はここに考えている交通計画

の施策とは違いがありますが、課題の解決に繋がるもので

あればそれも必要だと思います。定時定路線型による運行

の見直しを行ってそれが改善されない場合はデマンド運行

の検討も今後は必要になってくると考えています。 

会長 アクションプログラムの中で阿山の行政バスについては

ご利用の方が非常に少ないということで、見直しのチェッ

クをして、どうしても利用の少ない路線については要請が

あったときだけ運行するデマンド運行の仕組みにしたらど

うかと計画した経緯があります。そういうことをプログラ

ムの中でやってきたわけですが、事務局でもう一度ご検討

していただいてデマンド運行は時期尚早で、もう少し定時

定路線型でいきたいということで実施を断念したというこ

とですが、これについてはどうですか。 

委員 地元の声としては医療機関、鉄道駅への直接乗り入れを
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する方が利用しやすいという声が多い。デマンドよりはそ

ちらのほうが利用しやすくなるということですか。 

事務局 この件については、阿山地区の交通運行協議会で協議を

していただいてきました。地域の住民自治協議会、商工会

などの団体も含めて協議に入っていただいておりますが、

見直しについて阿山地域各戸へアンケート調査を実施いた

しました。その中で出てきた答えとして、医療機関への乗

り入れとか、三重交通バスの玉滝線への接続などの声がか

なり出てきたのも事実です。 

会長 地元で交通運行協議会を作って考えていただいているの

で、デマンド運行の検討については、もう少し時間をいた

だいて、今は一旦断念すると解釈すればよいですか。 

阿山支所振興

課 

住民アンケートの結果を踏まえて、希望する乗り入れを

優先して実施してほしい。それと同時にデマンドの実験運

行を実施すると利用者の混乱を招く恐れがあるというのが

住民自治協議会の考え方です。 

委員 行政バスに乗っていない方が会議で協議するだけではな

く、乗っている方が市民として会議に入っていただいたほ

うがよかったのではないかと思います。乗っている方と乗

っていない方とでは考え方が全然違うので、そのあたりの

意見がとれていないと思います。アンケート調査の結果で

はデマンドを希望している地域といらないという地域が明

らかに分かれました。地域的にも山手の地域の方は希望が

多かったが、川合地区などの町中の地域にはなかった。デ

マンド運行を希望する、しないの比率は地域性もあるので

難しい。今回集まった委員の結論として、一旦デマンド運

行ではなく、出来るところからしようと。費用的なものも

あり出来る範囲で今の改善案を実施しようと。それが利用

に繋がらなかったらデマンド運行という方向性を考えてい

くという話になっています。 

委員 地域の協議会、この交通計画協議会、次のステージであ

る連携計画協議会、また地域公共交通会議、この進捗状況
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表の中でも地区での検討会議などがありますが、それぞれ

の会議の位置付けがはっきりしていない気がします。進捗

状況を管理しているこの交通計画協議会があって、その上

で地域のそれぞれの協議会がどういう位置づけにあるの

か。そこを基本的な部分として整理しておかないといろん

なところで議論がなされて、いろんな意見をそのときの状

況に応じて対応していかなければならない。物事を進めて

いく上で難しいのではないかと思います。先ほどのお話で

いくと進捗状況の部分の書き方と問題・課題の書き方が整

理の仕方として合っていない気がします。ご説明いただい

た内容を率直に申し上げるとそんな感じがします。もう少

しかみ砕きながら進捗状況を整理しつつ、先ほどの話にあ

ったように現状を踏まえながら少し整理していった方がよ

いと思います。 

委員 交通計画のアクションプログラムで書かれたデマンド運

行についてですが、順序が逆のように思います。何が主で

あって何が従ということですが、アクションプログラムに

あげる前に地域の協議会で行政がきちんと整理をして、そ

のあとアクションプログラムとして交通計画で定めて推し

進めるべきではないかでしょうか。 

副会長 阿山の行政バスでデマンドの運行実験は実施を断念とい

う事ですね。定時定路線型での新しいルートであるとか時

刻の変更とかその辺の実証運行は引き続きお考えでしょう

か。 

また、バス交通施策の 5 番目のところで、大きな進歩で

はないかと思いますが、今まではＪＲからのダイヤ改正情

報で苦慮していたとのことですが、「今年は早めに情報収集

することができた。」とあるが具体的に教えて頂きたい。 

事務局 普段から、ＪＲの亀山鉄道部と連絡を密に取ってダイヤ

改正情報はどうですか、となるべく早めにくださいと投げ

かけておくと早く頂ける。ＪＲもバス事業者さんには早め

早めに情報を提供されているようですが、市の運行する行
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政バスには提供先が市であるので、情報提供先としては漏

れていることが多いようです。市の行政バスもあるのでお

願いしますと言えば少し早めに頂けたのかなと思います。

会長 これからも連絡を密にすることは大切なのでぜひお願い

したいと思います。 

昨年この計画を作って承認いただいて、アクションプロ

グラムを作成したわけですが、本来ならばアクションプロ

グラムを提案する前にこの問題を解決しておかなければい

けないと思います。アンケートを不信に思うわけではない

ですが、アンケートだけを頼りにものを考えてしまうこと

は反省しなければいけない。私たちはアンケートを頼り過

ぎたのかもしれないという部分に危惧を抱くわけです。 

我々は次のステップに向かって今回計画のデマンド運行

について、移行するのではなくて移行への検討を少し時間

をかけていく。地元のご利用になられる皆さんが、どれが

良いか検討していただく時間が短すぎたのではないかとい

うことで、もう少し時間をかけて検討していただく。 

地元の協議会の中で検討いただいた内容を、この交通計

画協議会にかけていただくということで、この計画を調整

しておきたいのですがいかがでしょうか。 

委員 デマンド運行に関しての知識を住民の方々が果たしてど

れだけ理解されているか。成功した例と、成功しなかった

例が日本のあちこちで起こっています。阿山地区の方々が

先に理解すべきではないか。昔ながらの土地が多いですか

ら、そんなのはどうでもいいと、今のままでいいという風

潮が強いから協議会の方もあえてそんなことはやらなくて

もよい、悪く言えば保守的であると。そういうところを先

にやらないとどんなこともできないのではないかと思いま

す。 

会長 説明する側が乗ったことがありますかということではな

いでしょうか。既に周辺の地域ではデマンド運行を行って

います。できれば説明する側がその地域に自分で行ってそ
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れに乗って使ってみることも大事ではないでしょうか。イ

メージだけで議論してしまうとどうしても長くなってしま

うので、皆さんにご理解いただけるように実際に使ってみ

るようなことも含めてご検討いただく。それもひとつの方

法論です。地元の皆さんと時間をとっていただいて、アク

ションプログラムにはデマンド実証運行実施と書いてあり

ますが、実施の検討時間をとるということでいかがでしょ

うか。計画書には書いてありますのでどこかで整理してお

かないといけません。計画通り進んでいないということで

はなく、断念したということになるとやらないと決めたこ

とになりますので、それは良くないと思います。 

委員 商業施設や医療機関への乗り入れ、鉄道駅への乗り継ぎ

に関しては地元にとっては強い要望でしたので良いと思い

ます。ただ便利になったから、本数が増えたから必ず利用

者が増えるかどうかは今後の課題だと思います。 

会長 問題点・課題のところで、断念したという表現はやめて、

もう少し時間をとって検討することにしたということでい

かがでしょうか。計画のところも実証運行実施と我々が書

いたのですが、これも実施の検討時間をとって方向性を決

めていくというようなことにしたいと思います。 

 

鉄道施策について事務局から説明 

【質疑応答】 

委員 施策 16 のサイクルアイランドの「安全を重視する鉄道事業

者との調整に考慮が必要」とはどういうことか。 

事務局 もう少し早く完成予定だったのですが、軌道に近いとこ

ろでの整備になりますので、雨水の処理だとか排水はどう

するのかとか、擁壁はこうでないといけないとかのハード

ルが出てきて、調整に時間がかかったということです。 
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副会長 他線との接続改善、列車本数の適正化の着手（計画どお

りすすんでいる。）とありますが、今日も伊賀神戸で乗換え

をして来たのですが、乗り継ぎ時刻表の 12 ページの下段の

伊賀神戸 12 時 14 分発に乗って、こちらにおじゃまさせて

頂いているのですが、接続で 12 時 13 分に青山町発の急行

が到着しますが、乗り継ぎが出来るのかといいますとそう

ではなく急行の到着と伊賀鉄道が出るのがほぼ同時のよう

な状況で、1 分や 2 分では切符も買って乗り継ぐのは出来

ないのではないかと思ってこちらへ参りました。難波から

来る特急も接続時間 3 分はありますが、家族連れを見てい

ますと、必死の思いで改札を出て切符を買いなおし、走っ

て伊賀線に乗り込んですぐ発車していました。これを見て

おりますと、ここに書かれてある適切な接続時間とありま

すが、もう一度検討した方が良いのではないでしょうか。

ダイヤの調整に限界があるのであれば、たとえば相互の車

内で乗り継ぎの切符を販売しあらかじめ乗り継ぎの時間を

短縮できるとか、近鉄の車内で大阪方面からきた場合は伊

賀神戸で乗り継がれる方は必ず先頭車両の方へあらかじめ

移動しておくような一言を車内で案内していただくような

工夫が必要ではないでしょうか。 

副会長 施策 17 の伊賀鉄道～ＪＲ関西本線乗り入れ可能性の研

究ですが、着手（計画どおりすすんでいない。）継続してそ

の必要性、可能性を研究していく必要があるとありますが、

かなり難しいように思いますが、乗り入れというのもあり

ますが、伊賀上野駅のバリアフリー化が出来れば相互乗り

入れに変わる案として検討していけるのではないでしょう

か。 

委員 滋賀県栗東市の手原駅に新幹線の駅をつくるという方向

に進んでいるようです。草津線の方に連絡をして新幹線の

利用者を滋賀県から三重県のほうへ、そしてリニア新幹線

は名古屋から大阪へ向う時に関とか柘植とか木津とかに駅

が出来そうな噂があります。伊賀市については草津まで乗
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り入れていくか奈良まで乗り入れするか木津までいくと

か、たぶん 20 年先ではあるが今から考えていくことが我々

の仕事だと思います。滋賀県のほうが先に新幹線の駅が出

来ますので名古屋に出るのではなく草津線との乗り入れを

考えていかないといけない。 

委員 先ほどの伊賀線と近鉄線の接続の件ですが、伊賀線の方

は車内で切符が買えますし、乗り換えの意思を見せると（手

をあげるとか）発車を待ってくれます。伊賀線から近鉄に

乗るときも 150 円の回数券を買っておくと桔梗が丘駅や名

張駅に着いたときに精算すればよいので、そういう情報を

知っていれば賢い乗り方が出来ることがあります。各事業

者さんたちの情報の提供が大事だと思います。バスに乗る

ときも駅や車内でバスの情報がわかれば乗り換えが楽にな

るのではないでしょうか。情報弱者の方へどういうふうに

アナウンスしていくかの方が重要だと思います。 

会長 活性化のための方策ですよね。逆に言うと事業者がそれ

だけやっていないと私は思います。手をあげたら止まりま

すよという話は私たちのような外から来る人間にとっては

全くわからない。その人たちは相手にしないという話では

ないですよね。知っていたら手をあげたらいいということ

はみんなが知ったら手をあげたら止まるのですかというこ

とです。要は基本的なサービスではないです。基本的なサ

ービスがあってそれプラスアルファのサービスをどうする

かという議論ならいいと思います。情報の共有化はとても

大事ですが、基本的なサービスのところにちゃんと情報を

だしてほしい。電車の方が「伊賀線の乗り換えで接続して

いますから皆さん慌てずにお乗りください」とちゃんとア

ナウンスできるかどうか。それが基本的なサービスであり、

手をあげれば待ってくれるという話は別問題ですね。お客

様へどういう情報を提供できるかというあたりを整理して

おく必要があると思います。こういったことを活性化の意

味を含めて考えていただきたいと思います。 

７ その他 【質疑なし】 


