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平成２５年度第２回伊賀市交通計画協議会 議事概要 

 

１ 日時：平成２６年２月２１日（金）１５：００～ 

 

２ 場所：上野ふれあいプラザ２階（第４会議室） 

 

３ 出席者：  

【委員】  

伊豆原浩二（愛知工業大学）、岩松由洋（中部運輸局三重運輸支局）、原田孝夫（代理 三重県地域連携

部交通政策課 平井主幹）、土手一彦（公募市民）、廣瀬計（公募市民）、廣島悦子（公募市民）、町井淳

志（公募市民）、野田俊彦（西日本旅客鉄道㈱）福嶌博（近畿日本鉄道㈱）、榎本方士（伊賀鉄道㈱）、

辻本勝久（和歌山大学）、尾崎彰（三重交通㈱）、小谷貴哉（三重県旅客自動車協会伊賀支部）山中隆行

（布引地域住民自治協議会）川上善幸（いが移動送迎連絡会） 

【関係者】  

小林（国際開発コンサルタント） 

【事務局（市）】  

企画課長、企画課副参事兼係長、企画課主任、各支所振興課長ほか  

 

４ 傍聴人：0 

 

●会議概要 

 

報告事項 

・委員交代 

伊賀鉄道株式会社 代表取締役常務鉄道営業部長 榎本方士様 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 議事 

(1)（仮称）伊賀市地域公共交通活性化再生協議会への移行について 

事務局から資料１に基づき説明 

中部運輸局より資料に基づき補足説明 

【質疑なし・承認】 

 

(2)市民アンケート調査にかかる実施経過について 

事務局から資料２に基づき説明 

本日までの回収数：１４４３通（回収率４５％） 

【質疑なし・承認】 
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(3)伊賀市交通計画進捗状況について 

事務局から資料３に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 バス交通施策１２、伊賀線の駅⇔ゆめが丘等について、地区におけるバス利用ニーズ

とあるが、今回の実施アンケートで見えてきそうか。 

事務局 具体的にピンポイントで聞いている所はないため、自由意見で出てくるかどうかであ

る。市部駅には無料駐車場があるが、ここの利用状況を継続的に見ている状況である。

利用状況があまり多くないという印象であり、引き続き注視していきたい。 

会長 アンケートから直には難しい。ゆめが丘の方からの要望は具体的に出ているか。 

事務局 要望書では出ていないが、地域の方からの話では市部駅へのアクセスを考えてほしい

と聞いている。交通計画を立てる上でアンケートが基礎的な資料となるが、それぞれの

地域へも伺い、具体的なバス交通、鉄道も含めて意見を聞かせていただくことを来年度

考えている。 

会長 市部の駅周辺の回転場などハード的整備も必要になる。そのような関連が出てくるの

で、その辺も踏まえて話を伺ってほしい。アンケートの結果を持って地域の皆さんと意

見交換する予定ならば、法改正の計画の中身を考えることも含めて情報をもらいながら

やってほしい。意見交換会ではアンケート結果では掴みきれない情報が出てくるだろ

う。意見をもらうことは大切だが具体的にやれるかやれないかはきちんと話をしておく

必要がある。ソフトな施策なら短期的にも可能性が大きいが、ハードな整備が伴うと時

間的な制約が必要になる。 

事務局 伊賀市の置かれている厳しい現状の中で、このような移動手段を確保するためには、

本当に必要な方が利用できるようなことを考えていかなければならない。アンケート調

査、意見交換会でも、あればいい、こうあってほしいという意見が多いと思う。実際に

利用している方がどう感じているか、どういったことを必要としているのかを重点的に

おいていきたい。 

委員 新しい法律ではコンパクトシティというワードが出てくるが、伊賀はエリアが広く、

住人の方が考えるコンパクトシティとは、例えば上野まで出てきて通常のことができる

のがコンパクトなのか、青山なら青山で済むことがコンパクトなのか。そのあたりを意

見交換会で掘り下げて聞いてもらえたらと思う。住民の方が思うコンパクトシティと現

状がどうなのか。アンケートでもそういう分析ができるといい。 

委員 他府県では駅やバスセンターをどのように位置付けているか。伊賀市の場合は市役所

が近い上野市駅へ全てが集中している。しかし他市に比べると周りにはほとんど無い状

態。商業施設へ行くにはまた乗り換えないとならない。循環で行けるバスなどの設置は

考えられるのか。 

事務局 現在も市街地を中心に循環型のコミュニティバスも走らせている。病院や商業施設を

結んで走らせている。商業施設等の立地場所が離れてしまうとそれに合わせたルート変

更は厳しい。 

委員 市部駅パークアンドライドだが、進めると書いてあるがどういう予定なのか。いつ行
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ってもわかりにくい。通り過ぎてしまう。 

事務局 国道 422号と並行しているが、ドライバーにも見えるように市部駅西側に横断幕を設

置し、この裏側に無料駐車場があると掲示している。 

委員 そこまで行くと行き過ぎてしまう。 

事務局 次回からは乗り換えて電車を使っていただけるような PRになればいいと思う。 

委員 もう少し手前に看板を掲示できないか。 

会長 実際に車を使っている人はここに駐車場があるなという感覚で行き過ぎてしまう。も

う少し前の道路の両端から、市部駅にはパークアンドライドの駐車場がありますという

ことを１ヶ所だけでなく何ヶ所か掲示して、駐車場があることをＰＲした方がいいとい

う提案である。 

事務局 設置場所・ＰＲ効果含めて、現地を見て検討したい。 

委員 道路上に道路標識を設けることは難しいか。 

事務局 設置に関しては道路管理者への道路専用許可と、丈夫な標識が必要になるため立てる

経費の問題が出てくる。それがクリアできれば可能だと思う。 

委員 施策２番、１９番、伊賀上野における乗り継ぎを考慮したバスダイヤの設定について、

計画どおりすすんでいないとなっているが、バス・鉄道全てを合わせるのはなかなか難

しいことが実際のところである。発想を変えて快適に待ってもらえるような、待つ間に

別の用事ができるような工夫があると良い。待っている方は何処でどうやって待ってい

るのか、そういう調査はしているか。 

事務局 現在はまだ行っていない。 

委員 伊賀上野駅にはどういう設備があるのか。図書コーナーがあるとか。 

事務局 図書コーナーや土産物などの売店等は今はない。駅の改札の前に待合的なベンチがあ

る。 

委員 暑いとか寒いとかの対応はできているか。 

事務局 駅舎の待合所は、雨風をしのげるが扉はないため寒い空気が入ってくる。 

委員 乗り継ぎ時間を合わせられるのが最高だが、発想の転換も考えていただきたい。 

会長 企業の送迎バスの実態をどういう形で動いているかヒアリングしたらどうか。企業と

の共同について可能性があるかどうか。愛知県大口町では朝は駅までバスが行って市民

を送り、８時ぐらいになると企業へ勤める人が駅に集まってくるので、帰りは企業優先

でまわる。企業の従業員も使える。企業も送迎バスを減らして費用が助かるし、コミバ

スも乗車数が増える。そういう仕組みの可能性をこちらから企業へアクセスしないと、

企業からこちらへ何か言ってくることはないだろう。企業は他の情報がなかなか伝わら

ない。調査するとか足でまわるとか、可能性を聞いてもらうようなことをやってほしい。 

事務局 可能性を探るために、全ての企業ではなく一定の従業員規模がある所とアンケート調

査ができるか。従業員がどういう交通手段で通勤しているか、企業がどういう形で送迎

バスを出しているかなどが聞けるようなアンケートを検討していきたい。 

会長 国で認定しているエコ通勤優良事業所という制度がある。豊田市では優良事業所認定

されると入札で特典がもらえる。それを聞いてエコ通勤をやろうとする会社が出てく
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る。交通の仕組みを交通の分野だけでなく、入札や福祉やインセンティブなどを含めて、

それがＭＭに繋がっていく。愛知県で表彰した中で、たった３０人の事業所がある。自

転車に乗り、車に乗らなかった場合はエコポイントを渡すということを企業で行ってい

る。それは入札するときに特典がもらえるということが動機だった。これからはそうい

うことも考えていく必要があると思う。 

移動そのものについて、例えば伊賀鉄道に乗ることが楽しい、あのバスに乗って町に

行くことが楽しいとか、イベント列車もそうである。そういう仕組みを考える必要があ

ると思う。面白い使い方を若い方に考えてもらうなど、いろいろな所からアイデアや知

恵をもらうことを考えてほしい。 

委員（三重交

通） 

施策２番、１９番、伊賀上野における乗り継ぎを考慮したバスダイヤの設定について、

まだ結果が出ていないのが現状で、市と継続して検討している。お客様にとって便利な

公共交通であることが一番だが、上野名張線の路線の特徴は上野地区から名張の高校へ

通う学生、一部の企業が桔梗が丘から通勤で使う、三田地区から白鳳通りにある病院へ

通う高齢の方など、いろいろな客層がある。なるべくなら関西本線から乗ってきたお客

様を伊賀市内へ乗り継げるダイヤということが市からの話だが、昼の極力利用者の少な

い時間帯で合わせることができて、尚且つ関西本線から乗られたお客様が病院なり観光

なりへ、二次交通としてバスに乗り継ぎがスムーズにできて、アクセスがきれいに整っ

ていることがベストなのはわかっている。ただ今のお客様を犠牲にしてまでというとこ

ろも無いとは言えないので、市とよく協議をした上で、民間企業路線ではあるものの国

から補助もいただいており、継続検討ということでお願いしたい。 

会長 今の利用者が利用できなくなってしまうことも問題なので、利用状況を把握しながら

検討していってほしい。 

委員 電車で観光に来られた方は伊賀上野駅や伊賀神戸駅で降りられる。伊賀上野駅で伊賀

線に乗っていたら、伊賀上野駅に観光案内所はあるかと聞かれたことがある。地図やチ

ラシが欲しかったようだがどこかに置いてあるのか。 

事務局 「いがぐり」というパンフレットが駅にある。観光案内のラックを出入口付近に置い

てある。 

会長 他の観光地へ行くと駅を降りてすぐに、「ようこそ伊賀上野」というような、ここに

何々がありますという表示があるが、伊賀上野駅にはない。案内板や案内チラシ、ＱＲ

コードを読み取ってスマホなどで観光案内を検索できるようにすると、待っている間に

伊賀鉄道やバスの乗り継ぎも含めて観光情報がわかる。先に情報を流しておくと観光客

にとっても親切だし、待っている間に楽しめる。今はスマホなどで人を置かなくてもで

きる時代である。ポスター１枚でも駅を降りた所に貼っておけば観光客にとっては有益

な情報になると思う。それだけでもいい町である印象を与えられるのでは。 

会長 行政だけでなく鉄道の方にもぜひ検討してほしい。 

委員 交通計画と直接絡むかどうかだが、ＪＲ九州でクルーズトレインななつ星が走り始

め、ＪＲ西日本も前倒しで走らせると聞いている。 

委員（ＪＲ西 社長会見で豪華列車を作ると発表した。ルートは山陰ルートである。現在製作してい
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日本） る。 

委員 ゆくゆくは山陰だけでなく、こちらの方にというのは有り得るのか。 

委員（ＪＲ西

日本） 

いろいろなルートがあるので今後の課題になると思う。 

委員 関西本線は非常に景色も雄大で加太越えなど見所もある。しかも紀勢本線と一周ルー

トにすれば世界遺産もある。関西本線の真ん中の上野は忍者もあるし松尾芭蕉もある。

なかなかいいポイントだと思う。将来のことではあるが、話が出たときにはぜひともこ

こに停めるようにしていただきたい。 

会長 大変夢のある話だと思う。そのような観光の話も含めて積極的な展開を図っていける

ように皆さんから知恵をいただけたらと思う。交通網形成計画はそういうことも含めて

やりなさいということである。 

事務局 来年度２７年度からの新しい交通計画の策定にとりかかっていく。現在市では新庁舎

の整備計画を進めている。まだ決定ではないが市の方針が決定になると、特にバス交通

については、整備予定地へのアクセスが、現在，コミバスが平日７本走っている程度で

ある。決定した段階で来年度の協議会でご意見をいただきたいのでお願いしたい。 

スクールバスと公共交通の関係で、校区再編を取り組んでいるなかで、新しい学校が

できればスクールバスの運行が必要になる。市としてはそういった経費を削減していく

中では既存の路線バスや鉄道を使って通学ができないかというところで、教育委員会も

保護者と協議をしている。悩んでいることは公共交通機関を利用することによって、特

に中学校でクラブ活動を早く切り上げることになってくる。スクールバスならば最後ま

でクラブ活動ができるが、公共交通機関を利用するにはその時間に前もって切り上げて

帰らないとならない。ある学校から相談を受けてどうするか悩んでいる所である。我々

の公共交通を利用促進する側から言えばぜひ乗っていただきたいという気持があるが、

子供さんの学校生活の中で、人によってクラブ活動の時間が変わり、不均等な状況が出

てしまうことについて、学校・保護者からはスクールバスに変えてほしいという意見を

もらっている。何かご意見をいただけたらと思う。 

会長 運行時間帯が限定されるが故に、行政バスなどに乗って帰ろうとすると夕方の時間が

限られてしまうということか。 

事務局 そうである。 

会長 スクールバスは走っているのか。 

事務局 一部の地域に走っているバス路線があるためそれを利用している。その路線の先に住

んでいる人たちはスクールバスを使って通学をしている。実際に公共交通を利用してい

る子供さんはわずかな人数で、スクールバス利用者よりも少し手前に住んでいる状況か

ら公共交通を利用して通学している。スクールバスは同じ地域を通って学校まで行って

いる。従前から公共交通利用促進を含めて教育委員会も考えているためこのような形と

なっている。帰る時間を合わせるため早く切り上げないとならないという点で学校から

申し出があった。子供さんの学校生活で差があってはいけないというところではスクー

ルバスへの乗車に転換せざるを得ないかと考えている。 
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委員 一般の路線のダイヤが遅い時間がないということで、スクールバスの遅い時間帯で全

ての子供さんが帰れれば問題はないが、全てを送るスクールバスに整えると経費もかか

るということか。 

事務局 経費的にはその路線に入っているので、それほど上乗せにはならないと聞いている。 

委員 早く切り上げなければならないという時間はどのくらいか。 

事務局 ３０～４０分ぐらい。 

委員 コミバスの時間を３０～４０分遅らせることはできるのか。 

事務局 難しいと思う。 

会長 そのお子さんたちはスクールバスを利用したいということか。 

事務局 子供達を通して学校からの申出が教育委員会へ出てきている。教育委員会から公共交

通を利用促進している我々にとってどうですかと意見を求められている。 

中部運輸局 コミバスを学校の時間に合わせて走らせている事例はたくさんある。例えば学校が半

日で終わる場合も事前に学校から連絡をもらって走らせている場合もある。車のサイズ

や数、子供の数など規模にもよる。途中まで路線バスでその先だけスクールバスという

場合もある。いろいろな方法があると思う。今の話だとスクールバスが自分の家の前を

通るのに、私だけはコミバスがあるからコミバス乗ってと押し付けられればどこの父兄

でも怒ると思う。どういう方法がいいかはやはり皆さんで考えていただくしかないだろ

う。 

会長 スクールバスとのすみ分けというやり方は。 

中部運輸局 みんなが一度にたくさん乗れば経費は安く済むわけなので、その方法を考えている地

区は多い。ただ補助金関係でできない場合もあるので、コミバスはコミバス、スクール

バスはスクールバスでやっている所が現実にはある。 

会長 スクールバスをコミバスを使って地域の方を混乗させている場合もある。コミバスで

使っている車を途中からスクールバスにする方法もある。 

事務局 スクールバスに混乗はできるのか。一般の方が乗れるのか。 

中部運輸局 ルール的にできない。お金をとることができない。 

事務局 スクールバスは貸切の認可でやっているので当然料金はとれないし、一般の方が乗る

ことも法的にできないというのが我々の認識である。 

中部運輸局 スクールバスの定義は、一般的には事業者が貸切契約するわけだが、学校が走らせる

バスなので自家用車である。自家用車なので誰かが乗ってきても運賃をとったら違反で

ある。 

事務局 運賃をとらなければ一般の方も乗れるのか。 

中部運輸局 市が走らせるバスに市民がただで乗ることは何の問題もない。 

会長 何かあったときに道路運送法など運送上の問題が出てくる。 

事務局 スクールバスは市と事業者が委託契約を結ぶが、その中に輸送する対象として、この

学校へ通学する子供と限定をすると一般の方は乗れないが、それを外してしまうと乗れ

るのか。 

中部運輸局 貸し切りバスはバス１つをバス会社と契約する。バスを１台借りて、基本的に小売し
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てはいけない。 

会長 法律上の話になるといろいろあるので後日相談した方がいいと思う。いろいろケース

があるが、コミバスを３０～４０分を遅らせることが一番簡単かもしれない。 

事務局 後日相談させていただく。 

 

３ その他 

・会議日程について 

平成２６年３月３１日（月）１３時１５分～（ハイトピア伊賀５階学習室２） 


