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平成２６年度第１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１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２６年６月２７日（金） 午後３時３０分～ 

■開催場所  市役所本庁舎第１委員会室  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

伊豆原浩二（愛知工業大学）、前川徹（西日本旅客鉄道（株）代理 総務営業課

長 久保）福嶌博（近畿日本鉄道（株））、榎本方士（伊賀鉄道（株））、尾崎彰（三

重交通（株））、米川和宏（三重県タクシー協会伊賀支部）、岩崎彰（三重県伊賀

建設事務所）、土手一彦（市民公募）、廣瀬計（市民公募）、廣島悦子（市民公募）、

町井淳志（市民公募）、辻本勝久（和歌山大学）、野田敏幸（中部運輸局三重運輸

支局）、原田孝夫（三重県地域連携部交通政策課 代理 交通政策課主幹 川端）、

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） 

【オブザーバー】 

大木専門官（国土交通省中部運輸局鉄道部計画課） 

【関係者】 

牧田、小林（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 

 藤山総合政策課長あいさつ 

 

２ 会長あいさつ 

会長  伊賀市地域公共交通活性化再生協議会のはじめての会議である。是非、

この地域の公共交通の維持、活性化につながるような意見を賜りたく思

う。 

この５月には活性化再生法の改正案が成立した。内容は、付帯決議も

付いているが、まちづくりと連携した交通計画、面的なネットワークの

構築、観光政策との連携などが入っている。詳細は現在国において検討

中であり、１１月くらいに施行されると思われる。 
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 伊賀市では、まちづくりや観光との連携についてはこれまでも議論を

行ってきたが利用者は増えてこない状況である。 

現状の維持というだけに留まらず、何とかこの地域での生活の質の向

上に資するような交通の仕組みを考えていきたいと考えているので、委

員の皆様にはそれぞれの所属や立場があるが、肩書きにとらわれず議論

していただき、また、知恵を出し合っていただきたい。 

 

≪報告事項≫ 

・委員の交代について（敬称略） 

  西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社亀山鉄道部部長 前川 徹 

  一般社団法人三重県タクシー協会伊賀支部支部長 米川 和宏 

  三重県伊賀建設事務所副所長 岩崎 彰 

  伊賀警察署交通課長 道上 恵正 

  国土交通省中部運輸局企画観光部交通企画課長 山下 隆道 

 国土交通省中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官 野田 敏幸 

  布引地域住民自治協議会会長 福岡 政憲 

  伊賀市企画振興部部長 花岡 穣一 

 

３ 協議事項 

（１）規約及び規程の改正について 

 事務局から資料１及び資料２に基づき説明 

【質疑なし・承認】 

 

（２）伊賀市交通計画及び伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画の進捗状況について 

 事務局から資料３及び資料４に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 今回の報告の中で、着手したが計画どおり進んでいない、又は未着手

の施策はバス関連が多い。この点については、住民アンケートを伊賀市

と協力し実施し、多種多様な形態、また利用促進ＰＲなどできないかと

いうことについて、これからも伊賀市と協議を行っていきたいと考える。 

また、伊賀管内では観光という意味で県外から多くの方にお越しいた

だいている。その中で、伊賀の観光地を公共交通を使って利用していた

だく利用促進を進めたいと考える。今年度は、近鉄でエリアキャンペー

ンを計画いただいており、その中で、上野名張線を利用した事業ができ

ないか近鉄と協議中である。内容については、決定次第、報告する。 

委員 今年度、近鉄ではエリアキャンペーンということで、東山、石見、伊
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賀上野、室生赤目で開催する。このキャンペーンは、平成２４年度に吉

野明日香、昨年度は伊勢志摩、今年度は伊賀地域をエリアとして開催し

ている。 

地元の自治体や各事業者と協力し、県内外からたくさんの人に来てい

ただき地域の魅力を知っていただくとともに、情報発信をする取り組み

である。 

 これから、近鉄としてもプランニングを考えているのでご協力をお願

いしたい。 

会長 このような情報は、市民のみなさんになるべく多く伝えていただきた

い。 

委員 青山行政バスの件ですが、結局、伊賀神戸駅へは乗り入れをしないと

のことですか。資料には、計画とおり進んでいると書いているので、乗

り入れをするように思ってしまうがどうですか。 

事務局 当初、現行の交通計画で、青山行政バスを伊賀神戸駅へ乗り入れると

いう計画があった。現在、実施には至っていないが、青山支所を中心に

検討をしている。その意味では、検討に着手しているということで理解

いただきたい。 

また、最近も乗り込み調査を実施し、利用者の意見を聴かせていただ

いた中では、伊賀神戸駅への延伸を希望する回答は少なかった。 

平成２３年度からの計画ということで、平成２２年の時点で各地域の

意見をいただいた中では、青山行政バスの乗り入れは必要ではないかと

いう意見をいただき、計画に挙げて検討してきたが、最近の利用者の声

は、ニーズが少ないため乗り入れに否定的な意見が多いため、今後も、

地域の方と協議を進めたいと考えている。 

委員 ゆめが丘の企業送迎バスの件について、今後の対応として、企業にア

ンケートをしたところ意向がなく、未着手ということになっているかと

思われるが、少し考え方を変えて、例えば、企業に市部からバスが１時

間あたり何本運行していれば利用するかという内容のアンケートをして

はどうか。というのも、これから数年後にまちの形が変わったときに、

南の方（桑町、四十九町付近）が中心となると思うが、その場合にゆめ

が丘というのは、乗客を増やす潜在能力があると思うので、市部の駅を

もう少しアクセスポイント化（バスターミナル、タクシー乗り場など）

すれば利用者は増えると思う。次の交通計画に向けて住民だけでなく企

業を巻き込んだ計画を考えてはどうか。 

事務局 今後、企業と意向調査を踏まえて検討したい。また、昨年度に台風の

影響で国道４２２号線が一時通行止めとなったことがあり、企業が伊賀
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神戸駅から送迎バスを出していたが、伊賀鉄道を使うようになった事例

もある。 

 そういったことからも、企業も少し変わってくるかと考えているので、

今後、色々な意見を聞きに回りたいと考えている。 

【承認】 

 

（３）平成２６年度予算について 

 事務局から資料５に基づき説明 

【質疑なし・承認】 

 

（４）伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定業務について 

 事務局から資料６に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 ２８ページのアンケートに「すべての方に、当日利用したバス路線」「あ

なたが利用したバス路線」という表現があるが、人によっては当日、２

路線を活用する方もいるかと思うので、「アンケートを受け取ったバス路

線」という表現に変更したほうが良いのでは。また、２８ページの６の

「行きたい方向とバスルートの整合性」という表現が少し堅苦しく、バ

スの運行経路に満足しているかどうかの話かと思うので、そういう表現

に変更してはどうか。 

事務局 指摘の内容については修正する。 

会長 受け取った方が迷わないアンケートにしていただきたい。 

委員 毎年いろいろなアンケートがあり、件数が多い。市民の声は面倒くさ

いという意見が多い。根本的にアンケートのとり方と、なぜとるかとい

うことが分からないので、その点を教えてもらいたい。 

事務局 今回のアンケートについては、バスの利用者と伊賀鉄道の利用者を対

象としている。よく行われる無作為抽出のアンケートについては、一定

市民の意見を把握することが出来る。 

今回の実施は、実際に利用している方を対象にアンケートを実施する

ことで、利用者の視点でどんな改善をしてほしいというような、利用者

の生の声を計画に反映させる意図をもってアンケートを実施したいと考

えている。 

委員 乗っている人に渡すということは、どのような方法で行うのか。 

事務局 電車やバスに乗り込んで直接、利用者に渡す。 

委員 使いたくても使えない中山間地域の方等の意見はどうなるのか。 

事務局 昨年のアンケート結果、本年度のアンケートと合わせて、また、各地
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域での懇談会を開催して意見を聞きたいと考えている。 

委員 前回は全体の意見、今回は利用者の意見を聞くアンケートということ

か。 

私も移動送迎関係の講演会等を開催するが、中々市民の意識は低く、

クルマ社会という意味が分かる。車を使う方はバスや鉄道に対する意識

はなく、しかし公共交通は無くなっては困るという考えを持っている。 

そのような考え方等も上手に取り入れながら改善していかないと公共

交通の意味が成り立たない。危機感を持っていろんなことに取り組んで

もらいたいと思う。 

委員 アンケートについて、既存の鉄道３路線となっているが、アンケート

では伊賀鉄道のみとなっている理由や意図を教えていただきたい。 

事務局 利用者アンケートについては、現在は伊賀鉄道となっているが、残り

のＪＲ、近鉄についても、これから検討させていただきたい。 

委員 伊賀鉄道だけではなく、もう少し範囲を広げられたらと思う。 

会長 伊賀上野や伊賀神戸の駅で乗降する方で伊賀鉄道を利用する方、他の

交通を利用する方もいるので、アンケートの内容を再検討してみてはど

うか。 

事務局 接続する駅でもアンケートを実施するので、アンケートの内容につい

て、もう少し検討する。 

委員 今、高速バスが時間帯によっては満員で走行しており、他の路線は少

ない状況だが、なぜ、高速バスを利用するか把握されているか。 

事務局 高速バスの利用分析については、直接、利用者に聞いた訳ではないが、

上野市駅から名古屋、大阪へ向かうにあたって、渋滞の心配はあるが、

乗り換え無しでいけるところが理由かと思う。 

委員 簡単にいうと、高速バスは「安い」「早い」「便利」であり、他の路線

は「不便」「乗換がたいへん」「値段が高い」が、乗らない理由である。

その辺についても検討されてはどうか。 

事務局 運賃の価格については、各事業者で設定している。価格競争というわ

けではないが、利用者からすると安いに越したことはない。この点は今

回ご出席の事業者にも聞いておいていただきたい項目であるのでよろし

くお願いしたい。 

委員 はじめて会議に参加するため今までの流れが分かりませんが、公共交

通のリピーターを増やす意味での改善策が必要と思う。 

私自身も伊賀鉄道を利用するが、通勤時間帯に通勤に使う方が少なく、

ほとんどが学生の通学であり、一般客も少ない。また、観光客も少ない。 

そのような状況の中で、特に利用者を増やすことを考えると、県外、
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市外へどれだけアピールをするかが大事かと思う。例えば、観光面で伊

賀の魅力をアピールすることが出来ているのか等を考えることも大事か

と思う。アンケートをとる以上は、利用者をどのように拡大していくか

が大事になる。 

また、先ほどの話にもあったが、伊賀鉄道の運賃は高いと思う。例え

ば、近鉄との利用によって安くなるような検討等もしていただきたい。 

委員 伊賀鉄道の話が出たので、１７ページを基に補足説明をする。 

運輸人員は、表で見たとおり圧倒的に通学利用者が多い状況である。

それから、通勤、通学利用者ともに、人口減少、少子高齢化や高校の定

員削減でマイナストレンドが続いている。 

そこで、観光については、近鉄のエリアキャンペーンに乗る形でＰＲ

し、利用促進に努める。また、インバウンドについても、マレーシア等

からのお客様も増えていることから、今年も引き続き対応したい。 

それから、７月１２日には甘いもんトレインを計画しており、内容は、

市内の４業者が参加し、上野市－伊賀神戸間を往復する間にスイーツな

どを楽しむ企画である。ぜひ、ご参加いただきたい。 

このように、通勤、通学以外の面でも取り組みたいと考えている。 

１７ページの表の中の運輸収入について、ずっとマイナストレンドだ

ったのが３月だけが増となっている、これは消費税前の駆け込み購入が

あったことによるものである。今後についても、こういった運輸人員や

収入面での増減に注意しながら努力したいと考えている。 

会長 このようなことは、是非皆さんもＰＲの一役を担っていただきたい。 

委員 この会議でいろいろなアンケートをしているが、アンケートに対して、

結果を早く出していかないと資料づくりのためのアンケートかと、住民

が不信感を抱くのではないかと思うが、どう考えているのか。 

事務局 そのとおりである。計画を作成するだけが目的でなく、それを早期に

実行していくことが重要と考えている。 

今年度については、現行の計画の出来ていない部分を進めたいと考え

ており、平成２７年度からの計画についてもできるだけ早く取り組みた

いと考えている。また、これには事業者等の協力も必要となる部分もあ

ると思うので、そういった部分も早く検討し実行に移したいと考えてい

る。 

委員 「問題点、課題等及び今後の対応」を、次回の進捗状況に記載すれば、

新たな問題点、課題、結果等が早く出るのではないか。 

会長 質問内容を具体的にお願いしたい。 

委員 伊賀市アクションプログラムの進捗状況の「問題点、課題等及び今後
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の対応」の部分について、いくつかでも次回の進捗状況の結果に入って

いれば、結果が早く出るのではないか。 

会長 今の指摘は、この「問題点、課題等及び今後の対応」というところが

評価につながらないと新しい計画に反映されないのではないかというこ

とか。 

委員 そうである。アンケートも含めて。 

会長 ２０ページで計画策定の手順として、伊賀市交通計画実現に向けた課

題を整理するとしているため、アンケートで課題を抽出するとともに、

現在の進捗状況を踏まえた対応を検討し、これらを評価、整理してくこ

とが大切ではという指摘かと思うがどうか。 

事務局 資料３の中の問題点、課題は今の交通計画の中での課題としてしっか

り整理し、次の交通計画に反映してくことで考えている。 

会長 今の指摘内容をもう少し整理すると、例えば伊賀神戸駅についてだが、

最初の計画の策定時点ではニーズがあった訳だが、それが今はもうニー

ズがないことになると、ニーズのとり方等を含めて私たちは反省をする

必要がある。評価とはそういうところである。 

では、本当に今利用している方のニーズは無いけれども、そのニーズ

を掘り起こす方法は無かったのかなど、そういうことを踏まえてこれか

ら計画を作る必要がある。それが、結果、何年かの目標なり、途中で評

価をしながら、もう少し柔軟な考えを持ち、ニーズが無くなったからも

ういいのか、いやもう少しニーズを掘り起こしてみてはどうか、やっぱ

り地域としてもういらないとなると、伊賀神戸駅に乗り入れることは本

当にいらないかどうか議論し、本当にいらないのであれば計画から削除

しても良いと思う。 

逆に、今まで進捗状況を確認しながら進めてきたが、そのチェックに

よって、新たなサービスが必要となった場合に、計画に無いから止めて

おこうとするのではなく、それを新たに計画に採り入れていくようなフ

レキシブルな対応が必要と思う。社会がこれだけ動いてきている中で、

計画内容を出来るか出来ないかという議論はあると思うが、その部分を

フレキシブルにしておくと早く対応ができるのではないかという指摘で

あると思う。 

これからの計画はがちがちに固めるのではなく、もう少しフレキシブ

な部分を残して対応できるような計画にすることが大事と考えるので、

これからもご意見等をいただければと思う。 

委員 ２０ページの４に、交通計画に盛り込むべき事項として５項目が書か

れているが、この中の「伊賀市が目指す都市像」について、これを我々
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が考えて計画をしているのか。例えば、先日、四十九町の自治会から駅

を作ってほしいという要請があり、市議会ではそれを採り上げているよ

うだが、我々はそれを知らないまま、今、交通のことを考えているが、

そのような情報を何か手に入れる方法はないのか。 

事務局 その他の項で報告する予定であったが、現在、四十九町にイオンタウ

ン伊賀上野の建設が進められており、周辺の自治会から市議会へ、これ

を契機に伊賀鉄道の新駅を作ってほしいと請願が出され、市議会６月定

例会において請願について審議された結果、６月２５日に全会一致で可

決された。 

地元からの請願が議会で可決となったことで、今後どうするかについ

ては、市だけでできるものではないことから、事業者、商業施設、地元

等と協議しながら、新駅設置についての調査、検討を進めたいと考えて

いる。 

それと関連して、イオンタウン伊賀上野へバスの乗り入れの話がある

が、現在、上野コミュニティバス「しらさぎ」が市民病院経由で運行し

ているため、これを乗り入れることについて、イオンタウン、三重交通

と協議を進めているところであり、道路から敷地内に入る経路や乗降場

所等、協議している段階である。 

委員 鉄道のアンケートについて、３４ページの問３・４であるが、問４は

全てに○、問３は１つに○となっているので整合が取れていないため、

問３の設問を「主な目的」とすると良いのではと思う。３６ページの問

１０の「あなたが」を「伊賀鉄道」にしたほうが良いと思う。３８ペー

ジについては、「鉄道関連施策」を「伊賀鉄道関連施策」にしたほうが良

いと思う。それから、３９ページについて、伊賀鉄道の存在価値は表現

が硬いと思うのと、⑥の「鉄道利用」を「伊賀鉄道の利用」としたほう

が良いと思う。それから、３０ページのバスの関係であるが、バスの認

知度を聞く設問になっているが、例えば②だと、「本数の削減」と「停留

所名称の変更」とあり、一つの問いに２つのことを聞いているため、○

をつける時に迷うのではないか。また、⑦も同様のことが言える。 

それから、全体として変更の内容を正確に書きすぎているため、文章

が長い。もう少し簡潔にした方が良いのでは。 

会長 指摘の箇所は内部で議論をお願いしたい。おそらくアンケートに答え

てくれる方は高齢者が多いと思うので、なるべく簡潔にしておく必要が

ある。 

一つの方法として、この設問を実際に身内の高齢者に聞いてみてはど

うかと思う。もう少し、各項目についてチェックをしていただきたい。 
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委員 今回もアンケートをやっていただくということで、今後の伊賀鉄道の

活性化に少しでも役に立てばと思っている。伊賀鉄道は難しい問題を抱

えており、３６、３７ページのアンケートに運行本数についての問いも

あるが、当然、運行本数は多いほうがいい、始発も早いほうがいいに決

まっているが、それに対応する費用がかかる。おそらく、その費用に似

合う運賃収入は見込めないため、事業をすればするだけ赤字となる。そ

の赤字を誰が負担するのかということになる。現状、伊賀鉄道は収入１

に対し費用が２と倍になっており、その赤字を伊賀市が一部を負担し、

残りの大半を近鉄が負担をしており、その赤字は年々増えていることが

状況である。そういった負の側面に対しても、税負担等、市民のみなさ

ん全体の問題として、この計画を立てて行く場でも議論をしていただき

たい。 

会長 今の指摘は大変重要で、サービスを上げればその分費用がかかる。費

用対効果は厳しいものがある。要望として聞いていくが、実はそこの部

分を計画にどのように使っていくかを議論して欲しい。むしろ、市民の

みなさんにこれだけ投資してもこんなものだということを知ってもらう

必要がある。税金で何かをするのか、事業者が負担することで維持でき

るのかなどを市民の皆さんにも知っていただく必要がある。これは計画

を作る上で、また、実行する上でも必要となる。 

委員 伊賀鉄道は確かに厳しい状況である。 

伊賀鉄道の人件費については、コストを削減し、安全を確保するぎり

ぎりの人数で運行している。また、地元のパートであったり、運転手に

ついても６６歳から６８歳まで年齢引き上げを行うなど、人件費を抑え

たコスト削減に努めて運行をしていくのでよろしくお願いしたい。 

委員 私どもの地域は伊賀市の東部であり、現在は、バスは三重交通の阿波

線が走っているが、昔から交通の便が悪い地域であり、多くの方が若い

頃からクルマの免許を取得するようになり、現在も９０歳を超えた方も

運転をしている。なぜ、そうなるかというと、路線バス等の交通が無か

ったからである。 

それに、だんだん乗る人が減り、クルマで動いてしまうため、バスの

利用が少なくなり、そのため三重交通は採算が取れなくなり廃線になっ

た状況である。 

今は行政バスも走っているが、乗る人は少ない状況である。乗る人は

クルマに乗れない方や診療所に通う高齢の女性の方ぐらいである。その

中で、費用対効果の考え方を持ってきて採算を考えられると、完全にア

ウトとなる。 
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だからといって、タクシーで何もかもを済ませることは、高齢者には

金銭的に厳しいものがある。そのような現状は、私たちの地域以外にも

伊賀市内にも多いかと思う。そういったことを考えた時に、先ほどから

話が上がっている活性化ということは、利用拡大をして収益を上げると

いうことに話が進んでいるようであるが、それだけではなく、公共交通

を利用したくても利用できない方がいるということ、その方たちのニー

ズを掘り出していくこともこの会議の一つの目的ではないかと思う。 

会長 費用というよりも、サービスを考えることでそういった地域の方の生

活を確保していく必要はある。これからこの会議で議論していくことは、

伊賀鉄道を含め、市民の皆さんへのサービスをどのように展開するか、

そのときに、どれだけの費用が必要となるかを議論しなければならない。 

費用対効果を良くするためだけでなく、その中で、必要な費用をどれ

だけ出すのか、必要なサービスをどれだけするのか議論した上で、話を

してく必要がある。生活の足が無くなるとその方は生活できなくなる。 

その方たちにどうサービスをし、移動手段を確保するかを考える。一

方、利用促進も含め、必要な部分はどうあるべきかをしっかり考えて計

画を策定していくことが必要であると考える 

委員 伊賀鉄道やバスが持っている公共交通としての必要性を否定している

わけではなく、地域にとってなくてはならない移動手段であり、必要な

ものであることは十分理解している。ただ、それをどのような形で支え

ていくのか、誰がコストを負担していくのかについて、市民の皆様と一

緒になって考えていきたいという趣旨であるのでご理解いただきたい。 

委員 三重県ではデマンド交通をしている地域が大きく分けて玉城町と南伊

勢町と二つ有り、南伊勢町は料金をとっており、玉城町は料金をとって

おりません。玉城町には面白いデータがあり、無料でデマンド交通を走

らせることによって保険料の市の負担が数千万円減った。つまり、交通

単体では黒字にはならないが市としては全体としてプラスマイナスゼロ

になればいいことであるから、総合的に考える必要があるのでは。ここ

ではマイナスだがここでカバーできているというように、伊賀市として

掘り下げて考えて欲しい。デマンド交通について、私は一部デマンド交

通をしたいと考えているが、そのようなこともあるということで一度考

えてほしい。 

会長 交通を見る視点を変えていく必要があるのではという指摘かと思う

が、プラスマイナスの原因がそれだけなのかどうかというのは、あまり

議論しても意味がない。市民の皆さんが生活の中でよくなったなと思っ

ていただくような評価の視点について、先ほど交通計画の総合評価の視
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点として３点挙げていただいたが、その辺りをもう少し整理していく必

要があると思うので、計画を作る段階でみなさんと議論をしたいと思う。 

会長 この総合的な計画策定業務については、これからアンケートも含めて

非常にタイトなスケジュールの中で計画を作っていく必要がある。 

今後、あと４回の会議が用意されている中で議論をしていきたいと思

うのでよろしくお願いしたい。 

【承認】 

 

（５）検討部会及び地域部会の設置について 

 事務局から資料７及び資料８に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 地域部会について、もう少し詳しく説明をお願いしたい。現在、その

検討を行う組織が存在している地域においては、地域部会とするとある

が、現在、交通関係を検討するような組織、地域はあるのか。 

事務局 それぞれ、例えば各支所で運行している行政サービス巡回車について、

昨年も一定の改善に向けた取り組みをしており、それぞれの地域おいて

協議をしている。そんな中で公共交通に特化した内容で協議をしている

地域もあるので、そういったところについては、今回の地域部会と位置

づけてご意見等をいただきたく機関と考えている。 

委員 個人的には地域部会は良いことだと思っていて、いろいろ話を聞いて

いると伊賀全体で考えると広すぎるかなという問題も多い中で、地域で

考えることは、例えば、美旗のはたっこ号も住民組織で運営しているし、

津もＮＰＯを作って１００円バスを運行しているところもある中で、地

域が盛り上がりやすいのではと思うし、むしろ行政を通すよりは話が進

みやすいのかなとも思うので、地域部会で話し合う方が早い話ができる

のではないかと思う。 

事務局 委員の構成の中で、自動車・鉄道部会については、部会のメンバーと

して分けており、基本的に協議の段階で、この分野に特化した協議が必

要となった場合に、部会の中で協議をしていただきたいと考えており、

現時点では必ず各部会が集まって議論をすることは考えていない。あく

までも、地域部会等からのご意見をいただいた上で、この協議会で議論

を進めたいと考えている。 

会長 事務局から提案があったとおり、検討部会は必要な時に集まっていた

だく部会であって、地域部会はなるべくたくさん会議を開いていただい

て、住民の皆さんからの意見や知恵をいただくチャンスを数多くしても

らいたいということが、会長としての希望である。それぞれの地域によ
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って事情が違うと思うので、地域に見合うような仕組み等を議論してい

ただけるようにしたいと思う。事務局の方でもそう行った点も踏まえて

進めていただきたい。 

【承認】 

 

４ その他 

委員 ７月６日（日）に「これからの移動送迎を考えるつどい」を開催する。 

前回は２年前に開催したが、この２年の間に伊賀市の地域の交通の取

り組みが変わってきている。その事例を３つ報告していただく。 

それと南伊勢町のデマンド交通についても報告していただく。地域で

どのような取組みができるのかという勉強会をしたいと思うので是非参

加いただきたい。 

 


