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平成２６年度第２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２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１１月２８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））、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）、道上恵正（代

理：伊賀警察署交通課 権蛇係長）、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（代理：三重県地域連携部交通政策課 

川端主幹）、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】 

企画振興部 松本次長 

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  伊賀市では公共交通の改善に向かって皆さんからいろいろお知恵をい

ただいて実行していただいているところだが、この１１月２０日に地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正が施行され、具体的

に動いていくということになる。来月３日に名古屋で説明会もある。こ

の改正法の中では、これまでの計画の反省という意味もあって、まちづ

くりや観光施策との連携といった視点を加え、地域公共交通網形成計画

という形で再度検討していただくこととなった。今日は事務局から基本

方針について考え方を出していただいて、それについて皆さんからご意
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見をいただき、地域のバスや鉄道などがうまく連携して良いまちづくり

に結びつくような議論をお願いしたい。 

 

 

３ 協議事項 

（１）協議会規約の改正について 

  事務局から資料１に基づき説明 

【質疑なし・承認】 

 

（２）伊賀市地域公共交通網形成計画の基本方針について 

 ①計画策定に係るこれまでの経過について 

事務局から資料２に基づき説明 

②伊賀市地域公共交通網形成計画の基本方針について 

事務局から資料３に基づき説明 

 

【質疑応答】 

委員 少ない人数なのでわかると思うが、旧市町村で年間どのくらいの人が

行政バスを利用しているか。 

また、地域部会について、メンバーが自治会の会長さんなどになって

いるが、いわゆる利用者が入っていないのはなぜなのか。一般市民の利

用者や学生も乗っているのだから高校生の１人くらいメンバーに入れる

べきであると思う。  

それから、地域懇談会の意見を見ると、阿山以外の１１か所でデマン

ドという言葉が出ている。聞き取りの中では阿山でもデマンドが出てお

り、全地域でデマンドという言葉が見られるにもかかわらず基本方針に

デマンドという言葉が出てこないのは不自然だと思う。乗合タクシーな

ど似たような言葉は書かれている。阿山ではいったんデマンドは中止に

なったが、特に高齢化の地域、中山間地域において地域の交通がしやす

い方法はいろいろある中で、私はデマンドしかないと思っている。その

辺りを落とさないで盛り込んでほしいと思う。 

事務局 行政バスの利用者については、H25年度の実績でいがまち行政サービス

巡回車が 6,424 人、阿山行政サービス巡回車が 6,335 人、大山田行政サ

ービス巡回車が 5,602 人、島ヶ原行政サービス巡回車が 5,615 人、上野

コミュニティバスしらさぎが 26,214人となっている。 
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委員 なぜその数字を聞いたかというと、私が代表を務めるいが移動送迎連

絡会では、福祉有償運送と乗降解除を含めたいわゆる送迎をしており、

現在１２団体ある。全体で年間３万トリップ以上の送迎を行っていて、

２万人近くを運んでいる。行政バス全体より利用者は多いが、少ない金

額でやり方を駆使して運んでいる。もっとやり方が考えられるのではな

いか。 

福祉有償運送なので予約制で、デマンドタイプと言えるかもしれない

が、こういうやり方をすればそんなにお金をかけなくてもできると思う

ので、ぜひ手法も検討してもらったら、安くて使いやすい公共交通がで

きるのではないか。 

議長 これは次のステップで具体的な運行手法を考えていくことになると思

う。本日は基本方針を中心に議論していただけたらと思う。 

委員 基本方針の１つ目は伊賀市総合計画のまちづくりの基本政策のうち、

２の「活力の創出」に対応するものと理解している。 

基本方針２は総合計画において「人、地域づくり」に対応しているも

のとして、地域づくりに関することは基本方針に書かれているようだが、

地域の交通とまちづくりの担い手となる人づくりに関するものがないか

なと思う。NPO等が運行する地域バス等の文言はあるが、今後伊賀の公共

交通と交通と連携するまちづくりを担う人づくりは大事だと思うので、

そういう項目も入れたほうが良いのかなと思う。 

また、基本方針３は総合計画では「安全安心」に関わることかと思わ

れるが、指標を検証してとかの文言が先に立っており、安全安心に関わ

ることというのがあまり見えない。例えばすべての人と環境にやさしい

公共交体系を構築しますというシンプルな方針にして、そのために目標

を明確にして適切な評価を行いますという書き方にした方が「安全安心」

が前に出て分かりやすいのかなと思う。 

事務局 総合計画の基本政策は広い範囲になってくる訳だが、特に交通の関係

で特化、リンクしていくに当たってはそういった視点は指標の考え方の

中でも生きてくるのかなと思うので、検討したい。 

委員 評価結果の一覧表のサービス向上検討基準ではほぼ全部×が付いてい

て、現行のサービスを維持するということだが、今までもずっとそれで

やってきて利用が増えていないと思う。これから過疎化して人口も減っ

ていったら、バスを乗る人もいなくなるんじゃないかと思う。 

数値で評価をしているのでそういうことになると思うが、今回計画で

伊賀市の潜在力を謳うのであれば、数値以外の基準、例えば観光と絡め

るなら地域の奥にある観光資源のアピールや、あるいは住民で盛り上げ
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ていったらよいのではないか。 

また、住民組織を強化するというのも書いてあるので、地域での盛り

上げなどについての評価も少し基準の中に入れたらと思う。 

評価は難しいが、数値だけで評価してしまうとバスは今の数値以上に

行かない。１年２年ではなく１０年ぐらいのサイクルで考えた方が良い

と思う。 

議長 これは基本方針あたりで書くのか書かないのかということになるが、

形成計画では評価の仕方を何らかの形で書くようにということになって

いる。 

事務局 実際に数値に置き換えるのはかなり難しい部分もあると思う。収支率

とか乗車率ではなく、バスが走っていることによる地域の生活における

満足度とかで評価できないのかなとは思うが。 

委員 たぶん数値化は難しいと思うが、例えば潜在力という項目を作りそれ

を公表して、そのことによってあの地域は頑張っているからうちも、と

いうように競争力を盛り上げていく材料にもなるのではないか。数値だ

けで判断してしまうと盛り上げに欠けることになる。 

伊賀鉄道で今まで不満の方が多かったのが満足の方が多いに変わって

いるというのもだいぶ取り組みが評価されてきているという気もするの

で、何らかの形で採り入れたらよい方向に進むのではないかと思う。 

事務局 これから施策を考えていく中で評価をどうするかを考えていく必要が

ある。これまではバス路線の見直し手順に基づいて基準を設けていたが、

地域にどれだけ貢献しているのかという項目についても検討していけれ

ばと思う。 

議長 今のご質問に対しては、数値を満たしていないことが即課題なのか、

それが直接的に課題となっているので、それだけが課題ではないという

ことかと思う。これから形成計画を作成、実行して PDCAを回していくこ

とを考えると、新たな視点を入れた評価の仕方を考えていかないとまず

いのではないかというご指摘かと思う。 

委員 だいたいそうだが、一番はどうやって住民意識を上げていくかという

ことが重要だと思う。 

事務局 数値だけにとらわれず、どういった評価ができるのか検討したい。 

議長 実は形成計画ではなるべく数値化するようにという方向性が出されて

いるが、全てが数値化できるかどうかは考えていく必要がある。 

委員 行政がやっているものではないと思うが、まちなかに忍者バスという

ものが走っている。日曜日や祭日に観光地を巡るバスを走らせてほしい

というのは以前にも申し上げたが、その後、市の方での検討状況はどん
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なものか。 

事務局 忍者バスがどんなバスなのかは不明だが、観光地を巡るバスの検討は

現在進んでいない。 

ただ、これから潜在力を活かしていくということの中のひとつに観光

資源というのはあると思う。市内の住民の移動は大前提としてあるが、

交流人口を増やすという中では、観光施設を巡るバスというのも今後は

検討が必要であると思う。 

委員 基本方針の中の日本語の表現で気になるところがある。まず１点目は

基本方針１の市内各支所等の「等」が何を意味するのか、新たな拠点を

含んでいるのかが良くわからない。 

２点目は減少する公共交通利用者の増進に向けの次にいきなり国内外

というかなり大きな範囲のことを書いている。前の文章からすると国内

はわかるが、国外についてどういうことを意味しているのか、基本方針

だからこれでも良いのかもわからないが、少しわかりにくい。 

３点目は基本方針２で「痛み」という言葉が出てくるが、基本方針で

痛みという言葉が適切なのかどうか。書くのであれば現状をみんなで認

識した上で、くらいのほうが良いのではないか。ただ、市民の皆さんに

厳しい現状を訴えるという意味では痛みでも良いかもしれないが、基本

方針の言葉としては引っかかる感じがする。 

事務局 まず１点目は新庁舎も含めて「等」と表記している。 

２点目は国内外と確かに大きな話だが、市として外国からの観光客を

誘致していこうということで、いわゆるインバウンドという考えの中で

進めさせていただいているという意図がある。もう少しやわらかくする

のであれば、市内外国内外と併記するなどでも良いかと思うので、その

点は検討させていただきたい。 

３点目の「痛み」は総合計画の中でも方針として出てくるのでその意

味を踏まえて表現しているが、形成計画はあくまで協議会の計画なので、

もう少しやわらかな表現ということであればその方向で訂正させていた

だきたい。 

委員 自家用車に過度に依存しないという言葉がよく出てくるが、別に過度

に依存しているわけではなく、走らせて欲しい時間帯に交通が無いから

自家用車を使わなければいけないのであって、市民からするとこの言葉

に大変違和感がある。「過度」は必要ないのではないか。 

議長 「国内外」の話は、対象を広く見るということを少し入れてコメント

すると分かりやすい。 

「痛み」については、文頭の「痛みを共有」したという部分が、次の
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地域が自ら創り育むという部分につながってくるかというと、少し心配

である。関係者全員が痛みを共有した上でという話なので、地域だけに

話がつながるとちょっとどうかと思う。キャッチフレーズの言葉として

はちょっとつらい気がする。「関係者皆が…」とかいうふうにしておかな

いと地域だけの方へかかっていくことになる。「痛み」そのものが良いか

悪いかで言えば私は構わないと思う。 

事務局 その辺りの言葉についても修正させていただく。「自家用車に過度に依

存」についても「過度」を削除させていただく。 

委員 意見ということではないが、今回の報告の中に利用者様のアンケート

結果が入っている。鉄道事業者としてはこれを真摯に受け止め、改善す

べきところは改善していく。先ほども満足度が不満を超えて良くなって

いるのではないかとのご意見をいただきありがたいが、やはりまだ不満

の声もある。その中身を見ていてもすぐに対応できるものとできないも

のがある。 

ひとつご紹介しておくと、この９月２１日にダイヤ改正を行っている。

朝１０時、１１時台の伊賀神戸駅での特急の乗り継ぎ改善、上野市駅を

境とした北線、南線の直通運転の増便、大きな変更はなかなか難しいが、

こうした取り組みを行っているということをご報告させていただきた

い。また、反省すべき点としては、乗務員の接遇面で言葉遣いなどにつ

いてアンケートにも挙がっているが、これについては引き続き指導を行

って参りたいと考えているのでご理解いただきたい。 

議長 そういった乗り継ぎ改善や増便について、行政でも広報等で周知され

たと思うが、実際に市民へどのように伝わっているか、少しわかりにく

い。 

事務局 市の広報誌では JR、近鉄、伊賀鉄道を含め、改正があったことは周知

しているが、紙面の都合上、細かい内容まではお伝えできない。広報誌

の中では、詳しくは事業者のホームページ等でご確認いただきたい旨を

記載するくらいまでしかできないのが現状。上野地区の懇談会でも利用

促進をする中での周知方法について意見があった。市の媒体を使っては

いるが、全て市民の皆さんに届いているかというと、これからはその点

についても考えていく必要があると思う。 

議長 行政バスの中に伊賀鉄道の改正情報を入れるなど、せっかくバスと鉄

道をリンクさせることを言っているので、そういうお金をかけないで周

知する方法はいくらでもあると思う。 

お互いがリンクする形、連携の仕方をこれからは考えても良いと思う。 

委員 基本方針１の中で各支所の連携、交流について、どういうことを意味



7 

 

しているのか。 

事務局 現在の交通計画の中で、行政バスの支所間の連携ができていない部分

があった。一定の取り組みはしているが、懇談会の中でも旧市町村の垣

根を超えて行政バスを走らせたらどうかという意見もあった。それは行

政バスで対応するのか、基幹系のバスが担うのかも含めて検討していく

必要があると考えている。 

委員 伊賀地域に限らず三重県全体のバス交通網の話として、2040 年くらい

までは高齢化が進むと考えている。日本の人口も減少傾向にあるが、打

開策として 2020 年の東京オリンピックやリニアの開通などが考えられ

る。 

こういったものが人の移動の起爆剤となって、流れが変わってくると

思う。以前、日韓ワールドカップのときにも会場以外でも選手村の誘致

などで外国人の来客やふれあいが生まれた。伊賀は歴史の面でも魅力が

あるので、そうした機会を捉えた中で 2020年に向けて交通体系をどうし

て行くか、また、海外の方にも伊賀の観光の魅力を準備する期間ではな

いかと思う。少しずつ整備はされてきているが、バスに関しても、外字

表記などのサービスを充実させていく必要がある。 

委員 基本方針の１で、「コンパクトシティ」は「多核連携型コンパクトシテ

ィ」と書いた方が良い。上野市街地、新庁舎、旧町村中心部、ゆめが丘

等の拠点を結ぶということを明確にすると言う意味では、単に「コンパ

クトシティ」よりも「多核連携型」を付けた方が良いと思う。 

事務局 都市マスタープランの中でも多核連携型コンパクトシティという中で

まちづくりを進めているという中で、ご指摘をいただいた点については、

訂正させていただきたい。 

議長 地域の自助努力という言葉に違和感がある。地域が主体的に努力する

ということを意味しているのか。 

事務局 これからは地域が主体的に考え、運営にも関わっていただくことが必

要と考えている。現行計画の基本方針の中にも自助努力を挙げている流

れの中で、今回も行き続き入れさせていただいたものだが、思いとして

は地域の皆さんと一緒にやる部分もあるし、地域の皆さんが頑張ってや

っていただく部分も含めて、また、利用していただくという視点でも頑

張っていただく必要があると思う。 

議長 地域が作り、育てていくというのはその通りだが、自助努力という言

葉に変わってしまうと、何か手放しのような印象を受ける。 

事務局 意味としては今申し上げたようなことだが、言葉は一度検討させてい

ただきたい。 
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委員 アンケートにも書いてあるが、四十九に伊賀鉄道の新駅ができるのか。 

委員 ６月議会で地域から新駅設置の請願が出され、議会で全会一致で採択

された。そういった方向性を尊重し、現在は設置可能性の調査を進めつ

つあり、現状としては地域の活性化の観点からその必要性を十分踏まえ

つつ、近鉄さん、伊賀鉄道さんと協議を進めているところである。 

委員 基本方針の公共交通の役割の部分が６４ページの記載では読み取りづ

らいので検討されたい。また、計画期間について、本計画に基づき定め

る事業スケジュールが２年間というのはいかがなものか。 

それと、６９ページの交通の将来像について、「お出かけしたくなるま

ち」となっているが、まちという形になると、交通の将来像ではなく、

まちの将来像に思えるので、表現を修正した方が良いと思う。 

事務局 計画期間は６年で進めているが、総合計画との整合を図る中で、事業

の見直しも必要になると考えている。大きく言うと伊賀鉄道のスキーム

が２８年度までとなっており、その状況によって施策的な部分も見直す

必要が出てくるのではないかと考えている。当然２年間で終わるのでは

なく、事業によっては６年で進めていくものもあるが、そういった大き

な環境の変化が予想されるので、２年間で一定の見直しをかけたいと考

えている。 

公共交通の役割については、もう少し記載させていただきたい。また、

「まち」の部分の表現についても訂正させていただきたい。 

議長 基本方針の中での計画期間はあくまで６年とし、具体的な施策のとこ

ろで各事業スケジュールを整理した方が良いと思う。 

委員 基本方針１で都市構造の誘導に向けた段階的な見直しの部分だが、駅

周辺への都市機能の誘導や公共交通沿線への居住の誘導、駅アクセスに

ための自転車利用の改善、歩行環境のバリアフリー化等といった視点の

計画を形成計画とは別に立てて、これを形成計画と連携させるというこ

とか。 

事務局 現時点ではそこまでは考えていない。ただ、施設の適正立地の誘導等

によって都市構造が変わってくるという中で、公共交通ネットワークも

変えていこうという意味合いである。 

委員 先日国からいただいた、まちづくりと一体となった公共交通の再編の

ポンチ絵では立地適正化計画と連動して好循環を実現するイメージにな

っている。 

委員 都市計画を行っていく中で、中心市街地を抱えている市でもあるので、

いずれは立地適正化計画も必要と考えている。ちょうど都市計画制度も

見直しているので、今後の課題として、理想としては連携させたいとい
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う思いがあるが、具体的には今後の検討次第と考えている。 

議長 これについては、市としていわゆる公共交通優先型の都市の集約化の

ようなことを考えるのかと思った。公共交通が誘導策の役割を果たせる

かは心配するところだが、まちづくりとか都市計画とか公共交通優先型

を打ち出していただけるところがどれだけあるかは期待するところであ

る。 

ある意味で公共交通が地域活性化の役割を果たすということを考える

と、その辺は形成計画だけで議論するわけにもいかないかもしれないが、

少なくともそういった方向性は持ってないとたぶん実現は難しくなる。

これから高齢者となっていく人たちは、これまで車を持つことで生活の

レベルをアップし、その結果、公共交通が無くなったりマイナスの面が

出てきたので、それを方向転換するという話にはならない。むしろどう

やってうまく使い分けるかというあたりを目指している。そういったこ

とも踏まえて考え方を整理しておく必要があると思う。ここではそうい

う意図も少し出しておきたいということで、計画を別個に作って進めて

いくという意味ではないのだろうと思う。大きな流れとしてはこれで良

いと思う。 

議長 本日がご意見をいただくというのが趣旨なので、いただいたご意見に

ついては検討させていただくとして、他になければ次に進めさせていた

だきます。 

【承認】 

 

 

４．その他 

・事務局から次回協議会の日程について連絡 

  次回開催日時：１２月１５日（月）午後５時 ハイトピア伊賀５階学習室 

 

【質疑応答】 

委員 地域部会は傍聴できるのか。そういう情報が全く無い。 

事務局 傍聴可能です。 

 

 


