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平成２６年度第３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３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１２月１５日（月） 午後５時～ 

■開催場所  ハイトピア伊賀５階 学習室２  

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

伊豆原浩二（愛知工業大学）、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（伊賀警察署）、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）、山下隆道（代

理：国土交通省中部運輸局企画観光部交通企画課 白木課長補佐）、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）、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 先般、活性化再生法が改正され、法律を整理し直すということになった。

伊賀市については伊賀鉄道総合連携計画と、バスについては交通計画と

いう形でご議論いただいている。本日は前回いただいたご意見をもとに

修正を行い、公共交通網形成計画ということで中間案についてご審議い

ただくことになる。 

伊賀市も合併以来ひとつの市としてまちづくりを考えていただいている

が、交通についてはまだまだサポートの仕方があるのではないかという

ことで、形成計画を作ることになった。ぜひ住民の立場と観光などで伊

賀市を訪れる方の立場、両方の視点に立って、もっと公共交通を使って

いただけるような良い知恵を出していただければと思う。 
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３．協議事項 

事務局から伊賀市地域公共交通網形成計画中間案について、資料１、資料２に基づ

き説明。また、伊賀鉄道伊賀線の現状と今後について、参考資料３に基づき説明。 

   

【質疑応答】 

議長 まずは前回ご指摘いただいた点に対する修正に関してご意見をいただき

たい。 

委員 前回欠席させていただいたので重複するかもわからないが、78 ページの

目標と基本方針について、目標はどれに当たるのか。また、79 ページの

基本方針２で、「それぞれの関係者の努力により育まれる」とあるが、個々

にバラバラに動いてしまうというイメージを受けるので、連携または協

働といった文言を入れた方がよいと思う。 

80 ページで基本方針１の「多核連携型のコンパクトシティ」という文言

自体、本日ご用意いただいている都市マスタープランの中に出ている文

言なのかどうか。上位計画に書いていないものを基本方針に入れてしま

うと一人走りになってしまうし、大事な方向性を決めるものを先に交通

の方で決めてしまって良いのかという懸念もある 

事務局 目標は交通の将来像の部分がそれに当たる。また、それぞれの関係者の

努力については、おっしゃるように「関係者の連携」という表現の方が

適切ではないかと思うので、修正させていただきたい。 

多核連携型のコンパクトシティについては、お手元の都市マスタープラ

ン概要版の５ページの将来都市構造、都市拠点の配置の中で、多核連携

型の都市構成をめざす都市拠点の配置ということで、広域的拠点、副次

的拠点、地域拠点を設けた都市構成を目指していくというのが都市マス

タープランの大きな考え方となっている。 

委員 94 ページにも目標という言葉が入っているので、その辺りの整理はして

おいた方が良いと思う。コンパクトシティについて、代表的な例として、

富山市や熊本市のように住民の住むところまでも誘導していこうという

のがコンパクトシティの考え方となっているが、そこまでは考えていな

いということで良いか。コンパクトシティという表現を本当にここで使

ってよいのかが心配である。 

事務局 現在、土地利用の方針について市の方で見直しを進めているが、その中

で駅などの拠点周辺に多くの方に住んでいただくというのが都市マスタ

ープランの考え方となっている。 

議長 いわゆるコンパクトシティを都市マスタープランの中で検討していると

解釈してよいか。 

事務局 都市マスタープランの中で文言としてのコンパクトシティは記載されて
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いないが、それぞれの拠点の機能の中で住民が住みやすくしていくとい

うことも含めた内容ということでご理解いただきたい。 

議長 コンパクトシティという言葉を使ってしまうと誤解を招く恐れがあるの

で、考え方の整理が必要ではないか。 

委員 コンパクトシティという言葉をどこまで厳密に使っているかの違いであ

ると思う。伊賀市の使い方はこれまで合併市町村が有していたそれぞれ

の拠点を上野に全部寄せるのではなく、それぞれの地域の集住も含めた

機能集約ということで、総合計画や都市マスタープランでも整理されて

いる。 

委員 コンパクトシティが一人歩きしてしまうことが心配なので意見を申し上

げた。その点について議会や住民に誤解を与えないように整理していた

だければ良いと思う。 

委員 96 ページの新たなバス運行方法の確立について、阿山地域でのデマンド

運行の協議の結果、利用者が見込めないことから実施を保留とあるが、

これは違う。私も会議に参加していたが、できなかった理由は、急な変

化についていけなかったということと、実証運行をするに当たりその地

域は無償で運行するという話があり、なぜ無償なのかという運賃の問題

の２つである。非常に残念な結果になったが、周知不足も問題だったと

思うので、そういった点についてもしっかり計画に載せていく必要があ

ると思う。 

事務局 ご指摘いただいた内容については再度、表現も含め検討させていただき

たい。 

委員 90 ページで行政バスのサービス提供について、設定の考え方を統一する

とあるが、共通するというのは例えば支所単位で同じようにするのか。 

また、対キロとかゾーン制というと値上げになるイメージがあるが、デ

マンドや乗合タクシー等を考えた方が良いのではないか。 

事務局 ここはあくまで地域間の公正性を保つため、考え方として統一していく

という内容であり、均一、対キロ、ゾーン制も含めて運賃のあり方を検

討していく必要があると考えている。支所単位で統一していく部分も必

要と思うが、事業者バス等も走っているのでそれらの兼ね合いも含めて

検討していきたいと考えている。現在、行政バスは均一運賃となってい

るが、運行本数等のサービス水準はまちまちなので、サービスが異なる

のに運賃は同じという点についても考えていく必要がある。 

議長 運賃制度の記述について、複数の運賃制度の組み合わせを採り入れるこ

とを検討すると読めるが、そう言っておいて設定の考え方を統一すると

書いてあるのはわかりにくい。 

サービスの内容によって運賃制度を変えていくとなると、この部分はか
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なりチェックが必要。ここは住民に不公平感が無いように運賃制度につ

いて検討するということかと思う。 

事務局 「統一します」という表現が誤解を招く部分があるので、サービス提供

の設定の考え方を検討していくという表現に修正したい。 

委員 85 ページの基幹バスに該当する現行路線で上野大阪線が抜けている。ま

た、バスの種別ごとに該当する路線を記載した方がわかりやすい。 

また、96 ページで免許返納制度の拡充とあるが、市でどんな事を拡充し

ていくのか。 

事務局 現在は三重県バス協会を中心に高齢者の免許返納者に対する優遇制度が

ある。そうしたものについて市でも周知 PRを含めた取り組みを行い、現

在は三重交通だけだが、例えば伊賀鉄道などでも検討できたらと考えて

いる。高齢者の交通事故防止の観点から、全国的に展開する動きもある

ので、公共交通への利用転換という意味も含めて拡げていきたい。 

委員 ある都市では、緊急の場合困るので不便な地域では返納しない。返納し

た場合のタクシーの補助制度や、同乗者の割引制度といったものを市で

運行するバスでは考えてもらえないか。 

議長 免許返納制度の拡充というと誤解があるのでは。免許返納者への支援の

拡充といった表現の方が分かりやすい。 

委員 企業と一体となった取組で、企業が通勤方法をマイカーから公共交通に

変えた場合の補助制度はできないか。 

事務局 補助があるから変えるというよりは、企業が社会貢献として従業員等に

働きかけていくことから始まるものであると考えている。 

議長 こういった事例としては、愛知県の大口町がある。企業の従業員の輸送

について、朝晩の運行が一方通行にならないよう、企業と一緒に取り組

んでいる。こういう取り組みは企業の立地と鉄道などの関係もあるので、

なかなか仕組みを作るのに苦労が要る。 

委員 102ページについて、移動制約者の身体の負担の軽減に配慮された輸送サ

ービスを行うための交通施設の整備とあるが、これは福祉有償運送団体

ではできない。行政がするのであればわかるが、その辺がわかりにくい。 

101ページの交通事業者の役割の中で、NPOはどの NPOを指すのか。福祉

有償運送は非営利法人しかできないので、交通事業者に含まれるのか、

その辺がわかりにくい。また、行政の役割の中で、交通弱者への支援が

記載されていないので入れておくべき。 

事務局 ご指摘の点について検討させていただく。 

委員 97ページ全般について、H27～28、H29～32の両方とも検討となっている

施策があるが、計画を策定する中で検討だけで終わってしまうのは大丈

夫なのか。５年ではやりきれないものもあるかと思うが、何らかの着地
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点を表記していただきたい。 

事務局 例えば、検討ができた時点で実施する等の記載をさせていただきたい。

ただ、現実的に難しい面もあるので、この計画期間中には実施に至らな

いであろうという想定のもとに記載したものである。 

委員 98 ページの評価指標と評価基準でバス路線のことしか書いていない。

94-1 ページで鉄道の目標数値が書かれているが、この部分をどう評価し

ていくのかをぜひ記載されたい。 

議長 伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画との関係が手薄な印象がある。連携

計画は 28年度まであるので、それ以降のつながりを整理しておく必要が

ある。 

委員 伊賀鉄道の公有民営化スケジュールの中にもあるが、形成計画について

H27、28年度が第１次、伊賀鉄道の公有民営化後の H29年度から第２次と

なっているが、これはこのように分けて策定するのか、H32年度までの計

画を作って変更するのか、その辺の定めはあるのか。 

事務局 現時点で当初、今年度末に形成計画を策定して、その先、伊賀鉄道の今

後について協議し、バスとの連携や鉄道事業再構築、新駅の整備等につ

いて、H29年度以降の鉄道存続を大前提とした中で、その内容を形成計画

に盛り込む必要があると考えている。 

市の方向性についてはご説明させていただいたが、現時点で計画として

挙げていくことはまだできない状況である。したがって一旦３月末で計

画を策定した後、見直しをかけるのがひとつの方法であり、これまでお

示ししてきた。 

ただ、現時点で伊賀鉄道の今後については、この協議会でもご議論いた

だくことになっているが、方向性が確定し、確認書が締結された時点で

その内容をもって年度を跨いで計画を策定していくという方法もある。

市として計画委策定時期を年度末に設定した理由としては、形成計画に

盛り込んだ事業で国庫補助を活用しながら進めたいという思いがあった

が、補助金のスケジュール等を考えると必ずしも年度内ということでは

なく、伊賀鉄道の方向性がきちんと固まってからの策定でも良いと思わ

れるので、その点について委員の皆様でご協議いただきたい。 

委員 年度内に形成計画を策定するというのは、おそらく策定に当たり行って

いる調査が国の補助事業であり、年度末までに報告書を提出しなければ

ならないことから、計画自体も年度内に策定するということで進めてい

ただいていると思われるが、形成計画策定に向けた調査のなので、年度

内に調査結果の報告さえきちんとまとめていただければ計画の策定は次

年度以降でも構わないということで国土交通省本省とも確認が取れてい

る。 
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 確認書締結後、伊賀鉄道の今後について公表できるようになった時点で

その内容を盛り込む、また、鉄道とバスネットワークについても有機的

な連携を書き込んだ計画を作り、補助金のスケジュールを見込んでスケ

ジュール立てをしていただければ良いと思う。 

事務局 事務局からの質問で恐縮だが、現在、伊賀鉄道総合連携計画に基づいて

ATSの更新に国の補助をいただいている。連携計画は H28年度までで、形

成計画を策定した時点で連携計画が形成計画に置き換わると考えている

が、H27年４月以降も形成計画を策定するまでの間は連携計画で補助申請

等ができると解釈して良いか。 

委員 計画期間が切れなければ、計画が切り替わったものとして補助金は出す

ということになっており、特に問題はない。 

事務局 形成計画に盛り込んだ施策について国の支援が受けられるが、例えば補

助金の概算要望の際に形成計画が国へ送付されていないと要望が受け付

けられないとか、その辺りはどのように考えたらよいのか。 

委員 あくまで概算要望なので、そこまで厳密なことはないと思う。概算の時

点では策定予定時期を明示していただければ手を挙げていただくのは構

わないと思われるが、鉄道関係の部署に確認させていただきたい。 

議長 伊賀鉄道のスキーム等について今から協議・検討していかないと間に合

わない事情があり、年度末までに計画を作るのはやりにくいということ

なので、事務局側の調整にもかかる部分はあるものの、年度内に計画を

策定するという制限をすこし緩めて、公有民営化の確認書が締結された

上できちんと計画をまとめていく方向で良いかと思うが、委員の皆さん

も合意いただければと思う。 

委員 承認 

事務局 変更後のスケジュールについては改めて検討させていただきたい。それ

について１点確認だが、伊賀鉄道の件について公表できる段階で中間案

として策定し、それに対しパブリックコメントを実施していくという流

れで良いか。 

委員 承認 

委員 伊賀鉄道に関して、バス転換のシミュレーションをしてあるが、これは

国道 422 号を走るパターンだと思うが、混雑解消等のひとつの提案とし

て、現在の線路を引き上げて線路の敷地内をバスが走るというシミュレ

ーションはどうか。 

事務局 おっしゃっていただいたのは、バス専用レーンを設けて輸送する BRT の

話かと思う。 

それには初期投資的に莫大な費用がかかるし、橋の架け替え等も必要に

なってくると思われる。また、現在の線路敷で、行き違いの駅以外の場
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所で２車線を取ることは難しい。そうなるとバスで、鉄道で言うところ

の単線輸送になってしまうので、現実的には厳しいのではないかと考え

ている。 

委員 伊賀管内の通勤通学のみを考えればバスという方法もあるが、広く観光、

地域活性化という観点からは広域的な交通手段を結び付けていくという

意味において、市として伊賀鉄道は非常に重要であるという認識を持っ

ている。市長も観光や交流産業の振興という大きな方向性を出しながら

この方針についても検討したものである。 

議長 ぜひ鉄道を廃止したまちの状況、意見を調べておいてほしい。多いのは

岐阜県で、名古屋の周辺にもある。一度廃止したら復活は無理なので、

単純に人を運べば良いという発想で物事を考えないようにお願いした

い。収支的な話も大事だが、それ以外の部分を見極めないと道を誤るこ

とになる。市として公有民営化という考えを持っているということだが、

大変価値のあることだと思うので、スキームがうまくいくよう、いろい

ろご検討いただきたい。 

委員 変更後のスケジュールが固まったら、委員の皆さんに内容を報告してい

ただきたい。 

【承認】 

 

４．その他 

今後のスケジュールについて 

事務局 スケジュールについては伊賀鉄道の今後について公表できる段階で計画

を作っていくという内容に変更して皆様にお示ししたい。また、本日も

いろいろなご意見をいただいた中でまだまだ詰めていくべき部分がある

ので、その部分についてご協議いただくということも含め、会議の日程

を連絡させていただきたい。 

 


