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平成２７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２７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２８年３月２８日（月） 午後３時から午後５時まで 

■開催場所  伊賀市役所本庁２階 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（代理：JR西日本（株）亀山鉄道部総

務営業科長 久保 進）、福嶌 博（近畿日本鉄道（株））、榎本 方士（伊賀鉄

道（株））、仲 範和（三重交通（株））、米川 和宏（代理：（株）三交タクシー

取締役社長 中島 嘉浩）、岩崎 彰（三重県伊賀建設事務所）、宮﨑 利章（伊

賀警察署）、土手 一彦（市民公募）、廣島 悦子（市民公募）、町井 淳志（市

民公募）、野田 敏幸（中部運輸局三重運輸支局）、福田 由佳（代理：三重県交

通政策課主幹 野間 紀子）、岡 久美子（ハートシップ）、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）、藤岡 淳次（伊賀市企画振興部長） 

 【オブザーバー】 

   加藤 弘彦（中部運輸局鉄道部計画課長） 

【関係者】 

小林、渡辺（(株)国際開発コンサルタンツ）  

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

総合政策課 風隼課長、稲森係長、山岡主任、杉浦  

 【支所】 

伊賀支所振興課 服部、島ヶ原支所振興課 瀧藤、大山田支所振興課 福永、青

山支所振興課 大岡、古田 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要  

１．開会 

 総合政策課長 風隼  

 

会長あいさつ 

会長 ただ今ご紹介いただいた伊豆原です。 

今回は伊賀市地域公共交通網形成計画の策定以降、第１回目の会議と

なる。公共交通網の形成に向けて、ぜひ忌憚のないご意見をいただきた

い。 

ここへ来るとき伊賀鉄道に乗ったら、猪田道あたりでマレーシアのク



2 

 

アラルンプールからの 30人ほどの団体客に会い、インバウンド効果がこ

こへも来たと感じた次第である。引率の方はマレー語、英語、中国語の

３言語を駆使して対応していた。これは地域の皆さんにとっては難しい

かもしれないが、東南アジアから沢山来て頂けるような地域になってい

るのかなと嬉しく思っている。 

このような歴史や文化がある観光要素が高い地域に、公共交通で行け

るようにすることが重要と思う一方、地域の皆さんが行きたい所に公共

交通で行けるようにすることは、まちづくりの大きな柱になると思う。 

形成計画が全てとは言わないが、少なくとも計画に盛り込まれた事業

をうまく達成していくことが大切と思うので、今日は皆さんの知恵を頂

いて、ぜひ実現に向かって PDCAをうまく回していただきたい。 

 

２．協議事項 

（１）伊賀市地域公共交通網形成計画の実施状況について  

事務局から資料１－１、資料１－２、参考資料１に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 地域公共交通再編基礎調査業務の概要で、バス路線見直し案の作成に

ついて、いつ頃からどういった内容で調査をしているのか、説明願いた

い。また、内容について、伊賀市が運行主体として関わっているバス路

線を中心に再編を検討するのか、あるいは民間路線バスを含めた地域公

共交通全体のネットワークの再編なのかを確認したい。 

事務局  この調査については、地方創生上乗せ交付金の交付を受け、昨年１０

月から取り掛かっている。どのあたりまで見直すかの想定は、三重交通

が認可を受けた営業路線を除く、廃止代替バスと行政バス、地域運行バ

スの部分について、検討していきたいと考えている。 

委員 見直し案検討の体制については、行政案ということだが、伊賀市が中

心となって考えるということなのか。 

事務局 一定のたたき台が必要なため、市で行政案を作り、廃止代替バス、行

政バスとも運行をお願いしている三重交通さんとも話し合いを行い、各

地域部会の方の意見も聞きながら進めていきたいと考えているが、全て

の路線を一気に見直すのは難しいため、モデル地区的なものも想定しな

がら進めたいと考えている。 

委員 地域運行バス導入ガイドラインの作成について、いよいよ動き出すのか

という期待で嬉しい思いである。以前、阿山地区のデマンド運行の計画

が立ち消えになったが、今後どの地区で始めるか等の方向性は決まって

いるのか。 

事務局 ガイドラインについては、一定のバスの運行手法の提示をしながら、
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行政からの決め打ちではなく、地域に合うものを地域の皆さんと協議し

ながら進めていきたい。 

委員 そうすると地域部会が重要になってくるが、公共交通を使っている人

や使うであろう人が、地域部会のメンバーに入っていないケースが多い。

実際に使っている人の意見をしっかり取り入れてもらいたい。 

事務局 地域部会の人と大枠の話をする一方、自治協等とともに勉強していく

とか、利用者の意見も取り入れながら、手法を検討したい。 

委員 現在の行政バスは支所単位で運行されているが、市全体の視点の中で

計画を見直してほしい。 

事務局 同じ路線を重複して走らせることは経費等の問題もあるが、地域の皆

さんの要望を取り入れながら検討していく。 

委員 お買い物バスが増えてきているが、ガイドラインを作成する場合、お

買い物バスは公共交通には当たらないと思うが、どのような位置づけと

なるのか。 

事務局 お買い物バスは、道路運送法の適用を受けず、事業者と地域の皆さん

と協力してやっている。公共交通は、買い物バスに乗らない学生などの

交通手段を維持・確保していくことが重要な目的である。 

買い物バスは届出の必要がないため、こちらで実態を把握できていな

い部分もあり、買い物バスと地域公共交通とのあり方という課題が出て

おり、今後どう調整し、問題を解消していくかは、現在のところ方向性

が見えていない状態である。 

委員 具体的に運行ルートは把握できていないのか。 

事務局 届出が不要のため、こちらでは詳細に承知していない。 

委員 今のご質問について、情報だけ言わせていただくと、いがまちから始

まって阿山まで、マックスバリュを中心に運行している。その後、小田

店、四十九町店へと広がっている。また、社協絡みで猪田、大山田地域

と、最近一気に広がってきており、公共交通に影響が出だしている。 

福祉有償運送でも数字ではっきり影響が出ており、高齢者の移動はだ

いたい 50％が通院であり、あとの 25％が買い物であったが、その買い物

の 25％が 10％くらいに減っている。その辺りは一度きちんとデータを取

った方が良いと思う。 

議長 その辺りは行政として何か把握しているか。 

事務局 市としては、これらの他に桐ヶ丘地区での運行も把握している。細か

な情報を交換していきたい。 

委員 ちなみに、神戸地区も今月からバスが走り始めた。言い出したのは独

り暮らしの元気なおばあちゃんで、自分たちでも何かやらなければなら
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ないということで、お買い物バスの例を聞きつけてやっている。 

議長 白ナンバーで道路運送法に基づかない買い物バスは、行政バスや廃止

代替バスに大きい影響を与えていると指摘いただいたが、この部分はし

っかりデータを取るべきである。無料だからいいのではとなりかねない

が、安全面などの面はどうしても引っ掛かる。地域の方と話し合えば現

状がかなり分かると思うので、よろしくお願いしたい。 

バス路線の見直しとなると、買い物バスと公共交通ネットワークのリ

ンクが必要となるし、地域運行バスという方向性が本当に実現できるの

か、運行だけではなく、組織化の話も絡んでくるので、地域の皆さんが

自分たちのことをどう捉えておられるか、また、私たちがどう考えてい

くのか等、ひとつの岐路に来ているのかなと思う。 

【承認】 

 

（２）平成 27年度歳入歳出予算の補正について 

事務局から資料２、参考資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

議長 ４月には 3,000部配布するということでよろしいか。 

事務局 ４月早々に、本庁、支所、鉄道の主要駅などに 3,000 部配布予定であ

る。 

【承認】 

 

（３）地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価ついて 

  事務局から資料３に基づき説明。 

  【質疑応答】 

議長 時刻表作成は利用促進の一つとして良いが、どれだけの人が持ってい

て利用されているのか等の追跡調査をしなければ、ただやりましたとい

うだけのものになってしまうと思うが、何か考えはあるのか。 

事務局 モビリティ・マネジメントの一環として、公共交通利用促進月間にお

ける市職員の利用人数の追跡調査は実施したが、時刻表の配布・在庫状

況などの調査はおそらくこれまで実施していない。どういった手法で調

査できるのか考えていきたい。 

議長 書くだけではなく、具体的に実行プログラムとして持っておかないと、

目に見える形のものは作りにくい。地方部では難しいが、都市部では自

動車型から環境に優しい公共交通型への移行が浸透しつつある。市民の

皆さんから知恵をもらい、市民や企業へ利用促進をお願いしてもらいた

い。 

事務局 民間企業への利用促進として、27年度より商工会議所、商工会を通じ
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て各事業者へ促進ポスターの配布を始めた。引き続き、利用に繋がるよ

うな施策を進めたい。 

委員 時刻表配布に係るデータ収集方法のひとつとして、時刻表の裏にスタ

ンプラリー欄を設け、１年の終わりにスタンプの数に応じて、伊賀の記

念品を贈呈する等の特典をつけると、利用者数の把握ができるのではな

いか。 

議長 私の町では、時刻表の後ろに「マイ時刻表」という記入欄を作った。

見るだけではなく、自分の行きたい所の情報を自分で書くという手法も

一つである。他地域のアイデアも取り入れ、ぜひ議論してもらいたい。 

事務局 時刻表の作成については、平成 28年度の地域公共交通調査事業補助金

の要望を行っている。本日いただいたご意見を踏まえ、早い時期に考え

方を整理して、協議会でご議論いただきたい。 

【承認】 

 

３．報告事項 

（１）鉄道事業再構築実施計画の策定について 

事務局から資料４に基づき説明。 

 【質疑応答】 

議長 伊賀市と伊賀鉄道とで線路使用許可を結ぶことになると思うが、保守

業務はどこかに頼むのか。 

事務局 施設維持管理、保守について、まさに今、伊賀鉄道と協議をしている

最中である。安全な運行管理が前提条件である。鉄道技術基準等を照合

しながら、ベストな方法を協議し、可能ならば経費削減も含んでいけれ

ばと考えている。 

委員 国交省の指導もあり、保守管理は、第二種伊賀鉄道が主体的に取り組

まなければならないのが原則であるが、実際の作業の委託は、事務局の

説明の通り、現在協議中である。 

オブザー

バー 

鉄道事業再構築の認定を受けることによって、どういうことに繋がっ

ているかを申し上げると、全国に地方鉄道が 95社ある中で、維持管理や

設備修繕に係る補助金を受ける優先順位が高まることが一番のメリット

である。 

委員 駅も伊賀市の所有になるのか。市民が駅のところで花壇を作りたい、

写真展をしたい等の要望は、市へ申し込めばよいのか。 

事務局 そうです。 

議長 公有とは、市民の皆さんが所有するということを、市民の皆さんに理

解してもらうことが大切である。だからこそ、自分たちが主体となって

活用、利用促進を行い、身近に思ってもらうことが大切である。 
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（２）伊賀鉄道伊賀線新駅整備基本設計の概要について 

事務局から資料５に基づき説明。 

委員 事業費の中に券売機とあるが、切符の券売機なのか。現在、無人駅に

は券売機は無いと思うが。 

事務局 無人駅には券売機の設置はなく、新駅にも設置する予定はない。市駅

や伊賀神戸駅に設置している券売機の改修が必要なため、計上している。 

委員 事業費は全て市が負担することになると思うが、寄付を募る考え方は

ないのか。伊賀鉄道を残したいという熱い思いの人がいるはず。 

また、丸山駅に地域運行バスの比自岐コスモス号が接続されているに

も関わらず、６年間で利用者の減り率が一番大きいのはなぜか。 

事務局  寄付は想定していなかったので、参考にさせていただく。 

丸山駅については、おそらく、丸山中学校の統合の影響で、定期利用

者がスクールバスに移行した影響と思われる。 

委員 橋梁整備がされたことで、上野南中の送迎バスが丸山駅を経由せずに

運行するようになったことが、27年度も減り続けているのが現状であり、

バスとの競合という事情もある。 

委員 新駅でバスと接続するためには、現在はイオンタウン内に乗入れして

いるが、新駅の前にバス停を作るのか。仮に、イオンタウンのバス停を

利用するとなれば、駅からイオンタウンへの連絡通路がないと相当不便

が生じると思うが、その点はどうか。 

事務局 連絡通路はここに駅を設置する目的からすると必要と思っているが、

事業費が嵩んできているため、イオンタウンと協議中である。 

委員 ２ページの写真で見ると、線路沿いの草むらに駅ができるのか。そう

なると道路はどうなるのか。 

事務局  線路から 20ｍ入った草むらから 40ｍほど奥までが構内になる。道路か

らはスロープになり、車両は入れない。 

委員  駅からイオンタウンに繋がる通路が階段になっているが、極力階段は

避けていただけるよう検討してほしい。 

事務局  エレベーターやエスカレーターも検討したが、事業費が嵩むことや、

維持管理の問題があり、現状では階段が精一杯である。 

委員  新駅から新庁舎まで、歩いたらどのくらい時間がかかるか、実測され

たか。 

事務局  時間的には普通に歩いて７分程度である。 

議長 施設整備にはお金がかかる。逆に言うと、利用者が増えないと意味は

ない。市民の皆さんは、あまり陳腐なものを作ってほしくないと思って

いるはず。市民の皆さんにどれだけアピールできるか。バリアフリーも

含めた形できちんとしたものを作り、市民に使ってもらい、市民のもの



7 

 

であるというメッセージを発信してもらいたい。 

岐阜県郡上市の例を出すと、バスと鉄道の共通定期券を作っており、

高校生の利用を促している。 

せっかく伊賀鉄道を公有民営のしくみへ軌道に乗せたのだから、みん

なが利用しやすい仕組みを、知恵を出し合い考えていきたいと思う。 

 

４．その他 

今後のスケジュールについて 

事務局から資料６に基づき説明。   

【質疑応答】 

議長 バス路線の再編について、モデル地区はある程度想定しているのか。 

事務局 公表できる段階ではないが、何か所か考えている。 

議長 年度が明けたら、精力的に地域の方との協議を進めてもらいたい。タ

イトなスケジュールの中、大変な作業をお願いすると思うが、この協議

会もできる限り協力していくので、よろしくお願いする。 

来年度は、４回開催する予定なので、引き続きよろしくお願いします。 

 

 委員からの連絡事項 

  ・ダイヤ改正について、伊賀線開業 100周年記念イベントについて（伊賀鉄道） 

 

 事務局からの連絡事項 

  ・事務局の体制および所在地の変更について、委員報酬に係るマイナンバーの届出

について 


