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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  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３月３１日（月）午後１時１５分 

○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）、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 伊藤郁夫班長）、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㈱亀山鉄道部）、福嶌博（代

理 近畿日本鉄道㈱企画統括部 藤田浅崇）、榎本方士（伊賀鉄道㈱）、辻本勝久（和歌山大学）、

尾崎彰（三重交通㈱伊賀営業所）、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）、辻上副市長、山下企画財政部長 

【関係者】  

牧田、小林（国際開発コンサルタント） 

【事務局（市）】 

西堀企画財政部次長、藤山企画課長、森企画課副参事兼係長、山岡企画課主任、各支所振興課

長ほか  

 

１ 開会 

 山下企画財政部長あいさつ 

 

２ 規約（案）等について 

事務局から資料１～３に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 統合することにより会議の回数が減り、中身が大雑把になるのではと思う。地域

部会を使うこともできるが、ひとつにまとめることにより意見が少なくなることが

心配であり、大丈夫なのか確認したい。 

事務局 ２つの協議会についてはそれぞれ１７名の委員がいて、その内１３名が委員を兼

ねている。統合しても委員数が増えて意見も頂けると考えている。地域部会も設置

し地域の皆さんの意見も取り入れていきたい。２６年度は２７年度からの新たな交

通計画について協議いただくために、今までの様な２～３回の会議ではなく、それ

以上の会議回数を開催して計画へ反映していきたいと考えている。 

委員 ４ページ委員構成に三重県旅客自動車協会と記載されているが、現在は三重県タ

クシー協会になっている。 

事務局 指摘どおり変更したい。規約案等についてご了承いただいたということでよろし

いか。 

【承認】 
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３ 会長、副会長及び監事の互選 

 【互選結果】 

  会長：伊豆原浩二様 

副会長：辻本勝久様、辻上浩司様 

監事：原田孝夫様、滝弘之様 

【会長あいさつ】 

会長 日頃思っていること、持っている知恵を出していただき、時間的制約を受けなが

らも地域の公共交通のサービス向上、利用状況を増やすことも含めて伊賀市の公共

交通網の活性化を図っていきたい。来年度は、「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律」の一部が改正される。既に改正案が閣議決定され、４月～５月には成立、

公布施行は秋頃と想定されている。私たちは今ある交通計画をもう一回、整理し直

すことが必要になる。まず来年度１年は意見を賜り、いい計画を作り、実行に移し

ていくことをお願いしたい。それに加えてこの協議会の役割・責任が大きくなる。

委員の皆さんは協議会では一度は話して意見を頂くことを是非お願いしたい。１回

も手を上げずに帰られることのないように、それが活性化に繋がっていくと思う。 

 

４ 協議事項 

(1)今後のスケジュール（案）について 

事務局から資料５に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 パブリックコメントについて、いろいろな計画を見ると期間が短いと感じるが、

どの位の期間を見ているか。 

事務局 ４週間を見ている。 

会長 市の条例で決まっているのか。 

事務局 市の要綱に定めがあり、それに則っている。 

会長 伊賀市は、国の地域公共交通確保維持改善事業のフィーダーの補助金はもらって

いないのか。今年６月の申請はないのか。 

事務局 まずは新計画の中で、対応する施策を定めてからになる。来年度以降になる。 

会長 スケジュール案について、ご了承いただいたということでよろしいか。 

【承認】 

 

(2)市民アンケート結果について 

事務局から資料６に基づき説明 

【質疑応答】 

委員 調査対象で抽出方法が無作為抽出ということだが、身体的等いろいろな条件で返

信できない人にはどのようにフォローしているのか。 

事務局 無作為で抽出しているため、出した時点でどういった方がどういった問題を抱え

ているか把握はしていない。出すことができないというような問い合わせがあれば



3 

 

相談することが可能だったが、実際には無かったため、身体的に返信できない方へ

のフォローはしていない状況である。 

委員 今後は工夫する予定はあるか。 

事務局 公共交通を利用するにあたって身体的に障がいをもっている方の意見は、団体を

通じて把握したいと考えている。 

委員 ２８ページの取り組み内容の認知度について、自分の地域の取り組みの認知度は

高いが他の地域は知らない人が多い。４年前と比べて認知度が上がっているという

ような比較の資料はあるか。 

事務局 施策の認知度になるため、２１年度当時の施策と今回の施策とは変わっている部

分があるため比較が少し難しいと思う。 

委員 自分の地域のバスがこういうダイヤで動いているということを認知されているか

どうかの資料はあるか。 

事務局 似たような分析をすれば今回と比較することは可能だと思う。 

委員 ６～７割の人が知らないということはＰＲ不足があると思う。時刻表などは自ら

が取りに行かなければならない。広報などと同時配布したらどうか。ダイヤ改正時

期がバラバラで難しい部分もあるが、年１回でも配布することがＰＲになると思う。

関心を持つきっかけにもなる。ホームページにも掲載しているが、地域ごとに行政

バスの時刻表を年１回各戸へ配布したらどうか。 

事務局 支所単位では年に一度、広報と共に各戸へ時刻表の配布も行っているが、関心度

では反映されてきていない。ご提案の時刻表配布については、新しい交通計画の施

策の中で提案いただいて検討していくことを考えたい。 

委員 私は公共交通の不便な地域の自治協代表として出席しているつもりである。バス

を利用している方は買い物や病院への利用が多いが、帰るまでの時間がかなりある。

降りて１時間後には帰れる便の運行を考えてもらいたい。上野ならば他の用事もで

きるが、大山田管内でそれだけの時間を費やすことは大変である。それが利用のネ

ックになっていることもある。住んでいる人にとってはバスが走っていること自体

が安心であり、自分で運転できなくなったら乗りたいと思っている人が多い。利用

度が低いから廃止するのではなく、住民にとっては安心を担保する面が大きいこと

を忘れないでほしい。 

事務局 利用者が帰れる便が１時間に１本のペースであれば確かに便利だが、広い地域を

走るためには、車両など限られた資源で走らなければならず、本数的にも難しい部

分がある。大山田管内に関しては、三重交通の路線バス阿波線が１時間に１本の割

合で走っている。路線に近い方であれば利用できるが、離れた所は行政バスでカバ

ーしているわけである。子供たちの通学利用やいろいろな地域を回って走っている。

先般も青山行政バス滝線との連絡改善も行った。しかし行政バスでは限界があり、

要望に答えられるような本数で走ることはできないのが現状である。利用時間帯が

ある一定の所にまとまれば、他の時間帯を削ってそこへ集中させることもできるが、

利用者それぞれの都合に合わせて走らすことは現時点では難しい。 
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委員 毎日ではなく隔日でもいい。１時間後ぐらいには帰れる便があると、計画的に買

い物や通院もできると思う。 

会長 来年度は地域部会として地域の皆さんと意見交換してもらう場を作ってもらいた

い。個人の方全員に対応することは絶対できないので地域の皆さん同士で話し合う

必要がある。地域部会では地域の皆さんのお互いの意見交換も含めてやってほしい。

全部一方通行ではできない。地域の皆さんが集まって、まずはどこから始めるか、

どこに手をつけるか、皆さんが話し合っていただいて、その中で最大公約数的なと

ころでやることができるかできないかという話し合いの場を作ってもらうことが大

切である。 

委員 この結果は予想できたと思う。特に自由記述意見について、諦めにも似た内容が

たくさんある。アンケートの結果として出てきた課題は確実にわかっている。運行

本数と乗り継ぎ利便性。このアンケート結果がどう活かされていくのかを聞きたい。 

事務局 このアンケートが全てではないと思う。新しい交通体系を構築していくためのひ

とつの意見として受け取っていきたい。アンケートをもっとクロス集計した中で出

てくるものもある。アンケートも考えるひとつの要素であるが、これから行う利用

者の意見も入れた中で反映していきたい。 

委員 ヒアリングについて、地域も自治協単位・区単位で聞くかどうかでかなり変わっ

てくる。今回、上野地区からの回収率が低いのは興味がないのか安心しているのか

わからないが、地域によって全然違うため、ヒアリングの仕方もしっかりとやって

ほしい。 

委員 ３５ページ③伊賀鉄道の利用促進の取り組みに協力する上で支障となる条件や環

境について、例えば大阪から帰る時、近鉄・伊賀鉄道・バスへ３回乗り換えになり

時間がかかる。そうなると、梅田から便利な三重交通の高速バスに乗ってしまう。

また草津、柘植までは結構早いが、その先の関西線・伊賀鉄道・バスに乗り換える

ことは時間がかかり過ぎて諦めてしまう。以前にもお願いしたが、せめて上野市駅

と伊賀神戸駅の間に急行電車を走らせてもらいたい。また、柘植駅と伊賀上野駅・

上野市駅を何かの形で結んでもらいたい。お考えを聞きたい。 

事務局 乗り換え時間の短縮については、ＪＲ西日本への要望の中で申し入れは行ってい

るが、車両の運用や他路線との接続の問題も含めて、現時点で最善のものを考えて

いただいている。利用者からの見方では、もう少し良くならないのかという意見だ

と思う。引き続き、ダイヤ改正の時点でもう少し時間短縮できるような形でお願い

していきたい。伊賀鉄道の急行列車については、単線での運行の中で、駅での行き

違いや車両数などの問題で現実には難しいと聞いている。柘植駅から上野市駅まで

の直通列車については、ＪＲ関西線が非電化であり、伊賀鉄道は電化されていて、

線路の幅は同じだが会社自体も異なり、ディーゼルカーと電車の運転の違いもある。

今後も要望として上げていきたい。 

委員 高速バスは料金も安く、利用者が時間やコストを見て使われるのは当然だと思う。

乗り換えと時間については、伊賀鉄道としてＪＲ・近鉄含めてできるだけ時間を考
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慮してダイヤを組んでいるので理解いただきたい。急行列車については、現在、車

両を５編成持ち、上野市駅から伊賀上野駅を１編成、上野市駅から伊賀神戸駅まで

を３編成で運用し、残る１編成は点検を行っている。持っている設備を全て活かし

ている。もし急行を走らせると物理上は駅をとばすことも可能かもしれないが、他

の各駅停車のダイヤを傷めることになる。線路はカーブが多く最高速度６５キロで

走っているが、カーブでは３０～５０キロ走行になる。現在、上野市駅～伊賀神戸

間で２５～３０分の所要時間であるが、それが半分になることはまずない。現状で

利用者の一番使っていただきやすいダイヤになっている。本数を増やせないかとい

う意見は承知しているが現状の経営コストを考えるとご理解願いたい。 

会長 スピードアップは駅をとばしても所要時間が大きく減ることはない。乗り換えの

時間については大変難しく、もう少し余裕があった方がいい場合もある。利用者か

ら意見を頂いてその都度検討いただきたい。 

委員 伊賀鉄道は地域密着で地元の皆さんの足である。ダイヤを守ることは大切だが、

お客様が見えたら、出発はその方々が乗車するのを待って、扉扱いするように重々

指導している。伊賀鉄道の列車が着いて近鉄線へ乗り換える時は、駅構内に踏み切

りがあるが、伊賀神戸駅の係員がきちんと乗り換えを見て接続について対応してい

る。伊賀上野駅でのＪＲへの乗り換えは何分か余裕を持っている。 

委員 四十九町にイオンタウンができるが、そこに将来的に駅ができると聞いたがどう

か。 

事務局 四十九町の伊賀鉄道の沿線すぐ横に、新たなショッピングセンターを現在建設中

である。新しい駅を作るにはかなりの費用が必要となる。現在は伊賀鉄道が運行し、

施設は近鉄が持っている。それぞれの事業者が設置をするかどうかになる。設置を

する場合、一番大事なことは、そこで採算が取れるかどうかが問題になる。新しい

駅を設置することによって利用者が増えて、採算が取れれば事業者も設置可能だと

思う。現時点では事業者が検討する段階にはなっていない。市としては周辺の市民

病院や公共施設の利用も出てくると思うので視野に入れていきたいと考えている。 

委員 ある部会では、市庁舎が四十九町へ行くとか、今の所で良いとかいろいろな意見

がある。163 号線沿いには野球場やサッカー場があるが駅はない。市として人に来

てほしいのであれば、事業者にお願いするのではなく何かの形で新しい駅を設置し

ていくと人に乗ってもらえるのではないか。伊賀神戸駅からスポーツ施設へはとて

も行きにくい。逆に仕掛けることを協議会のひとつの意見としてもった方がいいと

思う。 

事務局 今後の協議会の中で検討のひとつになると思う。 

委員 市庁舎について、高齢者の方の意見としては、離れた場所へいくとバスはどうな

るのか、町なかの活性化はどうなるのかを不安に感じていて、町なかから移ってほ

しくないという意見に結びついている。できるだけ早く市民へ大体の交通の計画を

示せば市民の不安を和らげられるのではないか。 

事務局 市の方針として新庁舎は県庁舎隣接地と示してはいるが、まだ最終的な決定では
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ない。移転した場合、公共交通の新たな役割が出てくる。具体的に細かい検討が必

要になるが、現時点でどういうことができるかというと、県庁舎へは上野コミュテ

ィバスの外回り循環で行くことが出来る。内回り循環は直接、県庁舎へは行ってい

ないが、直近の卸商業団地へは行っているので、そこから新庁舎建設予定地へ路線

を延ばすことは可能だと思う。県庁舎のバス停を新庁舎建設予定地へもってくるこ

とも可能。また路線バスは現在は、ハイトピア前が終点になっているが、新庁舎建

設予定地まで伸ばすことも検討のひとつだと思っている。 

会長 イオンタウンについて、イオンとどういう協力ができるか。私の町ではスーパー

の玄関にバス停があり、施設の中でバス到着のアナウンスが流れるため安心して買

い物ができる。まず事業者とタイアップして市民に見える形でやっていくことが大

切。市庁舎については、当然、公共的サービスは当たり前のことであり、運行計画

はこの協議会で決めていくことが役割である。たたき台を作ることは事務局でお願

いすることになるが私たちが考えることである。路線変更等は協議会で了承が得ら

れないと局は認められないのではないか。 

委員 伊賀市は道路運送法上の協議会（地域公共交通会議）が別にあり、そこに諮って

合意を得ることになる。交通計画はこの協議会で議論することになる。 

会長 事務局も情報が出たら早めに協議会へ提供することをお願いしたい。 

委員 伊賀市は観光都市を目指しているので、平日のルートではなく、土曜休日は、だ

んじり会館前とか忍者屋敷前とか、そちらにルートを変更してバスを動かすことは

できないのか。 

事務局 法的な縛りが出てくるのでその辺りをクリアにすれば可能だと思う。どういう風

に変えていくかによって手法も変わる。決まった路線の中で作れば可能だと思うが、

土曜休日だけ違う形での運行となると協議の対象になる。どういった内容にするか

は、この協議会で検討して、施策としてやるということなら可能だと思う。 

委員 平日と休日の運行を変えている町はある。やり方によっては法的な縛りが出る可

能性もあるが、現実的にはできるのでぜひこの協議会で検討いただければと思う。 

委員 ３３ページの伊賀鉄道利用促進の協力意向について、「サポーター組織の運営活動

に参加する」に、できると答えた方が５％、協力できないが６７％である。数値の

差はあるが、全体から見れば、６０人くらいはサポーター組織に入ってもいいとい

うことである。アンケートを行い、市民の公共交通利用促進の活性化に対する意識

も上がっていると思うので、サポーター組織の運営参加に協力できる方を具体的に

発掘する、利用促進に取り組める方を増やす良い機会であると思う。現在、何か考

えていることはあるか。 

委員 伊賀鉄道友の会は当初、会員が３００人くらいだったが、現在は２００人くらい。

４月１日から新規募集を始める。伊賀鉄道のホームページにも案内を出す。今後の

大きなイベントとして、５月に伊賀線まつりを行う予定。ＮＩＮＪＡフェスタのひ

とつのイベントとしても位置付けられている。 

委員 四十九町のイオンタウンについて、付近には市民病院のバス停があり、コミュテ
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ィバスしらさぎと廃止代替バスが走っている。イオンタウンは完成時期がずれてい

ると聞いていて、当方に設計図面は無く、先方からの要望も来ていない。イオンタ

ウンはいろいろな形態があり、最近では東員町でかなり大きいイオンモールができ

て三岐バスが乗り入れしている。三重交通では従業員の送迎でシャトルバスを走ら

せている。要望がないと乗場を確保することもできない。現在は要望がないため検

討していない状態。 

市庁舎も今後どうなるかわからないため現時点では考えていない。しかし皆様の

足として、市役所のある上野市駅のハイトピア前が通常の乗場だが、乗降地点が新

庁舎へ移るのであれば考えなければいけないと思っている。アンケートについては、

地元の活性化が交通体系・町づくりとして絡んでくる。今後、伊賀・名張管内の高

齢化の進行度合いは最もこの地区が早いと思っている。地元の利用が一番だが、そ

れ以外に伊賀は観光の特性も持っているので、県外のお客様に来ていただき観光名

所を公共交通で移動してもらう、そういうクーポン券やチケットなどが作れれば、

お客様も自由に移動できるのではないか。その活性化が、満足できるダイヤ、運行

本数であり、それが町づくりだと思う。 

委員 ３年前に亀山駅の接続が非常に悪く、４７～５０分待ちだった。ＪＲ東海がなか

なか動かないため、私どもがダイヤを変えて１７分くらいに短縮した。これにより、

草津線、琵琶湖線のダイヤも変わるため、関西本線のダイヤに合わせてもらった。

行政関係のイベント PR は、車内吊ポスターの掲出を無償で提供する例がある。関

西空港駅では、外国人観光客がジャパンレールパスを買うために１時間２時間も待

つほど人気がある。伊賀上野への案内も結構あると聞いている。１０年間で３割も

乗客が減ったが、何とか乗っていただけるよう努力している。草津線も増えていき

ているが貴生川駅～柘植駅間が全然増えない状態である。伊賀上野の知名度を上げ

たいが、今は伊勢の方へ向いてしまっている状況がある。 

会長 知恵を出し合うしかないと思う。鉄道の接続は、ひとつ変えると全部へ影響して

しまうので大変難しい。ローカル鉄道にダイヤを合わせていく形は、難しいため大

変苦労する。駅すぱーとなどで探索するとＪＲ路線は選択してくれない。今は時刻

表を見るよりもパソコンなどでの検索の方が多い。そうすると、接続していること

すらわからなくなる。その辺りの情報発信をどうするのか、これから考えないとい

けない。１０～１５分の接続になったにもかかわらず、パソコンでは出でこない。

検索して５番目、６番目に出てきても誰も見てくれない。今は伊勢神宮がブームで

皆伊勢へ行ってしまうが、伊賀は地道な情報を提供していかないとまた忘れられて

しまうことになる。私たちは常に意識して情報を出していくことがすごく大切であ

る。イオンタウンについても、バス停を想定して、設計の早い段階から事業者と話

をして仲を取り持つことを事務局へお願いしたい。 

アンケートは来年度連携計画に役立てる形で資料として使っていきたいと思う。 

市民アンケートの結果については、了承いただいたということでよろしいか。 

【承認】 
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５ その他 

委員 北海道では、道路と線路を走れるレールバスがあるが、柘植駅から上野市駅まで

走らせることはできるか。 

委員 鉄道敷を使ってバスを走らせるものだが、元々三重交通には鉄道の営業権がない

ため、鉄道からの相談があればということになる。 

委員 システムが全く違うため、乗り入れるとなると莫大な費用がかかる。伊賀鉄道の

軌道もかなり変えないとならないだろう。また非電化区間と電化区間でもある。蓄

電池車やハイブリッド車など、各企業とも研究はされているがまだまだこれからの

話である。 

 

事務局から報告 

・活性化再生協議会設立にあたり、伊賀市交通計画協議会条例の廃止議案を３月の定例市議会へ提

出し、３月２５日に可決、本日３月３１日をもって正式に廃止となった。交通計画協議会委員及び

施策検討部会員の方には解職のための辞令を自席に置かせていただいているのでご確認をお願い

したい。 

・次回会議日程：平成２６年６月予定、詳細は後日連絡する。 

 


