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平成２３年度第 1 回伊賀市交通計画協議会 議事概要 
 

１日時：平成２３年２月２０日（月）１３：１５～１５：３０ 

２場所：伊賀市役所第１１会議室 

３出席者： 

【委員】 

伊豆原浩二（名古屋産業大学）、小林博之（中部運輸局）、土手一彦（公募市

民）、廣瀬計（公募市民）、福西和歌子（公募市民）、倉橋孝壽（近畿日本鉄

道㈱）、大島哲郎（伊賀鉄道㈱）、乾一彦（三重交通㈱）、小松信三（三重県

旅客自動車協会伊賀支部）、辻本勝久（和歌山大学）、岡久美子（ユニバーサ

ルデザインまちづくりの会「ハートシップ」）、川上善幸（いが移動送迎連絡

会）、山中隆行（布引地域住民自治協議会） 

【関係者】 

平井利幸（三重県）、坂光生（西日本旅客鉄道㈱）、岡悦史（三重交通伊賀営

業所） 

【事務局（市）】 

  企画総務部長、企画財政調整監、企画課長、企画課地域政策係 

  伊賀、島ヶ原、阿山、大山田及び島ヶ原支所振興課長ほか 

４傍聴人：なし 

 

１ 会長挨拶 

伊豆原会長 

 

昨年、交通計画を策定し色々な手を打っていただいてきた

ところです。しかし地域公共交通の利用者が減少するという

状況があります。少子高齢化ということもありますが、我が

国の人口が減少していく中で、もう少しすると実は高齢者も

減ってくるということが見えてきています。そのような中に

おいて伊賀市民の皆さんがいかに移動手段を確保して町を

移動し交流し、良い生活が出来るようになるか議論していっ

ていただければと思います。昨年４月から、国の事業制度も

大きく変わって、活性化再生法に基づく総合事業から、地域

公共交通確保維持改善事業という名称に変わり、中身も変わ

ってきています。そのよう中で、私たちは何を選択し、何を
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市民の皆さんと考えていけばよいか、見えなくなってきてい

るところもあります。三重県では色々と市民の方々と勉強会

などをしていただいており、地域公共交通のサービスをどう

展開していくかということを皆で考えるという方向にきて

います。そういう中で、私どもも皆さんも知恵の勝負かと思

いますので、是非良い知恵を出していただけたらと思いま

す。 

それともう一つ、今、国会では税と社会保障の一体改革が

議論されていますが、実は交通の話でいくと交通基本法とい

うのが上程されている筈なのですが、その情報がなかなか入

って来ません。昨年からずっと継続審議になっており、今国

会が６月まであるそうですので、議論されることを期待した

いと思っています。皆さんもインターネットなどで国土交通

省の情報が出ていますので、お時間があればアクセスしてそ

ういった情報を得ていただければと思います。 

 

２ 議 事 

伊賀市交通計画進捗状況について 

伊賀市交通計画に定めたアクションプログラム（施策一覧）に沿い、これま

での進捗状況を資料をもとに事務局（企画課）から説明 

⑴バス交通施策 

【質疑応答】 

小林委員 全体的な問題として確認を含めてお尋ねします。昨年、

交通計画を策定されて、このアクションプランは必要な項

目として位置づけられており、進めていくことが前提だと

思いますが、その中でそれぞれの項目ごとにさらに必要性

を検証されているという感じがあります。もし、そういう

形で一つ一つやっていった場合に、このアクションプラン

の施策が、ある意味否定されてしまったということになら

ないかと感じるところがあります。そのあたりは基本的な
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スタンスとしてどうでしょうか。 

伊豆原会長 只今のご質問は、結局、アクションプランの施策をひと

つひとつやっていくが、まだ精査できていない、ここでい

う問題点、課題が、地元の皆さんも含めて見えてきたこと

によって施策そのものを整理し直さなければならない必要

が出てくるのではないかという事だと思います。 

事務局（企画

課） 

当初の計画を進める中で、それぞれ個々に問題点、課題

が出てきているのは事実です。全体としては、この内容を

進めるということに変わりは無く、個々の問題点、課題も

把握した中で取り組んでいきたいと考えています。 

伊豆原会長 全体としてはこの流れで進めていきたいということです

ね。しかし、細かく見れば、例えば大山田支所の大山田行

政バス虹ヶ丘線を伊賀支所内の希望が丘地区まで乗り入れ

させるには、大山田はバス 1 台で運行しているから、なか

なか難しいという問題点を持っている。伊賀支所は所管の

行政バスの運行改善をまちづくり協議会が中心となって検

討を始めている。ならばどうやってこの課題を解決するの

か、大山田支所と伊賀支所だけに任せてしまうのか、企画

課でもう一度整理し直して案を作り直すのか、そのあたり

はどうでしょうか。 

事務局（企画

課） 

基本的には地域の事情は支所の方で知っていただいてい

ることが多い。しかし支所間を跨ぐような今までの垣根を

越える路線を構築する場合は、両支所と企画課が入って進

めていく必要があると考えています。 

伊豆原会長 少し様子を見ないといけない部分がありますが、進める

方向としてはこの内容でいくということですね。上野コミ

ュニティについては、北ルートの新設では済まない難しい

部分もあるようですが、時期としてはいつ頃を目指してい

るのですか。 
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事務局（企画

課） 

上野コミュニティは北ルート新設に当たって、三重交通

さんと色々協議を行っており、実際にはダイヤの作成も行

っていただいている。運行開始時期は許認可の問題もあり、

現時点では７月ぐらいを目途に考えています。 

伊豆原会長 これをもしやった場合は、運輸支局の小林さんも来て頂

いているのですが、今の事業制度である確保維持改善事業

において、幹線にはなりにくいと思うが、新設のフィーダ

ー路線としては補助対象となる可能性があるかもしれない

ので、補助制度の導入も併せて検討いただきたいと思いま

す。 

伊豆原会長 伊賀支所では、まちづくり協議会を中心に行政バスの運

行改善を図るとのことですが、大山田支所では地域を交え

た協議になっていないのですか。 

課題の中にある時間超過を抑えられるかというのは運転

手の拘束時間のことですか。 

事務局（大山田

支所） 

今のところは地域を交えた協議にはなっていません。課

題については、虹ヶ丘線は小学校通学生を混乗しており、

関係者から時間変更の要望もあることや、管内の他の２路

線も１台の車両で運行していることから書かせて頂きまし

た。 

伊豆原会長 時間超過を抑えられるか、着手が可能であるか検討が必

要とありますが、検討するまでもなく結果は明白ではない

かということです。１台では駄目だと書いていただいたほ

うがはっきりすると思います。検討しますとすると、１台

でやりくりすることを検討することになりますが、１台で

は到底無理なら、何を検討するのかということになります。

事務局（企画

課） 

通学の時間帯に延伸をということになるとどうしても無

理があるのですが、時間帯によっては、希望が丘団地への

延伸も可能かどうか考えていきたいという意味で、検討し

たいということです。 

伊豆原会長 通学を重視しているのなら、そうだと言わないと住民の
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皆さんにとってはどれを重視しているのかということにな

ります。要望があるから検討しますというのではなく、小

学生の通学を重視するという方針を決めたのなら、それ以

外は無理ですとはっきり言うべきだと思います。その上で、

大山田支所の行政バスは希望が丘へ行くことは出来ないの

で、伊賀支所の行政バスが入ってくることを考えないと事

は前へ進みません。ですから、しっかりその辺の考え方を

固めて、整理した上で、早めに地元の方々と話をされた方

がよいと思います。伊賀支所の方も、まちづくり協議会と

の議論の中で、大山田支所の状況をお伝えして、どうする

のが良いか話し合わないと進まないと思います。この件に

ついては、今、申し上げたような形で進めていただきたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

伊豆原会長 島ヶ原行政バスについては、関西本線との接続改善とい

うことで、すでにＪＲのダイヤ改正の情報を得られている

との事で問題ないと思いますが、時間的に変更届を提出す

る関係で、直ぐに行政バスのダイヤを改正するのは難しい

のではないでしょうか。運輸支局とご相談してみてくださ

い。 

青山行政バスの伊賀神戸駅乗り入れについては、橋の改

修の問題があるようですが、どのくらい時間がかかります

か。それまでの間の案は何かありますか。 

事務局（青山支

所振興課） 

今のところ、平成２６年度に橋梁工事が完成すると聞い

ています。ニーズの把握の方法として、住民自治協議会の

代表の会議で話をさせていただいてニーズが多ければ、早

めるということも必要かと思っています。 

伊豆原会長 伊賀神戸駅へアクセスする今の橋はバスの通行は可能で

しょうか。それと今の道路が通れるとしても、駅前が非常

に狭く、バスの回転場や駐車場の確保がむしろ問題ではな

いでしょうか。 

事務局（青山支 橋の通行は可能だと思いますが、駅前でのスペースの確
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所） 保は未だ検討していません。 

伊豆原会長 通行が可能ならば、伊賀神戸駅への乗り入れは地元の

方々の要望が強いと思いますので、前向きに具体的な方法

をご検討いただけないでしょうか。 

事務局（青山支

所） 

検討させていただきます。 

伊豆原会長 阿山行政バスについては、地元で阿山地区交通運行協議

会を立ち上げていただいて、運行改善の方法やデマンドの

試験運行も含めてこれまでに４回程度協議を行っていただ

いたとのことですが、このことについてご意見はありませ

んか。 

川上委員 私も阿山地区交通運行協議会の委員を務めているのです

が、実は、交通計画の内容とは違う方向に行こうとしてい

ます。交通計画そのものは市民のアンケートの結果などを

反映して策定され、阿山地区ではデマンド交通の検討とい

うことになっているのですから、これは外せないというこ

とを申し上げています。しかし、地域の協議会では、一部

の発言力のある方の意見によって、そもそもデマンド交通

が必要かという蒸し返しの議論になってしまっています。 

市民の意見が反映された計画を無視することはしないで

欲しいと思っています。それと地域協議会では、市はどこ

までできるのか示せと言っています。法律的、財政的な制

約もあるのでそういったことを踏まえた案を示すよう求め

られています。 

 それと、ある会議で言われたのですが、免許返納制度を

もっとアピールしたらどうかというのがありました。交通

計画の施策にはそういったことがないので何かの施策に絡

めてやってみてはどうかと思います。 

伊豆原会長 

 

デマンド運行については、実際にどういう仕組みのもの

なのか説明した上で理解を求めたと理解してよいでしょう

か。 

事務局（阿山支 地域協議会の１回目の会議において、デマンド運行の
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所） 

 

様々な運行形態、県内で実証されている事例紹介などを含

めて、その概要を説明させていただきました。また、なぜ

阿山地区においてデマンド運行の実証実験が交通計画の施

策とされたのかについても説明させていただきましたが、

交通計画協議会委員でもある川上さん以外の一部の委員の

方は、地域の代表者、各種団体の代表者であり、その方々

の思いとして、市民アンケートの結果を踏まえていると言

っても一部の意見でしかないものを根拠にデマンドを導入

するのは賛成できないという意見が出されました。 

このことから、今まで関わっていただいていた企画課か

ら、地域協議会は地域の皆さんで色々な議論をしていただ

く場であり、必ずしもデマンドありきというのではなく、

阿山行政バスの運行改善について、地域の皆さんで議論し

ていただいて一定の方向を出していただきたいということ

をお願いさせていただきました。これまでの経緯としては、

協議会としては、まず阿山支所管内住民全体のニーズを把

握した上で、方策を検討する必要があるということから、

全世帯を対象にしたアンケート調査をしてはどうかという

方向が示され、これを先日実施させていただき、その集計

結果をまとめたところです。この間には、市として出来る

デマンド実証実験の案についてもご提案させていただきま

したが、アンケート調査を経てからでなければ議論するこ

とはできないということで、提示した案については了解い

ただけませんでした。 

伊豆原会長 アンケート結果は第４回目の協議会で報告されたのです

か。４，７２３人というのは票数ですか。集約して大体ど

のような意見があったのですか。  

事務局（阿山支

所） 

 

世帯で回収数２，６００枚程度、８１パーセントの回収

率でしたが、１世帯で高校生以上の家族が６人までそれぞ

れ回答できることであったことから、結果として４，７２

３人の回収数となったものです。 

集計及び分析は我々で行い、見えてきた結果をまとめさ
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せていただいたので、専門的な分析は行っていませんが、

アンケート結果を踏まえてその方向で行くのかどうか、今

後、上層部とも相談しながら進めていきたいと思っていま

す。 

辻本副会長 アンケートの集計結果が８０パーセント以上と非常に高

く、この中でデマンド運行を望む結果となれば、計画通り

進むものと思います。まずは、独自にされたと言う分析結

果としてはいかがだったのでしょうか。 

事務局（阿山支

所） 

 

デマンド運行についてはアンケート質問用紙に、解説の

ための補足資料を付けさせていただきました。その中で、

「デマンド運行を知っていた。」、「少し知っていた。」、デマ

ンド運行を解説した「補足資料を見てはじめて知った。」と

いう回答をいただいた方に、「デマンド運行を利用したい」

と答えた方は５５５人いて、全体からは１１．８パーセン

ト、「利用したいと思わない」と答えた方が３８１人で、全

体からは８．１パーセント、そのほか殆どの方は「分から

ない」という回答結果でありました。 

廣瀬委員 私もこのアンケートに回答させていただいた一人です

が、内容を知っているものとしては、なぜ今さら、と言う

感じがしました。デマンド運行である程度進んでいたのに、

アンケートの設問ではほんの僅かしかなく、それ以外はま

た元に戻る感じになっていた。回収率が高いのは、地区や

組の方が提出を促したためと思う。それと私が最も危惧す

るのは、未回収部分ですね。関心がないのか、出せないの

か、出せない人には、高齢者などで、こうしたデマンド運

行を望む方がかなりいるのではないかと思いました。ただ、

横文字でデマンドと言ってもなかなか理解してもらえてい

ないのではないか。これから行政として、現状や現地を見

ていく必要があるのではないかと思います。定時に運行し

ている行政バスを見ていると殆ど空気を運んでいる状態で

す。デマンド運行とは言わずに、頼めば家まで迎えに来て

もらって連れて行ってもらえるというような具体的に説明
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して、それが是か非か、そのようなアンケートをやれば良

かったのではないかと思います。若い人で無関心というの

があると思いますが、アンケートの回答を出せない人がい

かに困っているか現状を見ていく必要があると思います。

このアンケートは無に近かったのではないかと私は見てい

ます。 

川上委員 補足させていただくと、実はあのアンケートにデマンド

の設問はいらないと言われたのです。しかし私はこのため

のアンケートだと思って、頑張って主張してようやく入れ

てもらえたのがあの内容ということです。 

伊豆原会長 

 

 

アンケートは、私の経験でも、目の前で２０人くらいの

元気なお年寄りに、ひとつだけ○をつけるのですよと説明

しても、３人くらいは間違ってしまう。そういうことが起

きるので、アンケートの結果だけに頼らずに、せっかく地

域の協議会を立ち上げていただいているのですから、住民

自治協議会や自治会の方々と膝を突き合わせて、デマンド

とはどういうものか分かっていただくことが大切だと思い

ます。もっと言うならば阿山支所の方でデマンドに乗られ

たことがありますか。利用したことが無いのなら、住民の

皆さんにこういうものですと説明することは出来ません。

見に行くなり体験するなりしないと駄目です。利用したこ

とがあるというのなら、自分の経験を踏まえて、こういう

形で乗れるのだということを言わないといけません。今は

住民の方で利用された方がいないのですから、その上で、

実験してみませんかということを含めて、住民の皆さんの

意見を集約する努力が必要だと思います。定時定路線がい

いのかデマンドがいいのか、地域の人たちが納得した上で

決めるものですから時間をかけてやる方がいいと思いま

す。 

市の案を示すよう求められているようですが、特にお年

寄りは使ってみる勇気がなかなか出ない、そういうことも

踏まえて、定時定路線ではここが問題である。デマンドに
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すればここが良くなる。しかしここはまずい。というとこ

ろをしっかり整理しておいていただければ有難いと思いま

す。 

土手委員 市の方に聞きたいのですが、先日、雪が降りました。そ

の時に市民の方からバス（しらさぎ号その他の行政バス）

はどうなっているのか、どこをどう走って、何時に来るの

かという問い合わせが結構ありました。電車は駅に聞けば

分かりましたが、この場合、どこに聞けばよいのでしょう

か。 

事務局（企画

課） 

土、日、休日ですと、しらさぎ号及び青山行政バスにつ

いては、三重交通さんに運行委託をしていますので、三重

交通さんにお問い合わせをいただけます。その他の行政バ

スは、いがまち行政バスのみ土曜日に運行していますので、

伊賀支所の宿直にお問い合わせいただけます。 

廣瀬委員 伊賀市が発足したのに、旧市町村毎に独立して行政バス

が運行されている。台数も持っていると思うので、各支所

の枠を越えて運行してはどうかと思う 

事務局 仰るとおりです。その辺も含め、交通計画に基づいて進

めていきたいと思います。 

伊豆原会長 合併後というのは市民の意識の醸成に時間がかかるもの

ですが、以前の市町村の枠にこだわらず、ひとつの市、市

民であることの意識付けになるような方向で取り組んで欲

しいと思います。 

川上委員 比自岐の件に関連してなのですが、最近、地域運行の形

態が動き出していまして、具体的に言うと、桐ヶ丘団地で、

住民自治協議会の事業として、許可は得ていないのですが、

市か県の補助を受けて、料金を取りながらワゴン車による

買い物送迎をやっているようです。運輸支局にも相談した

ようで、運行者側はグレーだと言っておりましたが、この

ような形でも出来るのかどうかお聞かせ願いたい。 

伊豆原会長 市は情報をお持ちですか。【市、運輸支局：初めて聞かせ

ていただいた。】比自岐の方はそれまでグレーな方法をとっ
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ていたのですが、運行委託方式という仕組みを作っていた

だいて運行を続けています。今のお話ですとルール的には

まずいやり方だと思いますので、一度、市の方で情報を得

ておいてください。 

事務局（企画

課） 

初めて聞かせていただいたので、一度、桐ヶ丘住民自治

協議会にお尋ねして、内容によってはお話させていただく

必要があるかもしれません。 

辻本副会長 モビリティマネジメントの件で、広報啓発にＦＭだとか、

かなり工夫されていると思います。改善するとすれば、今

までは市の職員全体とか、市民全体とかに広報をかけると

いう方法だったように思いますので、これからは、ひとり

ひとり丁寧に働きかけを行うような取組みも併せて実行さ

れると良いと思います。たとえば市職員向けなら、各人の

通勤経路が分かるようなら、ひとりひとりの乗り継ぎ時刻

表を作ってあげるとか、マップを作って効果を測るとか、

また、クルマから公共交通利用に転換すればＣＯ２がどれ

だけ減らせるとか、消費カロリーがどれくらいとか、具体

的に示してあげるような、あなたにとってどうなのかとい

う丁寧な情報を提供されてはどうでしょうか。取り組む価

値はあると思います。 

伊豆原会長 

 

 

 

行政の中だけで行うのは大変かもしれませんが、それを

お手伝いできるグループとか仕組みづくりが必要かもしれ

ません。あくまで市民のみなさんの自己判断が基本ですが、

情報を提供することでどのように行動していただけるかと

いうことですのでご検討いただけたらと思います。 
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 ⑵鉄道施策 

【質疑応答】 

小林委員 施策を考えていく上で、観光の見地からご紹介も含めてな

のですが、国では観光圏整備法を制定しています。これは複

数行政圏で２泊３日くらいの滞在型観光に対応できるよう

に取り組む地域に対して、法律の特例などで支援しようとい

うものです。伊賀地域では忍者ということで伊賀市と甲賀

市、また、焼物でも伊賀焼、信楽焼というような形でかなり

使える部分があるのではないかと思います。広域的な観光と

言う視点も中に入れて検討いただけるのなら有難いと思い

ます。 

伊豆原会長 それは補助制度はあるのでしょうか。 

小林委員 補助制度があります。 

伊豆原会長 鉄道施策は伊賀鉄道だけでなく、ＪＲも３月１７日のダイ

ヤ改正で亀山での乗り継ぎが随分良くなるという情報をい

ただいています。今度は私も名古屋からＪＲで来てみようか

なと思いますが、是非、それと伊賀鉄道との接続で伊賀鉄道

も皆さんに使ってもらいやすい仕組みにしてもらえればと

思います。また、新車両の導入も楽しみなことです。こうし

たことは、一度乗ってみてくださいというほかはなくて、Ｐ

Ｒによって市民の皆さんに知っていただくような取り組み

をお願いしたいと思います。委員の皆さんもこうした情報を

市民の皆さんに配信する役割をお願いしたいと思います。 

辻本副会長 大体は計画通り進んでいるということですが、少し進んで

いないという施策もある。サイクルトレインもそのひとつで

すが、これも広報宣伝なのだと思います。例えば、「サイク

ルトレインで行く買物ツアー」のように、地元の方々が試し

に皆で使える、呼び水になるようなことも考えてみてはどう

でしょうか。 

事務局（企画

課） 

伊賀鉄道さんとご相談させていただきたいと思います。 
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伊豆原会長 サイクルトレインの利用者は、私も今まで１、２回しか出

会ったことがありません。しかし、この施策は意義があると

思うのでよろしくお願いします。 

 

 ⑵その他施策、バス路線見直し手順に基づく個別路線の評価   

【質疑応答】 

伊豆原会長 きじが台の件は、地域公共交通会議の中でも議論させてい

ただいたところです。 

個別路線の評価は、軒並み収支率が落ちています。下げ止

まりが見えない中で何らかの形で整理しなおす必要がある

のかなと思っています。市民の皆さんにもメッセージを出し

ていくことが要るのかなと思いますが、その中で、先程、川

上委員が提案された免許返納制度のことですが、たとえば免

許返納すれば、鉄道もバスも含めて使い易くなる仕組を作っ

ておくとか、高齢化社会では交通安全にもつながることです

ので是非ご検討いただければと思います。表の中で×を○に

していきたいと願っているのですが、何か良い知恵がありま

したらよろしくお願いしたいと思います。 

土手委員 漠然とした話ですが、各企業さんにおいて通勤手当を出し

ているところが多いと思います。自家用車の通勤手当に対す

る支払いの免税措置というか、そういうものは取り止めてい

ただいて、あくまで公共交通を利用する方についてのものだ

けは税金がかからないという制度を作れば、Ｃｏ２の問題そ

の他色んな問題が解消するように思いますがいかがでしょ

うか。 
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伊豆原会長 企業さんと連携できることが随分あると思います。エコ通

勤の勉強会もやっていますが、自家用車で通勤する場合の事

故確率とか、そういうことも計算できるものもあります。ガ

ソリン代とバス代で比較すれば、ガソリン代の方が安くなる

のですが、そうではなくて、その場合の事故の確率とかも考

慮してどちらが良いのか比較することを、モビリティマネジ

メントのことも含めて商工会議所さんなどと情報交換する

ことも良いのではないでしょうか。 

 


