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平成２４年度第２回伊賀鉄道活性化連携計画協議会 議事概要 

 

１ 日時：平成２５年３月１９日（火）１３：１５～ 

 

２ 場所：伊賀市役所本庁舎２階市議会第１委員会室  

 

３ 出席者：  

【委員】  

伊豆原浩二（愛知工業大学）、小林博之（中部運輸局三重運輸支局）、笠谷昇（代

理 三重県地域連携部交通政策課 松井副課長）、土手一彦（公募市民）、廣瀬計

（公募市民）、廣島悦子（公募市民）、福嶌博（近畿日本鉄道㈱）、大島哲郎（伊

賀鉄道㈱）、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）、辻上浩司（副市長）、山下章光（市企画財政部長） 

【事務局（市）】  

企画財政部次長、企画課長、企画課主幹兼係長  

 

４ 傍聴人：0人 

 

【会議概要】  

 

１ 会長あいさつ 

会長 東京都市圏では、自動車利用が初めて減少に転じたということ

が公表された。東京では最近も新たな相互直通運行が開始されて

おり、鉄道利用が増えている状況にある。京阪神都市圏のデータ

でも、自動車利用が減少しているようだ。名古屋中京圏周辺はま

だ公表されていないが、昭和４０年の調査開始以来、自動車利用

がずっと伸びてきたが、上昇傾向が止まり減少に転じている。そ

の傾向がこの伊賀まで届いてくるかどうか。若者の免許保有率も

下がっている。一昨年のデータだが３０歳台以上だと男性の場合、

免許保有率が９７～９８％、２０歳台では８５～８６％まで落ち

ている。１０％近く落ちているということは、交通の仕組みを変

える時期が来ているのではないかと思う。少なくとも車でしかと

いう時代ではなくなってきたことがデータ的には見えてきた。伊

賀地域で伊賀鉄道をどううまく使っていくか、そして伊賀鉄道を

使いながら近鉄ともＪＲとも連携して、良い移動の仕組みを考え

ないといけない時期に来ていると思う。この連携計画は今年度ま
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での活性化の計画だが、来年度以降の計画も本日、案として皆さ

んに披露し審議いただきたいと思うので、是非、忌憚のないご意

見をお願いしたい。また次の未来に向かって少しでも市民の皆さ

んが良いなと思えるような仕組みを作れるとありがたい。 

 

報告事項 

事務局 本協議会の委員の内、伊賀市副市長をもって選任する委員が空

席となっていたが、このたび辻上浩司氏が本年１月１日から伊賀

市副市長に就任し、本協議会規約第４条の規定により協議会委員、

また同規約第６条第３項の規定により副会長に就任することにな

った。 

就任にあたり、辻上副市長からご挨拶をお願いしたい。 

副市長 公共交通機関というのはモータリーゼーションの発達と共に

段々役割も変化してきている。１９年前になるが若かりし頃、い

ろいろな町づくりの取り組みを調べている中でドイツへ個人的に

調べに行った。地域交通がどういう仕組みかバーテンヴュテンブ

ルク州のフライブルクという都市へ行った。路面電車が延長され

てコンパクトシティのモデルとも言われている。あの様な取り組

みがこの上野を始め伊賀地域でもできればいいなという思いを持

ちながら今に至っている。しかし前職は県にいたが、交通政策の

仕事に携わることは無かった。そういった取り組みを県も挙げて

していったらどうかと前知事にレポートも書いて報告をした記憶

がある。今回委員に着くにあたって、これから誰もが住みやすい

町にするためには公共交通は欠かせないものなので皆さんと一緒

に検討させていただきたいと思っている。よろしくお願いしたい。 

 

２ 議事 

(1)規約の改正について 

事務局から資料 No.1に基づき説明 

規約改正の理由として、本協議会において委員のほかに参考意見を聴取するた

めにオブザーバーを置くことができるとしている。新たに三重運輸支局から協

議会の委員に就任いただき、その立場から積極的に協議を賜りたいと考え、今

回委員就任のため規約の改正を行うものである。 

【質疑なし。了承】 

 

(2)平成２４年度事業の進捗状況について 

事務局から資料 No.2に基づき説明 
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【質疑応答】 

委員 記念グッズ、記念入場券、引退車両デザインの惜別グッズがか

なり大きく目標に達していない。来年度に向けて改良するのであ

れば、どの辺を改良していくか考えているか。 

伊賀鉄道 ５周年ということもありやってみたが、グッズでもこれはいけ

るだろうと考えたものが予想外の結果であった。２５年度につい

ては他の鉄道での取り組みを参考にしながら新しいグッズ開発を

行いたい。 

委員 この資料を見て、今年はグッズ類が苦しいのかなと思い、ひと

つ買わせていただいた。この記念入場券セットの２千４百円は少

し高いかなと思う。 

駅コンサートについて、資料の写真を見て気づいたが、点字の

ブロックの上で演奏している。場所をずらすなり工夫ができない

か。高校生の教育の面でもいいものではないと思う。 

事務局 ご指摘の通りだと思う。実行している我々も反省しないといけ

ない。現在駅前広場を整備しており、新しい歩道の整備も行って

おり、点字ブロックも出来上がってくる。広さも若干広くなるの

で、２５年度の開催時にはその点も十分に配慮し、場所の設定も

考えていきたい。 

会長 ギャラリー列車ではアンケートも取っている。そこでいただい

たご意見、こうしたらどうかとか、停車時・終点で見ていたら邪

魔になったとか、こういった意見をいただくということはそれな

りの対応が大切だと思う。その次のステップとして、これに対し

てはこういう答えをしましたよと、ご利用になった方へメッセー

ジとして送り出すようなことをやられたらどうか。車内掲示でも

いいし、駅でもいい。そういった対応をしているという姿勢を市

民の皆さんに見ていただくことが大切なのでぜひお願いをした

い。 

プロモーションのところでは、旅行社から問い合わせがあると

いうことだが教えてほしい。 

伊賀鉄道 名鉄観光さんから忍者列車を組み込んだ形の日帰りパックを設

定していただている。集客がないとなかなか催行にならないが予

定をしている。 

また、三重県が海外からのランド（地上手配）に力を入れてい

る。忍者列車に乗ることを行程に組み込んだツアーを海外のエー

ジェントと組んで募集されている。３月２６日にはタイから１９

人来られる予定である。 
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会長 旅行者からの反応はどうか。 

伊賀鉄道 伊賀神戸から乗られる場合が多いので、伊賀神戸駅で伊賀鉄道

の係員がお待ちして忍者列車に乗っていただいているが、そのと

きに情報を取ることも行っている。今回タイから来られる件は三

重県の観光局が事前に電車に乗られて色々ご指摘をいただいた。

伊賀鉄道だけでなく市の観光協会とタイアップして何とか盛り上

げていきたい。 

 

(3)平成２５年度以降の連携計画案について 

事務局から資料 No.3に基づき説明 

【質疑応答】 

会長 伊賀鉄道の総合連携計画をもう一度立案して、来年度から２８

年度までの４年間をこういった形で策定していきたいということ

だが何かご意見はあるか。 

委員 ＪＲさんにお聞きしたい。関西本線の電化について、聞くとこ

ろによるとどうも終わってしまった。やらないようだがその後ど

うか。 

事務局 この会議は伊賀鉄道の活性化連携計画協議会のため、ＪＲさん

には出席していただいていない。その点については事務局で確認

させていただきたい。 

委員 なぜお聞きしたかというと、関西本線に乗って大阪へ行く、近

鉄に乗って大阪へ行く、草津線を利用して大阪へ行く。これらは

ほとんど１２０分、約２時間かかるルートばかりである。そこで

伊賀鉄道が例えば関西線の柘植まで、また草津線に乗り継いで草

津まで行けるようにしたらどうかと思うのと、関西本線を電化し

ないのならば加茂まではレールバスなどを導入して関西本線を通

らないで道路で行けるような運行にすれば、乗ってくれる人が増

えるのではないかと思ったからである。 

事務局 ＪＲ関西本線は未だに加茂から亀山までが非電化であり、要望

活動も行っているが、現時点でＪＲからは前向きな回答は得られ

ていない。最近は電化だけではなく、ＪＲ西日本で車両メーカー

である近畿車輛と相互協力してハイブリッド車両の開発を行って

おり、何年か先には実用化を考えているという話を聞いている。

そういった車両を関西本線に用いて、名古屋や大阪へ向けて直通

運転をすることも考えられるのではないかと思っている。伊賀鉄

道と乗り入れを行うことについては、軌道の幅は一緒であるのは

承知しているが、以前、ＪＲへ話をしたところ、車両の問題、信
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号システムの問題、運転手の問題など、クリアしなければならな

い課題がたくさんあり、現時点では乗り入れについては考えられ

ないという回答をいただいている。２～３年前にそのような要望

をしたが、その後ＪＲがどのように考えるようになったかは現在、

把握していない。 

会長 相互乗入のような話だが、やはり電化の問題が一番大きい。電

車とディーゼルカーでは運転免許も違うし、車両構造上も違う。

日本では残念ながら色々な形で車体がうまく動くという仕組みが

まだ少ない。ドイツのようにうまく乗り入れるというような仕組

みは日本では取りにくい。今のたくさんのご提案も事業者を含め

てできていないのが事実である。残念ながらこの１~２年の短期で

はやれそうもないだろう。 

委員 交通は町づくり全体を考えないといけないのは当然だが、ゲー

ムでシムシティというものがあり、鉄道や道路ができると段々人

が増えて人口が増え大きな市になってくる。その通りだと思う。

今回、伊賀市も取り入れようとしているものに着地型観光がある

が、このなかには着地型観光を取り入れた伊賀鉄道の活性化が入

っていないので、それをどういうふうにしていくのか。これを大

きく絡めていくとひとつのＰＲ方法になると思う。いいことなら

ば推進していけばよい。 

伊賀線単体で良くしていこう、便利にしていこうというのはか

なり難しい問題であることは皆さん重々承知している。伊賀線に

繋ぐまでの交通がまず無い。そこまで行くバスが無い。わざわざ

車でここまで来て伊賀線に乗らないといけないという不都合があ

る。全体的な交通も難しいが考えるべきである。 

高齢者、障がい者の視点だが、１１ページに町づくりの方向性

で、高齢者や障がい者などの移動制約者を含む全ての人が公平に

移動できる交通体系の構築というのがあるが、福祉送迎の事業所

を運営している立場から言うと、車椅子の方をいかにして伊賀鉄

道に乗っていただくか、どこから乗れるだろうか。全部の駅が車

椅子ごと入っていって乗れる駅ではないのが現実である。そうい

う方々がどの駅から乗ってもちゃんと伊賀鉄道に乗れる仕組みづ

くりもしてあげるのが親切なことだと思う。 

委員 岡本市長に変わり、公約のなかで観光振興について申し上げて

いる。旧市街を中心とした観光、他の地域との連携において伊賀

線は大変強いと考えている。着地型観光については来年度にどの

ような方向でやっていくのか検討していく段階なのでその中でこ
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ういった視点も進めていきたいと考える。 

事務局 伊賀鉄道単体では再生は難しいと考えている。利用が伸びない

中で、そこに繋ぐ交通、いわゆるバスについて、大きな駅である

上野市駅や伊賀神戸駅などを中心に、市の交通計画の中でも伊賀

鉄道だけではないが、鉄道とバス交通を繋げて、できるだけ利便

性を高めていくために取り組みをしていく必要があるとしてい

る。交通計画も２６年度で今の計画が終わるので、２７年度の計

画についても繋げていけるものについてはダイヤも含めてできる

だけ調整をしていきたい。 

高齢者、障がい者の対応として車椅子で乗れる駅はどこか。全

ての駅に乗れるようなホームまでのスロープなどあればよいが、

ハード部分の整備は事業者との協議もしていく必要がある。現在

で乗れる駅はどこなのか、改めて周知できるような方法も、駅の

調査を含めて考えていきたい。 

会長 観光のことが入っていないのは私も気になっている。施策目標

の中に観光資源となってと記載されているが、単純に「観光資源

となって」だけではなく、今の目的の部分を少し入れたらどうか。 

事務局 施策目標の中の観光資源という中で、具体的な着地型観光も入

れて訂正したいと思う。 

委員 冒頭の会長の話の中で、京阪神の自動車利用が減ったというこ

とだったが、今増えているところもある。男性の高齢者、４０歳

代以上の女性、中高年の自動車利用が増えている。バリアフリー

絡みのことがメニューにはないようである。情報提供面では利用

者に優しい情報提供とあるが、施設の整備などハード面では入っ

てないようである。バリアフリーも同じで伊賀線単体ではできな

いので町全体がユニバーサルデザインの色合いの強い町にしてい

く。そのような観点での方策を新しい計画では入れた方が良いと

思う。 

事務局 ハード整備の部分になるかと思う。駅舎等については近鉄さん

の持ち物であり、近鉄さんとも協議させていただきたい。ハード

整備となると予算的な費用の部分も重要になってくる。国、県の

補助金等研究した中で近鉄さんとも協議もさせていただけたらと

考えている。 

委員 以前、交通バリアフリーをテーマに調査した経験があり、イギ

リスに調査に行った。日本と違い４０~５０年前からそういった施

策を国を上げて行っていて当然移動手段はそのようになっている

が、ハード整備になると多額の経費もかかる。平成１２年に交通
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バリアフリー法ができたが、乗降客数がかなり多いところでない

と対象になっていない。伊賀線についてはおそらく陸橋ではなく

下から行き来できる駅が大半だと思う。自力で行けるかどうかは

勾配にもよるが、人の介助も含めて対応していくのが大事な視点

だと思う。総合的に対応できるように今後の方向として位置付け

たらどうか。 

会長 必ずしも全てハードでということでなく、例えば職員の意識の

中でそういう意識が持てるかどうか。いつでも私たちはお手伝い

できますよと。制約を持っておられる方は、トイレがどこにある

かなど家で調べた上で出かけていると聞いている。その不安にど

う手を差し伸べてあげられるかが大切である。鉄道会社の職員が

嫌な顔をして、また義務的なであればきっとその方は嫌な思いを

される。その辺の教育がなされているか。町中でそのような場面

になったとき、町の人たちが笑顔をもって支えてあげられるよう

な仕組みを持つかが大切である。バリアフリーの問題はハードと

今申し上げたことの両方が必要。いつでもお手伝いできるという

雰囲気を作っていく。来ていただいてここがだめだ、ここが使え

ないということがわかる。トイレの話だが、障がい者マークがつ

いていても実際には使えないトイレがいっぱいある。そういう部

分も含めて我々の手を差し伸べられる仕組みを作ってほしい。ハ

ード的整備の努力はしていく。お金が必要だというのはみんなが

知っていることであり、そのことばかり言っているとやらないと

いうイメージが定着してしまう。出来る限りのことをやっていく

にしても、その横にそういうものがいるのではないか。そのあた

りをここに記載できるかどうか。名古屋だとＡＪＵの家があり、

その方たちが一緒に行って行動する。何かイベントがあったら行

ってみようという、受け入れ側もみんなで支えあえるイベントを

やってみるとか。そういうことが目に見えないと市民には実際わ

からない。例えば幼稚園の方へ乗り方教室を行うなら、障がいな

り車いすの方々が何人か来られたときに、どうしたらうまく移動

できるかなどをみんなで考えてみてはどうか。 

近畿日本鉄

道 

バリアフリーの問題については、バリアフリー法で乗降客数３

千人以上ということになっていて伊賀鉄道の場合はまだまだそう

いう数字ではない。伊賀鉄道の経営状況を考えても、やはりハー

ドウェアの整備は相当のお金がかかる。階段、スロープをつける

だけでも大きなお金がかかるわけである。今の話の通り、いろい

ろなやり方があると思う。元々が地域で支える鉄道ということで
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運営ができているわけで、バリアフリーについてもいろいろな地

域が支えるようなことを選ぶ方が正しい道なのではないかと思

う。 

また、近鉄は伊賀鉄道の親会社であり、これからの４年間につ

いて考えていることを説明させていただきたい。平成１９年秋に

会社が発足し、５年間、皆さんに支えられてやってくることがで

きた。本当にありがたく思っている。この場を借りて厚く御礼申

し上げたい。ただ資料にあるように伊賀線を取り巻く状況はどん

どん厳しくなってきている。現在支える仕組みは資料２ページに

記載のように、伊賀市から６千万円を伊賀鉄道へ頂いている。足

りない赤字分は現在２億円を上回る額を近鉄が出している。それ

で伊賀鉄道の収支が均衡しているという仕組みになっている。た

だお客様については３ページにあるように１９年に移行してから

大きく減少し、将来についても１２ページに示してあるようにこ

れからますますお客様の数は減っていくであろうという予想にな

っている。本当に関係者の方には努力いただいているが、やはり

人口構造の問題、少子高齢化が進んで子供さんの数が減って人口

が減り、いわゆる生産年齢人口が減ってくる。これは首都圏の一

部を除くあまねく全ての地方で同じ問題が起こっている。決して

伊賀市だけが悪い訳ではない。そのような中で２８年度までは現

在のスキームで行こうと約束をしていて、勿論その形で進めてい

く所存である。しかし、２９年度以降については、こういうこと

をいうのは心苦しいが、やはり何らかの形で伊賀鉄道を支える仕

組みを見直していくことについてお願いをしなければならないと

思っている。これについては１１ページの伊賀線を取り巻く現状

と課題で、支える仕組みを再構築する必要があると記載されてい

る。滋賀県では信楽高原鉄道がこの度、公有民営方式というやり

方で存続の決定をされた。公有民営とは上下分離の一種であり、

伊賀鉄道の場合はインフラ部分を近鉄が持っていて車両は伊賀鉄

道が持っている。国が定める鉄道事業再構築というスキームがあ

るが、その事業スキームの通り信楽高原鉄道の事例では、土地と

施設と車両の３つ全て、インフラ部分を全て地元の甲賀市が保有

される。これに対して国と県が補助する。甲賀市は持っている土

地と施設と車両の３つを信楽高原鉄道に無償でお貸しする。そう

いうことで信楽高原鉄道の荷物をぐっと軽くして運営が成立する

ようにする。これによってずっと続けていこうという仕組みであ

る。全国的にも他にもいくつか事例がある。伊賀鉄道についても
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これはひとつの考え方だが、こういったことも勉強しながら２９

年３月がひとつの目標になるかと思っている。どうすれば地域の

皆さんにとって必要な公共交通機関として残せるのか、皆さんと

相談しながらしっかりと勉強させていただきたいと思っている。

今後もよろしくお願いしたいと思う。 

会長 この連携計画の中で議論する問題にしていけないかと思う。市

と鉄道会社でそういった仕組みの検討をしていただきたいと思

う。そう簡単な話ではないが、時間的にはあまり無いと思うので、

検討を始めておいてほしい。 

委員 輸送人員の数値について、数値は下がっているが下げ止まりが

来て一旦数値が落ち着くのではないかと思うが、それでは鉄道の

存続が危ぶまれる。鉄道＝輸送ということで輸送手段や輸送設備

などに頭がいくが、少し考えを変えてみて、鉄道といえばスーパ

ーであったり福祉施設であったり、輸送人員が下げ止まったなか

で、列車で朝市をやって伊賀鉄道でしか売ってない何かを売り出

すとか、福祉施設であるなら列車の中でデイサービスをするとか、

鉄道＝輸送ではなく、鉄道＝商業施設、福祉施設であったり、ほ

かのいろいろな方向へ発想転換していったらどうか。 

会長 それも活用策のひとつだと思う。視点を一回変えてみることも

必要である。それが良いか悪いかは別として、例えば武蔵野市の

ムーバスの使い方で若いお母さんが小学生のお子さんに１００円

渡してバスに乗せて、１周約３０分かかって２周で１時間。その

１時間を自分の時間に使うという。こういうバスの使い方がある

と言われたときなるほどと思った。そういう使い方が良いか悪い

かはわからないが、社会の中での仕組みとして鉄道がどう役立つ

か検討していく必要はあると思う。友の会の総会などもやってい

る。これもひとつの方策だと思う。伊賀鉄道が市民の生活の中で

ひとつの存在感というか、そういう形になっていけると良いと思

う。 

事務局 具体的な事業についてはこれから考えていくことになる。伊賀

鉄道全体の魅力の向上の中で、当然、輸送手段としての魅力を上

げていく。それ以外にも今の話のスーパーであるとか福祉施設は

難しいかと思うが、伊賀鉄道の魅力として鉄道輸送以外の部分を

含めて事業として考えていく必要もある。今後の取り組みのなか

で検討させていただきたい。 

委員 電車は駅があって定点から定点である。北海道に行くとレール

バスがあり、バスがレールの上を走る。これはバスの免許証が必
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要になる。途中から降りて大型商業施設や病院へ回ることができ

る。電車とバスの合体型である。これをいれると伊賀神戸に行く

とか役所などへ回ることもできる。そんな考えはどうか。 

会長 ＪＲ北海道が開発しているデュアルモードの話だと思う。それ

も含めてこれから時間をかけて検討していかなれければならな

い。 

事務局 北海道のデュアル・モード・ビークルを取り入れるかどうか、

今の時点ではなかなか難しいと思う。今あるもので鉄道に繋げて

いくことをとりあえずは考えていく必要があると思う。 

会長 事業の話も少し出てきているので、この連携計画で、先ほどご

指摘いただいた観光の話と障がい者の皆さんへの対応の部分につ

いて少し寂しい感じがするので、文言を変えて前向きな話にして

いただくようなものにしたいと思う。アクセスの問題については、

今、豊田市で社会実験を行っているが、コムスという小さな電気

自動車を駅に設置し、誰が使ってもよいというカーシェア実験を

行っている。何年かの内に環境の問題とかと関連しながらそうい

う仕組みを、伊賀鉄道と連携して伊賀市でできそうなモデル実験

的なことに挑戦してみることも考えられるのではないか。それを

市民の方に見てもらうなどしてはどうか、これは先ほどの観光と

も関連するのではないかと思う。これからの交通の仕組みを国交

省もいろいろ出してきているので、どんどん事業の中身が変わり

つつある。そういうことを敏感に感じ取ってもらう必要がある。 

三重運輸支

局 

第２次連携計画を作るに当たり、１０ページにも基本理念が記

載されている。この中にある「みんなで支えるマイレール伊賀線

を目指して」というマイレールという言葉が出ているが、２５年

から２８年の期間はマイレール意識を上昇させるための取り組み

をやっていこうとしているのか、例えばマイレール意識を持って

伊賀線を皆さんで支えていくのであれば、打ち出されている各事

業の実施主体は伊賀鉄道と伊賀市だけになっていて、地域の方々

へもマイレール意識を持っていただくには、何らかの取り組みに

参加いただくことがあってもよいではないか。 

伊賀線を取り巻く現状と課題のなかで、通学定期利用者へ頼ら

ない輸送構造に変えることが挙げられているが、今、少子化で学

生が少なくなっている中で、むしろそういう方々を公共交通機関

に取り込んでいくことが必要じゃないかという気がする。運輸支

局ではまずバスでやってみようと思っており、高校進入学時に

大々的に学生が公共交通を使って通学するというメリットをＰＲ
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しようと、それによって取り込もうという活動をもっと積極的に

やりませんかと皆さんと相談させてもらっている。数が少なくな

るからそれに頼らない輸送構造に変えるのではなく、少ないが故

に取り込んでいく部分もあってもいいと思う。 

事務局 ここに掲げている実施主体である伊賀鉄道と伊賀市以外にも、

サポーター組織の友の会などもある。市では伊賀線活性化協議会

の中でもいろいろ取り組んでいる。ここに謳われてはいないが、

地域が係っていくことも非常に大事である。ただ現時点で主体と

なってやるべき伊賀鉄道・伊賀市以外の例えばＮＰＯ組織などは

ほとんど力がない。そのひとつが友の会でもあり、実際に事業主

体になってやっていくにはまだ育っていないのが現状である。組

織の育成も含めてこれからは取り組んでいくことで全ての人が支

えていくマイレール意識を向上させていきたいと考えている。 

会長 来年度のイベント事業で、実施主体は伊賀鉄道と書いてしまう

だけでなく、ここに友の会も一緒に主体として挙げないと実は育

たない。一緒になってやっているのであれば実施主体の主体者と

して友の会も参加していると書いたほうがよいと思う。そのあた

りから始めないと市民の皆さんに見えていかないのかなと感じ

る。計画書の中には友の会と書きにくいかもしれないが、お金に

関してはサポートできないかもしれないが、人的なサポートやア

イデアなどについてはそういう形の表現にして、みんなでやって

いるような仕組みに変えていくほうがいいと思う。 

委員 例えば連携主体とか書き方はいくらでもあると思う。 

会長 計画案は先ほど指摘いただいた部分を修正し、２８年まで計画

として位置づけることと。内容についてはまだ案なので正式には

来年度初めくらいでよいか。ここで案をとる必要はないのか。 

事務局 今日いただいたご意見をもとに修正して、また各委員へそれぞ

れ送付させていただきたい。了承いただいたら案をとらせていた

だくことでお願いしたい。 

委員 この沿線で人口密集地はないが、ゆめが丘が非常な勢いで人口

が増えている。ここを伊賀鉄道が何らかの形で取り込むような計

画を将来を見据えて必要ではないか。 

事務局 ゆめが丘は確かに人口が増えてきているのが現状だが、現時点

で伊賀鉄道の路線を変えていくようなことについては考えていな

い。最寄の駅からの２次交通で繋げていく中で検討させていただ

けたらと考えている。 

会長 路線を変えるということまではできないであろう。ゆめが丘の
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皆さんにもそのあたりのＰＲも含めて努力しないといけない。路

線を変えるわけにはいかないとすればいかに上手に乗ってもらえ

るようにするかである。 

委員 ゆめが丘は子供が非常に増えている。学生になったときお客様

になってくれるだろうと思う。 

会長 早めに手を打つということ。ハードの部分は大変難しいが、そ

ういったことも考えたほうがいい。 

委員 無人化で閉鎖している駅舎、たとえば依那古駅などはずっとあ

のままなのか。今後は取り壊すのか、または活用の予定などはあ

るのか。安く貸してもらえるような具体的な案はあるのか。 

伊賀鉄道 今のところ具体的な計画は持ち合わせていない。２５年の事業

計画の中に出てくるが駅前スペース活用の一環として、利用する

ことが可能であれば、それも含めて町おこし村おこしになる。そ

れによって伊賀鉄道も元気になるのであれば考えていきたい。勿

体ないので何か考えたいとは思っている。 

委員 依那古駅のすぐそばに「ちょっくら市場」がある。先日、初め

て行ったが、それが駅のあのスペースでやれたなら、安い野菜を

電車に乗って買いに行けていいなと思う。 

伊賀鉄道 ぜひ検討させていただきたい。無人化したときにも何か地元で

駅舎を利用されるという希望があれば、お受けできると話はして

きたが、残念ながら申し出はなかった。それからだいぶ時間も経

って、環境も変わってきているので、地元として駅舎を活用した

いという希望があるなら、相談には十分のれると思う。 

委員 そういうときも安く気軽にと、いっぱいアピールしてもらった

ら、借りてみようかという気持ちになるのではないか。 

会長 市役所の方も窓口になってもらうといい。大変いい話だと思う。 

 

(4)平成２５年度事業について 

事務局から資料 No.4に基づき説明 

委員 予算が載っていないがどうか。 

事務局 市の方は来年度予算が確保できているが、伊賀鉄道の方の費用

がどれくらいかかるかまだ調整中であるので、現時点ではここに

挙げてはいない。 

委員 予算がないと規模がわからないと思う。 

会長 少なくともできることを挙げたということか。この中ではでき

ないことはないということか。 
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事務局 そのとおりである。 

委員 エコ通勤の奨励で、民間企業からもう少し乗っていただけるよ

うなことはあるか。 

事務局 現時点では広報啓発活動に終始している。例えば市広報にコラ

ムを載せて呼びかけるとか、ケーブルテレビの行政情報番組で特

集番組を作ったり、それらを見てもらって意識を持っていただく

ように、市民や市内事業者に対して活動を行っている。市職員の

取り組みを十分しっかりやってから事業者へも働きかけをしてい

きたいと思っている。 

委員 １４ページと２７ページには載っているが、利用促進のための

取り組みについて資料４には載っていないようだが。 

事務局 利用促進のための取り組みは２６年から３ヵ年取り組みさせて

いただく計画としている。 

会長 年度が明けるともう少し具体的な話になると思う。先ほども言

ったとおり、伊賀鉄道と伊賀市だけがやっているのではなく、皆

さんと一緒にやっていきたいというところを出していくことが大

切である。共催でもよいし、地域の皆さんも参加型であるという

ところを前面に出してもらいたい。 

 

３ その他 

特になし 


