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平成 24 年度第１回伊賀鉄道活性化連携計画協議会 議事概要 

 

１日時：平成 24 年 8 月 29 日（水）15：40～17:15 

２場所：ハイトピア伊賀 5階学習室１ 

３出席者：  

【委員】 

福嶌博（近畿日本鉄道㈱）、大島哲郎（伊賀鉄道㈱）、西口茂夫（伊賀警察署）、

伊豆原浩二（愛知工業大学）、笠谷昇（代理 三重県地域連携部交通政策課 

松井副課長）、町井淳志（公募市民）、土手一彦（公募市民）、廣瀬計（公募

市民）、廣島悦子（公募市民）、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」）、辻本勝久（和歌山大学）、川上善幸（いが移動送迎

連絡会）、 

【オブザーバー】 

小中専門官（中部運輸局鉄道部計画課） 

【事務局（市）】 

  企画財政部長、企画財政部次長、企画課長、企画課主幹兼係長、企画課主

任 

４傍聴人：なし 

 

【会議概要】 

１開会 

 

２会長あいさつ 

 

３委員紹介 

 

４役員体制について 

 事務局 役員体制について提案。規約第６条に基づき 会長は伊賀

市交通計画協議会会長の伊豆原浩二様、副会長は伊賀鉄道再

生計画協議会会長の辻本勝久様と伊賀市副市長（現在、空席

のため新たに副市長が就任されるまで１人体制）、監事２人

につきましては、前回に引き続き 三重県伊賀建設事務所副

所長の東和幸様、三重県交通政策課長の笠谷昇様にお願いを

いたしたいと思います。 

【質疑なし。了承】 
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５伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画について 

事務局から資料№１に基づき説明 

【質疑なし】 

 

６議事 

（１）規約の改正について 

事務局から資料№２に基づき説明 

【質疑なし。了承】 

（２）平成２３年度事業報告について 

  事務局から資料№３に基づき説明 

  【質疑なし。了承】 

（３）平成２３年度決算について 

事務局から資料№４に基づき説明 

【質疑なし。了承】 

（４）事後評価の評価結果について 

事務局から資料№５に基づき説明 

【質疑なし。了承】 

（５）平成２４年度事業計画（案）について 

事務局から資料№６に基づき説明 

  【質疑応答】 

委員 平成２３年度の報告のときもそうでしたが、今回の平成２

４年度もやはりイベント的なものが多く、伊賀市の人にどれ

ほど効果があるのかがわかりにくいと思います。例えば伊賀

市民限定で俳句系の切符を発売したり、ファミリー限定の切

符を伊賀市民や周辺地域の名張市なども含めて販売を行う

など、付加価値のある切符として伊賀市民限定でできないだ

ろうか。そうすればイベント的なものでなく、実際に住民に

定着しているということを計れるのではないかと思います。

事務局 確かに２４年度の事業もこれまでの踏襲という印象があ

ると思います。これは、連携計画自体が２１年度から２４年

度までを計画期間とするものであり、これまで計画に位置付

けた内容を行ってきた形になっています。そのため、計画の

中身から大きく外れることは、計画期間が満了する２４年度

までは少なくとも出来ない部分もありまして、後ほどご提案

いたしますが、この計画を取り組んでいく中で、国の補助金

も既に無い中、いかにお金をかけずに効果のあるものを考え
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るかという部分が大事になってくるかと思います。 

4年間の現行計画の中では継続した取り組みとなっている

部分が多くなっております。 

ご提案いただいたことも、今後やっていかなければならな

いと思っておりますし、またこの計画以外にも事業者主体で

別の取り組みをして頂けるのであれば、そのことも事業者さ

んと相談させていただきたいと思っております。 

委員 予算が無いなかで事業を執行するにあたって、スポンサー

の取れる広告を載せたり、利用促進ポスターに広告を入れた

りすれば、少しは予算がとれるのではないかと思います。 

事務局 計画にある合冊版時刻表の作成ですが、伊賀鉄道さんとの

いろいろな話し合いのなかで、スポンサー・広告を入れたら

どうなのかとか、あるいは時刻表自体を有料で販売したらど

うかという話もありました。ただ私どもと致しましては、有

料の販売まではいかないとしても、スポンサー的広告は考え

ていきたいと思っています。併せて利用促進のポスターなど

も今年度は伊賀鉄道さんのほうで考えて頂けるということ

ですので市もいろいろ話をさせてもらっているなかでは伊

賀鉄道さんともそういった話で進めていきたいと思ってお

ります。 

委員 伊賀鉄道さんの場合は収支を気にしたほうがいいと思い

ます。従来の事業をしていく上での国からの補助金だったか

もしれないですが、本体の業績はどうなのでしょうか。それ

から、他府県からと沿線住民からのどちらの利用者を増やす

のか。忍者フェスタなどのときに例えば市駅と桑町間を電車

に乗ってくださいということで切符を販売して、イベント的

に外部からのお金をもっと呼び込むことを考えたらどうで

しょうか。 

伊賀鉄道 収支の話も含めて報告させていただきます。資料がなく申

し訳ないのですが、平成２０年が伊賀鉄道として開業して満

１年で、平成２０年度と２３年度の輸送人員について数字だ

けご報告させていただきます。全体ですと平成２０年度は２

０４万２千人、平成２３年度は１７２万３千人、約３１万人

の減、率にして－１５．６％。これを３つに分けますと、定

期外（普通乗車券、一日フリー切符、回数券）は平成２０年

度が４５万人、平成２３年度が４２万６千人。率にして－５．
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３％。通勤定期は平成２０年度が３１万２千人、平成２３年

度が２６万３千人。率にして－１５．４％。通学定期は平成

２０年度が１２８万２千人、平成２３年度が１０３万２千

人。率にして－１９．３％。 

定期外、通勤通学定期のなかでもやはり高校生のご利用が

かなり減ってきています。それと伊賀鉄道の特徴としても通

学される高校生のお客様の率が非常に多い。輸送人員のなか

で約６０％が学生さん。いわゆる交通弱者の方によくご利用

いただいているということが言えます。あと収支ですが、営

業収益だけ申し上げます。平成２０年度が２億８９００万円

（定期外、通勤通学定期、グッズの販売）、平成２３年度が

２億５１００万円、率にして－１３．１％。輸送人員に比例

して収入も下がっております。一方、営業費用でございます

が人件費や当社の場合、第２種鉄道事業者ということで近鉄

さんへの使用料等を含めまして、平成２０年度が５億９７０

０万円、平成２３年度が５億２１００万円。３年間の合理化

のなかで－１１．８％にいたっています。収入は減、費用も

減っています。やはり外から何とかお客さんをもって来るこ

とを考えないとなかなかやっていけないと思います。事業継

続させていくためには乗っていただくこと、収入を確保する

ことが前提です。今後これらを考えてやっていきたいと思っ

ています。 

会長 利用者数が年度で２０４万２千人から１７２万３千人、１

日にすると５千６００人から４千７００人、通勤通学者が９

００人くらい減ったということですね。逆に言うと伊賀線を

常に使っている人が一日たった５千人しかいないというこ

とです。そのうちの高校生が多く占めているわけですね。高

校生がなくなるとぎりぎりになってくることになりかねな

い。高校生でない人たちをこれから確保していかなければい

けない。その辺りをこれからどうするのかが課題です。 

副会長 利用者数ですが何人になれば黒字になるのでしょうか。 

伊賀鉄道 

近畿日本鉄道 

費用が５億円くらいかかっています。厚かましい話ですが

単純に２倍乗っていただくと黒字になります。プラス５千人

です。伊賀鉄道は朝から夜１１時半くらいまで、本数にして

１日８０～９０本の列車が走っています。５千人を９０本で

割りますと１列車あたり５５人くらいの人が乗ってくれて
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いる。 

ただ朝のラッシュは満員なのでそこへ更に５０人乗って

いただくのは難しい。昼間の空いている時間帯にいかにお客

様を増やしていくかを考えなければいけない。今の車両の数

は通勤通学の輸送能力に合わせて確保しているので、そこは

一杯一杯なわけです。それ以外の時間帯に車両が余ってい

る、輸送力が余ってしまっている時間帯にもっと乗ってもら

わないといけないと考えています。 

委員 実際、ギャラリー列車や土日のイベントなど行い、この３

～４年の事業で利用者は増えているのでしょうか。 

伊賀鉄道 近鉄さんからもどうかとご指摘を頂いていますが、国土交

通省の評価にもありますが、なかなか輸送人員増には結びつ

いてきていないという感じを受けています。私自身まだ評価

しきれていません。 

委員 信楽へ行くと、車での乗り込みはだめですよということで

わりと駐車場を確保しています。例えば伊賀神戸など用地の

問題もありますが駐車場を設ける。祭日や祝日はみんな入れ

ない。強制的に乗せるわけです。そういう事も考えたらどう

か。通勤の方はたぶん人口からいって増えないのではない

か。伊賀神戸方面へ行く方が相当いらっしゃるのでパーク＆

ライドで何とか電車に乗ってもらう。以前提案しましたが直

通列車ができませんか。早く行けるように考えられないでし

ょうか。 

副会長 前年度までは忍者のラッピング車両のツアー客が遠くか

らもバスで来られて、忍者列車に乗って喜んで帰られる方が

かなり増えてきたと説明していただきましたが、２４年度の

事業案の中にはツアー客の確保に関する材料がないように

思う。利用促進ポスター製作は入っているが、せっかく今ま

でツアー客の誘致でがんばってこられたので、案から外れて

いるのはもったいないと思います。それからイベント、一過

性のものが多いというのは確かに多いと思います。交通計画

の会議でも出ていたがモビリティマネジメントのなかで、伊

賀市の職員の一人一人のモデルプランを配布することも考

えられると載っていましたが、そういうような計画も２４年

度以降の課題なのかなと思います。セールスプロモーション

活動も非常に大変かもしれませんが、第２次の評価の中で、
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友の会の方の力を借りたらどうかという評価がありました。

沿線住民の各家庭を訪問するくらいの勢いで、作成した時刻

表を手渡しで配布をして、どこに行くときにどういう手段で

行っているかなどを世間話的にして、伊賀鉄道を使うとこの

ように行けますよと直接説明をする。こういうことを友の会

の方の力も借りながら地道にやっていく。２４年度は無理か

もしれませんが、２５年度以降は考えていっても良いのでは

ないのでしょうか。 

委員 伊賀線におけるポスターを作成して地域の利用促進及び

旅行会社などへのセールスプロモーションについてですが、

いくら良いものを作っても広報力がないとだめだし、広報力

が良くても内容が悪かったらだめです。二つで一つだと思い

ますが、このセールスプロモーションをどの程度のものをど

の範囲でやっているかが気になります。いくらこれを考えて

も外から観光客を誘致するしかないと思います。地域の人が

乗るのは限界があります。特に伊賀線から全く離れた私たち

の地域では乗る理由が無い。だから理由を作るか、何かをす

るか。結論的にはやはり観光客を呼び寄せるしかない。 

伊賀鉄道 ここで考えているのは、例えば２３年度に名阪近鉄旅行さ

んの方からイチゴ狩りとセットで忍者列車に乗っていただ

きました。近畿圏内の旅行会社へ忍者列車と今までの実績も

含めて鉄道会社として営業活動をしていきたいと考えてい

ます。 

委員 都会の方へ、伊賀線に忍者列車が走っていますよと、旅行

会社でなくても一般のところの掲示板へ貼るくらいの勢い

がないと、なかなか都会の方へはわかってもらうのは難しい

のではないかと思います。乗る理由をつくると言いました

が、例えば伊賀から名張へ行く理由ですが、名張に新しい温

泉施設が出来ました。名張の温泉とタイアップして温泉入場

券付き切符など、今温泉はブームなので、あそこの温泉を使

わない手はないのではないでしょうか。 

委員 伊賀はよく町中で土日などに犬に忍者の格好をさせた忍

者犬がいますが、運転手さんが忍者や芭蕉さんの衣装を着た

り、動物たちに衣装を着せて電車に乗せるなどしてもいいの

ではないですか。和歌山のほうで猫（たま）がいますが、私

も見に行きました。猫ひとつであんなに人が集まるのはすご
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いなと思いましたが、伊賀にも忍者犬がいますから考えられ

ないかなと思います。 

委員 和歌山のたまちゃんや名張の温泉など、何と一緒にＰＲを

するかがすごく重要だと思います。みんなが注目するような

ことで、伊賀は忍者ですが、今は女子サッカーのくノ一。く

ノ一の組織もレベルアップし、強くなれば観客も増えるので

はないか。実際、ＪＲ西日本さんは関西本線に伊賀のくノ一

を応援していますという吊り広告をかけています。この広告

を見た人はこの沿線にスタジアムがあるというのがわかり

ます。伊賀鉄道で伊賀に行けばくノ一の試合をやっています

よと吊り広告をするとか、スタジアムを今改修しているので

どのくらい人数が入るかわかりませんが、強いところだと 2

万人くらい入るときもあるので、相乗的なＰＲをセットでや

ればできると思うのでこれを使わない手はないと思います。

委員 経費が無くなるとのことで気になるのが資料のカラーコ

ピーです。本当に小さな事ですが、実際に私たち見る側は資

料としてわかりやすいですが、結構、毎回立派な資料を作っ

ていただいています。写真でも明るいものを選んで使用する

などすればモノクロコピーでも大丈夫なのではないでしょ

うか。必要な部分だけカラーにすればよいのではないでしょ

うか。小さいことですが気になりました。 

会長 朝はどのぐらい利用されていますか。定員くらいですか。

日常的に人を増やすとなると朝の通勤がまず一番に対応で

きるのか。昼間どれだけの人が動いているのか。こういう基

本的なデータがなかなか手に入らない。昼間に人を動かす、

逆に言うと人が動きたくなるような仕組みが必要です。そう

いうものがないと電車を使ってといってもなかなか使えな

い。人が動いているかどうか。伊賀神戸と伊賀上野の間に誰

がどれだけ動いているかをチェックしないと難しいと思い

ます。データの話も含めてどれぐらいの施設があって、周辺

に何があってという話を整理していかなければいけない。観

光にどうだこうだと言っても地元の伊賀市の状況として何

が売れてて何が面白いのか。忍者忍者と言っているが我々は

面白いと思っていても住んでいる方には本当に面白いと見

えるでしょうか。そのあたりの意識の部分を整理していかな

ければならないと思います。外から見ている方の目線と住ん



 8

でいる方々の目線、観光をするのであれば外の人からの目線

が必要であり、日常的な交通計画をやろうとするには住んで

いる方の目線が必要で、同じことをやっていても無理です。

このあたりを整理しないといけない。住んでいる方の目がど

こに向いているのか。外にプロモーションするときには外か

ら見る目の伊賀、先ほどのくノ一もそうです。ひょっとした

らくノ一を地元は一生懸命見ているのですかなど。実はサッ

カーの問題でいうと、豊田スタジアムがありますが、今でこ

そ名古屋グランパスの試合の半分以上は豊田スタジアムで

やっているが、一番最初は年に２試合くらいしかなかった。

メインは瑞穂競技場のたった３万人しか入れないスタジア

ムだった。豊田市が４万何千人も入るようなスタジアムがあ

るにもかかわらずＪリーグは年に２回しかやってくれなか

った。今は半分以上が豊田スタジアムです。それだけの集客

力を持っているわけです。それまでには１０年近くかかっ

た。そのあたりの目線の違いというのは鉄道だけではなく、

そういう目を考えていくような議論をどんどんやっていく

べきかと思います。 

みんなで応援しましょうというのが私の結論です。 

 

（６）平成２５年度以降の連携計画のあり方について 

事務局から説明 

 

事務局 先の事項で少し触れさせていただきましたが、この伊賀鉄

道地域公共交通総合連携計画は、平成 21 年度から 24 年まで

の４ヵ年の計画となっております。従って今年が計画自体の

最終年度でありまして、今後、25 年度以降の計画をどうす

るか、事務局から一定のご提案をいたしたいと存じます。 

この連携計画は、伊賀線の輸送人員が減少しその経営を厳

しくしている中で、沿線の高校等通学定期利用者に依存する

利用構造を改め、通勤利用や定期外利用を増やすことでこれ

を転換し、伊賀鉄道による運行を持続可能なものにすること

を目指すものでございます。このことを達成するためにこれ

まで取り組んできました各種事業の成果として、車両や駅の

魅力づくりを行うことで、鉄道そのものの魅力が高まり、内
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外へのアピールも功を奏し、ツアー客やイベント等の参加者

の誘客につながるなど、伊賀線そのものが地域の公共財とし

ての価値に加えて、観光資源としての価値も見直されつつあ

ります。また連携計画事業を契機として、地域でのイベント

と連携した取り組みや伊賀鉄道友の会などのサポーター組

織による活性化の取り組みも進み、伊賀線の活性化と共に地

域の活性化にも一定の寄与をしており、今後さらにこの芽を

伸ばす必要があります。 

また、沿線地域ではクルマ社会が進みすぎた感があります

が、伊賀線をはじめとする公共交通の維持存続や環境保全、

個人の健康増進のため、マイカーに頼り過ぎないライフスタ

イルへの転換を図るため、市民への意識啓発などモビリティ

マネジメントの推進に、これからも粘り強く取り組まなけれ

ばなりません。 

また、今後、沿線地域のまちづくりそのものも、更なる少

子高齢化、人口減少を迎える中で、今までのようなクルマ中

心の拡散型の都市構造を改め、駅を中心としたコンパクトな

まちづくりを進める必要があることや、観光振興等による交

流人口を増やすことが求められております。これを支えるの

は、やはり鉄道をはじめとする公共交通機関であり、特に伊

賀線の果たす役割は高まるものと考えます。 

残念ながら現状は、伊賀線を取り巻く昨今の社会状況の変

化に抵抗できず、連携計画に定めた輸送人員の目標値に届い

ていませんが、これからも、まちづくりとしっかりリンクさ

せ、さらに伊賀線の活性化、再生のための取り組みを継続し

なければならないと考えます。 

このようなことから、25 年度以降もこの連携計画を継続

し、活性化再生のための事業に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

具体的な計画案は今日のところはありませんが、現行の連

携計画が目指している基本理念は踏襲しつつ、ある一定のス
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パンを計画期間として、目標を定め、他の先進事例などの情

報を収集をしながら具体的な事業計画をたててまいりたい

と考えております。 

また、当然のことながら実際の事業主体となる市、伊賀鉄

道さんなどとご相談し、皆様のお知恵をお借りして、次回の

会議には具体案をお示しできるようにして参りたいと考え

ております。 

このことについて、委員の皆様方からご意見を頂戴できれ

ば有難いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

会長 今年度が計画期間最後の年で、計画としては来年度以降は

無いですよね。これをどうするのか。どこかで計画として位

置付けしておかないと市の予算化の問題や伊賀鉄道内部で

の予算化の問題に影響してくると思います。ちゃんとした計

画があってこういうことやろうよという目標のある計画を

作っておかないと何でそのようなお金を使うのかという話

が当然出てくる可能性が大きいと思います。事務局からの提

案のように次のステップに向かって知恵を出していくよう

な計画、目標も含めて作っておくべきではないかと私も思い

ます。今日議論や結論を出すわけではなく、秋くらいになる

でしょうか。ぜひとも皆さんにお考えいただきたいと思いま

す。 

委員 企業さんにおいて通勤手当は非課税です。車に乗ってきて

も会社としては通勤手当としてお金を払っているはずです。

これに税金をかけたらどうか。公共の乗り物に乗った人に対

しては減税。その代わり自家用車に対して払っている通勤に

対しては課税。それを市の財源にしたらどうでしょうか。 

会長 ひとつのアイデアですね。具体的な話は別にして、税制の

問題は地域が主体的になっていく限りは避けて通れない話

だと思います。市町でできる税の議論はなかなか大変です。

税は非常に難しいのでみんなが知らない。我々も勉強しない

といけないと思います。 

委員 ２４年度で連携計画が終わりますが２５年度以降の申請
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は無いということですか。こういう計画で必要だと申請すれ

ばまた通るのでしょうか。続く可能性もあるのでしょうか。

会長 今までは連携計画という計画で目標値を掲げてこういう

テーマでこういう施策をやりましょうといってここで皆さ

んに議論していただきながらきたわけです。だから市の予算

も議会で承認を得ないと通りませんから、こういうことでこ

れだけの事業計画を作ってこういう方向でやりましょうと

いうことになっていると思います。しかしこの計画が今年度

で終わりということになると、来年度こういう予算を作りま

したといっても、何のためにどういう計画で目標値は何だと

問われても、何もないよと言ったらたぶん予算はとれないと

思います。伊賀鉄道に対して何かやりましょうと言っても、

それはどこに裏付けがあるのと問われたとき裏付けのない

ものに対して予算化は難しいということです。だから事務局

としての提案はこれからの連携計画について考えていきた

いということですよね。伊賀鉄道の中ではこういうことをや

りたいということは出せるかもしれませんが、赤字の鉄道会

社がなぜそんなことをするのかと問われたとき、こういう計

画がありますと言えますが、その計画がなかったら理屈はた

たないと言われるでしょう。 

委員 ２５年度で２４年度と同じような感じで言ってもなかな

か通らない可能性は高いわけですか。 

会長 はい。たぶん問われるのは次に何の効果があったかです。

委員 ２４年度までどれくらい効果があったか具体的にという

ことですね。２４年度の最後には評価ということがあります

が。 

会長 われわれもそのことに対し少し考えないといけないわけ

です。次の年度はもっとシビアに問われてくる可能性があり

ます。国の補助金は３年間で、そういうことを自分たちでが

んばって試行的にやってくださいとうことで補助金をつけ

てくれたわけですが、次のステップからは自分たちでやって

ということです。 

委員 ２５年度がより効果がある計画を立てていかないとなか

なかお金が出ないのでしょうか 

会長 予算として市の税金を使うわけですから、理由を立てるた

めには考えていかないといけないです。 
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事務局 市であり伊賀鉄道さんであり、予算をとって事業を進めて

いくためには当然何らかの計画がないと出来ないわけです。

この連携計画が今年度で終わってしまうという中で、引き続

き伊賀鉄道の活性化を進めるためには、計画を立てていかな

いことには予算もそうですが事業を進めていくことができ

ない。２５年度以降については新しいものを作るのではな

く、これまでの部分を基本的な方針などは踏襲し、一定の２

年か３年ぐらいのスパンでの事業計画を立てていこうとい

うことを考えています。 

会長 ２３年３月に交通計画の中でアクションプランを作り、鉄

道に関連したものについて計画をもっていますが、伊賀鉄道

の活性化という意味で言うともう少し具体的な事業計画が

いるのかもしれません。皆さんからもご意見を頂き、事業者

の伊賀鉄道さんからの提案も必要かと思います。近鉄さんも

含めて宜しくお願いします。 

委員 何らかの計画がないということはその通りだと思います。

伊賀市交通計画のアクションプランを見ると載っているこ

とがほとんど一緒だとも言えます。新たに連携計画を作る意

味があるのか、より具体的な計画と位置付けられるのであっ

てもよいと思いますが、他の都市では交通計画と連携計画ど

ちらも平行してもっていこうとしている都市はどれくらい

あるのか。どういう意味を持たせてどちらも平行させていく

のかを一度整理されてはどうかと思います。 

会長 ２６年度まで継続する交通計画のアクションプラン、連携

計画、地域の公共交通の確保・維持、交通基本法に関するこ

と、少し整理しておく必要はあると思います。これは次回に

事務局から提案していただき考えていきたいと思います。 

 

７その他 

【質疑なし】 


