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平成２８年度第１回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会いがまち地域部会 

議事概要 

 

■開催日時  平成２８年９月２７日（火）午後７時３０分～午後９時４５分 

■開催場所  伊賀支所２階 第１委員会室 

■出席者 （敬称略） 

【部会員】松山 宗達（柘植地域まちづくり協議会 柘植駅を核とした公共交通のあり

方検討委員）、柘植 美智代（柘植地域まちづくり協議会健康福祉部会部会

長）、前川 三郎（西柘植地域まちづくり協議会会長）、坂 正一（西柘植

地域区長会会長）、塚脇 直樹（壬生野地域まちづくり協議会会長）、澤村 

仁己（壬生野地域区長会会長） 

 

【事務局】 

交通政策課 森課長、稲森主査、福西主査、山岡主任  

伊賀支所 松本支所長、中原振興課長、服部主査 

■傍聴者：１人 

 

■会議概要 

１．開会  

伊賀支所 松本支所長挨拶 

支所長 本地域部会は、伊賀市の公共交通に関する今後の施策を考えていく場で、

法定の協議会である伊賀市地域公共交通活性化再生協議会の下部組織として

位置づけられています。いがまち地域については、鉄道、路線バス、行政バ

スの公共交通機関があるわけですが、徐々に人口が減少していく中で将来に

向けて持続可能な公共交通を地域の皆様と考えていくことになろうかと思い

ます。交通施策に限らず、さまざまな課題について日頃から地域の皆様にお

取組みいただいていますが、公共交通についても重要な課題ですので、皆様

のお力をお貸しいただきますようお願いします。 

 

・部会長の互選 

  前川 三郎（西柘植地域まちづくり協議会会長）を選出。 

 

２．地域部会の役割と施策推進の方向性について  

事務局から資料１に基づき説明 

部会員 アンダーラインを引いてある部分が一番重要ということか。 

事務局 そう考えている。伊賀市全体で考えると地域事情も異なるため、細かい手
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が行き届きにくい。地域ごとに違う事情を踏まえ、地域の公共交通をどうし

ていくかを主体的に検討いただくことを一番の目的として地域部会を立ち上

げた経緯があるため、その部分を強調している。 

部会員 方向性は基本方針１、２、３で同じようなことを繰り返しているように思

うがどうか。 

事務局 この計画の前に伊賀市交通計画があり、その基本理念と同じである。この

部分は根本の思想のようなもので、今回の計画についても目指すところは一

緒である。 

部会員 要するに理念を持て、ということですね。分かりました。 

部会員 この部会は年に何回開催しているのか。 

事務局 昨年は１回だった。 

部会員 １回説明を聞いて、その後こちらの意見を通すチャンスがなかった。下部

組織としての位置づけで、地域の意見を聞く場とするなら、もう少し頻繁に

会議をするようお願いする。 

事務局 昨年は形成計画を作成するための最終案のご協議をいただいたと思う。計

画完成後、具体的な実施に向けて会議を開催するのが本来であるが、準備が

整わず開催が今になってしまった。今後はこちらも当然サポートしていくが、

実施へ向けて地域としてどのようにしていきたいのか話し合う場を頻繁に持

っていきたいと考えている。 

部会員 この地域部会は、地域で困っていることや要望をまとめてお願いする場と

捉えて良いか。 

事務局 それを踏まえて地域としてどうしていくかというところまで、この部会あ

るいは部会とは別の場を設けるなどのやり方で話し合いができたらと思って

いる。 

部会員 地域部会の役割はある程度分かったが、総論みたいな話ばかりしていても

仕方がない。もっと地域部会に期待されている部分があると思う。これから

説明していただく資料２の施策の中で、いがまちの地域部会としてどの部分

を担って、具体的に議論してほしいのかの説明をしていただきたい。数ある

施策の中でいがまちに特化したものを議論する等した方が良いと思うが、資

料２のどの部分を我々が担うのか教えてほしい。 

事務局 後段に関係してくるが、当地域に関わる部分に力点を置いたバス交通、行

政サービス巡回車や廃止代替バス、鉄道ではＪＲ関西線、草津線があるので、

それらを中心に捉えていただきたい。進行管理の総括表はかなりの施策数が

あるので、こちらに関係のある部分の説明をしていく。 

部会員 デマンド運行とは何か。 

事務局 バスの事例であれば、予約して動く形。今はまだない。 
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部会員 昨年もデマンドの話が出ていたが、伊賀市は絶対しないということだった

と思う。 

事務局 運行方法としては排除することもないが、デマンドは千差万別あって運行

の効率性を上げる意味では良い部分もある。のちほど詳しく説明する。 

部会員 地域部会ではなく市民を入れた場を作る必要がある。 

事務局 皆さんを集めたタウンミーティング形式もあるが、まずは地域部会で代表

の方によって方向性を決めてから具体的なことを決めていく。 

部会員 具体的になった時点で皆さんに知らしめる場が必要。 

事務局 必要に応じて対応する。 

 

３．報告事項 

伊賀市地域公共交通網形成計画の進捗状況について  

事務局から資料２に基づき説明 

部会員 いがまちに特化した部分の計画は具体的にどれにあたるのか。 

事務局 市全域で言えることでもあるが、６ページの施策番号５番が該当する。 

部会員 他にはどうか。 

事務局 施策番号３１番、３２番の地域運行バスやデマンド運行関係について、も

しこの地域で導入できるようであれば検討していただける範囲である。 

部会員 いがまちではやっていないが、具体的な地域が他でやっているということ

か。 

事務局 はい。これから検討していただくことになる。 

部会員 ということは、地域部会では既存バス路線の運行改善だけ具体的に検討し

たらいいのか。 

事務局 運行改善の手法として地域運行バスやデマンド交通がある。この地域でい

ろいろな課題があり、解決策を見出していく中で、こうした施策を当てはめ

ていく展開になる。 

部会員 計画はぼんやり書いてあるが、実態は非常に厳しい。いろいろやっても地

域に浸透せず、効果も出ず、課題も多い。できればいがまちの課題をピンポ

イントで議論する形で進めてほしい。例えば６ページの施策番号５番では平

成３０年度から実施となっているが、いがまち地域部会は具体的にどうした

らいいのか。 

事務局 後ほどいがまちの行政サービス巡回車の利用状況を報告するが、今の形で

は十分でないということであれば、今後どういう風に改善して、運行の仕組

みや体系を見直して実行していくかということになる。廃止代替バス柘植線

も同様である。施策５番についてはこちらだけの話ではなく、他の地域でも

起きていることである。 
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部会員 ８ページの施策番号３４番、駅のバリアフリー化の進捗度合いがＢ評価で

あるが、要望だけ行ってＢ評価とはどういう意味か。 

事務局 鉄道駅施設に自治体がお金を出す事例が多くなっているが、まずは鉄道事

業者で何とかしてもらうことになる。平成２７年度以前からも鉄道事業者に

駅設備の改善の提案や要望行っている。そういう意味で着手している評価と

した。しかし、目に見えた成果が上がっていないという意味ではまだまだで

ある。 

部会員 柘植駅を核とした公共交通のあり方検討委員会を立ち上げ、もっと行政に

言っていかないといけないということで会を重ねているが、なかなか進まな

い。そこを市がもっと援助していただくとか、協働でやっていただきたい。 

事務局 ＪＲ西日本近畿統括本部との話し合いの場でも柘植駅での取り組み内容を

伝え、評価をいただいたいる。拠点駅としてのトイレの改修等について協議

を進めている。ＩＣカードはようやく使えることになり、情報交換、意見交

換をしながら信頼関係を築いて良い方向に持っていきたい。これは続けてい

きたいと思っている。 

部会員 草津線は滋賀県と沿線自治体がお金を出して素晴らしいバリアフリーの駅

になっている。柘植駅では乗らない、降りないになっており、皆さん困って

いる。基準は１日３千人以上の乗降だそうだが難しいので、もう少し市に頑

張っていただいて良いアクションを起こしてもらいたい。市は伊賀鉄道への

支援はものすごくしているが。 

事務局 伊賀鉄道は廃線の危機に直面した背景がある。必ずしも草津線や関西本線

に力を入れてないわけではない。それぞれが良くなるよう力を尽くしている

ところであり、皆さんには一緒に力を合わせていただきたい。 

部会員 バスとの接続に住民は困っている。２、３年前まではバスは柘植駅まで行

っていたが、新堂駅止めとなり、１日６便走っている。なるべくなら本数を

増やすとか、中心市街地まで乗り入れることも含めてお願いしたい。 

伊賀市にいる４，２００人ほどの外国の方にも分かる多言語表記の時刻表

をお願いする。 

施策番号３５番について、交通弱者の人たちのためにもう少しこの施策を

考えてもらいたい。 

施策番号３４番のバリアフリー化の実施はできないとは思うが、検討くら

いはしていただきたいというのが、いがまちとしての要望である。 

事務局 今、公共交通の置かれた環境は非常に厳しい。交通事業者や行政では対応

に限界がある中で、地域の力を借りながらいろんな主体が関わってどういう

あり方が良いのか一緒になって考えていきたい。バスの市街地への直接乗り

入れも、いろんな制約があってできないことがあるので、できるにはどうす
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るかを一緒に考えたい。 

部会員 制約とは、路線バスと行政バスが同じ路線を走れないということか。 

事務局 路線を作るのに、交通事業者や関係団体が集まった法律で定められた合意

機関がある。そこで合意がないと運行できないが、路線が重複していると合

意に至らない可能性が高い。 

もしいがまち行政バスと廃止代替バスが同じ路線を走らせることになる

と、それぞれに市が運行費用を負担しているので二重になってしまうため、

どちらかに統一する必要がある。 

部会員 伊賀鉄道の廃線の危機の話が出たが、そのためにギャラリー列車や市の職

員が率先して乗っているのか。 

事務局 ギャラリー列車などのイベント列車は利用促進の意味合いが強い。 

部会員 その利用促進は一時的なものだと思う。実際に利用する人が増えてこない

といけない。伊賀鉄道は6,000万円の損失なのか。 

事務局 現状は市から6,000万の補助金と、残りを近鉄が補填している。圧倒的に近

鉄の補填が多い。 

部会員 伊賀鉄道を残す意味はあるのか。 

事務局 伊賀市内における鉄道ＪＲ、近鉄をつなぐ背骨的役割もある。伊賀鉄道利

用者の７割が学生である。こちらの地域からも上野地域の高校へ通学してい

る学生がいると思うが、伊賀線を利用して通学している学生は、１日平均

1,000人くらいいる。もし伊賀鉄道がなくなったらバスに転換となると思う

が、1,000人の学生をバスで運ぶとなると、一時的にかなりの台数が必要とな

るし、朝晩に集中して走らせる必要があり交通渋滞を引き起こすことや、定

時に走れないなどの支障があり、他に転換できない。鉄道を無くすことで地

域の資産価値が下がるのを防ぐための意味もある。 

部会員 鉄道を無くすことで資産価値が下がる試算は出しているのか。 

事務局 試算はしていないが、鉄道駅があるのとないとでは土地の価格も違ってく

る。 

部会員 私の集落は保育園も小学校も片道３キロある。送り迎えは個人的にそれぞ

れがしている。私の子供が小さい頃からずっとスクールバスを要望してきて

実現していないのに、伊賀鉄道に6,000万も7,000万も赤字を出しながら続け

ているというのは、なんとも割り切れない。 

部会員 この協議会は私の認識と違っていた。この部会で目指すところをまず説明

したらどうか。ここで何を議論して、いがまちの意見として協議会に上げて

いくことを説明したらどうか。要するに、伊賀鉄道にたくさんお金が要る、

行政バスも収支が取れないのでなんとか減らしていきたいということ。基本

的に各地域で部会を作って、地域の特色を話し合って１つの方向性を出し、
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全体の協議会でまとめていくということではないのか。ＪＲ、近鉄、伊賀鉄

道、三重交通、行政バスも全部あってこそ伊賀市の交通体系である。どれ１

つ欠けてもいけない。減らすのは苦しいが、なんとか予算の範囲内でやって

いきたいというのが行政。収支だけではいけない。そういう方向性では駄目

なのか。 

事務局 具体的な協議をこれから行っていく中で、まだ最初の段階なので全体的に

ばらけた感じになったが、今日をきっかけに第一歩ということでご理解いた

だきたい。順次協議事項を進めて、的を絞っていくようにする。 

 

４．協議事項 

 バス路線の現状と対応について 

 （１）市内バス路線の運行実績と評価について 

 （２）市内バス交通の課題と運行改善策について 

  事務局から資料３、資料４に基づき一括して説明 

事務局 資料の説明の補足として、路線別実績を地域の方に積極的にお示しするの

は初めてである。こういう状況になるのはなにか原因があるのだろうと思

う。いがまち行政サービス巡回車と廃止代替バス柘植線については、平成２

４年に同じような状況になっていたことから、支所振興課の尽力で皆さんと

協議しながら、見直し協議した経緯がある。 

買い物、通院ニーズが一番高く、それに合ったルートの見直しをしたが、

その後の経過を見ていると抜本的な改善に繋がらなかった。利用者が伸びな

いのは、現行の形態がふさわしくないのかもしれない。定時定路線ではない、

利用者のニーズに合った運行の仕方があると考え、いくつか改善策をお示し

した。今日結論が出るわけではないが、方向性を部会の議論の中で見出し、

部会とは別の勉強会などを作って詰めた協議ができたらと思う。 

部会員 議論しても埒があかない。早い話が、不採算のものは普通は廃止である。

しかし行政サイドとしては交通弱者を見捨てることはできない。できるだ 

けコストをかけず存続する方法となると、地域でできることを混ぜながらや

ってくださいということである。結論としてはペイできない。だからこれを

福祉と捉えた形で、デマンドでもやるべきではないか。 

いがまち行政サービス巡回車の平均乗車数１．４人、年間５，９７０人と

いうのはほとんど同じ人なのか、どういう人なのか。例えば買い物で乗って

いるのかなど実態調査のデータはあるのか。 

事務局 恐らく常連さんがお使いいただいていると思う。どういう行動パターンを

取って、どこを目的地としているかが重要である。 

部会員 運転手に聞いたら分かるのではないか。そういう調査をしなければ、この
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人数だけ見て言われても困る。延べ人数分析の中で２６年度は５，５４５人、

２７年度は５，９７０人と増えたが、具体的にどういう評価なのか。そうい

う分析をしないと数字だけ見ても分からない。時間帯やどこへ集中している

かを調査する必要があるのではないか。 

事務局 交通政策課として上野管内のバスを所管していて、１年に何回か乗り込み

調査をしてヒアリングをしている。どこからどこまでどういう目的で、どの

時間帯で乗り継いできたのかなど、そういうところから見えてくるものがた

くさんある。 

部会員 利用実態調査と書いてあるが、やっていない。 

事務局 支所にもこれからどんどんヒアリングしてほしいとお願いしている。 

部会員 資料４について、あまり固く枠にはめた考え方をせず柔軟に考えたらいい

のではないか。「利用者ニーズにあった運行改善策を考える」とあるが、さ

きほど他の委員の意見にもあったように、例えば壬生野地域で地域運行バス

をやろうとなったとき、小学校のスクールバスを使うとか、あるいはデマン

ドで柔軟に使えることにしておくなど、地域の実情に合った考え方にしたら

どうか。 

もうひとつは、試験的な走行をやっていかないと、机上の話では難しい。

例えば、少し予算をつけて３つのまち協でやるとか。 

資料４の３ページと５ページはいがまち管内の話ではないですよね。 

事務局 伊賀ではないです。 

部会員 一度阿山のほうでデマンドを検討すると聞いたが。 

事務局 ４年ほど前に話が出て協議いただいたが、時期尚早ではないか、まず行政

サービス巡回車のてこ入れからということで、見直し結果を見てから検討し

ようということになり、ちょうどその時期にさしかかっている。 

部会員 かつて新堂や佐那具駅で伊賀神戸駅まで切符を買おうとしたら売ってく

れないことがあったが、今はどうなのか。 

事務局 今もできない。 

部会員 伊賀鉄道になったらできるはずでは。柔軟に対応してほしい。 

事務局 通学定期では連絡定期券が発売されるようになった。 

部会員 都会ではどこでも行けるパスがある。そういうのを作ってもらうのも良い

と思う。 

事務局 ＩＣカードのことかと思うが、これを導入するにはかなりの投資が必要と

なる。 

部会員 近鉄、伊賀鉄道、ＪＲと市が一緒に会議をする場はあるのか。 

事務局 あります。 

部会員 伊賀鉄道は私が学生の頃、桑町茅町駅で乗っても上野市駅で乗り換えねば
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ならず不便と言う声があったが、今もそうなのか。 

事務局 はい。朝の通勤通学の時間帯にかなり直通は増えたが、近鉄とＪＲの連絡

の関係でどうしても市駅での運行系統が変わってしまうという部分がある。 

部会員 島ヶ原駅で上り列車が来る時まで２０分も待つ必要があり、ＪＲの上り下

りをうまく行き違いをしてくれたらいいが。 

事務局 昔は伊賀上野駅で行き違いをしていたが、今は草津線と接続させるために

基本的に柘植駅となっている。本数が１時間に１本なので、どちらに重きを

置くか。今のＪＲの考えでは柘植駅となっている。 

部会員 市駅から伊賀神戸駅までの所要時間は、車のほうが早い。準急のような電

車を走らせることはできないか。電車で大阪から伊賀に来て、忍者衣装を着

て市内の施設を回ったら何割引かするなど、商工会議所とタイアップすれば

伊賀のＰＲにもなるし、電車の利用にも繋がる。 

部会員 提案として今から言うことをこれから部会で揉んでもらいたく、事務局と

して整理していただきたい。 

資料３の実績を見ていると、いがまちと阿山の行政サービス巡回車の評価

が×で基準以下である。特にいがまちでは「利用実態とニーズに合っていな

い、運行形態を見直しが必要」と書かれているが、事業評価とサービス向上

の評価が低いのは現行のルートが悪いのではないか。利用者のニーズに合っ

ていないからこういう評価が出る。例えば、いがまちと阿山を統合して１本

大きい路線を共同運行して、他は個々にやるなど複合的なやり方を検討した

らどうか。実態調査によって一番利用の多いルートを作れば評価も上がると

思う。 

資料４には、運行改善の検討方法で２つの案が記載されているが、私は３

番目の案を考えてみた。資料の１つ目については最終的に減便か廃線が目に

見えている。２つ目についてはデマンドにすれば市の関与がなくなってしま

う。ＪＲや伊賀鉄道、三重交通などとの連携ができるのは伊賀市だけで、我々

だけでは事業者との連携が難しい。 

私が考えた３つ目の案は、実態調査をしてルートを検討し、乗り継ぎや時

間帯を見直し、新ルートでやっていく方法である。行政バスで足りない部分

はデマンドタクシーを使ってなんとか繋いでいけば利便性が向上する。今は

支所単位で完結しているが、壁を取り払ったルート作りをしなければならな

い。阿山といがまち、上野と島ヶ原、大山田と青山とで連携を取り合うなど、

もっと抜本的なルートを考えていけばどうか。 

部会員 総括の部分で免許証返納した方への対応項目があり、具体的なことが書か

れていないが、そこが重要な部分である。超高齢化社会をどう乗り切るか、

健康福祉部署と連携を取っていかなければならない。いがまちだけで年間
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２，４００万円使っているが、それを地域でもっと有効に使う方法について、

路線バスを白紙にするなども含め、再度見直す必要がある。私はデマンドタ

クシーが一番良いと思う。チケットを渡し、高齢者の外出を促せば認知症予

防にもなると思う。 

事務局 いろいろいただいたご意見をもとに、一緒に議論しながら、地域に一番合

った方法は何かを探っていけたらと思うので、そういうご提案は大歓迎であ

る。 

部会員 いずれにしても、先ほど出たような実態調査は必要である。 

事務局 運転手への聞き取りを参考にして、この１０月１日から改正を行うが、ま

た聞き取りをしてルートも含め一緒に考えていきたい。乗ったことがない方

にも一度乗っていただいてどういう部分が不便なのかを調査する。前回は通

院や買い物に合わせ、午前中２便でお昼に帰れる設定したが、あまり乗って

いただいてないようなので、啓発方法も考えていきたい。今後、支所を越え

たルートも考えていきたい。 

部会員 支所の枠を超えた画期的な新ルートについてどう考えるか。 

事務局 従前からも一部支所エリアを跨ぐ運行を行っており、人の動きに合わせた

ルートを一部で実施している。管内で縛られることはないと思う。 

部会員 これから我々で力を合わせていがまちの交通事情をより良くしていきた

いと思っているので、私たちが出した意見を行政で考えていただき、年に３、

４回は会合を持っていただきたいと思う。今日は有意義な会議だったと思

う。ありがとうございました。 

 

 

５．その他 

 バス路線見直しのスケジュールについて 

 事務局から資料５に基づき説明 

【質疑なし】 


