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平成２８年度第２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  平成２８年度第２回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２８年１０月１９日（水）午後３時から午後５時２０分まで   

■開催場所  伊賀市役所本庁２階第１委員会室  

■出席者（敬称略） 

【委員】 

伊豆原 浩二（愛知工業大学）、辻本 勝久（和歌山大学）、福嶌 博（近畿日本鉄

道（株））、榎本 方士（伊賀鉄道（株））、仲 範和（三重交通（株））、前田 敦

志（三重県タクシー協会伊賀支部）、岩崎 彰（伊賀建設事務所）、宮﨑 利章（伊

賀警察署）、土手 一彦（市民公募）、廣島 悦子（市民公募）、町井 淳志（市民

公募）、小出 和仁（中部運輸局三重運輸支局）、冨永 健太郎（三重県地域連携部

交通政策課）、福岡 政憲（布引地域住民自治協議会）、川上 善幸（いが移動送迎

連絡会）、藤岡 淳次（伊賀市企画振興部長） 

【オブザーバー】 

宮川 高彰（中部運輸局鉄道部計画課） 

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

交通政策課 森課長、福西主査、稲森主査、山岡主任、杉浦  

【支所】 

伊賀支所振興課 中原課長、島ヶ原支所 風早支所長兼振興課長、阿山支所振興課  

藤林課長、大山田支所振興課 喜多田副参事、青山支所振興課 澤田課長、大岡主幹 

■傍聴人：０人 

 

■会議概要 

１．開会 

 交通政策課長 森  

 

会長あいさつ 

会長 伊賀市における公共交通、特にバスの関係については、随分前からいろい

ろ議論いただいており、事情はいろいろあると思うが、利用状況が伸び悩ん

でいる状況である。 

本日の議題は、ひとつはバス路線の改善に対してのチェックの仕方につい

て、伊賀市交通計画を立案した平成２３年に作ったものがちょっと実状に合

わなくなってきていることから、チェックの方法を少し変えてみてはどうか

ということである。これについては本日全て決めてしまうということではな

いので、ぜひ忌憚のないご意見をいただいて、できるだけ早くチェック方法

を確立していきたい。 
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それともうひとつ大きなテーマは、前回の協議会でも議論いただいた、伊

賀線の鉄道事業再構築実施計画案についてである。これは来年の４月から実

施していこうということで進めていただいているが、そうなると感覚的には

来年早々には国の認定をもらわないと事業展開ができないだろうと思う。そ

うするとタイトなスケジュールの中で、皆さんに議論いただく時間も少なく

なると思うが、できれば今年中くらいにチェックしていただき、国に申請で

きればと思うので、この場では、あまり肩書にこだわらずに意見と知恵を出

し合っていただきたい。 

 

・事務局から、所属組織内の人事異動等に伴う委員の交代について報告。 

（新たに就任された委員） 

  前田 敦志（一般社団法人三重県タクシー協会伊賀支部長） 

  伊藤 光明（国土交通省中部運輸局交通政策部交通企画課長） 

 

 

２．協議事項 

（１）伊賀線鉄道事業再構築実施計画（案）について 

事務局から資料１に基づき説明。 

委員 １点目は、９ページの収支計画案の収入について、定期外収入が初年度か

ら２年目にかけて増収となり、その後は増減なしとなっているが、何らかの

施策により毎年少しずつ増えるようなシミュレーションにはならないのか。 

２点目は、通勤定期について、２年目から４年目にかけて伸びているが、

何か集中的な対策をするのか。 

３点目は市役所が移転する前提で県職員にも乗っていただくことを考え

ておられるようだが、もし市役所移転の件がひっくり返ったらどうなるの

か。市役所の移転にとらわれずに今計画している新駅を造って定期外を伸ば

す具体的な方策はあるのか。 

事務局  １点目の定期外が初年度から２年目にかけて上がっているという点につ

いては、主な要因として、資料10ページの定期外収入の欄にも記載している

とおり、新駅整備による需要増を挙げている。収支計画では、新駅設置に伴

う平成30年度の12,237千円をベースに、人口動態の伸び率を加味して計上し

ており、平成29年度末の開業に向け現在進めていることから、需要増の影響

は平成30年度から発生すると考えている。 

 ２点目の通勤定期についても、新駅整備による新規需要を見込んだもので

ある。またその他の利用促進策による通勤利用の増加も見込んでいる。 

委員  新駅について、現在の計画地に整備する前提で数字を挙げていると思う

が、新駅を整備するに当たって、マックスバリュさんの経費負担について、
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どのような話になっているのか。 

事務局  マックスバリュの店舗展開をしているイオンタウンさんとの協議の中で

は、新駅に対する期待は持っていただいており、我々として、何らか連携し

て協力いただけることはないか、お願いしているところである。 

駅に対して直接会社側が投資するということは今のところ考えられてい

ないが、例えば店舗の駐車場をパークアンドライド用駐車場として利活用さ

せていただくことや、イオンタウンさんからの提案として、四十九地域の中

で隠れた観光資源的なものを発掘するウォークイベントなど、まちづくりの

観点から協力することも面白い、といったこともおっしゃっていただいてい

る。 

ネーミングライツでの協力などもお願いしており、まだ明確な回答はいた

だけていないが、協力の姿勢をとっていただけるという感触は得ている。 

委員  皆さんもご存知のとおり、マックスバリュさんは無料お買い物バスを走ら

せており、そちらへはかなり力を入れているが、公共交通の側への注力につ

いては感覚的にあまり期待が持てないので、せっかく駅ができるのだから、

もう少しプッシュしていただいたらどうかと思う。 

また、資料12ページの主な工事内容の経費内訳がわかれば教えていただき

たい。 

事務局  すぐに出ないので後ほど報告させていただきます。 

委員  資料10ページの中で、１点目は、定期外収入のインバウンドの需要の取り

込みについて、年間1,000人ということは、１日３人くらいの計算になるが、

インバウンドで具体的にどれくらいの伸びを想定されているのか。というの

は、国の方で、2015年の2,000万人を2020年で4,000万人に倍増というような

計画もある中で、ちょっと抑え過ぎではないか。もう少し積極的な姿勢があ

っても良いのではないか。例えば京都から伊賀へのバス路線もできたという

ことで、世界の観光都市のランキングでも上位の京都からどのように伊賀へ

取り込んでくるのか等、もう少し大きな視点があっても良いと思う。 

 ２点目は、費用について、人件費をかなり抑える計画となっており、非正

規社員への置き換えと書かれているが、今、政府でも経済界でも同一労働、

同一賃金というような待遇の改善に力を入れている。そういう動きが今後本

格的になってきたときに、非正規社員への置き換えといったことを前面に出

すようなスキームで果たして上手くいくのか心配である。 

事務局  １点目のインバウンドの需要の取り込みの数字について、資料に記載して

いる1,000人は、団体利用での需要を見込んでいるものである。 

現在でも伊賀鉄道では、観光協会さんと美杉の宿泊施設との連携で忍者パ

ックというツアーを組んでいただいており、旅行会社と提携して、バスで猪

田道駅へ着けて上野市駅まで乗っていただくツアーを実施している。 
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そういった利用者を今後も増やすという見込みで1,000人ということにし

ており、個人の旅行者はなかなかカウントできないので、別途、定期外収入

のベースというところで考えている。 

ご指摘いただいた政府の方針で、日本全体で今の倍くらいインバウンドを

増やすといったところについても、今後、例えば多言語案内を整備するとか、

伊賀市へも観光で来ていただけるよう、伊賀鉄道と連携して取り組みたい。 

人件費の関係については、平成19年から伊賀鉄道の方で取り組んでいただ

いている。当時は近鉄からの出向社員がほとんどであったものが、この９年、

10年で段階的に人件費の少ない非正規社員（近鉄OB）への置き換えを進めて

おり、来年度以降それをさらに推進していくということと、地元を中心とし

た自社採用社員を増やすことによって、地域密着型の企業として運営してい

くことが計画のひとつの趣旨である。 

議長  インバウンドで年間26万円を計上していることは良いが、わが国の方針と

いうものを考えたときに、この程度の数字で良しとするのかどうかの話であ

る。最低限はこれだけだが、本当はもう少し見たいものがあるとか、そうい

う表現はできませんか、ということだと思う。 

 非正規社員の件にしても、委員がおっしゃるのは、非正規社員の雇用が問

題視されている中で、人件費の説明の一番最初に非正規社員等への置き換え

が出てくるのは、決して良いことではないのでは、というご指摘だと思う。 

 やろうとしていることの意思はどうしてもこういう部分に出てしまうの

で、それで本当に良いのかということである。 

事務局  中身を大きく変えるということではないが、書き方で印象が大きく違って

くる部分もある、表記の仕方も含めて配慮したい。 

議長  これで国へ出していくのであれば、伊賀市としての考え方をきちんと出し

た上で、こういう努力をします、ということを書く必要がある。 

委員  インバウンドで伸びしろが出てきているので、やはりもう少し伸びていく

ようなシミュレーションにすべきではないか。インバウンドのブームが終わ

ったときにリピーターを確保する糧ともなると思うので、定期外については

一定ではなく、もう少し数字を階段状に上げていくように描く方が良いので

はないか。 

委員  インバウンドの数字について、事実を補足させていただきたい。例えば、

先ほど事務局からも説明があった忍者パックについて、イメージ的にはだい

たいバス１台、30～40人が団体で来ている。 

これは平成25年度からスタートしているが、25年度当初は1,200人だった。

約30人くらいがバスで来て、そのまま鉄道に乗っていただき、市駅で降りて、

忍者博物館と忍者衣裳に着替えて楽しんでいただくツアーである。その後、

26年度は2,000人に増えた。27年度は横ばいの2,000人という状況であるが、
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計画に書いてあるのはそれよりもさらに1,000人増を見込んでいる。これは

増加率で考えれば結構なものであるが、国が掲げている目標からすると、母

数的にも確かに見劣りはするものの、現実的に、伊賀の忍者資源を目当てに

来られる方で電車をご利用いただく方の割合を考慮した数字としている。 

シミュレーション上、できないものをできますと書くのは厳しいが、最低

限これだけは確保して、さらに上積みできるよう努力する必要があると考え

ている。 

議長  それをどう見るかということだと思う。これが駄目というわけではなく、

今日の説明上、こうなっているという話であれば、もう少し希望を持って上

を向いた方が良いのではないかという、委員の皆さんのご意見だと思う。 

 再構築実施計画書の中で求められる数値の精度はどのくらいのものなの

か。 

事務局  現状として、数字は日々動いている部分もある。最終的には本申請までに

は数字を固めることになるが、やはり再構築事業は二種側の収支改善を図る

必要があるので、現在は８年目から黒字化となっているが、これが少しでも

良くなるような形にもっていきたいと考えており、事業者ともう少し詰め

て、伸ばせる部分は反映していきたい。 

委員  人件費について、資料の書きぶりはいきなり非正規社員が出てきて、政府

が進めている、同一労働同一賃金の原則で果たしてコストが下がるのかなど

のご意見があったが、非正規社員は60歳以上の高齢者の雇用を推進してい

る。近鉄を退職した運転技能を持った方や、鉄道に愛着を持った方をできる

だけ地元で採用できれば、安全も担保できるし、人件費も削減できるので、

そういったことを進めていきたいという意図である。ある意味では高齢者の

雇用にも貢献できるものと読み取っていただければと思う。 

委員  意味は理解したが、今後、政府が非正規社員の対応に本腰を入れてきたと

きに影響が出てくる可能性がある。この計画でそこまで考える必要はないか

も知れないが、そういうことは念頭に置いておく必要があると思う。 

委員  最低賃金もどんどん上昇傾向にあり、人件費という観点から言えば、かな

り厳しい状況になると思う。 

委員  資料５ページ右側の地図について、普通に見ると新しい線路でも作る予定

なのか。 

事務局  この図は伊賀市都市マスタープランからの引用である。資料が不鮮明で申

し訳ないが、太い線は道路計画である。特に線路を敷くということではない。 

事務局  先ほど委員からご質問いただいた、資料12ページの主な工事内容の経費内

訳について、まくら木交換で約2,700万円、橋梁補修工事で約2,000万円、市

駅の耐震工事詳細設計で約700万円、駅舎補修工事で約540万円である。その

他の工事も含めて、約112百万円の積み増しとなっている。 
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委員  伊賀鉄道の踏切について、待っていると右から来るのか左から来るのかわ

からない。車椅子で踏み切りを渡るときに前の車輪が抜けなくなって危ない

ときが実際にあったと、危ない目にあった本人から聞いた。電車が来る方向

の表示を設置するには相当経費がかかるものなのか。主要なところだけでも

設置できるのか。 

委員  おっしゃっているのは、どちらから来るか、矢印の表示がないということ

か。 

委員  そう。 

委員  表示はあると思うが。 

委員   無いところが結構多い。 

委員  また確認するが、警報機の下に表示があると思う。 

委員  確かに無い所がある。 

委員  踏み切りは全部で54箇所あるが、うち53箇所で非常用の押しボタン装置が

付いている。 

委員  押しボタンは良いが、矢印の表示について、危ない思いをした本人から確

認を求められているので質問した。どれくらい費用がかかるかわからない

が、せめて大きなところだけでも可能なら検討していただきたい。 

委員  一度調査します。 

議長  54箇所中、１箇所が付いていないとのことであるが、絶対全部付けるべき

で、そちらの方が問題である。その辺りは再構築実施計画の安全性の向上の

部分で配慮する必要があると思う。 

事務局  ４月から市も鉄道事業者の一人となるということで、今の話もそういう目

線で普段から確認していく必要性を痛感した。実際に装置を取り付けたりす

るのは専門家に任せることになるが、しっかり目配りをしていくということ

で、気をつけたい。 

議長  これは補助対象になるのか。 

委員  なります。 

議長  安全性の向上はまず優先的に講じられるべきものであると思うので、ぜひ

お願いしたい。 

議長  本日いただいたご意見に対する部分は事務局でもう少し整理していただ

くことを前提に、スケジュール的にはぎりぎりのところへきているので、大

きな内容としてはこれでご承認いただきたい。 

【承認】 
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（２）既存バス路線の運行改善に係るバス路線見直し手順の修正について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

委員 この見直し手順は以前からずっと見ている。地域部会の概要も全て読ませ

てもらって、デマンドの話もかなり出てきている。ただ、なかなか手順のと

おり進まないのが現状である。いろいろ段取りもあると思うが、特に自治協

くらいの単位で、何とかしなければということで既に動き出しており、私も

相談を受けたりもしている。とにかく早く第一歩を踏み出すことをお願いし

たい。 

事務局  地域部会でも深刻な課題として認識いただき、早期改善の声をいただいて

いる。行政側からしても、財政の厳しい中で、過度に行政コストをかけられ

ないという現実もある。そんな中で、この手順は既存運行の改善と同時並行

で見直しをかけている。 

従前の見直し手順に照らしてもご覧のような実態であり、形成計画の中で

もニーズと実態に合った改善をしていく旨、謳っているので、地域の方にも

そのことをお伝えし、一緒に改善方法を探っていきましょうという話をして

いるところである。 

委員  ひとつ恐いのは、地域でいろいろな送迎方法を考えていて、無償運行を考

えている地域もある。それを続けていくのはおそらく難しいと思うが、安全

性が確保されなくなり、事故が起きるといったことがあってはならない。制

度としてこういうものができます、伊賀市としてこんな支援をします、とい

うことを早めに地域へ示してあげてほしい。 

事務局  無償運行の件については、市内ではお買い物バスの事例も拡大傾向にある

中で、自治組織としてそうした運行を考えたいという相談も受けている。 

ただ、懸念されているように法の規制がかからない部分があることから、

これの取扱いについて市としても悩んでおり、運輸支局さんへも情報共有や

相談をさせていただいているところである。 

相談があった際には課題や懸念についてもお話させていただき、慎重に考

えていただくよう、お伝えしている状況である。 

議長 いろいろな考え方があり、無償が良い、悪いではなく、本当にそれが持続

可能な方法なのか、しっかりみんなで議論する必要がある。有償なら継続が

可能なのか、無償でも可能なのか、考えていかなければならない。 

地域の将来をどうするかをみんなで共有し、その中で、地域でそうしたサ

ービス展開ができるのかどうか、バスをはじめとする移動のサービスは、そ

の地域での生活を良くするために展開するものであるはず。手段の方ばかり

にとらわれると、目的が見えなくなる。 

どういう地域を作るからこういうしくみを作ります、という議論にならな

いと本末転倒になりかねない。地域でそういう議論をするためのサポートを
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ぜひしていただきたい。 

見直し手順も、なぜこんなものを作るかというと、悪くするためではなく、

良くするためである。その中で、地域の皆さんから見たときに、どういうし

くみを作っていけばもっと上手くできるのか、整理していく必要がある。 

今日、別のところでも話していたのだが、利用が増えれば赤字が少なくな

る。赤字が少なくなれば行政の公的な負担が少なくなる。公的な負担が少な

くなれば他の事業に回せるお金が出てくる。また、サービスを充実させるこ

ともできる。その辺りをきちんと住民の皆さんに説明することが大変重要で

ある。 

収支率が悪くなれば、ただでも変わらないのではないかと言う議論になり

がちだが、将来的に考えたときに、本当にそれで良いのか、そこをみんなで

考える必要がある。道路運送法の範囲内、範囲外という話ではなく、皆さん

の生活レベルを上げるための方策として本当に良い方法なのかを議論しな

いと、単に方法論で終わってしまう。 

委員  資料５ページの行政サービス巡回車の過去５年間の利用者数を見ると、い

がまちだけ大幅に減っていて、阿山はそれほど変わっていない。大山田は逆

に増えているが、その辺はどういった影響によるものなのか。 

 また、いがまちと阿山の市負担額が高額なことから、これらを省いて基準

値を算出した方が良いのではないかという案も記載されているが、これらの

路線は距離が長いために負担額が高額となっているのか。だとすると、現在

の運行体系に問題があるとも考えられるので、例えばいがまちであれば柘植

駅に行ったほうが良いのであれば、何も支所へ行かなくてもよいのではない

かといった考え方も出てくると思う。いがまち、阿山を省くに当たって、何

かそういった考えがあって別扱いとするのか。 

事務局 行政バスによって利用者の増減に違いがある点については、大山田行政サ

ービス巡回車については、近年、スクールの混乗があるので、それが利用者

数を押し上げる要因となっていると推測する。 

いがまち、阿山については、３年ほど前に一度大きな見直しをしたが、な

かなか効果が現れていないことが原因かと思う。また、一人当たりのコスト

が高額になっているのは、地域の特性もあり、実車走行距離が非常に長いこ

とが原因と考えられる。また、以前は市直営で運行していたが、安全面等も

考慮した中で、平成25年から運行委託に切り替えたため、費用が増えている。 

これら２つの行政サービス巡回車を特別扱いする件については、考え方と

して、他と比べて突出していることから、これらも含めて平均値を求めるこ

とはふさわしくないのではないかという議論があったことから、この部分は

要協議ということで、今回は２つの案を提案させていただいている。 

当然、こうした考え方自体が適切ではないという見方もあると思うので、
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改善していく中では、定時定路線に縛られない運行の仕組みも検討していく

必要があると考えている。 

委員 資料の中で要協議となっている基準値設定に係る別案について、まず確認

したいのは、１ページで、地域アクセスバスの市の負担額が1,141.5円に対

し、基準値が1,000円以下となっているが、準基幹バスの方は528.1円に対し

500円以下となっている。また２ページの別案では940.8円に対して900円と

なっている。こうして見ると、1,141.5円に対しては1,100円以下になるので

はないか。 

また、別案のような考え方も無くはないと思うが、いがまち、阿山のみ特

別な背景があるのであればともかく、なるべく例外は作らないほうが良いと

思う。 

それと基準値はできるだけわかりやすい方が良いと思う。そういう意味で

は500円、1,000円も有りかと思う。 

また、今回の見直し手順では、地域側の役割が増す方向に改正されている

が、市として地域の取り組みを支援するような制度がセットになっている必

要があるのではないかと思う。では具体的にそれを手順の中にどう盛り込む

のかを考えると、地域アクセスバスの手順の中で「公共交通利用不便地区と

しての対応検討」とあるが、そこへ「市のサポートのもとで」とか、「市の

助言のもとで」などの文言を入れておくことで、地域にもきちんと意図が伝

わるのではないかと思う。 

事務局 地域アクセスバスの基準値の設定の仕方については、数字の切り方の話に

なるが、少し大きくラインを引いてしまっているということで、ひとつは分

かりやすさということもあるが、いがまち、阿山の行政サービス巡回車が平

均値を押し上げている部分もあることから、ここは少し辛めに線を引いたも

ので、これによって返って分かりやすい数字になったと考えている。 

行政のサポートについては、地域部会の中でも、地域主体で考えていただ

きたいという話はしているが、当然、市として持っている情報やノウハウを

提供して、一緒に考えていく姿勢である。 

見直し手順の中ではそこまで書ききれていないが、ご指摘いただいた文言

を書き加えることで、その部分を補いたい。 

委員 見直し手順の中で新たな基準を設ける点については理解できるが、資料５

ページの数字について、私どもも道路管理者としていろいろな数値を公表し

ている。 

そんな中で、私ならこの数字には疑問を投げかける。というのは、528円

に対して500円であれば、1,141円に対してはやはり1,100円とすべきだと思

う。いわゆる数値丸めの仕方が統一されていないという指摘が一般の方から

あった場合、説明できないのではないか。 
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この数字は最終的には見直し基準に影響するものであり、差額の100円が

後々大きく影響してくる恐れがある。路線廃止をしないという観点からすれ

ば高い方が良いということを踏まえると、果たして1,000円で良いのか。 

また、５ページの表で、ただ単に数字だけの平均値というとらえ方をする

のであれば、第１案の単なる平均で良いと思う。我々も雨量データなどでは、

確率処理をして公表しているが、その場合の異常値について、定性的な言い

方をすると、何をもって異常値とするのか、批判を受ける。 

１人あたり市負担額2,000円、3,000円という数字は明らかに高いので異常

値には違いないと思うが、その定義をはっきりさせておかないと後で説明に

困ることになる。 

我々がよく用いる手法は、まず平均値をとって、その平均値の例えば３割

を超えた数値を異常値とするとか、そういう定量的な数字を設定して、そこ

からはみ出たものは異常値として処理している。さらに、異常値には下限と

いうものがあり、ここで言うと、例えば月瀬線はおそらく下限値を下回って

いると考えられる。ここでは上限値のみを視野に入れているが、そういう意

味では下限値は考えなくても良いのかということが、この資料を見てまず感

じたところである。 

行政として数字を出していくに当たっては、当然説明責任が発生するの

で、理由付けはしっかり整理しておいた方が良いと思う。 

事務局 ただ今のご意見は非常に参考になった。公表していくに当たっては、しっ

かり説明できるだけの根拠を整理したい。 

委員 これはお願いになるが、来年の３月に道路交通法が改正となり、75歳以上

の方が、今の免許更新の時よりもさらに厳しく認知機能検査を受けなければ

ならなくなる。 

ということは、現在でも高齢者の免許返納は多いが、今後さらに増えると

考えられる。免許を返納いただいたら事故も減るという意味では良いのだ

が、その代替案としては、やはりバス、鉄道が必要となる。 

警察としても、公共交通にこんな利便性があるので免許を返納いただいて

も大丈夫ですよ、と言いやすいので、地域が主体となって移動手段が確保で

きるような制度をできるだけ早く作っていただいて、できるだけ安価で利用

できるようにしてもらった方が、安全管理者の立場からすれば事故も減らせ

るし、利便性も上がると思うので、その点についてぜひお願いしたい。 

議長 免許返納者へのサービス展開は今後大きな課題になると思う。一番怖いの

は外出の機会が減ること。そこをどのように見るか。交通だけではなく、福

祉的な視点も含め、他の部局も交えて行政全体で議論していく必要がある。

免許返納者に対し、現在の公共交通だけで十分かと言えば、やはりつらい部

分があると思う。 
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それと、見直し手順をどう使うかを住民の皆さんと議論する必要がある。

見直し手順は路線を切る材料ではない。みんなで考えるときに、ひとつの基

準で整理し、どこへどうメスを入れていくのか。基準をクリアしているから

といってメスを入れないということではない。クリアしても利用促進や利用

実態、ニーズに基づく改善を行い、クリアできなかった場合にはもう少しし

っかりメスを入れて、改善を考えながらやっていきましょうという話であ

る。 

基準として数値を出さざるを得ない部分はあるが、この数値をもって路線

を切る、切らないという話をするのならおっしゃるとおりだが、この使い方

をどうするかの議論はしておく必要がある。 

先ほど委員からご意見いただいた平均値の取り方の件についてもそのと

おりで、片方が2,900円、片方が700円で平均値で良いのかと言われればその

とおりである。 

今回の提案は、我々としてひとつの目安を作るとこうなる、というもので

ある。これは廃止代替でも同じで、予野線が1,000円、月瀬線が200円、５倍

も違うものが平均値なのか、平均とは何だろうという話になる。 

私たちはここで統計的な処理をするのか、どこで線を引いてチェックする

のか、要は見直し手順の使い方をどうするかを整理しておかなければならな

い。 

今回の提案はこれまでの収支率と平均乗車密度、平均乗車人数の基準に、

乗客１人当たりの市負担額という基準を加えようということだが、これは考

え方なので、必ずしもどれが正解ということではない。 

なぜこんなことを言うかというと、例えばいがまちと阿山の行政サービス

巡回車について、委託と直営で経常経費が大幅に違ってくる。同じ行政サー

ビス巡回車でも他と比べると経費に大きな差があるので、その辺りも考慮し

て基準を設定する必要がある。 

今回、乗客１人当たりの市負担額を基準に加えるのはどういう意図による

ものか。 

事務局 いろいろな事情があるにしても、ばらつきがかなり大きいため、公平性の

観点から、均一にはならないとしても、一定の基準にできるだけ近づけてい

かなければ不公平となるのではないかというところである。 

それと、年々コスト高になっている傾向もできるだけ抑えていく必要があ

ると考えている。 

現在の形だけではなく、別の仕組みも採り入れて考えていく際のきっかけ

としていきたいと考えている。 

議長 大変苦しい胸の内を話されたと思うが、これはあくまでチェックの基準

で、利用者側からのチェックは乗車人数、行政サービスを提供する側からす
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ると収支率ということになるが、収支率だけではどうしても路線ごとのチェ

ックがしにくいということで、さらにもうひとつチェックの基準を設けたい

ということで、利用者１人あたりの公的な負担額をチェックしていきたいと

いうことだと思う。 

委員 説明を聞いていて、確かに乗客１人当たりの市負担額で見た方がインパク

トがある。これを横並びで見るのはなかなか難しい面もあるが、なぜいがま

ちと阿山がこんなに高いのか、説明が必要だと思う。 

市負担額についてもいきなり負担額はいくら、というのではなく、その算

出方法や、直営から委託に変えたことで経費が増えて市負担額についても高

額になっているとか、輸送人員が増えれば減っていくとか、その辺のわかり

やすい説明を入れたほうが良いのではないかと思う。 

事務局 その辺りの説明はきちんと付けて、解説を入れる等の対応をしたい。 

議長 今回、この内容で承認とする訳にはいかないと思うので、ご意見のあった

部分を整理して、これをどう使っていくか、もう少し検討いただきたい。 

これを使って地域の皆さんとどういう改善の議論をしていくか、その仕組

みを検討いただきたい。 

見直し手順の流れが駄目というのではなく、むしろこうした手順が必要で

あることは委員の皆さんも承知のことと思うので、ぜひよろしくお願いした

い。 

【継続協議】 

 

 

３．報告事項 

 地域部会における協議状況について 

 事務局から資料３、資料３－１に基づき説明。 

議長 地域ごとに事情が異なっているというのは資料やデータからもわかると

おりだが、やはり地域の皆さんと話をするというのは基本だと思う。ぜひ情

報交換の場をたくさん設けていただきたい。 

 

 

４．その他 

 事務局、委員からその他事項について口頭説明。 

事務局 伊賀線新駅整備事業の現状について、去る６月１日開催の第１回活性化再

生協議会で委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、市として再度検討

した結果、実施計画修正案を協議会会長及び市長にご確認いただき、その結

果を6月15日付けで委員の皆様にも送付させていただいた。 

仕様変更の内容としては、出入口となるスロープの一部に屋根と壁を設置
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し、風除けや溜りを造ることで利用者に不便のないようにしていくこととし

ている。 

構造については変更なしで実施設計を進めている。 

事業費については、中部運輸局様より、車両改良費用が補助対象外となる

旨、連絡があったことから、事業費が1億9千3百71万4千円から1,508万2千円

の減となる、1億7千8百63万2千円に変更となった。 

なお、補助対象外となった車両改良については、別メニューの補助事業で

進められるよう、要望している。 

当事業については、現在、国土交通省において来年度予算の概算要望につ

いて、財務省との折衝を進めていただいている。 

今後、国土交通省との協議を行っていく上で整備計画の変更が生じた場合

には、本協議会にお諮りするのが本意だが、随時協議会を開催することが困

難なため、協議会会長に一任いただき、内容を確認していただいた上で、委

員の皆様にご報告させていただく形で進めたいのでご了解いただきたい。 

委員 先ほどの踏切に関するご質問について、伊賀線の踏切の方向矢印について

は、基本的に単線については設置義務がないので、単線踏切には設置してい

ないが、複線踏切（猪田道から上野市駅方向に出たところの桑町８号踏切と、

JR関西本線との並走区間の伊賀上野１号踏切）では、線路が複数あり、どち

らの線路に電車が通るかわからないため、昔、遮断機がなかった頃からの規

則の経緯で、矢印表示をしている。 

ただ、単線踏切では必ず線路のどちらかから電車が来るので、来る方向に

走って防護というのは危険である。何かあった場合は速やかに押しボタン装

置を押していただきたい。 

押しボタン装置のない１箇所は、市部駅のホームのすぐ横にある猪田道６

号踏切で、運輸局への鉄道施設届出上の扱いは普通の踏切だが、実質的には

構内通路で、必ず市部駅に停車することから、この踏切のみ押しボタンが付

いていない。 

委員 先ほど押しボタン装置設置に係る補助金の話があったが、過剰設備なら補

助対象外だが、設置するとなれば、またご相談させていただきたい。 

議長 安全の向上に係る対応については事務局の方でも少し整理いただきたい。 

 

 


