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資料１ 

住民懇談会 －伊賀鉄道伊賀線の維持存続について－ 

開 催 概 要 

開 催 日 場  所 参加者数 

２月２５日（水） 青山福祉センター 研修室 ５８名 

２月２６日（木） 阿山保健福祉センター ホール ３２名 

２月２７日（金） 大山田農村環境改善センター ホール ３５名 

３月 ２日（月） いがまち公民館 ホール ３８名 

３月 ３日（火） 島ヶ原会館 ふれあいホール ２５名 

３月 ５日（木） ゆめぽりすセンター２階 大研修室 ３４名 

３月 ９日（月） ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室 ６１名 

合   計 ２８３名 

○「伊賀市地域公共交通網形成計画（素案）について」とあわせて説明および意見交換を実施。 

○参加者に「ご意見記入用紙」を配布。３月１３日（金）までＦＡＸやメール等で受付。 

      ※伊賀線に関する意見・質問 

         ≪会場でいただいた件数≫   ３４件 

         ≪意見記入用紙受付件数≫   １９件 

                    計   ５３件 
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◎住民懇談会での意見および意見用紙の内容について 

２月２５日（水）青山福祉センター  参加者 ５８名 

 意見・質問等 回  答 

1 

・朝夕の通勤・通学時以外は間引き運転も必要ではないか。 

・沿線地域の企業等に勤めている人に伊賀線を利用してもらい、

各企業等が駅まで送迎する。協力いただいた企業には何らかのメ

リットが出る仕組みを作って通勤利用を増やしてはどうか。 

・朝夕と日中の利用状況は全く違うので、間引き運転の検討も必要と

思います。 

・企業とのコラボとして、パークアンドライドで最寄の駅まで企業に

迎えに来ていただくのが一番良いと思います。 

・利用客を増やすためには、さらなる企業の誘致なども考えていく必

要があります。 

2 

・現在市民１人あたり 700 円の負担が公有民営化すれば 3,000

円となり、かなりのものだと感じている。 

・伊賀線の存続は重要だと思うが、経費節減、また、銀座通りの

南北交通の緩和の観点から、北側のバス転換を検討してはどうか。 

・将来の中心市街地の活性化なども含めた長期的、複合的な視点

から検討され、存続することを望む。 

・一番の課題は人件費です。現在は近鉄からの出向社員が多くいるが、

人件費の適正化のためには、プロパー社員に変えていくことが必要と

考えています。 

3 

・バリアフリーができていないところがある。エレベーターやエ

スカレーターは費用がかかるが、スロープの設置など、ユニバー

サルデザインの観点で考えていただきたい。 

・できれば H29 年度の公有民営化までに、現在の体制の中でできる

ところは整えていただけるよう、しっかり要望していきたいと考えて

います。 

4 

・伊賀線の危機を訴えているが、市職員の通勤に伊賀鉄道を利用

することは考えているのか。 

・各事業所が通勤に利用するにあたり、赤字補てんの 6,000万円

を企業に補てんするという方策も考えられるのではないか。 

・現在は、庁舎分散化で利用しづらい面もありますが、３ヶ月間の公

共交通利用促進強化月間の取り組みなどを行っています。 

・乗車券、定期券の購入をしている方に直接補助するということは今

後検討していく必要もあると考えますが、現時点で企業に補てんする

ということは考えていません。 

 【意見用紙】  

5 
・伊賀鉄道に新駅設置をという声があるとのニュースを見て感じ

たこと。イオンタウンに行ったが楽しくない。例えばブックスア

・新駅設置を検討している地域については、伊賀市本庁舎移転地や市

民病院などがある、伊賀市が目指す行政機能集約地であり、商業施設
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ルデのような大型書、大面積本屋があったらもっと立ち寄りやす

いと思う。TSUTAYA などを入れるならここが良いのではない

か。 

等もあることから、新たな需要を掘り起こすべく、新駅設置に向けた

調査に取りかかったところです。 

6 

①市職員の通勤利用を考える。 

②各駅前に無料駐車場を確保、設置。 

③事業所が通勤に伊賀鉄道利用することに関して、補助制度の確

立。（赤字対策として 6千万円投入） 

①現在では、１年のうち３ヶ月間を公共交通利用促進期間として通勤

での公共交通利用を呼びかけています。体制移行に限らず、今後さら

に市職員の利用増加に向け、取組み強化を検討していきます。 

②現在は、市部駅に無料のパークアンドライド用駐車場を整備しご利

用いただいています。駐車場整備には用地が必要であり、全ての駅で

の実施は困難と考えますが、利便性向上のためのハード整備も必要と

考えています。 

③現時点で企業等に対して補てんするということは考えていません

が、通勤利用などの呼びかけは必要と考えています。 

7 

①公有民営方式により存続をお願いする。車社会の中で鉄道の利

用は時間的な余裕も必要となり、朝の出勤や通学時間帯に集中し

てしまうということもあり、車両の増設が必要。 

②各企業経営上無理かも分からないが、充分理解していただき、

存続のための協力金をお願いできないか。 

①伊賀線は１編成２両で運行していますが、これを３両にするとなる

と、ホームの長さが足りない、信号など設備変更の必要があるなどの

課題があると考えています。現在は伊賀鉄道㈱で車両５編成を所有し

ており、車両を購入し編成を増やせば、増便が可能ですが、現時点で

は所有車両数で対応していきたいと考えております。 

②どういったかたちが良いか検討が必要ですが、市内の企業や団体に

鉄道の維持存続や利用者増加に向けた協力をお願いしていきたいと考

えています。 
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２月２６日（木）阿山保健福祉センター  参加者 ３２名 

 意見・質問等 回  答 

8 
・新駅設置に税金を投入するのであれば、伊賀線をしっかり存続

させてほしい。 

・庁舎移転に伴う行政機能の整備や、周辺の商業施設も含めて伊賀鉄

道の利用促進、地域活性化の観点から進めていきたいと考えています。 

9 

・新庁舎建設の説明の中で、新駅を造るお金もかかるという説明

があったのか。 

・新庁舎の建設費の中に新駅の建設費は含んでおりません。新駅につ

いては事業費も含めて今後調査を進めていきます。庁舎建設だけが新

駅整備の理由ではありません。 

10 

・各地の祭り、食なども含め観光振興と連携することによって新

駅を造った効果も出るようにしてもらいたい。 

・現在も伊賀線を利用して毎日のように外国の方が観光に訪れており

喜んでいただいています。これは伊賀の宝物だと考えており、伊賀線

の活性化、地域の活性化についてしっかり取り組みたいと考えていま

す。 

11 
・収支シミュレーションにおいて、乗降客は減少するのか、増え

ていく予定なのか。 

・乗車人員は増やしていく想定で試算をしています。 

12 

・人口減少化の中でどうして毎年増やしていけるのか、何か根拠

があるのか。イベント等だけではとても考えられない。10年後に

はぜひ検証したいところである。 

・今後の人口減少を踏まえ、目指す伊賀市の将来像の実現のためには、

若者の定住促進や交流人口を増やす施策を進めていく必要があり、伊

賀線の存続についても、それらの施策と連携し、取り組む必要がある

と考えています。 

13 

・運賃について、バスは高く、伊賀鉄道は安い。伊賀鉄道を存続

して税金を投入するなら、せめてバスと同等の運賃設定とするの

が、多く利用しない地域の人との公平性を考えれば当然と思う。 

・他の地方鉄道と比べると、伊賀線は通学定期割引率、普通の乗車運

賃とも安い部類に入ります。値上げをすれば収入改善には繋がります

が、逸走も出てきますので、これらのことや今までの活性化施策など

を踏まえ、利用促進に繋げるという観点から、運賃改定についても検

討したいと考えております。 
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２月２７日（金）大山田農村環境改善センター  参加者 ３５名 

 意見・質問等 回  答 

14 ・１日あたりどのくらい乗客が増えたら黒字になるのか。 ・定期外での利用を主として、約３００人程度と考えています。 

15 

・4、5年前の市民環境会議で伊賀鉄道について提言した。このと

きには、CO2削減のためには１両あたり 15人以上乗らないと効

果が出ない計算だったが、現実には乗っていない。そこで提案だ

が、全部レールバスに変えてはどうか。レールバスなら 6～10人

くらい乗っていれば効果がでる。 

・CO2削減効果に十分貢献できるよう、取り組みを進めていきます。 

16 

・小田と岡波病院前と四十九に駅を作って、新居と比土を廃止し

てください。 

・伊賀神戸で急行との連絡を改善してほしい。 

・桑町駅あたりに駐車場を作ってパークアンドライドで観光客を

入れてください。 

以上のことを以前提言したがすべて却下された。今後そういうの

も考えていただければと思う。 

・今後の取り組みを検討する中で参考とさせていただきます。 

17 
・どこかの駅から伊賀線に乗って来てくれたら割引券を出すなど

の発想も必要ではないか。 

・今後の取り組みを検討する中で参考とさせていただきます。 

18 

・市職員のうち何名が伊賀鉄道で通勤しているか把握しているか。

現状を認識した上での取り組みが必要。 

・現在の庁舎分散の影響もありますが、公共交通利用促進期間以外で

通勤利用している職員は１０名程度であることから、さらなる利用促

進が必要と考えています。 

19 

・今いる人に乗ってもらうというより、トロッコ列車などで関西

方面から伊賀への集客を図り、伊賀鉄道に乗って上野のまちを周

遊してもらえば、伊賀鉄道の利用促進や地域の活性化にもなるの

ではないか。 

・忍者ラッピングなど、あちこちで話をしていて、まだまだ情報発信

が足りないと感じています。トロッコ列車やミニＳＬなども可能性の

ひとつだと思います。市駅には連日外国人の団体が降りており、伊賀

鉄道は面白い素材であり、可能性のあるものだと思っています。（市長） 

20 

・現在、各地区で説明会を開催しており、本年度中に基本確認書

の交換となっているが、この１ヶ月くらいの短い期間に説明会を

し、確認書の交換ができるのか。近鉄が H29以降支援しないこと

・現在の支援スキームは伊賀鉄道ができた H19 年度から 10 年間の

約束となっており、それ以降はそれまでの収支の状況を見て協議する

こととなっています。ついては期限が迫ってくる中、H25.8月から協
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はあまり認識がなかった。 議を始め、バス転換や鉄道存続の方法などを検討してきましたが、そ

の中で近鉄から、これまでと同じような支援は続けられないことが示

されたものです。協議の中でいろいろな手法を検討した結果、鉄道と

して存続させる方法として、公有民営方式のスキームを考えています。 

21 

・１ヶ月という期間はあまりに短いと思う。H29からスキームが

変わるということが分かっているのなら、せめて１年前くらいか

ら説明があっても良かったのでは。 

・内容が固まっていればもう少し早くご説明できたと思いますが、結

果的に大変短い期間での説明となってしまいました。その点について

はお詫び申し上げます。期限が迫ってくる中で、市として一定の方針

を出させていただいたということでご理解いただければと思います。 

 【意見用紙】  

22 

①停車駅を整理統合してほしい。 

②伊賀神戸～伊賀上野の直通電車も考えてほしい。 

③極力駅付近に公共施設の設置。 

④市役所等の訪問者に割引券を配布する。 

⑤市・県職員は原則としてマイカーを自粛する。 

⑥ラッシュ時は３両にしてほしい。 

①利用状況を踏まえ、廃止としてよい駅があるか、またそれによる効果が

どうなのか、事業者や市民の皆さんと協議したうえで検討したいと考えて

おります。 

②昨年９月のダイヤ変更で直通列車を増便し、現在、上下線合わせて平日

１８便、土休日２３便が運行しています。今後も利便性向上に努めたいと

考えております。 

③今後のまちづくりにおいて、多核連携型の都市構成の実現に向けて、公

共交通が持つ役割を果たすべく、交通体系の構築に取り組んでいきます。 

④市の負担を圧縮していくためにも、伊賀線を利用いただくための方策に

ついて、様々なアイデアについて検討する必要があると考えています。 

⑤まずは、市職員による積極的な公共交通機関の利用が必要と考えていま

す。 

⑥３両編成で運行することは、ホームの長さなど、設備上の問題で難しい

と考えています。 
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23 

・近畿日本鉄道が運営から手を引く中で、公有民営方式への移行

の中、年間約２億円もの公費を負担し続けることはベストの選択

ではない。 

間近に迫る人口減少やそれに伴う財政危機を考えると、観光入

込客が飛躍的に増加することや鉄道利用の観光が増加することに

はならないため、費用対効果を考え支出を抑制する市政運営が必

要と考える。 

・伊賀線が維持存続することで、観光や地域振興の活性化に繋がることが

期待され、また広域交流による地域の産業や経済の活性化が、市全体への

効果としても期待されることから、鉄道として維持存続が必要と考えてい

ます。厳しい財政状況の中で、コスト削減を基本に効果を上げる取り組み

を進めていきたいと考えています。 

24 

①伊賀市合併後 10 年経過というのに今だに「上野市駅」という

駅名が存続しているのはどうか。当然「伊賀市駅」と改名される

べきであろう。上野を残したいというのであれば「上野駅」とな

るだろうに。同じことが上野ケーブルテレビの天気図にもある。

上野を伊賀に改められたい。 

②「人が、地域が輝く町づくり」をめざす伊賀市だからこそ、地

域住民の移動手段としての公共交通であることが最重要点ではな

いか。人口減少、少子高齢化が進めば進むほど行政のサービスを

高め、強める必要があると思う。 

③伊賀鉄道のシミュレーションは人口減少、利用客減少の現況で

ありながら運賃収入は増加とし（10 年目で 4,500 万円増）、費

用は 600万増に止めているが信頼性が低い。 

国・県の補助頼りでその上市からの多額の持ち出し、それでも伊

賀鉄道は必要なものだろうか。 

①駅名の変更については、必要性も含めて市民の皆さんからご意見をいた

だいたうえで検討したいと考えます。 

②今後、高齢化が進むにつれ、公共交通の重要性がさらに高まると考えて

います。現在策定中の「伊賀市地域公共交通網形成計画」では、伊賀線を

はじめ、鉄道や路線バスなどを軸とした持続可能な交通体系を目指すこと

としています。また、今後は行政だけでなく、地域で考え、運行まで関わ

るバスなども必要と考えており、それに対して行政が支援していく制度の

確立を目指します。 

③費用については、現行の費用を参考に、物価の上昇などを見込まずに算

定しています。収入については、これまで輸送人員は減少傾向ですが、こ

れまで以上に積極的な利用促進策による、通勤利用や観光客等の定期外利

用を増やしていくことでの試算をしています。何もしなければ、市の拠出

額が膨らむだけですが、伊賀線がもつポテンシャルを引き出し、利用する

ことで、地域の活性化、まちづくりに貢献すると考えます。 

 

  



４/２市政運営会議資料 

企画振興部総合政策課 

8 

 

３月２日（月）いがまち公民館  参加者 ３８名 

 意見・質問等 回  答 

25 

・新駅設置の話がどうなっているのか教えてほしい。 ・昨年６月議会で四十九町自治会からイオンタウン隣接地へ商業施設

の利用者、沿線地域の活性化も含め新駅設置の請願が出され、議会に

全会一致で採択されました。市としては伊賀線の活性化、庁舎移転も

踏まえ、現在、設置に向けた調査に取りかかったところです。 

26 

・市民病院もあり新駅設置は賛成だが、いくらくらい費用がかか

るのか。 

・駅の種類や周辺の土地の形状などから、一概にいくらというのは難

しいが、最近新駅を設置した事例では、香川県の琴平電鉄で綾川駅が

でき、ここの事例で約 1億円少しと伺いました。イオンタウンの近く

で駅を作る場合いくらかかるというのは、今の時点ではわかりません

が、これから事業費も含めて調査していきます。 

27 
・芭蕉記念館の整備に合わせて現在の図書館の裏あたりにも新駅

も造ればよいのではないか。 

・造るとなると市駅と広小路の間となりますが、区間距離が 400～

500ｍくらいと短く、少し考えにくいかと思います。 

28 
・駅の建設に費用がかかるようであれば、ヨーロッパのような路

面電車の駅のようなものも検討のひとつだと思う。 

・建設を進めていく中で参考とさせていただきます。 

29 

・伊賀線は伊賀上野から伊賀神戸まで約１時間かかる。16.6キロ

の距離に１時間かかっては乗る人がいないのではないか。交通は

時間が重要。速ければより利用されると思う。 

非常に難しいと思うが、郡部から中央にできるだけスムーズに行

ける計画を立ててほしい。 

・伊賀上野駅から上野市駅で乗り換えずに伊賀神戸駅まで行く直通便

を昨年９月のダイヤ改正で増やしています。今後ともできるだけ時間

短縮できるよう、伊賀鉄道共々、検討していきます。 

 【意見用紙】  

30 

・伊賀線は廃線とし、道路網の整備、バス輸送への切換を検討し

てはどうか。ランニングコストの削減を図った方が市の負担を軽

減できるのではないか。京都市電→バス、地下鉄への切換等、交

通渋滞の緩和が図られてきた例がある。 

・バス輸送転換のデメリットでもあげたように、多くのバスが道路を

走行することによる渋滞の誘発が懸念されます。特に朝のラッシュ時

には現在、上下線合わせて１，０００人を輸送しており、バスでの輸

送となると、道路交通への影響が大きいと考えます。 

31 
・伊賀鉄道をなくすことは市街地の活性化に大きく関係します。

できる限りなくさない方向で頑張ってください。 

・伊賀線は伊賀地域住民の足としてだけでなく、ＪＲ関西本線と近鉄

大阪線から観光客などを繋ぐツールとなります。また、伊賀地域の公
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共交通の基幹的役割を有しており、伊賀線が存続することによる地域

の活性化、その効果が市全体に波及すると考えています。 

32 

①行政職員や地元民が利用しない鉄道やさるびの温泉への市税投

入は「死に金」。残るのは表現を変えた計画表と赤字市債と笑いの

種だけ。最後の手段はなり振りかまわない意識改革、残ってなん

ぼ。 

②鉄道名（伊賀鉄道）駅舎、標識等の期間限定の命名権、車両の

装飾権、オリジナル切符の発行・自由使用権、貸切列車（乗務員

は別）の自由使用権、等々の売却。 

③拠点駅に無料駐車場を整備、そこから市駅に来れば運賃のみで

格安となる。合わせて市内駐車場にも余裕が生じる。 

①伊賀線については、単に収支が悪いから廃線にするというのではな

く、維持存続させていくことで、地域経済や産業の活性化に繋がり、

それが市全体に効果をもたらすと考えています。 

②「鉄道事業再構築実施計画」の策定については、様々な利用促進策

による収支改善を計画する必要があります。どのような取り組みが出

来るか、鉄道事業者とともに検討し、計画を策定していきます。 

③現在では、市部駅に無料のパークアンドライド用駐車場を整備して

います。今後も、用地の確保など出来る範囲で整備を進めていきたい

と考えています。 

33 

・冬場の観光イベントが見えてこない。 ・伊賀鉄道では、２月に「酒蔵を巡るハイキング」を実施しています。

今後、沿線での様々なイベントとの連携による鉄道利用の促進が必要

と考えています。 

34 

・住民懇談会資料（①素案、②伊賀鉄道）各参考資料は優等生が

作成されたもの。何らの意見を云々するものではない。 

ただ言えることは現実を自らの足で歩き体得すること。 

・「伊賀市地域公共交通網形成計画」の策定では、各支所単位で地域部

会を設置し、地域に応じたさまざまな課題やニーズに対応できるよう

に努めています。現状把握に努めるとともに、広い市域の中で、市民

の皆さんの声を出来る限り聴きたいと考えています。 
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３月３日（火）島ヶ原会館  参加者 ２５名 

 意見・質問等 回  答 

35 

・島ヶ原としては日頃の利用は少ないが、通学に関しては不可欠

なものであると思う。特にそういう意味からはぜひ存続していた

だきたい。 

・約６割が通学利用であり、観光と連携した施策も必要ではあります

が、そうした通学利用者のためにも不可欠なものであると認識してい

ます。 

36 

・近鉄、ＪＲとの相互の連絡の要なので、市駅での接続または直

通運転について考慮いただきたい。 

 

・市駅で乗り換え無しでの直通については昨秋のダイヤ改正で、限ら

れた車両の中で、全てではないが、直通便を増便しています。今後も

乗り継ぎの少ない運行の確保について、伊賀鉄道と検討していきます。 

37 

・バスについて、伊賀線との接続についても考えれば、何らかの

生きる道が増えるのではないか。 

・ＪＲとの乗り継ぎについては伊賀上野駅での乗り継ぎとなりますが、

関西本線上下線とも同じような時間に着くようであれば伊賀鉄道との

乗り継ぎも良くなります。 

バスについては上野名張線、諏訪線が伊賀上野駅へ来ています。三

重交通にもＪＲ、伊賀鉄道との乗り継ぎに配慮したダイヤ編成をお願

いしていますが、ルートや利用時間帯等を考慮すると、なかなか全て

の便を合わせることが難しい状況です。沿線地域については、形成計

画の面的な公共交通ネットワークの構築の中で、地域アクセスバスな

どによる接続の検討も考えています。 

38 

・伊賀上野駅での接続改善は、伊賀鉄道の存続を考えたときに、

市長が直接ＪＲへ行ってお願いをするべきだと思う。近鉄も含め

接続を良くすることは観光客の誘致にも繋がることである。 

・おっしゃるとおりです。実際にＪＲへはお伺いして関西本線の活性

化について話をしています。先日もＪＲ西日本大阪支社長と、関西本

線についてお互い利益が出るように活用しなければいけないというこ

とで意見が一致したところです。沿線自治体の首長方ともＳＬの運行

や観光での連携なども話をしています。一言で言えばいろいろ努力は

していますが、ＪＲは以前のように国鉄ではなく、企業なので採算が

至上命題となってくるため、win-winの関係になるよう、やっていき

たいと思います。 

39 
・伊賀市が第３種鉄道事業者になった場合、車両の修繕なども伊

賀市が全て行うということなのか。 

・技術的に市職員が行うことはできないため、どこかへ委託して実施

することになります。 
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40 

・近鉄から最後通告があり、学生の通学などを考えた場合、公有

民営方式による存続は納得せざるを得ないと思うが、人口減少の

中で、利用者を増やして黒字を目指していくという説明だが、こ

れはなかなか理解しがたい。 

 

・人口については減っていく推計ですが、伊賀線については観光、地

域振興の活性化に繋がるものとして、観光施策と連携した利用促進が

必要であると考えています。 

 伊賀線については交流人口を増やすことで市の賑わいを創出するた

めのひとつのツールであると考えており、具体的には定期外利用の促

進として、イベントなどにも力を入れてやっていきたいと考えていま

す。また、通勤利用を増やしていこうということで、あくまでシミュ

レーションであるがお示ししいているものです。 

41 

・今日の説明では無かったが、伊賀線を公有民営化した後、廃線

したら１３億円の費用が発生すると聞いた。確認書の中でその１

３億円のリスクを緩和する方法がないのか。 

・これは先般の議員全員協議会で説明した内容に関するものです。廃

線にする場合には施設を撤去して更地にして用地を返してくださいと

いうのが近鉄側の考えです。橋梁なども含め、施設を全て撤去した場

合の近鉄の試算によるおよその費用が１３億円ということです。 

廃線とした場合にどのような施設を残していくのかということにつ

いては協議が必要となり、その点については確認書の中にも謳ってい

くことになるので、その中で今後協議を進めていきたいと考えていま

す。 

42 

・人口そのものは減っていくが、流通人口は増やすことができる

という言葉もあるので、伊賀鉄道もぜひシミュレーションどおり

にいくよう、地域を挙げて盛り上げていくことが必要だろうと思

う。 

・人口減少を少しでも食い止める、また、交流人口を増やし、伊賀線

の利用者増に繋がることをしなければならないと考えています。なぜ

減るかと言えば若者が外へ出ていってしまうから、なぜ出て行ってし

まうかと言えば仕事がないからであり、まず仕事づくりをする必要が

あると考えます。 

伊賀地方は南海トラフ大震災が危惧される中で、地域外からより安

全な内陸部への工場の住み替えの要請が高まってきています。そうし

た機会を捉えながら働く場をつくる努力もしていきたいと考えていま

す。 
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３月５日（木）ゆめぽりすセンター  参加者 ３４名 

 意見・質問等 回  答 

43 

・伊賀線については、市の職員がもっと利用すべき。 

・伊賀線の忍者電車については、すごく良いものと思うのでもっ

とアピールしてほしい。 

・伊賀線と関西本線は同じレール幅であることから直通運行もできる

のではないかと思います。また、ミニＳＬのようなものを走らせて観

光に特化することもいいのではないかと考えています。（市長） 

 【意見用紙】  

44 

①運賃は検討できないか。現在の昼間運行状態は乗客が数名にも

満たない。ほとんど空気を運んでいるだけである。 

 例えば朝・夕の通勤通学の混雑時を除き高齢者や障がい者の運

賃は２～３分の１にする。このために必要となるコストはないの

ではないか。１人でも２人でも乗客が増えれば良い。伊賀線の存

続はＭＵＳＴである。イベントも良いが平時の乗客数増が必要。 

②官公庁、学校等に勤める人に対する、車通勤認定の条件を見直

し、電車、バスのエコ通勤を促進、民間企業も同様。 

③伊賀線存続資料 11 ページ、公有民営化で収支改善するのは何

故か？ 

①現在伊賀線では、高齢者や障がい者の運賃割引制度はありませんが、

さらに利用していただくにあたっては、ニーズに合った割引制度や、

定期券の種類なども検討が必要と考えています。現在、県が実施して

いる、自動車運転免許を自主返納された場合の路線バス運賃割引制度

がありますが、これもひとつであると考えます。 

②利用促進を進める中で、市職員による積極的な利用が必要と考えま

す。また、通勤などに利用しやすい交通体系の構築も必要であると考

えています。 

③収支の改善については、伊賀線全体の経費として比較したもので、

公有民営化では、減価償却費や諸税の軽減があり、さらに施設や車両

の更新、維持管理費に対する国・県の補助対象が拡大するため、収支

の改善が見込まれます。また、このシミュレーションでは、観光施策

との連携による観光客の利用増加や、これまで以上の利用促進策実施

によって輸送人員を増加させることで、２種側の収入が増加する試算

をしています。 
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３月９日（月）ハイトピア伊賀  参加者 ６１名 

 意見・質問等 回  答 

45 

・関西本線と伊賀線のレール幅は同じであり、相互乗り入れがで

きれば、名古屋や大阪方面から上野市駅まで直通で運行できる。

そういった検討はできないか。 

・乗り入れとなると、電化・非電化、運転仕様の違いや信号設備の問

題などがあるということは伺っていますが、今後は検討や事業者への

申し入れも必要と考えています。 

46 

・上野市駅の駅舎の改築や駅名を変えるなど、色々と検討できる

と思うが、南庁舎の位置に施設が出来るのであれば、例えば駅ビ

ルを建てて、線路や道路を跨ぐ橋を設けて、直接施設に入れるも

のを検討されてはどうか。 

・駅名を変えることは手続きを踏めば出来ないことはなく、変えると

なれば皆さんと協議したいと考えます。また、跨線橋を設置するとな

れば、エレベーターを設置しないといけないなどの課題がありますが、

今後の検討としたいと思います。 

 【意見用紙】  

47 

・伊賀神戸駅での待ち時間短縮を希望する。 ・現在も待ち時間の短縮等、より利便性に配慮したダイヤ編成を行っ

ていますが、全ての便でこれを実現するのは難しく、できる改善は今

後も継続して行っていきます。 

48 
・がんばって伊賀線を維持存続させてほしい。 ・さまざまな方策による積極的な利用の増加が、今後の伊賀線の維持

存続に繋がると考えます。 

49 

・伊賀鉄道伊賀線は絶対に存続すべき。 

市庁舎が移転し、伊賀線が廃止となれば、市の中心である市街

地がなくなる恐れがある。伊賀線を南北の基軸とし、各旧町村か

らの公共交通体系の連絡網を充実すべき。 

・現在策定中の「伊賀市地域公共交通網形成計画」では、伊賀線をは

じめとする鉄道や路線バスを市の公共交通の軸とし、各支所などの地

域拠点を結ぶバスや地域拠点にアクセスバスなどがこれを補完し、一

体的に機能する公共交通ネットワークの構築を目指すこととしていま

す。 

50 

・ローカル線の存続は、地域住民の交通手段の確保と、他からの

経済効果を期待する２つのメリットがあると思う。 

伊賀線は単調な路線だが、花の時期にレトロな列車が走る風景

が撮影できるアングルなどの紹介を鉄道ファン向けにしてはどう

か。他にもアイデアを市内の鉄道ファンに聴いてみてはどうか。 

・鉄道ファンのみならず、路線の魅力を多くの方に知ってもらえるよ

う、情報発信の充実を図りたいと考えます。 

51 
・伊賀線の存続は絶対必要である。高齢化が進めば、自動車より

電車・バスが安全である。近鉄大阪線とＪＲ関西本線との接続時

・近鉄大阪線とＪＲ関西本線との接続については、伊賀線側において

両路線のダイヤに合わせており、すべての便の接続に配慮することは
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間を考慮すべき。 難しい面もありますが、時間帯ごとの利用状況等を踏まえ、できるだ

け多くの方にとって使いやすいダイヤとなるよう、引き続き改善に努

めます。 

52 

①車窓からの景色の美しさが昔も今も変わらない。もっと多くの

人に知ってほしい。 

②以前、ＮＨＫ「みんなのうた」で、伊賀線の駅名が入った歌が

流れていた。駅での発車メロディーにしてはどうか。 

③伊賀鉄道友の会の優待内容に、もっとお得感が必要。 

④桑町駅を白鳳高校の学生にデザインしてもらってはどうか。 

⑤元永定正車両など、奇抜なデザインで車両をリニューアルして

はどうか。また、列車愛好家の芸術家にデザインしていただいて

はどうか。 

①まだまだ知られていない伊賀線の魅力発信について、情報を入手す

る手段や、魅力に気づいてもらう方策の検討と合わせて行っていきま

す。 

②発車メロディーに沿うかどうかは検討が必要ですが、何らかの形で

の利用を検討することは可能と考えます。 

③伊賀鉄道友の会の充実に向けた会員の拡充のため、一定の限度の中

で優待内容を工夫していくことは必要と考えます。 

④学生とのタイアップは沿線高校生徒の写真作品を掲出する車両を運

行するなど、これまでも取り組みは行っていますが、伊賀線の利用者

は高校生を中心とした学生が主体であり、学校と連携した取り組みは

有効と考えることから、何ができるのかも含め、積極的に検討したい

と考えます。 

⑤現在の「忍者ラッピング列車」は伊賀鉄道のアイコンとして内外に

定着している感があることから、当面は他のデザインの導入は考えて

おりませんが、将来的には検討も可能と考えます。 

53 

①伊賀鉄道を存続することには賛成。鉄道の通称名称を伊賀忍者

鉄道に変更してはどうか。 

②市外からの観光目的で来られる人々に乗ってもらうための施策

が必要ではないか。上野市内のホテル、宿泊施設に泊まってもら

ったら、一定区間は無料で行ける、忍者切符を持っていたら市内

観光施設への入場割引ができるなど。 

③鉄道ファンに積極的に状況を知ってもらうように、沿線情報、

状況を発信。来たら何か楽しい出来事があるように発信する。  

④自転車持込み乗車が可能な車をサイクリング情報誌に掲載して

①伊賀鉄道に愛着を持っていただくための方策として可能性のあるも

のと考えますが、必要性やネーミングについて、関係者や市民の意見

も踏まえた検討が必要と考えます。 

②利用者に対する割引分の補てんなどについて、対象施設等の理解と

協力が得られれば実施可能と考えます。 

③利用可能な媒体を通じて積極的な情報発信を行いたいと考えます。 

④沿線の観光スポットを自転車で巡るモデルコースを設定するなど、

伊賀線におけるサイクルトレインの魅力づくりと合わせて情報発信し

ていく必要があると考えます。 
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もらう。同時に沿線のちょっと立ち寄れる場所（何げないお宮さ

ん、神社、公園、お寺等）を交えて。 

⑤伊賀鉄道自身の経営合理も一層必要と思う。 

⑥市財政からの一定負担はやむを得ないと思うが、これについて

も市民負担がこれだけ必要ということを市民情報誌等を通じて丁

寧に何度でもくどいほど説明がされるように。 

⑦同時に市財政からの負担支出を減らすには市民の利用が大事で

あることも積極的に承知してもらう努力が必要と思う。 

⑧伊賀忍者検定試験を実施する時、検定参加者は伊賀忍者鉄道を

利用することにするなど。 

⑤これまでも伊賀鉄道㈱における経営努力は継続されてきましたが、

公有民営化による鉄道事業の再構築を進める中で、より一層の経営の

合理化を進めていく必要があります。 

⑥利用可能な媒体を通じて積極的な情報発信を行いたいと考えます。 

⑦経営状況や取り組み内容等の周知と合わせ、市民の利用についても

積極的に啓発したいと考えます。 

⑧各イベント等とのタイアップについて、主催者側との連携のもと、

できるだけ利用してもらえるような工夫を検討します。 
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資料２ 

 ■伊賀線の事業形態変更に関する確認書 合意内容 

１．平成２９年４月１日をもって、伊賀市が第三種鉄道事業者となり、伊賀鉄道㈱が引き

続き第二種鉄道事業者として運行を担う「公有民営方式」に移行 

 

２．近畿日本鉄道㈱から伊賀市への鉄道用地の無償貸与および伊賀市による公租公課免除 

 

３．近畿日本鉄道㈱から伊賀市への鉄道施設の無償譲渡 

 

４．近畿日本鉄道㈱から伊賀市への車両等の無償譲渡 

  （車両等は現在伊賀鉄道㈱の所有であるため、近畿日本鉄道㈱が伊賀鉄道㈱から一旦

有償で譲受のうえ、伊賀市へ無償譲渡） 

 

５．伊賀市から伊賀鉄道㈱への鉄道用地・鉄道施設および車両等の無償貸与 

 

６．伊賀市による安全・安定的な鉄道運行等に必要な設備投資および施設の維持管理 

   

７．近畿日本鉄道㈱から伊賀市への一時金３億円の支払い 

 

８．伊賀市による伊賀鉄道㈱への損失補てん、および利益発生時の伊賀市への還元 

   

９．伊賀鉄道㈱による増収、コスト削減努力と、伊賀市および近畿日本鉄道㈱の協力 

 

10．近畿日本鉄道㈱負担による近鉄大阪線との設備分離工事の実施 

 

11．伊賀市負担による新駅設置への近畿日本鉄道㈱および伊賀鉄道㈱の協力 

  

12．事業廃止の場合、伊賀市にて鉄道施設等を撤去のうえ、借り受けた土地を近畿日本鉄

道㈱に返却 

 

13．確認書内容に疑義が生じた場合、伊賀市、近畿日本鉄道㈱および伊賀鉄道㈱で協議、

内容変更を発意する場合、変更の１ヵ年以上前に書面で通知 

 

14．事業形態変更時（平成２９年４月１日）をもって、現行確認書（平成１９年５月１８

日交換）を失効 
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国 

三重県 

伊賀鉄道㈱ 

伊賀市 

近畿日本鉄道㈱ 

 

 

（第２種鉄道事業者） 

鉄道用地 

鉄道施設 

車両の 

無償貸与 

 

・車両設備投資補助 

・車両維持管理補助 

・施設設備投資補助 

・施設維持管理補助 

運  行 

（第３種鉄道事業者） 

車両保有・維持管理 

施設保有・維持管理 

用地借用 

公有民営化スキーム（案） 
※確認書（案）を反映 

鉄
道
用
地
の
無
償
貸
与 

鉄
道
施
設
・
車
両
の
無
償
譲
渡 

車両の有償譲渡 

近鉄が所有する鉄道用地を市へ無償貸与(市が公租公課を免除)、伊賀鉄道が所有する車両を

近鉄が有償で譲受け、施設とともに市へ無償譲渡する。市はそれらを伊賀鉄道に無償貸与する。 

伊賀市はそれらを無償で伊賀鉄道に貸与する。 
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公有民営化に向けた今後のスケジュール（案）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

伊賀鉄道


伊賀市

※鉄道施設条例：自治体が鉄道施設を所有すること、また、それを無償で貸し付けることなどを定める条例

平成２９年度

近鉄

平成２８年度平成２６年度 平成２７年度

伊賀市
地域公共交通

活性化再生協議会

地域公共交通網 

形成計画策定 

条件面の協議 

確
 
認
 
書
 
の
 
締
 
結

 

 

●
再
構
築
実
施
計
画

 

国
へ
の
認
定
申
請

 

 
新
体
制
で
の
運
営
ス
タ
ー
ト

 

 
国
に
よ
る

 

 
鉄
道
事
業
者
の
認
定

 

 

分
離
工
事
※
時
期
未
定

 

土
地
貸
与
及
び
資
産
譲
渡

 

 
土
地
使
用
貸
借
契
約

 

 
資
産
譲
渡
契
約

 

鉄道事業再構築実施計画の策定 

●鉄道施設 

    条例上程 

●鉄道施設条例施行 

●
形
成
計
画
 
国
へ
送
付

 

現確認書の期限 

地域公共交通網形成計画（～Ｈ３２） 

締
結

 


