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平成２８年度第３回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 概要 

 

■会議名称  平成２８年度第３回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 

■開催日時  平成２９年１月１１日（水） 午後３時～午後５時２０分 

■開催場所  ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

■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））、岩

崎 彰（代理：伊賀建設事務所保全課長 宮口）、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）、伊藤 

光明（中部運輸局交通政策部交通企画課）、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）、岡 久美子（ハートシップ）、川

上 善幸（いが移動送迎連絡会）、福岡 正憲（布引地域住民自治協議会）、大森 

秀俊（伊賀市副市長）、藤岡 淳次（伊賀市企画振興部長） 

【事務局】 

企画振興部 藤山次長 

交通政策課 森課長、稲森主査、福西主査、山岡主任、杉浦  

【支所】 

伊賀支所振興課 中原課長、大鷲主幹、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、瀧藤主任、大山田支所振興課 池本課長、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 今年初めての会議ということで、明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。 

伊賀市は、公共交通網形成計画をちょうど２年くらい前に策定し、実行し

ている。目標を定めて現況の利用者数より増やしたいと努力していただいて

いるが、残念ながら目標を達成するにはまだまだ努力しなければならないこ

とが見えてきた２年間だったと思う。昨年の交通事故死者数が４，０００人

を下回った。昭和２０年代の数値である。そうは言っても３，９００人以上
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の命が失われており大変な事である。昨今、高齢者の免許の自主返納の話題

が社会的にずいぶん採り上げられている。また、この３月に道路交通法が改

正される。この地域公共交通が交通弱者にとって受け皿になり得ているのか。

市民の皆さんの足が確保されているのか、後で議論していただく自己評価に

もつながるが、私たちはそういった点に目を向けていかなければならない。 

地域の公共交通がうまく機能すれば、伊賀市の活性化にも繋がるであろう

し、新駅を作って庁舎が移転するという方向性も見えており、これを契機と

するのもひとつの手だと思う。この地域の公共交通、鉄道、バス、その他の

しくみを模索せざるを得ない時代になっているので、常に模索の気持ちを持

ち続け、皆で知恵を出し合って地域の活性化に繋がるような公共交通になれ

ばと思う。ぜひ忌憚のない意見を出していただき、少しでも理想に近づけた

らと思うので、よろしくお願いします。 

 

平成２９年１月１日付けで伊賀市副市長に大森秀俊が就任したことに伴い、事務局か

ら、当協議会委員の選任について報告。 

 

大森伊賀副市長あいさつ 

 １月１日から副市長に就任いたしました大森と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 活性化再生協議会の委員の皆さんにはこれからも大変お世話になろうかと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 

２．協議事項 

（１）地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価（中間評価）について 

事務局から資料１に基づき説明。 

委員 ただ今事務局からご説明がありましたが、三重運輸支局から事業評価につ

いて若干補足説明をさせていただきます。 

この事業評価は、地域公共交通確保維持改善事業について、実施状況の確

認や目標の達成状況の評価をすることで、補助事業をより効果的に推進させ

ることを目的に実施しているものであるが、補助事業だけを評価してしまう

と地域全体がよく見えなくなってしまうため、中部運輸局独自の取組みとし

て、より良い公共交通ネットワークを形成する観点から、地域の鉄道や三重

交通の路線バスを含めた地域全体のネットワークの評価をしていただくとい

うことで、中部運輸局独自の様式を作成し評価を実施している。 

今年度、中部運輸局では、一部で事業評価があまり有効に活用されていな



3 

 

い協議会が見受けられることから、より有効に活用できるよう今後の事業評

価のあり方も含めて、伊豆原先生にも入っていただき検討を進めている。そ

の一環で中部運輸局の独自様式は今年度から新しいもので実施している。 

今後は、１月１８日までに協議会で内容をきちんと確認していただき、合

意を得たものを国へ提出していただくことになるが、国の方では２次評価と

いうものを実施し、協議会へお返しする。 

２次評価では学識経験者が入った第三者評価委員会を設置しており、評価

の客観性や妥当性を担保する仕組みを作り評価している。２次評価は３月末

を目処にこちらにお返しするので、次年度以降の事業に活用していただき、

より良い公共交通の取組みにしていただくよう、ご理解をお願いしたい。 

自己評価の内容については、この地域で頑張ってきたこと、頑張っている

ことをきちんと盛り込んで提出していただきたいので、よろしくお願いしま

す。 

委員  今回の自己評価の資料で一番すごいなと思ったのは「市内バス路線乗降調

査結果」である。３千数百人、１人１人に聞かれたわけですよね。今までこ

れほどすごいものを見たことがない。ものすごいことを達成され、驚いた。

ぜひこの結果を活かしてよい方向に改善していただいたらありがたい。 

委員 免許返納者に対する施策はここには出てきてないが、これから出てくる話

なのか。 

事務局 最近特に高齢者の事故が多発しており、免許返納の促進をしていくための

インセンティブを考える必要性を感じている。この会議の直前に行われた地

域公共交通会議で、セーフティパスの拡充ということで、免許証を返納され

た方で運転経歴書をお持ちの方が、三重交通グループの一部路線を除くバス

路線で、１年、６ヶ月、３ヶ月、１ヶ月という期間で、どの路線でもフリー

に乗れるというものを作っていただき、この３月からの予定で実施すること

についての審議があった。 

また、今回の拡充では、普通運賃もその証明書を持っていれば半額となる。

事業者の努力で導入いただくものなので、免許返納者の受け皿として活用 

していただきたい。せっかくの施策なので行政、関係団体も含め周知をして

いきたい。 

委員 ひとつのやり方だけではなく、他の方向でさらに検討を進めていかなけれ

ばいけない。現実に来年になったら返そうと言っている人がいるが、ただそ

こにはバスが走っておらず迷っている声もあるので、今後、どのような路線

の形態にしていくのかも併せてお願いする。 

委員 １２ページの第三者評価結果の記載にあるように、計画を見てもイベント

的なものが多い感じを受ける。「市民に問いかけながらの仕組み作り」とあ
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るが、木育トレインでも寄附で参加している人も限られており、より多くの

市民が参加している感じを持てるようにするために、環境がどうなってるか

わからないが、伊賀線のフェイスブックやツイッターなどのネット環境を利

用すればもう少し広く市民に参加してもらえるのではないか。スマホを使う

高齢者の方も多くなってきており、問いかけだけでなくレスポンス、意見が

得られやすいと思う。 

事務局 ＳＮＳの活用であるが、市のフェイスブックでも交通施策の情報発信をし

ている。どれくらいのレスポンスがあるか分からないが、常に心がけている。

また伊賀鉄道でもフェイスブックを立ち上げ、いろんな情報発信をしている。

さらに充実していきたいと考える。 

委員 フェイスブックで、資料にも記載のある依那古の活動などへも繋がったり

など、ネット環境の広がりで若い世代へも訴えかけられるのではないか。 

議長 一般の方が見えるようにする必要がある。事業者を含めて話ができる形、

あるいは市民同士の話ができる場が必要と思う。 

委員 対事業者ではなく、市民同士が意見交換し応援できる場。ファンページの

ようなものが良いのではないか。その契機としてイベントなどがある。 

委員 評価する側として、これだけ作り込んでいただきありがとうございます。

運輸局での第三者評価委員会では、説明時間も限られるので、提出いただ 

く資料はこれとして、この中で特にＰＲしたいものを１、２枚に別添資料と

してまとめていただいても良いのではないかと思う。今年、第三者評価委員

会の方式を変更したので、場合によってマスコミからの取材があるかもしれ

ない。資料を作っておけばＰＲの機会にもなると思う。 

議長 こんな面白いことをやっている、というＰＲ資料の添付をぜひお願いした

い。 

委員 先ほどご意見のあった情報発信について、たしかに当社もブログやフェイ

スブックはあるが、見てくれる方がどれだけ増えているか実感できていない。 

新聞やメディアでイベントを周知しているが、イベントの存在自体知らな

い人もいる。ＳＮＳが良いのか、新聞などが良いのか、できるだけ費用をか

けずにやっていくことが今後最大の課題である。ご提案いただいた、事業者

が関与するのではなく市民同士で盛り上げていただけるシステムについて今

後よく検討していく必要がある。貴重なご意見ありがとうございました。 

委員 １３ページのアピールポイントで、（２）の募集期間を２ヶ月設けて２０

０万円近い寄付金が集まったということだが、２ヶ月間しか募集しなかった

理由はあるのか。今後またするのか。 

事務局 伊賀鉄道が事業主体となる車両の木質化事業について、ガバメントクラウ

ドファンディングとして、ふるさと応援寄付金の制度を活用した寄付金の募
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集をさせていただいた。募集期間が２ヶ月しか取れなかったことについては、

事業費が確定し、事業が決定してから完了までの期間を考えたところ、２ヶ

月しか取れなかったものである。本来期間をもう少し延ばすことができたら

周知の期間も取れたのではないかと考えている。これが伊賀市として１例目

のガバメントクラウドファンディングの募集であり、今後も機会を捉えて考

えていきたい。 

議長 アピールポイントには、他の所であまりやっていないことをやったんだと

いうことをきちんと書いたほうが良い。３，０００人以上にヒアリングした

のは、業者に調査を委託するケースが往々にしてある中、職員が自分たちで

動いてこれだけのデータを把握した例は、私が知る限り無い。今の寄付金の

話もいろんな所で取り組まれているが、この地域ではあまり行われていない

特色ある取り組みがしっかり文面から読めるようにしておいてほしい。状況

だけでなく、文字の下に波線を入れるなど、努力した部分が分かるよう工夫

していただきたい。例えば、乗込み調査は課の中で議論して実行したとか、

市民から知恵をいただいてやった、など、調査を始めるまでのきっかけの部

分や、一生懸命考えてやったという表現を自信を持って入れておいてほしい。 

一応この形で国へ提出し、第三者評価委員会でアドバイスがあるかもしれ

ないが、次の協議会で報告をいただき、今後の事業に役立てていただきたい。 

ただ今申し上げた資料の添付や、もう少しメッセージを出した表現を追加

することを事務局と私にお任せいただいた上で、皆さんのご承認をいただい

たということでよろしいか。 

【承認】 

 

（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  ６ページの基幹バスについて、資料では事業者による営業路線の運行継続

判断となっているが、実は昨日県で生活交通確保対策協議会を開催し、バス

の休廃止にかかるルールについて協議した。 

その中で、地域別ワーキンググループを設置して、市町をまたぐ路線バス、

地域間幹線系統と営業路線バスの運行状況を三重交通さんから提供してもら

い、地域別に情報共有の場を持つことになり、利用状況が悪い路線があった

場合、地域間幹線系統の路線については、利用促進などの取り組みについて

検討する関係者会議を開催し、目標を設定して最低１年間利用促進を図って

いくこととしている。それでも目標をクリアできない場合は、改めて存続に

ついて市町や事業者と廃止代替バスなどを検討いただく流れとなる。 

したがって、基幹バスについては、資料に記載の手順のほか、ただ今申し
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上げたような流れが加わることになるので、その点について配慮または補足

いただけたらと思う。 

ちなみに地域別ワーキンググループは今年２月から順次行っていく予定で

ある。 

事務局  昨日私どももその協議会に参加し、地域間幹線に係る、ここで言うところ

の基幹バスに相当する路線の休廃止の手続きについて、少し前に情報をいた

だいていたので、いかにここに反映するか気になっていた。昨日決まったと

いうことで、基幹バスの手順の中に含ませるような形で整理したい。 

議長  この点についてはもう少し整理していただきたい。伊賀市の中だけで判断

する手もない訳ではないと思うが、まだこれから県の方でどういう意見の集

約の仕方をされるか試行錯誤があると思う。その辺りは少し相談しながらに

なるが、基幹バスについては本日この内容で良しとする訳にもいかないと思

うので、本日はこれを除いて議論していただくこととしたい。 

これを決めるのは本年度中で良いか。 

事務局 伊賀市として整理していく準基幹バス、地域アクセスバスについては、路

線見直しスケジュールとの関係で、できれば今回決めたい。 

委員  ５ページの一番下の修正について、このままいくとデマンド運行という言

葉が消えるということか。 

事務局  残ります。６ページの地域アクセスバスのフロー図のグレーの囲みの中の

「市のサポートのもと、公共交通利用不便地区としての対応を検討」という

ところにデマンド運行等と記載している。この点については前回の提案と基

本的に変わっていない。 

委員 デマンドは期待もあるし、市民に浸透もしてきている。中山間地域は特に

期待を持っているので、よろしくお願いしたい。 

議長 ここで言う地域アクセスバスというのは、現在運行している路線であって、

地域運行バスやデマンド運行などの新たな仕組みはここには含まないという

考え方で良いか。 

事務局 はい。 

委員 資料３の７番に「地域運行バス支援制度を創設し」という今後の方向性が

あるが、この制度はいつ作るのか。地域アクセスバスがなくなったときなの

か、並行して作るのか。地域の中でデマンドが良いと盛り上がればフローと

は関係なく、どこかに入り込めるのか。 

事務局 この見直し手順は現行のバスの分類から地域アクセスバスの評価を行い、

その結果やむなく存続できない場合の最終的な落ち着き先と考えている。 

それとは別に公共交通利用不便地区があり、新たな取組みをやりたいとい

うことであれば、地域との話し合いでこの支援制度を使ってできるものにつ
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いては検討が可能かと思う。あくまで既存バス路線の見直しフローと捉えて

いただき、新たに考えられるところについては別途地域と話し合いを持つ形

となる。 

委員 話し合いの中で合意したら支援制度を作るということか。 

事務局 大枠のルールは予め市で作り、それに則っていけるか地域と話し合う形で

ある。 

委員 もしできたとして、既存の地域アクセスバスが運行している地域が支援制

度を使いたいということであれば可能か。 

事務局 地域の総意がそういう形であれば、そちらを優先して考えなければいけな

いと思う。 

委員 その他の送迎バスというのは、送迎にはいろんなタイプがある。例えば旅

館の送迎バスなど。これも対象になるのか。 

事務局 広い意味での移動の確保という中では、現在もお買い物バスや地域が無償

で運行されているものが増えている。地域住民の移動がそちらで確保される

のであれば、そちらで役割を担っていただくことも考えられるが、持続性の

問題など、課題はたくさんあると思う。 

議長 この基準で評価して、これで駄目だったら絶対廃止という訳にいかない部

分もある。この基準はひとつの目安であり、チェックをして、３年間の検証

と、毎年チェックして改善を図るという基準というふうに考えていただきた

い。基準を上回ったらそれで良いという話ではない。上回った場合でも改善

していく必要があり、この見直し手順の使い方について皆さんで合意してお

く必要がある。 

委員 私は公共交通の一番不便地域の代表としてこの協議会に参画している。 

基準に達しない場合は、基幹から準基幹、地域アクセスの順に下がってい

くと思うが、地域アクセスバスは最終的な受け皿なので、数値が満たされな

いからと言って廃止にするのは完全に交通弱者を切り捨ててしまうことにな

る。そういった意味から、ぜひ政治的な判断のもと、何とかわずかでも運行

していただくような方針でお願いしたい。 

委員 昨年４月に道路運送法が改正され、過疎地有償運送から公共交通空白地有

償運送に名称が変わった。過疎地有償運送のときに、三重県には過疎地はな

いと言われてきた。それが公共交通空白地に変わったことで期待が広がるが、

伊賀市には公共交通空白地と呼べる地域はあるのか。 

事務局 よく精査をしないといけない。不便地区あるいは空白地がバス停から何キ

ロ、駅から何キロと定めたものがあると思うが、それだけで空白地と見なし

ていいのか議論が必要であり、協議会でも皆さんが納得できるように決めて

いきたい。軽々にここが、とは申し上げられない。 
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委員 基準は非常に難しいと思う。ただ、１日１本走っているからここは空白地

ではないと言われると非常に辛いものがあるので、決めるときにはしっかり

精査をお願いしたい。 

議長 伊賀市としてどんなしくみが良いのか、道路運送法を頼りに考えるのか、

あるいは比自岐のようなやり方もある。いろんな情報をもって伊賀市にとっ

て一番良いやり方を議論する必要がある。すっきり線引きできるようなもの

ではなく、他の地域でも試行錯誤していると思う。ルールとして持っておく

部分と、議論する部分の両方が必要だと思うので、それを考えるひとつの手

段として見直しの手順がある。 

議長 今回の修正案で一度やってみて、どんな評価となり、どう改善していくか、

また次回以降議論していきたい。 

それでは、基幹バスの手順は県の協議会の部分を反映したものを私の方で

確認させていただくこととし、準基幹バス、地域アクセスバスの手順につい

ては皆さんのご承認をいただいたということでよろしいか。 

【承認】 

 

（３）バス路線乗り込み調査の結果及び今後の方向性について 

 事務局から資料３、資料３－１に基づき説明。 

委員  資料３－１の今後の方向性では土日祝の利用が少なく、実態に応じたサー

ビス基準の適正化を図るとある。見直し手順では平日サービス維持基準しか

なく、土日祝の基準についても議論していく必要があるのではないか。 

事務局 おっしゃるとおりである。基準では平日となっているが、基本的には廃止

代替バスは土日祝もほぼ同じ本数なので、今回調査を踏まえ、基準を別途考

えていくということも必要かと思う。 

議長 今後の方向性にもある、地域運行バス支援制度は、やはり地域の皆さんと

話し合いながら、フレキシブルに対応していく必要がある。基本的なルール

は決めておいて、そこからどうステップアップしていくか等について、また

議論していただくことになると思う。 

本日は方向性ということで、このご承認いただいたということでよろしい

か。 

【承認】 

 

４.その他 

（三重県から） 

・伊賀市に関係する地域間幹線系統４路線の平成２８年度（平成２７年１０月から平

成２８年９月まで）の運行状況について、資料に基づき説明。 
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（事務局から） 

・伊賀線新駅整備事業の現在の状況及び今後のスケジュールについて、資料に基づ

き報告。 

 

・伊賀線鉄道事業再構築実施計画策定の状況について口頭報告。 

前回、計画案をお示して、意見をいただいた点については、計画の中の文言を若

干修正したが、方針や収支計画の大きな変更はない。その後の経過としては、修正

した計画案を元に国土交通省中部運輸局との協議を継続しているところである。 

前回協議会で示したスケジュール案では１月上旬の申請を予定していたが、現在、

ほぼ最終段階まで内容を詰めているところで、今月中を目処に伊賀鉄道㈱と伊賀市

との連名で国土交通大臣に申請する予定である。 

申請後は認定を待つと同時に、体制移行に必要な手続きを伊賀鉄道、近鉄と連携

しながら進め、本年４月１日に公有民営方式に移行する予定である。 

 

 ・委員の任期について口頭連絡。 

当協議会委員の任期が今年の３月３１日までとなっている。任期満了に伴い、新

委員の選任手続きを始めたいと考えており、特に公募委員の皆様については、改め

て公募の周知などを始めていく。各団体の代表の方々についても、改めて選任のご

依頼をさせていただくことになるので、ご承知いただきたい。 


