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平成２９年度第３回伊賀市地域公共交通活性化再生協議会 議事録 

 

■開催日時  平成３０年３月２８日（水） 午後１時３０分～午後３時 

■開催場所  市役所本庁舎２階 第１委員会室 

■出席者 （敬称略） 

【委員】 

辻本 勝久（和歌山大学）、大森 秀俊（伊賀市副市長）、藤巻 恵（伊賀

鉄道㈱）、仲 範和（三重交通㈱）、福田 政幸（三重交通労働組合）、 

小出 和仁（中部運輸局三重運輸支局）、梶田 充代（伊賀警察署交通課）、

河本 直紀（名張警察署交通課）、冨永 健太郎（三重県地域連携部交通政

策課）、奥澤 重久（市民公募）、堀井 信雄（市民公募）、前山 正清（市

民公募）、堀田 大（いが移動送迎連絡会）、宮﨑 寿（伊賀市企画振興部

長） 

【事務局】 

交通政策課 森、吉岡、吉福、山岡 

各支所振興課長、課員 

■傍聴人：４人 

 

■会議概要 

１．開会  

 交通政策課長 森 

 

会長あいさつ 

皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうご

ざいます。伊賀市の地域公共交通機関のマスタープランであります伊賀市地域公

共交通網形成計画（以下、網計画）ができてから、２年半が経過しました。平成

２９年度、この計画の下で多数の施策に取り組み、伊賀鉄道の四十九駅開業、伊

賀市の地域運行バスの導入ガイドライン策定等、大きな成果も出てきていると考

えております。 

今日は、今年度の取組みの状況をご確認いただき、それを踏まえて来年度の対

応についてご協議をいただきたいと思っています。 

それから、ガイドラインに沿った初めての計画となります神戸地区の地域運行

バスの運行計画、伊賀鉄道の施設の改修工事のための生活交通改善事業計画につ

いてもご協議いただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 
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・事務局から、所属組織内の人事異動等に伴う委員の交代等について報告。 

（新たに就任された委員・敬称略） 

 

河本 直紀（名張警察署交通課長） 

 

２．協議事項 

（１）伊賀市地域公共交通網形成計画の実施状況について 

事務局から資料１に基づき説明。 

【質疑応答】 

事務局 この計画については、今年度で計画期間の中間年度を迎えたこと

から、中間地点での評価指数である満足度について調査をするため、

今年度実施した市民アンケートに鉄道およびバスの満足度の項目を

設けた。本日説明させていただいた実施状況の最終的な実績とあわ

せて、次回の協議会でアンケート結果のご報告をさせていただきた

いと考えている。 

委員 資料９ページ、施策番号４５の免許返納者への支援制度の拡充に

ついて、昨日の新聞に三重県の免許返納率が２．４倍増えていて、

順位も最下位から２８位に向上したとあった。市町の中にも、すで

に松阪市、桑名市、明和町、大紀町、紀北町がコミュニティバスを

半額にする等、支援をしていただいている。さらには、この４月か

ら鳥羽市も半額にする予定で、鈴鹿市でも検討していると聞いてい

る。次年度以降の対応のところにご検討いただくようになっている

が、ぜひ伊賀市でもご検討いただきたい。 

事務局 免許返納の促進のためのインセンティブをどうするかということ

については、市民の皆様方からもご要望等いただいている。今後、

特に免許返納者に限っての支援となるのか、あるいは高齢者の移動

支援という観点から支援のあり方も含めて考えるのか、議会へ請願

をいただいている案件もございますので、それらを含めて検討して

いきたいと思っております。 

会 長 県内でも取組みが広がっているということと、市民からの要望が

あり、議会への請願もあったということですので、ぜひとも進めて

いただきたいと思います。 

委 員 ２点ありまして、１ページに各路線バスの運行の改善、路線の見

直し、ダイヤの見直しがいくつかの項に入っていて、それぞれ着手

が遅れている状況になっている。施策番号８のところに記載があり、

市役所の新庁舎へのアクセスとして、平成３１年１月に開庁するま
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でにバス路線の改編を行っていくとなっている。やらないといけな

い時期の目標値があるので、現状で見直しの状況のような報告をい

ただけるような事項があれば、お願いをしたいというのが一つです。 

二つめは、中間評価を来年度実施されるということで、これまで

の取組内容の検証を行い、後半の取組みがしっかりとしたものにな

るよう、必要に応じて取り組む事業の内容の見直し等実施をしてい

ただきたい。網計画の内容を適宜変更するということは、手続きを

していただければ可能ですので、目標に向かってしっかりした取組

みをやっていただけるよう、必要な見直しをぜひ検討していただき

たい。 

事務局 ２点ご質問いただきました。まず、既存のバス路線による市役所

新庁舎へのアクセス確保につきましては、上野コミュニティバス・

しらさぎのダイヤ、またはルートの見直しをこのタイミングに合わ

せてできないかということで検討を進めているところです。これに

つきましては、現在、バス事業者と具体的な車両の運用や、他の廃

止代替バスあるいは営業バス路線との接続等、現在検討いただいて

いるところでございます。 

平成３１年１月ですので諸手続き等も踏まえると、夏頃までには

一定の素案をお示ししていく必要があるかと思っているところで

す。 

それに関係して、他の廃止代替バス等の運行改善もタイミングよ

くやっていければいちばん良いのですが、スクール利用との混乗化

という一つの課題を今こなしていくということもございます。最大

限努力をさせていただきますが、それがかなわないということがあ

れば、まずは新庁舎アクセスを先行的にということもありうるかと

いうふうに思っているところでございます。 

二つめの中間評価の部分でございますが、この網計画の内容は従

前の交通計画から施策を継続している部分があるため、なかなか成

果が見えてこない施策があるということも現実ございます。そうい

った施策の見直しを含めてこれを継続していくのか、あるいは少し

見直しをして違うものに変えるというようなことも必要になってく

るかと思います。中間点を迎えて、この協議会へお諮りをしながら

進めていければと思っております。 

会長 この進行管理総括表の進捗度合のところが、いつもに比べて「着

手したが遅れている」が多いと感じましたが、これも理由があると

いうことです。施策番号１、３、４、５、８、９、１０すべてスク
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ールバスの再編、混乗を可能とする案としての再検討や新庁舎の関

係での検討の遅れということですが、なかなかいい質問をいただき

まして、いつまでにどこまでやらねばならないとか、答弁でもあり

ましたが夏までに素案を出さないと間に合わない非常にタイトなス

ケジュールになってきます。しかも、中間の折り返し地点というこ

とで、これまで以上にしっかりと評価をして見直すべきところは見

直していかないといけない。来年度やるべきことがたくさんあって 

重たいことがたくさん出て来るので、皆さんぜひともご協力をお願

いしたいと思います。 

委員 ２ページの施策番号１１、ＪＲ関西本線の活性化について、資料

の作り方にわからない点がある。上の欄に今年度の実施状況として、

柘植駅でＩＣＯＣＡをはじめとした交通系ＩＣカードが利用可能と

なり、これは成果であるとされている。その隣にある「事業実施に

よる成果及び問題点、課題等」のところは、ＩＣＯＣＡ利用可能エ

リアの早期拡大については、利用者が多いところから順次拡大を進

めているため、沿線の活性化状況がなければ優先順位が上がること

は難しい部分があるとしてある。これは、成果としてＩＣＯＣＡ等

の交通カードが導入されたわけですよね。成果としながら、問題点

や課題のところにも書いてある。これはどういうことなのか。 

そして、進捗度は「計画どおり進んでいる」と書いてある。何十

年も加茂から亀山間の関西線の電化のことをずっと言ってきて、全

然進んでいないのに、「計画どおり進んでいる」としている。これ

は、ＩＣＯＣＡのことだけ進んだということでしょうか。整合性が

取れていないように思うのですがいかがでしょうか。 

事務局 資料の表現がわかりにくくて、恐縮でございます。まず、ＩＣＯ

ＣＡエリアの拡大につきましては、加茂と亀山の間はまだ導入の見

込みが立っていないということでございます。資料に括弧書きして

いますように、３月１７日に柘植駅が草津線の接続駅であるため、

草津線のＩＣＯＣＡエリア拡大により利用可能になりました。柘植

駅が草津線のエリア拡大により、同時に使えるようになったことを

注釈させていただいたつもりですが、わかりにくい表現であり申し

訳ございませんでした。 

進捗度合は、電化が進んでいないのになぜ「計画どおり進んでい

る」なのかということですが、確かに電化促進ということでは、な

かなか事業者さんとの意見交換の中でも、投資に見合う利潤がなか

なか見出せないとして積極的な動きにはなっていません。しかし、



5 

 

電化に向けたいろいろな取組については、ＪＲさんと関係市町村ま

た関係団体さんと連携して、信頼関係の構築や利用促進のための観

光促進であるとか、回を重ねるごとに良い関係をつくりつつありま

す。決して活動をしていないのではなく、活動の結果少しでも一歩

でも前を向く動きになりつつあるという意味で、「計画どおり進ん

でいる」という表現をさせていただきました。成果としていつ電化

が実現するかまでは見えていないので、こういった評価の仕方が正

しいかということについては議論もあろうかと思いますが、いろい

ろな活動、意見交換等々をＪＲさんと頻繁にやることによって、利

用を少しでも増やすことの取組みが両輪で動くような環境がつくら

れつつあるので、このような表現をさせていただいたということで

ございます。 

委員 施策１１の（２）は計画どおり進んでいないので、「着手したが

遅れている」と書いたほうが、わかりやすい資料になると思う。（１）

は、ＩＣカードが草津線のみ利用可能になったと成果として書いて

いただいたらよくわかると思う。 

事務局 （１）につきましては、少しずつでも動いているということを反

映させていただければということでございます。 

（２）の利用促進活動ですが、こちらは各種いろいろなウォーク

イベント、観光振興のための車内吊りポスター、駅貼りポスターを

貼る等の取組みを現実に進めていますので、こちらについても当初

計画どおり進めているという表現にさせていただけたらと思いま

す。 

委員 イベント等のつながりを持つことについては計画どおり進んでい

るが、電化に関しては進んでいないということを住民の皆さんもや

っぱり知りたいのだと思います。何十年も前から複線電化を言って

いますが、進んでいない。そこをこの資料で明らかにしていただき

たい。イベントとかそういうつながりを持っていこうということは、

なるほど進んでいると思いますが、電化のことと分けて書いていた

だいたほうがよいと思う。電化については何十年もの悲願で、いつ

かＪＲ西日本とのつながりが深まったら電化される、というような

実現性の可能性が少ないと思われることを、安易な期待を持たせる

書き方をすることはどうかと思うのですが。 

会長 委員の意見としては、評価を「着手したが遅れている」にしたほ

うがよいのではないかということと思います。ただ、委員がおっし

ゃりたいのは前向きなご意見だと思います。もっと取り組むべきだ
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という前向きな観点から、あえて評価の文言を一つ下の評価にして

はどうかというご意見と思いました。今まであまり進んでいなかっ

た中、ＩＣカードが柘植駅にだけでも入ったということは非常に喜

ばしいことだと思いますので、大きく評価したいということもよく

わかります。 

事務局 究極の目標は関西本線の活性化だが、施策の内容としては活性化

に向けた、電化も含めた活動を継続していくということがあります。 

実際、今年度も要望活動や、関係団体からの働きかけをやってきま

したので、そういう活動をやってきたということに着目しましたら 

計画どおりということになると考えます。成果という部分に着目し

ましたら、ほとんど動いていないではないかというのも、当たると

ころではございます。 

書き方の問題と思いますので事務局に任せていただいて、今おっ

しゃっていただいたことを踏まえながら検討させていただきたい。 

進捗状況の表現を考えさせていただいて、次回最終の実績を報告す

るときに、直した点を報告させていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

委員 わかりました。それで結構です。 

会長 ３ページに、バスを活用したイベントの開催とあるが、今年度タ

イアップできるようなイベントが見当たらなかったとなっている。

こういうところとタイアップしてはどうか等、委員の皆さんからア

イデアがあれば、今後の取組みのヒントになってくると思います。 

事務局 ２９年度は残念ながらコラボできるようなものがなかったが、 

今年５月３日開催予定の伊賀線まつりで、まだ検討段階ですが、三

重交通が車両展示、物販等のイベントをコラボしてやっていただく

ことを検討いただいているとのことです。それが実現すれば、鉄道

とバスという公共交通への理解を深めていただく良い機会になろう

かと思っています。 

会長 具体的にお考えということで、ありがとうございます。 

 

（２）神戸地区地域運行バス運行計画について 

 事務局から資料２に基づき説明。 

【質疑応答】 

会長 神戸地区地域運行バス運営協議会の中嶋会長と福井副会長にもご

出席いただいております。お聞きになりたいこと等ございましたら

お願いします。 
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ご意見等無いということでしたら、この計画案については提案ど

おりご承認ということでよろしいでしょうか。 

【承認】 

 

（３）伊賀鉄道生活交通改善事業計画について 

事務局から資料３に基づき説明。 

【質疑応答】 

会長 資料中の単位でわからないものがある。劣化したレールの１００

単米とは何か。 

委員 伊賀鉄道でございます。レールは左と右に２本、１つの線で走っ

ています。単米というのは、左右のレールをあわせて１００メート

ルというのを、単米といっています。レールの長さにしますと、１

００メートルと１００メートル、あわせて２００メートルとなりま

す。 

委員 伊賀鉄道は、もと近鉄伊賀線で今もレールの幅等、一緒ですよね。 

委員 ゲージの幅としては、近鉄大阪線が１，４３５ｍｍ、伊賀鉄道は

１，０６７ｍｍでＪＲと同じ幅です。 

委員 近鉄時代からそうでしたか。 

委員 はい。 

委員 幅が狭いということは、幅が広い鉄道より安全性がちょっと低く

なるというふうに聞いていますが、そんなことはないのでしょうか。 

委員 線路の幅が狭いと安全性が低下するということは、一概には言え

ません。車両の大きさと、必要な建築限界と言いますが鉄道の運行

に必要な空間が、ゲージの幅が狭いと少し少なくて済むことはあり

ますが、特段安全性とはリンクしていないと認識しております。 

委員 近鉄大阪線と比べて伊賀線がゆっくり走っているのは、安全性を

考慮してということではないのですか。 

委員 そういうことではないです。線路の規格といいますか、高速で走

ろうと思いますと、それなりに丈夫な線路にしなくてはいけない。 

また、急曲線のところでスピードを出すわけにいきませんので、曲

線をできるだけゆるいカーブにします。そういうところで、近鉄大

阪線と伊賀線ではだいぶ条件が違うので、伊賀線のスピードを抑え

て走っているということです。 

委員 幅の狭い軌間の電車でも、広い軌間の鉄道と同じように安全は保

たれるということですか。 

委員 はい。 
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会長 他に何かございますか。何もないということでしたら、事務局の

提案どおりご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

承認ということにさせていただきます。 

【承認】 

 

３．報告事項 

（１）新駅「四十九駅」開業について 

事務局から資料４に基づき説明。 

【質疑応答】 

委員 伊賀鉄道でございます。事務局の説明に補足いたします。四十九

駅をご利用いただいているお客様の人数ですが、開業当日３月１７

日はトータルで２３６人、開業イベント等ございまして多数のお客

様にご利用いただきました。その翌日１８日（日）は、乗り降りあ

わせて１５８人。それ以降１９、２０日は平日に入りますが、平日

につきましては概ね１３０人前後のお客様にご利用いただいており

ます。当初、想定では平成３０年度の段階で乗り降りあわせて 

４１２人ご利用いただくということでこの駅をつくる事業が進んで

います。それには達していませんが、まずまず順調な滑り出しとい

うふうに当社では考えております。また、乗り降りの傾向としまし

ては、平日につきましては朝、四十九駅で降りられるお客様、夕方、

四十九駅から乗られるお客様が多いです。休みの日につきましては、

昼間の時間帯を中心に満遍なく乗り降りいただいています。平日の

通勤でのご利用、休みの日のイオンタウン等周辺施設のご利用とい

うところが、当初のねらいどおり波及されていると考えております。

乗降のデータにつきましては、新年度が始まります来週以降、学生

の新学期等も始まりますし、また周辺で通勤される方の異動もあろ

うと思いますので、通勤定期の購入等が落ち着いた段階で、経過の

把握をしていきたいと考えています。また、伊賀市役所の新庁舎開

庁にあわせて、必要な準備を進めてまいりたい。 

委員 三重県でございます。平日の通勤利用は、三重県も付近に伊賀庁

舎がございます。前は桑町駅でしたが、新駅をおつくりいただいた

ので約１０分で行けると思っており、３月１７日のオープン前に伊

賀庁舎の中でチラシを刷り、通勤や出張の利用を呼びかけています

ので、貢献できるかと思っております。 

会長 ４１２名という計画もありますので、積極的に利用していきまし

ょう。 
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４．その他 

  

【質疑応答】 

委員 １点だけ事務局にお願いさせていただきたい。公共交通に関する

会議で、関係した方々もせっかく集まる機会ですので、私どもとし

ては鉄道、民間の路線バス、市のコミュニティバス、タクシー等、

公共交通機関の利用状況の資料をこの場に提供していただいて、 

皆さんがどういう状況にあるのかの認識を持っていただくことが必

要かと思っております。可能であれば、その利用状況に対して課題

や費用の分析等していただいて、今後活性化に向けいろいろな活動

をしていくことが必要ということであれば、そういった議論をこの

場でしていただくことがいいことになるのではないかと思っていま

す。 

三重交通さんにお話しさせていただいて、月別の利用人員を情報

提供していただけるようになりました。今後の会議につきましては

鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関の利用状況について審議を

いただいて、少なくとも情報提供はしていただくようにお願いした

い。 

事務局 今後そういった分も含めて、資料提供で議論が深まるように努め

ていきたいと思います 

委員 利用促進対策路線である玉滝線について、国、三重交通、市、三

重県で利用促進について検討を進めています。もしここで取組の紹

介等いただけるのであればお願いしたい。 

事務局 玉瀧線の事業者である三重交通さんと、お話しさせていただいて

います。朝のダイヤが、阿山地区から上野地区への高校生の通学利

用に少し時間が早い状況です。従前、上野地区への高校生の通学に

適したダイヤで運行していたときもあったのですが、その後、他の

地区への通学生への配慮等ありまして、いちばん需要が見込める上

野地区への通学対応ができていないということも利用者減少の要因

の一つではないかということで、改善を図っていただくようにご検

討いただいている。時期等につきましては、具体的になればご報告

させていただけるかと思っております。高校通学生の利便にかなう

運行をすることで、利用者数を回復できることがあればと思います。 

協議事項１のバスの乗り方教室は、主に高齢の方について阿山地

区にお声掛けをいたしまして、しばらくバスに乗っていないという
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声も聞いていましたので、バスの乗り方や、ＩＣカードを使うとこ

んなに便利だとか、バリアフリー対応車両はどのようになっている

かといったことを、今のバス交通の現状を説明しながらご理解いた

だくような取組をさせていただきました。そういったことを続けな

がら、路線が継続できるようにしていければと考えております。 

委員 再生協議会の進め方について、今日で３回目ですが、１回目や２

回目の会議のときにいろいろな意見が出されたと思います。その意

見についてどう取り扱ったかということを報告事項でも協議事項で

もいいですから、結構な期間あいていますので検討いただいて、何

らかのコメントをいただきたい。先ほど事務局から、免許返納に限

らず高齢者に対する対策のようなコメントも出されたので、ご検討

いただいているかと思います。１回目の会議でもそのような話が出

ましたし、２回目の会議でも地域運行バスに限らずいろいろな意見

が出たと思いますので、その辺はよく検討、整理いただいて、それ

なりの見解や方向性を出していただいた上で会議を進めていただけ

たらと思います。 

事務局 ご意見いただいたことにつきまして、聞きっ放しということでは

いけないと思いますので、次回の会議あたりで整理をしたものをお

答えできるように努めていきたいと思います。 

会長 次回からそのようなかたちでお願いいたします。 

委員 交通機関の利用促進が大きなポイントになってくる中、特に外国

人観光客、インバウンドの取込みを意識して伊賀を観光してくれる

人を増やせば、交通機関、特に伊賀鉄道は利用者が増えそうだ。そ

ういうことに対して市のほかの課、観光に携わる課と連携はされて

いるのか。 

事務局 観光促進、また交流人口の増加については、特に伊賀は忍者とい

うコンテンツを持っているので、外国人の観光客の方も増えつつあ

ると理解しております。詳細は今すぐにお示しできませんが、常に

情報を共有しながら、そういった取組みを事業所への提案というか

たちでさせていただいている部分もございます。具体的な取組みと

しては、伊賀鉄道で忍者パックという、観光協会や津市美杉地区の

ホテルとタイアップした団体ツアーの受入れをしています。特に伊

賀線は再構築実施計画の中で、インバウンドの利用の増加が定期外

利用者の増加につながるとして積極的にやっていくとしていますの

で、連携しながら取組みを進めてまいりたいと思います。 

また、観光戦略課と連携しながら、例えばバス利用をするような
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取組みができないか等、情報共有しながら模索をしていきたい。 

委員 事務局のお話に一つ付け加えてですが、四十九駅が開業した３月

１７日から伊賀線の車両の中にある運賃表示板の駅名、行き先およ

び車内の自動放送、これらを英語、中国語、韓国語を加えた４ヶ国

語対応で運用をスタートしている。こちらについても、国、三重県

のほうから補助金をいただき、インバウンド対応工事として実施し

ています。 

会長 非常に重要な質問をいただいた。観光との連携は大事なことです

ので、今後それを意識して進めていただきたいと思う。 

（以上） 


