
伊賀市地域公共交通活性化再生協議会
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平成２６年３月３１日設置

調査事業（計画策定） 令和３年３月 網形成計画策定予定

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（全体）

中部様式1



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

【地域の特性】

■ 人口 ９２，２７７人（令和元年１１月末現在）

■ ６５歳以上の老年人口は３２．８％（平成２９年１０月１日

現在の三重県月別人口調査）で、県平均（２８．７％）を

上回って高齢化が進行している。

【公共交通】

■ 鉄道は、北部をＪＲ関西本線が、南部を近鉄大阪線がそれ

ぞれ東西に伸び、両線をつなぐかたちで伊賀鉄道伊賀線が

中心市街地を経由して南北に走っている。また、東部の

柘植駅にはＪＲ草津線が通じており、京都、大阪方面へ

達することができる。

■ バス路線は、中心市街地と各支所エリアを結ぶ路線のほか、

各支所エリア内で、支所と点在する集落を行政バスが結ん

で走っている。

■ 都市圏へ向けては、ＪＲ関西本線や近鉄線あるいは、三重

交通高速バスにより大阪、名古屋方面へ達することができる。

■ 近鉄大阪線については利用者数が横ばい状況だが、その他の

ＪＲ関西本線、伊賀鉄道、廃止代替バス、行政バスについて

は一部を除き減少傾向である。
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《市内交通網》



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

【協議会が目指す地域公共交通の姿】

■伊賀市の一体化を促進し、活力あるまちづくりを支える公共交通体系

・伊賀市と周辺都市及び市内各支所等の連携・交流の強化に資する公共交通体系の構築

・歴史、文化、自然等の地域固有の資源と市民の力を活かした公共交通体系の構築

■地域が創り、それぞれの関係者の連携・協働により育まれる移動のしくみづくり

・路線機能と事業主体を明確化し、市民、地域、伊賀市、交通事業者、企業等関係団体がそれぞれの

主体者意識を共有して役割を担う公共交通体系の構築

■全ての人が安全・安心に移動できる持続可能な公共交通体系

・移動手段の不足が社会参加の妨げとならないよう、年齢や障がいの有無にかかわらず全ての人が

公平に移動できる公共交通体系の構築

・経済的に維持が可能で、安定的・持続的な交通サービスが提供できる公共交通体系の構築

・自家用車のみに依存しない環境にやさしい公共交通体系の構築
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2.公共交通に関する調査概要（実施内容） （Do）

（仮称）第２期伊賀市地域公共交通網形成計画策定
に向けた調査の実施内容
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調査の種別 調査の目的 調査結果

抽出調査
・公共交通利用の有無、公共交通の満
足度、利用促進などの取り組みに対す
る協力意向、新たな交通手段への関心
等についての質問を設け、市民意識を
把握する。

・１６歳以上の市民２，２２２人に
調査票を郵送し、９４３件回収。
（回収率４２．４％）

利用者対象調査
・上記項目に加え、利用路線、利用頻
度等を把握し、利用実態や利用者の要
望、意見等を把握する。

・市内鉄道駅、バス停留所等にて調
査票を配付。１，４００人に配付し、
１月末日投函期限で回収中。



2.公共交通に関する調査概要（特に意識したポイント） （Do）

【あらゆる層への意見聴き取り】

（抽出調査）
■対象者を１６歳以上とし、若年者から高齢者まであらゆる年代に対して意見
聴き取りができるよう実施した。

■公共交通を利用していない層の把握を行うため、選択肢を検討するとともに、
利用していない理由についての設問を設け実態の把握に努めた。

（利用者対象調査）
■若年層の利用実態を把握し、意見聴き取りを行うことを目的に、市内の高等
学校に協力を仰ぎ、通学に公共交通を利用している生徒を対象に調査票の配付
を行った。

■様々な路線の利用者の利用実態を把握し、意見聴き取りを行うことを目的に、
市内の多様な公共交通にて調査票の配付を行った。

（交通機関） （配付場所）
・伊賀鉄道 ・・・ 上野市駅、四十九駅
・廃止代替バス、コミュニティバス

・・・ 上野市駅乗降場
・行政バス ・・・ 各支所管内路線
・ＪＲ関西本線・草津線 ・・・ 柘植駅
・近鉄大阪線 ・・・ 伊賀神戸駅

【最近の潮流に合わせた設問の設定】

（抽出調査・利用者対象調査）
■新しい交通手段についての設問を設け、意識の把握を図った。
■ＩＣカードの利用についての設問を設け、利用実態の把握を図った。
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3.計画の達成状況の評価指標とその結果（調査結果から見た達成状況）（Check）

【廃止代替バス及び行政バス利用促進の取り組みに対する協力意向】

6

計画策定時数値 目標値 今回調査結果 《達成状況》

協力できる ５１％ 現況値を上回る 協力できる ６７．１％ 【達 成】

【伊賀鉄道利用促進の取り組みに対する協力意向】

計画策定時数値 目標値 今回調査結果 《達成状況》

協力できる ５６％ 現況値を上回る 協力できる ６４．２％ 【達 成】

【鉄道の満足度（市民）】

計画策定時数値 目標値 今回調査結果 《達成状況》

満足 １８％
（ ＜不満３３％ ）

満足が不満を上回る
満足 １６％

（ ＜不満２１％ ）
【未達成】

【バスの満足度（市民）】

計画策定時数値 目標値 今回調査結果 《達成状況》

満足 １１％
（ ＜不満２１％ ）

満足が不満を上回る
満足 ９％

（ ＜不満１４％ ）
【未達成】



3.計画の達成状況の評価指標とその結果（調査結果から見た達成状況）（Check） 7
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伊賀鉄道の利用促進の取り組みに対する協力意向

できる できない 無回答

・いずれかの項目について「協力できる」とした人は伊賀鉄道、バスともに６割を超え計画策定時の
数値を上回ったものの、項目別に見ると数値が低い傾向がある。特に、活動への参加意向は低い。



3.計画の達成状況の評価指標とその結果（調査結果から見た達成状況）（Check） 8

■鉄道、バスともに満足(「満足」＋「まあ満足」)の数値は計画策定時と比べほぼ横ばいで、不満(「不満」＋「やや
不満」)の数値も改善しているが、満足が不満を上回るには至っていない。

■「利用していない」人のうち、理由として「関心がない」をあげている人が多数見られ、今後この層の関心
を呼び起こすことが必要と考えられる。
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3.公共交通に関する調査概要（集計・分析） （Check） 9

【鉄道やバスの利用促進を目的とした取り組みの認知度】
認知度の高いものもあるが、認知度が低い項目もあり、さらなる周知が必要と考えられる。

項 目 知っている （％）

しらさぎに忍者ラッピングの新しいバス導入 ４６．６

上野市駅に「忍者市駅」、伊賀線に「忍者線」の愛称を付けたこと ８０．５

三重交通バスやしらさぎで、交通系ＩＣカードが使えること １５．５

比土駅、丸山駅にパークアンドライド用駐車場を整備したこと １２．２

【新たな交通手段で関心のあるもの】
年代を問わず一定の関心が見られる。利用者減少や運転士不足により、定時定路線型のバス路線
の維持が難しくなっている現状とあわせ、次期計画策定の際は新たな交通手段の導入についても
検討する必要があると考えられる。

項 目 関心がある （％）

デマンド運行 ３８．８

自動運転 ３７．８

【今後の公共交通の利用について】
「今後も利用し続けたい」及び「将来は利用すると思う」人が７割近くを占め、公共交通の必要
性について、一定の認識があると考えられる。

項 目 そう思う （％）

現在、公共交通を利用しているし、今後も利用し続けたいと思う １７．０

今は公共交通を利用していないが、将来は利用すると思う ５１．７

今後も公共交通を利用することはないと思う １９．５



104.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act）

【課題】
・地域で公共交通について考える活動等、地域の取り組みが公共交通の維持に結び付いていない。
・公共交通について関心の無い市民が一定数存在する。
・公共交通に関する取り組みを行っても、市民に認識されていないことがある。

【展望】
・公共交通の必要性については一定の認識がある。
・新しい交通手段に対して、年代を問わず一定の関心がある。

公共交通維持への意識の醸成

事業主体の明確化

新しい交通手段を含む、交通体系の検討

・公共交通の現状について定期的かつ有用な情報提供に努め、公共交通に対する関心を喚起すると

ともに、地域の鉄道、バスに対して愛着を感じることができる取り組みを進める。

・交通事業者や行政だけでは取り組みに限界があるため、市民、地域、関係団体と連携し、

それぞれの役割を共有して取り組みを進める。

・市内の公共交通の維持、特に定時定路線型のバスの維持が困難になってきているため、

新しい交通手段を含めて、地域の特性に応じた交通体系の検討を行う。



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 11

事項 / 月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

現行計画の評価 → →

地域概況・地域公共交通の現状の整理 → →

地域公共交通の利用実態及びニーズの
分析

→ →

地区別住民懇談会の実施 → →

計画の基本的な方針の検討 → → → →

目標を達成するために行う事業及びそ
の実施主体に関する事項の検討

→ → → →

伊賀市地域公共交通活性化再生協議会
での協議

● ● ● ●

パブリックコメントの実施 ●

《２０２０(令和２)年度中に、(仮称)第２期伊賀市地域公共交通網形成計画を策定》



伊賀市地域公共交通活性化再生協議会

12

平成２６年３月３１日設置

調査事業（計画策定） 令和３年３月 網形成計画策定予定

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（経緯）

中部様式2



1.直近の第三者評価の活用・対応状況 13

直近の第三者評価委員会
における事業評価結果

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

該当なし



2.アピールポイント

■ユニバーサルデザインに配慮した読みやすい調査票

（抽出調査・利用者対象調査）

・ふりがなを付記した。

・読みやすい大きさ、フォントの文字を使用した。

・難解な表現はなるべく避け、平易な表現に努めた。

・パークアンドライド等、専門的な用語には説明を付記した。

■様々な対象に届けるための配付方法

（利用者対象調査）

・若年層の利用実態を把握し、意見聴き取りを行うことを目的に、市内の高等学校に協力を仰ぎ、

通学に公共交通を利用している生徒を対象に調査票の配付を行った。

・様々な路線の利用者の利用実態を把握し、意見聴き取りを行うことを目的に、ＪＲ、近鉄、

伊賀鉄道、廃止代替バス、コミュニティバス、行政バス等、市内の多様な公共交通にて調査票

の配付を行った。

■最近の潮流に合わせた設問の設定

（抽出調査・利用者対象調査）

・新しい交通手段についての設問を設け、意識の把握を図った。

・ＩＣカードの利用についての設問を設け、利用実態の把握を図った。

・公共交通を利用していない層の把握を行うため、選択肢を検討するとともに、利用していない

理由についての設問を設け実態の把握に努めた。

・運転免許の返納状況を測るために、選択肢の設定を行った。

（利用者対象調査）

・今後の情報提供方法の検討材料とするべく、鉄道、バスの時刻や経路を調べる方法についての

設問を設けた。
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（別添１）

令和2年1月27日

協議会名：伊賀市地域公共交通活性化再生協議会

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は

地域公共交通網形成計画等の計画策定に向けた方針

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【事業が適切に実施された（されている）かを記載。適切に実施されな
かった（されていない）場合には、実施されなかった事項及び理由等記
載】

【補助申請を行う補助対象事業名、事業内容、実施時期等を記載】

　
　２０２０年度に計画最終年度を迎える伊賀市地域公共交通網
形成計画の次期計画策定にあたり、市内の公共交通を巡る課
題を把握すべくアンケート調査を実施した。
　２０１９（令和元年）９月から１０月にかけては、住民基本台帳
から抽出した１６歳以上の市民２，２２２名に対し、郵送方式で
アンケートを送付した。このアンケートでは、公共交通利用の有
無、市内の鉄道、バスへの満足度、伊賀鉄道や廃止代替バ
ス、行政バスの利用促進などの取り組みに対する協力意向、
新たな交通手段への関心等に対する設問を設け、市民意識や
利用実態について把握を図った。１０月１５日投函締切で回収
を実施し、９４３件の回答があった。（回収率４２．４％）
　上記の調査に加え、実際に公共交通を利用している人を対象
とした調査も別途行った。これは、実際の利用に基づいた具体
的な要望、意見の把握も意図したもので、１月中旬に、市内鉄
道駅、バス停留所等にて調査票の配付を行い、１月末日を投
函締切日とした回収を行っている。

Ａ 　計画どおり事業は適切に実施された。

【事業名】
伊賀市地域公共交通網形成計画策定調査業務

【内容】
交通の現状と今後のあり方に関するアンケート調査

【実施時期】
２０１９（令和元）年９月～１０月（抽出調査）
２０２０（令和２）年１月　　　　（利用者対象調査）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定に係る事業）

④事業実施の適切性



（別添１－２）

令和2年1月27日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

　本市は三重県の西部に位置し、人口９１，２７７人（令和元年１１月末現在）、総面積５５８．２３㎢で、上野エリアの市街地を中心に盆地を市域としている。市内の交通
状況は、名阪国道が市の中心部を通っており、名古屋、大阪へ通じる大動脈として機能しているとともに、国道１６５号が市南部を、国道１６３号が市北部を東西に貫
き、近隣市町村と本市を結んでいる。本市は、平成１６年１０月１日に１市３町２村が合併して誕生し、当初は人口が１０万人を超えていたが、人口減少が進み現在では
９万人余りとなっている状況である。また、６５歳以上の老年人口は、平成２９年１０月１日現在の三重県月別人口調査によると３２．８％に達しており、県平均（２８．
７％）を上回って高齢化が進行している。
　本市の公共交通機関は、北部をＪＲ関西本線が、南部を近鉄大阪線がそれぞれ東西に伸び、両線をつなぐかたちで伊賀鉄道伊賀線が中心市街地を経由して南北に
走っている。南北を結節する唯一の鉄道として、伊賀鉄道は平成２９年４月から公有民営方式による運営がスタートし、本市が第三種鉄道事業者として鉄道施設の保
有や管理を行うこととなった。経営状況は、平成３０年度決算で６，４００万円の赤字となっており、市からの補助金により補填を行っている。
　鉄道以外の交通機関としては、バス路線が中心市街地と各支所エリアを結び、さらに各支所エリア内で交通空白地区を埋めるべく、点在する集落を行政バスが結ん
で走っている。廃止代替バスや行政バスは、本市が赤字分を負担して運行しているが、運行経費は平成３０年度実績で２億３百万円あまりに上り、本市にとって大きな
負担となっている。
　そのような中、平成３０年７月からは、行政ではなく、地域が主体となって運行する地域運行バスが試験運行を始めた。こちらについては、地域が自ら運営する新たな
交通手段として期待が大きく、本市としても側面的支援を進めているところである。
　鉄道、バスともに運行経費が大きい中、利用者数が減少しているという課題もあり、効率的な公共交通体系の構築が喫緊の課題となっている。

伊賀市地域公共交通活性化再生協議会

調査事業（計画策定）国庫補助金


