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平成21(2009)年度 鈴鹿市地域公共交通総合連携計画策定調査 

第４回鈴鹿市地域公共交通会議議事要点録 
1.実施概要 

□日 時：平成22(2010)年３月19日(金) 14:00～15:50  於：鈴鹿市本館12階1204会議室 

□出席者 

①鈴鹿市地域公共交通会議委員（順不同・敬称略） 

鈴木 文彦  交通ジャーナリスト(副座長) 

    高田 和昭  三重交通㈱自動車事業本部乗合営業部営業課長 

豊永  久  三重交通㈱中勢営業所長(随行:山原謙児／営業係長) 

    村田 和久  三重交通労働組合中勢支部書記長 

猪俣 光博  伊勢鉄道㈱常務取締役総務部長 

福田 道雄  中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官 

舘  敏雄  三重県政策部交通政策室長(代理:亀井基良／交通政策室主査) 

松枝 信彦  三重県鈴鹿建設事務所副所長兼保全室長 

山本 忠之  鈴鹿商工会議所副会頭 

北川 友代  鈴鹿市生活学校会長 

角南 勇二  鈴鹿市副市長(会長) 

②事務局 

鈴鹿市：産業振興部長 鈴木良一 産業振興部次長 林治門 

    産業振興部商業観光課 松下裕一／森川洋行／中村昭宏 

コンサルタント：地域科学研究会 緑川冨美雄／大下篤志／伊藤友佳 

□欠席者 

喜井 美雄  鈴鹿モビリティ研究会事務局長(座長)(欠席) 

伊藤 春良  近畿日本鉄道㈱名古屋輸送統括部運輸部運行課長(欠席) 

辻  泰生  鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会会長(欠席) 

南  幸男  鈴鹿警察署交通第一課長(欠席) 

上條 好三  鈴鹿市自治会連合会副会長(欠席) 

結城 治夫  鈴鹿市老人クラブ連合会会長(欠席) 

須藤よしゑ  鈴鹿市老人クラブ連合会女性部長(欠席) 

□議 事 

①開会 

 1.会長あいさつ 2.委員の委嘱 3.座長の職務代理  

②協議事項  

1.鈴鹿市地域公共交通総合連携計画案について(資料1-1、資料1-2、資料1-3) 

2.地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請について(資料2-1、資料2-2) 

③その他 

1.平成22年度実施事業について 

2.平成22年度鈴鹿市地域公共交通会議について  

□配布資料 

1.第４回鈴鹿市地域公共交通会議事項書、座席表、委員名簿 

2.資料1-1：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案) 

3.資料1-2：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画の修正事項 

4.資料1-3：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(素案)への意見募集の結果 

5.資料2-1：鈴鹿市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書 

6.資料2-2：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画－概要版－ 

7.鈴鹿市コミュニティバス時刻表(平成21年４月１日発行)、伊勢鉄道時刻表(2010.3.13改正版) 

 

2.議事概要 

①開会 

・[事務局]第４回鈴鹿市地域公共交通会議を開会する。 
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②角南会長の挨拶 

皆様、年度末を迎え、何かと慌ただしく、ご多忙の時期とは存じますが、本会議にご出

席を賜りお礼申し上げます。また、平素は、本市公共交通の推進に多大なご尽力とご理解

を賜り誠にありがとうございます。 

さて、１月13日の第３回地域公共交通会議では、鈴鹿市地域公共交通総合連携計画の素

案をご審議いただき、ご承認をいただきました。その後、市内部での調整や、２月には市

議会及び市民の意見を聞く機会を設け、いただいた意見を参考にして素案を修正しました。

本日「鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案)」として提案させていただきますので、その

内容についてあらためてご確認と協議をお願いいたします。そして本日皆様のご承認をい

ただき、最終的な連携計画として公表してまいりたいと存じます。 

また、連携計画は単に作成するだけではなく、その後、計画の目標を達成するために、

具体的な事業を実施し、公共交通の活性化・再生を図っていく必要がございます。現在、

総合事業計画の認定申請の受付が行われており、国に対して３年間の事業計画を提出する

必要がございますので、本日はこの認定申請についてもご確認をいただきたいと存じます。 

平成22年度からは、いよいよ活性化に向けた取組みを「事業」という形で進めていくこ

とになります。事業そのものの中身は当然重要なことではありますが、それ以上に取組み

を進めていくプロセスと申しますか、マネジメントがさらに重要なことになると思います。

計画しただけではだめであり、それを実施し、そして住民の協力を得て、より良いものに

していかなければなりません。 

この地域公共交通会議がその中心となっていきますよう、皆様のご支援とご協力をお願

いいたします。それではよろしくお願いします。 

 

③委員の委嘱について 

[事務局]現在の委員の皆様の任期は、平成22年３月末日までとなっております。このため、

現在の委員の方々に４月１日以降も引き続きご就任を賜りたく、改めて平成24年３月末日

まで委嘱をさせていただきます。委嘱状はお手元に配布させていただいております。本市

の公共交通の活性化のために、引き続きご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

④座長の職務代理について 

[事務局]喜井座長がご都合により会議に出席することができないため、鈴鹿市地域公共交

通会議運営要領第３条第２項により、鈴木副座長に進行をお願いします。  

 

⑤鈴木副座長の挨拶 

 喜井座長が不在のため、副座長である私が座長職を務めさせていただきます。 

 本日は、会長のあいさつにもございましたとおり、協議事項が２つございます。１つ目

は連携計画案の協議です。本日の協議を経て、最終的に計画をまとめ、承認していただき

たいと思います。２つ目は総合事業計画の認定申請についてです。これは連携計画に位置

づけた事業を実施するための事業計画を国へ申請するものです。今後詳細な検討が必要で

はありますが、現時点での計画として申請をしていきたいと考えております。 

 地域公共交通会議は手続きが中心になってはしまいますが、公共交通に関わる人たちが

一堂に集まる場であり、是非活発な意見交換を行ってもらいたいと思います。公共交通を

良くしていくための知恵を出す場として活用していただきたいと思います。本年度は今日
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の会議で最後となりますが、来年度も引き続きよろしくお願いします。 

 

⑥〔協議事項〕 

■1.鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案)について 

[事務局] 

1.前回(１月13日)の第３回地域公共交通会議後、１月末に市の政策幹部会議、２月15日

に市議会(全員協議会)で連携計画案に対する意見を伺い、２月８日～３月４日にパブ

リックコメントを実施してきた。それらをふまえ、されに中部運輸局及び三重運輸支

局に文言等の確認をしていただき、最終的な案として修正を行った。 

2.資料1-1：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案)、資料1-2：鈴鹿市地域公共交通総合

連携計画の修正事項、資料1-3：鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(素案)への意見募集

の結果の説明を行った。 

 

[鈴木副座長] 

1.資料1-1(19頁６行目)と資料1-2(４頁３段目の修正箇所)の記載が異なるがどちらが正

しいのか。 

→[事務局]資料1-2の記載が間違っており、「実施」ではなく「実証」である(「Ｃ－

ＢＵＳで…他の公共交通機関で実施することを検討、実証する」)。 

2.パブリックコメントの意見提出者は２名と少なく残念である。 

3.市議会からの意見はどのようなものであったか。 

 →[事務局]市の総合計画等の上位計画との整合性がとれているか、計画策定において

市民の意見を十分反映されたのかという意見が出た。それに対して、上位計画の方針

に対応していること、市民意見の反映については、グループインタビュー調査やアン

ケート調査、パブリックコメントを実施しており、それらの意見を基に計画を作成し

ていると回答をしている。 

3.中部運輸局の評価・検討委員会によるヒアリング(二次評価)の結果はどうであったか。 

 →[事務局]３月９日に評価・検討委員会によるヒアリングを受けた。学識経験者の委

員からは、具体事業の内容について特に問題があるという指摘は受けなかったが、平

成10年度から地域公共交通に対して先進的に取組んできた鈴鹿市の計画としては、先

進性や特徴的な部分がなく、鈴鹿市の公共交通を良くしていくという方向性が見えな

いという指摘をいただいた。今後事業を実施していく中で、さらなる検討をして欲し

いということであった。今回掲げている事業は地味な内容ではあるが、公共交通の活

性化に必要なことであるため、事業を実施することで鈴鹿市の公共交通を良くすると

いうことを意識しながら取り組んでいきたい。 

4.ヒアリングの翌日、学識経験者委員の一人と別の会議でお会いした。その時の話では、

鈴鹿市は公共交通に対して早くから取り組んだ先進的な市であるから、今回さらに先

を目指すような計画を期待していたとのことであった。それに対して、どういった方

向に今後進んでいきたいのかが分かりづらかったのかもしれない。計画そのものが駄

目というわけではなく、またヒアリングの場でのアピールも足りなかったのかもしれ

ない。これからはそうして点にも気を付けていかなければならない。 

5.今後は、鈴鹿市として鉄道やバスの役割をどのように位置付け、運営していくのかと

いう太い方向性を持ちながら、具体的な事業を行うというイメージになることを意識

して取り組まなければならない。来年度からの事業の実施で、「さすが鈴鹿市!!」と
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言われるようにしたい。 

6.鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案)は、先週の第４回交通事業小委員会でも異論は

なく、了解を得ている。 

 

【協議結果】 

・鈴鹿市地域公共交通総合連携計画(案)は全会一致で承認を得た。 

 

■2.地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請について 

[事務局] 

・資料2-1の鈴鹿市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書、資料2-2の鈴鹿

市地域公共交通総合連携計画－概要版－について説明を行った。 

 

[Ａ委員] 

1.地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書は、所定の書式に則っており問題

はない。 

2.来年度の事業費に対する補助について、申請書では国費で1/2を見込んでいる。しかし、

全国で200以上の自治体がこの事業に取組んでいるので予算上厳しく、最終的には国費

で1/2は確保できない可能性が高い。その分、地域の負担が増えることになるが、その

点をご理解いただきたい。 

 

【協議結果】 

・鈴鹿市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書は全会一致で承認を得た。 

 

⑦その他 

■1.平成22年度実施事業について 

    □1.公共交通利用総合案内書(便利帳)について 

    [Ｂ委員] 

    ・Ｃ－ＢＵＳ時刻表をベースに作成していくことになると思うが、全体の公共交通を対

象にするという目的からすると、今のマップはＣ－ＢＵＳと民間の路線バスがバラバ

ラである。利用者からすると、どこでどのようにつながっているか分からない。Ｃ－

ＢＵＳと路線バスがどのように接続しているのかがわかるような一体化したマップが

望ましいと思う。 

 →[鈴木副座長]公共交通路線マップなので、それぞれの位置関係や接続関係を示す必

要がある。Ｃ－ＢＵＳだけではなく、路線バスのルートも地図の中に書き込む必要が

ある。違いは色分けなどの工夫で表示できると思う。 

 

[Ｃ委員] 

1.乗り方に関してバスほどわかりにくいものはないので、利用方法に関する情報も具体

的に記載して欲しい。 

2.バスの事故の３割は車内事故である。Ｃ－ＢＵＳでは少ないが、大型車では安全上止

むを得ず急ブレーキをかけるため、車内の段差での転倒事故が起きている。そのため、

バス協会のポスターで、バス停に停車するまで席を立ち上がらないことを呼びかけて

いるが、総合案内書にそうした啓蒙に関する情報も載せて欲しい。 
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3.総合案内書を全戸に配布してもらえれば、バスを利用しない人も目にすると思う。車

内安全のために急ブレーキや急発進ができないといったバスの特殊性など、マイカー

のドライバーへの注意を喚起する情報も入れて欲しい。 

 →[鈴木副座長]バスの乗り方やワンマン列車の乗り方が分からないという人は意外に

多く、そのために公共交通に乗らない人もいる。そのため、乗り方についての情報

は大切であり、安全に対する注意喚起も必要である。ただ、表記の仕方は研究する

必要がある。 

 

[Ｄ委員] 

・鈴鹿市には良い所がたくさんあるので、見どころなどの観光情報も加えたらよいと思

う。また、その観光施設へ行くにはどこで下車すればよいか、どこで降りれば何があ

るか。例えば、花がきれいな場所がある、子どもが遊べる公園があるといった情報も

載せてはどうか。 

 →[鈴木副座長]そうした情報も重要である。 

 

[Ｅ委員] 

・持ち歩くならもう少し小さいサイズで、よりコンパクトなものがよいのではないか。 

 →[鈴木副座長]サイズについては、入れ込む情報量や協賛企業の広告などとの兼ね合

いで左右されるが、工夫次第だと思う。ただ、紙質は気を付けないと、折り目から

破れてしまう。 

 

[Ｆ委員] 

・総合案内書というと大きくなるイメージがあるが、それをコンパクトにした方がよい

と思われる。また、作成したものをどう活用するか、例えば今は転入者のみ配ってい

るものを全戸に配布するなど、どのように利用していくのかも視野に入れて作成して

欲しい。 

 

[事務局] 

・総合案内書に入れ込む情報や情報量、紙質などについて今後検討して、小委員会で相

談して具体化を図っていきたい。 

 

□2.鈴鹿市の公共交通で問題と感じること・改善点について 

[Ｄ委員] 

・バスはどこへでも楽しく行けるものであって欲しいので、車内で音楽(ＢＧＭ)を流し

てはどうか。 

 

[Ｅ委員] 

・停車場所のＰＲをもっとしてはどうか。その場所を知ることができたらよいと思う。 

 

[Ｆ委員] 

・コミュニティバスと路線バス、鉄道の連携が重要である。この連携は接続(乗り継ぎ)

や運賃のことになると思うが、例えば、バスの日に運賃を半額、乗り継ぎ運賃を無料

にするといったことができればよいと思う。 
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[Ａ委員] 

1.住民との連携で、住民の意見を聞いて、地域に合ったシステムをつくることが重要と

思われる。鈴鹿市では、鈴鹿方式として、以前はサポーター的な組織(Ｃ－ＢＵＳ友の

会)があったと記憶している。地域のバス全体を盛り上げていく組織についての検討も

必要である。 

2.交通空白地域への対応は良い取り組みだと思う。しかし、社会資本である既存の路線

バスへ悪影響を及ぼさないようにして欲しい。 

 

[Ｇ委員] 

1.ドライバーからお客の声を聞いたところ、バスに乗っている利用者からは、このバス

があるから買物へ行けるといった感謝の声が多い。 

2.私たちの仕事は利用者を目的地に運ぶことがメインであるが、安全に運ぶことも重要

である。そのため渋滞への対応として、運転時分(ダイヤ)の見直しも考えて欲しい。

労働組合から提案をしているが、見直しをするには経費の問題がある。ある自治体で

はコミュニティバスの入札で安全確保を条件にしたと聞いているが、まず第一に安全

に運行することが重要と思う。 

 

[Ｃ委員] 

1.津市は合併に伴い、４月１日からコミュニティバスの再編を行う予定であるが、広域

合併であったため、調整に苦慮したと聞いている。合併後の旧市町を同じ土俵にのせ

るため、旧町で行っていたデマンドタクシーは一旦廃止にするとのことである。 

2.鈴鹿市の場合、津市のような公平の考え方がよいかどうかは分からないが、今後、地

域公共交通会議ではそうした根底の考え方を検討しなければならなくなると思う。 

 

[Ｂ委員] 

・コミュニティバスと路線バスの役割分担を明確化しないといけないと思う。Ｃ－ＢＵ

Ｓは運行当初は先進的であったと思うが、乗降方法は前乗り後降りで、なぜ路線バス

と違う方法にしたのか。利用者には分かりづらいのではないか。また、既存の路線バ

スがあり、同じところを通って駅へアクセスするため、路線バスの利用者が減少して

いる。 

 

[Ｈ委員] 

1.私はまだあまり土地勘がないが、鈴鹿市は地図で見るように面積が広く、車で移動し

ないと時間の効率上難しい部分もある。伊勢鉄道の場合、通勤時間帯以外は１時間に

１本しか運行していないので、利用者に抵抗なく利用してもらうのは難しいと思う。

その中で、具体的にどのような事業を行うかを検討していきたい。 

2.３月13日のダイヤ改正に伴い、新しい時刻表を太陽の街団地の中で1,500部ほど配布し

た。あまり利用者がいないのではないかと思っていたが、「伊勢鉄道をよく利用する

ので助かる」といった声を多くいただいたので、公共交通を利用する人、利用した

い・してみようかと思っている人が結構いるのではないかと思った。 

3.昨年、南部地域Ｃ－ＢＵＳの徳田駅バス停の上屋整備を検討するために現地へ行った

ところ、思った以上に徳田駅から伊勢鉄道を利用している人がいることを知った。周
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辺の各戸へ案内書を配布して、伊勢鉄道とバスの乗り継ぎができることを宣伝・アピ

ールしたらよいと思う。鈴木副座長が言われるように、まず知ってもらうことが大切

だと思う。 

 

[角南会長] 

1.国(中部運輸局)の二次評価では、鈴鹿市は公共交通への取組みの先進都市という評価

があることから、計画としてみると、表面上は不十分であるということであったと思

う。今後、形にしていく時に実績を上げていきたい。この地域で公共交通をしっかり

充実させていくということが基本であり、既存の鉄道、バス、タクシーの利用者増加

を目指し、それでカバーできない部分については、この会議の中で検討してよりよい

方法を検討していきたい。 

2.来年度の事業は鈴鹿市が中心となるが、交通事業者の方から、自社の利用者を増やす

ためにこのようなことに取り組みたい、一緒にやって欲しいという提案をいただけれ

ば、市として協力できることには取り組んでいきたい。これが新しい鈴鹿方式の一つ

になるのではないかと思う。 

 

[鈴木副座長] 

1.これから具体的な事業に入っていくにあたって、新公共交通システムの検討や南部地

域Ｃ－ＢＵＳなど個々の事業に目がいってしまいがちであるが、今後注意すべきこと

は、常に全体の公共交通体系をどうするかという視点に立つことである。そして、路

線バスとＣ－ＢＵＳ、市と交通事業者と地域、それぞれの位置付けや役割分担の観点

を意識しながら進めていかなくてはならない。 

2.利用していただくという観点からは、多くの市民に乗ってもらうこと、公共交通は乗

ること自体が楽しいものであり、乗ってどこかに行けばさらに楽しいことがあるとい

うようになればよい。 

3.白子駅～平田町駅間の路線バスは、日中でも20分間隔で運行されており、決して不便

なものとは思われない。しかし、そのことを知らない人が多いのではないか。総合案

内書やイベント等によって公共交通の情報を発信して市民の意識と認識を変え、それ

から利用促進・啓発を図らなければならない。 

4.中部運輸局の評価・検討委員会委員の方には、平成22年度の鈴鹿市の取り組みを見て

いて下さいと申し上げたので、皆で協力して頑張っていきたい。 

 

■2.平成22年度鈴鹿市地域公共交通会議について 

［事務局］平成22年度の開催時期・回数は現時点では未定であるが、事業の進捗状況に応

じて適宜、地域公共交通会議や交通事業小委員会を開催させていただきたい。また、日

程の調整上開催が難しい場合には、資料送付による書面審議とさせていただきたい。 

 

 

 


