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平成22(2010)年度 第１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７月16日（金） 10：00～11：30 

◇場 所：鈴鹿市役所本館 12階 1201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） 

喜井 美雄  鈴鹿モビリティ研究会事務局長（座長） 

鈴木 文彦  交通ジャーナリスト（副座長） 

藪本竜太郎  三重交通㈱乗合営業部中勢営業所長（随行：田中真一/総務兼営業係長） 

村田 和久 三重交通労働組合中勢支部書記長 

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（代理：岩城正文/運行課主査） 

猪俣 光博 伊勢鉄道㈱常務取締役 

福田 道雄 中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官（代理：松野勝敏/運輸企画専門官） 

中西 清司 三重県政策部交通政策室室長（代理：工藤隆/交通政策室副室長） 

森 喜久夫 三重県鈴鹿建設事務所副所長兼保全室長 

北井 秀也 鈴鹿警察署交通第一課長 

山本 忠之 鈴鹿商工会議所副会頭 

上條 好三 鈴鹿市自治会連合会副会長（代理：神尾光員） 

清水 浩二 鈴鹿市老人クラブ連合会会長 

角南 勇二 鈴鹿市副市長（会長）  

＜オブザーバー＞宮﨑光明 鈴鹿モビリティ研究会 

②事務局 

鈴鹿市：産業振興部長 林治門  産業振興部次長 酒井秀郎 

産業振興部商業観光課 松下裕一、森川洋行、中村昭宏、大場智之 

コンサルタント：㈱かんこう 東恒好、杉立知恵 

◇欠席者 

尾崎  彰 三重交通㈱自動車事業本部乗合営業部営業課長 

辻  泰生 鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 

須藤よしゑ 鈴鹿市老人クラブ連合会女性部長 

北川 友代 鈴鹿市生活学校会長 

◇傍聴者 １名 

 

◇議 事 

(1) 開会  

   ①会長あいさつ ②座長あいさつ 

(2) 平成21年度事業報告及び鈴鹿市地域公共交通会議収支決算について（資料１） 

(3) 平成22年度事業計画（案）について（資料２） 

   ①南部地域コミュニティバス事業について（資料３） 

   ②新公共交通システム検討調査について（資料４） 

(4) 平成22年度鈴鹿市地域公共交通会議予算（案）について（資料５） 

(5) その他 

◇配布資料   

・平成22年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議事項書、委員(出席者)名簿、座席表 

・資料－１：平成21年度 鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書 

・資料－２：平成22年度事業計画（案） 

・資料－３：南部地域コミュニティバス（Ｃ－ＢＵＳ）事業について 

・資料－４：新公共交通システム検討調査について 

・資料－５：平成22年度 鈴鹿市地域公共交通会議予算書 
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２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

・平成22年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を開催する。 

 

①会長あいさつ 

平素は、皆様には、本市公共交通の推進に多大な御尽力と御理解を賜り誠にありが

とうございます。平成22年度も、早や3ヶ月を経過しました。皆様には、何かと慌ただ

しく、御多忙のこととは存じますが、本会議に御出席を賜り厚く御礼申しあげます。 

本日は、平成22年度としては第1回目の開催となります。昨年度は、本市の公共交通

の活性化に向けて種々調査を実施し「鈴鹿市地域公共交通総合連携計画」を策定いた

したところです。委員の皆様におかれましては、計画策定にあたり何かと御協力を賜

り、あらためて御礼申し上げます。 

本計画では、公共交通に関する現状を分析し、問題点や課題の整理を行い、地域公

共交通の活性化及び再生の基本的な方針や目標を定めるとともに、それらを実現する

ための事業及び実施主体についてまとめたところでございます。 

そして、本年3月には、総合事業計画として平成22年度以降3カ年の実施事業の計画

を皆さんに御承認いただき、国の方に認定申請を行い、現在、認定を受けたところで

ございます。 

いよいよ、これから公共交通の活性化に向けて行動を起こす段階となったわけでご

ざいます。今後とも、本会議を中心に、鈴鹿市の公共交通が活性化し、市民が円滑に、

安心して移動でき、今以上に活力のある元気なまちとなりますように、ぜひ活発な御

協議をお願い申し上げます。 

まちづくり全般でも同様ではございますが、とりわけ公共交通の活性化におきまし

ては、全国的な事例からも明らかになっておりますように、その地域にお住まいの住

民の皆様や、公共交通に関わる多くの方の主体的な御参加がないと、持続可能な交通

体系は構築できないものと考えられます。そういった意味では、この地域公共交通会

議に期待される役割は非常に大きいものがございますので、引き続き御支援、御協力

をお願い申し上げます。 

本日は、事項書にもありますように、公共交通機関の現状や平成21年度の決算報告

をさせていただくほか、平成22年度実施事業の概要及び事業計画（案）を説明させて

いただきますので、皆様におかれましては、ぜひそれぞれのお立場から積極的に御発

言いただき、公共交通を活性化させるためによりよい方策を御検討いただきたいと存

じます。どうか、限られた時間の中ではございますが、有意義な会議となりますよう

御協力をお願い申し上げます。 

なお、後ほど事務局より紹介させていただきますが、本日の会議より、新たに委員

として御協力いただく方もございます。前任の方々同様、どうぞよろしくお願いいた

します。それでは、皆様よろしくお願いいたします。 

 

②出席者紹介 

・ 新委員（藪本委員、清水委員、北井委員、森委員）を含む委員全員、オブサーバー

の紹介 

・ 事務局、コンサルタントの紹介 

 

③資料確認 

 

④座長あいさつ 

昨年度は地域公共交通総合連携計画として、鈴鹿市の公共交通の現状や市内各地域

の移動実態の把握を行い、問題の整理及び交通課題の分析を行いました。その上で、

今後公共交通を活性化させるための方針や目標を設定し、ここからが問題ですが、今

後３年間で実施していくことになっています。本日は公共交通の活性化を図るための
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事業計画案を中心に御協議いただくことになっていますので、積極的な御発言をお願

いします。 

 

(2)協議事項（進行：座長） 

①平成21年度事業報告及び鈴鹿市地域公共交通会議収支決算について 

○資料説明 

【資料－１：平成21年度 鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書】（事務局） 

・歳入総額：8,000,050円／歳出総額：7,999,950円／歳入歳出差引総額：100円 

○監事より監査結果報告（監事：山本委員） 

・平成22年7月6日に平成21年度の決算書類の監査を行った結果、相違ないものと認

める。（監事：中西清司、山本忠之） 

座長：質問等はあるか。（質問なし） 

ないようなので、御承認いただいたものとする。 

 

②平成22年度事業計画案(案)と平成22年度鈴鹿市地域公共交通会議予算案について 

○資料説明 

【資料－２：平成22年度事業計画（案）】（事務局） 

・連携計画で掲載した事業に関する平成22年度の計画案について説明。 

・本年度予算化して進める３事業以外は、23年度以降の実施に向けて、実施方法等

を検討し、調整を図っていく。 

1. 公共交通の利用促進事業（利用案内・情報提供／イベント等による利用促進
／マイカーからの利用転換の促進／将来の世代への啓発） 

2. 公共交通の利便性向上事業（待合環境の整備／乗継円滑化の検討／運賃体系
の検討／コミュニティバスの利便性向上／鉄道・路線バス・タクシー事業の

活性化／新公共交通システムの検討・構築） 

3. 公共交通と地域資源の連携事業（商業施設との連携／集客・交流施設との連
携／住民との連携） 

4. 公共交通活性化に向けた推進体制（組織）の確立 
・本年度市予算化して実施する事業について 

1. 公共交通利用総合案内書の作成 
2. 南部地域Ｃ－ＢＵＳの利便性向上検討調査 
3. 新公共交通システムの検討・構築のための調査 

【資料－３：南部地域コミュニティバス事業について】（事務局） 

・南部地域コミュニティバスの実証運行期間は今年度までであり、今後の検討のた

めの基礎資料として現状を説明。 

【資料－４：新公共交通システム検討調査について】（事務局） 

・連携計画策定に当たり、平成21年11月に公共交通利便性確保・改善検討対象地域

として、５地区へのグループヒアリングを行った。 

・このうち一ノ宮・河曲地区、井田川・庄野地区については、買物や通院が地域内

で完結しておらず、特に必要度合いが高いと判断し、交通不便の改善を優先的に

検討していくこととした。２地区での検討結果や実施経過を踏まえ、他の地域へ

の小規模需要対応型の公共交通の可能性についても検討していきたい。 

・一ノ宮・河曲地区は、路線バスが地区の端を走っている。 

・井田川・庄野地区は集落内をバスが走っているが、亀山市と鈴鹿市が共同で運行

する廃止代替バスである。 

【資料－５：平成22年度 鈴鹿市地域公共交通会議予算書】（事務局） 

・歳入歳出予算の総額は、それぞれ3,750千円。 

・歳入には、今年度鈴鹿市が主体となって行う３事業に対する国庫補助金として、

事業費7,500千円の１/２を計上。歳出は、事業実施主体の鈴鹿市への負担金とし

て同額を計上。鈴鹿市が同額の3,750千円を負担し、7,500千円の事業を執行する。 
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○意見交換・協議 

［座長］ 

・本年度市が実施主体となり予算化している事業が３件、そのほかに連携計画に記

載の事業として今後、調査検討していく案件がいくつかあるとのことであった。

まずは、本年度市が実施していく事業について伺いたい。 

・南部地域Ｃ－ＢＵＳは、平成22年度が実証運行期間の最終年度になるため、本年

度は導入効果の分析や、問題点の整理、課題の分析を行い、総括的な評価を行う

とともに、活性化に向けた改善策を調査、検討しながら平成23年度以降の運行方

針について定めていくという説明であった。調査の方向性については、それぞれ

必要な部分に対する説明であったかと思うが、ただ今の説明では、改善を検討す

るにあたって、いくつかの課題も示されていた。 

・こういった点について、皆様の御意見をいただきたい。実際に運行を行っている

三重交通㈱にお聞きしたいと思う。よろしくお願いする。 

［Ａ委員］ 

・私は、７月１日付で、こちらにまいったので勉強不足で御迷惑をおかけするが、

もう少し、お話を聞かせていただいてから発言させてほしい。 

［座長］ 

・他の皆さん、御意見はないか。(意見なし) 

・ないようなので、副座長よりコメントをお願いしたい。 

［副座長］ 

・資料－３に白子・平田線、太陽の街・平田線の実績が示されている。白子・平田

線の１日191人という数字については、多いか少ないかは地域の状況によって一概

には言えないが、似たような人口規模、ロケーションのコミュニティバスの全国

的な状況を調べてみると、それほど悪い数字ではない。太陽の街・平田線の１日

81人という数字は全国的にみても低い数字と言わざるを得ない。ただトータルで

はそれなりの需要をカバーしている面もある。現在、どういう人がどういう区間

で利用しているかをきちんと把握して、少なくとも、今乗っている人のニーズは

なるべくカバーできるような形で本格運行に結びつける必要がある。 

・もうひとつ、今までも地域へのグループインタビュー等によってニーズの把握を

行っているが、地域の本音のニーズがどこにあるかの分析をきちっとする必要が

ある。どこからどこまでの利用要望がある、といったことも一つの指標であるが、

利用者や地域の人がルートを見てどのように感じているのか、たとえば78分の運

行時間について長すぎると思われているのか、こんな回り方をした方がよいとい

う意見があるのか、その辺もきめ細かく分析してみる必要がある。その上で本格

運行に向けての修正を具体的に加えていく必要がある。 

・運行経費と運賃収入は南部地域トータルの数字だと思うが、収支率が20％前後と

少ない。どの辺が適正かという議論はあると思うが、できれば30％くらいにもっ

ていかないと将来的にもたない恐れがある。今の仕組みでは不足分は市が負担を

しており、あまりに市の負担率が高くなるともたなくなる。先程、運賃負担につ

いて再検討の必要があるという問題提起があったが、運賃形態、負担割合等につ

いても議論を深める必要がある。 

・トータルではそれなりの需要があるので、実証運行をして、やめるという話には

ならないと思う。いかに長持ちする形態、仕組みにしていくかを今年度検討する

必要がある。来年度から本格運行するとなると、年末には申請をしなければなら

ないので、急ぎ分析調査を進めていく必要がある。 

［座長］ 

・続いて新交通システム検討調査についてお伺いしたい。昨年度の連携計画策定調

査で、一部の地域ではスポット的ではあるが、公共交通サービスが受けづらい状

況が存在するため、そういった小規模なエリアへの対応を一つの課題として挙げ

ている。 
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・先程の説明では、本年度は、２つのエリアを抽出し、昨年度の調査結果を踏まえ

て、さらに詳細な実態把握を行い、改善の方向性、実現可能な交通システムの検

討を行っていくというものであった。検討に当たっては、既存の公共交通機関の

活性化や、連携といったことも検討しなければならないが、そのあたりで交通事

業者に伺いたい。河原田駅が近くにある伊勢鉄道㈱さんにお伺いしたい。 

［Ｂ委員］ 

・弊社の利用実績に関する統計は、１年に１～２回、全駅の乗降人員調査を行って

おり、その数字しかない。また、河原田駅はＪＲとの共同使用駅であり、乗降人

員については、ＪＲとの乗り継ぎの人員がカウントされている。昭和62年に弊社

が発足したが、昭和62年～63年頃は、列車数も少なく、ダイヤ的にもうまくいか

なかった面があり、河原田駅の利用者数は、１日50名前後しかなかった。その後、

徐々に増え、最近は平成22年６月に調査を行ったが、５年前の平成18年頃からは、

乗降で1日200名強の御利用がある。利用者の内容としては、四日市農芸高校の高

校生が一番多い。稲生高校、鈴鹿高専の生徒も多く、定期率が80％強である。 

・弊社の車両課長が高岡台の北西の四日市市波木地区に住んでおり、車で通勤して

いる。話を聞くと、通勤途中で、高岡台の団地から歩いて河原田駅を利用し、津

方面に向かう顔見知りが５～６人いるとのことである。高岡台の端の駅に近いと

ころは、駅まで徒歩10分ほどである。私も、駅を利用して、津方面、四日市方面

に向かう通勤客を見かけるので、それなりの流動があるのではないかと思う。高

岡台からは一ノ宮小学校、神戸中学校への自転車通学も多いと聞いている。団地

の東端を四日市方面へのバスが走っており、ルートを一部回す手もあるのではな

いかと思う。波木地区では、団地内をバスが回っており、結構利用があるとのこ

とである。 

［座長］ 

・今の意見は、一ノ宮・河曲地区の新公共システムの検討についてであった。 

・井田川・庄野地区について、三重交通さん、状況が分かるようならお願いしたい。 

［Ｃ委員］ 

・井田川・庄野地区は、人口密度が低く利用が少ないが、乗務している側から言う

と、利用者の強い要望がある。 

・高岡台の営業路線は、河原田駅に農芸高校があり、新学期は学生がかなり乗るが、

引続きバス利用という形につながっていない。マイカーに依存しがちな利用者の

意識転換ができれば、公共交通も伸びていくと思うが、難しいとことが多々ある

というのが実感である。 

［Ａ委員］ 

・高岡台のバスは、農芸高校生を中心に御利用いただいている。現在は１日７本で

あるが、推測では、かつてはもう少し本数があったと思う。車利用の人が増え、

最終的な利用は農芸高校生が中心になり、路線を維持するための必要最小限の運

行になったのだと思う。全社的にも、近くに学校がある路線について利用される

時間帯のみの運行になるという実態がある。 

［座長］ 

・他に御意見等があればお願いする。（意見なし） 

・ないようなので、副座長より参考になる事例等あればお願いしたい。 

［副座長］ 

・地域性を反映する問題なので参考になるかどうかわからないが、高岡台にしても

国分にしてもある程度ひとまとまりの地域である。地域の人が、地域の生活交通

をどうしていきたいかを話す機会を作っていく必要がある。いろいろな地域で協

議会等に関わっているが、ポイントになるのは、本当にその地域の人がどう動き

たいのか、何が不足していて何が我慢できるのか、このあたりのやり取りをして

いかないと、数字や図面ではわからないことがたくさんある。１回話を聞くとい

うことではなく、一つの地域に繰り返し入って何度も話しをする必要がある。そ
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ういう中で、今後考えていくこと、自分たちができることといった話が育ってい

けば、利用促進の面でもきっかけづくりになる。本当に必要な公共交通を作り上

げるためにも地域の中での盛り上がりを作っていくことが必要である。私自身も

山口県山口市や東京都檜原村で地域に入ってきたが、行政も住民もこういったこ

とに慣れていない。公共交通に関して話していくきっかけを作っていく必要があ

りそうだと思う。 

・高岡台・国分町の場合は、今ある三重交通㈱の路線バスをどう活用していくかと

いうことが一つある。地区をかすめた路線があるので、これをどう活用していく

のか。新公共交通システムは、必ずしも新しいものを導入するだけではないと思

う。新しいものを導入するのには労力とお金がかかる。今あるものの活用という

のは、何らかの改善を加えていくことも含めてであるが、それによってどれだけ

その地域の事情が改善できるかを地域の人と一緒に考えてみる必要があると思う。 

・井田川・庄野地区には、現在廃止代替バスが走っている。亀山市との共同運行な

ので、亀山市がどう考えているのかが一つポイントになってくる。わかっていれ

ば教えてほしい。また、現在の利用者、補てん額、収支率などによっては、この

路線を改良してニーズに合ったものにしていくことができるかもしれず、現在、

集落の中を走っているバスの実態をきちんと把握していく必要があると思う。事

務局で把握している部分があれば教えていただきたい。 

［事務局］ 

・亀山市では、市町村合併の経緯もあり、平成19年に生活交通再編計画を策定し、

市域をいくつかに分け、それぞれの地域での整備方針を定めている。当時の考え

方として、みずほ台、みどり町については、三重交通㈱の亀山みずほ台線をベー

スに維持していこうという考え方を示している。平成19年度から各地域の生活交

通の再編を行っているが、昨年度は亀山みずほ台線が営業バス路線から廃止代替

路線になった経緯もあり、今後は、鈴鹿市に向けた公共交通のあり方も含め、検

討していこうという段階であると思う。 

・亀山みずほ台線について、過去に三重交通㈱からもらったデータでみると、年間

に２～３万人の利用と思われる。乗降調査によると１日当たり平日が100人程度、

休日が60～70人である。路線は亀山市が50.4％で、鈴鹿市が49.6％と、亀山市と

鈴鹿市がほぼ半々である。利用者の動き方については、亀山市から鈴鹿市への流

入が７割、逆が３割程度と推測される。事業収支率は40～45％、全体の事業規模

がおよそ2,500万円であり、廃止代替バスを運行するにあたって差額にあたる６割

程度、1,500万円を亀山市と鈴鹿市とで負担している。 

［座長］ 

・他に御意見、ご質問等あればお願いする。 

［Ｄ委員］ 

・老人クラブです。老人にとってコミュニティバスはありがたい。ただ、老人のた

めだけにバスを走らせることになると採算上負担が増える。誰のためにコミュニ

ティバスが走っているのが少し曖昧な感じがする。 

・免許証の返納年齢を80歳、85歳などと決めたらどうかと常々思っている。これは

国がやることであるが、学生の自転車通学は危ないので鈴鹿市として禁止し、コ

ミュニティバスを利用してもらうといったことも考えられる。多少歩かなければ

ならないが、若い人は歩かせなければいけない。私の近所では、おじいさん、お

ばあさん、お嫁さん、息子さん、お孫さんと全部が車を持っているが、その車を

利用するのは１日中ではなく、通勤などわずかだけである。通勤にコミュニティ

バスを利用するなど、市役所や大きな工場も含めて考え、バスの利用者を増やす

方法もある。 

・あるいは、皆がマイカーを持っているのだから、高齢者や障害者などを対象とし

た福祉バスに限定する方法もある。その場合は福祉の予算で行うことになり、買

物、病院に便利な福祉バスとすればよい。どちらかにしないと難しいのではない
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かと思う。 

［座長］ 

・幅の広い御意見をありがとうございました。私も自動車関連会社に勤めているの

で耳の痛い話だが、地球温暖化、ＣＯ2削減など環境にも関係するので、ぜひあり

たい姿を描き、目標をしっかり決めてやっていかなければいけないと思う。大き

い問題でもあるので、事務局として、委員会も含め、今後ステップアップをしな

がら進めていきたいと思う。よろしくお願いする。 

・御意見はないか。ないようなので本項目についての議論は終了とする。 

・次に、先程の事業計画の説明では、平成22年度の予算化はしてはいないが今後の

実施に向けて調査、検討すべき事項がいくつかあった。これらは、方向性は昨年

度に認めていただいているが、本日は具体的な案がまだ検討されていない段階な

ので、中身に関する具体的な資料は提示されていない。今後、交通事業小委員会

あるいは交通事業者との調整を中心に調査、検討を進めていくということであっ

たので、具体的な方向性がまとまり次第、次回以降の地域公共交通会議に、検討

案をお諮りし、御協議いただくこととなる。よろしくお願いする。 

［Ｅ委員］ 

・国土交通省です。22年度予算に国の半額補助として375万円が計上されているが、

これは決定額ではない。地域公共交通活性化再生総合事業を活用したバス事業、

いわゆるコミュニティバスに関する実証運行等の事業に関しては、全国での応募

件数が非常に多く、予算が限られているので、各事業計画を査定した上で、今後、

補助額を決定する。375万円は国で保証できる額ではない。あくまで案ということ

で、承認する際には、修正等が発生するということで御理解をお願いしたい。 

・先月、国土交通省行政事業レビューとして省庁別の事業仕分けが行われた。活性

化再生総合事業については、一旦廃止となり、国としてやる事業ではないなど厳

しい意見もあった。ただ、一旦廃止というのは、今後、交通基本法が制定され、

交通権が設定される中でより効果的な支援策として見直しをしていくということ

で、来年度予算に向けて見直しをされていく。鈴鹿市のような既に着手している

案件については、一定の配慮がされると思うが、23年度以降については、予算の

見通しが不明なところがあるので御了承をいただきたい。 

［座長］ 

・一部修正があるということを踏まえ、お諮りしたい。「平成22年度事業計画（案）」

「平成22年度鈴鹿市地域公共交通会議予算（案）」について、御了承いただける方

の挙手を求める。 

―挙手全員― 

・挙手全員であり、「平成22年度事業計画（案）」「平成22年度鈴鹿市地域公共交通会

議予算（案）」について原案通り承認いただいた。 

・御承認いただいた事業については、事務局を中心に、交通事業小委員会や交通事

業者との連携を図りながら計画的に進めていただきたい。特に南部地域のコミュ

ニティバスについては、運行システムの改善、利用促進について検討を行うほか、

事業評価を行い関係機関へ説明し理解を求めていく必要がある。これまで行って

きた過去の調査結果や今後行う調査も含め、実績を十分踏まえながら、本日の御

意見等も取り入れて調査を進めていただきたいと思う。 

 

(3)その他 

○今後の予定（事務局） 

・地域公共交通会議は、今年度あと２回開催する。11～12月頃と２～３月頃を予定。 

・事業の進捗状況と会議開催時期が合わない場合は資料送付にて報告する。 

・地域公共交通会議とは別に交通事業小委員会を開催する。 
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(4)閉会 

・以上をもって平成22年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を終了する。 

 

○座長退任あいさつ 

３年間副座長をし、昨年度、前座長の退任により座長を務めることになりましたが、

微力ながら皆さんの協力を得て予定通り連携計画を策定し、今年度から実施していく

こととなり、ありがたく思っています。今後は、私より若い宮崎が皆様方の仲間に入

ってやっていきますので、よろしくお願いします。          

以上 


