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平成22(2010)年度 第２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12月20日（月） 13：00～15：30 

◇場所：鈴鹿市役所本館 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（座長） 

宮﨑 光明 鈴鹿モビリティ研究会事務局長（副座長） 

尾崎 彰 三重交通㈱自動車事業本部乗合営業部営業課長 

藪本 竜太郎 三重交通㈱乗合営業部中勢営業所所長 

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：赤塚孝/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 

中西 清司 三重県政策部交通政策室室長（代理：青野透/交通政策室主幹） 

森 喜久夫 三重県鈴鹿建設事務所副所長兼保全室長（代理：小西一広/保全課長） 

北井 秀也 鈴鹿警察署交通第一課課長 

松嶌  正  鈴鹿商工会議所副会頭（代理：岡田信春/副会頭） 

上條 好三 鈴鹿市自治会連合会副会長 

北川 友代 鈴鹿市生活学校会長 

角南 勇二 鈴鹿市副市長  

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 

辻  泰生 鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 

清水 浩二 鈴鹿市老人クラブ連合会会長 

須藤よしゑ 鈴鹿市老人クラブ連合会女性部長 

 

◇議事 

 １．開会  

(1）会長あいさつ 

(2）新委員紹介 

(3）座長の指名 

(4）副座長の指名 

 ２．平成22年度地域公共交通活性化再生総合事業について 

(1）南部地域Ｃ－ＢＵＳ実証運行事業について 

(2）公共交通利用総合案内書について 

(3）新公共交通システム検討調査について 

 ３．公共交通網の整備方針、事業計画（案）について 

 ４．今後の予定 

(1）制度の動向 

(2）会議スケジュール 

◇配布資料   

・平成22年度第２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１－１：南部地域Ｃ－ＢＵＳ利用者アンケート調査 

・資料１－２：南部地域Ｃ－ＢＵＳバス停別乗降調査結果 
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・資料１－３：南部地域Ｃ－ＢＵＳ乗務員ヒアリング調査結果 

・資料１－４：南部地域コミュニティバス実証運行事業について 

・資料１－５：南部地域Ｃ－ＢＵＳ改善・見直しについて 

・資料２：鈴鹿市公共交通時刻表構成案 

・資料３：新公共交通システム検討・構築のための調査、既存路線図 

・資料４：鈴鹿市公共交通網整備方針、総合連携計画事業年次計画 

・参考資料：交通基本法と今後の地域公共交通のあり方 

・参考資料：平成22年度版時刻表 

 

２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

①開会（産業振興部長） 

・平成22年度第２回鈴鹿市地域公共交通会議を開催する。 

 

②会長あいさつ 

皆様には、日頃より、本市の公共交通の推進に多大なご尽力とご理解を賜り厚く御

礼を申し上げます。今年も残すところあとわずかというお忙しい時期に、ご出席を賜

りありがとうございます。 

本日は平成22年度２回の開催である。前回の会議では事業計画案を説明させていた

だいた。その後それぞれの計画事業について実態把握などの調査やその整理分析、交

通事業小委員会での関係者との調整を行ってきたところである。今回はそれぞれの計

画事業において実施した内容、検討した結果についてご説明させていただき、ご協議

を賜りたい。 

特に南部地域Ｃ－ＢＵＳに関しては今年度が実証運行の最終年度となっている。こ

れまでの実態調査、課題の整理分析のほか、事業の総括的な評価検証を行い、平成23

年度以降の運行方針、改善・見直しについて検討を行ってきた。皆様には、検証内容、

事業の実施方針、改善・見直し後の運行計画案についてご協議いただき、地域公共交

通会議としての合意形成をお願いしたい。 

また、公共交通の活性化に関しては、国において集中的な議論が行われており、地

域公共交通確保維持改善事業、いわゆる地域公共交通サバイバル戦略と銘打って、新

たな支援制度が検討されているところである。現在のところ詳細が明らかではないが、

鈴鹿市としては、地域公共交通総合連携計画で位置づけた事業が確実に実施していけ

るよう制度改正の動向を注視しながら取り組んでまいりたい。 

ご承知の通り、地域公共交通を取り巻く環境には非常に厳しいものがある。現状の

改善には非常に時間がかかるものであり、活性化に向けての継続的な取り組みと、地

域、関係の皆様の主体的な取り組みが何よりも重要である。委員の皆様方にはそれぞ

れの立場から積極的なご発言をいただき、公共交通の活性化のためにご協力を賜れば

と思っている。どうぞよろしくお願いする。 

 

③新委員紹介 

・ 鈴鹿モビリティ研究会の喜井委員が７月20日付で退任。後任として、宮﨑光明委員

が就任。 

・ 鈴鹿市商工会議所の山本委員が12月13日付で退任。後任として、松嶌正委員が就任。

本日は岡田信春副会頭が代理出席。 

 

④座長指名 

  ・鈴鹿市地域公共交通会議運営要領第２条第３項の規定により、角南会長が、鈴木委

員を座長に指名。 

 

⑤副座長指名 
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・同要領第２条第４項により、座長が宮﨑委員を副座長に指名。 

 

⑥事務局、コンサルの紹介 

 

⑦資料確認 

 

(2)協議事項（進行：座長） 

［座長］ 

本日より座長を務めさせていただく。よろしくお願いします。 

事項書にあるとおり、今年度の地域公共交通活性化再生総合事業に関する事項３点

と公共交通網の整備方針、の大きく４点について審議していただく。資料が多いので、

本日の協議内容を大まかに整理する。 

一つ目の南部地域Ｃ－ＢＵＳの実証運行事業については、資料１－１～５をもとに、

実証運行の調査検証の結果、本格運行への移行方針、来年度以降の運行計画について

審議していただく。来年度から本格運行するにあたっての運行計画については、見直

した路線・ダイヤが案として示される。これについては道路運送法上の地域公共交通

会議としての立場で合意形成を図り、次に進めるという形をとるため、審議後に採決

をとる。 

二つ目の公共交通利用総合案内書については、前回に素案が示され、ある程度の意

見をいただいた。その後、交通事業小委員会で様々な検討を加えた結果が本日の案と

して示されている。おおよそまとまってきたので、その内容について意見をいただい

たうえで実施に移す形にしたい。 

三つ目の新公共交通システム検討調査については、前回会議で対象地区２か所の特

性を説明の後、現在の路線バス、自主運行バスについての現状把握のための調査が行

われた。本日はその結果報告である。実際の新公共交通システムの検討そのものでな

く、前段階の調査報告となる。 

四つ目は、公共交通網整備方針についてである。昨年度策定の連携計画の中で、基

本方針、計画の目標、実現するための事業等を検討したが、取り組みの方向性を明ら

かにし、何を目指していくのか、鈴鹿市としてどういう公共交通を構築していくのか、

それに向けて何をやっていくのかを示し、それぞれの事業を位置づけていくことで、

より事業の意味がはっきりしてくる。今後計画的に事業を行っていくために、改めて

提案していただくものである。 

 

①南部地域Ｃ－ＢＵＳ実証運行事業について 

○資料説明：実態調査の結果について（事務局） 

【資料１－１：南部地域Ｃ－ＢＵＳ利用者アンケート調査】 

・白子・平田線、太陽の街・平田線について、回答者（利用者）の特性、調査当日の

利用状況、日常利用の状況、運行システムに対する評価について調査した。 

・白子・平田線について 

・女性、高齢者層が多いが、他路線に比べると男性や中間年齢層が多い。 

・白子圏に動く地域の人と平田圏に動く地域の人が半々である。 

・主な利用目的は買物利用が多いが、通勤・鉄道乗り継ぎもみられる。 

・移動制約者中心の利用である。 

・路線が長大であることから遠回り感等を指摘する声がある。 

・駅利用や商業施設利用に関連した運行時間帯改善の要望がある。 

・太陽の街・平田線について 

・女性が多いが、小中学生も使っている。 

・居住地区は太陽の街・鈴鹿ハイツ等が中心である。 

・利用目的は買物利用に集中している。 

・移動制約者中心に固定した人の利用である。 
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・平日よりも休日の利用が多い。休日は小中学生が多く利用する。 

・白子駅への接続を望む声が多い。 

 ・運賃に関しては、現状維持を求める声とある程度の負担増を容認する声が近い形

であり、運行維持そのものを望む声が強くなっている。 

【資料１－２：南部地域Ｃ－ＢＵＳバス停別乗降調査結果】 

・白子・平田線、太陽の街・平田線について、１週間を通じ全バス停の乗降調査を行

った。 

・白子・平田線について 

・８～９割が、白子駅～長法寺間、国府台西～ベルシティ間で動く傾向にある。 

・ベルシティは高校生など若い年齢層、白子サンズ、鈴鹿ハンターは高齢者、専

業主婦の利用が多い。 

・太陽の街・平田線について 

・新稲生前バス停の利用者数が前回よりも減少している。本田技研の寮からの利

用が多かったが、入居者層が車利用者層に変わったことによるものである。 

・小中学生、高校生の休日の娯楽利用の割合が高い。 

【資料１－３：南部地域Ｃ－ＢＵＳ乗務員ヒアリング調査結果】 

・ 乗務員を対象に、利用実態、平成21年４月のダイヤ改正の影響、運行システムの問

題点・課題についてヒアリングした。 

・ 利用実態について、太陽の街・平田線は前回調査とあまり変わっていない。白子・

平田線は長法寺、国府台辺りで利用実態が分かれている。 

・ 平成21年４月のダイヤ改正後、白子・平田線は朝夕の定時性改善の効果が出ている。 

・ 運行上の問題点として、太陽の街・平田線の朝の一便が鈴鹿サーキットの道路渋滞

で遅れる、時間帯に応じたダイヤ設定が必要等の指摘があった。 

・ 現行計画の問題点として、白子・平田線の白子駅西7：55発など利用実態がない便

を改善したらどうか等の意見があった。 

・ 長法寺、国府台とでルートを分割することについては、1.5～２割の人が両エリア

をまたいで利用していること等を考慮する必要があるとの意見であった。 

・ 他の公共交通機関への乗り継ぎや白子駅へのアクセスについては、過去の路線バス

の利用実態、同目的での改善の効果が少なかったこと等から、どの程度需要がある

のだろうかという意見であった。 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・質問等はあるか。私が白子・平田線に乗った時、ドライバーがＡ委員だった。実際に

ハンドルを握っていて、お気づきの点はないか。 

［Ａ委員］ 

・Ｃ－ＢＵＳの各乗務員にヒアリングしてもらった意見をそのまままとめていただいた。

補足等は特にない。 

 

○資料説明：課題の抽出と今後の見直しによる運行計画について（事務局） 

【資料１－４：南部地域コミュニティバス実証運行事業について】 

・ 実証運行事業の実施結果について 

・実証運行は、平成17年度に開始し、期間の延長などを経て今年度まで実施。 

・利用者数は順調に増加していたが、平成20年秋の経済不況の中で減少した。本

年度は昨年度をわずかに上回っている。 

・収支率は、23～24％であり、西部地域Ｃ－ＢＵＳの約40％を下回っている。 

・ 導入効果の検証について 

・５つの運行のねらいについてそれぞれ評価した。 

・ 効率性については、適正な事業規模及び利用者負担のあり方の検証、南部地

域独自の効率性の目標を定めていく必要がある。 
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・ 検証結果 

・ 運行のねらいはほぼ達成されていることから、平成23年度以降も継続して運

行していく。ただし、運行システムに対する課題があるため、継続実施に当

たっては運行の改善を実施していく。 

  ・運行システムの改善（運行上の問題点、改善案、改善案の評価、改善方針） 

     ・白子・平田線は、現行ルートへ増便（太陽の街・平田線の資源を充当） 

・太陽の街・平田線は便数の減少（減少させた資源を白子・平田線へ充当） 

【資料１－５：南部地域Ｃ－ＢＵＳ改善・見直しについて】 

・ 事業収支率が低く、市の負担が大きいことから一層の効率化が必要である。利用者

満足度の向上と、効率性の向上の視点から現在の事業規模の範囲内で検討する。 

・白子・平田線は利用者が増加し、太陽の街・平田線は改善にもかかわらず利用者が

増加していないことから、白子・平田線を中心に利便性向上を図る。太陽の街・平

田線は現在の利用実態に配慮して、交通需要がある部分は一定の利便性が確保でき

るよう見直しを行う。 

・白子・平田線について 

・路線分割については見合わせ、現行ルートを基本とした改善とした。 

・全便を回生病院に乗り入れるルートとした。 

・買物利便性、通勤利便性のための増便等を行った。 

・買物、通院、他の公共交通機関との乗り継ぎに配慮したダイヤとした。 

・県営スポーツガーデンへのアクセスは今回の改正では実現できなかった。 

・太陽の街・平田線について 

・白子駅への乗り継ぎは、需要が多くないものと考え、行わないものとした。 

・鈴鹿コミュニティへの迂回をやめ、所要時間の短縮を図ることとした。 

・利用実態にあった便数に見直した。 

・見直し後の目標利用者数については、白子・平田線は１日約240人、太陽の街・平田

線は１日約60人、年間利用者数は、過去で最も多かった実績の約11万人を目指す。 

・事業採算性については、40％の収支率を目指すが、短期的な改善は困難であり、ま

ずは30％程度を目標としていく。利用者増だけでなく、運賃体系の見直しについて

も検討する。 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・運行のねらいについては多く達成でき、それなりの効果が出ている。また、利用者も

概ね増加傾向にあるので、平成23年度以降も継続的に運行を行っていきたいという方

向性が一つ。ただ収支率が低い等の課題も見えてきており、実態調査、利用実績に基

づき、白子・平田線については利便性を向上、太陽の街・平田線については、より実

態に即した形をとる中でルートやダイヤの改正を実施して運行したいという説明であ

った。何かご質問はあるか。三重交通の藪本委員、ルートやダイヤ設定について問題

点はないか。 

［Ｂ委員］ 

・太陽の街・平田線は長い時間乗っていただくルートであり、利用実態が長法寺と国府

台で２つに分かれている。本来であれば２つに分けた方がお客さんのためであるのだ

ろうが、事業費等を考えると仕方がなく、今回の案に同意させていただいた。 

［Ｃ委員］ 

・ルートがわからない人がたくさんおり、息子が送ってくれないからどこにも行けない

といったお年寄りが多い。自治会を通して、買物にも利用できることなど、もう少し

宣伝しないといけない。自治会としては回覧板を回すなどの協力もできる。一緒に買

い物に行く等の楽しみができれば利用が増えると思う。 

［事務局］ 

・公共交通総合利用案内書を作成し、全戸配布する計画である。自治会や老人クラブな
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どの組織を通じても周知したい。市民の集まるイベントなどでのＰＲも考えている。 

［Ａ委員］ 

・見直し後のダイヤについて、白子・平田線の第９便はベルシティで折り返して第11便

になる。現状のダイヤではベルシティで30分ほどの時間があるが、夕方は渋滞で定刻

の折り返しができない。今回のダイヤではベルシティの待機時間が詰まってきており、

その辺が懸念される。 

［事務局］ 

・ダイヤ案については、利用者層に高齢者が多いことを考えて、なるべくわかりやすく

したいという思いで提案したものである。何系統もあるダイヤを統一した提案になっ

ている。時間帯によっては、ご指摘のような問題もあろうかと思うので、事業化に進

む段階で調整していきたい。 

［座長］ 

・今日はダイヤの中身まで確定するのではない。今後十分意見交換していただければと

思う。他に意見はないか。（意見なし） 

・運行計画の変更に関して採決を行う。同意の方は挙手をお願いする。 

―挙手全員― 

・全員の挙手により、運行計画案に関しては公共交通会議で同意いただいたものとする。

ただし、事業化の段階で時刻の調整等が必要な場合が出てくるので了解をいただきた

い。 

―休憩― 

②公共交通利用総合案内書について 

○資料説明：【資料２：鈴鹿市公共交通時刻表構成案】（事務局） 

・ 第１回の公共交通会議で事業化を提案した後、交通事業小委員会で企画案、構成案

を提示した。今回は最終構成案を提案する。 

・ 平成23年３月20日の「広報すずか」とあわせて全戸配布を予定しているので、自治

会のご協力をお願いする。このほか鈴鹿市への転入者への配布、主要公共施設、公

共交通機関の施設を通しての配布を予定している。 

・ 携帯性を考慮し、平成22年度の時刻表と同様にＡ５判で予定している。 

・ 昨年度からの改善点は以下のとおりである。 

Ｐ1～2：鈴鹿市内の公共交通路線をすべて網羅したマップを作成 

Ｐ3～6：主要駅（白子駅・平田町駅・鈴鹿市駅）から目的場所への案内 

Ｐ21～22：三重交通の時刻表のページに白子駅～回生病院へのシャトルバス、市

内の主要観光スポットである鈴鹿サーキット、椿大神社への便を掲載 

Ｐ23～24：バスの乗り方を解説（三重県バス協会作成資料） 

Ｐ26～36：鉄道事業者の時刻表のページに主要な駅間の時間と料金を記載 

Ｐ30～40：各公共交通機関のＰＲページで、内容は各事業者と調整（近鉄は調整

中、三重交通は高速バスをＰＲ、伊勢鉄道は駐車場、回数券等をＰＲ） 

共通して子供料金を掲載 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・交通事業小委員会で何回かの検討を重ねた結果、出てきた案である。いかがか。 

［Ｄ委員］ 

・子供料金を入れていただいたが、障害者についてはどうなっているのか。 

［事務局］ 

・障害者料金については考慮していなかった。各事業者に確認し入れていきたい。 

［Ｄ委員］ 

・そのようにお願いする。 

［Ｅ委員］ 

・近鉄白子駅のバリアフリー化に伴い貫通型エレベータが整備された。乗った瞬間に「前
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のドアが開きます」という音声表示があるそうだが、わかりにくいとの意見を県にい

ただいた。近鉄の障害者対応などについて、せっかくなので盛り込んだらどうか。 

・Ｐ３の白子駅のところに、鈴鹿サーキットへ25分、ベルシティへ20分とあるが、おか

しいのではないか。精査してほしい。また平田町駅のところにホテルホテルという誤

植があるので、もう少し見直した方が良い。 

［事務局］ 

・最終校正で所要時間等は確認する。誤植についてはお詫びする。近鉄のバリアフリー

情報の掲載等については調整し、検討する。 

［座長］ 

・バリアフリー情報もあって良いと思う。調整をお願いする。 

・余談だが、首都圏の貫通型エレベータでは「反対側の扉が開きます」という音声が流

れるケースが多い。  

［Ａ委員］ 

・運賃について、現行時刻表では南部地域は載っているが西部地域は載っていない。記

載していただけるとありがたい。 

［事務局］ 

・今回の企画案では、Ｐ7～8とＰ13～14でそれぞれの路線の運賃体系を表示している。 

［Ｆ委員］ 

・内容については、充実したものになっているという感じを持っている。ただし交通弱

者、高齢者の利用が多いことを考えると、今のサイズでは文字が小さくて見にくい。

Ａ５よりも大きいサイズにすると経費的に難しいのか。使い方としてこのサイズが良

いという判断なのか。 

［事務局］ 

・当初の構成段階から持ち歩くことを前提でスタートした。Ａ４版だと家庭に保存する

形になる。元々のコミュニティバスの時刻表が携帯用であり、それを継承した形であ

る。 

［Ｆ委員］ 

・家庭に置いてもらえば良いのではないか。お金の問題さえなければ大きい方が良いと

思う。皆さんのご意見を伺いたい。 

［座長］ 

・皆さん、いかがか。 

［Ｃ委員］ 

・これくらいなら大丈夫である。 

［座長］ 

・簡単な虫めがねをつけるとか。 

［Ｃ委員］ 

・大丈夫である。 

［座長］ 

・サイズは予定通りとする。 

［事務局］ 

・これは全路線の案内となっているが、住んでいる地域をピックアップした簡易的な１

枚もののペーパーを回覧板で回すなど地域に合わせた案内方法を検討したい。そちら

については文字サイズに配慮したいので、よろしくお願いする。 

［座長］ 

・本日の意見を踏まえ３月発行に向けて作業を進めてもらいたいがよろしいか。 

－全員了承－ 

・では、そのようにお願いする。 

 

③新公共交通システム検討調査について 

○資料説明：【資料３：新公共交通システム検討・構築のための調査】（事務局） 
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・ 連携計画の中で小規模な交通需要に対応する交通システムについて検討すること

とした、亀山みずほ台線（井田川・庄野地域）、鈴鹿四日市線（国分・高岡台地域）

において利用者アンケート調査と１週間を通した乗降調査を行った。 

・ 亀山みずほ台線 

○アンケート調査 

・利用者は高齢者層、固定的な層が中心。 

・買物利用が中心で、亀山市から鈴鹿市への流入が多い。通勤利用も若干ある。 

・移動制約者が多く、この路線以外に交通手段がない人の割合が高い。 

・平日の方が休日よりも利用が多い。 

・運行時間帯の満足度は高いが、本数の増加を求める意見がある。 

○乗降調査 

・亀山市側７割、鈴鹿市側３割の利用。 

・主な乗降場所は、平田町駅とＪＲ亀山駅。途中では人口の多いみずほ台、みど

り町の利用が多い。 

・鈴鹿市側は人口が少なく、相対的に利用が少ないが、汲川原や庄野は平田へ、

小田は亀山市側へ行く傾向が見受けられる。 

・ 鈴鹿四日市線 

○アンケート調査 

・利用者は中間年齢層、固定利用層が多い。 

・利用目的として通勤の利用が若干多い。 

・移動制約者の利用が多い。 

・本数の増加を求める意見や土日の運行時間帯の改善を求める声が多い。 

○乗降調査 

・四日市側が６～７割、鈴鹿市側が３～４割の利用。 

・四日市駅・河原田間など四日市市内間、及び鈴鹿市駅を中心とした利用が多い。 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・ご意見・ご質問はあるか。生活学校の北川さんは鈴鹿四日市線の沿線にお住まいだと

伺った。買物場所等について、地域でお聞きになっていることはないか。 

［Ｄ委員］ 

・バス停まで歩いて20～25分かかる。若い頃はバス停の近くに自転車がたくさんあった

が、この頃は置いてあるのを見かけない。皆さん、車で出かけるのではないかと思う。

以前は四日市にたくさん行ったが、鈴鹿に商業施設が増えたので、そちらに行くので

はないかと思う。 

［座長］ 

・この調査は路線そのものをどうするかという調査ではなく、路線から離れた所の小規

模な需要を今後どう救っていくかを検討するためのベースになる調査である。路線そ

のものの状況もそうであるが、路線から少し離れた所の人々のニーズについて綿密に

調査し、改善策の検討を続けていただければと思う。 

 

④鈴鹿市公共交通網整備方針について 

○資料説明：【資料４： 鈴鹿市公共交通網整備方針、総合連携計画事業年次計画】（事務局） 

・ 連携計画の中では、それぞれの取り組みの方向性、目標を定めて具体的な事業を掲

載した。しかし個々の事業を実施した時の達成の方向性がわかりにくいため、戦略

として、公共交通網整備方針をまとめた。 

・将来都市構造（都市マスタ―プラン）に合わせた公共交通網整備の考え方 

・市内交通網の現状 

・地域特性に応じた公共交通網整備の取り組み方針 

（中央エリア、周辺エリア：地域内幹線交通、周辺エリア：地域内生活交通） 



 9

・市内公共交通網の将来像 

・中央エリア（３つの拠点）の交流を支える公共交通ネットワークの構築 

・交通結節点におけるネットワークの強化 

・中央エリア（３つの拠点）に結節し、交流を促進するための公共交通の維

持活性化 

・小規模な交通需要に対応できる公共交通システムの構築 

・連携計画の個々の事業の位置づけと例示、スケジュール 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・要するに、連携計画を策定し、それぞれの事業を実施していくことにより、将来的に

鈴鹿市の公共交通ネットワークをＰ６の図のような形で整備していく。まず鈴鹿市に

アクセスする太いパイプとしての主に鉄道輸送、それに付随して中央エリアがあり、

ここについてはレベルの高い公共交通サービスを確保する。中央エリアにアクセスす

る各地域からの幹線交通を地域内幹線交通として整備していく。さらにそれに地域内

の生活交通を上手に組み合わせていくことにより、公共交通を利用して困らずに移動

できるまちにしていこうということである。 

・何を目指していくのかが、今までの検討の中で弱かったため、それぞれの事業の位置

づけがわかりにくい面があったことから、このような形でまとめたということだと思

う。お気づきの点があれば、事務局にご意見をいただければと思う。 

 

(3)今後の予定・閉会 

①制度の動向 

○資料説明：【資料：交通基本法と今後の地域公共交通のあり方】（Ｇ委員） 

・10月12日に名古屋で国土交通省総合政策局が説明したときの資料に基づき、国土交通

省で制度設計が検討されている補助事業「地域公共交通確保維持改善事業～生活交通

サバイバル事業～」の動向について説明する。未決定の部分も多いので了承願いたい。 

・21世紀の社会と交通の課題として、急速な高齢化の進行、交通の不便さが生活に影響、

崩壊状態にある地域公共交通等の状況がある。 

・それを踏まえ、交通基本法の制定に向けて準備がなされている。特に移動権の保障に

ついては、パブリックコメントでも賛否両論があり、しっかりとした議論が必要であ

る。 

・新規に「地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル事業～」を次年度の概

算要求の中で示している。 

・これまでの公共交通に関する補助金は期間限定、広域幹線等に限定、事後補助、モー

ドごとの支援であったが、これらを抜本的に見直しすることになっている。地域公共

交通確保維持事業、地域公共交通バリア解消促進事業、地域公共交通調査事業がこの

メニューに入っている。 

・支援のスキームとしては、自治体を中心とした協議会を経て、地域の公共交通の計画

を定めることとなっている。標準的な事業費等を前提とした収支差分を事前に算定す

る前払いの補助金であり、自治体、事業者等の仮払いの必要がなくなる。 

・国交省に係る既存の８つの事業は今年度215億の予算枠になっている。これらをいった

ん廃止し、「元気な日本復活特別枠」の中で、生活交通サバイバル事業として、453億

を要望した。残念ながら政策コンテストのヒアリングの中ではＢ評価になっている。

ただ国交省としても現在の補助メニューを廃止しており、査定ゼロでは市バスも活性

化事業も何もなくなってしまう。 

・今週末には23年度の予算の概算決定が行われると聞いている。少なくとも前年度並み

以上の補助枠をとってこないと地域の生活交通が滞ってしまうと思っている。 

［座長］ 

・詳細は少しずつ明らかになってくると思う。情報提供をよろしくお願いする。 
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②会議スケジュール（事務局） 

・次回会議は来年２～３月に開催する。 

・次回会議では、南部地域Ｃ－ＢＵＳについて、ダイヤの最終形を示したい。南部地域

Ｃ－ＢＵＳは、重要施策であり、大きな予算がからむので、来年１月の市議会でも意

見をいただく。 

・また、新公共交通システムについて、調査結果を精査し、２つの地域における新交通

システムの構想を示したい。 

・この他、本日協議以外の事業の進捗についても報告する。 

 

○閉会（座長） 

・以上をもって平成22年度第２回鈴鹿市地域公共交通会議を終了する。 

以上 


