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平成22(2010)年度 第３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 23(2011) 年 3 月 18 日（金） 13：30～16：00 

◇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 

中川 龍二 近畿日本鉄道㈱名古屋輸送統括部運輸部運行課長（代理：山口孝/運行課設備担当） 

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：青谷透/交通政策室主幹） 

北井 秀也 鈴鹿警察署交通第一課課長（代理：辻川薫/交通官） 

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 

森 喜久夫 三重県鈴鹿建設事務所副所長兼保全室長 

松嶌  正  鈴鹿商工会議所副会頭 

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 

 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）公共交通利用総合案内書について 

(2）南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業について 

(3）新公共交通システム検討・構築のための調査について 

 ３．平成 22 年度決算見込みについて 

 ４．平成 23 年度地域公共交通活性化・再生総合事業計画（案）について 

(1）平成 23 年度予算（案） 

(2）平成 23 年度事業計画（案）について 

５．平成 24 年度以降の事業推進について 

(1）制度の動向「地域公共交通確保維持改善事業」 

(2）平成 24 年度事業計画について 

 ６．今後の会議スケジュールについて 
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◇配布資料   

・平成 22 年度第３回鈴鹿市地域公共交通会議事項書＋座席表、委員(出席者)名簿 

・資料－１：新公共交通システムの検討・構築のための調査 

・資料－２：平成 22 年度 鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算見込み 

・資料－３：平成 23 年度 鈴鹿市地域公共交通会議予算書 

・資料－４：平成 23 年度 事業計画（案） 

・資料－５：地域公共交通確保維持改善事業について 

・資料－６：鈴鹿市地域公共交通活性化・再生総合事業計画 

・参考資料：平成 23 年度版 鈴鹿市内公共交通時刻表 

 

２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

①開会（商業観光課長） 

・平成 22 年度第３回鈴鹿市地域公共交通会議を開催する。 

②会長あいさつ 

平素、皆様には、本市公共交通の推進に多大なるご尽力とご理解をいただき、また、

本日はお忙しいところご出席を賜り誠にありがとうございます。 

本日は平成 22 年度の第３回、本年度最後の会議である。本日の会議では平成 22 年

度の計画事業の実施結果の報告と平成 23 年度の予算案及び事業計画案についての協

議を中心にお願いしたい。 

また、後ほど説明があるが、国の補助制度が大きく変わり、これまでの「地域公共

交通活性化・再生総合事業」から「地域公共交通確保維持改善事業」、通称「生活交通

サバイバル戦略」に変わってきている。 

まだ不透明な要素もあるが、平成 23 年度においては経過措置があるということで、

現時点では従前に計画している事業をもとに実施しようと考えている。24 年度以降は

新制度に完全に移行し、利用促進事業等は補助対象とならないとのことである。本市

の連携計画では利用促進が大きな割合を占めており、今後は優先順位を付けながら計

画的に行えるよう、あらためて検討していく必要があると考えている。 

本市の状況を鑑みると、各公共交通機関の状況は依然として厳しく、将来的な維持・

活性化に関して、何よりもこの時期に、しっかり取り組んでいくことが大事だと考え

ている。もちろんこの状況は今起こったことではなく、すでに 40 年近く続いてきたも

のであり、短期的に解決できるような課題ではないが、皆さんと一緒に活性化に取り

組んでまいりたい。 

委員の皆様におかれては、それぞれの立場で積極的に発言いただき、地域公共交通

活性化のためにご協力をお願いする。 

③新委員紹介 

・ 近畿日本鉄道㈱の伊藤春良委員が本日付で退任。後任として、名古屋輸送統括部運

輸部運行課長 中川龍二委員が就任。本日は山口孝氏が代理出席。 

④資料確認 

⑤座長あいさつ 

１週間前の大きな地震のとき私自身も青森にいた。交通機関がとまり避難所で一夜

を過ごしたが、翌日飛行機だけが飛ぶようになり、空席待ちで東京に戻った。 

岩手、福島等の沿岸部を中心にかなりの被害が続いている。３セクの三陸鉄道は、

再起が危ぶまれるような被害を受けている。バスについては、通れるところでは復旧

しつつあるが、燃料不足が深刻化している。来週くらいには、鉄道やバスの乗務員が

出勤できなくなるかもしれない状況である。 

津波で壊滅的な被害を受けた地域もあり、復興までにはしばらくかかると思う。皆

様にも多方面で復興にご協力いただければありがたい。 
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(2)協議事項（進行：座長） 

［座長］ 

・ 本日の協議事項は大きく分けて、本年度の事業の総括、来年度の事業をどう進める

か、再来年度以降の事業をどう進めるか、の３つになる。 

  

■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公共交通利用総合案内書について 

○説明：【資料：平成 23 年度版 鈴鹿市内公共交通時刻表】（事務局） 

・ 鈴鹿市内公共交通時刻表は３月 20 日号の「広報すずか」とあわせ、市内の 7,400

世帯に全戸配布した。 

・10 万部印刷しており、残りは市内の主要公共施設、駅、ショッピングセンター等で

の配布を予定している。鈴鹿市への転入者にも世帯に１部ずつ配布の予定である。 

・12 月の公共交通会議以降に修正した事項は以下のとおりである。 

・ P19 三重交通の路線図について、充実し利用しやすい路線であることがわか

るよう、白子駅西から平田町駅の路線を強調して表示。 

・ P39 料金について、子ども料金を掲載した。障害者割引については、割引の

条件がケースにより異なり、すべてを表示できないので、問合先を記載。 

・今後の意見を踏まえ、来年度も改善し発行したい。 

・各交通事業者から最終公表前のデータを提供いただいたおかげでスムーズに発行で

きた。お礼を申し上げる。 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・中身については前回の会議で決まっていた。出来上がったものについて、質問等ある

か。（特になし）ぜひ積極的にＰＲしてほしい。来年度も発行されるとすれば、これか

ら皆さんからいただく意見も反映されると思う。来年度の会議の中でも結構なのでお

気づきの点はお知らせいただきたい。 

 

②南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業について 

○説明：【資料：平成 23 年度版 鈴鹿市内公共交通時刻表】（事務局） 

・ 12 月の会議での承認事項をもとに路線変更を行ったが、一部運行の都合で変更した。 

・ 白子・平田線の白子駅西を 19：00 発としていた便について、三重交通の指摘によ

り、道路混雑の状況を考慮し、19：15 発とし、以降のダイヤを遅らせた。 

・ なお、西部地域の椿・平田線について、三重交通と調整し、25 加佐登四丁目からの

ルートに危険があるため、24 荒神山口を経由する便と 26 加佐登市民センターに寄

る便とを分けた。地元自治会長と協議のうえ、バス停に変更の掲示をしている。 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・南部地域Ｃ－ＢＵＳについては、改正見直しダイヤで４月１日から運行することにな

る。質問等はないか。－特になし－ 

・引き続き利用いただくよう、ご協力をお願いする。 

 

③新公共交通システム検討・構築のための調査について 

［座長］ 

・前回までに、現地調査等の結果が報告された。今回の資料は、小委員会委員や私も含

め初めて見るものである。皆様からいろいろなご意見をいただき、最終的な報告をし

ていきたいので、よろしくお願いする。 

○資料説明：【資料１：新公共交通システムの検討・構築のための調査】（事務局） 

・ 前回までに井田川・庄野地域、国分・高岡台地域の地域特性、住民の移動特性、最

寄りの既存公共交通機関の実態について説明した。今回は、これを踏まえ、それぞ

れの地域で想定される改善の方向性、及び小規模需要の地域で交通計画を立てる場
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合の条件・課題についてまとめた。 

◇調査の方向性について 

・ 人口規模及び公共交通需要の小さい地域での公共交通サービスを計画するに

当たって考えていくべきことを整理するための調査である。 

・ こういった地域ではそれぞれの地域とともに交通計画を立てていく必要があ

る。継続的に安定した交通サービスを提供していくためには、地域の特性に応

じた効率的なシステムであること、住民と協働できること、既存公共交通機関

との連携が図れるシステムであることなどのコンセプトを満たした計画であ

る必要がある。 

◇井田川・庄野地域の改善計画について 

・ 広域路線である亀山みずほ台線の運行計画の改善、及び新たな運行計画の検討

の２パターンを示している。 

・ 亀山みずほ台線については、平田町方面に向かう住民の移動特性には合ってい

るが、ダイヤやアクセス等の問題があり、それを踏まえて検討していく必要が

ある。 

・ 新たな運行計画については、現在考えられる方向性を示している。 

・ 路線型で運行する場合は、亀山みずほ台線のルートが基本になるが、採算性や

効率性等にも留意し、サービス水準を考えながら、検討していく必要がある。 

・ バス路線でカバーできない地域のことを考えるとデマンド等についても考え

ていく必要がある。 

◇国分・高岡台地域の改善計画について 

・ 国分町、高岡台ともに路線バスが近くを走っているが、移動制約者には利用し

にくい状況である。高岡台は比較的高齢化率が低く、国分町は平均的な高齢化

率であるが、両地区とも高齢者を中心とした移動環境の改善を基本とすべきと

考えている。 

・ 路線型とする場合、走行環境等から国分町と高岡台を一体に結ぶ路線は考えに

くく、ここでは、三重交通の四日市鈴鹿線を補完するルートを提案している。

採算性とあわせ、事業者との調整が必要である。 

・ 国分町、高岡台の各集落から幹線交通にアクセスする形態も考えられる。 

◇事業運営の方法及び導入の条件 

・ 小規模な交通需要の地域での交通改善を実施する場合、計画当初から、地域で

のやり方を関係者と話し合っていく必要があり、地域における運営の協議会を

つくっていくことが必要である。 

・ 改善の方向性、役割分担、継続的な支援のあり方などを地域とともに考えてい

くこと等が、導入の条件になってくる。 

◇事業推進プロセス 

・ 改善計画の実現に向けた事業化スケジュールとして示した。 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・具体的な地域での改善策とこのような地域に交通手段を入れていくときの考え方につ

いて報告をいただいた。今年度は方向性についての報告で、来年度に事業化に向け、

関係地域・関係機関と協議を行っていく形になる。質問、意見等をいただけばそれを

反映して進めていきたい。 

［Ａ委員］ 

・鈴鹿四日市線は特定補助路線であり、当面は残していくことにしているが、伊勢鉄道

との重複があり、いつまでも残すかと言われると返答しかねる部分がある。交通ネッ

トワークの中でストーリーが描けるものでないと難しい。 

・前回、高岡台ではあまりバスに乗らない、という話があったが、それでも高岡台にバ

スが必要なのか。四日市市の団地まで歩けばバスが通っている。高岡台の人はどうし
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てもバスで河原田にいかなければならない理由があるのか。バスが要るかどうかと言

えば、要ると言うだろうが、本当の需要があるのかどうか、もう一度精査したらどう

か。計画を立てて実行したうえで、やめることも一つの手ではないか。 

・考え方については良いが、需要予測がこれで良いのかという思いがある。 

［事務局］ 

・新しい制度との関連で幹線のあり方が議論されていくと思う。そういった中で、改善

計画についても考えていく必要がある。 

・高岡台での需要についての指摘があったが、地域で交通改善を図る場合、地域との連

携体制を整えて、本当に必要があるかどうかを話し合いながら決めていきたい。 

・計画案として示したのは、あくまでも現状を踏まえると、こういう考え方もあるので

はないかというものである。 

［座長］ 

・事業を進めていくに当たっては、地域と一緒にニーズ等についても議論していくとい

うことである。 

［Ａ委員］ 

・よろしくお願いする。 

［Ｂ委員］ 

・三重運輸支局だが、どこの自治体も新路線を設定するときは苦労している。行政、事

業者主体では進まないので、事務局から提案のあったように、導入の条件として地域

が積極的に関わることを条件としていただきたい。 

・直近では、松阪市の公共交通会議の中で、地域で２年議論してバス路線を設定するに

当たって、地域住民も一定負担するという話があった。決してお金を出すことを言い

たいのではなく、地域の意気込みが伝わるということでご理解いただきたい。 

・また、地域での取組みの中に必ず利用促進を入れていただきたい。 

［事務局］ 

・県内での事例等については把握している。地域の方に主体的にかかわっていただくた

めに、信頼関係を築くことが重要だと思っている。利用促進や運行後のあり方につい

ても重要な要素だと思っており、その点も認識しながらやっていきたい。 

［座長］ 

・私もいろいろな地域で住民と一緒に取組んでいる。たいていの場合、車で動いている

人が多く、当面はあまり必要ないが、将来的な高齢化などを考えると必要だと誰しも

が認めている。本当に必要になった時まで続けられるものをという議論の中で、全戸

で合意してお金を出し合う、地域の企業等が協賛するなど、足りない部分を地域でカ

バーしていこうという動きが出てくる。三重県内ではそういった動きが活発である。 

・P9～10 には重要なことが書かれている。地域内で利用促進の工夫をすることで、自分

たちの交通だということになり、さらにそれが利用促進につながる側面がある。利用

促進についても記述をお願いしたい。 

・全体の方向性の部分と個別の地域に係る部分と２部構成で議論した方が良いと思う。 

・まず、今後のあり方についてご議論いただきたい。集約して言えば、地域で組織をつ

くり、市と一緒に、その地域でどのような交通手段が望ましいのかを議論する、導入

の具体的なスタイルや黒字にならない部分を地域でどうカバーするのかといったこと

を地域で議論したうえで、できたもので実証実験を行い、さらに改善し将来的な本格

運行につなげていく、そういう仕組みをつくっていく。そのような考え方についての

ご意見をまずいただきたい。 

・地域にお住まいの方としていかがか。 

［Ｃ委員］ 

・バスが通っているところが発展するのだと思う。玉垣に住んでいるが、地域にバスが

ほとんど通っておらず、買物に行くバスがほしいといった声がある。お年寄りからは、

家族に送ってもらい、運転できる人の車に同乗して帰ってくるといった話もよく聞く。

家を建てる人も、バスが通っていないところは避けるので、バスはほしい。 
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［座長］ 

・きっかけがあれば、地域の中での話し合いはできるか。 

［Ｃ委員］ 

・できるのではないかと思う。 

［Ｄ委員］ 

・一ノ宮に住んでいる。話合いをしてそのような方向に持っていくのが良い。お年寄り

もだが、バスがあれば、子どもたちも、高学年になると鈴鹿市駅まで出てベルシティ

に行けるようになる。 

［座長］ 

・交通事業者の立場からは、いかがか。 

［Ｅ委員］ 

・コミュニティバスのことしか考えない市町もある中、鈴鹿市は事業者路線を含め、そ

の基幹路線を前提としながら、コミュニティバスをどう考えていくかということが調

査計画の前提にあり、ありがたい。 

・今後の進め方については、地域住民の声が大前提であり、良い計画だと思う。 

［Ｃ委員］ 

・総代としてよく聞く話では、医療大学の学生が玉垣駅から歩いてくるが、その間の交

通が危険である。学生も乗れるような運行とし、それを平田につなげてほしい。 

［座長］ 

・まったく新しいものをつくることだけではなく、既存の路線バスを使えるものにし、

皆で育てていくという結論になることも十分ありうる。そういうことも含めての話だ

と思っていただけばよろしい。近くにあるバス路線を地域のニーズに合わせていくた

めに、地域で何をするかといった流れでの活用も考えていただければと思う。 

［Ｆ委員］ 

・地域公共交通会議は、交通事業者、市、地域の皆さん等が入り、この地域の今ある公

共交通の維持活性化について議論し、具体的な事業を行うための場である。まさに今

のようなご意見をいただき、やるべきことをやっていくということである。 

・今回は、今後の高齢化を考える中でさらに必要になる小規模な需要の中で新たなもの

を考える場合に、検討すべき項目をあげている。既存の事業者の路線も経営が厳しく、

Ｃ－ＢＵＳの収支率も目標の４割に達しない。さらに小規模な交通が厳しいことは目

に見えており、従来以上に地元の主体的な参加がないと難しいため、地元で組織をつ

くって取組むことを条件として出している。市が全部やるのでなく、交通事業者や市

民が役割分担していけば、この会議は大変意味のあるものになり、この地域の公共交

通が今後活性化していくと思っている。 

［座長］ 

・基本的な方向性については、このようなまとめ方でよろしいか。（意義なし）字句や言

い回しについては調整するかもしれないが、このような方向性でまとめたい。 

・井田川・庄野地域、国分・高岡台地域の改善計画（案）について、意見をいただき、

今年度のまとめをしたい。国分・高岡台地域については、三重交通の四日市鈴鹿線と

のかかわりが出てくるが、いかがか。 

［Ｅ委員］ 

・国と県の補助をいただきながら、運行している。４月からの補助内容がまだ出てきて

いないが、現場ではダイヤも決まっており、４月からも運行する。また、23 年度、24

年度も鈴鹿市のＣ－ＢＵＳと連携していきたい。ただ、補助が万一なくなった場合は、

つらい判断をするかもしれないということを、念頭に入れていただきたい。 

［Ｃ委員］ 

・補助はなくならないのでは。 

・市東部は何も通っていない。医療大学ができた当時から通せばよかった。税金を払っ

ているのに差別されているという人もいる。お年寄りはかわいそうである。一生懸命

取組んできた議員もいる。 
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［Ｅ委員］ 

・お客様の利用が運行を維持できるくらい増えないと運行できない。 

［Ｃ委員］ 

・医療大学も厚生病院もある。バスがあれば厚生病院にも患者が来る。不動産屋をして

いるが、土地もバスが通っているところが売れる。玉垣に住んで 23 年になるが、一度

もバスが通ったことがない。 

［Ｅ委員］ 

・お客様の声に敏感に反応しないといけないと思う。一方で、既存のお客様が乗れなく

なるようなことになってはいけない。今のお客様も新しいお客様も便利であるような

枠組みであるべきであり、費用と需要を見比べたうえで検討している。 

［座長］ 

・今の姿が将来も続くという前提ではない。鈴鹿市の交通ネットワークについては、こ

のような場で議論していく中で、地域の需要があれば、地元や交通事業者の参加によ

り改善していく手立てをつくっていこうということである。よろしくお願いする。 

［Ｇ委員］ 

・高岡台については、団地内にバス停を設定し、三重交通の四日市鈴鹿線を回してもら

う手もあるという話が最初にあった。選択肢として検討案に入れても良いと思う。 

・今回の制度では幹線からフィーダーが分かれる形でないと補助が出ないように思って

いたが、P6 の高岡台の路線は、幹線路線となるのか、フィーダー路線となるのか。 

［Ｈ委員］ 

・事業の要綱がまだ公表されていないが、概略は、資料－５のようになっている。幹線

に乗り継ぐ路線は地域内フィーダー路線の補助に基本的には入るが、P6 の図 1 は、該

当しないのかもしれない。P7 の図 2 はフィーダーとしての機能を有することになるか

もしれない。新しい要綱なので、ここでは歯切れの悪い回答で申し訳ない。 

［座長］ 

・私も、図 1 はフィーダーの枠組みでは苦しいのではないかというイメージであった。

要綱が固まるまでは、何とも言えないということだと思う。 

・国分・高岡台地域の記述について、猪俣委員からの話があったように、既存の四日市

鈴鹿線を迂回・活用することも、どこかに書いておいた方が良い。 

・国分地区については、Ｃ－ＢＵＳの庄内・神戸線のルートの工夫でカバーできる可能

性もある。そういったことも記しておくと、何を議論すればよいかが整理されると思

う。その辺を書き加えていただくとありがたい。 

［事務局］ 

・既存路線の活用について、ルート案 1 はそれに近いものを想定している。 

・Ｃ－ＢＵＳの庄内・神戸線の活用については、現在のサービス水準や運行体系からみ

て難しいという判断である。 

［座長］ 

・可能性の問題であり、できないという結論になっても良い。近接したところにＣ－Ｂ

ＵＳが走っているのに、うまく活用できないのか、という印象を持つ市民もいると思

う。検討材料としてあげておいたらどうか。 

・そういった調整をしたうえで、２地域の改善計画案について、このような形でよろし

いか。（異議なし）それでは、そのように進めさせていただく。 

・これで、地域と連携した進め方が明記されることになる。市は地域に働きかけ、きっ

かけづくりをしていただきたい。来年度は最初の段階として重要になってくる。ぜひ

よろしくお願いする 

―休憩― 

 

■平成 22 年度決算見込みについて 

○資料説明：【資料－２：平成 22 年度鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算見込み】（事務局） 

・ 歳入総額 3,000,143 円 歳出総額 3,000,000 円 歳入歳出差引総額 143 円 
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・ 歳入について、当初予算で国庫補助金 3,750,000 円を見込んでいたが、補助額は

3,000,000 円となった。 

・ 歳出は、今年度は鈴鹿市が事業をしており、鈴鹿市への支出である。 

鈴鹿市の事業の内訳は、公共交通利用促進に資する事業として、公共交通時刻表作

成 3,157,035 円、南部地域Ｃ－ＢＵＳ利便性向上調査 1,675,432 円、新公共交通シ

ステム導入検討調査 1,541,311 円、トータル 6,373,778 円。この概ね１/２を鈴鹿

市に支出することになる。 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・ご質問等あるか。－特になし－ 

 

■平成 23 年度地域公共交通活性化・再生総合事業計画（案）について 

①平成 23 年度予算（案） 

○資料説明：【資料－３：平成 23 年度 鈴鹿市地域公共交通会議予算書】（事務局） 

・ 歳入歳出とも 3,500 千円を計上。（歳入は国庫補助、歳出は鈴鹿市に支出する負担

金） 

・ 地域公共交通活性化・再生総合事業の経過措置がある前提で提案する額である。 

 

②平成 23 年度事業計画（案）について 

○資料説明：【資料－４：平成 23 年度 事業計画（案）】（事務局） 

・ 地域公共交通総合連携計画の事業計画案にある事業を実施していこうと考えてい

る。予算を伴うものについては予算を記載している。 

・ 公共交通の利用促進事業として、公共交通利用総合案内書 2,000 千円、行事・催物

開催時の公共交通利用の推進 700 千円、マイカーからの利用転換の促進の企業・住

民等に対するモビリティマネジメントの検討・実施 3,500 千円、将来世代への啓発

で 300 千円を計上している。 

・ 公共交通の利便性向上事業として、バス待合所の設置（Ｃ－ＢＵＳのバス停 1～2

カ所）500 千円を計上している。その他の事業についても、予算は伴わないが、で

きる部分の取組みは進めていきたい。 

・ 公共交通と地域資源の連携事業については、予算は計上していないが、各主体との

協議調整を進めながら考えていきたい。 

・ 公共交通活性化に向けた推進体制（組織）の確立については、必要な経費を市の予

算で計上していきたい。 

・ 鈴鹿市の予算や交通関連の制度との関係もあり、現時点での予算として理解いただ

きたい。 

 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・ご質問はないか。「行事・催物開催時の公共交通利用の推進」について、具体的な行事

が想定されているのか。 

［事務局］ 

・まだ特定はしていないが、ある程度の集客数が確保できる催し、たとえば鈴鹿バルー

ンフェスティバルのような三重交通のバス路線やＣ－ＢＵＳの沿線で行われるイベン

ト等で活用できればと思っている。 

［座長］ 

・他にご質問はないか。－特になし－ 

・こういった形で 23 年度は進めてもらうこととする。 
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■平成 24 年度以降の事業推進について 

①制度の動向「地域公共交通確保維持改善事業」 

○資料説明：【資料－５：地域公共交通確保維持改善事業について（国土交通省総合政策局

交通政策課作成）】（Ｈ委員） 

・2 月末の資料であり、変更がありうるが、基本的な部分については大きく変わること

はないと思う。 

・(P1)・ 「地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～」という新規事

業で、予算は 305 億円である。本年度は、地バス補助が約 70 億円、活性化・

再生総合事業が約 40 億円、バリアフリー等の補助を合わせ 219 億円であった

ものが 1.4 倍の 305 億円になった。 

・ 陸上交通・離島交通に対する補助事業、地域公共交通バリア解消促進等事業、

地域公共交通調査事業の大きく３つの事業がある。 

・ 陸上交通については、地バス補助の補助要件を緩和（三重県では毎年国と県の

協調補助が５億円）するとともに、幹線交通と密接な一定の地域内バス・デマ

ンド交通の運行についての新規の補助制度を設定した。 

・ 地域公共交通バリア解消促進等事業は、バリアフリー化、利用環境の改善、地

域鉄道の安全性の向上（施設整備への補助）の３つの事業で構成。 

・ 地域公共交通調査事業は地域での交通計画策定について支援するものである。 

・(P2)・地域の交通計画の全体を生活交通ネットワーク計画と称する。 

・ 陸上交通については、地域間幹線確保維持計画（３年計画、県主体の協議会が

策定）と地域内フィーダー路線確保維持計画（３年計画、市町村の協議会が策

定）があり、セットで策定しても、別々に策定しても支障ない。 

・バリア解消促進等事業については、生活交通改善事業計画を事業内容に応じ、

県主催協議会、市町村主催協議会、事業単位協議会が策定する。 

・ 地域協議会については、地方公共団体、関係交通事業者、国等がメンバーとな

る。県主催協議会には関係市町村の参加が必須である。既存の類似の協議会の

見なし措置を行うことになっており、当協議会はサバイバル戦略の協議会とし

ての位置付けが可能と考える。 

・(P3)・確保維持事業の流れについて、協議会が生活交通ネットワーク計画を策定し国

に提出、事業実施については、事業者が申請等を行い、事業者に補助金が支払

われる。 

・(P4)・バリア解消促進等事業の流れについても同様である。 

・(P5)・調査事業については、事業者が存在しないので、協議会と国の間での流れとな

る。 

・(P6)・陸上交通の確保維持事業の地域間生活交通は地バス補助に当たるものである。

さらに地域内生活交通について新たに補助枠を設けた。 

・(P7)・地域間生活交通について、従前の地バス補助からの主な変更点として、複数市

町村の判定時点を平成 13 年 3 月 31 日に緩和、距離要件の廃止等を行った。 

・ ８項目の具体的な要件を示している。特に、運行内容については、品質・価格・

企画等を踏まえて選定され、生活交通ネットワーク計画に記載されていること

とあり、価格だけでなく品質も踏まえた事業者の選定をお願いしたい。 

・(P8)・地域内フィーダー系統については、「補助対象の地域間バス系統のフィーダー」

または「交通不便地域の移動を確保するフィーダー」という大きな要件がある。

さらに、新たに運行されるもの、新たに公的な支援を受けるもの、公的な支援

がなければ確保維持が困難なもの、品質・価格・企画等を踏まえて運行予定者

が選定されること等の要件がある。 

・ 具体的な要件としては、過疎地域等における地域間交通ネットワークのフィー

ダー系統、または半径１㎞以内にバス停、鉄軌道駅等が存在しない集落及び市

街地その他の交通不便地域として地方運輸局長が指定する地域の住民等の移

動確保のための地域間交通ネットワークのフィーダー系統であることとある。 
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・(P9)・市町村ごとの国庫補助額は、補助対象経費の１／２と、補助対象市町村ごとに

算定される国庫補助上限想定額のいずれか少ない方の額以内の額としている。 

・ 市町村ごとの上限額は、基礎定額一律 100 万円と人口割合で算定する額の合計

額となる。 

・(P10)・調査事業については、それぞれの協議会に計画の策定に必要な経費を補助する

もので、短期間の実証実験にも活用できる。 

・ 補助率は定額 2,000 万円以下となっているが、予算的な制約が厳しく、予算の

範囲内と考えるのがわかりやすいかもしれない。 

・(P11)・スケジュールに関して、陸上事業については、22 年 10 月から 23 年 9 月まで

は現行の地バス補助の枠を使うことになるが、フィーダー路線や地バスの緩和

要件を利用する場合は、23 年 4 月から活用が可能な制度設計になっている。 

・バリア解消事業、調査事業については、23 年 4 月から１年の事業となる。 

・活性化・再生総合事業については、23 年度は経過措置による事業となる。24 年

度以降にサバイバル戦略を活用するのであれば、新たな申請等が必要になる。 

・(P12)・地域公共交通確保維持事業と地域公共交通活性化・再生総合事業の比較表につ

いて、予算規模の 219 億円は、活性化・再生総合事業、地バス補助、バリアフ

リー等国土交通省の事業の総額である。 

・サバイバル戦略では、利用促進の事業が対象外になっている。中央省庁におい

て財務当局との折衝の中で最低限の補助設定ということで、認められなかった

と聞いている。 

・鉄道についても運行費の補助はない。 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・活性化・再生総合事業のときと中身は変わっているが、協議会での議論を経るところ

は変わっていない。協議会の意義は変わらず重要になってくる。今後ともよろしくお

願いする。 

［Ａ委員］ 

・三重県だが、新規事業について、市と確認しあいたい。現在、バスの運行については、

県も市も運行経費の８割の特交措置を受けている。これまでは運行経費の８割が国か

らかえってくる形になっていたが、今後の特交措置は防災とセットになっており、８

割がかえってくるかどうかわからない。補助額は 100 万円が基礎額であり、鈴鹿市に

おける何千万円かの運行経費に比べると、少額ではあるが、特交があてにならなくな

るという話もある中、できる限り県の幹線につなぐ形で検討いただきたい。 

［事務局］ 

・バス路線の維持については、市の財政も苦しく、交付税や国からの支援措置が事業を

考える上で重要な要素になる。加えて、県との協議には昨年から参加しているが、こ

れからのバス路線を考えるに当たっても、県と歩調を合わせて取組んでいきたい。ご

指導をよろしくお願いする。 

［座長］ 

・事業者から何かあるか。 

［Ｅ委員］ 

・今は、内容の確定をお待ちしている状況である。 

［座長］ 

・現段階では不透明な部分もあるが、新たな制度の中で、活用できるものは活用しつつ

進めていただければと思う。 

 

②平成 24 年度事業計画について 

○資料説明：【資料－６：鈴鹿市地域公共交通活性化・再生総合事業計画】（事務局） 

・ 地域公共交通総合連携計画は 3 ヵ年計画であり、補助金についてはどうなるかわか

らないが、24 年度の事業についても 23 年度の実施を踏まえて進めたい。 
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・ 公共交通の利用促進事業については、公共交通総合案内書の作成、体験試乗イベン

ト等の実施、モビリティマネジメント体制の充実等の事業を進めたい。 

・ 公共交通の利便性向上については、24 年度も待合環境の整備として 1～2 カ所のバ

ス停のシェルターの整備を考えている。南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行計画に対する評

価・検証・改善を実施、また、新公共交通システムは 23 年度の検討内容について

実証実験の実施を考えている。 

・ 公共交通と地域資源の連携事業については、商業施設や集客・交流施設との連携事

業の検証・推進等を考えている。 

・ 公共交通活性化に向けた推進体制の確立については、補助金がなくても推進したい。 

・ 事業費等については、不透明なところが多く、空欄としている。 

○意見交換・協議 

［座長］ 

・質問はないか。－特になし－ 

・これまで進めてきた地域公共交通活性化・再生総合事業は平成 24 年度が最終年度の予

定であったが、制度が変わり、この制度で行えるのは来年度までということになった。

鈴鹿市の場合は利用促進に係る事業の比率が高く、新たな制度では支援対象にならな

いケースも出てくる。ただ、公共交通の計画を考えていくことについては、必要性も

意味も変わらない。今後の事業については、新制度の内容も踏まえて位置づけながら

推進していくという意志を事務局から示された。新制度においても協議会の位置付け

が重要であり、引き続き、皆様方にはご協力をお願いしたい。 

 

(3)今後のスケジュール・閉会 

○今後の会議スケジュールについて(事務局) 

・平成 23 年度は３回開催予定である。 

・第１回： 7 月頃開催（23 年度の具体的な事業計画について） 

・第２回：12 月頃開催(進捗状況の報告) 

・第３回：3 月頃開催（事業の総括） 

  

○閉会 

・以上をもって平成 22 年度第３回鈴鹿市地域公共交通会議を終了する。 

以上 


