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平成24(2012)年度 第１回鈴鹿市地域公共交通会議  議事録 
 

１．実施概要 

◇日 時：平成24 (2012) 年7月20日（金） 13：30～15：00 

◇場 所：鈴鹿市役所本館 12階 1202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（鈴鹿市地域公共交通会議座長） 

川本 正樹  鈴鹿モビリティ研究会 事務局長（鈴鹿市地域公共交通会議副座長） 

尾崎 彰   三重交通㈱バス営業部乗合営業課 課長 

中村 良寛  三重交通㈱中勢営業所 所長（随行：渡邉 吉揮/営業係長） 

村田 和久  三重交通労働組合中勢支部 書記長 

三重 和宣  近畿日本鉄道㈱名古屋輸送統括部運輸部運行課 課長（代理：赤塚 孝/運行課主査） 

服部 桂吾  伊勢鉄道㈱常務取締役（代理：冨澤 康茂/次長） 

大川 修一 中部運輸支局三重運輸支局 首席運輸企画専門官 

笠谷 昇   三重県地域連携部交通政策課 課長（代理：平井 利幸/交通政策課主査） 

中野 伸也  三重県鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 

辻川 薫   鈴鹿警察署 交通官 

松嶌 正   鈴鹿商工会議所 副会頭 

北川 友代  鈴鹿市生活学校 会長 

宮﨑 守   鈴鹿市 副市長（鈴鹿市地域公共交通会議会長） 

 

②事務局 

鈴鹿市産業振興部 伊藤宗宏，松下裕一，菅沼博喜，岡田和之、須川芳彦、大場智之 

 

◇欠席者 

辻 泰生   鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 

上條 好三  鈴鹿市自治会連合会 副会長 

清水 浩二  鈴鹿市老人クラブ連合会 会長 

寺井 章子  鈴鹿市老人クラブ連合会 女性部長 

南条 和浩  鈴鹿市社会福祉協議会 会長 

 

◇議 事 

(1) 開会  

   ①会長あいさつ 

   ②新委員，新役員の紹介 

   ③座長あいさつ 

(2) 報告事項 

①平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書及び 

鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書について（資料１，２）  

②鈴鹿市内公共交通の状況について（資料３） 

(3) 協議事項 

①平成24年度事業計画（案）について（資料４）  

1) 利用促進イベントについて（資料４－１） 

2) 利用促進の取り組みについて（資料４－２） 
 (4) その他 

   ①JR加佐登駅営業体制の変更について 
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◇配布資料 

・平成24（2012）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 

・資料１：平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書 

・資料２：平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書 

・資料３：鈴鹿市内公共交通の状況について 

・資料４：平成24年度事業計画（案） 

・資料４－１：利用促進イベントについて（案） 

・資料４－２：利用促進の取り組みについて（案） 

・参考資料：平成24年度版鈴鹿市公共交通利用総合案内書 

      イベント配布用ビニール袋 

 

２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

① 開会（商業観光課長） 

・ 平成24年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を開催します。本日，出席のご予定でございました鈴鹿市自治会

連合会副会長の上條委員様ですが，１２時過ぎに急な体調不調がございましてご欠席されることとなりまし

たので報告させていただきます。それでは，本会議会長であります副市長の宮﨑よりご挨拶させていただき

ます。 

② 会長あいさつ 

・ 本日は，平成24年度第1回鈴鹿市地域公共交通会議を開催させていただきましたところ，皆様には何かとご

多忙の処ご出席を賜り，また，本市公共交通の推進に多大なご尽力を賜っておりますことに，重ねてお礼申

し上げます。 

また，先日の日曜日（7月15日）に若松小学校にて開催されました親子交通安全教室におきまして，鈴鹿モ

ビリティ研究会の川本副座長，三重交通中勢営業所様には，地域公共交通のPR 事業の推進に当たりまして，

多大な御協力を賜りましたことを この場をお借りしてご報告とお礼を申し上げます。 

本市では平成21年度に「鈴鹿市地域公共交通総合連携計画」を策定し，平成22年度から3ヵ年の計画で，

公共交通の活性化のための各種事業を実施してきております。 

本年度は，計画期間の最終年度にあたりますが，国の補助制度等の見直しがございましたので，限定された

内容となりますが出来る限りの取り組みを進めてまいりたいと思います。 

本日は，事項書に沿って議論を進めてまいりますが，委員の皆様には，ぜひ，それぞれのお立場から御意見

をいただきまして，地域公共交通を活性化させるための方策についてご協議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，これから事務局より紹介させていただきますが，本日の会議より，新たに委員としてご参画いただく

方もいらっしゃいます。新委員の皆様におかれましては，前任の方々同様，格別のご協力をたまわりますこ

とをお願い申し上げて，冒頭のあいさつとさせていただきます。 

 

③ 新委員紹介 

・ 鈴鹿市市民委員会規則より 4 月 1 日付で中部運輸局三重運輸支局 小林博之委員がご退任され、大川修一

氏が新たに就任されております。同日付けで三重県鈴鹿建設事務所 森喜久夫委員がご退任され、中野伸也

氏が新たに就任されております。5月10日付で鈴鹿市老人クラブ連合会 須藤よしゑ委員がご退任され、寺

井章子氏が新たに就任されております。 

・ 鈴鹿市市民委員会規則，鈴鹿市地域公共交通会議運営要領より 7 月 1 日付で本田技研工業株式会社鈴鹿モ

ビリティ研究会 宮﨑光明委員がご退任され、川本正樹氏が新たに就任されております。同日付けで三重交

通株式会社 薮本竜太郎委員がご退任され、中村良寛氏が新たに就任されております。 

・ 鈴鹿市地域公共交通会議運営要領より 4月16日付で笠谷昇委員から南条和治委員に交代しております。 
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④ 配布資料確認 
 

⑤ 座長あいさつ 

[座長] 

・ 本日は，平成24年度第1回目の地域公共交通会議となります。よろしくお願いします。 

・ ２２年度から，地域公共交通総合連携計画に基づく各種事業を実施しているところです。冒頭会長あいさつ

にもありましたが，本年度は計画期間の最終年度ですが，国の補助年度としては昨年度まででしたので，独

自のかたちで最終年度を進めることとなります。 

・ こうした交通に関する取り組みについては，事業年度や補助年度を活用して行うわけですが，それが終われ

ばおしまいということではなくて，今後もこの会議を通じて課題の解決に向けた取り組みを進めていきたい

と思います。 

・ 今年度につきましては予算の多少というのは昨年度違ってきますけれども，出来る限りの取り組みは進めて

いきたいと思っておりますので，皆様のお知恵を拝借しながら，継続・実施していく方向性で取り組んでい

ければと考えております。 

・ 事項書にもございますとおり，本日の協議内容といたしましては，公共交通の活性化を図るための事業計画

案を中心に，ご協議をいただくことになっておりますので，積極的なご発言をお願いいたしたいと思います。 

・ なお，会議の終了時刻は「１５：００」を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 
(2)報告事項（進行：座長） 

① 平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書及び鈴鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書について 

○資料説明 

【資料１，資料２：平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書及び平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議

歳入歳出決算書について】（事務局） 

 

[座長] 

・ ただ今，事務局より報告がありました。続いて監事から監査結果の報告をお願いいたします。 

[監事] 

・ 監事の松嶌でございます。監査報告を申し上げます。平成24年7月4日に，平成23年度鈴鹿市地域公共交

通会議の収支決算書類を監査した結果，いずれも適正に処理されており，相違ないものと認めましたので，

ご報告いたします。 

[座長] 

・ ありがとうございました。これまでの説明に対して何かご質問はありますでしょうか。 

[A委員] 

・ ２３年度の取り組みについて運輸局のほうで第三者評価をさせていただいておりますが，その結果について

この場で皆様にご報告いただいたほうがいいのではないでしょうか。 

[事務局] 

・ 資料を準備いたしますのでしばらくお待ちください。 

[B委員]  

・ 合川支所バス待合所設置後，利用されているお客さまからのお声などはどうですか。 

[事務局] 

大変良い待合室ができたと，地元の方に大変喜んで頂いています。その他に要望としまして，椅子を設置し

ておりませんでしたので，椅子の設置ということがありました。それらは，地域の方で待合所内に椅子を置

いていただくなどして，ご利用いただいている状況です。 

[座長] 

・ 今回，地域アンケートの結果を報告していただきましたが，今後のフォローはどうでしょうか。 

[事務局] 
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・ 地域の自治会長さんと連絡をとって，状況を確認していきたいと考えています。また，連携計画で上げられ

たもう一つの地域，国分地域へ地元を通して検討の方向性を探っていきたいと思います。 

[座長] 

・ 地域アンケートを通じて，交通課題といいますか，例えばこういうことをしてほしいとかそういうのはどう

でしたか。 

[事務局] 

・ アンケートにご回答頂いた方のうち約26％の方が自由意見に記載されており，その中で多かった意見は，車

を利用しているのでただちに不便ということはないが，高齢となった将来の不安に関するものでした。また，

団地乗り入れを求める意見もありましたが，以前路線バスが乗り入れていたが廃止となった経緯に触れ，な

かなか乗り入れも難しいといった意見もありました。 

[座長] 

・ 年齢層が比較的若い地域は，日常的には車を利用されているんでしょうが，今後，将来的なことを考えたと

きにどうかというとになりますと，公共交通の意義というのもまたでてくるんだろうと思います。その辺を

考慮しながら地域の方にもそれなりの意識をもってもらいながら今後進めていければと思います。 

・ それでは資料の準備ができましたので報告お願いします。 

[事務局] 

・ それでは二次評価結果についてご報告いたします。総合事業計画に位置付けられた事業は，当該計画に基づ

き適切に実施されており，普及啓発活動は住民アンケート調査の結果を基に，事業評価がなされていること。

また，公共交通利用総合案内書の発行にあたっては，アンケート等を通じて一定の効果が得られたことが確

認できました。次年度以降の事業継続にあたっては，利用促進策の枠にとらわれず，民間路線バスを含めた

市全体の交通ネットワークを検証し，地域公共交通会議の枠組みの中において具体的な議論，検証等を通じ

て必要な見直しがなされる体制となるよう期待します。以上でございます。 

[座長] 

・ 他にご質問等もございませんのでお諮りいたします。平成23年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書及び鈴

鹿市地域公共交通会議歳入歳出決算書につきまして，ご承認いただけますでしょうか。 

・（意見なし） 

ありがとうございました。本収支決算について承認を得られたものと致します。 

  

② 鈴鹿市内公共交通の状況について 

○資料説明 

【資料３：鈴鹿市内公共交通の状況について】（事務局及び各交通事業者委員） 

 
[座長] 

・ 何かご質問はありますか。 

[C委員] 

・ 伊勢鉄道さんにお願いがあります。鈴鹿駅の階段が高齢者にはかなりきついと思います。費用の問題もあり

ますし，直ちにどうするかということもなかなか難しいのでしょうが，何かいい方法があればいいんですが。

例えば荷物でも持ってもらえるかたがいてもらえるだけでも大分違うように思います。将来的に考えていっ

てもらえればと思います。 

・ 快速みえが，2 両から 4 両に変わり非常に便利になったが，そのことによって南紀特急を利用する住民が減

ったということも知っておいてほしいです。 

 [B委員] 

・ 階段の件につきましては，重々承知しておりますが，エレベーターを設置するとなると駅の構造上一から補

強しなくてはならないので，現在は未定でございます。 

[座長] 
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・ 課題はありますが，伊勢鉄道さんの利用者が増えているところは評価すべきだと思います。特に，通勤定期

が増えているということは，今の時代，特に地方鉄道ではそうあることではありませんので大切にしていた

だければと思います。 

[D委員] 

・ 平成20年度と平成21年度では，利用者数に大きな差がありますが，何かあったんでしょうか。 

[E委員] 

・ 随行から説明申し上げてよろしいでしょうか。 

[座長] 

・ どうぞ。 

[E委員随行] 

・ カウンター方法の変更等も考えられますが，申し訳ございませんが今の段階でちょっと理由は申し上げられ

ないです。人数としては多いようなんですが，全体の割合としては数％の増減でございまして，年数％の増

減は通常でもございますので御理解いただければと思います。 

[D委員] 

・ プレミアム率の高いエコバスカードについて，販売の状況はいかがでしょうか。 

[E委員] 

・ プレミアムカードは，平成17 年の 60 周年記念に初めて発売しました。それを契機に，4年間続けさせてい

ただき，売り上げは伸びていました。平成22年には2種類のプレミアムカードを販売し，売り上げも前年を

上回りました。ただ，年間でみると売り上げが少しプラスになったというところです。 

[座長] 

・ バスカードの販売期間が4月から6月なのは何か理由があるのでしょうか。 

[E委員] 

・ 早い時期に，お得なエコバスカードを販売することにより，年間を通して利用してもらおうという狙いがあ

ります。 

[座長] 

・ 各事業者様とも，利用促進への取り組みに努力されていますし，効果が出ているものもあります。今後もさ

らに続けていただくとともに，これから公共交通会議でも議論していきますが，交通事業者や地域が連携し

たかたちで交通ネットワークがいいものになるよう進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

(3)協議事項（進行：座長） 

① 平成24年度事業計画（案）について（利用促進イベントについて，利用促進の取り組みについて） 

○資料説明 

【資料４：平成24年度事業計画（案）について】（事務局） 

【資料４-１：利用促進イベントについて（案）】（事務局） 

【資料４-２：利用促進の取り組みについて（案）】（事務局） 

 

[座長] 

・ ありがとうございます。大きな方針として，今年度は，３カ年の総合連携計画期間の最後の年になり，昨年

度に引き続き，連携計画に掲げた目標の実現に向け事業を進めていく，ということと，事業の実施に係る財

源としては，市の予算の範囲内で取り組んでいく，ということが示されております。具体的な中身として，4

ページの予算のところで示されている通り，公共交通利用総合案内書の作成，イベント等へのPRのとりくみ

等ですが，まず，公共交通総合案内書は２４年度版に引き続き，２５年度版も作成に取り組んでいくという

ことでしたが，何かご質問等はございますか。 

[B委員] 

・ 市内の鉄道やバスが非常に分かりやすくまとめてありますので，引き続き作成していただければと思います。 
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[座長] 

・ 全国的にも市内の交通機関を一つに集めて，時刻表まで載せた冊子を作成しているところはほとんどないと

思います。最近，マップを作成するところまでは出てきていますが，時刻表まではまだありませんので，今，

非常に画期的な取り組みをしてきていることになると思います。 

・ 市内全戸配布は，２年目の取り組みになりますが，全戸配布に当たっては，各自治会長さんや自治会役員さ

んなどには，折り込みや配布作業など大変な御協力をいただいておりますことを，本日，急きょご欠席では

ございますが，上条委員さんをはじめ自治会関係者の方々に御礼申しあげましてご報告させていただきます。 

・ ２５年度版の作成に当たっても，各交通事業者様からダイヤや時刻表等といった情報の事前提供が不可欠で

すので，その辺りにつきましても先程各社様よりご協力いただけるということでしたのでよろしくお願いい

たします。 

 [座長] 

・ 続きまして，利用促進の取り組みですが，昨年度作成したＭＭ実施計画に基づき進めるということでしたが，

イベント関係では，昨年度に引き続き「安全・安心フェスタ」と「親子交通安全教室」において行っていく，

とのことでした。「安全・安心フェスタ」では，今回，C-BUS沿線保育園にバスの絵の作成をお願いし，イベ

ント当日に展示を行う，といった新しい内容も盛り込まれております。また，職場での取り組みとしまして

は，昨年，まず産業振興部内において試行的に取り組みましたが，今年はそれを全庁的に拡大し，職員の，

エコ通勤を通じた公共交通の利用促進に取り組んでいく，との説明でありましたが，何か質問等はございま

すか。 

[B委員] 

・ 利用促進イベント時の啓発グッズを提供させていただくことで，交通会議の参加事業者として協力していく

ことでもよろしいでしょうか。 

[事務局] 

・ そういったご協力をいただければ大変ありがたいですのでよろしくお願いいたします。 

[座長] 

・ 具体的には，今後打合せをしていくこととして，なるべくそうしたグッズを効果的に活用して利用促進に取

り組んでいっていただければと思います。 

・ 先の7月15日に開催された親子交通安全教室ですが，交通安全を通しての利用促進はいかがでしたでしょう

か。 

[副座長] 

・ 7月15日に若松小学校において第3回目になりますが，親子の交通安全教室を開催いたしました。皆様にご

協力頂き，盛況のうちに終わりました。夏休み前の子供達の緩んだ気を引き締めるということで，もう一度

親御さんと子供さんで，交通安全について家族で話していただくことを目的に開催させていただきました。3

回目ということで，若松地区との連携を今までとは違った取り組みでさせていただきました。そして，若松

地区に協力頂き，222 名という過去最高の人数の方に参加して頂き，行いました。今回の公共交通会議とい

うところで言いますと，三重交通さんに来ていただいてバスを展示し，バスの説明を行って頂きました。 

その中で交通安全指導員の方に安全な乗り方の説明をして頂きました。それについてアンケートを実施いた

しまして，その結果は完全に整理はできていませんが，その中のアンケートでは，バスの安全な乗り方を再

認識できましたという声が非常にありました。また，当初から若松地区はバスの路線がない，利用があまり

ないと聞いておりましたが，そのなかでももう一度バスを利用してもいいかなという声もあり，それらを整

理しながら，今回の公共交通会議に活かせるような声を吸い上げながら提案できたらいいかなと考えており

ます。 

 

[E委員] 

・ こういった機会がありましたらお声をかけていただけましたら，ご協力させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 
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[座長] 

・ 公共交通は直接みたりふれたりして意識していただくことが大切だと思いますので，こういう機会を出来る

限り設けていただき，アピールしていければと思いますのでよろしくお願いします。 

・ それでは「平成24年度事業計画(案)について」にて事業化を進めていく形でよろしいでしょうか？ 

・ （異議なし） 

・ ご異議のお声もございませんので，事務局提案の方向性をもって事業化を進めていただくことといたします。 

今年度で計画期間は終了ということになりますが，公共交通を育てていくということについては事業の年度

にとらわれるものではありませんので，引き続き，様々な取り組みを進めていくことで１０年後にも公共交

通をきちんと続けていけるように取り組んでいっていただきたいと思います。今後もよろしくお願いします。 

 

(4)その他（進行：座長） 

① ＪＲ加佐登駅営業体制の変更について，その他事務連絡 

[事務局] 

・ 平成24年10月1日（月）から加佐登駅の改札や券売等の駅営業体制を変更するとのことです。これにより

加佐登駅は駅員が常駐せず、券売機がなくなりますので、ご利用の方は列車の乗務員や着駅による対応とな

ります。なお、駅舎の維持管理は、亀山駅が管理駅として対応します。以上，東海旅客鉄道株式会社より連

絡がありましたのでご報告させていただきます。 

[座長] 

・ その他ございませんでしょうか。 

[A委員] 

三重運輸支局のほうで公共交通をより良くしていくために相談窓口を開設しました。ホームページの左下に

生活交通を確保するための相談窓口のドアを設け，ここからいろんなご相談をしていただけるようになって

います。各自治会の地元の皆様からのご相談もよろしくお願いしたいと思います。 

[座長] 

・ 本日，私のほうから論文のコピーをお配りしました。私の公共交通に関する考え方をかなり反映したかたち

で取り組んできた事例として山口県山口市の公共交通の取り組み経過と考え方を紹介したものです。基本的

なことは，公共交通が本当に必要になるのは，今から５年後，１０年後のさらにお年寄りが増えてくる，マ

イカーに依存する社会に限界が見えてくるであろう時期に，ちゃんと使える公共交通にしていくにはどうし

たらいいのかというところから検討し，いままでどちらかと言えば，事業者が頑張るところに依存するか，

行政が赤字をすべて丸抱えして維持する，という考え方が非常に強かったですが，そうではなく，関係する

人たちみんなが当事者となって取り組んでいく必要があるだろうということを提起し，山口市ではまず山口

市としてどんな公共交通体系を作っていくのかという方向性を示しました。その中で幹線交通と地域の生活

交通という大きな分類をし，役割分担をしていきました。幹線交通については交通事業者で頑張れるところ

は一生懸命事業として頑張っていただく部分と地域として必要な幹線交通は事業者と協力しながら市がきち

んと確保していく。これに対して生活交通については幹線交通と連携しながら地域の人たち自身が当事者と

して取り組んでいただく。これについて市が支援をしていく。具体的には実際に地域の住民の方が運営組織

を作って運行しているコミュニティタクシーのケースなどを紹介し，市域全域で何らかのかたちで公共交通

で移動できるかわりに応分の負担もしていただくという仕組みを作ったあたりをまとめたもので，参考資料

として配布しました。鈴鹿市でも連携計画の事業年度が終わる中で，今後どういう風に地域の交通を考えて

いかなければならないかという議論をこれからしなければいけない時期にきていると思いますので，そのこ

とも含めて参考にしていただければと思います。 

・ 以上をもちまして，本日の事項は，すべて終了いたしました。 

・ 御承認いただきました事業につきましては，今回いただきましたご意見等を踏まえ，事務局を中心に，各交

通事業者様と連携を取りながら，計画的に進めてください。 

・ 最後に，事務局から今後の会議スケジュールの報告がありますので，お願いします。 
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[事務局] 

・ 今年度は，本日も含め年2回，地域公共交通会議を開催する予定です。また，随時で，交通事業小委員会を

開催することもございますので，委員の皆さまにおかれましては，公私共にご多忙のことと存じますが，ご

出席いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

[座長] 

・ それでは以上をもちまして，平成２４年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を終了いたします。会議運営への

ご協力，誠にありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 


