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平成25(2013)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25 (2013) 年7月5日（金） 15：00～16：15 

◇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（鈴鹿市地域公共交通会議座長） 

安田 徳生  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） 

田島 誉之  三重交通㈱バス営業部担当部長（乗合）兼乗合営業課 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 

伊藤 克彦  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 

山本 博康 中部運輸支局三重運輸支局 首席運輸企画専門官（随行：原田 光一郎/運輸企画専門官） 

原田 孝夫  三重県地域連携部交通政策課 課長（代理：浮田 知樹/交通政策課班長代理） 

竹内 一樹  三重県鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 

上條 好三  鈴鹿市自治会連合会 副会長 

寺井 章子  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 

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 梅山幹雄，山田達眞，菅沼博喜，今村禎子，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 

河合 清宏  鈴鹿警察署 交通官 

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 

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24年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書について（資料1） 

（２）鈴鹿市内公共交通の状況について（資料2） 

（３）近鉄伊勢若松駅バリフリー化の実現に向けた取り組みについて（資料3） 

３ 協議事項 

（１）平成25年度事業計画(案)について（資料4） 

４ その他 

 

◇配布資料 

平成24年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書（資料1） 

鈴鹿市内公共交通の状況について（資料2） 
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近鉄伊勢若松駅計画図（イメージ図案）（資料3） 

平成25年度事業計画(案)について（資料4） 

平成25年度版 鈴鹿市公共交通利用総合案内書（総合時刻表） 

参考資料：平成24年度版鈴鹿市公共交通利用総合案内書 

     イベント配布用クリアファイル 

 

２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

①開会（商業観光課長） 

平成 25 年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を開催します。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25 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。 

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参りました。 

計画期間中の事業展開に当たりましては，地域関係者の皆様をはじめ，委員各位，交通事業者様や行

政機関のご担当者様などから多大なお力添えを賜りましたことに，この場をお借りしてお礼申し上げま

す。 

昨年度を持ちまして，連携計画は終了したわけでございますが，今後は，この計画の基本的な方針や

考えを尊重し，現行の市内公共交通網の維持に向けた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，地域公共交通の維持に向けた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 

各委員の交代は，鈴鹿市市民委員会規則の規定に基づいて行っておりますのでご了承ください。 

昨年11月21日付けで，近畿日本鉄道株式会社，三重和宣委員がご退任され，伊藤克彦氏に新たに就

任いただいております。本日は，赤塚様に代理出席いただいております。 

4月1日付けで，国土交通省中部運輸局三重運輸支局，大川修一委員がご退任され，山本博康氏に新

たに就任いただいております。同日付けで三重県地域連携部交通政策課，笠谷昇委員がご退任され，原

田孝夫氏に新たに就任いただいております。本日は，浮田様に代理出席いただいております。同日付け

で三重県鈴鹿建設事務所，中野伸也委員がご退任され，竹内一樹氏に新たに就任いただいております。

同日付けで鈴鹿警察署，辻川薫委員がご退任され，河合清宏氏に新たに就任いただいております。同日

付けで本田技研工業株式会社，川本正樹委員がご退任され，安田徳生氏に新たに就任いただいておりま

す。同時に，安田委員は鈴鹿市地域公共交通会議運営要領により副座長に就任いただいております。 

6月21日付けで，三重交通株式会社，尾崎彰委員がご退任され，田島誉之氏に新たに就任いただいて

おります。 

なお，本日は年度最初の交通会議ですので，全委員の紹介をさせていただきます。（出席名簿により
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事務局にて全委員を紹介。） 

 

④配布資料確認 

 

⑤座長あいさつ 

本日は，平成25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。 

私は，この会議に参加させていただいて6年くらいになると思います。鈴鹿市はC-BUS を走らせて，

これが全国にもかなり知れ渡っていて，全国いろんなところでこういった役割をもったり，様々な会合

等でいろんな人に会いますと，鈴鹿市というとやっぱりC-BUSを思い出される方がかなりいらっしゃる

のは事実で，やはりそれだけの実績を上げてきたところですが，それをベースにして，昨年度まで連携

計画に基づく事業をやってきた訳です。 

連携計画に基づく国の制度にのっとった事業としては，昨年度で終了した訳ですが，その連携計画の

中の特に利用促進等の事業につきましては，息長くやっていなかければならない，鈴鹿市の公共交通の

維持活性化のためにも継続的にやっていく必要があると考えています。 

今後もいままでやってきた事業を発展させるべく，それぞれの皆さんのお立場でのご協力をいただき

ながら取り組んでいきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

本日は，事項書のとおり報告事項が３点，協議事項が１点です。積極的なご発言をお願いします。 

なお，会議の終了時刻は16時30分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24年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書について 

○資料説明 

【資料１：平成24年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告書について】（事務局） 

 

[座長] 

ただ今，事務局より報告がありました。事務局説明でもありましたが，これまで行われていました連

携計画の事業につきましては，国の補助制度にのっとって協議会に補助金が入ってくるという制度でし

たが，制度の変更がありましたので，昨年度は公共交通会議として予算をたてて，そこで収入なり支出

をするといった形にはなっておりません。 

従いまして，市の予算において調製をするということでありますので，決算報告，監査報告というも

のはこの会議としてはございませんのでご了承いただきたいと思います。 

また，総合時刻表の市内全戸配布は，３年目の取り組みになります。全戸配布に当たり，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お世話になっております。自治会連合会

を代表してご出席いただいております上條委員に，あらためてお礼申しあげます。どうもありがとうご

ざいます。 

この時刻表ですが，いろんなところで見せますとなかなか好評でして，ひとつはマップと時刻，これ

が市内のものが鉄道やバスも全部入っている，こういうところが大変いい出来だという評価を，外から

いただいております。是非，今後も続けていただきたいと思いますし，それからショッピングセンター

でも配布している，これも珍しいケースでして，なかなか民間のショッピングセンター等でこういった

対応をしてくれるケースは多くなくて，公共施設でしか配付できないといったところが多い中で，特徴

的なことかと思います。こうした事業については今後も取り組んでいっていただきたいと思います。 

これまでのところで何かご質問，お気付きの点がございましたらご発言をお願いします。 

 （質疑なし） 

[座長] 

特に無いようですので，これをもちまして24年度の事業報告とさせていただきます。ありがとうご
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ざいました。 

 

②鈴鹿市内公共交通の状況について 

○資料説明 

【資料２：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でしょうか。 

[委員] 

近鉄さん，乗降人員が２２年度と２４年度で比較していますが，２年ごとに調査されているんでしょ

うか。 

[委員] 

   交通センサスに合わせてやっています。 

[委員] 

   （数値の捕捉期間は）何月から何月でしょうか。はっきり分からなければ結構ですが。 

[委員] 

   １０月から９月です。 

[事務局] 

   （C-BUS）４月から３月です。 

[委員] 

   ４月から３月です。 

[座長] 

他にはいかがでしょうか。 

ないようでしたら，ひとつ，近鉄さんにお聞きしますが，三日市駅の伸びが8.3％というのは結構大

きな数字なんですが，これはなにか原因はあるんでしょうか。 

[委員] 

   年間通してみてみますと，ほぼ横ばいです。調査時の数字で比較すると，たまたまこのような数字に

なったものです。 

[座長] 

   それぞれの事業者さんが一生懸命取り組んでおられて，特に伊勢鉄道さんが上向きの状況が見えてき

ているというのは非常にいいことだと思います。各事業者さんの取り組みと，こうして皆が一堂に会し

ていろいろ意見を出し合って協調していくことによって相乗効果が生まれれば，非常にいいかたちにな

る可能性があるのかなということで，今後の取り組みに期待したいと思います。 

 

③近鉄伊勢若松駅バリフリー化の実現に向けた取り組みについて（資料3） 

○資料説明 

【資料３：近鉄伊勢若松駅計画図（イメージ図案）について】（事務局） 

 

[座長] 

    何かご質問はありますでしょうか。 

    伊勢若松駅は，名古屋線と鈴鹿線の結節駅，いわゆる乗換駅ということですが，乗換駅の考え方は，

乗換えしたその先の線区は，その駅の，ある意味駅勢圏，後背地といってもいいものだろうと思いま

す。市役所は最寄りにある訳ですし，伊勢若松駅そのものの周辺だけでなく，そこへ集まってくる後

背地はかなり広くある，ということでは非常に重要な駅になってくると思います。 

鉄道の利用がしにくい大きな理由は，跨線橋や階段なんです。鉄道の利用者がかなり高齢のかたが
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多くなってきている中で，鉄道が利用しにくいとおっしゃるほとんどのかたがその理由は，跨線橋を

渡らないといけない，階段を昇り降りしないといけない，階段の段数も３０段４０段とありますので，

それを昇って降りる，帰りにまた昇って降りる，乗換えでまた昇って降りる，ということになると，

非常に利用がしにくい。そういう意味でバリアフリー化は，非常にこれから重要な要件になるんです

が，幸いなことに鈴鹿線の線内に入ってしまいますと，跨線橋がない訳です。みんな踏切で，スロー

プでホームに昇り降りできるようになるんです。誰もこういう言い方はしませんが，こういう駅が一

番バリアフリーの駅だろうと思っています。 

そういう意味では，伊勢若松駅がバリアフリー化されますと，鈴鹿線がバリアフリー路線になると

いう考え方をしてもいいんだと思います。鈴鹿線の利用促進全体を含めたことでみても，伊勢若松駅

のバリアフリー化は意味のあることだろうと思います。 

また，地域の強い要望ということがひとつのポイントにバリアフリー基本方針でもあげられていま

すが，そういう意味ではこの地域というのは後背地である鈴鹿線沿線の地域からの声というのも，そ

れなりに意味があるのかなと思っています。 

いづれにしても，今，声が大きくなってきているところですので，これをプラスの要因として広が

っていけば，実現に向けたあと押しになるであろうと思われますので，是非そういった取り組みで進

めていただき，また，どういう風に国の補助メニューを活用して進めていくかは，事務局のほうでも

これから整理をしていただいて進めていただければと思います。 

 

(3)協議事項（進行：座長） 

①平成25年度事業計画（案）について 

○資料説明 

【資料４：平成25年度事業計画（案）について】（事務局） 

 

[座長] 

ありがとうございました。連携計画としての３カ年の事業は昨年度で終わりになっていますが，今年

度の事業につきましては，その基本的な方向性は継承する，特にその中でも鈴鹿市の連携計画のひとつ

の大きな特徴は，利用促進事業がかなりの比率を占めていました。これが非常に大切なことでして，そ

れなりにこれまで成果を上げてきたことですし，そうした事業を中心として既存の公共交通機関の維持

活性化といったようなことを，交通事業者さんと連携して取り組んでいく，ということが基本にあるだ

ろうと思います。 

具体的には，総合時刻表の作成やイベントでの利用促進，啓発等の取り組みを進めていくといったこ

とでしたが，何かご意見，ご質問はありますでしょうか。 

   （質疑なし） 

特に，時刻表の全戸配布は，自治会さんにいろいろな御苦労もあろうかと思いますが，26年度版につ

きましても，引き続き，全戸配付をさせていただきたいと思いますので，ご協力のほどよろしくお願い

します。 また，作成に当たっては，各交通事業者さん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 25 年度版作成時と同様にご協力いただけるものというこ

とでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは，事項書３（１）「平成25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しま

す。 

利用促進などの 取り組みについては，継続性が大事と思いますので、続けていくことでより良いも
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のにしていくということで，新たな案がありましたら出していただければと思います。よろしくお願い

します。 

 

(4)その他（進行：座長） 

[座長] 

    何か連絡事項等はございませんでしょうか。 

[委員] 

    事務局さんに確認ですが，C-BUSを国の補助対象の地域内フィーダー系統としていく計画はござい

ませんか。 

[事務局] 

ただいまご提案いたしましたとおり，今のところその計画はございません。 

[委員] 

    やはりその理由は，新規要件を満たさないというのが大きな阻害要件になるのでしょうか。 

[事務局] 

    もちろんその点もありますが，予算措置等もしていませんし諸々の理由でございます。 

[委員] 

    国土交通省さんの範疇ですが，地域内フィーダー系統の新規要件について特例措置がこの度設けら

れまして，今まで新規路線でないのを理由に地域内フィーダー系統補助対象とならなかった路線が，

一定の条件を満たせば特例的に認められる，そういうケースがでてきました。最大ですと，赤字の半

額国から補助が出る，なるべく利用促進を兼ねながら，国の補助をもらう工夫もされてもいいのでは

ないかと思いますがいかがでしょうか。 

[事務局] 

    ご指摘は当然認識していますが，今のところ計画には上がっておらないところです。 

[委員] 

    他市でなるべくこれを活用していこうというような動きがありますので，ご紹介だけさせていただ

きました。所管は国になりますが，県のほうでもご相談にはのりますし，いろいろ協議させてくださ

い。ありがとうございました。 

[座長] 

    今日の午前中に伊勢で３日前から走りだした三重交通さんの神都バスを見てきました。実際乗って

みますと，三重交通さんのバスカードを使って乗っていらっしゃるかたが結構いらっしゃって，県内

のかたが注目しているのかなと思いますので，せっかくの機会ですから，三重交通さんに紹介してい

ただければと思いますがいかがでしょうか。 

[委員] 

    ７月３日から伊勢を以前走っていた路面電車を模した神都バスを走らせました。５２年ぶりに路面

電車復活ということでニュースにも取り上げていただき，話題性の中でスタートさせていただきまし

た。昔をご存じのご年輩の方は中身を忠実に再現したということで，懐かしいという声もいただいて

おります。 

また，観光客の方には，変わったバスでご好評いただいております。このバスの目的は，遷宮に向

けて話題作りや，公共交通，バスの魅力を発信できればということで新しい取り組みで，とにかく話

題を提供したい，ということでスタートしたところです。 

１日５往復という限定した形で運行しておりまして，若干，特別料金ということで通常のバス代プ

ラスということですが，現在，非常に好評もいただいておりまして，平均１０人前後，これからます

ます増えていくと思いますので，よろしくお願いします。 

[座長] 

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，事務局を中心に，各交通事業者さんと連携を取りながら，計画的に進めていただきたいと思いま

す。 
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それでは以上をもちまして，平成２５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。 


