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平成26(2014)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26(2014)年8月1日（金） 15：00～16：30 

◇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） 

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  安全運転普及本部鈴鹿普及ブロック リーダー（鈴鹿市地域公共交通会議副座長） 

田島 誉之  三重交通㈱バス営業部部長（乗合） 

中林 広己  三重交通㈱中勢営業所 所長（随行：岡 悦史/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 

神山 隆   伊勢鉄道㈱ 取締役総務部長 

辻 泰生   鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 会長 

岩松 由洋 中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官（代理：加藤 拓/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 

竹内 一樹  三重県鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 

田中 彩子  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（代理：河北 一男/副会長） 

渥美 恭子  鈴鹿市生活学校 会長 

南条 和治  鈴鹿市社会福祉協議会 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 内藤俊樹，山田達眞，菅沼博喜，岡田和之，須川芳彦，渡邉賢 

 

◇欠席者 

  藤田 卓文  鈴鹿警察署 交通第一課長 

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 

 

◇議 事 

１ はじめに 

（１）新委員，新役員の紹介 

２ 開会 

（１）会長あいさつ 

（２）座長あいさつ 

３ 報告事項 

（１）公共交通利用状況及び利用促進計画の報告について（資料1）・（資料2） 

４ 協議事項 

（１）亀山みずほ台線の運賃改定に関する協議（資料3） 

５ その他 

 

◇配布資料 

鈴鹿市内の利用者状況等（資料1） 

平成26年度公共交通利用促進計画について（資料2） 

亀山みずほ台線の運賃改定に関する協議（資料3） 
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平成26年度版 鈴鹿市公共交通利用総合案内書（総合時刻表） 

 

２．議事 

(1)はじめに（進行：事務局） 

①新委員，新役員の紹介 

 ・交通ジャーナリスト 鈴木文彦委員（座長） 

  ・本田技研工業株式会社 安全運転普及本部鈴鹿普及ブロック リーダー 安田徳生委員（副座長） 

  ・国土交通省 中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官 輸送・監査担当 岩松由洋委員 

  ・三重県 地域連携部交通政策課 課長 原田孝夫委員 

  ・三重県 鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 竹内一樹委員 

  ・鈴鹿警察署交通第一課長 藤田卓文委員 

  ・鈴鹿市自治会連合会副会長 上條好三委員 

  ・鈴鹿市老人クラブ連合会 会長 清水浩二委員 

  ・鈴鹿市老人クラブ連合会女性部長 寺井章子委員 

  ・鈴鹿市生活学校 会長 渥美恭子委員 

  ・鈴鹿市社会福祉協議会 会長 南条和治委員（監事） 

  ・鈴鹿商工会議所 副会頭 田中彩子委員（監事） 

  ・伊勢鉄道株式会社 取締役総務部長 神山隆委員 

  ・近畿日本鉄道株式会社 名古屋輸送統括部運輸部運行課 課長 伊藤克彦委員 

  ・三重交通株式会社 バス営業部部長（乗合） 田島誉之委員 

  ・三重交通株式会社 中勢営業所 所長 中林広己委員 

  ・三重交通労働組合 中勢支部 書記長 村田和久委員 

  ・鈴鹿市旅客自動車協会 鈴乃会 会長 辻泰生委員 

  ・鈴鹿市地域公共交通会議 会長 宮﨑守（鈴鹿市副市長）  

 

(2)開会（進行：事務局） 

平成 26 年度第１回鈴鹿市地域公共交通会議を開催します。本会議会長の宮﨑副市長よりご挨拶させ

ていただきます。 

①会長あいさつ 

開会に先立ち，事務局より紹介がありましたが，本年4月1日から2年間，新たな委員の任期がスター

トしております。開催にあたり，皆様には何かとご多忙の処ご出席を賜り，また，日頃より本市公共交

通の推進に多大なご尽力を賜っておりますことに，お礼申し上げます。引き続いて，ご参画いただく委

員さんもいらっしゃいますが，本日の会議より，初めてご参画いただく委員さんにおかれましては，前

任の方々同様，格別のご協力を賜りますことを，重ねてお願い申し上げます。 

本協議会では，鉄道，路線バス，タクシー，コミュニティバスといった市内の公共交通機関が相互に

連携して市民の移動手段を確保することを目指すべき方向性とし，まずは，長期間に渡り公共交通機関

の利用者数が減り続けている現状を何とかしようとの思いから，利用促進につながるような施策の展開

に力を注いで参りました。こうした利用促進の取組みは，一朝一夕に成果が表われるものではなく，協

議会で議論を重ね，関係者の合意のもと，より良い取組みに育て，息の長い活動にしていくことが大切

と考えております。今後の取組みの展開に当たりましても，自治会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お力添えを賜りながら進めてまいりたいと存じますの

で，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は，亀山みずほ台線の運賃改定に関する協議を中心に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ご意見をいただきまして，地域公共交通の確保・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ご協力をお願い申し上げ
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ます。 

 

②配布資料確認 

 

③座長あいさつ 

鈴鹿市では，地域公共交通会議を中心に公共交通のあり方について考え，公共交通の利用促進に取組

んで参りました。しかし，公共交通を取り巻く状況については，公共交通の種別に係らず，厳しい状況

となっております。 

高齢化により，団塊の世代がリタイヤする時期になると，公共交通が得意とする輸送分野である，通

勤などの集中した利用が減少し，集団での輸送がしにくい状況になってきます。また，少子高齢化によ

る高校生の通学利用の減少，燃料の高騰，バスの乗務員不足等の要因によって，今後，公共交通の存続

へ影響が出てくる恐れがあります。 

これから，10～15 年のスパンで考えると，免許を持ったお年寄りが増えてきます。その中には，い

つまで自分で運転できるのか，不安を持っているお年寄りがたくさんいますが，公共交通のネットワー

クが整備されていれば，安心してその地域で生活していくことが出来ます。このようなことは，地域の

存続にもつながっていくと考えられます。そのため，交通ネットワークをどう形成していくかというこ

とと，地域の街づくりについて，どのようにリンクさせていくかといったことが，これから重要視され

る時代になってきます。 

ここ数年，鈴鹿市においては，利用促進に主眼を置いた施策を投入し，実行しております。現存する，

地域公共交通というものを，どう持続させていくかは，テーマとして非常に重要です。今あるものを役

立つものにしていく為には，利用促進が大切な要素になるため，今後も継続して取組む必要があります。   

公共交通を取り巻く環境の変化を見極め，改めて鈴鹿市の公共交通ネットワークというものを見据え

ながら，今後の議論につなげていければと考えております。 

今回は，平成26年度第1回目の鈴鹿市地域公共交通会議になります。前任期に引き続き，ご参画の

委員の皆様 どうぞよろしくお願いします。今回から新しく参画いただく委員の皆様どうぞよろしくお

願いします。 

事項書にありますように，本日，報告事項が1点，協議事項が１点となっております。報告事項は，

交通事業者の近況と今年度の利用促進の取組み，協議事項は，「亀山みずほ台線」の運賃改定に関する

協議となっています。色々な立場からの議論が重要になってまいりますので，積極的なご発言をお願い

します。 

 

 

(3)報告事項（進行：座長） 

①公共交通利用状況及び利用促進計画の報告について（公共交通利用状況） 

○資料説明 

【資料１：鈴鹿市内の利用状況等】（各交通事業者及び事務局） 

  

[座長] 

4件の報告がありましたが，ただ今の報告につきまして，何かご質問等はございますか。 

 

[委員] 

三重交通さんに，利用促進の取り組みの中の，バリアフリー車両の導入状況についてお伺いします。

バリアフリー対応車両の導入の状況は，どの程度進んでいるのでしょうか。 

 

[委員] 
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   鈴鹿市内ではなく，三重交通全体の数字で回答させていただきます。三重交通では，乗合バスで706

両の車両を保有しております。そのうち150両あまりは，高速バスとなりますが，このようなバスの車

両は，ノンステップ・ワンステップへの対応が難しくなっております。そういった車両を除くと，562

両がございます。そのうち，ノンステップ車両は118両で約20％を占めております。ワンステップバス

については，204両で36％を占めております。また，リフトを搭載した車両も4両ございます。バリア

フリー対応車両の合計は，326 両となり，58％がバリアフリー対応車両となっております。残りの約 4

割の車両が，バリアフリー対応になっておりませんが，車両の老朽化に伴い更新する場合は，必ず，ノ

ンステップ又はワンステップの低床型の車両への更新を進めております。 

 

[座長] 

他に，何かご質問等はございますか。 

（質疑なし） 

各事業者が一同に会して，意見交換する場はそれほど多くはありませんので，今後とも機会をとらえ

て，情報を共有していただいて，みんなで考えていける仕組みにしていきたいと思います。 

 

 

②公共交通利用状況及び利用促進計画の報告について（公共交通利用促進計画） 

○資料説明： 

【資料２：平成26年度公共交通利用促進計画について】（事務局） 

 

[座長] 

ただいまの報告について，ご質問，ご感想はございませんでしょうか。 

（質疑なし） 

7月6日の親子安全教室が開催され，その中で，バスの乗り方教室が行われたという報告がありまし

たが，今の子どもたちはバスになかなか乗らないものですから，バスに触れる機会があまり無いと思い

ます。このような機会を設ければ，子どもたちの移動手段の選択に，バスに乗ることも入ってくること

が期待できますので，長期的な視点に立つと，意義のある取組みだろうと思います。 

私自身が，講師となって乗り方教室を行うこともあるのですが，実際にやってみると，お子さん以外

にも，大人が意外と興味を示してくれます。親の世代も，若い頃からマイカーでしか移動してない世代

になってきているので，そういった世代にもアピールできる良い機会だと思います。 

また，引き続き，総合交通時刻表の全戸配布を予定しているとの話がございましたが，これは，今年

で5年目になります。ひとつの自治体が，市内の交通事業者のすべてをまとめて，路線図や時刻表を印

刷し，提供するという取り組みは，全国的には非常にめずらしいケースです。このような取組みは，利

用促進という意味合いもありますが，市内の公共交通について知ってもらうとういうことが，非常に重

要なことなのです。これからも是非，継続して行って欲しい取り組みであります。 

また，自治会長さんや自治会のみなさんに，時刻表の配布について協力いただいていることが，この

時刻表の普及に大きく役立っているのだと思います。本日は，残念ながら欠席されていますが，自治会

連合会の上條委員には，お礼を申し上げたいと思います。それでは報告事項を終わらせていただきます。 

 

(4)協議事項（進行：座長） 

①亀山みずほ台線の運賃改定について 

○資料説明 

【資料３：亀山みずほ台線の運賃改定に関する協議】（事務局） 

 

[座長] 
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簡単におさらいをします。平成26年3月31日付けで，三重交通が乗合バスの運賃改定を国土交通大

臣に申請を行いました。この亀山みずほ台線は，現在，市の自主運行バスとして三重交通へ運行委託さ

れております。制度上，このような路線の運賃改定には，それぞれの協議会での合意が必要となります。

本路線は，自主運行バス路線として運行開始以降，三重交通乗合バス運賃に準拠した運賃体系を採用し

ていますので，この度の，三重交通の乗合バス運賃の改定に伴い，本年10 月 1 日からの改定を行うた

め，皆さんの合議を頂きたいという趣旨でございます。 

委員の皆様から，何かご意見や，ご質問はございますか。 

（質疑なし） 

 

これは協議事項で，地域公共交通会議で合意を得る必要がございますので，亀山みずほ台線の運賃改

定について，裁決を取らせていただきたいと思います。事務局提案の内容で，ご同意いただける方は挙

手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

 

全員の同意いただいたということで，交通会議運営要領によりまして，同意が成立したと認めさせて

いただきます。 

本運賃改定案は，鈴鹿市地域公共交通会議として同意を得ましたが，実際の運賃改定には，三重交通

さんの申請に対して，国の認可などが必要になってまいりますので，今後，事務局においては，そうし

た動きに注視して，適切に手続きを進めていってください。 

また，利用者への周知については，10 月以降の利用に支障の無いように対応していただくよう，よ

ろしくお願いいたします。以上で，協議事項については終了しました。 

 

(5)その他（進行：事務局） 

 

[事務局] 

ただいま，ご承認をいただきました亀山みずほ台線の運賃改定につきましては，この後，三重交通乗

合バスの運賃改定申請が，国の認可を受けるなど条件が整った上で，国へ届け出ることとなります。 

その他，何か連絡事項等はございませんでしょうか。 

 

[委員]   

鈴鹿市では，公共交通の利用に便利な総合時刻表を作っているということですが，座長のご経験で，

乗合バスの利用について，分かりやすい取り組みがなされている地域があれば，参考のために教えて

ください。 

 

[座長] 

   日本の中で，ここのバスだったら間違いなく分かりやすいといったものが，なかなか無いのが現実ですが，

色々な工夫はそれぞれの所で行われています。例えば，山形県では，県のホームページに県内のバスや電車

の乗り継ぎの情報が掲載されています。東日本大震災時に，山形県は被害が少なかったことから，山形県を

介して移動される方が多かったこともあり，その時に作成されました。県内のネットワークがどのように出

来ていて，どのように移動できるのかなどが，分かりやすいように作られています。 

    

また，今日のネット社会では，ウェブ情報が求められることが多いということもあり，そういった部分の

情報が整備されていますが，ウェブでは，正確にバス停の名前を入れないと検索できないなど，その地域の

交通事情について，ある程度の知識や事情を持っていることが必要になります。そういったことから，時刻

表などの，紙ベースのツールにも優れている面があると思っています。 



 

 6 

 

[委員] 

   座長が言われたように，ウェブ情報では，思っていた情報が得られない時があります。紙ベースであれば，

そのようなこともなく，鈴鹿市総合時刻表は非常に有効なツールであると感心しています。 

   三重交通さんにお伺いしますが，土曜日や日曜日のような，交通が混雑するようなときに，事前の周知方

法など，どのように取組んでいますか。 

 

[委員] 

   バス停等にも，土曜・日曜は混雑により遅れる場合があるという表示がございます。また，リアルタイム

に運行状況を配信している地区もございます。バス会社にとって早発は認められないので，どうしても遅れ

がちな時刻の表示になることはご了承ください。 

 

[委員] 

   少し補足させていただきます。三重交通では，同じ区間でも時間帯によっては，ダイヤに余裕を持たせて

調整をしています。例えば，土日で混雑が予想されるような場合は，通常は3分で走る区間を，5分必要で

あるとして調整するなどしています。 

 

（その他特に無し） 

 

[事務局長] 

   以上をもちまして，本日の事項は，すべて終了とさせていただきます。鈴木座長，円滑に議事を進行いた

だき，ありがとうございます。委員の皆様におかれましても，議事の進行にご協力いただき，ありがとうご

ざいます。今後も，引き続き 公共交通の活性化に，皆様のお力添えを賜りますよう，よろしくお願い申し

上げます。 

   それでは，これをもちまして，平成26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。 

 

 


