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平成27(2015)年度 第２回鈴鹿市地域公共交通会議  議事概要 
 

１．実施概要 

◇日 時：平成27(2015)年10月13日（火） 13：30～15：00 

◇場 所：鈴鹿市役所本館 12階 1203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アドバイザー） 

安田 徳生  安全運転普及本部鈴鹿普及ブロック リーダー 

二宮 秀暢  三重交通㈱バス営業部部長（乗合）（随行：津田 大輔/バス営業部乗合営業課） 

山本 剛澄  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 

加藤 恒昭 中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官（随行：加藤 拓/運輸企画専門官） 

福田 由佳  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 

中田 悌夫  鈴鹿市老人クラブ連合会 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 

 

②事務局 

鈴鹿市産業振興部 内藤俊樹，和田康男，菅沼博喜，谷本教久，今村禎子，須川芳彦，渡邉賢 

 

◇欠席者 

  辻 泰生   鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 会長 

北井 秀也  鈴鹿警察署 交通官 

上條 好三  鈴鹿市自治会連合会 副会長 

倉田 勢津子 鈴鹿市老人クラブ連合会 女性部長 

  渥美 恭子  鈴鹿市生活学校 会長 

 

◇議 事 

１ はじめに 

（１）委員の紹介 

（２）鈴鹿市地域公共交通会議について（資料1，2，3） 

（３）役員の選出 

２ 開会 

（１）会長あいさつ 

３ 議題 

（１）運賃の見直し案について（資料4，総合時刻表） 

４ その他 

 

◇配布資料 

鈴鹿市地域公共交通会議について（資料1） 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例について（資料2） 

鈴鹿市地域公共交通会議規則について（資料3） 

Ｃ－ＢＵＳの運賃見直し案に関する協議（資料4，総合時刻表） 
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平成27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委員の紹介 

 ・鈴鹿市地域公共交通アドバイザー（交通ジャーナリスト） 鈴木文彦委員 

  ・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 

  ・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 加藤恒昭委員 

  ・三重県 地域連携部交通政策課 課長 福田由佳委員 

  ・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 交通官 北井秀也委員 

  ・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 中田悌夫委員 

  ・鈴鹿市老人クラブ連合会 女性部長 倉田勢津子委員 

  ・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 

  ・鈴鹿商工会議所 副会頭 田中彩子委員 

  ・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） 二宮秀暢委員 

  ・三重交通株式会社 中勢営業所 所長 山本剛澄委員 

  ・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 副市長 宮﨑守 

 

②鈴鹿市地域公共交通会議について（進行：事務局） 

○資料説明 

  【資料１：鈴鹿市地域公共交通会議について】 

【資料２：鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例について】 

【資料３：鈴鹿市地域公共交通会議規則について】 

 

③役員の選出（進行：事務局） 

 

[事務局] 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例に基づく最初の会議となりますので，同条例第5条に基づき，

会長及び副会長を新たに選出しなくてなりませんが，委員の互選にて選出すると規定されているので，

皆様より，ご推挙，ご推薦をいただけましたら幸いでございますがいかがでしょうか。 

 

[委員] 

会長については，前任どおり宮﨑委員，副会長につきましては，本田技研株式会社の安田委員，鈴鹿

市地域公共交通アドバイザーの鈴木委員にお願いしたいと思います。 

 

[事務局] 

   会長に宮﨑委員，副会長に安田委員と鈴木委員をご推薦いただきましたが，このことにつきまして皆

様にご審議をいただきたいと思いますが，何かご意見等はございますか。 
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[委員] 

   異議なし。 

 

[事務局] 

   異議なしのお答えをいただきましたが，委員の皆様の拍手でご承認をいただきたいと思います。 

（委員全員の承認を確認） 

 

 

(2)開会（進行：事務局） 

平成27年度第2回鈴鹿市地域公共交通会議を開催します。委員の皆様の総数19名に対しまして，13

名の出席がありますので，召集委員の過半数と認め，本市の鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例第7

条第1項の規定に基づき，会議が成立していることをご報告いたします。開会にあたりまして，会長よ

りご挨拶をお願いします。 

 

①会長あいさつ 

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。冒頭で，事務局よりご説明いたしましたとおり，

今年度より本協議会の組織につきましては，附属機関として条例に基づいた運営をさせていただきます

ことを，ご了承いただきますよう，よろしくお願いいたします。 

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ております。しかしながら，モータリ

ゼーションの進展に伴い，公共交通機関の位置付けが相対的に低下し，利用者は減少を続けております。 

そのような中で，将来にわたり持続可能な公共交通サービスを維持していくためには、抜本的な見直し

が求められる時期に来ていると感じております。 

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，鈴鹿市のコミュニティバスである，Ｃ－ＢＵＳの運賃改定に係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ます。 

 

 

(3)議題（進行：会長） 

   本日の議題は，Ｃ－ＢＵＳの運賃の見直し案となっております。運賃の見直し案について，事務局よ

り説明をお願いします。 

 

①運賃の見直し案について 

○資料説明 

【資料４：Ｃ－ＢＵＳの運賃見直し案に関する協議】（事務局） 

 

[会長] 

Ｃ－ＢＵＳの現況と，料金の改定について説明がございましたが，この議題につきましては，委員の

皆様それぞれの機関や団体での意見をお聞きする時間も必要かと存じますので，次回の公共交通会議で

採決を行うことといたします。それではここで，鈴鹿市地域公共交通アドバイザーである鈴木副会長か
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ら，他市の状況も踏まえて，ご意見を頂戴したいと思います。 

 

[副会長] 

  議題となっている，コミュニティバスの運賃の改定ですが，現在，全国的にもコミュニティバスの運

賃や運行のあり方について，見直しの時期にあると言えるのではないかと思います。Ｃ－ＢＵＳが開業

した当時，全国的にもコミュニティバスが各地で新たに運行し，コミュニティバスの拡大期でした。そ

の頃の考え方というのは，少しでも市民の方に気軽に乗ってもらって，分かりやすい運賃ということで

ワンコイン（100円）という運賃が，かなりの地域で選択されました。このこと自体は，運賃の支払い

のしやすさであったり，あるいは利用促進という意味で，それなりの効果はあったのだろうと思います。 

 

その後，10年から20年という歳月がたち，その間，こういった運賃でコミュニティバスの事業を各市

町村が続けてきたわけですが，その中で見えてきた問題というものがあります。 

まず，思っていたほど利用者数が伸びなかったというケースが多く見受けられます。鈴鹿市の場合，

西部地域のＣ－ＢＵＳについては，想定以上の利用者がありましたが，南部地域については，思ったよ

り利用人数の伸びが無かったという問題があります。二つ目は，その利用者数の問題によって，コミュニテ

ィバスを運行する各市町村の負担が，かなり増加してきているという問題があります。 

そのような中で，鈴鹿市においては，西部地域の収支率が36.6％，南部地域の収支率が19.0％という数字

が出ています。全国のコミュニティバスを平均すると20％台が非常に多いというのが現実ですが，西部地域

の30％台というのは比較的よい数字と言えるでしょう。逆に20％を割るとなると，収支率としては問題が生

じていると言えます。このようなことから，全国的にも運賃の見直しが行われつつあります。 
   

また，運賃を100円などの安い価格に設定したことによって，他の交通機関との運賃格差が発生してしま

い，このままで良いのかという疑問が各地で出始めています。実際に低価格でコミュニティバスを利用して

いる方からすれば，安い運賃でありがたい話ということになりますが，コミュニティバスが運行されていな

い地域からすると，税金が投入されているバスが運行している地域だけ優遇されているのではないかという，

不公平感が生まれてしまいます。また，場所によっては，既存の路線バスの利用者を，近くのコミュニティ

バス路線が奪ってしまい，路線バスが廃線になってしまうというケースもあります。 

 

実際に，持続可能な運行を続けていくためには，利用者が支払う運賃と，市が運行を維持するため負担す

る費用の割合をどうするかが重要となります。このバランスが大きく崩れていて，どちらかに過大な負担が

掛かる構造になっていると，必ずどこかで破綻します。現状で言えば，市の負担が非常に大きくなりつつあ

ります。こういったことから全国的にも，利用者の負担が適切なのかどうかという議論が生まれ，運賃の改

定を行うといった地域が増えてきています。利用者の側から見ても，低い運賃だけが望まれているという訳

ではなく，自身の生活の中で使える交通機関なのかどうかといったことが重要であって，そのことが資料の

アンケートからも推察できます。 

 

私自身も，これまでコミュニィバスの運賃の改定作業にいくつも携わってきましたが，今回と同じような

議論を行い，多くの場合，適切な役割分担をしようということで，運賃を改定してきました。この金額が正

解であるという運賃を決めることは難しいですが，利用者と市の負担割合を見直す時期に来ているといえま

す。鈴鹿市の場合は，コミュニティバス事業の負担が１億円を超えていますが，地域の交通政策費全般を合

計して１億円を超えている自治体は珍しくありませんが，コミュニティバス事業のみで１億円を超えてくる

と，ちょっと多いという印象は受けます。そういったことから，私は，今回，負担の割合の考え方について

整理したほうが良いと考えます。 

 

[事務局] 

  副会長から収支率について話がございましたが，事務局から補足説明させていただきます。一概には言え

ませんが，収支率が高ければ健全な運行が行われているという目安になってくるかと思います。事業費を運

行による収入や広告費などで割り戻したものが収支率になるのですが，収支率が高いほど効率が良い運行を

しているといえます。なお，本市の西部地域と南部地域を平均した収支率は，約28％となっております。 
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[会長] 

  鈴木副会長様からの意見と，事務局の説明を踏まえまして，ただ今の議題につきましてご質問はござ

いませんか。 

 

[委員] 

  資料に利用人数が記載されていますが，過去最高の利用人数はどの程度だったのですか。 

 

[事務局] 

  南部地域につきましては，平成20年度に111,636人という利用人数が過去最高でございました。西部

地域は平成24年度の231,451人が過去最高でございました。 

 

[委員] 

  運賃を予定どおりの額に改定した場合に，平成26年度実績の利用人数で計算した場合，収支率はだい

ぶ良くなるのでしょうか。 

 

[事務局] 

   現行の収支率については，西部と南部の合計の収支率が，約28％でございます。値上げによる利用者

数減少も少しは想定されますが，確実な想定が不可能である都合上，現行どおりの利用人数であったと

いう想定すると，金額にして約2,500万円，収支率としては約46％に上がる予定です。 

 

[委員] 

   そのままの利用人数であることは無いかもしれませんが，現行どおりの利用人数であれば，かなりの

改善になるのですね。 

   南部地域の利用人数が少ない理由についても教えていただけますでしょうか。南部地域からイオンモ

ール方面への移動人数が少ないのでしょうか。また，路線に変更を加えて利用人数を増やすような計画

は無いのでしょうか。 

 

[事務局] 

   西部と南部を比較して著しいのは，西部地域では，椿や小岐須周辺から移動してくる途中で，ＪＲの

駅がございます。ＪＲの駅を利用される利用者も多くおられますし，終点の平田や神戸まで乗ってきて，

近鉄線に乗られる利用者もおられます。また，鈴鹿高校や石薬師高校などの高校生が多く利用していま

すが，通学利用ですと毎日乗車されるので，利用人数が増加することになります。 

   南部地域については，平田方面か白子駅への利用が多く，利用目的がまとまっているということがあ

ります。西部地域と南部地域では，沿線人口が南部地域のほうが少ないということもあると考えます。 

   路線の変更につきましては，色々な方々からご意見を頂いてはおりますが，現在運行している路線を

なくすということは，かえって不自由を強いることになる方も出てくるため，慎重に考えているところ

でございます。 

 

[委員] 

   今回は，運賃の見直しということですが，利用率を上げて収支を良くしよう観点であれば，伊勢鉄道

の鈴鹿駅に付け足すぐらいの路線の変更などを行い，より利用しやすくするなどの変更は出来ないでし

ょうか。Ｃ－ＢＵＳのダイヤを確認すると，ほとんどの停留所で待ち時間無く運行していますが，例え

ばＪＲだとか伊勢鉄道であるとか，列車の本数が少ないところでは，鉄道利用者の乗降ともに対応でき

るよう，停車時間を設けるなどの対応を行うことはできないでしょうか。運賃だけの議論でなく，収支

を良くして，より多くのお客さんに利用してもらいたいということが本質の部分であると思いますので，

今後のどういった形でそのような部分を検討していくのか教えていただけますか。 

 

[事務局] 

   ＪＲ加佐登駅からは，鈴鹿高校へ通学する市外の高校生の方に，多く利用いただいております。そう

いった関係で市外の方から，そういった質問はございます。乗り継ぎが良くないというご苦情を，春先
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には少なからずいただきます。Ｃ－ＢＵＳにつきましては，西部地域ですと１路線あたり３台の車両で，

路線を運行しておりますが，現状の台数とダイヤでは，そこまでフレキシブルな対応を行うことはでき

ません。どこかの停留所で待ち時間を作ると接続も可能になりますが，運行時間が長くなるため，一刻

も早く目的地に着きたい利用者もおられますので，慎重に検討しておるところでございます。 

 

（その他特に無し） 

 

[事務局長] 

   それでは，これをもちまして，平成27年度第2回鈴鹿市地域公共交通会議を終了いたします。委員の皆様

におかれましては，会議運営の協力ありがとうございました。今後も，本市の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。本日は，誠にありがとうございました。 

 

 


