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平成28(2016)年度 第1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28(2016)年4月13日（水） 13：30～14：30 

◇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アドバイザー） 

安田 徳生   本田技研工業㈱ 安全運転普及本部鈴鹿普及ブロック 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 

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 

加藤 恒昭  中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官 

冨永 健太郎  三重県地域連携部交通政策課 課長 

田中 彩子   鈴鹿商工会議所 副会頭 

出口 幸一   鈴鹿市老人クラブ連合会 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 

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 

鈴鹿市都市整備部 松岡正朋，小河謙一，太田芳雄，伊藤保敬，渡邉賢，松田一真 

 

◇欠席者 

髙橋 豊廣   近畿日本鉄道㈱名古屋統括部運輸部営業課 課長 

東 幸伸    三重県鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 

山澤 正和   鈴鹿警察署 交通官 

 

 

◇議 事 

（１）はじめに 

  ① 委員の紹介 

② 役員の選出 

（２）開会 

①会長あいさつ 

（３) 協議事項 

①伊勢志摩サミット開催に伴う｢みえエコ通勤割引｣の適用日拡大について（資料1・資料2） 

(４) その他 

 

◇配布資料 

亀山みずほ台線の概要について（資料1） 

みえエコ通勤パス（エコパ）について (資料2) 
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２．議事 

(1)はじめに（進行：事務局） 

①委員の紹介 

・交通ジャーナリスト（鈴鹿市地域公共交通アドバイザー） 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 ブロックリーダー 安田徳生委員    

・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    

・近畿日本鉄道株式会社 名古屋統括部運輸部営業課 課長 髙橋豊廣委員      

・伊勢鉄道株式会社 取締役総務部長 神山隆委員     

・鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会 会長 辻泰生委員     

・中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企画専門官 加藤恒昭委員    

・三重県地域連携部交通政策課 課長 冨永健太郎委員   

・三重県鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 東幸伸委員     

・鈴鹿警察署 交通官 山澤正和委員 

・鈴鹿商工会議所 副会頭 田中彩子委員    

・鈴鹿市老人クラブ連合会 会長 出口幸一委員    

・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    

・鈴鹿市 副市長 宮﨑守       

 

②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する必要があります。会長の選出をお願いしたいと存じ上げますが，ご意

見が無ければ，事務局提案としまして前任どおり宮﨑副市長にお願いしたいと存じ上げますがいかがで

しょうか。 

 

[委員] 

異議なし。 

 

[事務局] 

   皆様にご賛同頂きましたので，会長は副市長の宮﨑委員にさせていただきます。つづきまして副会長

の選出に移りますが，事務局提案としまして前任どおり鈴木委員と安田委員のお二人にお願いしたいと

存じ上げます。お二人におかれましては，ご了解・ご了承いただけますでしょうか。 

（両委員の了解・了承を確認） 

それではお二人を副会長に選出することつきまして，皆様ご賛同いただけますでしょうか。 

 

[委員] 

異議なし。 

 

[事務局] 

   皆様にご賛同頂きましたので，お二人に副会長をお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 
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(2)開会（進行：事務局） 

平成28年度第1回鈴鹿市地域公共交通会議を開催いたします。本日の委員の皆様のご出席は，委員

の皆様の総数18名に対しまして，15名の出席がございます。召集委員の過半数の出席をいただいてお

りますので，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。それでは，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 
鈴鹿市地域公共交通会議の会長を仰せつかりました，副市長の宮﨑でございます。皆様のお力添えを

賜り，会長として，精一杯頑張って行く所存ですので,どうぞよろしくお願いいたします。本日は，平

成28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，年度始めにつきまして

ご多忙のこととは存じますが，ご出席を賜り厚くお礼申し上げます。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ます。 

さて，冒頭にて，事務局よりご説明いたしましたとおり，今年度より，組織機構改革に伴う事務分掌

の変更がございまして，公共交通部門は，都市整備部都市計画課に引き継がれることとなりました。本

市の公共交通政策についても，既存の社会資本の効果的な保全，活用に配慮し，都市の基本的な機能で

あるこれらの資産の維持，整備を図り，良好な都市環境のもとで快適に暮らすことができるまちづくり

の一環として進めてまいりたいと存じます。まちづくり全般でも同様ではございますが，とりわけ公共

交通の活性化におきましては，その地域にお住まいの住民の皆様や，公共交通に関わる多くの方々が主

体的に参画することにより，持続可能な交通体系が構築可能であると考えます。そういった意味では，

この地域公共交通会議に期待される役割は非常に大きいものがございますので，引き続き御支援，御協

力をお願い申し上げます。 

今後とも，本会議を中心に，地域の公共交通が活性化され，市民が円滑に，安心して移動可能な，今

以上に活力のある元気なまちを実現するため，委員の皆様には，ぜひ活発な御協議をお願い申し上げま

して，冒頭のあいさつとさせていただきます。 

 

(3)協議事項（進行：会長） 

   平成28年度第1回目の鈴鹿市地域公共交通会議でございます。本日の議題は，事項書のとおり亀山・

みずほ台線の伊勢志摩サミット開催に伴うみえエコ通勤割引の設置および拡大にかかる協議となって

おります。皆様には積極的な発言をお願いしたいと存じます。それでは，事項書に従いまして議事を進

めさせていただきます。 

 

 

協議事項（1）伊勢志摩サミット開催に伴う「みえエコ通勤割引」の適用日拡大について 

○資料説明 

【資料１：亀山・みずほ台線の概要について】（事務局） 

【資料２：みえエコ通勤パス（エコパ）について】（三重交通㈱中勢営業所 所長 山本委員） 

 

[会長] 

亀山・みずほ台線の伊勢志摩サミット開催に伴うみえエコ通勤割引の設置および拡大について，事務

局と三重交通㈱中勢営業所 所長 山本委員からご説明をしていただきましたが，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ら，全国的な流れも踏まえて，ご意見を頂戴したいと思いま

す。 
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[鈴木副会長] 

  一般的な通勤交通事情として，大都市圏を除けば，どこの地方でもマイカーの分担率が8～9割を占め

ており，公共交通機関の分担率は1割未満という現実です。マイカー利用者は公共交通機関に対する関

心度が非常に低く，日常的に鉄道やバスを利用するという選択肢を持ってもらえないため，全国各地で

公共交通機関の利用促進に取り組んでいますが上手く進んでいません。しかし，現在マイカーで通勤で

きていても，5年後・10年後の将来にマイカーで移動するということに自信が無く，不安を抱いている

人が意識調査によって多いことがわかっています。この5年後，10年後の移動手段のために今何ができ

るかを考えることが重要になってきますし，将来に向けて公共交通機関を存続させるための意識付けが

間違いなく必要です。 

全国的に同じ悩みを持つ地方が，今までにも様々な取り組みを行ってきていますが，エコパは他の取

り組みとは大きく違って，利用する側に料金が半額割引になるというインセンティブ（報奨）がありま

す。多くの地方で，例えば「毎週水曜日は，マイカーではなくバスで出勤をしましょう。」と呼びかけ

る取り組みは行われてきましたが，その内容は公共交通機関に転換したとしても通常通りの運行，通常

通りの値段のままであることが大半です。このような内容では，ただでさえ選択肢にあげてもらってい

ない公共交通機関に転換してもらうことは難しいでしょう。 その点エコパはバス料金半額という一種

のキャンペーン型の取り組みとして一歩先を進んでいると思います。しかし問題として，エコパ自体の

認知度がどれくらい浸透しているのかわからないのですが，ある程度効果は出ているのでしょうか。 

 

[委員] 

  まだまだPRが少ない状況でして，鈴鹿市の方でエコパに当録されているのは21名で，昨年9月30日に

始まり，現在までの三重交通における利用回数も73回程です。今回の亀山・みずほ台線でも承認をいた

だければ，ご利用が拡大すると思われます。 

 

[鈴木副会長] 

  やはりまずは，「こういう制度があって，こういう意味合いがある」と知ってもらい，認知度を高めること

を行う必要があります。今回の会議での亀山・みずほ台線に対する議決もそうですが，エコパはバス路線全

体で行っていることなので，水曜日とサミット期間中のマイカー通勤をバスに転換するための今回の取り組

みは，運賃が半額であることや環境問題にも配慮しているなど様々なメリットがあると知ってもらって，バ

スを利用してもらうきっかけとなり，市バスを将来も運営するために市やこの交通会議の委員の皆様に積極

的に広告活動をしてもらうことが一番重要なことだと思います。特にサミット期間中にエコパを実施するこ

とで，マイカー利用は多大な交通渋滞を招く要因であり，マイカー利用を減らすことの意義に気づいてもら

えるきっかけになると考えますので，今回の議決を承認するに伴い，しっかりアピールすることが必要だと

考えます。 

 

[会長] 

ありがとうございます。エコパは平成29年3月31日までの期限付きの実施だけですか。 

 

[委員] 

はい。現在のところ期限付きの実施で，利用実績が良ければ期間延長を考えております。 

 

[会長] 

利用実績の方はいかがですか。 

 

[委員] 

残念ながらかなり低い状況です。 
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[会長] 

ありがとうございます。エコパを利用されている方はまだまだ少ないことから，おそらく周知されて

いないことがわかりました。しかしサミット期間にも実施するということで大きな宣伝効果があると期

待しています。他にご意見はございますか。 

 

[委員] 

  三重県としましても，サミット期間中は高速道路や各道路に交通規制がかかりますので，公共交通機

関の利用を促進しておりますが，今回のエコパの申請には少し時間が掛かりますので，できるだけ早め

に申請をしていただけるようお願いします。 

 

[委員] 

  質問なのですが，亀山・みずほ台線をご利用になられる方は，どのような年齢の方が多いのでしょう

か。 

 

[事務局]  

  沿線住民として利用している一人としての話になりますが，朝に関しては，亀山から鈴鹿方面に向け

ては，通勤に利用される方と通学に利用される高校生が多いです。  

 

[委員] 

  ありがとうございます。利用者を増やすために，どの路線にどの年齢層が多く，どのように利用され

ているのか把握して，吟味することが大切なのかと感じました。 

 

[会長] 

ありがとうございました。他にご意見はございますか。無ければ採決を採らせていただきます。事務

局提案の内容にご賛同いただける方は挙手をお願いします。 

(挙手全員) 

  

 [会長] 

   ありがとうございます。この件につきましても，挙手全員ということで，承認頂いたものとさせてい

ただきます。本日の議題はこの件のみですが，他に何かご意見はございますか。無ければ私の進行を事

務局に返させていただきます。 

 

[事務局] 

  委員の皆様には貴重なご意見ありがとうございました。また円滑な議事進行にご協力いただきありが

とうございました。以上を持ちまして本日の事項は全て終了いたしました。引き続き今後も公共交通の

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。これをもちまして平成28年

度第1回目の鈴鹿市地域公共交通会議を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 


