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平成28(2016)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29(2017)年1月30日（月） 15：00～16：00 

◇場 所：鈴鹿市役所本館 6階 庁議室 

◇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 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：横田 裕紀/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） 

髙橋 豊廣   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 

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  

(随行：北口 兼太郎/輸送・監査担当運輸企画専門官) 

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 

田中 久司   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職員 

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 

村田 和久   三重交通労働組合 中勢支部 書記長 

冨永 健太郎  三重県地域連携部 交通政策課 課長 

上条 好三   鈴鹿市自治連合会 副会長 

 

◇議 事 

（１）開会 

（２）あいさつ 

（３）新規委員の紹介 

（４) 協議事項 

①運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡充について  

②鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領の制定について 

(５) その他 

 

◇配布資料 

【事項書】 

【鈴鹿市地域公共交通会議 委員名簿】 

【運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡充について（資料1）】 

【鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領(案) (資料2)】 
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２．議事 

(1)開会（進行：事務局） 

[事務局] 

本日は，お忙しい中，鈴鹿市地域公共交通会議に御出席いただき，誠にありがとうございます。ただいま

より「平成２８年度 第２回 鈴鹿市地域公共交通会議」を開会します。 

ご挨拶が遅れましたが，会議の事務局であります，鈴鹿市都市整備部都市計画課長の太田 芳雄でござい

ます。よろしくお願いいたします。本日の会議の進行にあたりましては，お手元の事項書にそって進めさせ

ていただきます。それでは，「事項２のあいさつ」に進めさせていただきます。それでは，宮﨑会長よりご

あいさつをいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

(2)あいさつ 

[会長] 

鈴鹿市地域公共交通会議の会長を仰せつかっております，副市長の宮﨑でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

本日は，平成28年度第2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，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。 

本協議会では，市内の様々な公共交通機関が，相互に連携して市民の移動手段を確保することを目指して

いますが，地方都市では，モータリゼーションの進展などから，公共交通機関の利用者数が伸び悩み，公共

交通事業者が不採算路線から撤退することなどにより，公共交通のサービスレベルが低下している現状がご

ざいます。一方で，本市では，平成21年をピークに人口が減少に転じており，少子高齢化に伴う熟成形社

会への対応が求められています。昨今，高齢者が事故の当事者となることが社会問題化しいていますが，今

後は，高齢等の理由により運転が困難になった方や，運転に不安がある方による，運転免許の自主的な返納

が進むと予想されます。このようなことから，今後は，公共交通機関の移動手段としての重要性が増大して

くると考えています。今後も市民の皆さまの移動手段の確保のためには，地域公共交通の活性化及び再生に

向けた取組について，地域住民のニーズや現在の公共交通の実情などを確認し，関係機関・団体の皆さまと

の連携を図りながら取り組んで参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。 

本日の議題として，三重交通株式会社様より付議されました「運転免許返納者に対する外出支援サポート

制度の拡充について」の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)新規委員の紹介（進行：事務局） 

 [事務局] 

続いて「事項３の新規委員の紹介」に進めさせていただきます。前回の会議から，鈴鹿市附属機関の設置

等に関する条例に基づき，委員の就任及び交代がございましたので，ご紹介をさせていただきます。一言，

ご挨拶いただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

平成29年1月6日付けで，鈴鹿商工会議所の田中彩子様が退任され，新たにご就任いただきました，鈴

鹿商工会議所副会頭の田中久司様でございます。 

 

[田中氏] 

昨年１０月の役員改選により副会頭を仰せつかりました田中でございます。今回始めて出席させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 
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 [事務局] 

ありがとうございました。なお，本日はご欠席ではございますが，鈴鹿市自治会連合会を代表いたしまし

て，同会 副会長の上條好三様に 平成28年5月24日付けで，ご就任いただいておりますことをご報告さ

せていただきます。 

改めまして，委員の皆様におかれましても，本日は，どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは協議に入ります前に，資料の確認をさせていただきます。お手元の資料の確認をお願いいたしま

す。まず，本日の「事項書」，「 鈴鹿市地域公共交通会議 委員名簿」が，それぞれ１枚ずつございます。

そして，協議事項の資料につきましては，資料１が「運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡

充について」でございます。資料２が「鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領（案）」でございます。不足がご

ざいましたら，事務局までお申し付けください。 

   

（資料確認） 

 

なお，本会議の概要は，後日，市ホームページへ掲載いたしますので，会議要点録作成のため，議事内容

を録音させていただきます。ご了承ください。 

また，本日の傍聴人につきましては，2名ということで報告いたします。今回の協議事項については，非

公開情報に該当する項目はないと思われます。よって本会議を「公開」とし，鈴鹿市情報公開条例第37条

の規定に基づき，傍聴人の入室を許可したいと考えます。 

会議の公開についても含めまして，ここからの進行は，「鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例」第5条

第3項の規定より，宮﨑会長にお願いしたいと存じます。会長，よろしくお願いいたします。 

 

[会長] 

それでは，平成28年度 第2回目の「鈴鹿市地域公共交通会議」を進めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

本日の出欠につきまして，委員総数19名に対しまして，出席委員16名であり，委員総数の過半数の出席 

をいただいておりますので，「鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例」第７条第１項の規定より，会議は成

立しておりますことを宣言いたします。 

協議に入る前に，事務局から，本会議について公開とする提案がありましたが，承認してよろしいでしょ

うか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

特に異議は無いようですので，会議の傍聴希望者2名について，傍聴席への入場を許可させていただきま

す。 

 

（傍聴人入場） 

 

それでは次に進めさせていただきます。 

 

(4)協議事項（進行：会長） 

[会長] 

事項４の協議事項に移らせていただきます。本日の議題は，事項書のとおり2項目ございます。 

まず１つめは，三重交通株式会社様より付議されました，「運転免許証返納者に対する外出支援サポート

制度の拡充について」でございます。こちらは，本市と亀山市が共同で運行しています，廃止代替路線の亀

山みずほ台線にて適用される制度でございます。 
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次に，２つめは，「鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領の制定について」となっています。 

委員の皆さま，積極的なご発言をお願いします。 

なお，会議の終了時刻は 「１６：００」 を予定しています。議事の運営及び進行は，限られた時間の

中で行いたいと思いますので，何とぞ，ご協力いただきたいと存じます。 

それでは，事項書にしたがいまして，議事を進めてまいります。 

事項４の（１）の協議事項「運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡充」について事務局か

ら説明をお願いします。 

 

[事務局] 

昨今，高齢運転者が，当事者となる交通事故が相次いで報道されているように，社会問題化している状況

を鑑み，運転免許証の返納しやすい環境を整備するため，平成29年3月1日より，三重交通グループ４社

において運転免許返納者割引の制度を拡充することになりました。本日，ご協議いただきますのは，本市と

亀山市を跨いで運行しています，本市の自主運行バス・亀山みずほ台線への，運転免許返納者割引の制度拡

充の適用についてでございます。亀山みずほ台線は，現在，本市の自主運行バスとして運行しておりますが

割引制度も含め，三重交通の運賃体系及び清算方式を準用し運行をしておりますため，三重交通株式会社よ

り，路線バスと同様の取扱を行いたい旨，付議依頼がございました。運転免許返納者に対する外出支援サポ

ート制度の詳細については，三重交通株式会社より，ご説明をお願いいたします。 

 

[二宮委員] 

三重交通株式会社バス営業部の二宮でございます。議題にもございます三重交通グループが実施いたしま

す運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡充について，弊社グループ独自の乗り合いバス路線

のみならず，会長，事務局からもお話がございました鈴鹿市と亀山市から弊社が委託を受けております自主

運行バスの亀山みずほ台線におきましても適用いたしたく，当該路線におきましては，委託前からの弊社の

運賃制度のサービスが継続されており，運賃の割引などのサービスの決定には，コミュニティバスと同様に

運営主体が行政様でございますため，地域公共交通会議による合意が必要となってまいります。よって今回

の内容のご承認を賜りたく，協議会を開催していただいておるような状況でございます。亀山市につきまし

ては1月18日付けで既に合意をいただいております。三重交通グループのバス事業者である三重交通株式

会社，伊勢志摩交通株式会社，三重急行自動車株式会社，八風バス株式会社の4社では，運転免許証返納者

には今日お配りいたしました青色のセーフティーパスと書かれているチラシをご覧になっていただきまし

て，フリー定期券としてのセーフティーパスを発売しておりますが，昨今の高齢者の交通事故が社会問題化

していく中，そして平成29年3月12日からの改正道路交通法に合わせて，資料1にもあるとおり平成29

年の3月1日から運転免許証返納者に対する外出支援制度の拡充を行い，少しでも交通事故防止に寄与でき

ればという思いと，マイカーからの公共交通へのシフトによるバス利用促進も見据えまして，地域公共交通

の維持を図っていきたいと思っております。 

内容につきましては，資料1にも「バス運賃が半額に」とありますように，毎回の乗車におきまして記載

のとおり，より気軽にご利用していただけますよう，運転経歴証明書を運賃支払い時にご提示いただくこと

によりまして，運賃を半額にする制度を新たに導入いたしたいと考えております。対象者につきましては，

ご本人はもとより，同伴者の方お一人様まで半額に割り引くこととします。それからセーフティーパスフリ

ー定期券ということで従来のセーフティーパス定期券をより利用しやすくするために，65 歳以上の運転経

歴証をお持ちの方という年齢制限があったものを記載のとおり年齢制限を無くしました。定期券の細分化も

行い，今までは1年または半年であったものを1ヶ月と3ヶ月の有効期間を新たに設けると共に，発売額も

半年3万円であったものを2万5千円，1年間5万円であったものを4万8千円にして更にお値打ちにして

参ります。このように外出支援サポート制度の拡充ということになりまして，資料1に詳細等は記載されて

おります。つきましては鈴鹿市と亀山市の自主運行バスでございます亀山みずほ台線におきましてもこの制

度にご賛同をお願いいたしたく，ここにご説明とお願いを申し上げる次第でございます。なお真に恐縮では
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ございますが，実施につきましては3月12日の法改正前の3月1日を予定しておりまして，運賃届出の運

輸局への協議照準時間は約1ヶ月でございますので，ご承認いただきましたら，速やかに弊社にて今回の合

意書を含めて届出する所存でございますので，合わせて何卒よろしくお願いいたします。 

 

[会長] 

ありがとうございました。鈴鹿警察署交通官の山澤正和様からもお話がございますのでよろしくお願いい

たします。 

 

[山澤委員] 

鈴鹿警察署の山澤と申します。先ほど三重交通様から法改正や免許証返納のお話をしていただいたのです

が，私の方からは追加で配らせていただいた2枚の資料に沿って，高齢者の割合等の現状をご説明させてい

ただきたいと思います。3 月 12 日から法改正が行われるのですが，従来の高齢者講習や認知機能検査に加

えて，75 歳以上の方で，ある一定の違反をされた方は臨時の認知機能検査を受ける必要があるということ

が法改正の主旨であります。これに伴いまして運転免許証を返納する人がより一層加速し，公共交通の需要

が更に高まるのではないかと予測がされております。資料に記載されている高齢者の割合の表は平成27年

10月の国勢調査を使用させていただいております。鈴鹿市の高齢者の割合は45,500人で総人口196,403人

に対して構成率は23.2%で，75歳以上については10.2%です。三重県全体の構成率よりは低い値なので，鈴

鹿市は比較的若い街だと言えます。鈴鹿市の運転免許取得者数は139,566人で取得率は71.1%と，三重県平

均よりも高い値となっております。この運転免許取得者数の中で高齢者の方は30,128人で，構成率は21.6%，

75歳以上は6.3%となっており，三重県平均よりも低くなっております。高齢者の運転免許取得の推移とし

て，鈴鹿市では平成18年は12.2%だったのが平成28年には21.6％まで右肩上がりで増えてきており，三重

県全体でも同様に右肩上がりとなっておりまして，高齢者の運転免許所持人口が増えてきているのが現状で

す。対して運転免許の返納数としまして，鈴鹿市では昨年の1年間で303件，前年比は88件増と急増して

おり，三重県全体でも急増しているという現状でございます。これから高齢者の公共交通への需要が高まっ

てくると思われますので，一つの参考としていただけると幸いです。 

 

[会長] 

ありがとうございました。三重交通様から運転免許証返納者に対する外出支援サポート制度の拡充，鈴鹿

警察署の山澤様から高齢者の割合や運転免許証取得状況と返納者数についての説明をしていただきました。

ただ今の説明について，委員の皆様から何かご質問等はございますか。 

 

[出口委員] 

高齢者の運転免許証返納について耳が痛いお話で，三重県の75歳以上の返納率が全国最下位という記事

も目にしました。このことについて我々老人クラブとしても責任と言いますか，会員に対して運転免許証返

納を勧めていく考えであります。しかし不便な場所では，運転免許証が無く，車に乗れないと外へ出ること

ができないため行動が縮まってしまいます。そこで一つ質問ですが，値上げによってコミュニティバスの乗

車人員の増減はどのようになりましたか。おそらく減ったと思うのですが，運転免許証を返納し，外出する

ということから，どこからどこまで乗っても全区間100円にしてほしいという気持ちではあります。また，

なるべく外出が気軽にできるような体制を行政に取り組んでいただきたいです。家にこもってしまえば健康

上にも悪影響となりますし，高齢者にとって外に出て歩くことが一番重要だと考えております。公共施設や

三重交通Gスポーツの杜，青少年の森，フラワーパーク，鈴鹿川の河川敷等に自由に行き来できるようにも

していただきたいです。外に出て歩き，人と接することで知らぬうちに運動になりますし，便利になれば買

い物に出かける高齢者も増えると思います。C-BUSも本数をさらに増やして便利にし，料金も統一100円に

してもらうなど運転免許証を返納するならそれに対号する処置をとっていただくことが我々高齢者の望み

です。 
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[会長] 

ありがとうございます。運転免許証を返納しても困らない公共交通の体制をとってほしいということでし

た。C-BUSの内容も含まれていましたので，これについては後ほど事務局から説明いたしますので，議案に

戻らせていただきます。 

他にご意見ございませんでしょうか。ご質問等ないようですので，亀山みずほ台線での運転免許証返納者

に対する外出支援サポート制度の拡充について，採決を取りたいと存じます。事務局提案の内容に，ご賛同

いただける方は，挙手願います。 

 

（挙手） 

 

ありがとうございます。挙手全員でございましたので，本件に関しましては，鈴鹿市地域公共交通会議と

しての合意をいただいたものといたします。 

それでは，引き続き事項４の（２）の協議事項「鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領の制定」について事務

局から説明をお願いします。 

 

[事務局] 

それでは， 鈴鹿市地域公共交通会議の傍聴要領制定についてご説明いたします。お手元の資料 2「鈴鹿

市地域公共交通会議傍聴要領（案）」をご覧ください。地域公共交通会議については，国土交通省が定める

地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドラインにおいて，「原則公開」することとされており，本

会議も鈴鹿市情報公開条例第37条に基づき公開することとしています。今後の会議の事務を，より円滑に

行うため，傍聴要領を策定したいと考えています。「鈴鹿市地域公共交通会議規則 第５条」では，議事の

手続その他交通会議の運営に関し必要な事項は，会議に諮って定めることとされています。要領案について

は，本市の他の協議会で使用されているものを参考に作成しています。委員の皆様に，内容をご確認いただ

きたいと存じますので，資料をご確認ください。内容を読み上げさせていただきます。 

 

（資料2 鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領を読み上げ） 

 

附則として，この内容をご承認いただける場合は，本日平成29年1月31日より施行させていただきます。 

 

[会長] 

ただ今の傍聴要領の内容について，委員の皆様から何かご質問等はございますか。ご質問等ないようです

ので，鈴鹿市地域公共交通会議傍聴要領の策定について，採決を取りたいと存じます。事務局提案の内容に，

ご賛同いただける方は，挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございます。挙手全員でございましたので，要領に関しましては，本案のとおり策定させてい

ただきます。 

その他，委員の皆様から何かございませんでしょうか。先ほど出口様からC-BUSについてご意見をいただ

きましたので，事務局から値上げに関することと現況の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

ご質問いただいた案件について概要の説明をさせていただきます。平成28年4月1日から初乗り料金を

100円から200円に値上げさせていただいております。平成26年度と平成27年度では，南部路線と西部路
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線合わせまして年間約32万人の方にご利用いただいておりました。平成28年度の値上げ後については，4

月から12月までの9ヶ月間のみのデータですが，この9ヶ月間で約20万7千人の方にご利用いただきまし

て，これを12ヶ月間で換算いたしますと約27万人の方にご利用していただくことになる計算です。そのた

め約5万人，割合的には15%ほどの減少となります。一方，収支につきましては約5年の実証運行を経て，

本格運行をするにあたって40%の収支率を目標としてきました。また定期監査におきまして収支率の所見も

ございましたので，平成28年度4月より運賃値上げをさせていただいたわけですが，この影響で収支に関

しましては改善しておりまして，平成27年度は29.93%であったものが本年度といたしまして37.54%ほどに

改善すると予想しております。 

 

[会長] 

C-BUSについての説明をさせていただきましたが，出口様からご意見いただきましたように，鈴鹿市の公

共交通については様々な面で協議しながら検討をしていく必要がございます。 

その他に特に無いようでしたら，事項４のその他に進めさせていただきます。その他事項について，事務

局からお願いします。 

 

[事務局] 

その他事項の前に鈴木副会長から調査，研究していただいている内容について当会議にて，ご報告してい

ただけるということでございますので，よろしくお願いいたします。 

 

[鈴木副会長] 

今回の議題が運転免許証返納者の外出支援サポート制度の拡充についてでございましたが，これに関する

問題は全国的なものとなっておりますので，少しお話させていただきます。国土交通省との懇談会が12月

にありまして，そこでもなぜ今公共交通について本気で考える必要があるのか，現状を取り巻く問題と今後

の公共交通を充実させていくための課題や取り組みについてお話させていただきました。特に昨年高齢ドラ

イバーの交通事故が増えており，私が住む国立市の隣にある立川市でも病院構内で暴走し，2名が亡くなる

事故もありまして，他にも認知症が原因であったり，アクセルとブレーキの踏み間違えであったり，レーン

の逆走等の高齢者による交通事故がありました。事故件数としては若年層による件数の方が多いですが，増

加率が高いことと事故の深刻度が高いことが問題であります。今回の道路交通法改正も含めまして，今後は

高齢者の運転免許のあり方が順次変わっていくであろうと考えられ，運転免許証返納という流れが強くなっ

ていくという中で，交通をどのように考えていくか真剣に議論していく必要があります。現状としては，運

転を辞めた際の公共交通の体制は十分とは言えない面がありますし，現在の車を使っている生活を基準に考

えると車が無ければ生活ができないという思いを持つ人も多いですが，それだけが返納できない理由という

わけではありません。山梨県で交通に対する意識調査をしたところ，現在運転をしている高齢ドライバーの

方は将来の運転に対して「おおいに不安がある」，「多少不安がある」と感じている人が4人に3人もいます。

おそらくこの結果は全国どこで調査しても似たような結果となると考えられ，将来に対しての不安だけでは

なく，今現在も運転をできれば辞めたいと思っている人もいますし，具体的な状況としては，長距離長時間

の運転や高速道路，夜間，街中の混雑した中は運転したくないという人はどんどんと増えています。これら

のことから 5 年後，10 年後の公共交通に対する期待は高く，調査としても「現在は運転できるが，将来は

わからないので公共交通は重要」という回答が一番多かったです。 

また現在は運転できるので困っていない場所にある公共交通との現状にギャップがあり，このことに対し

てどのように取り組んでいくのかも大きな課題です。マイカーで移動している状況も様々で，送迎のために

よるマイカー利用の割合が高く，送迎はする側もされる側も負担になるにもかかわらず，高齢者の送迎を高

齢者が行っている場合も多く，この状況が 5 年後，10 年後も成り立つのかという問題もあります。一方マ

イカー社会に合わせて地域構造も変化しており，集客施設や大型スーパーは大きな駐車場を設け，車でアク

セスする方が便利になってきている状況の中で市街地も空洞化する傾向にあることから考えますと，現在の
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移動ニーズは車の普及に伴って非常に多様化しています。しかし公共交通は移動を集約し，まとめて輸送す

るということを中心に行ってきたものですからニーズとのギャップが存在し，このギャップをどうするか考

えることが重要です。今は公共交通が必要なくても，今のまま何もしないと 5 年後，10 年後には更に状況

が悪化してしまいます。この原因として団塊の世代の方たちが退職し，大量集客輸送が縮小したことと少子

化によって学生の数が減ってしまい，通学需要も減少したことによります。これによりバスや鉄道が得意と

する輸送が縮小してしまい，公共交通が事業として成り立ちにくくなっており，更にこの傾向が進むとすれ

ば5年後,10年後にはもっと厳しい状況となってしまいます。マイカーの普及で多様化したニーズ全てを公

共交通で補うことは難しいですが，公共交通が無くなってしまえば運転免許証を返納したり，将来運転でき

なくなったりしたときにどのように移動するのかという問題に直結してしまいますので，公共交通の在り方

とマイカーの使い方について考えていく必要があります。公共交通は社会のインフラとして将来も利用でき

ないといけませんし，公共交通を利用して人が街に集まることで街の賑わいにつながりますので，公共交通

とまちづくりは切り離して考えることはできません。 

C-BUSでも運賃改定がありまして，利用しやすいルートはどこか等を議論することも大切ですが，公共交

通として一番重要なことは持続させることですから収入を得ることについても考えていかなければなりま

せん。そのためにはバスや鉄道を利用してもらうということが必要になりますが，マイカーで移動している

のをすべてバスや鉄道に変えるということを言いたい訳ではなく，毎日の利用でなくても何か機会があると

きに利用してもらえれば公共交通は成り立っていくということをお伝えしたいわけです。岩手県の三陸鉄道

を例としてお話しますと，一昨年全線再開した第三セクターの路線であるわけですが，震災前は年間1億円

の赤字を出していました。この1億円をどのように工面すれば良いか考えたときに，三陸鉄道の沿線の市町

村人口全てを足すと約20万人で，広い地域ですから全ての人が沿線人口に当てはまるわけではないので半

分の10万人として計算しますと，1年に1回だけ自分の町から起終点となる駅まで往復利用すると，往復

1000円ほどの運賃ですので10万人に利用してもらえれば1億円の収入となりまして，単純に赤字をまかな

える計算となりますので，毎日の通勤，通学を公共交通に変えてもらうというよりも，年に1回，2回仙台

や東京に行く際はせめて鉄道やバス等の公共交通を利用してくださいということです。この話はどこの鉄道

やバスでも似たようなことは言える話です。 

また自家用車はどれくらいお金が掛かっているかと考えたときに，2000cc クラスの乗用車ですと乗らな

くても所有しているだけで毎日約1700円掛かっていまして，ガソリン代や駐車場代，高速道路代等も含め

ますと約2000円となってしまいます。年間換算すると約73万円で，食費でのエンゲル係数と同じように考

え，年収に対してどれくらいの割合か考えてみてほしくて，地方で3台，4台も保有していることを考えま

すと車に相当な金額をかけていることになります。これでは車を維持するために働いている気がしませんか

という投げかけをさせていただきました。またこのように考えると，はたして公共交通は割高なのかという

と，全国平均として一人が支払う1回のバス運賃は200円台から300円台までであり，2回乗り継いで往復

利用するとして，4回バスに乗っても最大1600 円までの料金で済み，先ほどの車1台に掛かる費用とあま

り差がないことがわかります。首都圏以外で車無しで生活することはさすがに厳しい話で，車が必要だとい

う前提にしても一家に1台をシェアし，公共交通も利用しながら生活できないでしょうかという提案もさせ

ていただきました。 

他にも，東京に住む人は公共交通を利用することが当たり前になっており，1日に2kmから3km歩くこと

は普通のことですが，地方の人は100m先のコンビニにも車で買い物に行っており，どちらが健康的ですか

という話や，徒歩で通園している子どもと車で通園している子どもの街の見方について絵を描いてもらって

比較してみると徒歩で通園している子どもの方がしっかりと街並みを描けており，車で通園し続けていると

認識の仕方も変わってくるという問題提起もさせていただきました。 

最後に，路線バスで旅に出るというテレビ番組が高い視聴率を取れているにもかかわらず，バスの乗車率

が伸びません。バスに乗らない人に乗らない理由をアンケートで調査したところ，「バスの乗り方がわから

ない」，「目的地に行くバス路線があるのかわからない」という回答が圧倒的に多く，わからないということ

が理由になっているわけです。10 年前の同じ調査では「運賃が高い」，「本数が少ない」，「バス停が近くに
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ない」と具体的な理由が多かったですが，この10年間マイカーでの移動に依存していることから，バスに

ついて感心がなく，バスを全然見てこなかったためわからないから乗らないという人が増えてしまいました。

そうするといかにバスについてわかってもらうかが重要になりまして，セーフティーパスや運賃が半額にな

る等でバスの利用がいかに簡単であるかわかってもらうことが非常に重要な要素となりますし，わかっても

らって数回利用してもらえば難しいことはなく，結構お得だということもわかってもらえると思います。今

までわからないということが前提の情報発信があまりされていませんし，ネットでは情報が充実しています

が，ネットを利用しない，できない人，土地勘のない人にとっては効果的ではないですから，これらの人に

対する情報発信について行政も事業者も努力する必要があると思います。そして公共交通についてわかって

もらえてきたら，地域の人が乗ることで本当に必要となる将来にちゃんと公共交通があるという状態をつく

っていくことが必要になると思います。 

 

[会長] 

本日も貴重なご意見，情報をご提供いただき，ありがとうございました。 

他にご意見ありますでしょうか。無ければ事務局からその他事項をお願いします。 

 

[事務局] 

事務局から失礼いたします。今年度も，公共交通の利用促進の取組の一環としまして，「鈴鹿市内 公共

交通時刻表」の作成を進めてまいりたいと考えています。 

この時刻表については，市内公共交通の利用促進を目的として，市内全戸に配布しています。こちらは，

今回で７年目の取り組みになります。こうした取組みが継続して行われているのも，交通事業者さまから，

ダイヤ情報の提供や監修を頂いていることや自治会長さんや自治会役員さんなど，地域の皆様が，市内全戸

配付に向け，配布作業などにご協力をいただいていることが非常に大きいことだと思います。 

皆さまにはご協力を賜り，大変感謝しています。ぜひ，今年度も引き続き，ご協力の程，よろしくお願い

申し上げます。 

 

[会長] 

これについて，何かご意見はございませんでしょうか。 

その他，委員みなさまからご意見ございませんでしょうか。 

特に無いようですので，本日の事項書の内容については，これで終了させていただきます。 

委員のみなさま，本日は円滑な議事の進行にご協力いただき，ありがとうございました。 

それでは，進行を事務局にお返しします。 

 

[事務局] 

以上をもちまして，本日の事項は，すべて終了しました。 

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。 

本日はありがとうございました。お気を付けてお帰りください。 


