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第１回自転車等駐車対策協議会事項書（議事録） 

                     日時 平成 29年 6月 20日(火) 

13時 30分～14時 40分 

                    場所 鈴鹿市神戸公民館 

 

出席委員：西村克哉（代理者），南条和治，森一葉，日置純子， 

黒田敏文，中西尚（代理者），佐藤和，金井清香，秋葉美香 

事務局： 危機管理部長 冨田佳宏，交通防犯課長 北川晴英， 

     交通防犯課 交通安全・防犯ＧＬ 野呂和伸， 

 

●委員数１１名中，７名の出席があり（別で２名の代理出席有），鈴鹿市自転車

等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則第１９条第１項に定める委

員の過半数を充たしていることから，本会議は成立。 

 

●会議の公開等について 

会議の公開，委員名を含めた会議資料の公開，会議の議事録の作成と公開，

録音，写真撮影について審議され承認。 

 

●傍聴人３人の入室後，会議が進行。 

 

●市長挨拶 

昨年度の会議では，鈴鹿市自転車駐車場整備方針や近鉄鈴鹿市駅周辺の自転

車等放置禁止区域の指定について，委員の皆様に御協議を頂き，きたる７月１

日に，新たに，有料自転車駐車場として整備された鈴鹿市駅第１・第２自転車

駐車場を開設いただく運びとなりました。この場をお借りして，御礼申し上げ

ます。さて，本日の会議では，鈴鹿市駅自転車駐車場の概要や放置禁止区域に

ついて，また，白子駅東・東第２自転車駐車場料金の一部改定について御報告

いただくと聞いております。委員の皆様におかれましては，それぞれのお立場

から積極的に御意見をいただきますよう，お願い申し上げ，私の挨拶といたし

ます。 

 

●委員委嘱 

 鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例第１７条第３項「委

員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。」と規定されており，人事

異動のあった近畿日本鉄道株式会社 白子駅長の黒田委員，公募の金井委員と
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秋場委員，そして地域住民を代表する中西委員を除いて，前回に引き続いての

再任となっております。 

 

●自己紹介 

 各委員の紹介 

 

●会長選出 

鈴鹿市自転車等駐車対策協議会の会長は，鈴鹿市自転車等の放置防止及び適

正な処理に関する条例施行規則第１８条に基づき，委員の中から選任。 

委員より事務局一任との意見が出たため，南条和治委員を推薦し賛成により

会長として選出。 

 

●報告事項(1) 近鉄鈴鹿市駅周辺自転車等放置禁止区域について 

 ＜事務局＞ 

資料１「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関

する法律」をご覧下さい。こちらは，国，地方公共団体，鉄道事業者，自転車

製造業者，施設の設置者等の自転車等に関する総合的な駐車対策について規定

がされております。２ページ目，第５条をご覧下さい。「地方公共団体又は道路

管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い、自転車

等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想さ

れる地域においては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努める

ものとする。」と規定されており，鈴鹿市ではこの規定により，自転車駐車場の

設置を行っております。続いて，３ページ目，第６条をご覧下さい。「市町村長

は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要が

あると認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去した

ときは、条例で定めるところにより、その撤去した自転車等を保管しなければ

ならない。」と規定されており，当市はこの規定により，放置自転車対策を実施

するため，次の資料２の条例を制定しております。 

資料２「鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例，同施行規

則」をご覧下さい。こちらは，自転車等の駐車対策や放置自転車対策，当協議

会に関する内容が規定されております。１ページ目，第８条をご覧下さい。「市

長は，大量の自転車等の放置により良好な都市環境が阻害されていると認めら

れる区域を自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）として指定

することができる。」同じく，次ページの第８条第２項「市長は，前項の規定に

より放置禁止区域を指定しようとするときは，あらかじめ自転車等駐車対策協

議会の意見を聴くとともに，関係行政機関と協議するものとする。」と放置禁止
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区域の指定に関しての規定が設けられております。なお，前回の会議で委員の

皆様に鈴鹿市駅周辺の自転車等放置禁止区域について審議をいただいておりま

す。また，第１７条「市長は，自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審

議する市長の附属機関として，自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。」と規定されており，このことから，鈴鹿市が管理する自転車駐

車場の整備を推進することを目的として策定されました，資料３の「鈴鹿市自

転車駐車場整備方針」については，昨年度の会議で委員の皆様に御協議をいた

だいております。 

資料３「鈴鹿市自転車駐車場整備方針」をご覧ください。１ページ目，（２）

自転車等放置禁止区域の再検討をご覧ください。近鉄白子駅・平田町駅周辺に

ついては，放置禁止区域として指定されており，路上に放置された自転車の即

時撤去が認められておりますが，鈴鹿市駅については，指定がされていないた

め，法令上，即時撤去ができず，良好な都市環境が阻害される恐れがございま

した。このことから，２月に当協議会での審議を経て，３月３１日に自転車等

放置禁止区域の告示を行いました。なお，禁止区域の効力発生については，鈴

鹿市駅有料自転車駐車場の開設に併せて来月７月１日からとなっております。 

資料４をご覧下さい。こちらは，告示した自転車等放置禁止区域となってお

ります。２月に審議いただいたものからの変更はございません。 

資料４の２枚目は，放置禁止区域を表す標示シートと標示板の写真となって

おります。禁止区域内に，標示シートを４５枚，標示板を１０箇所設置いたし

ました。自転車等放置禁止区域内に自転車が放置されていた場合は，警告札と

呼ばれる赤い文字の入った札を自転車にくくりつけし，２時間経過しても警告

札が取り付けられていた場合には，強制的に自転車の撤去を行うこととなりま

す。撤去した自転車は，伊勢鉄道鈴鹿駅の高架下にある，保管庫にて保管を行

いします。同時に，防犯登録の照会を行い，所有者が判明次第，葉書で通知し，

引き取りを促しますが，引取りの際には，自転車は１，５００円，原動機付自

転車は２，０００円の保管料が必要となります。 

 

●委員からの意見は特に無し 

 

●報告事項(2) 鈴鹿市駅自転車駐車場の開設について 

 ＜事務局＞ 

 資料３，鈴鹿市自転車駐車場整備方針をご覧下さい。４ページ目，（６）自転

車駐車場の有料化の進め方をご覧下さい。近鉄鈴鹿市駅については，最優先に

有料化を図ることとなっており，当協議会においても審議いただいております。

資料５，鈴鹿市駅自転車駐車場概要と定期利用の受付チラシをご覧下さい。場



 

 4 / 8 

 

所でございますが，第１自転車駐車場は，六郷川沿いに設置し，第２自転車駐

車場は鈴鹿市駅裏に設置しております。なお，本日の会議終了後，現場見学会

を予定しております。第１自転車駐車場の管理方式は管理室を設けた有人管理

となっております。第２自転車駐車場は管理室はございませんが，７時から９

時までは管理人が誘導にあたり，それ以外は第１駐車場からの巡回管理となり

ます。具体的な整備内容として，駐車場の全面に屋根を設置，自転車ラック及

び一部電磁ラックの設置，自動清算機の設置，思いやりゾーンの設定，防犯カ

メラ，防犯ベルの設置，自動空気入れの設置，機械警備による終日警備等とな

っております。明後日，２３日に竣工式を行い，翌２４日から定期利用の販売

を現地管理室にて行います。定期利用自転車の設置枠については，約９割が事

前申込みにより埋まっておりますが，一時利用枠として約１００台分整備して

おりますので，利用者の方には安全で安心して利用できる自転車駐車場となっ

ております。なお，資料３鈴鹿市自転車駐車場整備方針の２ページ目「（５）公

益財団法人 自転車駐車場整備センターの活用」に基づき，事業コストの削減と

質の高い公共サービスの提供を目指すため，自転車駐車場の建設から管理まで

を一括して公益財団法人自転車駐車場整備センターと契約し，２５年間の管理

を行うこととなっております。 

 

●委員からの意見 

黒田委員 

 無料の自転車駐車場が完全に閉鎖となり，有料の自転車駐車場のみとなるこ

とから，放置自転車が鈴鹿市駅前に非常に増える可能性が高いと考えるが，市

ではどのような対応を考えているのか。特に禁止区域としての効果が発生され

てから初めて迎える７月３日の平日の月曜日は一層の混乱が懸念される。 

 

＜事務局＞ 

 白子駅・平田町駅の放置禁止区域の指定を行った際には，シルバー人材派遣

センターへの業務委託だけでなく，市職員も巡回指導を行い，自転車の放置を

行わないよう啓発を行っており，今回も同様に考えている。 

 特に，３日以降は効果的な啓発ができるよう対応していく予定である。 

 また，定期利用者については，６月２４日から有料自転車駐車場の利用が可

能となり，７月１日からの放置禁止区域の効果発生まで一定の時間差があるこ

とから，大きな混乱は避けられると考えている。 

 

森委員 

 三重県内の自転車の防犯登録の登録率は約９０％程度であるが，約１０％の
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自転車が防犯登録の未登録のものである。撤去された自転車の中で，所有者が

不明のものについては，所有者の特定ができないと思われるが，どのような対

応を考えているのか。 

 また，有料自転車駐車場から盗難された場合，保険等は付与されているのか。 

 

＜事務局＞ 

 有料自転車駐車場の利用については，防犯登録の有無は条件としていないが，

定期利用については，個人情報を記入の上，利用シールを自転車に貼付するこ

とになるため，所有者の特定を行うことが可能となる。 

 放置禁止区域から撤去された自転車については，告示後，保管庫にて６ヶ月

間保管している。また，自転車の防犯登録と車体番号から所有者の照会を行う

が，不明な自転車については，告示から６ヵ月後，競売等により処分している。 

 また，有料自転車駐車場から盗難された場合の保険の付与はされていない。 

 

佐藤委員 

 有料自転車駐車場内に，自転車に係る交通安全の啓発看板等を設置してはど

うか。 

 また，鈴鹿市駅周辺の放置自転車は白子駅よりも少ないイメージがあるが，

実際のところ多いのか。 

 

＜事務局＞ 

 自転車駐車場整備センターにおいて，自賠責保険の案内や交通マナーの啓発

に関するポスターを掲示していくと思われる。 

 駅利用者は多いほうから白子駅，平田町駅，鈴鹿市駅となっている。自転車

の台数は白子駅や平田町駅よりは大変少ないが，有料自転車駐車場の開設と放

置禁止の設定により増加すると思われる。 

 

中西委員（代理） 

 鈴鹿市駅周辺の自治会は，今後何か行わなければいけないことがあるのか。 

防犯ベルが鳴れば，近くの自治会長に連絡が来ると思われる。 

また，利用料金の考え方はどうなっているのか。 

 

＜事務局＞ 

 自転車駐車場の管理が鈴鹿市から整備センターに変わったという認識をもっ

ていただきたい。駐車場の管理について，センターからは周辺自治会と積極的

に協力していくと聞いている。 
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 なお，自転車駐車場には，防犯カメラや防犯ベルを設置し，機械警備を行っ

ていくが，対応については，整備センター，市役所，警備会社で行っていく。 

 利用料金については，鈴鹿市自転車駐車場管理条例で利用料金の上限が定め

られており，第２自転車駐車場は，駅の真裏で利便性が大変高いこともあり，

この料金設定となっている。第１自転車駐車場については，駅からの距離が遠

くなることから，若干の割引となっている。今後，利用率が低ければ，料金の

再設定も検討の材料となるが，現状，事前申込みの段階で，駅裏に設置されて

いる第２自転車駐車場の申込みが予定台数より多かったため，抽選により，４

５人程の方に，距離が遠い第１自転車駐車場を利用してもうら結果となってい

る。 

 

●報告事項(3) 白子駅東・東第２自転車駐車場料金の一部改定について 

＜事務局＞ 

 資料６ 白子駅東・東第２自転車駐車場料金の改定をご覧下さい。「１ 近鉄

白子駅周辺の自転車駐車場の現状」でございますが，（１）無料自転車駐車場に

ついては，駅西に２箇所と駅東に１箇所を設置していますが，３箇所ともピー

ク時には資料記載の表のとおり駐車可能台数を超過している現状にあり，無理

な駐車により自転車が破損する事故も多く発生しています。また，自転車の盗

難事故も多発しておりまして，鈴鹿警察署の資料では，白子駅周辺の自転車駐

車場における自転車盗の届出件数は，平成２８年年中で６１件と，駅西の無料

自転車駐車場は，市内で最も多くの自転車盗難の発生エリアとなっています。

一方，（２）有料自転車駐車場については，駅西は利用率が１００％で，定期利

用の順番待ちの状況にありますが，駅東の２箇所の駐車場は利用者が少なく 

施設の有効利用が図れていない状況でございます。この理由は，白子駅まで自

転車で来る人（正利用），また駅から自転車で目的まで行く人（逆利用）の合計

の９１％が，駅の西側が住居または目的地となっているからと考えられます。 

また，駅周辺において，町の東西を連絡する道路が，北側は「県道国府白子停

車場線」，南は「県道四日市楠鈴鹿線」しかなく，両県道の間が約４７０メート

ル離れていることから，近鉄名古屋線が東西の街を分断している状況となって

おり，西側の自転車利用者が，東側の自転車駐車場を利用しにくい原因となっ

ています。有料自転車駐車場は，条例で駐車料金の上限を定め，規則で料金を

明示していますが，従来は，一般料金と学生料金に分類して，すべての駐車場

で 上限額である「同一料金」を徴収していました。しかし，白子駅東駐車場

の２階利用者がほとんどないことより，平成２５年４月から，学生に限って料

金を半額にしたところ，鈴鹿高専の御協力もあって，現在は２階の利用は１０

０％となっています。「２ 改善案」ですが，先に申しましたように無料駐車場
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は，全ての施設で駐車可能台数を超過していますが，有料駐車場のうち駅東の

２箇所の施設の利用率が低く，有効利用が図れていない現状にあります。また，

自転車通学者の多い学校関係者，これは電車を降りてから，学校まで自転車を

利用している（逆利用）の学生の多い学校からは，夜間に自転車駐車場に駐車

しているという特性から，無料駐車場の盗難や破損事故の多発を理由に，有料

駐車場の利用改善を求める意見も出されています。これらの状況を受け，駅東

の有料駐車場の利用料金を低減して，すでに利用超過となっている駅西の無料

駐車場利用者からの誘導を図るというものでございます。特に駅西第２の商店

街北側の水路敷地の上の駐車場は，駐車場に連絡する道路上にまで駐車する自

転車が溢れ，周辺に居住する市民からは，自分の駐車場から車が出せないなど

の苦情が寄せられ，自治会役員からも早期に改善を図るよう要請を受けていま

す。「３ 利用料金の改定」ですが，（１）料金設定の考え方は，白子駅東に位

置する駐車場のうち，屋外施設である駅東第２駐車場（駅舎前）については 

一律に２０％引きを，屋内施設である駅東駐車場の１階については，学生に限

って学生料金から２０％引きの料金設定とするものです。このたびの料金設定

については，駅東に民間の自転車預かり所があることから，民間事業者の利用

状況や金額も料金設定にあたって考慮いたしております。なお，原動機付自転

車は，現状でも需要があることから，減額の対象にしないものといたします。 

（２）各施設の料金改定案は，記載のとおりとなります。下線引きが今回の改

定部分です。「４ 利用料金の改定実施時期」は平成２９年７月１日からを予定

しています。なお，改定実施以降の定期利用料金について，既に旧料金を支払

済みの利用者については，清算を行います。「５ 利用者への周知」については，

広報すずか７月５日号をはじめ，市ホームページ，ケーブルネット鈴鹿，ヴォ

イスＦＭなどで周知を図ってまいります。また，近鉄白子駅周辺の有料および

無料自転車駐車場に案内掲示も行う予定ですし，利用者の多い学校（鈴鹿工専，

鈴鹿医科大，稲生高）にも，直接案内をいたしたく考えております。３ページ

には，改定後の利用料金表を掲載してあります。下線引きが改定部分となりま

す。従来料金より，つまり表の一番下の「白子駅西駐車場」の料金設定から２

割引となっておりますが，１円単位の端数は切り上げ処理してございます。 

 

●委員からの意見 

秋葉委員 

 白子駅近くのショッピングセンターの駐車場に，学校のシールが貼付された

自転車が営業時間外に停められていた。そのような自転車も有料自転車駐車場

に誘導してはどうか。 

 また，白子駅西第３自転車駐車場は，資料では利用率が 100％を越えているが，
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平日の昼間に近くを通った際に確認したところ，かなり空きがあったように思

われるので，わかりやすく看板等を設置し利用者の誘導をしてはどうか。 

 加えて，白子駅東第１自転車駐車場は，景観が悪く暗い雰囲気であり，防犯

上も良くないと思われるので，整備を進めていただきたい。 

 

＜事務局＞ 

 白子駅西第３自転車駐車場は，住居地域に設置されており，周辺住民への配

慮から，目立った看板の設置等は差し控えている状況である。また，白子駅は

駅から自転車を利用して目的地へ向かう逆利用が学生を中心に多いことから，

昼間は駐車場の空きが目立ち，夜になると自転車が増える傾向にあると言える

ので，可能な限り，有料自転車駐車場の利用を周辺の学校へ申入れしていきた

い。 

 なお，鈴鹿市駅周辺の自転車駐車場の整備が軌道に乗れば，白子駅周辺の自

転車駐車場についても，整備を進めていく方針である。 

 

金井委員 

 白子駅の無料自転車駐車場の乱雑さが大変目につく。長期放置されている自

転車の中には，学校のシールが貼付された自転車が目立つので，市役所から学

校側へ申入れ等をおこなってはどうか。 

 

南条委員 

 加佐登駅でも，同様の問題があり，卒業生が自転車を捨てていくことがあっ

たが，学校側へ申入れを行った結果，かなりの効果があらわれている。 

 

＜事務局＞ 

 市としても，学官連携会議等，学校側と協議する場で申入れ等を行っていき

たい。 

 

●閉会挨拶（会長） 

 本日は，お忙しい中，委員の皆様には，率直なご意見をいただきまして，あ

りがとうございました。本日の内容につきまして，お気づきのことや，ご意見

等がございましたら，市に御連絡いただければ幸いかと存じます。今後とも，

本対策会議の運営に御協力をいただきますようお願い申し上げまして，閉会の

挨拶と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。 

 

●鈴鹿市駅自転車駐車場の紹介（現場見学） 


