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第 1回 鈴鹿市地域公共交通会議分科会 議事要点録 

日 時 令和 2年 11月 6日（金）15:00～17:00 

場 所 鈴鹿市役所 別館第 3 2階北会議室 

出 席 者 交通ジャーナリスト  鈴木 文彦（分科会長） 

中部大学工学部都市建設工学科教授  磯部 友彦（副分科会長） 

三重交通株式会社バス営業部部長（乗合）  早川 正素 

三重交通株式会社中勢営業所長  内山 宜哉 

近畿日本鉄道株式会社名古屋統括部運輸部営業課 課長  藤田 浅崇 

伊勢鉄道株式会社取締役総務部長  小林 孝司 

鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会会長  辻 泰生 

中部運輸局三重運輸支局首席運輸企画専門官  鈴木 博行 

三重県 地域連携部交通政策課課長  天野 圭子 

鈴鹿市社会福祉協議会会長  亀井 秀樹 

職   員 鈴鹿市 都市整備部 都市計画課 課長 奥西 真哉（事務局） 

総務・交通政策ＧＬ 三谷 哲也（事務局） 

                総務・交通政策Ｇ 藤後 充輝（事務局） 

                総務・交通政策Ｇ 下川 一平（事務局） 

 

１ 開会 

（１）分科会長あいさつ 

【分科会長】 

分科会の会長を務めさせていただくので，よろしくお願い申し上げる。新型コロナウィルスの感染

拡大により，先の見えない状況にあり，地域公共交通についても全国的に様々な影響がある。鈴鹿市

の地域公共交通をより良くするため，分科会において議論をしていきたいので，委員の皆様におかれ

ては，忌憚のないご意見を頂戴したい。 

 

（２）自己紹介 

（各委員より自己紹介） 

【事務局】 

本会議は公開とさせていただく。また，議事録は無記名かつ要点のみを記載した議事要点録とし， 

後日鈴鹿市ホームページにて公開させていただく。 

 

【分科会長】 

本日の会議は，分科会委員 10名に対し出席委員 10名であり，委員総数の過半数の出席があるこ 

とから，会議の成立を宣言する。 
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２ 鈴鹿市地域公共交通計画の策定について 

【事務局】 

資料 1-1により説明 

 

【事務局】 

資料 1-2により説明 

 

【分科会長】 

質問等があればお願いしたい。 

特にないようなので，スケジュール含めこのように進めていくことで，ご了解いただきたい。 

 

３ 地域公共交通活性化再生法の改正について 

【委員】 

資料 2により説明  

 

【分科会長】 

質問等があればお願いしたい。 

法改正の詳細については，11月末の政令で明確化されるのか。 

 

【委員】 

そのとおりである。現段階では，大枠のみの決定である。 

 

【分科会長】 

本法律に基づき「鈴鹿市地域公共交通計画」の策定を進めていく旨をご了解いただきたい。 

 

４ 鈴鹿市の地域公共交通の現状について 

【事務局】 

資料 3により説明 

 

【分科会長】 

質問等があればお願いしたい。 

 

【委員】 

C-BUSの利用者について，漸減傾向の原因について分析されているか。人口の推移と併せて説明さ 

れる等，整理されているか。コロナの影響について，通勤通学の減少はコロナ禍で説明がつくが，生

活交通の変動が明らかになると生活交通の位置づけが見えてくる。“必要な交通とは”を考える際，ど
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うしても必要な交通か確認するための１つの方法と言える。 

 

【事務局】 

平成 28年度の運賃改定による利用者数減は明確である。その後の漸減は，沿線人口の減少のほか， 

学生（高校生）の減少が進んでいることがある。運賃改定後においても，移動手段としてＣ－ＢＵＳ

が必要な方は，引き続き利用いただいている。 

 

【分科会長】 

今後のアンケート調査等の実施・整理をうけて，さらに分析を進めていただきたい。 

 

５ 各地域公共交通の現状について（意見交換） 

【分科会長】 

それぞれの立場から，コロナ禍の影響を含む昨今の地域公共交通の現状について伺いたい。 

 

【委員】 

コロナ禍の影響を大きく受け，上半期の収益は，全社として 30％の大きな減少となった。主力 10 

事業のうち 9事業が前年割れで，貸切バス事業は 90％減であった。貸切バスの稼働率は 12％で，本 

来の輸送でなく従業員輸送やスクールバス利用がメインであった。秋の行楽シーズンは、前年比 60～ 

70％の減少である。一般乗合は 45％減、長距離高速は 90％減，収益の柱であった観光路線、中長距離

路線が振るわないため，一般乗合の内部補填ができず，最大の危機に直面している。 

 高齢者等の利用が大幅に減少している現状を踏まえると，来年度の国体輸送に期待するものの，も

とに戻ることは厳しいと見込んでいる。通常の減便に加え，固定費の削減に向けた検討を行っている。

これまで，自治体には多大な支援を頂いてきたが，現状を説明した上で，さらなるご支援をお願いし

たい。 

 地域公共交通計画については，鈴鹿市と連携し策定を進めていきたい。 

 

【委員】 

収入は，一番悪いときで定期収入 30％の減少、定期外収入 70％の減少となったが，最近は定期収入 

10％の減少、定期外収入 30％の減少になってきた。ただし，これは近鉄全線の話であり，名古屋統括

部は，定期収入 10％減、定期外収入 40％減と悪い数値である。名古屋統括部は，他に比べて観光路線

の割合（伊勢神宮、鈴鹿サーキット）が高く，観光路線の利用が落ち込んでいることが要因であると

考えている。最近は、 Go Toで志摩の高級ホテルで満室が続くなど，回復傾向が見える。業務利用は，

コロナ禍を受け出張控え・テレワークで減少した。津，松坂など大規模工場がある地域は同様に減っ

ている。三重近鉄タクシーに確認したが，出張需要減があると聞いている。 

また，県南部を中心にパーク＆ライドでのご利用があったが，コロナ禍を避けるため自家用車への

シフトが起こっていると聞いており，駅周辺の駐車場利用状況の落ち込みが見られる。 
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また，近鉄鉄道まつりという例年 4.5万人にお越しいただいているイベントがあるが，今年は中止

せざるを得なかった。その代わり，近鉄オンライン鉄道まつり 2020を開催し，動画配信やグッズ販売

等を実施した。沿線ハイキングは，これまではコロナ禍で中止せざるをえなかったが，10月から対策

をしたうえで順次再開している。回復には時間がかかると思うが，引き続き取り組んでいきたい。 

 

【委員】 

早川委員からの話と同じく，コロナ禍の影響が大きく，厳しい状況にある。支援については，三重 

 県等自治体の皆様にお世話になっているが，引き続きお願いしていかねばならない。 

輸送人員は，普通列車で回復傾向。通学等も回復してきているが，特急南紀と快速みえが戻ってき 

ていない。緊急事態宣言時の 90％減からは回復したが，7月の第 2波で落ち込み，お盆輸送でも回復

できず，まだまだの状況であり，東海道新幹線の利用と連動していることが要因と考えている。また，

伊勢鉄道は，快速みえ利用者からの収入が大きく，この利用回復が課題である。朝の通勤は戻ってき

ているが，観光需要が戻らないと厳しい。伊勢神宮への観光客を新幹線がどれだけ運んできてくれる

か，Go Toキャンペーンにも期待したい。今後は，インフルエンザ等気になるところだが，前年の 40%

程度で落ち着くのではないかと考えている。 

 最近の取組として，第三セクター全国 40社連携の「鉄印帳」を 7月から開始した。三重県では伊勢

鉄道，滋賀県で信楽高原鐵道，岐阜県で 3社，愛知県で 1社が参加しており，伊勢鉄道は鈴鹿駅で販

売している。「鉄印帳」を購入することができる条件として，伊勢鉄道で有効な乗車券を所持している

こととしているため，約 70 数万円の収入があった。年間では，100 万円程度の収入を見込んでいる。 

 感染予防対策としては，車両客室内の抗菌・抗ウイルス対策を，10 月に全 4 両で実施した。また，

今年中止となった F1予定日にグッズの即売会を実施し，少しでも増収となるよう取り組んでいる。 

 全体としてまだまだ収入は落ち込んでおり，回復には 2～3年かかると想定している。 

 

【委員】 

コロナ禍の影響により，利用者は 4～5割減となっている。コロナのため，営業マンのテレワーク， 

F1等イベントの中止，高齢者の通院回避，夜の飲み会の減少などの影響により，売り上げが落ち込ん 

でいる。ただ，悪い方向ばかりでなく，鈴鹿市から乗合タクシーの話が進んでおり，これをタクシー 

関係者としては期待している。 

 

【委員】 

福祉有償運送は，車いすや寝たきりの方など，公共交通利用が難しい方向けのサービスである。週 

1 回までの予約制で，登録 160 人延べ 2,000 回利用があり，通院利用が約 6 割，買物利用が約 2 割と

なっている。コロナ禍の影響については，通院は年度の前半で 460回の利用があり，大きな減少は見

られなかった。買物は前年度比 6 割程度になっており，外出を控えている状況にあると考えている。 

 社協は，バスの貸出し（老人クラブなど地域の福祉関連団体）を実施している。4～5月は貸出しを

中止，夏以降は再開したが利用は低迷している。 
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 地域の支え合いの視点から，鈴鹿市には地域づくり協議会 28 団体の地域計画の中で，福祉にかか

る計画づくりを支援している。移動手段の確保は切実な課題の 1つであり，課題解決に向け，移送支

援の動きが出てきている。自分たちで輸送を支援することで，ドアツードアの輸送が実現できること

が魅力である。今後の議論の中で，利用しやすい輸送形態や利用者からのヒアリングにより，地域ニ

ーズが明らかになると考えている。 

 

【委員】 

管内鉄道 18社は Go Toキャンペーンの地域共通クーポン登録を行っている。旅行は，旅行会社を 

通じた予約が多い。 

 乗合事業は，80％まで回復した事業者もある。空港アクセスバスは，航空機の欠航を受け，回復は

鈍い。高速乗合バスは，わずかであるが全体として回復傾向となっている。9 月の 4 連休では，名古

屋・高山間で 80%まで回復。県内移動，学校行事も回復しており，修学旅行も秋は予定通り行う学校

もみられる。Go Toによる増加もあるが，日帰りが多く客単価が低いことから，稼働率は上がっても

運送収入としてはあまり利益が少ないとの声もある。タクシーについては，伊勢志摩の観光地などで

9 月の 4 連休の売上が対前年比 120％に増加しているが，10 月に入って伊勢志摩地域等の観光地と名

古屋市等の都市部で Go Toトラベルのクーポン利用が増えているという声がある。 

 来年度の概算要求が先日提出されたが，生活交通の確保維持を行う事業で 298億円と前年から大幅

に積み増している。利用者の大幅減に悩む地域公共交通事業者への支援についても，今後の経済状況

等をみながら予算化を検討していく。 

 

【委員】 

県民の声を聞いたところ，一番困っていることとして移動手段の確保を課題に挙げる人が多く，福 

祉有償運送を利用するほどではないが移動に困っているという人がかなりいるのではないかという

ことで，昨年度から交通と福祉の連携セミナーを開催している。その流れを受けて，手元に配布した

資料が，今年度からの取組みである。移動手段に困っている地域において，次世代モビリティの活用

や福祉との連携があれば，県が支援するものである。本年度は，4 市町をモデル事業としており，来

年度も取組を継続していきたいと考えている。 

 また，コロナにより交通事業者が厳しい状況にある中，国からの臨時交付金を受け，感染拡大防止

対策補助金を設け，タクシーや離島航路を含めマスク等の購入費負担をしている。また，利用回帰に

向けた取組みとして，安全・安心の周知ポスター・チラシの作成をしている。三重県は財政規模が小

さく，大きな支援は難しいこともあり，補助制度の緩和や拡充について国に対する要望活動を継続し

ていく。 

 

【事務局】 

C-BUSの現状は，先ほどの説明のとおりである。コロナ禍の影響が最も大きかったのは 5月で，こ 

れが底となりその後回復したが，第二波を受け 7月に落ち込み，その後漸増している。感染予防につ
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いては，三重交通の協力により，C-BUS車内の換気や抗菌処理等に取り組んでいる。 

 C-BUS は利用者の減少が進んでいることから，利用者の増加に繋がる対策を検討しなければならな

いと考えている。 

 

【副分科会長】 

地域公共交通計画策定にあたり，地域公共交通とそれ以外の交通という垣根を崩していくことが課 

題であると考える。事務局への質問だが，公共交通に乗らなくなり，自動車や自転車の混雑はどう変 

化しているか把握されているか。 

 

【事務局】 

公共交通を乗らない方が自家用車に転換して渋滞になることは考えられるが，数値として把握して 

おらず，感覚的にも特に感じられない。 

 

【副分科会長】 

地域公共交通に乗らなくてもマイカーで十分となると，地域公共交通の利用は回復しない。渋滞が 

あれば，地域公共交通が良いという考えにもなる。 

 

【事務局】 

一度通勤形態が変わって定着すると戻りにくい。鉄道の通勤定期券を自動車に代えて，その生活が 

定着すると，それが一定期間継続してしまう。朝の交通渋滞等を考慮すると，地域公共交通のほうが 

利便性が高い場合もあると考えている。 

 

【副分科会長】 

マイカーや自転車の利用が便利になるような施策を展開すると，地域公共交通には戻らない。市と 

して施策をコントロールいただきたい。 

 

【分科会長】 

本日は，雑誌への寄稿記事を持参した。緊急事態宣言解除直後まで（6月初め）の現状をまとめた 

ものである。これは後程お読みいただき，本日は宣言解除後の全国的な状況について説明させていた

だく。 

 6月頃は，貸切バスはほとんど運休し，路線バスで 6割程度の減少，高速バスで 8～9割程度の減少

という状況であった。6 月 19 日に都道府県間の移動自粛解除で一部回復が見られ，一般乗合バスは，

都市部・地方関係なく，7～8割まで回復したところが多く，鉄道についても同程度である。高速バス

は，生活路線・通勤路線は 7割まで戻っているが，一般の都市間高速は 3～4割程度。空港バスは，特

に国際線空港のものがほぼ戻っておらず，東京においても 3割減便したダイヤで運行し，夜行路線は

運休が多い。貸切バスは，学校が動き出したので回復基調であるが地域差がある。県によっては学校
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行事が動き出していない地域もあり，9 割減のところもあるが，全体としては 3 割程度戻ったという

状況。貸切・高速についてはまだ回復することはあると考えられるが，乗合バスや鉄道が 8割以上回

復するかいうと，戻らないのではないかと考えられる。 

理由としては，生活や移動の仕方が，明らかにコロナを挟んで変化したことである。テレワークな

どのリモート化が進んだという話があるが，これにより移動が減ったのは，都市部では 3割程度だが，

地方部では大学生を除き 1 割程度である。その他で変化したものは，自粛期間にこれまで週 2～3 回

だった外出を 1回に減らしたら何とかなったので，これを継続することで外出全体が減少していると

いうこと。また，出張回数・人数の減少が，高速バスや新幹線の利用に影響が出ている。観光につい

ても，外国人がいないだけで戻りつつある。ただし，GoTo が始まってまだ 1～2 か月であり，これが

どの程度続くかは未知数である。以上を踏まえると，コロナ禍前後の人の動きについて，考え方を変

える必要があると考えている。今後，様々な手段を適した位置に配置することが必要になってくる。

これまでの交通では賄いきれないところが出てくるが，それぞれの限界を見極めながら，組み合わせ

ることが必要。その際，無理強いをすると続かないので，見極めが必要である。基幹交通手段が担う

範囲，地域が担う範囲など，それぞれの役割を決め，適材適所に交通資源を総動員していくという考

え方で，議論し，地域に当てはめていく必要があると考えている。 

 

【委員】 

C-BUS について磯部副分科会長が言われたとおり，平成 28 年度の運賃改定による利用者の減少は， 

時間とともに利用者が戻ると予測していたが，その後回復せず減少が続いている。いったん離れると， 

そのまま乗らなくなるということである。コロナ禍も同じで，いったん地域公共交通から離れると戻 

るのは難しい。いかに利用を戻すかという観点から，きめ細やかな対応が求められる。国が交通資源 

の総動員というように，福祉など様々な交通資源を組み合わせて考えていく必要がある。 

 

【副分科会長】 

鈴鹿市は，F1の交通処理を苦労してやって来た市であり，こうしたノウハウも活かして対策にあた 

ってほしい。 

 

【委員】 

地域公共交通の現状について，資料を作成される際，タクシーは地域公共交通であることから，タ 

クシーの利用実態も整理いただきたい。 

 

【分科会長】 

タクシーは生活交通に果たす役割が大きく，ぜひ整理をお願いしたい。 

 

【委員】 

バス車両への抗菌対策は，夏以降順次進めており，中勢営業所でも，今月中旬には完了見込みであ 
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る。渋滞については，従来は駅周辺の渋滞が顕著でバス遅延が発生していたが，今はマイカー通勤が

増えたからか，企業が集積している地域周辺で渋滞が悪化していると感じている。 

 

【分科会長】 

地域公共交通が安全だということが浸透しておらず，イメージだけで密と思われたことがバスや自 

家用車への転換に繋がっている。鉄道・バス等で感染が広がった話はごくわずかで，バスは 3～5 分

で換気できることをもっと周知する必要がある。バス協会 HPでの PRは一般の方には見られないので，

行政から積極的に PRをいただきたい。 

 

【委員】 

駅にポスターを掲示しているが，駅に掲出してもあまり効果がないように感じている。スーパー等 

の人の目に触れやすい場所での掲出について社内で議論していたところであり，市役所への掲示にご 

協力いただきたい。 

 

６ 利用実態ニーズの把握の進め方について 

【事務局】 

資料 4により説明 

 

【分科会長】 

質問等があればお願いしたい。 

 

【委員】 

グループインタビューについて，対象者は，地域づくり協議会をメインにするのはいかがか。また， 

利用者の属性（学校、福祉など）によって，利用する側の視点で調査してみるのはいかがか。 

市民アンケートの調査票は，設問が多いのではないか。また，市民のうち C-BUS利用者は多くない

ことから，利用にかかるアンケートは C-BUS利用者で把握するという考えもあるのではないか。 

 

【事務局】 

本当に困っている人の意見収集には，地域づくり協議会や民生委員などを対象にアンケートやグル 

ープインタビューの実施を予定している。 

 アンケートは，利用者に寄り添った内容・形態を検討し，設問については，簡素化したものに変更

する。C-BUSにかかる設問を減らし，フラットな目線で回答いただけるように工夫する。 

 

【副分科会長】 

高校生向けのアンケートは，役に立つことがある。他都市事例では，待ち時間の過ごし方を問題と 

考えていることが明らかとなった。 
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【分科会長】 

山口県の分校で話をきいたところ，以前バスの営業所があったバスターミナルについて，「ベンチ 

が汚く座れない」「飲み物の自販機に好みのものがない」などの意見があった。バスを待つことを考え

ると重要な要素でもあり，良い意見が聞けることがある。 

 

【事務局】 

市としても，4年前に市内 4校の高校生を対象に C-BUSにフォーカスしたアンケートを実施した。 

高校生ならではの意見もあった。 

 

【分科会長】 

山口県では，アンケート調査を通じて，高校生が公共交通に興味，関心を持ち，自主的にベンチを 

制作，寄付することにつながった事例もある。 

アンケート内容については，地域公共交通会議で決定することになるので，お気づきの点があれば、 

事務局まで連絡いただきたい。 

 

７ その他 

【委員】 

資料「令和 2年度地域公共交通シンポジウム in中部」のとおり，Webシンポジウムを開催する。ご 

興味のある方は，ぜひご覧いただきたい。 

 

【事務局】 

令和 2年第 3回鈴鹿市地域公共交通会議は 11月 20日の 14時より，市役所本館 6階庁議室で開催 

する。 

 

【分科会長】 

第 1回分科会ということで，地域公共交通についての状況が把握できた。今後に活かしていただき 

たい。 

 

【事務局】 

以上で分科会を終了する。第 2回分科会は，3月上旬を予定している。詳細は後日案内する。 

 

以上 


