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令和 2年度第 2回 鈴鹿市地域公共交通会議分科会 議事要点録 

日 時 令和 3年 3月 15日（月）14:00～16:00 

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 山本 淳 

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副課長兼班長  中根 真由美（代理出席） 

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 

【分科会長】 

コロナ禍で先が見えず，厳しい中で，交通事業者の皆様には，地域の足の確保に努めていただいて 

いる。早くコロナが収束し，利用者の回復等，先が見えるようになれば良いと思っている。本日は，

「鈴鹿市地域公共交通計画」の策定に向けて様々な議論をしていきたい。 

 出欠については，委員 10名全員出席（うち 1名遅刻）と過半数の出席があるので，分科会が成立し

ていることを宣言する。 

 会議は公開とするが，傍聴の申し込みはない。 

 

２ 地域公共交通の利用実態・ニーズ把握の結果について 

【事務局】 

資料 1により説明 

 

【分科会長】 

地域公共交通に係る調査は各地で行われているが，コロナ禍を絡めた調査は私の関わるところでは 

初めてであり，興味深く聞かせていただいた。 
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【副分科会長】 

高校生アンケートの結果では，通学手段が自家用車（送迎）とする人が一定程度いる。高校側は， 

積極的に認めているのか，やむなく受け入れているのか。家族が地域公共交通の使いづらさから自衛

的手段としてやっているのか。掘り下げると見えることがあるように思う。 

 

【事務局】 

コロナ禍前に C-BUS西部路線の利用者が減少した際，沿線の学校に送迎状況の変化を伺ったところ， 

調査時点の 1～2 年前と比較し増えたとの回答をいただき，特に鈴鹿高校では，朝の通学時間帯にお

いて，学校前の道路で渋滞が発生しているとのことであった。 

 

【委員】 

市民アンケートの「公共交通を不便に感じた経験」は，経験が“ある”という回答が予想より少な 

いという感想を持った。地域別の状況に加え，年齢階層で違いがあるか。また，自家用車が利用でき，

地域公共交通を利用する必要がないので経験が“ない”としている可能性もある。クロス集計で傾向

が分かるかもしれないと考える。 

 

【事務局】 

地区でのクロス集計に加え，年齢別，公共交通の利用状況別のクロス集計を行い，分析を深める。 

 

【委員】 

不便に感じている人の多い層（例えば高齢者，若年層）にむけてどのような施策で対応するか，と 

いう検討につながるのではと考える。 

 

【分科会長】 

自家用車で生活する人は，地域公共交通を利用する必要がないから不便を感じていないという可能 

性もある。自家用車の利用状況とあわせて分析できればよい。 

 

【委員】 

高校生アンケートの通学状況は，路線バスにおける通学定期の発売状況とも整合している。三重交 

通では，3～4月限定で特別割引通学定期券を発売しているが，本年度は 3月以降の一斉休校で発売が

大幅に減少し，払い戻しが激増となった。学校が再開した現在でも，利用が戻っておらず，一方で保

護者の送迎が増えていると感じる。加えて，大学生等のオンライン授業が増え，通学機会が減少して

いる実態もある。アンケート結果は全般的に，バス事業を取り巻く環境が厳しいと捉えた。中には，

バス事業者として施策に取り組んでいる内容もあることから，その周知・PRが不足しており興味をお

持ちいただけていないと感じる。皆様の力をお借りしながら，より周知・PRができれば違ってくるか

もしれないと考える。 
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【委員】 

鉄道は，コロナ禍で厳しい状況にあるなかで，駅係員の省人化，機械化を進めている。このため，

利用者の不満が募り，利用減につながることを懸念しており，そのための対策を検討しているところ

である。鈴鹿市から，ご教示いただければありがたい。 

 資料 3頁では，近鉄の利用目的として趣味・娯楽等の回答が多い。この回答者属性が分かれば，タ

ーゲットを絞ったアピールや利便性向上につなげられる可能性がある。また，利用目的として通勤・

通学の回答が少なく，コロナ禍の影響によるものだと考える。 

 

【事務局】 

資料 3・48頁で，交通機関別に不便に感じる事項を調査した結果を集計している。目的別利用交通 

手段の回答者属性については，分析をしていない。 

 

【分科会長】 

内訳が分かるようであれば，いずれ分析結果を提示いただきたい。 

コロナ禍を受けた地域公共交通の安心度が調査されている。地域公共交通をイメージだけで不安に 

感じる人の比率がかなり高い可能性がある。地域公共交通側では，安全性向上のため様々な取組をし

ている（例えば，三重交通で実施している全車両への抗菌・抗ウイルスコーティングなど）。こうした

情報が市民に届いておらず，不安につながっているのではないか。事業者からの取組状況の発信は，

一般の人の目にする機会が少ないため，例えば，鈴鹿市から一般の人が目に触れる場で地域公共交通

の安全性を発信いただくことが必要である。市 HPでの発信事例（千葉県袖ヶ浦市，東京都東大和市）

もある。情報発信により，不安の払拭に繋がる。地域公共交通の利用者は，全国的に，コロナ禍後で

も 8割以上には戻らないという観測はあるが，不安の払拭で 5％程度は増えるかもしれない。 

 

【事務局】 

鈴鹿市としての情報発信は，不十分と感じる。交通事業者が作成した，取組状況をまとめたポスタ 

ーは，庁内主要箇所に掲示しているが，市 HPへの掲載も検討したい。 

 

【事務局】 

市民アンケートに際しては，調査票に地域公共交通の安全性を説明する資料（資料 3 37頁）を同 

封し，情報提供をあわせて行った。 

 

３ 公共交通空白地域の考え方について 

【事務局】 

資料 2により説明 
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【分科会長】 

鈴鹿市における公共交通空白地域（駅・バス停 1km以遠）の定義を，状況の変化やご意見を踏まえ 

て見直すとのことである。本日結論を出すことはないので，委員の意見を伺いたい。 

 

【副分科会長】 

人口密度や，道路網の状況が地域によって異なり，全国一律に考えるのは難しい。 

バスについては，バス停間隔をあわせて考える必要がある。勢圏を 300mと設定した場合は，バス停間

隔をそれにあわせて調整する必要がある。公共交通空白地域は，一般論としてこうした要素の組合せ

により決まるものである。 

 もう一つの一般論として，公共交通空白地域は，行政が政策評価に用いる場合が多い。その際は，

行政としての評価が，利用者の感覚と必ずしも一致しない事例が多い。勢圏を広くすればカバー率は

あがり政策評価は高くなるが，利用者の不満は残る。交通空白地域を設定して，どのように使ってい

くかで考え方は変わる。 

 

【事務局】 

現設定に対して，駅・バス停まで遠いという意見が年々大きくなっていることから，よりきめ細か 

な交通サービスを提供するために，公共交通空白地域の勢圏を検討することの必要性を感じている。 

一方で，この設定は，施策と一体的に考える必要があり，持続可能な地域公共交通の構築に向け， 

財政部局等とともに慎重に検討し，計画に反映できたらと考えている。 

 

【分科会長】 

公共交通空白地域の設定は，公共交通空白地域に対する施策の話と一体であり，やみくもに広げれ 

ばよいという話ではない。 

 

【委員】 

鉄道とバスで利用ニーズや利用形態が異なることから，駅とバス停を同列に考えてよいのか。近鉄 

名古屋線沿線は，鉄道はあるがバスはないことから，長距離移動が便利な一方で普段の買物での移動

は大変という声がある。資料で駅とバス停の利用圏域を別に設定する案が提示されているのは，こう

した差を意識していると理解している。 

 単純に徒歩圏という観点にすると，駅とバス停の圏域は同一のはずである。駅とバス停の違いを整

理して位置づける必要がある。 

 

【事務局】 

駅とバスの利用目的は異なると認識している。また，駅周辺には駐輪場，駐車場などの整備が進ん 

でいる一方で，バス停はそのような状況にない。鉄道とバスで別として勢圏を整理することを想定し

ている。また，鉄道，バス利用者に対する交通施策をあわせて考えていきたい。 
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【副分科会長】 

高蔵寺ニュータウン（愛知県春日井市）では，駅と最寄りバス停が 1km程度離れている。鉄道を利 

用しない住民にとっては，駅周辺が公共交通空白地域になる。公共交通空白地域の解消のみを目指す

と，この事例のような状況が生じることがある。 

 

【分科会長】 

鉄道・バスの利用形態が異なることに加え，鉄道の性格も異なる。四日市市では，JR・近鉄と，あ 

すなろう・三岐鉄道の勢圏を分けている。後者は，バスに類似した利用のされ方であり，駅間距離も

短いほか，駅構造も異なる。このような要素も考慮する必要があるかもしれない。 

 勢圏は，全国で統一した基準はなく，地域毎に決めるものだが，全国的には，勢圏を駅 1000～800m，

バス停 300mとする事例が多い。駅はバス停と比べてインフラの規模が異なることから，利用者が“到

着した”とする心理的な状況として，鉄道は駅前広場，バス停は標柱に到達した時点であるというよ

うな違いもある。 

 このほか考慮すべき事項として，地域住民の感じ方がある。例えば首都圏のような列車編成が長い

（例えば 12 両編成なら 240m）地域では，駅勢圏を小さく設定すると，列車から見える地域まで公共

交通空白地域になる場合がある。鉄道駅から大きく距離がある地域からは，そうした列車から見える

距離の地域と同じ位置づけになることに対し，不満が募る可能性もある。 

 

【事務局】 

地形的な要素について伺いたい。勾配のある地域に開発された団地（岸岡町，自由ヶ丘など）では， 

高齢化が進み近所のスーパー等への移動が不便という声が聞かれる。一方で，団地内の道路が狭隘で

バス車両が進入できない物理的な障壁もある。地形的な要素に対する対応について，全国で参考にな

る事例があるか。 

 

【副分科会長】 

地形を考慮した公共交通空白地域の設定では，傾斜により歩行所要時間や身体的負担感が増大する 

との考え方に基づき，一定の係数を乗じて勢圏を減じる事例がある。歩行所要時間や身体的負担感に

は個人差があるので，データ集等から平均的なデータを係数として用いている。 

 

【分科会長】 

地形への対応を数値に基づき一律に定めた事例は多くなく，“地形を配慮”という付記で対応する 

事例が多い。橋が少ない地域では，勢圏から川の対岸を削る対応をする事例がある。 

 

【委員】 

既存の設定事例や根拠に基づく事例はあるが，突き詰めて検討した自治体は把握していない。 
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【分科会長】 

確かに，他地域の事例に倣ったものが多い。 

 

【委員】 

高齢者，障がい者，子どもへ施策を実施する際に配慮するための高低差の考慮であればよい。公共 

 交通空白地域の設定を数値的に行うと，無理が生じるのではないか。 

 

【委員】 

伊勢市では，勾配により所要時間を考慮して勢圏を設定しており，いびつな形になっている。度会 

町では，路線バス運行のない地域で町営バスを運行している。山間部では，勢圏を 500m としたうえ

で，バス停から高低差が 40m以上ある地域を公共交通空白地域に加え，町営バス路線を設定した。 

 

【分科会長】 

数値的な基準に落とし込み，一律に設定するのは難しい。伊勢市は，苦労したことと思う。 

 

【副分科会長】 

技術的には，GISを用いれば，道路網に基づく一定時間での到達圏の計測が可能である。また，高 

低差のデータもある。昔に比べると，検討できることは増えている。 

 

【分科会長】 

公共交通空白地域は，その地域で実施する施策の検討とあわせ，どの程度細かな線引きが必要かと 

いう整理が必要かと思う。 

 本日のご意見・ご感想を踏まえ，事務局で検討いただくこととする。本内容は，次回地域公共交通

会議に諮るのか。 

 

【事務局】 

次回地域公共交通会議で具体案を提示することは難しい。今後，より踏み込んだ検証を加えられれ 

ばと思う。施策と一体的に検討すべきとのことなので，庁内調整を図りつつ，次年度に具体的な事務

局案を提示することになる。 

 

４ 地域公共交通計画の骨子案について 

【事務局】 

資料 3により説明 

 

【分科会長】 

今年度は骨子まで策定し，来年度は具体の施策等を議論することになる。 
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【副分科会長】 

視点②（基幹ネットワークとサブネットワークの役割分担を図ること）において，基幹/サブネッ 

トワークが何を指すのか。議論が今後深まっていけば共通認識として見えてくると思うが，現段階で

は想像がつくか。 

 

【事務局】 

今後検討を進める将来ネットワークで示していくことになる。イメージとしては，既存の地域公共 

交通が基幹の位置づけになると思うが，全路線を基幹とするかは協議が必要である。 

 

【副分科会長】 

想定されるサブネットワークの種類が取組の方向性 3に記載されている。まず一般論を示す方法 

がある。 

 

【分科会長】 

普段から交通に接している我々と一般市民では，用語の理解度が異なる。計画を取りまとめる最終 

段階では，言葉の説明（注釈，用語録など）を検討いただきたい。 

 

【委員】 

課題の筆頭が“移動手段の確保”なのに対し，取組の方向性は，第一に，“利用促進と意識醸成” 

となっている。利用しやすい地域公共交通サービスができて初めて意識の話かと思う。 

 

【事務局】 

昨年度実施された「鈴鹿市の公共交通のあり方を検討する会」で示された方向性の順序に沿ってい

る。課題と取組の方向性は，一対一で対応しているわけではないが，優先順位を踏まえつつ，ストー

リーが通るよう見直す。 

 

【分科会長】 

ご指摘のストーリーのほうが受け入れられやすい。 

 

【委員】 

この骨子案は，公表予定か。 

 

【事務局】 

会議資料の位置づけで市 HPにて公開予定である。 
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【委員】 

課題，取組，施策の流れが矢印等で整理されていれば分かりやすいので，検討いただきたい。 

 

【分科会長】 

次年度の議論のなかで，流れが分かるよう進めていただければと思う。 

 

【副分科会長】 

サブネットワークは，法的に慎重になるべき部分が多いと思うが，運輸局はどう考えるか。 

 

【委員】 

制約のなかで，必要な調整，手続きをとる必要がある。骨子案では，既存の公共交通との役割分担 

という文言もあり，整合性を調整したうえで進めていただけるものと認識している。 

 

【委員】 

市民アンケート等で 15分間隔での運行が求められているが，事業者としてハードルが高い。三重 

県では，終日 15分間隔で運行する路線がない現状にある。時間帯によっては，桑名市，四日市市，伊

勢市の一部路線で運行しているところもある。 

 

【委員】 

課題に対する方向性を整理いただければ，事業者としての対応可否が見えてくる。 

課題にある移動手段確保は，車いす等交通弱者への対応について，無人駅での対応にかかる厳しい意

見をいただくことがあり，対応を苦慮している。 

 連絡ダイヤは，三重交通さんと事前に打合せの上，設定している。鈴鹿市さんとしての要望があれ

ば，地域公共交通会議を通じて検討・調整させていただければと思う。 

 

【分科会長】 

対応可能なことと，工夫したが難しいことがある。市民の要望が 30分間隔での運行であったとし 

ても，その実現が課題解決になるかは別の議論である。 

 

【委員】 

基幹ネットワークでは，C-BUSを基幹とするのかという議論もある。鈴鹿市での基幹/サブネットワ 

ークの位置づけを明確にされるほうがよい。公共交通空白地域の議論とも関連する。 

 

【分科会長】 

コミバスはサブに位置付けることが多いが，鈴鹿市では，特に西部路線で基幹としての役割を果た 

している。視点の中で位置づけを整理するのがよいかと思う。 
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 いただいた意見を参考にしながら，地域公共交通会議で骨子案として提出いただく。 

 

５ その他 

【分科会長】 

事務局より「一ノ宮地区乗合ワゴン実証実験について」報告いただきたい。 

 

【事務局】 

令和 3年 1月 25日から，ワンボックスタイプの車両（定員 13人）を使用した，定時定路線型の乗 

合ワゴンの実証実験を開始した。今後，利用実績等を分析し，地域づくり協議会と協議の上，運行計 

画の変更等の見直しを検討していく。 

 

【分科会長】 

利用者から聴取した意見はどのようなものがあるか。 

 

【事務局】 

鈴鹿市役所や鈴鹿市駅で降車された方は，村瀬病院，市役所，あるいは個人医院の利用が多い。鈴 

鹿市駅で鈴鹿中央病院行きの三重交通路線に乗り継ぐ方は少ないようだが，近鉄に乗り継いでの通院 

や，伊勢神宮への観光事例を確認した。オークワ鈴鹿高岡店への利用者が多く，週 3回利用する方も 

あるほか，通院先を変えながら週 4回利用する方もある。利用は定着しつつあるが，利用者数は依然 

少なく，地域とともに周知に取り組む予定である。新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しながら， 

乗合ワゴンを利用した花見など，お出かけを促進するイベントも検討中である。 

 

【分科会長】 

随時状況をご報告いただければと思う。 

2点目，「第 6回鈴鹿市地域公共交通会議について」報告いただきたい。 

 

【事務局】 

3月 26日に第６回交通会議を開催する。後日書面にて案内させていただくので，出欠の連絡をいた 

だきたい。 

 

【分科会長】 

本日の協議事項は終了とする。 

アンケート等でニーズが分かってきた。今後，分析を掘り下げる視点があればと思う。 

 地域グループインタビューで聞かれた，自家用車の利用圏域を地域内のみとし，地域外はバスで移

動してほしいという声は，家族の本音かと思う。他市事例では，バス停に数台分の駐車スペースを確

保したところ，整備から 1年後の時点で常時 3台程度の駐車がみられるまで定着した。農業従事者が
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多く車を手放せない人が多い中，何もしなければ地域公共交通には転換しないが，自家用車を地域公

共交通を含む移動のネットワークに組み込むことで，安全確保，家族の安心，利用促進につなげる検

討が必要と感じる。 

 今後，基幹ネットワークの位置づけとあわせて，サブネットワークを具体的に考えることになるが，

一番大事なのは各地域にあった内容で持続的な仕組みを構築することである。結果として，各地域で

異なる手法となってもよい。行政としては全地域で統一を図る傾向にあるが，地域毎に適した形態が

異なる中で紋切り型にしてしまうと持続しないことが多い。また，具体化にあたっては地域とも議論

いただきたい。 

 以上で本日の協議事項はすべて終了した。進行を事務局に戻す。  

 

【事務局】 

3月 26日に開催する第 6回地域公共交通会議においても，委員各位の出席をお願い申し上げる。 

 

以上 


