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第 3回 鈴鹿市地域公共交通会議 議事要点録 

日 時 令和 2年 11月 20日（金）14:00～16:00 

場 所 鈴鹿市役所 本館 6階 庁議室 

出 席 者 交通ジャーナリスト             鈴木 文彦（副会長） 

中部大学工学部都市建設工学科教授      磯部 友彦 

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 

三重交通労働組合 中瀬支部支部長      村田 和久 

鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会会長        辻 泰生 

伊勢鉄道株式会社取締役総務部長       小林 孝司（監査委員） 

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       中根 真由美（代理） 

三重県鈴鹿建設事務所副所長保全室長     飯田 充孝 

鈴鹿警察署交通官             田名瀬 克也 

鈴鹿市自治会連合会 副会長          畑 憲二 

鈴鹿市老人クラブ連合会 会長        山本 勝也 

鈴鹿市老人クラブ連合会 女性部 女性部長  落合 淳子（代理） 

鈴鹿市生活学校 会長            渥美 恭子 

鈴鹿市社会福祉協議会会長          亀井 秀樹（監査委員） 

職   員 鈴鹿市 都市整備部 部長 棚瀬 研一 

          参事 今村 隆之 

 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） 

欠 席 者 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 

鈴鹿商工会議所 副会頭 田中 久司 

鈴鹿市 副市長 谷口 誠（会長） 
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１ あいさつ 

【事務局】 

事務局長（都市計画課長）より，あいさつ。 

 

（１）会長あいさつ 

【副会長】 

会長が欠席のため，副会長として代行させていただく。コロナにより難しく，先の見えない状況に

ある。地域公共交通についても全国的に様々な影響がある。後程述べるが，鈴鹿市における地域公共

交通をより良くするため，たゆまぬ議論をしていきたいので，委員の皆様のご協力をお願いしたい。 

 

（２）自己紹介 

各委員より自己紹介 

【事務局】 

鈴鹿市地域公共交通会議規程に基づき，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。 

 

【副会長】 

本日の会議は，公共交通会議委員 19名に対し出席委員 17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。 

  傍聴人は 2名であり，只今から入室を許可する。 

 

―（傍聴者 2名入場）― 

 

２ 鈴鹿市地域公共交通計画の策定について 

【事務局】 

資料 1-1，1-2により説明 

 

【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

質問等がないようなので，資料に沿ったスケジュールにて計画策定を進めていただきたい。 

 

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 

 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_1-1.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_1-2.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_2.pdf
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【副会長】 

質問等があればお願いしたい。用語などで耳慣れないものがあったので，そうした質問も受け付け 

させていただく。これからの地域公共交通計画は，改正された地域公共交通活性化再生法に基づいて 

進めていくことでご理解いただきたい。 

 

４ 鈴鹿市の地域公共交通の現況について 

【事務局】 

資料 3により説明。なお,資料 13頁の“令和元年度”を“平成 30 

年度”に修正いただきたい。 

 

【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

 

【事務局】 

事務局として補足する。C-BUS利用者数は，平成 28年度の運賃改定以降減少傾向にあるが，運賃改 

 定以外の要因としては，沿線の学校の学級数減少等が考えられる。また，一度地域公共交通を離れる 

と利用が戻ってこないことが想定される。コロナ禍における地域公共交通の維持は大変厳しい状況 

にあり，状況分析をしっかり行った上で，ウィズコロナ時代の地域公共交通計画を検討していきたい。 

 

【委員】 

鈴鹿市で保有するスクールバスの台数について把握されているか。 

 

【事務局】 

市としては保有していない。 

 

【委員】 

鈴鹿市の学校規模適正化について内容を伺うと，現在，小学校で 10倍くらい生徒数の差があり，今 

後，児童数が減少していく中で，この格差是正について，審議会から答申が出されている。鈴鹿市と 

して，児童数が多い小学校については，将来的に生徒数が減少していくから対策しないと聞いている。 

一方で，小規模校は，令和 8年度に複式学級になると聞いている。複式学級の準備に向けては 5年程 

度前から対応しないと進められない。複式学級か，統廃合か，小中一貫校かという議論の中で，スク 

ールバスを導入し，多い学校から少ない学校へ送迎してはとの議論がある。市としては，どのように 

考えているか。 

 

【事務局】 

学校規模適正化については，解決すべき課題，かつ，時間的な逼迫した問題と理解している。解決 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_3.pdf
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手法としてスクールバスがあるとは思うが，今回の公共交通計画は、広く市民の方を対象としたもの

であり，直接の言及を盛り込むものではないが，十分に配慮して検討していく。 

 

【委員】 

市役所の部門間の連携を図っていただきたい。 

 

【委員】 

愛知，岐阜でも学校統廃合の事例があり，一般の路線バスで小学生が通学する事例，逆に，コミュ 

ニティバスで小学生を輸送する事例，また，教育委員会で独自のバスを用意している事例もある。こ 

うした事例を地域公共交通に盛り込むかとの議論については，従来，緑ナンバー（バス等の事業用自 

動車）を中心に議論をしてきた一方で，白ナンバー（自家用自動車）を含めて地域の方の足を守ると 

いう考え方も必要であり，今までの考え方と変えていく必要がある部分もある。本計画で対象とす 

る地域公共交通の範囲について，今後，議論が必要である。 

 

【副会長】 

一般の路線バスにスクールバス機能を持たせる方法がある。また，スクールバスに一般人を混乗さ 

せる方法もある。一定の送迎ボリュームがあれば，スクールバスのみで運行できるが，お互いの融通 

により地域の移動手段を確保する事例がある。学校統廃合の議論とともに検討が必要である。一方で， 

スクールバス運行には車両に加え運転手の確保も必要となり，全国的に運転手の人材不足という状況 

にあることを念頭に入れた議論が必要である。 

 

【委員】 

スクールバスと路線バスとの連携については，三重交通でも，伊賀市，松阪市，伊勢市等で小学生

が路線バスで通学する事例がある。また，路線バスを活用してスクールバスとして運行する事例もあ

り，いろいろな手法がある。鈴鹿市にどういった形が合うのかを模索していくことについては，我々

も協力させていただきたい。 

 

【副会長】 

事務局は，委員からの意見にもあったように，スクールバスについても検討するなど，地域公共交 

通の現況を整理，分析した上で，計画策定を進めていただくようお願いする。 

 

５ 第 1回鈴鹿市地域公共交通会議分科会の結果について 

【副会長】 

資料 4により説明 

 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_4.pdf
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【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

質問等がないようなので，協議事項に移る。 

 

６ 協議事項 

（１）利用者実態ニーズの把握の進め方について 

【事務局】 

資料 5により説明。 

 

【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

 

【委員】 

アンケートを実施する場合，利用者へのアンケートはこれでよいと思うが，利用しない方へのアン 

ケートもすべきではないか。 

 

【事務局】 

バス利用者への調査に加え，市民アンケートやグループインタビューの実施により調査する予定で 

 あり，利用者しない方の意見も伺っていきたいと考えている。 

 

【委員】 

市民アンケートを世帯あたり，2枚配布する形で実施するとのことだが，地域公共交通を使ってい 

ない方の意見を把握できるような内容に調査票を作成することを助言させていただく。例えば，調査 

票のタイトルを「ふだんの交通についてお伺いする」とし，使っていない人でも答えられるようにす 

るなどが考えられる。 

 

【事務局】 

広くご意見を頂戴できるよう検討させていただく。 

 

【委員】 

鈴鹿市生活学校として，鈴鹿ハンターの利用者へアンケートを取っている。4年やって市にも提出 

しているが，確認いただいているか。 

 

【事務局】 

確認させていただく。 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_5.pdf
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【委員】 

  約 200票をまとめている。 

【副会長】 

調査はいろんな視点でやることが有効。事務局で，ぜひ確認をお願いしたい。 

市民アンケートの調査票については，高齢者が回答する際，苦労されるかもしれない。高校生であ 

れば，スマートフォンでもアンケートができるので，そういうやり方も検討してみてはいかがか。 

 

【事務局】 

高校生へのアンケートは，市内 5校を対象に QRコードを用いた調査方法を検討している。 

 

【副会長】 

調査内容は，本日の意見を反映のうえ進めていただきたい。次回の地域公共交通会議までに調査を 

実施するスケジュールのため，最終的な調査内容については，本日の意見を反映のうえ実施というこ 

とでよろしいか。 

 

―（委員の異議がないことを確認）― 

  

事務局は，アンケート等の調査にあたって，委員からの意見をもとに，再度検討いただき進めてい 

ただくようお願いする。 

 

（２）コミュニティバス（C-BUS）の経路変更等について 

ア 白子・平田線「白子サンズ」停留所の廃止に伴う運行経路及びダイヤの変更案について 

【事務局】 

資料 6-1により説明。資料中，「休止」の表記がある箇所は，「廃止」 

に修正いただきたい。 

 

【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

 

【事務局】 

白子サンズについては，概ね 2年程度かけて工事を行うと確認させていただいており，完成後の建 

築物の詳細等は聞いていないが,計画がでてきた時点でバス停の再設置等を検討していきたいと考え 

ている。 

 

【副会長】 

コミバス停留所は，地域公共交通会議合意事項となる。賛同いただける方は挙手をお願いする。 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_6-1.pdf
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－（委員全員の挙手を確認）－ 

 

地域公共交通会議の合意が整ったものとする。 

 

イ 白子・平田線「番場」停留所の移設案について 

【事務局】 

資料 6-2により説明。 

 

【副会長】 

質問等があればお願いしたい。 

本件は，地域公共交通会議合意事項となる。賛同いただける方は挙手をお願いする。 

 

－（委員全員の挙手を確認）－ 

 

地域公共交通会議の合意が整ったものとする。 

 

７ その他 

【事務局】 

資料 7に基づき説明。 

 

【委員】 

一ノ宮地域の運行については，2年間という長期間になる。できれば途中段階でルートや停留所位 

置の見直しができるようにしておいた方が良いので，運行形態については，区域運行や，区域運行と

路線定期運行との組み合わせとしてはいかがか。 

 

【事務局】 

計画を進めるにあたり，一ノ宮地区の住民を対象に，全世帯にアンケート調査票を配布し，調査し 

たところ，バスのような定時定路線での運行を望まれるという結果であった。地域に対して，デマン

ド運行の提案も行ったが，予約の煩雑さ等の理由により，定時定路線の運行形態に決定した。これで

すべてがクリアになるというわけではないが，まずはこの運行形態でスタートして，今後，地域にふ

さわしい運行形態を模索していきたいと考えている。 

 

【委員】 

あくまでテクニックとして申し上げた。区域運行として申請を行い，実際には特定の道路を通る。 

必要であれば見直すという形はいかがか。 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_6-2.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/03_7.pdf
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【委員】 

4条申請でなく 21条申請なので，4条よりは見直しは容易である。 

【委員】 

実証運行の実施であるから，期間中にしっかり検証と見直しをしていただきたい。 

 

【事務局】 

地域主体の交通システムの運行は初めての試みであることから，実証実験の検証を行い，市内の他 

地域での導入等も検討し，計画に盛り込んでいきたい。 

 

【副会長】 

検証や見直しはぜひお願いしたい。地域主体の試みは今後非常に重要である。運行後の経過につい 

ては，公共交通会議メンバーと情報共有を行っていただきたい。 

 

委員からの報告事項 

【委員】 

本年度，伊勢市において，連節バス「神都ライナー」を運行する。今後，12月下旬より臨時バスと 

して投入し，正月の運行にも投入する。本格運行は令和 3年 4月を予定しているので，ぜひご乗車い 

ただきたい。 

  もう一点は，バスロケーションシステム（Bus-Vision）の地域拡大のご報告である。鈴鹿市の中勢 

営業所管内においては，平成 27年から導入済であるが，今回，伊勢営業所管内へ拡大する。鈴鹿市内 

外等への移動の際に活用いただきたい。 

  また，長沢線については，10月 1日より四日市市との協働社会実験として「こにゅうどうくんライ 

ナー」として運行を開始した。平田四日市線のフィーダー系統として開設し，現在は 1日あたり約 20 

人の利用がある。乗継拠点としたイオン四日市泊での利用者が増加しており，順調な開始となってい 

る。 

 

【委員】 

連節バスは出口を絞ると降車に時間がかかる。1日乗車券利用者等は中扉からでも降車できるよう 

に工夫してはどうかと考えている。 

 

【委員】 

円滑な乗降に向け，運用の中で対応していく予定だが，主要な停留所では担当者を配置する予定で 

ある。 
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【委員】 

岐阜市では，降車に 5分かかる例もある。 

 

【副会長】 

連節バスについては，他都市では，外国車が多いが，国産車の導入は国内 3事例目である。 

 

委員からの報告事項 

【委員】 

最近，テレビや新聞等で取り上げられている危険なバス停について，10月 30日に運輸支局のホー 

ムページで公開した。三重県内では 88箇所あり，鈴鹿市内でも C-BUS停留所 1箇所が該当している。 

  経緯としては，横浜市における横断歩道 5m以内のバス停で降車した児童の交通死亡事故を契機と  

して，バス停の潜在的な危険性が認識され，安全対策を講じていくこととなった。今後，バス停の移

設や注意喚起等について，地域の実情を踏まえて安全対策を検討していくことにしている。 

 

【副会長】 

他にご意見がなければ，進行を事務局に返させていただく。 

 円滑な議事進行にご協力いただき感謝申し上げる。 

 

事務連絡 

【事務局】 

本日の交通会議にていただいたご意見を踏まえ，より良い計画策定につなげていきたい。 

 

以上 


