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令和 2年度 第 6回 鈴鹿市地域公共交通会議 議事要点録 

日 時 令和 3年 3月 26日（金）13:30～15:15 

場 所 鈴鹿市役所 本館 5階 503会議室 

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

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 所長    内山 宜哉 

三重交通労働組合 中勢支部支部長     村田 和久 

鈴鹿市旅客自動車協会 鈴乃会 会長     辻 泰生 

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 

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     藤野 和輝【代理】 

鈴鹿市 副市長               杉野 浩二（会長） 

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 

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 中部大学工学部都市建設工学科教授  磯部 友彦（副会長）【欠席】 

伊勢鉄道株式会社取締役総務部長   小林 孝司（監査委員）【欠席】 

三重県鈴鹿建設事務所副所長保全室長 飯田 充孝【欠席】 

鈴鹿警察署交通官          田名瀬 克也【欠席】 

鈴鹿商工会議所 副会頭       田中 久司【欠席】 
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１ あいさつ 

【事務局】 

交通会議に，出席いただき感謝申し上げる。当会議は，計画策定に向けて，利用者実態ニーズ把握 

調査，分析に基づき，分科会，交通会議において議論してきた。本日の第 6回目の交通会議について

も，よろしくお願い申し上げる。 

 

【会長】 

2月 10日に谷口副市長の退任を受け，鈴鹿市地域公共交通規約に基づき新会長を担うこととなっ 

た。委員各位には，平素より交通行政にご理解，ご協力を賜わり感謝申し上げる。 

地域公共交通の利用者の確保，利便性向上のため，様々な議論を重ねてきている。本日の会議にお 

いても，委員からの忌憚のない意見を賜り，今後の施策につなげていきたい。 

 

【事務局】 

資料 5のタイトルは「事業報告（見込み）」に訂正をお願いする。 

本会議は公開とする。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する。この方針でよろしいか。 

 

－ 委員からの異議なし ― 

 

この方針で進めることとし，会議規程に基づき，進行を会長に交代させていただく。 

 

【会長】 

本日の会議は，交通会議委員 19名に対し出席委員 14名であり，委員総数の過半数の出席があるこ 

とから，会議規程に基づき会議の成立を宣言する。 

 傍聴人は 3名となっている。会議を公開とすることから，入室を許可する。 

 

－ 傍聴者 3名入場 － 

 

２ 協議事項 

(1) 第 2回鈴鹿市地域公共交通会議分科会概要について 

【事務局】 

資料 1により説明 

 

【会長】 

  意見がないようなので，次の事項に進む。 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_1.pdf
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(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 2により説明 

 

【副会長】 

コロナ禍による利用の変化を調査対象とするのは，今までになかったことかと思う。これからの 

地域公共交通を考えるにあたり，コロナ禍後の動きが見えないことはあるが，変化を前提として考え

ていかねばならないということが調査結果から見えてきたので，今後の検討の視点として重要である。 

 今後，より複数の視点からの検討が必要かとは思うが，綿密に調査がされているので，今後これを

ベースに検討していければと思う。 

 衝撃的であったのは，市民アンケートにより「コロナ禍で地域公共交通が安心できないので利用を

控えている」方が半数以上にのぼることであった。各交通事業者が換気対策等を行っているほか，車

内感染が広がった事例はない。しかしながら，イメージが不安につながっていることから，地域公共

交通の安全性をアピールしていかねばならないことが見えてきた。分科会でも，資料 1にあるとおり，

地域公共交通の安全性 PRを行政・地域も一体となって行う必要性を感じているところである。 

 鈴鹿市民は，普段公共交通を使う比率が低いことから，使っていない方についても，不便と思い込

んでいるが，本当のところはどうなのかというアピールの必要性も感じたところである。 

綿密な調査をしていることから，様々な視点から分析，整理をしていただき，今後の計画策定に繋

げていただければと思う。 

 

【会長】 

ご意見・ご質問等があれば発言をお願いしたい。 

 

【委員】 

地域住民が，公共交通について不便だと行政に主張しても，改善されずあきらめている状況があ 

る。 

例を挙げると，アンケートに記載はないが，「観光都市鈴鹿」としての視点において，県外から鈴鹿

市に来る観光客は不便を感じている。公共交通を利用してスポーツガーデン（三重交通 Gスポーツの

杜 鈴鹿）に向かう場合，白子駅から直通のバスがあるが，若い人は，スマートフォンでスポーツガー

デン最寄り駅を検索して伊勢鉄道の徳田駅に向かう状況がある。最寄り駅の徳田駅から C-BUSに乗り

継ぐ場合 1 時間半ほど待たなければならないし，C-BUS に乗って 6 分で三重交通 G スポーツの杜鈴鹿

ぐち停留所に着いたとしても，スポーツガーデンまで約 2kmある。剣道着など荷物の多い人は悲惨で

ある。地域の人は，スポーツガーデンで催しがある場合 C-BUSを利用していない。 

 この調査では鈴鹿市圏外の意見が反映されていない。なぜ，C-BUS は，施設まで乗入れを行わない

のか。 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_2.pdf
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【事務局】 

要望は承っている。C-BUSは生活路線という考え方で，普段の生活の移動における利便性を重視し 

 て運行計画を検討してきている。スポーツ施設への乗入れは議論をしているが，現状の路線から，往 

復で 4km路線が延長することとなると 1便あたり運行時分が 10分程度増加する。1日の運行時間が延 

びることで，所要時分，便数，乗務員確保等の問題が発生する。いただいたご意見を踏まえて，この 

計画策定においても今後，議論していく。 

 

【会長】 

他に意見が無いようなので次の事項に進む。 

 

(3) 公共交通空白地域の考え方について 

【事務局】 

資料 3により説明 

 

【副会長】 

公共交通空白地域について考え方を決定したわけではない。説明にあったように，交通空白地域の 

設定に決まりはなく，各市町村が状況を見ながら設定してきている。全国的には，バス停から 300m， 

駅から 800m～1km圏が多いのは事実である。バス停勢圏を 1kmとするのは，隣のバス停まで包含する 

ことになり，少し大きいという意見が分科会であった。停留所の置かれた状況等を踏まえて検討すれ 

ば良いが，駅 800m～1km，バス 300m程度が妥当という感覚がある。 

  鉄道駅は，インフラがバスと比較して充実している。編成両数の多い駅では，ホームだけで 200m 

を超える。勢圏を小さくした場合，ホームの見える地域でも空白地域になることがあるほか，駐輪場 

が駅から 200m程度離れている事例もある。勢圏を小さくすると，イメージと実態が離れてしまう， 

あるいは，駅・停留所からより距離のある人から，駅付近と自宅が同じ公共交通空白地域の位置づけ 

なのかという市民感覚を抱かれる可能性があり，これにも配慮する必要がある。 

  また，公共交通空白地域の設定は，施策とあわせた議論が必要と分科会で意見を出したところであ 

る。 

 

【会長】 

ご意見・ご質問があれば発言をお願いする。 

今後，空白地域の設定に併せて施策を考えていくという整理で次の事項に進む。 

 

(4) 鈴鹿市地域公共交通計画の骨子案について 

【事務局】 

  資料 4により説明。 

 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_3.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_4.pdf


5 

【副会長】 

分科会では，課題，取組の方向性，視点という似た言葉があるので，話の流れを明確にした上で， 

具体の施策，事業につなげる必要性があると意見があった。 

 コロナ禍に関わらず，限られた資源をいかに有効に使ってニーズを満たすかが重要である。湯水の

ように予算をかけられるわけではないので，その視点の中で，基幹，サブネットワークを誰がどのよ

うな責任をもって担うかという検討が，来年度の計画策定で肝になる。これまでは，鉄道，バス，タ

クシーという従来の地域公共交通の枠の中で考えていたところであるが，多様化する移動ニーズを満

たしていくには，地域主体の取組も重要になる。そのあたりについては，施策検討にあたり，関係者

から意見をもらいながらやっていく必要がある。 

 なお，分科会では，骨子案の内容については，問題なしとの結論に至った。 

 

【会長】 

ご意見，ご質問があれば発言をお願いする。 

 

【委員】 

地域の主体性とはどのようなことか。一ノ宮のような取組を期待しているのか。 

 

【事務局】 

公共交通ネットワークは，行政，交通事業者が運行，維持してきた歴史がある。車社会になり，公 

共交通利用者が減少する中では，地域に見合った交通手段が地域から芽生えてくることも重要である

と考える。地域の知恵，提案に基づき，行政がフォローアップしながら進める考え方を示したところ

である。 

 

【委員】 

地域に主体性を求めるならば，具体的な説明を求める。 

 

【事務局】 

一ノ宮地区では，日常生活の移動手段の必要性について，地域づくり協議会が主体となり考え，行 

政との協働事業として乗合ワゴンの実証実験を開始した経緯がある。他の地域においても，地域住民

と膝を詰めて協議し，移動手段について考えていければと思う。 

 

【委員】 

公共交通空白地域について，100％解消を目指すのか，その他の施策で対応するのか，考え方によ 

って対応が変わってくる。また，鉄道とバスでは利用目的が違うことから，公共交通空白地域の検討

も併せて考慮する必要がある。 

 社会福祉協議会で取り組む福祉有償運送は，バス停 300m圏内でも利用対象である。距離的・面的対
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応とは別に，利用者層を踏まえた福祉的な視点等も加えていただければと思う。場合によっては，教

育委員会なども含めた総合的なソフト施策の検討を深めていただきたい。 

 

【事務局】 

公共交通空白地域の設定と施策の検討は，セットで整理していくよう考えている。来年度は，きめ 

細やかに対応できるよう全庁的に本計画策定とあわせて検討していく予定。 

 

【会長】 

本日の意見を整理し，本計画骨子案を修正しながら計画策定を進めていただきたい。 

 

(5) 令和 2年度鈴鹿市地域公共交通会議事業報告（見込み）について 

(6) 令和 2年度鈴鹿市地域公共交通会議決算報告（決算見込み）について 

 

【事務局】 

資料 5,資料 6により説明 

 

(7) 令和 3年度鈴鹿市地域公共交通会議事業計画（案）について 

(8) 令和 3年度鈴鹿市地域公共交通会議予算（案）について 

 

【事務局】 

資料 7，資料 8により説明 

 

【会長】 

委員からの意見が無いようなので，以上とする。事項(5)～(8)の議決はどのように行うか。 

 

【事務局】 

内容確定後に監査委員で確認いただき，5月中には書面でお諮りする。 

 

【会長】 

委員には書面議決の対応をお願い申し上げる。 

 

３ 報告事項 

(1) コミュニティバス（C-BUS）の現況について 

 

【事務局】 

資料 9により説明 

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_5.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_6.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_7.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_8.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/city/access/kaigi/06_9.pdf
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【会長】 

委員からの意見が無いようなので，次の事項に進む。 

 

(2) 一ノ宮地区乗合ワゴン実証実験の現況について 

【事務局】 

本実験は，市内の公共交通空白地域等における移動制約者の生活交通の確保を図るため，地域住民 

 が乗合旅客輸送の必要性について考え，導入，運行することを目的とした実証実験であり，令和 3年 

1月 25日から運行を開始した。使用車両は 13人乗りのワゴン車であり，時刻，路線を定めた定時定 

路線型の運行形態である。 

  今後，利用実績や利用者の意見・要望などに基づき，地域，行政，交通事業者の 3者が協議を行い， 

運行計画の変更などを検討し，地域に根差した移動手段となるよう取り組んでいく。 

 

【会長】 

委員からの意見が無いようなので，次の事項に進む。 

 

４ その他 

【副会長】 

鉄道ジャーナルのバスにかかる頁を配布させていただいた。今年度の C-BUSの利用状況は，全国の 

傾向と類似している。こうした中，各交通事業者，バス事業者が感染拡大防止対策で取り組んでいる 

ことを記事に反映した。記事では，バスを安心して利用いただけるような情報提供が必要であるとま 

とめている。もう 1つは，三重交通さんの連接バスの記事をお配りした。 

 

【委員】 

神都バスは，12月 19日に伊勢神宮内宮で出発式典を開催した。現在，伊勢神宮内宮・外宮を結ぶ 

バスとして，平日 1本/時間，土休日 2本/時間運行している。このほか，ポケモンをあしらった電気 

バスも運行している。伊勢神宮へお越しの際は，ご利用いただきたい。 

 

【事務局】 

資料「令和 2年度地域公共交通確保維持改善事業の二次評価について（通知）」より，運輸局に問題 

ないと評価いただいた。その他いただいた意見は，今後の計画策定に反映していく。 

 利用促進を目的に作成発行している公共交通時刻表の更新版を配布した。交通事業者，市内事業所

からの協力・協賛に感謝申し上げる。広報すずか 4月 5日号にあわせて市内全戸配布予定である。 

 現委員は，令和 4年 6月 9日が任期となる。それ以前の委員交代の際は，解職・任職が必要となる

となるので，事務局へ連絡いただきたい。 

 

【会長】 
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以上で第 6回鈴鹿市地域公共交通会議を終了とする。本日の意見を計画に反映していく。 

 

【事務局】 

次年度の交通会議は 6月以降の開催を予定している。 

以上 


