
鈴鹿市地域公共交通総合連携計画の修正事項

該当箇所 修正前 修正後 修正理由 意見等の内容，または修正趣旨

Ｐ３
3.交通まちづくりの
推進の必要性と鈴鹿
市地域公共交通戦略
計画の策定

そのためには、コミュニティの活性化や
中心市街地再生、観光交流の活発化など
の鈴鹿市のまちづくり施策と交通サービ
スとの連携を推進して、市内の公共交通
を総合的・体系的に検討するとともに、
ネットワーク化を図って、公共交通の再
生・活性化を推進することが重要となっ
てきている。

交通はまちづくりを支えるサブシステム
であることから、コミュニティの活性化
や中心市街地再生、観光交流の活発化な
どといった鈴鹿市のまちづくり施策をサ
ポートするために、公共交通をソフトな
インフラとして位置づけ取り組みを行う
「交通まちづくり」を推進する必要があ
る。そのためには、市内の公共交通を総
合的・体系的に検討するとともに、ネッ
トワーク化を図って、公共交通の再生・
活性化を推進することが重要となってき
ている。

パブリッ
クコメン
ト意見に
よる

３ページに交通まちづくりとい
う語句が出てきているが，後半
部で説明はあるものの，この時
点で説明されていない語句を用
いるのは不適当ではないか。使
うのであれば，まず概念を説明
するべきであると考える。
関連して前段の説明文「そのた
めには、～重要となってきてい
る。」の部分が総花的でわかり
にくい。

Ｐ４
（１）地域特性・生
活環境
1.地形

面積は194.67k㎡。北部から西南部にかけ
ては海抜50～80ｍの丘陵地を形成してお
り、中央部から東南部にかけては海抜10
ｍ程度の平坦地帯である。丘陵地には大
規模団地が立地し、市街地地域以外の農
漁村型集落は人口規模が比較的小さく分
散している。

面積は194.67k㎡。市の中央部を南西から
北東にかけて鈴鹿川が流れ、北部から西
南部にかけては海抜50～80ｍの丘陵地を
形成しており、中央部から東南部にかけ
ては海抜10ｍ程度の平坦地帯である。丘
陵地には大規模団地が立地し、市街地地
域以外の農漁村型集落は人口規模が比較
的小さく分散している。

パブリッ
クコメン
ト意見に
よる

地域特性・生活環境について，
鈴鹿川の存在が指摘されていな
いことは公共交通を考える上で
問題ではないか。その点につい
ての記述が必要と考える。

Ｐ８
３．地域公共交通の
ニーズと課題
（１）公共交通の利
用実態と問題点

表下段注釈
参考資料３参照
参考資料４参照

表下段注釈の参照箇所にページを入れ
る。
Ｐ３５の参考資料３参照
Ｐ３８の参考資料４参照

パブリッ
クコメン
ト意見に
よる

地域公共交通のニーズと課題に
ついて，下に注釈はあるが，こ
のページに対応する地図を分か
りやすく添付すべきである。

　平成21年度第4回鈴鹿市地域公共交通会議　資料1-2　

1 ページ



鈴鹿市地域公共交通総合連携計画の修正事項

該当箇所 修正前 修正後 修正理由 意見等の内容，または修正趣旨

Ｐ11
■2.通勤交通におけ
るマイカーから公共
交通への以降の取組
3.マイカーが持って
いる～

3.マイカーが持っているドア・ツー・ド
アの利便性の高さから、公共交通への移
行には相当の困難が予想される。そのた
め、市内企業における通勤交通の実態等
を把握した上で、公共交通の利用可能性
を検討する。同時に、公共交通利用の促
進に向けたモビリティマネジメント(Ｍ
Ｍ)の取り組みを推進することが考えられ
る。

3.マイカーが持っているドア・ツー・ド
アの利便性の高さから、公共交通への移
行には相当の困難が予想される。そのた
め、市内企業における通勤交通の実態等
を把握した上で、公共交通の利用可能性
を検討する。同時に、公共交通利用の拡
大に向けて過度にマイカーを利用する状
態からの転換を促す取り組みを推進する
ことが考えられる。

パブリッ
クコメン
ト意見に
よる

通勤交通におけるマイカーから
公共交通への移行の取り組みの
中の，語句「モビリティマネジ
メント」について注釈で説明す
るべきである。　⇒　分かりや
すい表現に修正する。

Ｐ13
③常設機関設置によ
る推進を図る

■プロセス(ＰＤＣＡサイクル)とパート
ナーシップを大切にした鈴鹿方式を発展
させた法定協議会を常設機関化し推進を
担う
地域公共交通会議を中心に、「プロセス
(Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクル)を大切にし、
行政・事業者・地域関係者のパートナー
シップで推進する」という「鈴鹿方式」
を継続、発展させて公共交通の活性化・
再生を図る。そのために、地域公共交通
活性化・再生総合事業後も法定協議会を
継続させて常設機関とし、公共交通活性
化のマネジメントを行う。

■プロセス(ＰＤＣＡサイクル)とパート
ナーシップを大切にした鈴鹿方式を発展
させた地域公共交通会議を常設機関化し
推進を担う
地域公共交通会議を中心に、「プロセス
(Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクル)を大切にし、
行政・事業者・地域関係者のパートナー
シップで推進する」という「鈴鹿方式」
を継続、発展させて公共交通の活性化・
再生を図る。そのために、地域公共交通
活性化・再生総合事業後も地域公共交通
会議を継続させて常設機関とし、公共交
通活性化のマネジメントを行う。

字句の修
正

地域公共交通会議と法定協議会
という語句が混在し紛らわしい
ため字句を統一して用いる。

Ｐ15～

15ページ全体（「（１）具体施策とスケ
ジュール」の見出し及び表）を削除，16
ページの「（２）具体施策（事業）の内
容の見出し」を削除し，以降を1ページず
つ繰り上げる。また，1ページの目次を修
正する。
事業実施期間を，各具体事業欄に追記す
る。

内容の統
合

具体施策の内容が16ページ以降
に詳細に記載されており，内容
的に重複しているため統一す
る。
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Ｐ16
3.マイカーからの利
用転換の推進

モビリティマネジメントの解説を追加す
る。　⇒
＊1.　モビリティマネジメント(Mobility
Management, 略称MM)とは，過度に自動車
（マイカー等）に頼る状態から，公共交
通等を適度に利用する状態へと変化を促
す一連の取り組みを意味する。健康や環
境などに配慮した交通行動を大規模かつ
個別に呼び掛けていくコミュニケーショ
ンを中心とした交通施策のこと。

説明語句
の追加

専門用語を使用しているため解
説文を追加する。

Ｐ18
4.コミュニティバ
ス・Ｃ－ＢＵＳの利
便性向上
■2.西部地域

西部地域では、ルート延伸や増便等の要
望が出ていることから、その対応方針や
サービス方法などを検討する。

西部地域では、ルート延伸や増便等の要
望が出ていることから、その対応方針や
サービス方法などを検討、実証する。

字句の修
正

事業の進捗状況に応じた表記に
修正する。

Ｐ18
4.コミュニティバ
ス・Ｃ－ＢＵＳの利
便性向上
■2.南部地域

■3.南部地域：利便性向上、実証運行事
業の検証、本格運行移行の検討

■3.南部地域：利便性向上方策の検討、
実施

字句の修
正

地域公共交通活性化・再生総合
事業としての実施内容に合わせ
た表記とする。

Ｐ18
4.コミュニティバ
ス・Ｃ－ＢＵＳの利
便性向上
■2.南部地域

3.平成22年度が実証運行期間の最終年度
となることから、事業の検証を行った上
で、本格運行移行の条件検討し、判断を
行う。

左記記述を削除する。
字句の削
除

地域公共交通活性化・再生総合
事業として実施する内容を記載
することとしたため。
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該当箇所 修正前 修正後 修正理由 意見等の内容，または修正趣旨

Ｐ18
6.新公共交通システ
ムの検討・構築

1.公共交通利便性確保・改善検討地域と
して、交通利便性の改善を優先的に検討
するとされた地域(高岡台・国分地区、井
田川・庄野地区)において、新しい公共交
通システムの導入可能性や方策について
調査・検討する。
2.検討にあたっては、既存のバス路線の
改善・見直しを含めて、小規模な需要に
対応したサービスのあり方やシステムの
考え方を整理し、導入方針を検討する。

1.公共交通利便性確保・改善検討地域と
して、交通利便性の改善を優先的に検討
するとされた地域(高岡台・国分地区、井
田川・庄野地区)において、新しい公共交
通システムの導入可能性や方策について
検討・実証する。
2.検討にあたっては、既存のバス路線の
改善・見直しを含めて、小規模な需要に
対応したサービスのあり方やシステムの
考え方を整理する。

字句の修
正

地域公共交通活性化・再生総合
事業としての実施内容に合わせ
た表記とする。

Ｐ19
1.商業施設等との連
携

1.商業施設等との連携［実施主体：交通
事業者、鈴鹿市］

1.商業施設との連携［実施主体：交通事
業者、鈴鹿市、商業施設］

字句の修
正

実施主体を事業内容に合わせる

Ｐ19
1.商業施設等との連
携

1.Ｃ－ＢＵＳで実施しているバスを利用
した買物客への回数券配布サービスを、
Ｃ－ＢＵＳや他の公共交通機関で実施す
ることを検討する。

1.Ｃ－ＢＵＳで実施しているバスを利用
した買物客への回数券配布サービスを、
他の公共交通機関で実施することを検
討、実施する。

字句の修
正

事業の進捗状況に応じた表記に
修正するとともに，文章表現を
整理する。

Ｐ19
1.集客・交流施設と
の連携

1.集客・交流施設との連携［実施主体：
交通事業者、鈴鹿市］

1.集客・交流との連携［実施主体：交通
事業者、鈴鹿市、集客・交流施設］

字句の修
正

実施主体を事業内容に合わせる

Ｐ19
1.集客・交流施設と
の連携

1.鈴鹿サーキットや鈴鹿スポーツガーデ
ンをはじめとした大規模な集客・公益施
設で開催されるイベント時に、鉄道駅や
駐車場等からの公共交通機関によるアク
セス手段の確保を検討する(シャトルバ
ス、乗合タクシー等)。

1.鈴鹿サーキットや鈴鹿スポーツガーデ
ンをはじめとした大規模な集客・公益施
設で開催されるイベント時に、鉄道駅や
駐車場等からの公共交通機関によるアク
セス手段の確保を検証する(シャトルバ
ス、乗合タクシー等)。

字句の修
正

事業の進捗状況に応じた表記に
修正する。

Ｐ19
1.住民との連携

1.住民との連携［実施主体：交通事業
者、鈴鹿市］

1.住民との連携［実施主体：交通事業
者、鈴鹿市、住民］

字句の修
正

実施主体を事業内容に合わせる

Ｐ51
■4.検討経過

※平成20年度第１回(通算第１回／研究会
から通算 21回 )：平成 21年１月 16日
(木)13:30～15:10

字句の追加

検討経過が分かりやすいよう
に、通算第1回の地域公共交通会
議（法定協議会として）の日程
を追記する。
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