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鈴鹿市地域公共交通総合連携計画（素案）への意見募集の結果 

 

「鈴鹿市地域公共交通総合連携計画（素案）」の内容について，意見募集を行いましたところ，

市民の皆様からたくさんの貴重な御意見をお寄せいただきました。   

今回いただきました御意見の概要並びに，御意見に対する市の考え方を併せて公表するとと

もに，御意見をいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

※提出された御意見は，その趣旨と齟齬（そご）が生じる場合があるため，ほぼ原文の

まま利用させていただきました。 

 

■意見の募集期間 平成22年2月8日（月）～平成22年3月4日（木） 

■意見提出者  2名    ■意見件数 27件 

御意見とそれに対する市の考え方 

№ 御意見 市の考え方 

１．計画策定の趣旨 

１ 

本計画案について，全体として項目羅列

的な形になっており，本質的なところ，ど

のように地域公共交通と都市マスタープラ

ンなどの都市計画が連携しているかなど

がわかりにくい。 

また，その点について指摘しているところ

も少なく，計画として不十分なものである

と言わざるを得ない。 

その点について，どのように対応するの

かを説明に加えるべきではないか。 

本計画は，第５次鈴鹿市総合計画に掲げ

る将来都市像や政策の実現を目的に，市

内公共交通の現状を整理，分析し，活性

化を図るためにどのような方針で何に取り

組んでいくべきかをまとめたものです。 

また，計画の方向性は都市マスタープラ

ン等の都市づくりの基本構想にも合致し

たものです。 

２ 

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が総花的でわかり

にくい。 

交通まちづくりの概略が分かるように追記

します。 
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２．鈴鹿市の地域特性と交通の現状 

３ 

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。 

鈴鹿川の存在については，地形条件によ

る移動困難性の大きな要因のひとつとし

て認識していますが，分かりやすいように

追記します。 

４ 
経済の状況について，白子駅周辺につい

て取り上げられていないのはどうしてか。 

生活環境の中での経済状況ということで、

最も特徴的な傾向を述べているもので，

市内の各産業分析を主眼としたものでは

ないためです。 

５ 

交通の現状について，利用者の減少につ

いての分析が行われていないのはなぜ

か。 

現状を述べており，利用者の減少要因は

実態把握調査で分析し，課題として整理し

ています。 

３．地域公共交通のニーズと課題 

６ 

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。

 

注釈の中に該当する地図のページ番号を

追記します。 

７ 

需要の開発とネットワーク形成に向けた

課題について，マイカーを持たない人，免

許を持たない人への配慮に欠けているの

では。例えば，子育て世代でマイカーを持

たない人，免許を持たない人がいるが，そ

の点について指摘が全くない事は，計画

自体の妥当性に疑問を呈するものだと考

える。 

移動困難性の克服といった点では，御指

摘の層の方々も含め移動制約者への全

体的な対応が課題であると認識していま

す。 

８ 

需要（利用）開発とネットワーク形成に向

けた課題について，利用者減少の要因と

して料金面，定時性についてが指摘され

ているが，その点については，例えば白

子駅から鈴鹿市役所までの移動につい

て，それぞれを使った場合の，料金コスト

の比較と，時間の比較の表を提示するな

どして分かりやすくするべき。 

 

本計画の中ではなく，具体事業の実施に

おいて，そういった説明を行い，公共交通

の利用促進に向けた啓発に努めます。 
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９ 

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。 

モビリティマネジメントという専門的な語句

ではなく，分かりやすい表現に修正しま

す。 

10 

小規模需要に対応した新しい交通サービ

スの検討について，議員からの提案がど

のようになっているかを明示すべき。 

また，検討対象は，行政主導ではなく，地

域住民との連携の中で設定することを記

載すべきである。 

議会からの意見は，議会の中で公開され

ており本計画では示しておりません。 

地域選定については，住民・利用者の意

向を把握するための実態把握調査結果

の分析に基づくものであり，行政の意向で

判断したものではありません。 

11 

Ｐ１１まちづくりとの連携の必要性の中で

述べられている「交通まちづくり」について

は本計画冒頭で指示すべきである。 

また，既存市街地の活性化や，コンパクト

シティの考えがここに見られないことは，

計画策定の際に問題ではないか。 

人口減少社会を想定した鈴鹿のまちづく

りのあり方ときちんと関連付けるべきであ

る。 

Ｐ３において交通まちづくりの概念を説明

します。 

また，3つの中核的な市街地におけるまち

づくりとの連携において公共交通の活性

化・再生を図ることで，既存市街地の活性

化等についても関連性が保たれると考え

ています。 

４．計画の方針と考え方 

12 

地域公共交通の活性化及び再生の基本

的な方針について，交通弱者への視点が

欠けていることについてここできちんと記

述するべきである。 

また，交通ばかりに特化してしまっている

ことは，あまりにも狭い考え方で計画を策

定していることになっていないか。これを

前提にするべきではない。 

基本的な方針は，将来的な公共交通網の

あり方について述べたものです。これを実

現するための施策目標が，次の計画の目

標であり，移動制約者への対応について

はこの中で記述しています。 

また，本計画はまちづくりとの連携を視野

に入れたもので，公共交通の量的・質的

なことだけに特化して検討しているもので

はありません。 



 
 

- 4 - 
 

13 

常設機関設置による推進を図ることにつ

いて，このような取り組みのスタイルは，

特出しで「鈴鹿方式」として記述するたぐ

いのものではないから，表現については

改めるべき。 

現在の地域公共交通会議そのものにつ

いても，はたしてこのような形で良いのか

の議論もないまま，これを前提にするべき

ではない。 

地域公共交通の活性化は，地域関係者

全体の創意工夫による取り組みが欠かせ

ません。本市の場合，西部地域Ｃ－ＢＵＳ

の導入時などにおいて，住民との連携や

様々な支援活動が芽生え，その点が全国

的にも評価，注目されてきました。そうい

った本質的な部分が重要と考え特に記載

しています。また，地域公共交通会議は，

多くの地域関係者の御協力のもと運営さ

れており，今後も活性化に向けたマネジメ

ントを行う組織として位置づけています。 

８．具体施策（事業） 

14 

公共交通の利便性向上事業について，新

公共交通システムの検討・構築で，公共

交通利便性確保・改善検討地域における

新しい交通サービスの検討としているが，

この課題設定が正しいとは限らないので

はないか。市民ニーズと都市計画とを連

携させて設定すべきと考えるがどうか。 

実態把握調査の中で住民ニーズの内容

を考え設定したものです。 

実施にあたっては，市全体の都市計画の

方針や個々の地域のまちづくりの方針と

も連携を図っていきます。 

15 

将来世代への啓発について，市内中学校

部活での練習試合や市内大会での，公共

交通利用を規定するというのはどうか。 

具体事業の実施内容を精査していく中で

参考にさせていただきます。 

16 

コミュニティバス・Ｃ－ＢＵＳの利便性向上

について，南部地域について，現状でよい

のかどうかも含めて，実証運行の精査を

行うことを記述するべきではないか。 

実証運行事業として実施しておりますの

で，そういった検討については今後行って

まいります。 

17 

新公共交通システムの検討・構築につい

て，公共交通利便性確保・改善検討地域

の個所で，高岡台・国分地区，井田川・庄

野地区と限定してしまうことは，地域公共

交通のあり方からすれば問題があるので

はないか。富山市や福井市のような観点

での取り組みが抜け落ちていることは問

題である。「団子と串」のような考え方を参

考にするべき。 

実態把握調査からまず優先して短期的に

検討すべき地域として選定したものであ

り，これらの地域の改善状況も踏まえて，

他の地域についても，まちづくりの観点か

ら必要に応じて中期的，長期的な視点で

地域公共交通の改善について考えていき

ます。 
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18 

実態把握調査結果の概要について，生活

圏や他の交通機関との関連から，聞き取

り調査の地域が設定されているとは考え

にくい。その点は，コンサルタントではな

く，行政がしっかりと取り組むべきところで

ある。 

対象地域の選定は，地域性や公共交通

機関によるサービスの実施状況を踏まえ

て設定しています。 

また，計画の策定については，行政として

も目標を持って取り組んでいます。 

19 

今回の計画について，これからの鈴鹿市

の地域公共交通とまちづくりの関連性，市

民生活との関連がよくわからない状況に

なっている。 

都市マスタープランなど関連する計画と，

体系的に図で示した計画を提示するべき

である。 

他計画との関連性として計画の位置づけ

的なものは示していませんが，総合計画

における将来都市像の実現や，都市計画

マスタープランにおける交通施設の整備

方針等とも連携を図っているものです。 

20 

パブリックコメントだけではなく，地区市民

センターや公民館を活用して，計画に関

する意見収集をするべきではないかと考

える。 

公共交通の維持・拡充に向けては，多様

な主体との連携が必要不可欠であり，今

後，さらに利用者・住民はもちろん多くの

地域関係者との連携を図っていきます。 

21 

自転車，公共交通ともに商業施設との連

携について。 

施設終了時間と公共交通の最終便の連

携。 

商業施設との連携事業の中で，今後，商

業施設，交通事業者との協議を進めま

す。具体施策の実施内容については，御

提案いただいた内容も含めて協議，検討

します。 

22 

四日市・津方面のバスの利便性向上。 

市外主要地域・施設から市内集客施設へ

のアクセス向上。 

集客・交流施設との連携事業の中で，今

後，集客施設，交通事業者との協議を進

めます。具体施策の実施内容について

は，御提案いただいた内容も含めて協

議，検討します。 

23 

路線バスについて，料金・路線において

地域実験の実行を希望。 

（低額・定額料金，駅から病院までの途中

停車なし，バスの日 等） 

公共交通の利用促進事業，利便性向上

事業の中で，今後，交通事業者との協議

を進めます。具体施策の実施内容につい

ては，御提案いただいた内容も含めて協

議，検討します。 
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24 

中心的な市街地3地区の県政策との連携

強化。 

県北勢地区鈴鹿圏主要地域と市主要地

域の統一。 

中心的な市街地におけるまちづくり等との

連携も図りながら取組を進めていきます。

25 

自動車保有税の導入。 

公共交通への転換促進，歩道・自転車道

等の整備，また，保有税の厳格な運用と

情報公開。 

市単独での検討・実施は困難であると考

えます。 

公共交通網や歩道等の整備に向けた財

源確保については今後も努力するととも

に，国や三重県に対しても，機会を通じて

公共交通の活性化のために必要な財源

の確保を要請していきます。 

26 路面電車化支援と，寄付の募集。 

路面電車等の大規模な都市型交通シス

テムの導入については現段階では考えて

いません。 

27 
意見に対して回答保留・検討等の項目を1

年以内に同様の方法にて回答希望。 

具体事業については，年度ごとに実施状

況を評価し，見直しを行ってまいります。 

今回の御意見の進捗状況について個別

に回答することはできませんが，計画に関

する取組経過については公開してまいり

ます。 

 

 

 


