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鈴鹿市公共交通網整備方針 

 
１ 公共交通機関の現状と問題点 

 
『交通ネットワークの維持が困難  
⇒近い将来必要な時期に必要な公共交通網が維持できているか』 

 
【各公共交通機関の現状と問題点】 
・鉄道 

   通勤，通学等の生活交通としての利用割合の低下 

   各駅利用者数の減少 

・路線バス 

   通勤，通学等の生活交通としての利用割合の低下 

   事業採算性の確保が著しく困難 

   路線数，運行便数の縮小傾向が続く 

・タクシー 

   経済不況により企業利用等の減少 

   生活交通としての活用が進んでいない 

・コミュニティバス 

   利用者数の伸び悩み 

   財政（公的）負担の増加（利用者等負担のあり方） 

   民間公共交通機関との適切な役割分担 

 

２ 鈴鹿市の取り組みの方向性（ビジョン） 
 

『交通とまちづくりの連携で鉄道・バス・タクシーを活性化し 

ネットワーク化を進める』 

1. 行政，交通事業者等の連携，市民等との協働により地域公共交通の活力をつくる。 

2. 快適な市民生活とまちの発展を支えるインフラとしての地域公共交通を充実する。 

3. 持続可能な地域公共交通の構築とその活性化をマネジメントする組織を確立する。 

4. 私的交通(自動車・自転車等)と公共交通の連携の取れた交通体系の実現を目指す。 
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３ 取り組みの目標（やるべきこと＝ミッション） 
① 全ての公共交通機関(鉄道・路線バス・Ｃ－ＢＵＳ・タクシー)が連携して移動 

手段を確保する。 

●公共交通全体の利用促進 

●公共交通機関のネットワークの構築 

●マイカーからの利用転換による新しい需要開発 

●公共交通機関の連携による新しいサービスの検討 

② まちづくり事業と連携した公共交通サービス(交通まちづくり)を推進する 

●まちづくりや地域経済の活性化に貢献する公共交通網の構築 

●地域連携による公共交通サービスの推進 

③ 地域公共交通会議における公共交通活性化のためのマネジメント 

 

４ 目標を達成するために行う事業実施のための基本方針 
（１）都市の将来構造に合わせた公共交通網整備の考え方 

【鈴鹿市の土地利用の基本理念，並びに，まちの将来構造概念】 

■安全でコンパクトな市街地  

現在の土地利用状況を基本として，それぞれの地域特色を活かしつつ，現在の市街地内の

充足を進めて，安全でコンパクトな市街地の形成をめざす。 
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鈴鹿市では，市の将来都市構造の設定，市街地形成の考え方として，牧田・神戸・

白子の 3 つの核を中心とした既存市街地を軸に，安全でコンパクトな市街地形成を目

標としている。 

一方，まちづくりの社会的インフラとなる公共交通網の整備にあたっては，道路

交通の負荷軽減，移動手段の確保の２つの視点からの取り組み，「周辺地域及び隣接

都市と既成市街地間の円滑な交流に寄与する交通」，並びに，「既成市街地内における

回遊性を維持し高める交通」であることが重要である。 

また，現在の鈴鹿市における公共交通網は以下のとおりで，既成市街地において

は，鉄道，路線バス（域内路線），タクシーが中心的に旅客輸送を担っている。 

その他の地域においては，路線バス（広域幹線バス＝生活交通バス路線），並びに，

自主運行バス（コミュニティバス及び廃止代替バス），タクシーが中心的に旅客輸送

を担っている。 

このため，鈴鹿市の将来的な公共交通網の構築を目指すにあたっては，それぞれ

の地域特性，公共交通機関の特性を考慮して，活性化に向けた取り組みを推進してい

くことが必要である。 

そこで，牧田・神戸・白子で囲まれた既成市街地を中央エリア，その他の地域を

周辺エリアと位置付け，それぞれに取り組みの方針を定める。 

 

※市内公共交通網の現況（イメージ） 
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（２）地域特性に応じた公共交通網整備の取り組み方針 
① 全体的な取組方針 

中央エリア，周辺エリアのそれぞれの地域の特性及び地域内の公共交通機関の

体系・サービス水準に応じた取り組みを検討する。 

② エリア別の取組方針 

Ⅰ 中央エリア（拠点間幹線交通）  

【交通体系の特性】 

近鉄名古屋線・・・白子駅を中心に広域的な都市間を高頻度で輸送するほか，近鉄

鈴鹿線や路線バスとの乗継により周辺エリアと中央エリアの交

流を促進する機能がある。 

近鉄鈴鹿線・・・伊勢若松駅での乗継により，隣接都市及び周辺エリアから神戸

及び牧田への交流を促進する機能がある。 

伊 勢 鉄 道・・・中央部の集落と神戸を結ぶ機能があるが，鈴鹿駅（神戸）を中

心に広域的な都市間を輸送する機能や，周辺エリアから隣接都

市へ移動する機能が強い。 

路 線 バ ス・・・白子駅と平田町駅を結ぶ路線は，１時間に３～４本といった高

いサービス水準が維持されている。また，３つの中心地域と鈴

鹿中央総合病院間を運行する路線により，中央エリアの拠点間

の交流を維持している。 

タ ク シ ー・・・白子駅・平田町駅・鈴鹿市駅を拠点に輸送。  

【主な地域特性】 

白子・・・交通結節点として広域的な交流機能が も高い。 

牧田・・・大規模工場・大型商業施設の立地など商工業の機能が高い。 

神戸・・・市庁舎のほか，文化施設等が集中しており，公共的・文化的機能が高い。 

【取組方針】 

中央エリアの拠点間・集落間を結ぶ交通体系を「拠点間幹線交通」として位置付

け，鉄道網（近鉄名古屋線・近鉄鈴鹿線・伊勢鉄道）を起点に，路線バス（域内路

線）・タクシーによるネットワークの構築を目指す。 

Ⅱ 周辺エリア（地域内幹線交通）  

【交通体系の特性】 

近鉄名古屋線・・・周辺エリアから中央エリア及び隣接都市間の交流を促進する機

能がある。 

ＪＲ関西本線・・・周辺エリアと隣接都市間の交流を促進する機能がある。 

伊 勢 鉄 道・・・周辺エリアと神戸を結ぶ機能があるほか，広域的な都市間を輸

送する機能や周辺エリアから隣接都市へ移動する機能がある。 

路 線 バ ス・・・生活交通路線（広域バス路線）により周辺エリアと，中心エリ

ア（牧田・神戸）及び隣接都市（四日市市，亀山市）の交流を
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維持している。 

コミュニティバス・・・周辺エリアと中心エリアを結び交流を促進する機能があるほか，

鉄道駅への接続により隣接都市への移動を促進する機能がある。 

タ ク シ ー・・・分散している集落から周辺エリア内の拠点，あるいは中央エリ

アへの輸送を担う。 

【主な地域特性】 

市西部・・・小規模分散型の農村型集落で鈴鹿山系に近いため坂道等の地形的バリ

アを有する。人口規模が小さく，高齢化が進んでいる。他の周辺地域

と比較すると，中央エリアまで距離がある。 

市北部・・・四日市市と近接し，距離的には神戸地区に近い。小規模集落と団地（高

岡台等）が混在。人口特性も大きく分かれる。鈴鹿川が地形的バリア

になっており，地域的には坂道が多い集落もある。 

市東部・・・市の海岸部に近い地域で，人口的には集積した地域が多い。生活圏は，

白子，あるいは四日市市，津市（旧河芸町）に分かれる実態がある。 

市南部・・・白子地区に近いため，生活圏は白子方面の意識が強い。ただし，地域

的には白子まで距離がある地域もある。西部地域同様，一部の農村型

集落では，高齢化が進んでいる。亀山市，津市（旧河芸町）と接して

いる集落もある。 

市西南部・・・亀山市と近接し，距離的には牧田地区に近い地域が多いため，生活

圏は平田町方面の意識が強い。小規模集落と団地（国府台等）が混在

しているが，ともに高齢化が進んでいる。 

【取組方針】 

各周辺地域（複数の異なる地域特性を有する集落で構成され一定の人口規模があ

る生活圏）から中央エリアに結節する交通体系を「地域内幹線交通」として位置付

け，その維持・活性化を図り中央エリアへの移動を円滑にする。 

Ⅲ 周辺エリア（地域内生活交通）  

【主な地域特性】 

主として，周辺エリア内で公共交通機関から距離があるなどスポット的に公共交通

空白（不便）となっている地域で，一つ，または複数の集落から構成される同一生活

圏内の地域。 

【取組方針】 

周辺地域内の交通空白・不便地域（共通の地域特性，あるいはそれに近い生活圏単

位）から，周辺エリア内の拠点または中央エリアへの結節，あるいは生活圏内を移動

するための交通体系を地域内生活交通として位置付ける。 

極めて小規模な交通需要に対応していくため，路線バス（広域幹線バス路線）や廃

止代替バス路線といった既存ストックの活性化，またはそれらを補完する新たな交通

システムの検討を行うとともに，事業の継続実施が可能な運営システムの構築を図る。 
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※市内公共交通網の将来像（イメージ） 

 

 
（３）公共交通網整備の取り組み内容 

① 中央エリアにおける拠点間幹線交通の活性化 
《目標》中央エリアの交流を支える公共交通ネットワークの構築を目指す 

鈴鹿市の都市構造は，牧田・神戸・白子の市街地を中心に構成されており，将

来的にもそれぞれの地区の機能分担を図りつつ，連携させていくことが重要である。 

その都市基盤を支える社会的インフラとして，この３つの拠点をネットワーク

させる公共交通網の構築が重要であることから，拠点間を結ぶ幹線交通としての機

能が発揮されるよう，維持・活性化を図っていく。 

また，中央エリアを支える鉄道・路線バスのサービス水準は，現在も比較的高

い水準を維持していることから，交通事業者と連携し，市民に向けてサービス内容

を積極的に情報発信し，利用者の確保を図ることとする。 

【鉄道】― 鉄道網の維持 ― 

○近鉄名古屋線の活性化 

    ・白子駅前広場整備事業に合わせた利用促進（利用案内の向上） 「事業１」 

    ・南部地域コミュニティバスとの連携  「事業２」 

    ・Ｆ１日本グランプリ等大規模イベントにおける輸送体制の構築 「事業３」 

小規模な交通需要に 

対応できる 

公共交通システムの構築 

中央エリア（３つの拠点）に 

結節し，交流を促進するための

公共交通網の維持・活性化 

中央エリア（３つの拠点） 

の交流を支える 

公共交通ネットワークの構築

交通結節点における

ネットワークの強化

四日市・名古屋 

津・伊勢志摩・大阪 

亀 

山

実線は鉄道、点線はバス 

青色は拠点間幹線交通 

黒色は地域内幹線交通 
赤色は地域内生活交通 
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※事業内容は例示。以下同じ。 

○近鉄鈴鹿線の利便性確保 

    ・通学利用（鈴鹿高校・飯野高校・神戸高校・石薬師高校等）の促進 

     ⇒積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書，携帯端末情報） 「事業４」 

    ・外国人向けの利用情報の発信 

       ⇒近鉄平田町駅，平田町周辺の商業施設との連携による情報案内 「事業５」 

   ・平田町駅，鈴鹿市駅における乗継利便性の改善 

     ⇒接続ダイヤの調査，改善策の検討（交通事業者との調整含む） 「事業６」 

     ⇒西部地域・南部地域コミュニティバスの接続改善 「事業７」 

     ⇒乗継情報の発信（駅周辺での乗継情報の発信） 「事業８」 

 

○伊勢鉄道鈴鹿駅の活性化 

    ・神戸高校・津，四日市方面の高校への通学利用の促進 

     ⇒積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書，携帯端末情報）「事業９」 

    ・名古屋方面への広域利用の促進 

     ⇒積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書，イベント時ＰＲ）「事業 10」 

     ⇒特急南紀・快速みえを中心とした利用案内（〃） 「事業 11」 

     ⇒鈴鹿駅から名古屋方面への利便性ＰＲ（〃） 「事業 12」 

 

○伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅の活性化 

    ・Ｆ１日本グランプリ等大規模イベントにおける輸送体制の構築 「事業 13」 

    ・アクセス情報の積極的な発信 「事業 14」 

 

【路線バス】― 中央エリアを運行する路線バスの利用促進・利便性向上 ― 

○牧田・神戸・白子間を運行する路線バスの活性化 

・対象路線： 

●市内平田線（白子駅西～稲生・道伯経由～近鉄平田町駅） 

●白子サーキット線（白子駅西～稲生・道伯経由～鈴鹿サーキット）  

●市内線（白子駅西⇒鈴鹿市役所・鈴鹿市駅⇒鈴鹿中央総合病院） 

●市内線（白子駅西⇔アピタ鈴鹿・鈴鹿中央総合病院） 

 ・対象路線の活性化のためのモビリティマネジメントの推進 

     ⇒中央エリアの住民（企業）に向けた検討・実施 「事業 15」 

    ・対象路線の活性化のための将来世代への啓発事業の推進 

     ⇒中央エリアの小学校を対象にした将来世代への啓発事業 「事業 16」 

・対象路線の改善策の検討、実施（交通事業者との連携） 「事業 17」 

・地域内幹線交通であるバス路線との乗り継ぎ検討（〃） 「事業 18」 
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【タクシー】 

    ・積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書） 

      ⇒乗り場・料金等に関するＰＲ 「事業 19」 

    ・市内イベント（バルーンフェスティバル等）時におけるＰＲ 「事業 20」 

 

 
② 周辺エリアにおける地域内幹線交通の活性化 
《目標》中央エリアへ結節し交流を促進するための公共交通網の維持・活性化を目指す 

中央エリア（牧田・神戸・白子の３つの拠点）に，市内周辺部の地域からアクセ

スし，必要な市民サービスが享受できるよう，あるいは拠点にアクセスすることに

より広域的な移動が円滑に行え，都市間交流としてのネットワークが実現されるよ

う交通体系を維持する。 

また，広域的なバス路線（生活交通路線）においては，隣接市の中心部へのアク

セスが図られていることから，広域的な生活圏の視点から三重県及び関係市，交通

事業者と連携し維持を図る。 

 

【鉄道】― 鉄道網の維持 ― 

○ＪＲ関西本線の利用促進 

    ・利便性向上に関する情報発信 

      ⇒四日市・名古屋間の区間快速による利便性向上ＰＲ 「事業 21」 

    ・西部地域コミュニティバスとの乗継改善  「事業 22」 

    ・市内イベント（バルーンフェスティバル等）やＪＲ企画イベントとの連携 

「事業 23」 

○伊勢鉄道の利用促進 

    ・駅周辺の人口規模が大きい「玉垣駅」，「中瀬古駅」における利用促進 

     ⇒積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書，モビリティマネジメント） 

     「事業 24」 

  【バス】 

○広域幹線バス（生活交通路線）の維持 

    ・対象路線： 

水沢線（椿大神社～近鉄四日市駅・ＪＲ四日市駅） 

和無田四日市線（和無田～下大久保経由～近鉄四日市駅） 

平田四日市線（平田町駅～鈴鹿高校・石薬師経由～近鉄四日市駅） 

鈴鹿四日市線（鈴鹿市駅～高岡町・河原田駅経由～近鉄四日市駅） 

亀山国府線（鈴鹿中央総合病院～平田町駅～国府・回生病院～亀山駅） 

※津太陽の街線（太陽の街～国際大学・杜の街～千里駅） 
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・利用促進 

      ⇒積極的な情報発信（公共交通利用総合案内書） 「事業 25」 

     ・三重県との連携 

      ⇒路線の利用実態の把握、路線の維持目的の検証、 

 ⇒路線のあり方検討（三重県・三重交通）  「事業 26」 

 

○コミュニティバス 

・西部地域コミュニティバスの維持，活性化 「事業 27」 

        ⇒運行計画の改善  

        ⇒事業採算性の改善（利用者負担の検討） 

        ⇒地域連携の促進  

・南部地域コミュニティバスの維持，活性化 「事業 28」 

        ⇒運行計画の改善，本格運行への移行検討 

        ⇒利用促進  

        ⇒事業採算性の改善（利用者負担の検討）  

        ⇒地域連携の促進  

 

③ 周辺エリアにおける地域内生活交通の構築検討 
《目標》小規模な交通需要に対応できる公共交通システムの構築を目指す 

牧田・神戸・白子の既成市街地，生活地域内に近接する生活関連施設・駅などの

拠点，あるいは近接する既存公共交通機関に，市内周辺部の地域（特に生活関連施

設が整っていない地域）からアクセスし，必要な市民サービスが享受できるよう交

通体系を整備する。 

ただし，②の周辺エリア内で，さらに人口規模が小さい生活圏での実施（改善）

となることから，交通需要の推測を慎重に行い，適した交通モード（運行計画）を

選択するとともに，関係地域住民の積極的な参画と協力のもとで実施できる運営シ

ステムの実現を目指していく。 

 

【新公共交通システム】― 小規模需要対応型の交通システム ― 「事業 29」 

検討対象地域：井田川・庄野地域，国分・高岡台地域 

○既存公共交通機関の活性化 

・亀山みずほ台線（井田川・庄野地域），鈴鹿四日市線（国分・高岡台地域） 

⇒利用実態の把握、既存公共交通機関の活性化策の検討  

○コミュニティ交通システムの検討 

    ・コミュニティバス・乗合タクシー（運行基本計画）の調査，検討 

       ⇒運行基本計画（交通モード，実施主体，ルート，ダイヤ，事業規模，事業採算 

性等） 
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※タクシー事業の活性化の検討 

タクシーは，マイカーに近い利便性があることから，個別の小規模需要に対応し

やすい交通システムである。 

タクシー規模の交通需要である場合，完全なコミュニティ交通型の運行計画では

なく，既存のタクシー事業を活用した交通システムの実施可能性についても，タク

シー事業者と協議し，検討することも考えられる。 



対応事業

・・・・・・・・・・・
実施方針（掲
載項目・発行
部数・時期・
配布方法の
検討

・・・・・・・・・・・
レイアウト検
討・決定
掲載情報の
作成

・・・・・・・・・・・
路線，ダイヤ
データの更新
周知，配布

・・・・・・・・・・・
実施方針の
検討
配布方法，レ
イアウト，情
報等の検討

・・・・・・・・・・・
レイアウトの
決定
情報等の作
成

・・・・・・・・・・・
路線，ダイヤ
データの更新
周知，配布

・・・・・・・・・・・
実施方針の
検討
配布方法，レ
イアウト，情
報等の検討

・・・・・・・・・・・
レイアウトの
決定
情報等の作
成

・・・・・・・・・・・
路線，ダイヤ
データの更新
周知，配布

１，４，８，９，１０，１１，１２，
１９，２２，２３，２５

・・・・・・・・・・・
携帯電話用
時刻表ホーム
ページ検討、
実施

・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・

１，４，５，９

・・・・・・・・・・・
連携方法検
討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・・・・

２０,２１，２３

・・・・・・・・・・・
イベント等の
実施状況把
握

・・・・・・・・・・・
イベントとの
連携（試行実
施）

・・・・・・・・・・・
連携方法検
討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・

３，１３，２０，２１，２３，２５

・・・・・・・・・・・
手法研究
事例研究

・・・・・・・・・・・
取組方針検
討（対象，ス
ケジュール）

・・・・・・・・・・・
調査実施方
針の検討

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・
フォローアッ
プ，改善の検
討

・・・・・・・・・・・
教材の企画・
製作

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・
フォローアッ
プ，改善の検
討

１５，２４

・・・・・・・・・・・
事例研究，コ
ンセプト企画・
検討

・・・・・・・・・・・
取組方針検
討（対象，ス
ケジュール）

・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・

２１，２５

・・・・・・・・・・・
事例研究，コ
ンセプト企画・
検討

・・・・・・・・・・・
教育機関関
係者との事前
調整

・・・・・・・・・・・
教材の企画・
製作

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・

１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　連　携　計　画　事　業　年　次　計　画

平成22年度

前期 後期

1.利用案内・情報提供①
公
共
交
通
の
利
用
促
進
事
業

□企業・住民等に対するモビ
リティ・マネジメントの検討・
実施　　　　　　　　　　　Ｈ22
企画・調整　Ｈ23，24実施予
定

□わかりやすい公共交通案
内の充実（交通案内板等）
Ｈ22企画・調整　Ｈ23実施予
定

□公共交通利用総合案内書
（便利帳）の作成

2.イベント等による利用促進

□体験乗車イベント等の実
施　　Ｈ23企画・調整　Ｈ24
実施予定

□公共交通に関するセミ
ナー開催による普及啓発活
動の実施
Ｈ22企画・調整　Ｈ23，24実
施予定

□行事・催物開催時の公共
交通利用の推進
Ｈ22企画・調整　Ｈ23実施予
定

3.マイカーからの利用転換の促進

4.将来の世代への啓発

□児童・生徒への公共交通
利用に関する教育普及活動
の推進・出前講座
Ｈ22企画・調整　Ｈ23，24実
施予定

平成23年度 平成24年度

前期 後期 前期 後期

1 ページ



対応事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　連　携　計　画　事　業　年　次　計　画

平成22年度

前期 後期

平成23年度 平成24年度

前期 後期 前期 後期

・・・・・・・・・・・
方策（待合所
仕様・実施個
所）検討

・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
実施方法検
討

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・

２６

・・・・・・・・・・・
問題点の把
握・整理

・・・・・・・・・・・
課題の整理
改善箇所の
検討

２，６，７，１８，２２

・・・・・・・・・・・
手法研究
事例研究

・・・・・・・・・・・
問題点の整
理

・・・・・・・・・・・
改善策の検
討・調整 ２７，２８

・・・・・・・・・・・
遅延実態の
把握
改善箇所の
抽出

・・・・・・・・・・・
問題点の整
理

・・・・・・・・・・・
対応策の協
議
（交通事業
者）
（公安委員

・・・・・・・・・・・
対応策の協
議
（交通事業
者）
（公安委員

１７，２７，２８

・・・・・・・・・・・
利用実態把
握
問題点の整
理

・・・・・・・・・・・
改善課題の
抽出
利用者負担
のあり方検討

・・・・・・・・・・・
改善策の検
討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
事業化推進

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

２２，２７

・・・・・・・・・・・
現状把握・分
析

・・・・・・・・・・・
運行システム
評価，実証運
行事業評価・
検証

・・・・・・・・・・・
事業化推進
（運行計画の
変更申請等）

・・・・・・・・・・・
実施（ダイヤ
等改正）
利用状況調
査

・・・・・・・・・・・
利用状況調
査・分析

・・・・・・・・・・・
改善方策の
検討

・・・・・・・・・・・
事業化推進

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

２，７，２８

・・・・・・・・・・・
事例研究
方策検討

・・・・・・・・・・・
路線バス利
用実態の把
握

・・・・・・・・・・・
関係者調整
方策検討

・・・・・・・・・・・
改善策、利用
促進策の検
討

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
関係者調整
方策検討

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

１７，２６

・・・・・・・・・・・
地域特性・利
用実態の把
握
既存公共交
通機関の整
理

・・・・・・・・・・・
実態調査
移動困難性，
改善方針の
検討

・・・・・・・・・・・
運行基本計
画・事業化に
向けた検討，
調整

・・・・・・・・・・・
地元及び関
係者調整
方策検討

・・・・・・・・・・・
地元及び関
係者調整
方策検討

・・・・・・・・・・・
事業化
交通事業者・
関係市との調
整

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
実施、あるい
は事業化検
討継続

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

２９

□南部地域：利便性向上方
策の検討，実施
Ｈ22調査実施・運行計画作
成　　　　Ｈ23，24実証実験
実施予定

６.新公共交通システムの検討・構築

□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
Ｈ22調査実施・運行計画作
成　Ｈ23，24実証実験実施
予定

□鉄道とバス，バス同士の
乗り継ぎを誘導して需要を開
発できる魅力的な運賃体系
の調査・検討
Ｈ22協議・調整

４.コミュニティバスの利便性向上

５.鉄道・路線バス・タクシー事業の活性化

□新しいサービス開発・利便
性向上方策等の検討
Ｈ22協議，調整

２.乗継円滑化の検討

□接続（乗り継ぎ）可能なダ
イヤの検討・調整
Ｈ22協議・調整

１.待合環境の整備

□バス待合所の設置
Ｈ22企画・調整　Ｈ23，24実
施予定

３.運賃体系の検討

②
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
事
業

□西部・南部地域：定時性の
確保
Ｈ22協議・調整

□西部地域：ルート・ダイヤ
等の運行システムの改善・
充実
Ｈ22検討

改善方針の協議，時刻改善方策のｊ検討，費用負担の検
証，改善ルート・ダイヤの協議・調整

市内バス交通の運賃体系の検討，問題点の整理・分析，
改善方策の検討

改善方針の協議，時刻改善方策の検討，費用負担の検
証，改善ルート・ダイヤの協議・調整

市内バス交通（コミュニティバス含む）の運賃体系の検討，
問題点の整理・分析，改善方策の検討

2 ページ



対応事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　合　連　携　計　画　事　業　年　次　計　画

平成22年度

前期 後期

平成23年度 平成24年度

前期 後期 前期 後期

・・・・・・・・・・・
事例研究

・・・・・・・・・・・
方策検討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
方策検討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
方策検討
関係者調整

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

５

・・・・・・・・・・・
事例研究

・・・・・・・・・・・
方策検討
関係者調整

・・・・・・・・・・・
関係者依頼

・・・・・・・・・・・
関係者調整

・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
実施

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

３，１３，１４

２７，２８，２９

・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

④
公
共
交
通
活
性
化
に
向
け
た
推
進
体
制
（組
織）
の
確
立

□施設活用と公共交通利用
を促進する運行計画・実証
実験の検討
Ｈ22協議，調整
Ｈ23，24実施予定

３.住民との連携

□地域（市民・企業）が公共
交通を支える取組の推進
Ｈ22協議，調整
Ｈ23，24実施予定

１.公共交通活性化に向けた推進体制（組織）の確立

□地域公共交通会議の常設
化によるマネジメントの推進

１.商業施設との連携

□買物への公共交通利用を
促進する新しいサービスの
検討・実施
Ｈ22協議，調整
Ｈ23，24実施予定

③
公
共
交
通
と
地
域
資
源
の
連
携
事
業

２.集客・交流施設との連携

西部・南部地域Ｃ－ＢＵＳ及び新公共交通
システムにおける住民協議の中で，合わせ
て取組を検討，関係者調整を図る。

3 ページ


