
 

高松市公共交通利用促進条例（仮称）制定についてのアンケート調査 
～ ご協力のお願い ～ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市では、人口減少、少子・超高齢社会の進展や地球規模での環境問題、厳しさを増す財政状況な

どの社会経済情勢を始め、平成 17 年度の近隣６町との合併による市域の大幅な拡大などに適切に対

応するため、都市機能の集積と市街地の拡大抑制による「多核連携型コンパクト・エコシティ」を展

望した都市づくりを目指しています。 

公共交通は、その一端を担う重要な要素であり、それぞれの交通手段が相互に連携した交通体系を

構築すべく、過度に自動車利用に依存した現状から公共交通機関利用への転換を促進できるよう、各

種交通施策に取り組んでいるところです。 

このような取組を更に効果的なものとするため、新たに「公共交通利用促進条例（仮称）」を制定す

ることとし、現在、検討を進めているところです。 

このアンケート調査は、条例に盛り込むべき内容等について皆様のご意見をお伺いし、条例検討の

基礎資料として活用させていただくものです。 

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※ 調査に当たりましては、高松市に居住されている約 42 万人の中から、あなた様を始め約３千人の

方々を、調査の対象として無作為に選ばせていただきました。回答された内容は統計的に処理し、個

人を特定するような情報は一切公表いたしません。 

※ 調査票は、宛先のご本人がお答えください。 

 

回答方法・期限 

ご回答いただいた用紙は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れ、封をしていただき、平成２４年

６月２５日（月）までに郵便ポストに投函してください。 

   

お問い合わせ先 

  本調査についてご丌明、ご丌審な点等がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

〒７６０－８５７１ 高松市番町一丁目 8番 15号    

高松市 市民政策局 コンパクト・エコシティ推進部 交通政策課   担当：佐々木・宮武・田中 

TEL：087-839-2138  FAX: 087-839-2125  E-mail：kotsuseisaku@city.takamatsu.lg.jp 

 

将来の高松のまちのためにも、公共交通を利用しましょう！ 
みんなで協力して、利用しやすい環境をつくりましょう！ 
そのために、あなたに出来ることは・・・？ 

資料－４ 



 

【アンケート回答用紙】 
 

Q１．日ごろ、お出かけになるときのことについてお伺いします 
 
問１ お出かけの主な目的は何ですか。 

□通勤・通学     □買い物・食事     □通院      □観光・娯楽   □送迎   □業務  

□その他（具体的に：                    ）  

問２ そのときの主な移動手段は何ですか。（※最も利用頻度が高いものを１つだけお答え下さい。） 

□徒歩 □自転車  □バイク・原付 □自動車（自分で運転） □自動車（家族の送迎）  

□タクシー □バス   □鉄道  □その他（               ）  

問３ 自宅から最寄りの鉄道駅・バス停までの距離はどれくらいですか。（※両方ともお答え下さい。） 

鉄道駅まで   □500ｍ以下  □500ｍ～１ｋｍ  □１～３ｋｍ  □３ｋｍ以上 

バス停まで   □500ｍ以下  □500ｍ～１ｋｍ  □１～３ｋｍ  □３ｋｍ以上 

 

Q２．参考資料（①②両面）をご覧いただき、次の問にお答え下さい 
 
問４ 本市では、参考資料①のようなコンパクト･エコシティを目指す一方で、現在、路線バス等の運行

に対し、補助金を支出するなど、路線の維持・確保に努めています。 

人口減少・超高齢社会の進展は、今後更に、交通弱者（自分で自動車運転などできない方）の増

加をまねきます。そのような時、公共交通機関が廃止・減便・値上げ等されていると、どう思いま

すか。（※ご自身が交通弱者となることをイメージしてください。） 

□大いに困る       □少し困る       □あまり困らない        □全く困らない  
 

Q３．Q２に示したような将来が予想される中で、今後のことについてお伺いします 
 
問５ 本市が目指す、参考資料②のようなエコ交通体系を構築するためには、過度な自動車依存から公

共交通利用へ転換することが必要です。あなたは今後、公共交通を積極的に利用しようと思います

か。 

□思う       □少し思う       □あまり思わない        □全く思わない  

問６ 公共交通を利用するために重要な要素は何ですか。優先順位が高いと考える順に 番号 をつけ

て下さい。 

運行便数・頻度の増加   定時性の確保（遅延なし）  

始発・終発時刻の拡大   目的地までの速達性  

運賃の安価化   車両の乗りやすさ（バリアフリー化）  

鉄道・バスの乗り継ぎやすさ   市街地の外周を回る環状路線の新設  

その他（具体的に：                          ）  

問７ 欧米などでは、安くて便利な公共交通網を利用できるように，特別な税を徴収している例があり

ますが、このようなことを、どう思いますか。 

□必要       □ある程度必要       □あまり必要ない        □全く必要ない  

問８ 公共交通利用への転換を目的として、中心市街地への自家用車流入規制策（駐車場料金の値上げ、

日によって偶数（奇数）ナンバーの車両を規制など）を実施することについて、どう考えますか。 

□必要       □ある程度必要       □あまり必要ない        □全く必要ない  

 

Q３．「エコ通勤」についてお伺いします。 

～ 裏面に続きます。～ 



Q４．参考資料②の「公共交通利用促進条例（仮称）のイメージ」を再度ご覧いただき、

次の問にお答えください 
 
問９ 公共交通利用の促進を図るために、市、市民、事業者、交通事業者がそれぞれの立場で果たすべ

き役割として、ふさわしいと思うことを下記欄よりお選び下さい。（※ 複数選択可） 

  

市（行政）  

□利用促進に関する施策を策定し、実施する 

□市民の意見を把揜し、施策に反映する 

□交通事業者と協力し、利便性（運行ルート、運行頻度、運賃等）を向上させる 

□市民に公共交通の積極利用を促すための啓発を行う 

□交通事業者への支援等を行う 

□その他（                              ）   

市 民 

□自動車の利用を控える 

□公共交通を積極的に利用する 

□利用促進に関する理解と関心を深める 

□市の実施する施策に協力する 

□その他（                              ） 

事 業 者 

（会社） 

□社員の通勤時や業務移動などでの公共交通の利用を推進する 

□社員に対し、公共交通利用意識の高揚や行動転換を働きかける 

□社員用駐車場を設けない 

□市の実施する施策に協力する 

□その他（                              ） 

交通事業者 

（鉄道会社など） 

□主体的かつ積極的に公共交通の利便性を高める 

□他の交通事業者との連携を図る 

□利用者の意見を把揜・反映する 

□市の実施する施策に協力する 

□健全経営に努める 

□その他（                              ） 
 

問 10 この条例に盛り込むべき内容があれば、下の自由記入欄にご記入下さい。 

なお、考えられる内容（キーワード）を次に例示していますので、参考にして下さい。 
 

現状の問題点： 少子高齢化、拡散したまち、公共交通の衰退、自動車への依存、環境問題、 

社会的コストの増加、交通弱者（移動困難者） 

将来の都市像： コンパクト・エコシティ、持続可能な交通体系 

取 組 の 方 針： 協働・連携、利便性の向上、積極利用、基幹交通と支線交通の機能分担、 

自動車よりも公共交通の利用環境を優先整備、バリアフリー、市民の意識醸成 

自由記入欄 

 

 

 

 
  

Q５．あなたご自身について教えてください 

年齢、性別についてお答えください。 

年齢（年代） □１０代 □２０代 □３０代 □４０代 □５０代 □６０代 □７０代以上 

性別 □ 男性 ・ □ 女性 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ ご質問は以上です。ご協力ありがとうございました。～ 



① コンパクト・エコシティとは 

コンパクト・エコシティの実現に向けては、「都市計画施策」や「まちづくり施策」と連携し、 
「持続可能な交通体系」を構築することが必要 

◆ 将来都市構造のイメージ ◆ 都市構造の変遷 

現在の状況 

目指すべき将来像 

都市機能の集積と市街
地の拡大抑制による 
持続可能なまちづくり 

郊外への拡散や中心市
街地の空洞化が進行 

高齢者も元気に 
町に出て健康的に
活動する 

環境にもやさしい
公共交通中心の
交通体系 

人がたくさん歩き、 
活気にあふれる商店街 

目指すべき将来像 

集積強化 
活力増大 

拠点の形成 

拠点の形成 

たくさんの人が住み続けたい、続けられる街 

人が集る，企業が増える（流出しない） 

税収も安定 

持続可能なまち  

都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造、および人と環境にやさしい公共交通を基軸とした 
環境共生都市「多核連携・集約型環境配慮都市」」  
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② 公共交通利用促進条例（仮称）制定の必要性 

（４）都心中心部へ向かう
交通流動の多くは  
マイカー利用 

（１）都心中心部に 
一極集中する  
公共交通サービス 

（２）マイカーから
公共交通への
転換が不十分 

（３）利便性の低い都心中心部
の公共交通サービス 

（５）利用者の少ない
郊外部のバス路線 

【現 状】 
（３）公共交通、自転車での   
回遊性がある都心中心部交通 

（１）各拠点に公共交通
サービスを集約・強化 

（４）マイカーから公共交
通・自転車への転換を
促す交通体系の構築 

（２）拠点整備に 
よる交通結節 
機能強化 

（５）地域の特性、利用者ニーズ
に見合った郊外部交通 

高松空港 

瓦町駅 

高松駅 

【将 来】 
◆ エコ交通体系の将来イメージ 

①誰もが安心して安全に移動できる公共交通体系の構築 

②高松のまちの魅力の向上，賑わいの創出 

③環境負荷の少ない社会の実現 

●それぞれの立場を理解 
●それぞれの役割を実践 

市（行政） 市  民 

事業者 
（会社） 

交通事業者 
（鉄道・バス会社等） 

役 割 分 担 

基 本 理 念 

公共交通利用促進条例（仮称）の 
イメージ 

条例制定により、 
利用を促進し， 

良好な公共交通網を形成する 

参考資料② 




