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他都市条例との比較 

都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

条例名称 

公共交通利用促進条例（仮称） 新潟市公共交通や自転車で移動しやすく快適に歩け
るまちづくり条例（平成 24 年７月２日条例第 51 号） 

金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例
（平成 19年３月 23日条例第１号） 

公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の
確保に関する条例（平成22年３月29日条例第25号） 

前文 

近年，モータリゼーションの進展に伴う大規模小売
店舗や公共・公益施設の郊外立地など，都市機能の拡
散傾向が続き，自家用車への依存が一層高まる中で，
公共交通利用者が大きく減尐し，住民生活の基盤であ
る公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状況にある。 

今後，更に人口減尐，尐子・超高齢社会へと進行す
る中で，公共交通が衰退することは，環境破壊，社会
的コストの増大，中心市街地における商業機能の低下
や，郊外部への人口流出など多くの弊害を招きかねな
いことに加え，交通弱者が増加し，ひいては地域社会
の衰退を引き起こすことが懸念されるものである。 

このような状況に対処するため，本市は集約型のま
ちづくり「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実
現を目指し，人と環境にやさしく，快適で利用しやす
い公共交通体系を構築しようとしている。 

この公共交通体系を将来にわたり持続可能なもの
とするためにも，公共交通の利便性向上策の着実な実
施と，市民の積極的な利用が不可欠である。 

また，温暖小雤の気候，平坦な地形により，自転車
の利用が多い本市の地域特性を生かし，公共交通の補
完手段としても自転車を活用する必要がある。 

よってここに，市，市民，事業者および公共交通事
業者の責務・役割を明確にすることで意識の醸成を図
り，公共交通の利用を促進し，快適で人にやさしい都
市交通の形成に寄与するため，この条例を制定する。 

（なし） （なし） 生活交通は，市民の諸活動の基盤であり，日常生活
において重要な役割を果たし，地域社会の形成を支え
るだけでなく，社会経済を発展させるとともに，文化
を創造するなど豊かな社会の実現のために不可欠な
ものである。 

近年，高度経済成長時代を経て，住宅や大規模集客
施設の郊外への立地が進み，個人のライフスタイルの
多様化とあいまって，自動車への依存が一層高まって
いるとともに，都市部への人口流出等による人口減
尐，高齢化の進展などにより，地域公共交通を取り巻
く環境は大変厳しい状況にある。こうした状況の中，
乗合バス路線網の維持に加え，コミュニティバス，乗
合タクシー，福祉有償運送など市場で供給が困難であ
り，かつ，通院，買物などの日常生活を支える新しい
交通サービスへの期待が高まっている。 

福岡市においても，自動車に依存したライフスタイ
ルの進展や需給調整のための規制の緩和により，乗合
バスの不採算路線の廃止や縮小が相次ぎ，地域公共交
通の衰退が現実のものとなっている。このことは，高
齢者や障がい者の通院及び買物，子どもたちの通学な
どの日常生活に必要な移動の手段を奪うことになり
かねず，ひいては地域社会の衰退を引き起こすことが
懸念されるものである。 

このような状況に対処するため，福岡市が地域の生
活支援のための交通の在り方を制度的にも政策的に
も主体的に整備する必要に迫られている。 

今こそ，市民の生活交通を確保し，すべての市民に
健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な
移動を保障するとともに，これまでの公共交通事業者
の取組を踏まえ，福岡市による「公助」を市民及び市
民団体による「共助」及び「自助」並びに公共交通事
業者のさらなる「努力」で補い合う仕組みづくりが求
められている。 
よってここに，公共交通空白地等及び移動制約者に係
る生活交通を確保し，もって活力ある地域社会の再生
に寄与するという決意のもと，この条例を制定する。 

目的 

自家用車から公共交通への転換を促す公共交通の
利用促進に関する事項を定めることにより，市，市民，
事業者，公共交通事業者が一体となって公共交通の利
用を総合的に促進し，快適で人にやさしい都市交通の
形成に寄与することを目的とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１条 この条例は，公共交通及び自転車で移動しや
すく快適に歩けるまちづくり（以下「移動しやすい
まちづくり」という。）に関し，基本理念を定め，
並びに市，市民，事業者及び公共交通事業者の責務
を明らかにするとともに，移動しやすいまちづくり
に関する施策（以下「施策」という。）の基本とな
る事項を定めることにより，移動しやすいまちづく
りを市，市民，事業者及び公共交通事業者の協働に
より総合的，計画的かつ効果的に推進し，もって自
動車の過度な利用からの転換を図り，市民が健康で
暮らしやすい社会の実現に寄与することを目的と
する。 

第１条 この条例は、自家用車から公共交通への転換
等による公共交通の利用の促進について、基本理念
を定め、及び市、市民、事業者等の責務を明らかに
するとともに、公共交通の利用を促進するための基
本となる事項を定めることにより、市、市民、事業
者等が一体となって公共交通の利用を総合的に促
進し、金沢市における歩けるまちづくりの推進に関
する条例(平成 15年条例第 1 号)及び金沢市におけ
る駐車場の適正な配置に関する条例(平成 18年条
例第 6号)と相まって、良好な都市環境の形成に寄
与することを目的とする。 

第１条 この条例は，公共交通空白地等及び移動制約
者に係る生活交通の確保を図るため，市民，市民団
体，市及び公共交通事業者の役割を明らかにし，生
活交通の確保に関する施策を定めるとともに，市
民，市民団体及び公共交通事業者による主体的な取
組を促進することにより，すべての市民に健康で文
化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を
保障し，もって活力ある地域社会の再生を目指すこ
とを目的とする。 

資料－５ 
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

用語 

・この条例において「公共交通」とは，道路運送法（昭
和 26 年法律第 183 号）による一般乗合旅客自動車
運送事業および鉄道事業法（昭和 61年法律第 92
号）による鉄道事業で，市内を運行するものならび
に男木・高松航路をいう。ただし，高速道路等を利
用して都市間の広域運行を行う高速バスおよび特
定の観光地への移動のみを対象とする観光バス等
は除く。 

・この条例において「市民」とは，市内に居住し，通
勤し，または通学する個人および市内で事業を行
い，または活動を行う個人または法人その他の団体
をいう。 

・この条例において「事業者」とは，市内に事務所ま
たは事業所を有する事業者をいう。 

・この条例において「公共交通事業者」とは，公共交
通事業を営む者をいう。 

・この条例において「協働」とは，市，市民，事業者，
公共交通事業者が，互いを理解し，対等な立場で，
それぞれの責任と社会的役割を踏まえ，共通の目的
達成のために共に取り組むことをいう。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の
意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 公共交通 市民の日常生活又は社会生活におけ
る移動のための交通手段として利用される公共交
通機関をいう。 

（２） 市民 市内に住所を有する者及び市内で働き，
又は学ぶ者をいう。 

（３） 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団
体及び個人をいう。 

（４） 公共交通事業者 事業者のうち，次に掲げるも
のをいう。 
ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に
よる一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗
用旅客自動車運送事業者 

イ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）によ
る鉄道事業者（旅客の運送を行うものに限る。） 

ウ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）に
よる船舶運航事業者（旅客の運送を行うものに
限る。） 

第 2条 この条例において「まちなか区域」とは、別
表に定める区域をいう。 

2 この条例において「パーク・アンド・ライド」と
は、交通渋滞の緩和を目的に、本市の近郊において
自家用車から公共交通機関に乗り換えて目的地に
移動する行為をいう。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の
意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 生活交通 通勤，通学，通院，買物その他の日
常生活に欠かすことのできない人の移動をいう。 

(２) 市民団体 福岡市市民公益活動推進条例（平成
17 年福岡市条例第 62号）第２条に規定する市民
公益活動団体をいう。 

(３) 公共交通事業者 道路運送法（昭和 26年法律第
183号）による一般乗合旅客自動車運送事業者及
び一般乗用旅客自動車運送事業者並びに鉄道事
業法（昭和 61年法律第 92号）による鉄道事業者
をいう。 

(４) 福祉有償運送事業者 道路運送法第 79条の登
録を受けた者のうち，道路運送法施行規則（昭和
26 年運輸省令第 75 号）第 49 条第３号に規定す
る福祉有償運送を行う者をいう。 

(５) 移動制約者 高齢者，障がい者等のうち移動に
関し制約を受ける者をいう。 

(６) 公共交通空白地 道路運送法による一般乗合旅
客自動車運送事業（以下「路線バス」という。）
における停留所（以下「バス停」という。）から
概ね１キロメートル以上離れ，かつ，鉄道事業法
による鉄道事業（以下「鉄道」という。）におけ
る駅（以下「鉄道駅」という。）から概ね１キロ
メートル以上離れた地域をいう。 

(７) 公共交通不便地 バス停から概ね 500メートル
以上離れた地域（鉄道駅までの距離が概ね１キロ
メートル未満の地域及び公共交通空白地を除
く。）をいう。 

(８) 公共交通空白地等 次のいずれかに該当する地
域をいう。 

ア 公共交通空白地 
イ 公共交通不便地 
ウ 公共交通不便地に準ずると市長が認める地域 
エ 路線バス又は鉄道に係る路線の廃止等に伴いア

からウまでに掲げる地域となるおそれのある地
域 

基本理念 

①公共交通の利用の促進は，誰もが安心して安全に移
動できる公共交通体系を構築することを基本とし
て行われなければならない。 

②公共交通の利用の促進は，高松のまちの魅力を高
め，にぎわいの創出に資するものとして行われなけ
ればならない。 

③公共交通の利用の促進は，公共交通が環境への負荷
の尐ない交通手段であることを認識し，環境への負
荷の尐ない社会への実現に資するものとして行わ
れなければならない。 

第３条 移動しやすいまちづくりは，歩行，自転車及
び公共交通が日常生活及び社会生活に密接に関わ
るものであるという認識の下，超高齢社会への対
応，健康の増進，環境への負荷の低減，市内外の交
流の拡大及び地域の活性化に資することを考慮し，
交通環境の整備並びに市民の歩行並びに自転車及
び公共交通の自発的な選択及び利用の推進が一体
となって行われなければならない。 

第３条 公共交通の利用の促進は、公共交通が市民の
日常生活における移動のための手段としてその利
便性の向上が図られること及び市民によって積極
的に利用されることを基本として行われなければ
ならない。 

2 公共交通の利用の促進は、公共交通が環境への負
荷の尐ない交通手段であることを認識し、環境への
負荷の尐ない社会への実現に資するものとして行
われなければならない。 

3 公共交通の利用の促進は、安全かつ快適に歩くこ
とができるまちづくりや駐車場の適正な配置と相
まって、金沢のまちの魅力を高め、にぎわいの創出
に資するものとして行われなければならない。 

4 公共交通の利用の促進は、地域の特性に応じて、
市、市民、事業者等の相互の理解と連携のもとに、
協働して行われなければならない。 
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

責務・ 
役割分担 

・ 市は，公共交通事業者と協力し利便性の向上に努
めるとともに，公共交通に関する市民等の意見を把
握し，施策を推進する責務を有する。 

・ 市民は，過度な自家用車利用を控え，公共交通を
利用し，公共交通の利用促進への理解と関心を深
め，市が実施する施策を協働して推進するよう努め
なければならない。 

・ 事業者は，通勤時や業務移動などで公共交通の利
用を推進し，従業員の意識啓発を行い，市が実施す
る施策を協働して推進するよう努めなければなら
ない。 

・ 公共交通事業者は，他の公共交通事業者と連携し
ながら，主体的かつ積極的に公共交通の利便性を高
め，利用者の意見を把握し，これを事業に反映する
ほか，市が実施する施策を協働して推進するととも
に，経営革新や経営基盤の強化に努めなければなら
ない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（市の責務） 
第４条 市は，前条に規定する基本理念（以下「基本
理念」という。）にのっとり，施策を策定し，及び
実施する責務を有する。 

２ 市は，施策の策定及び実施に当たっては，市民及
び事業者の意見を反映させるよう努めるとともに，
市民及び事業者の理解及び協力を得るために必要
な措置を講じなければならない。 

（市民の責務） 
第５条 市民は，基本理念にのっとり，移動しやすい
まちづくりについての理解と関心を深めるととも
に，第１条に規定する目的の達成に向けて施策に協
力しなければならない。 

２ 市民は，交通法規を理解し，及び遵守しなければ
ならない。 

（事業者の責務） 
第６条 事業者は，基本理念にのっとり，移動しやす
いまちづくりについての理解と関心を深め，事業活
動及び従業員等の通勤における歩行並びに自転車
及び公共交通の利用を推進するとともに，第１条に
規定する目的の達成に向けて施策に協力しなけれ
ばならない。 

（公共交通事業者の責務） 
第７条 公共交通事業者は，基本理念にのっとり，そ
の社会的な役割を踏まえ，公共交通の利便性の向上
及び利用の推進に努めるとともに，第１条に規定す
る目的の達成に向けて施策に協力しなければなら
ない。 

２ 公共交通事業者は，その運営する公共交通に関す
る情報を利用者に提供し，及びその運営する公共交
通に関して利用者から意見を聴取して，これをその
運営に反映させるよう努めなければならない。 

(市の責務) 
第 4条 市は、基本理念にのっとり、公共交通の利用

の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、
及び実施しなければならない。 

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策
定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映
させるよう努めるとともに、その施策の実施に当た
っては、これらの者の理解と協力を得るよう努めな
ければならない。 

3 市は、基本理念にのっとり、公共交通事業者の当
該事業の状況を踏まえ、公共交通事業者その他関係
機関と協力しながら、公共交通の利便性の向上に努
めるものとする。この場合において、特にまちなか
区域においては、公共交通の利用によって円滑な移
動を行うことができるよう配慮するものとする。 

(市民の責務) 
第 5条 市民は、基本理念にのっとり、公共交通の利

用の促進についての理解と関心を深めるよう努め
るとともに、本市が実施する施策に協力するよう努
めなければならない。 

2 市民は、まちなか区域においては、基本理念にの
っとり、当該区域における交通渋滞及び環境への負
荷の状況等を踏まえ、自家用車の利用を控えて公共
交通を利用するよう努めなければならない。 

3 市民は、まちなか区域以外の区域においては、基
本理念にのっとり、できる限り公共交通を利用する
よう努めなければならない。 

(事業者の責務) 
第 6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動を行うに当たっては、公共交通の利用の促進に配
慮し、その従業員の通勤における公共交通の利用の
促進その他の措置の実施に努めるとともに、本市が
実施する施策に協力するよう努めなければならな
い。 

(公共交通事業者の責務) 
第 7条 公共交通事業者は、基本理念にのっとり、公

共交通の利用の状況を踏まえつつ本市の公共交通
の利便性を高めるよう努めるとともに、本市が実施
する施策に協力するよう努めなければならない。 

（市民の権利等） 
第３条 市民等は，その居住し，又は活動する地域に

係る生活交通の確保に向けた取組に参画する権利
を有する。 

２ 市民等は，市が実施する生活交通施策について，
共働して推進するよう努めなければならない。 

３ 市民団体は，その社会的な役割を自覚し，生活交
通に関する活動について，市民の理解と協力が広く
得られるようにするとともに，団体相互の多様な連
携を図るよう努めなければならない。 

（市の役割） 
第４条 市は，生活交通施策をまちづくり施策その他

の市の施策と一体的に推進するものとする。 
２ 市は，市民等及び公共交通事業者に対し，生活交

通施策に関する情報を提供し，かつ，分かりやすく
説明するよう努めるものとする。 

３ 市は，国及び他の地方公共団体と協力して生活交
通施策の推進に努めるものとする。 

（公共交通事業者の役割） 
第５条 公共交通事業者は，その社会的な役割を自覚

し，市が推進する生活交通施策を尊重し，公共交通
空白地等及び移動制約者に係る生活交通を確保す
るため，最大限の配慮を払うよう努めなければなら
ない。 

２ 公共交通事業者は，自ら行う生活交通に係る事業
の情報を，市及び市民等に対して積極的に提供する
よう努めなければならない。 

（生活交通施策の推進に当たっての役割） 
第６条 市，市民等及び公共交通事業者は，生活交通

施策の推進に当たっては，路線バス，鉄道等の基幹
的な交通手段とのネットワークの維持及びその拡
大を図り，人の移動の連続性を確保するよう努めな
ければならない。 

２ 市，市民等及び公共交通事業者は，相互に情報交
換を行い，かつ，協力関係を構築するよう努めなけ
ればならない。 

（市民等による施策の提案等） 
第７条 市民等は，市に対して，その居住し，又は活

動する地域に係る生活交通に関する施策を提案す
ることができる。 

２ 市は，前項の規定に基づき市民等が提案する施策
等について，共働して推進するよう努めるものとす
る。 
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

施策・推進
方法  

基本方針  
市，市民，事業者および公共交通事業者は，

次に掲げる取組の基本的な方針に基づき，公
共交通の利用を促進する。  
（１）地域の特性に応じた，市，市民，事業

者および公共交通事業者の協働・連携  
（２）公共交通の利便性向上と積極利用  
（３）鉄道・幹線バスとコミュニティバス等

支線交通手段との効率的な機能分担  
（４）自家用車優先から公共交通優先の環境

整備への転換  
（５）ユニバーサルデザインに配慮した環境

整備  
（６）積極利用を促す意識の醸成および教育  

（施策の推進の基本方針）  
第８条  市は，市民，事業者その他関係機関

との協働により，次に掲げる事項を考慮し
て施策を推進しなければならない。  

（１）  土地の利用方針と交通との連動  
（２）  移動のための各交通手段の特性を踏

まえた役割分担及び連携  
（３）  公共交通の需要  
（４）  地域の状況に応じた自動車の通行の

部分的な抑制  
（５）  交通安全の確保  
（６）  バリアフリー（障がい者等の社会参

加を困難にしている物理的，社会的，制度
的及び心理的な障壁を除去することをい
う。）及びユニバーサルデザイン（障がい
の有無等にかかわらず多様な人々が利用
しやすいよう都市及び生活環境を構築す
ることをいう。）  

（７）  天候その他の自然的条件  
（基本計画）  
第９条  市長は，施策を総合的かつ計画的に

推進するため，移動しやすいまちづくり基
本計画（以下「基本計画」という。）を策
定するものとする。  

２  基本計画は，次に掲げる事項について定
めるものとする。  

（１）  移動しやすいまちづくりについての
基本的な方針  

（２）  移動しやすいまちづくりについての
目標  

（３）  施策の具体的事項  
（４）  前３号に掲げるもののほか，移動し

やすいまちづくりを推進するために必要
な事項  

３  市長は，基本計画の策定に当たっては，
市民，事業者その他関係機関の意見を聴く
ものとする。  

４  市長は，基本計画を策定したときは，速
やかに，これを公表するものとする。  

５  前２項の規定は，基本計画の変更につい
て準用する。  

（歩行環境の整備）  
第１０条  市長は，地域の状況に応じ，公共

交通の駅及び停留所並びに駐輪場と歩行
空間との連続性並びに歩行空間相互の連
続性の確保を図るものとする。  

２  市長は，地域の状況に応じ，歩行者及び
自転車の通行を優先することが望ましい
道路について，地域住民等との合意の下，
自動車の通行及び速度を抑制するため必
要な措置を講ずるものとする。  

（まち歩きの推進）  
第１１条  市長は，一定の区域内における健

康の増進及び地域の活性化に寄与する歩
行（以下「まち歩き」という。）について，
当該区域内の住民及び団体と協働し，まち
歩きを推進するための計画（以下「まち歩
き計画」という。）を策定し，まち歩き計
画に基づいたまち歩きの推進及び歩行環
境の改善に努めるものとする。  

２  市は，まち歩き計画の実施に当たっては，
区域内の住民及び団体と協定を締結し，必
要な支援を行うことができる。  

(公共交通体系の実現 ) 
第 8 条  市は、公共交通事業者その他関係機

関と協力しながら、その需要に応じて、市
民及び事業者が利用しやすい公共交通体
系の実現に努めるものとする。  

(まちなか区域における公共交通の利用の促
進に係る施策の実施 ) 
第 9 条  市は、まちなか区域における公共交

通の利用を促進するため、公共交通事業者
その他関係機関と協力しながら、まちなか
区域全体の公共交通の利便性を高度に維
持増進する等の措置を講ずるとともに、商
店街等の事業者との公共交通の利用の促
進に係る連携の推進、歩行環境等の確保そ
の他必要な施策を実施するものとする。  

(公共交通重要路線 ) 
第 10 条  市は、第 8 条に規定する公共交通

体系の実現を図る上で重要であると認め
られる路線 (以下「公共交通重要路線」と
いう。 )について、関係機関の協力を得な
がら、公共交通の利便性の向上及び利用の
促進その他必要な施策を実施するものと
する。  

2 市民及び事業者は、公共交通重要路線に
おける公共交通の利用に努めるとともに、
公共交通機関が優先的に走行することに
ついて協力するよう努めなければならな
い。  

(パーク・アンド・ライドの利用の促進 ) 
第 11 条  市は、公共交通事業者その他関係

機関と協力して、パーク・アンド・ライド
の利便性の向上に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、パーク・アン
ド・ライドの利用の促進に関する事項は、
金沢市における駐車場の適正な配置に関
する条例第 3 章に定めるところによる。  

 

（公共交通空白地等に関する施策）  
第８条  市は，公共交通空白地等に係る生活

交通を確保するため，市民等及び公共交通
事業者と相互に連携協力し，必要な支援を
行うよう努めるものとする。  

（特別対策区域の指定）  
第９条  市長は，公共交通空白地等のうち，

当該地域における生活交通の確保に向け
た取組の状況を踏まえ，生活交通の確保の
ための支援が必要と認められる地域を生
活交通特別対策区域（以下「特別対策区域」
という。）として指定することができる。 

２  市長は，特別対策区域を指定し，変更し，
又は解除しようとするときは，あらかじ
め，第 12 条に規定する福岡市地域公共交
通会議の意見を聴くものとする。  

３  市長は，特別対策区域を指定し，変更し，
又は解除したときは，規則で定めるところ
により，その旨を告示するものとする。  

（特別対策区域における支援等）  
第１０条  市は，特別対策区域において，予

算の範囲内で，生活交通の確保のために必
要な支援を行うものとする。  

２  市は，前項の特別対策区域における支援
を行うに当たっては，当該特別対策区域に
おける生活交通の質の向上に努めるもの
とする。  

３  市民等及び公共交通事業者は，特別対策
区域において，市の生活交通の確保に関す
る施策を共働して推進し，かつ，最大限の
協力をするよう努めなければならない。  

 
第１１条  市は，移動制約者に係る生活交通

を確保するため，福祉有償運送事業者に対
し，運営等に関する相談，助言，指導その
他の必要な支援を行うものとする。  

２  福祉有償運送事業者は，前項に規定する
市の助言，指導等に対し，最大限の配慮を
払うよう努めなければならない。  
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

施策・推進
方法  

推進方法  
（１） 市は，公共交通の利用を促進し，お

よびこれを補完する次の施策に取り組
み，公共交通の利便性向上に努める。  
①  公共交通利用環境の向上，中心市街

地における回遊性向上，交通不便地域
への対応など，公共交通の利用促進に
関する施策  

②  公共交通と自家用車・自転車（レン
タサイクルを含む。）の連携環境向上，
徒歩・自転車の利用環境向上など，公
共交通の利用促進を補完する施策  

（２） 市および公共交通事業者は，公共交
通の利用実態および利用者の意向の把握
に努める。  

（３） 市は，財政上の措置，技術的な支援・
助言を行うほか，国等に対し必要な要請
および提案を行う。  

 

（まち歩き団体）  
第１２条  まち歩きを推進しようとする団体

(以下「まち歩き団体」という。)は，まち
歩き計画の策定に参加することができる。 

２  まち歩き団体は，当該まち歩き団体及び
地域住民が実施しようとするまち歩き計
画の案を市長に提案することができる。  

３  市長は，前項のまち歩き計画の案がまち
歩きの推進に資するものと認められる場
合は，当該まち歩き計画の案を市長が策定
するまち歩き計画に反映させるものとす
る。  

（自転車に関する環境の整備）  
第１３条  市長は，自転車で移動しやすい道

路の整備に努めるものとする。  
２  市長は，事業者と協力して駐輪場の整備

を推進するものとする。  
３  市長は，自転車を市街地での移動手段と

して推進するため，レンタサイクル（自転
車を一定の時間貸し出す事業をいう。）の
拡充に努めるものとする。  

４  市長は，自転車の走行についての交通法
規について，関係機関と連携して指導及び
啓発を行うものとする。  

（自転車利用推進団体）  
第１４条  自転車の利用を推進しようとする

団体（以下「自転車利用推進団体」という。）
は，当該自転車利用推進団体及び地域住民
が実施しようとする自転車の利用の推進
に関する計画（以下「自転車利用推進計画」
という。）を市長に提案することができる。 

２  市は，自転車利用推進計画が自転車の利
用の推進に資するものと認められる場合
は，当該自転車利用推進計画の実施に関す
る協定を当該自転車利用推進計画を提案
した自転車利用推進団体と締結し，必要な
支援を行うことができる。  

（公共交通の環境整備）  
第１５条  市長は，次に掲げる事項を考慮し

て公共交通の環境整備及び連携を図るも
のとする。  

（１）  地域の日常生活及び社会生活を支え
ること。  

（２）  都心と都心以外の地域の拠点との結
び付きを高めること。  

（３）  都心及び都心周辺部の交通環境  
（地域交通団体）  
第１６条  地域において自主的な運営により

当該地域における交通手段を確保しよう
とする団体（以下「地域交通団体」という。）
は，次に掲げる事項について定めた当該地
域における交通手段に関する計画（以下
「地域交通計画」という。）を策定し，市
長に提案することができる。  

（１）  地域交通計画の名称  
（２）  地域交通計画の対象となる交通手段  
（３）  前号に規定する交通手段の運行の経

路，経費その他の運行に関する事項  
２  市は，地域交通計画が地域内の公共交通

の利便性の向上に資するものと認められ
る場合は，当該地域交通計画の実施に関す
る協定を当該地域交通団体と締結し，必要
な支援を行うことができる。  

(交通不便地域における地域交通計画 ) 
第 12 条  山間地域その他の交通が不便であ

ると認められる地域の住民により組織さ
れる団体で、自主的な運営により当該地域
における交通手段を確保しようとするも
の (以下「自主運営団体」という。)は、当
該地域における交通手段に関する計画 (以
下「地域交通計画」という。 )を策定する
ことができる。  

2 地域交通計画は、次に掲げる事項につい
て定めるものとする。  
(1) 地域交通計画の名称  
(2) 地域交通計画の対象となる交通手段  
(3) 前号に掲げる交通手段の運行の経

路、計画、経費その他の運行に関する事
項  

(4) その他当該地域において交通手段を
確保するために必要な事項  

3 自主運営団体は、地域交通計画を策定す
るに当たっては、本市の交通に関する計画
と調和するよう努めなければならない。こ
れを変更する場合も、同様とする。  

4 自主運営団体は、第 1 項の規定により地
域交通計画を策定したときは、市長と地域
交通に関する協定 (以下「地域交通協定」
という。 )を締結することができる。  

5 市長は、地域交通計画に基づく当該地域
における交通手段の確保を図るため必要
があると認めるときは、当該地域交通協定
の締結に係る自主運営団体が行う当該地
域交通計画の具現化のための取組に協力
するものとする。  
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

施策・推進
方法  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（自動車及び公共交通の連携）  
第１７条  市長は，事業者その他関係機関と

協力して，パークアンドライド（自宅等か
ら最寄りの公共交通の駅又は停留所まで
の区間を自動車を利用して移動し，これを
当該駅又は停留所の付近に駐車した後，当
該駅又は停留所から目的地までの区間を
公共交通を利用して移動することをいう。
以下同じ。）の利便性の向上を図るものと
する。  

２  市は，パークアンドライドの利便性の向
上を図るため必要と認める場合は，パーク
アンドライドの利便性の向上を図るため
の措置の実施に関する協定を事業者その
他関係機関と締結し，必要な支援を行うこ
とができる。  

（意識の啓発等）  
第１８条  市長は，市民の歩行並びに自転車

及び公共交通の利用の推進に関する意識
の啓発を図るとともに，市民の歩行並びに
自転車及び公共交通の自発的な選択及び
利用の推進に関する活動の推進を図るも
のとする。  

（エコ通勤の推進）  
第１９条  市は，事業者が次に掲げる事項に

ついて定めたエコ通勤（環境等を考慮して
自動車（公共交通に係るものを除く。）の
利用を控え，歩行，自転車又は公共交通に
より通勤することをいう。以下同じ。）を
推進するための計画を策定した場合にお
いて，当該計画がエコ通勤の推進に資する
ものと認められるときは，当該計画の実施
を支援するための協定を当該事業者と締
結し，必要な支援を行うことができる。  

（１）  エコ通勤の推進についての基本方針  
（２）  エコ通勤の推進についての目標  
（３）  エコ通勤を推進するために行う具体

的事項  
（４）  前３号に掲げるもののほか，エコ通

勤を推進するために必要な事項  
（市民意見の聴取）  
第２０条  市長は，施策に反映させるため，

移動しやすいまちづくりについての市民
の意見の聴取に努めるものとする。  

（表彰）  
第２１条  市長は，市民の歩行並びに自転車

及び公共交通の利用の推進に著しく貢献
したものを表彰することができる。  

（財政上の措置）  
第２２条  市は，移動しやすいまちづくりを

推進するために必要な財政上の措置を講
ずるよう努めるものとする。  

（国等に対する要請等）  
第２３条  市長は，移動しやすいまちづくり

を推進するため必要があると認める場合
は，国，県，警察その他関係機関に必要な
協力の要請又は提案を行うものとする。  

２  市長は，移動しやすいまちづくりを推進
するため必要があると認める場合は，市民
及び事業者に助言又は要請を行うものと
する。  

 (公共交通利用促進協定の締結等 ) 
第 13 条  公共交通の利用を促進しようとす

るものと公共交通事業者とは、その相互に
おいて公共交通の利用の促進及び利便性
の向上のための協定を締結することがで
きる。  

2 市長は、前項の協定でその内容が公共交
通の利用の促進に寄与すると認めるもの
を公共交通利用促進協定として認定する
ことができる。  

3 市長は、前項の公共交通利用促進協定に
係る活動に対して、必要な支援をすること
ができる。  

(意識の高揚等 ) 
第 14 条  市長は、公共交通の利用の促進に

関する市民及び事業者の意識の高揚に努
めるとともに、市民及び事業者による自主
的かつ自発的な公共交通の利用の促進に
関する活動が推進されるよう努めなけれ
ばならない。  

(国等への要請 ) 
第 15 条  市長は、公共交通の利用の促進に

関し必要があると認めるときは、国、県そ
の他関係団体に対し、必要な協力を要請す
るものとする。  

(援助 ) 
第 16 条  市長は、公共交通の利用を促進す

るため必要があると認めるときは、技術的
な援助をし、又は予算の範囲内において財
政的な援助をすることができる。  

(表彰 ) 
第 17 条  市長は、公共交通の利用の促進に

著しく貢献したものを表彰することがで
きる  
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都市名 高松市 新潟市 金沢市 福岡市 

推進体制  

（１）高松市総合都市交通計画推進協議会に
おいて，必要な施策の協議および関係者の意
見調整を行う。  

（なし）  第 18 条  市、市民、事業者等は、それぞれ
の責務に基づいて、自主的かつ自発的に公
共交通の利用の促進に関する活動を推進
するため、公共交通利用促進市民会議 (以
下「市民会議」という。 )を組織するもの
とする。  

2 市民会議は、次に掲げる事項について協
議するものとする。  
(1) 公共交通の利用の促進に向けた意識

の高揚に関する事項  
(2) 公共交通の利便性の向上に関する事

項  
(3) その他公共交通の利用の促進に関す

る事項  

第１２条  この条例の適正な運用を図るた
め，福岡市地域公共交通会議（以下「交通
会議」という。）を置く。  

２  交通会議は，次に掲げる事項について，
調査，協議及び関係者の意見の調整の事務
を行う。  
(１ ) 生活交通の在り方に関する事項  
(２ ) 特別対策区域に関する事項  
(３ ) 前２号に掲げるもののほか，市民の

生活交通の確保に関し市長が必要と認
める事項  

３  交通会議は，道路運送法に基づく地域公
共交通会議を兼ねるものとし，前項の事務
のほか，同法に定められた協議を行う。  

４  交通会議の組織及び運営に関し必要な
事項は，規則で定める。  

その他  

この条例は，平成２６年４月 1 日から施
行する。  
 

（その他）  
第２４条  この条例に定めるもののほか，こ

の条例の施行に関し必要な事項は，市長が
別に定める。  

附  則  この条例は，平成２４年１２月１日
から施行する。  

 (委任 ) 
第 19 条  この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  
 

（委任）  
第１３条  この条例に定めるもののほか，こ

の条例の施行に関し必要な事項は，規則で
定める。  


