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自動車依存社会の弊害の中に、「交通事故の多発」を追
加されたい。

原案のとおり。 公共交通の衰退が交通事故の多発に直
結するものではないことから，前文に追
記することは難しいものと考えられます。

公共交通の有する健康上の意義・利用者へのメリットと
して「・・・環境破壊，歩行量の減尐とこれに起因する健康
状態への悪影響，社会的コストの増大・・・」を追加された
い。

御意見を踏まえ，メリット部分で修正します。

「市民の安全確保」という趣旨の明確化するため，「・・・
公共交通の利用を促進し，安全かつ快適で人にやさしい
都市交通の形成に寄与するため・・・」を追加されたい。

御意見のとおり修正します。

利用する側の主体である市民が、自分のこととして考え
られるような語りかけがほしい。例えば、「交通弱者が増
加」と一言言われても、普段自動車移動をしている多くの
人は自分とは関係ないと思ってしまうのではないか。

御意見を踏まえ，次の内容を【解説】に追記します。
・誰もがいずれ高齢者となる中で，公共交通が淘汰
された社会に対する危機感を，市民の皆様に自分
のこととして感じ取ってもらいたいと考えます。

「・・・本市は、誰もが自動車に頼らなくても、安全、快適に
移動できる、歩いてくらせるまちづくり『多核連携型コンパ
クトエコシティ』の実現を目指している。そのためには、人
と環境にやさしく、快適で利用しやすい公共交通機関を
軸にした、都市交通体系を構築していかなければならな
い」などの方がわかりやすいのではないか。

なぜコンパクトシティを目指すのか，なぜ公共交通の利
用促進が必要なのかという基本的な部分の周知不足を
感じる。

前文において，まちづくりや制定の趣旨などについて端
的に書かれているが，なぜこのような取組をしなければ
ならいのか，もう尐し分かりやすく伝えた方が良いのでは
ないか。

１　前文

御意見を踏まえ，「なぜコンパクトシティを目指すの
か，なぜ公共交通の利用促進が必要なのか」など，
まちづくりの観点や理念を，前文に加えます。
また，【解説】に，まちづくりの方向性に係る図も掲
示し，理解の高まりを図ります。
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鉄道は広域交通も担っていることから，４ページ図中の
広域交通に鉄道も記載されたい。

御意見のとおり修正します。

鉄道・バス・その他乗合交通の連携がイメージできるよう
な図とされたい。

御意見のとおり修正します。
なお，１２ページの図も同様に修正します。

交通結節機能を持つものとして，タクシーを条例に位置
付けられないか。

原案のとおり。 本協議会におけるこれまでの審議の中
で，鉄道・バスおよび乗合タクシー等の
一般乗合事業を，本条例における利用
促進の対象である公共交通とする旨の
結論をいただいています。タクシーは，
基軸を支えるものとして自動車の中に含
まれており，公共交通を補完する施策と
位置付けています。

タクシーが公共交通を補完する施策の対象であるなら
ば，４ページ図中の自動車の部分において，タクシーを
含むことを明記されたい。

タクシーは，バスや乗合タクシーを利用できない方の受
け皿であり，タクシーの役割も位置付けていただきたい。

公共交通の有する健康上の意義・利用者へのメリットと
して「④　公共交通の利用の促進は，健康の向上や移動
しやすいまちづくり等の市民の幸福の増進に資するもの
として行われなければならない。」を追加されたい。

原案のとおり。 「市民の幸福の増進」との記述が，本条
例に掲げる理念としては過分と考えられ
ますことから，記載していません。

車が減り，排気ガスが減ることが我々の体にとっても，環
境にとっても望ましい。

原案のとおり。 御意見の主旨は，7Ｐの3-(1)-オ.基本理
念に盛り込んでおります。

市の責務には「また，公共交通の維持・改善を可能とす
るまちづくりに努める」という記述を追加されたい。

市の責務に，利便性向上のほか，「公共交通を軸とした
まちづくりに取り組む」旨の記述を加えるべきではない
か。
市の責務の中にまちづくりについての記述が無いこと
も，うまく伝わっていない原因ではないかと思う。

公共交通事業者の責務は，「主体的かつ積極的に」を削
除し，「事業の効率化に努めるとともに，他の公共交通事
業者と連携しながら公共交通の利便性を高め」と改めら
れたい。
「主体的かつ積極的に公共交通の利便性を高め」および
「利用者の意見を事業に反映する」との記述は責務から
削除し，解説で言及する等にしてもらいたい。
なお，「利用者の意見を把握」と「４　推進方法」の（２）に
ある「利用実態および意向の把握」は重複しているので
はないか。

御意見を踏まえ，次の内容に修正します。
・「公共交通事業者は，事業の効率化に努めるとと
もに，他の公共交通事業者と連携しながら公共交
通の利便性を高め，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。」（７）

公共交通事業者
の責務

２　総則

8Ｐ

7Ｐ

（２）－ア
公共交通の定義

（４）市の責務

（３）基本理念

御意見を踏まえ，図中に次の内容を追記します。
・自動車（※タクシー（乗合以外）を含む）

5Ｐ

7Ｐ

5Ｐ，

12Ｐ

御意見を踏まえ，次の内容に修正します。
・市は，公共交通の維持・改善を可能とするまちづく
りに努めるほか，公共交通事業者と協力し公共交
通の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。
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（１）－ア
協働・連携

9Ｐ

鉄道利用者減尐の理由の１つとして，沿線に目的地が無
くなったことが大きいと考えている。利便性向上のみが利
用者増加に繋がると考えるのではなく，催し物や施設整
備にあたり，公共交通を利用して行ける場所を選定する
などといった取組も，協働の内容に含めて考えてもらい
たい。

御意見を踏まえ，次の内容を【解説】に追記します。
・例えば，「市が公共交通の沿線でイベントを開催
し，公共交通事業者がイベントに対応した便を設定
し，市民がこれを利用する」といった取組は，協働・
連携の好例と言えます。

基本方針にある「公共交通優先の環境整備」の解説で，
利用しやすい環境整備の例としてバス専用レーン等を挙
げているが，それより先に，交通網や結節点の整備につ
いて言及すべきではないか。

交通結節機能強化が重要であると考えるが，基本方針
にある「公共交通優先の環境整備」の中に含まれるので
あれば，それが分かるように解説において言及すべきで
はないか。

「自家用車優先から歩行者・公共交通優先の」となるよう
に、歩行者を追加されたい。

原案のとおり。 公共交通の利用促進を目的とする本条
例の主旨を踏まえ，原案のとおりとさせ
ていただきます。なお，徒歩について
は，自動車等と同様に公共交通を補完
する施策として位置付けています。

（１）－オ
ユニバーサルデ
ザインに配慮した
環境整備

10Ｐ

国籍・文化についての具体例（例えば，多言語標識等）
があっても良いのではないか。

御意見を踏まえ，【ユニバーサルデザインの例】の
一部を修正し，次の内容を追加します。
・外国人にも理解しやすい多言語案内やピクトグラ
ム（絵による表示）

利用促進計画に定める事項として，ユニバーサルデザイ
ンへの配慮を加えていただきたい。

原案のとおり。 御意見の主旨は，基本方針に記載して
おり，利用促進計画に定める事項への
再掲までは不要と考えます。

啓発活動の例示を充実させるため，「②　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，カーフリーデー等の広報・啓発活動な
ど，公共交通の利用促進に関する施策」を追加された
い。

御意見を踏まえ，次の内容を追記します。
・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，広報・啓発
活動など，公共交通の利用促進に関する施策

「カーフリーデー等の」については，具体
的なイベント名を条文化することまでは
不要と考えますことから，記載していま
せん。

３　基本方針

11Ｐ４　推進方法
（１）利用促進計
画

（１）－エ
自家用車優先か
ら転換・公共交通
優先の環境整備

御意見を踏まえ，次の内容を追記します。
・例えば，バス路線再編と合わせた鉄道駅の交通
結節機能の強化や，既存の道路空間におけるバス
専用レーンの設置，新交通システムの導入などが
考えられます。

10Ｐ
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市民に責務を果たさなければならないことを理解してもら
うためにも，道路整備やコミュニティバスの維持にどれだ
けの税金を投入しているか等，財政面の状況を含めた
周知・啓発が重要と考える。

自分の周りにも公共交通を積極的に利用しようという人
は尐ない。公共交通の利用促進を市民が求めているの
か疑問がある。市民の意識と大きくかけ離れたことをしよ
うとしているのではないかと感じる。

今後の財政状況の推移に関する議論が希薄であり，痛
みを伴うが，必要な施策であることをもっと周知し，市民
の協力を得る必要がある。

公共交通の利用促進状況の公表について，「（４）　市
は，毎年度，利用促進計画で定めた公共交通の利用促
進に係る目標の達成状況や施策の実施状況などを調査
し，公表する。」を追加されたい。

荷捌きにおける駐車スペースの確保について，自転車道
やバス停の整備に比べ疎かになりがちであると感じるの
で，留意してもらいたい。
この意見は，１４ページのその他意見で良いから，記載し
てもらいたい。

荷捌き場，タクシーベイ，駐輪場といった公共的な場の
整備には，利益による回収が出来ないことから，民間投
資は起きない。行政には，こういった細部の施策にも取り
組んでもらいたい。

道路の環境や地権者の協力如何によってはバス停の設
置が難しかったり，結節点となる駅への進入路が手狭で
あるといった問題があるので，これらを考慮した施策に
取り組んでもらいたい。

参考資料（協議会委員の意見概要）に御意見を追
記します。
・バス待ち環境整備や，結節点となる駅への狭隘進
入路の改良等，バスの利便性向上策を講じることが
必要である。

高齢化社会への対応として超小型車の導入を検討して
いる自治体が多い。高松市においても施策として検討し
てはどうか。

参考資料（協議会委員の意見概要）に御意見を追
記します。
・道路空間の再配分に当たっては，高齢化社会へ
の対応として，超小型車の走行も含めて検討された
い。

15Ｐ（３）施策について（委員意見）

13Ｐ
（４）実施状況等
の公表

参考資料（協議会委員の意見概要）に御意見を追
記します。
・荷捌きスペース，タクシーベイ，駐輪場など，民間
投資が起きにくい公共的施設の整備等の施策に，
関係者が協力して取り組まれたい。

コンパクトなまちづくりや公共交通利用
促進の必要性への理解を高めるため，
利用促進に係る目標の達成状況や施策
の実施状況などを調査・公表し，市の財
政状況の見通し等と合わせた周知・啓
発に活用させていただきます。

御意見を踏まえ，次の内容を追記します。
・（４）実施状況等の公表
　市は，毎年度，利用促進計画で定めた公共交通
の利用促進に係る目標の達成状況や施策の実施
状況などを調査し，公表するものとする。
【解説】
　市は，利用促進計画において利用促進の目標に
関する事項を定めることとしています。目標の達成
状況や施策の実施状況を調査・公表することで，施
策の実効性を担保し，また，市民に対しこれらの情
報を提供することで，協働関係の構築に資するもの
と考えます。
　これらの情報は，コンパクトなまちづくりや公共交
通利用促進の必要性への理解を高めるため，市の
財政状況の見通し等と合わせた周知・啓発に活用
することが重要です。
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「２総則（４）市の責務」につき、当然のことであるため修
文は求めないが、市役所内部における連携について，公
共交通利用促進は単に交通部局のみならず、交通、保
健、まちづくり、文教等々、様々な観点から総合的に行政
が取り組むべき課題であるところ、高松市においても、確
実に関係部局が連携して取り組んでいくことを、改めて
確認されたい。

市民からは縦割り行政の弊害を指摘する声も多く，行政
庁の内部における横断的に取り組むことについても条文
で記述する必要があるのではないか。

15Ｐ（委員意見） （３）施策について

条文化する性質のものではないと考えま
すが，今後とも連携して取り組んでまい
ります。

参考資料（協議会委員の意見概要）に御意見を追
記します。
・公共交通の利用促進は，交通政策だけでなく，保
健，まちづくり，文教等，様々な観点から総合的に
取り組むべき課題であるため，市役所庁内が連携し
て確実に取り組んでもらいたい。


