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意見の概要と市の考え方   千葉市総合交通政策（案）、施策の推進計画（案）に関するパブリックコメント手続  

＊ご意見の一部については、趣旨を損なわない範囲で要約または分割して掲載させていただきましたので、ご了承ください。  

千葉市総合交通政策 (案 ) 

＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

１ 
第１章 
策定経緯 

平成１９年度に策定された千葉市交通ビジョンの総括がな
されていない。どの施策を実施し、どのような効果があった
のか、実施できなかった施策があったのか、継続中のまま千
葉市総合交通政策の施策に入ったものがあるのか、これらの
説明が必要である。【P2】 

総合交通ビジョンは、本市の長期的な総合交通の基本
指針を定めたものであり、実施計画ではありませんの
で、ここでは記載しておりません。 
総合交通ビジョンの各施策の進捗は、施策の推進計画

の最終年度となる平成２６年度に公表する予定として
います。 

なし 

２ 

第２章 
基本方針 

千葉市交通ビジョンにあった千葉市の概況と交通の現状と
課題がなくなっている。千葉市の交通の現状と課題は必要で
ある。【P3～9】 

本政策は、千葉市総合交通ビジョンの交通の現状と課
題を踏襲していますので、記載していません。 なし 

３ 
第２章では、少子高齢化社会の到来が課題となっているが、

第７章施策には少子化、子育て世代、人口減少を特に意識し
た施策がない。（第７章 施策も同様）【P3～9】 

「福祉・介護に関する交通への対応」、「バリアフリ
ーへの対応」に係る施策等が該当します。 
（第７章施策参照） 

なし 

４ 

市の財政状況が課題となっているが、第７章施策には市の
財政状況が反映されていない。 
基本方針には、財政状況を考慮した事業の選択と集中があ

るため、施策の羅列だけでなく、事業費を踏まえた優先順位
の設定が必要である。【P3～9】 

総合交通政策における施策の中から、事業費を考慮し
ながら優先して行うべき施策を「施策の推進計画」とし
て位置付けています。（施策の推進計画 参照） なし 

５ 
少子高齢化社会及び本市の財政状況は、両方とも基本方針

ではないので、ここまで細かい説明は不要である。【P7～9】 
総合交通政策の基本方針を決定する上で重要な事項

ですので詳細に示しています。 
なし 

６ 
第３章 
総合交通体系 

市民は交通を利用する主体者なので、「行政・交通事業者・
地域住民」ではなく、「市民（地域住民）・交通事業者・行
政」という順番で記載すべきではないか。【P10】 

行政は、公共交通のガバナンスを機能させる主体です
ので、「行政・交通事業者・地域住民」の順に記載して
います。 

なし 

７ 
第５章 
交通ネットワーク 

千葉市新基本計画（平成２３年６月）の第３章まちづくり
の基本方針の交通ネットワークとの整合が必要である。 
【P13～26】 

千葉市新基本計画の第３章と同様に、交通ネットワー
クについては、公共交通及び道路について、相互の連携
を図りながら、それぞれの基幹的なネットワークを構
築・強化し、より安全で円滑な移動環境を整備するとと
もに、環境負荷の低減や超高齢社会などへの対応を図る
こととしておりますので、千葉市新基本計画と整合して
います。 

なし 
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＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

８ 

第５章 
交通ネット
ワーク 
 

５‐１ 
乗継ぎの改
善 

交通ネットワーク・乗継ぎの改善について、施策（案）に
賛成する。【P14】 

各交通手段の乗継ぎを改善するため、公共交通事業者
や道路管理者等の関係者と連携を図り、主要駅等の交通
結節点整備やＩＣカードシステム、バスロケーションシ
ステムの導入を検討し、施策を展開してまいります。 

なし 

９ 
国道と県・市道、主要駅等の結節点は積極的に活用すべき

で、関係機関との連絡・調整はキーポイントである。【P14】 なし 

１０ 

５-２ 
都市内公共
交通 

花見川区の多くの住民が京成本線を利用するので、京成本
線の駅は市内にないが、公共交通ネットワークの位置付けに
は、根幹ルートとして、京成電鉄「京成千葉線、京成千原線」
だけではなく、「京成本線」も加えたほうが良い。 

【P17】 

市域内の主要な公共交通を公共交通の骨格的ネット
ワークに位置付けているため、市域外にある「京成本線」
は骨格的ネットワークに位置付ないこととしています。 

なお、京成本線へ向かう市域内の主要バス路線につい
ては、公共交通の幹線ルートとして位置付けています。 

なし 

１１ 

今後１０年間に検討する公共交通の骨格的ルート「④千葉
都心～海浜ニュータウン・幕張新都心方面」は、市民の足と
いう整備目的の他、観光目的、経済振興としての整備という
目的もあるのではないか。 
【P18～20】 

本ルートは、経済及び観光の振興も視野に入れ、県立
幕張海浜公園、ＱＶＣマリンフィールド、幕張メッセな
どの沿岸部の観光集客エリアでのルートを設定してい
ます。 

なし 

１２ 

ルート①②④の必要性が希薄である。 

直通路線を整備するより、結節駅（幕張、新検見川、稲毛）
での乗継ぎ割引や接続時間の改善を優先したほうがよい。
【P20】 

ルートについては、公共交通の利便性を一層向上させ
るため、今後整備の必要性を検討すべきルートとして位
置付けたものです。なお、乗継改善についても、施策を
実施するものとしています。（５－１乗継ぎの改善参照） 

なし 

１３ 

 ルート②のモノレール、ルート④⑤のＬＲＴを削除。 

事業費がかかり採算性（建設費償還を含む）が期待できない
モノレール、ＬＲＴは計画すべきではない。 

【P20】 

今後、整備を検討する際には、採算性等を含めて検討
することとしています。 

なし 

１４ 

「公共交通の維持が困難な地域への対応」の追加について、
住民として適切な方針と思う。高齢化による交通弱者の増加、
地域交通格差を考えると重要な対応である。 
千葉市のコミュニティバスの利用者は、今後も利用増加は

見込めないので、コミュニティバス継続のためには、「（３）
公共交通の維持が困難な地域への対応の①地域住民の移動手
段確保のための主体的な活動への支援、②行政・交通事業者・
地域住民の協働、③公共交通の維持・新設における負担」は
適当と考えます。特に「（３）の③公共交通の維持・新設に
おける負担」が現実的と考える。 
【P21】 

持続可能な公共交通を確保するため、適切に対応して
まいります。 

なし 

１５ 

公共交通の維持が困難な地域への対応における表現につい
て、市民は交通を利用する主体者なので、「行政・交通事業者・
地域住民」ではなく、「市民（地域住民）・交通事業者・行政」
という順番で記載すべきではないか。 
【P21】 

行政が制度設計を行うため、「行政・交通事業者・地
域住民」の順に記載しています。 

なし 
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＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

１６ 
第５章 
交通ネット
ワーク 

５-２ 
都市内公共
交通 

５-２都市内公共交通の「（３）公共交通の維持が困難な地
域への対応」が、ネットワークの形成の内容になっていない。 
 以下の構成にした方が分かりやすい。 
（３）交通ネットワークの維持 
①路線バスの維持 
 交通ネットワークの維持としては、市の基本方針は赤字
補填によるバス路線存続は認めていないため、地域住民の
協力による利用者の確保を促進し路線を存続させる。 

②新規コミュニティバス 
 やむを得ず路線バスが廃止になる場合で地域住民が公共
交通による移動手段を必要とする場合は、行政・交通事業
者・地域住民の協働によるコミュニティバス（又はタクシ
ー）の導入を検討する。 

  なお、コミュニティバスについては、導入に当たっての
基本方針、運営基準を設ける。 

③既存コミュニティバスの見直し 
   既存コミュニティバスの収支率が平成２１年度で、さら
しなバスが３５％、おまごバスが５５%、いずみバスが３７%
となっている。コミュニティバス運営基準により見直し・
廃止を検討する。 

【P21】 

「公共交通の維持が困難な地域」とは、採算が悪く路
線バスが廃止され、公共交通の利用が不便となった地域
であることから、地域特性に応じて対応していく必要が
あります。 

このため、具体的な施策については、本文に記載のと
おり、「今後、バス交通に係る対応方針を見直し、新た
な方針を策定する」としていることから、現構成として
います。 

なし 

１７ 

第５章 
交通ネット
ワーク 

５-６ 
千葉都市モ
ノレール 

モノレールの利用促進について、千葉モノレール株式会社
が市民から要望などを聞くシステムをつくるように市が要請
すべきで、千葉モノレール株式会社が自発的に企画切符を発
売するなどの利用促進策を計画するのが一番良い。 
【P25～26】 

モノレール株式会社では、モノレール駅でのご意見要
望受付箱「お客様の声」の設置やインターネットでの「モ
ノレール株式会社社長へのメッセージ受付」などを行っ
ています。モノレール株式会社の利用促進策として、ホ
リデー切符や散策・ジャズ・ワイン列車などの各種切符
の企画及び発売も行っています。 

なし 

１８ 

「モノレール施設の老朽化への対応」は「第５章交通ネッ
トワーク」とは別物で、「（２）モノレールの利用促進」に
も「車両と設備の更新」が含まれておりここには不要である。
「（３）老朽化への対応」を削除すべきである。 
もしも耐震化が進んでないのなら、災害への対応に鞍替え

して下さい。【P26】 

「モノレール施設の老朽化への対応」については、公
共交通の利用促進と自動車交通の適正利用を一体的に
推進し、各交通手段の適切な役割分担と乗継ぎの円滑化
による交通ネットワークを形成することとは内容を異
にするものであること、また、「（２）モノレールの利用
促進」にも「車両と設備の更新」が含まれていることか
ら、「（３）老朽化への対応」の記載は削除します。 
（修正：「（３）老朽化への対応」を削除） 

修正 
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＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

１９ 

第６章 
公共交通の
ガバナンス 

６‐１ 
公共交通の
一元的な計
画と運行 

「千葉市が中心となり、乗継ぎの際の待ち時間解消のため
に、鉄道事業者、バス事業者の運行担当者が集まり、ダイヤ
について協議する場を設けること」を施策（案）に加えてほ
しい。 
【P27】 

「乗継ぎの円滑化」を含めて、公共交通の一元的な計
画と運行を目指し、協議の場を設けることとしており、
総合交通政策「交通ネットワーク」－「乗継ぎの改善」
に該当します。 
（第７章 施策参照） 

なし 

２０ 

 乗継ぎ割引は、第７章では交通ネットワークの方針となっ
ているため、公共交通のガバナンスの中では細かい内容は不
要である。 

【P27】 

Ｐ２７の「図表６-１乗継ぎにおける運賃割引事例」
は、ガバナンスの効果による１事例として記載している
ものです。 

なお、市内の公共交通は、異なる複数の民間事業者が
運行していることから、一元的に運営することは困難な
状況となっています。このため、住民からの要望も多い
乗継運賃割引制度の実現には、ガバナンスを機能させる
ことが必要不可欠であり、ガバナンスを機能させる大き
な目的の１つと考えています。 

なし 

２１ 
第６章 
公共交通のガバナンス 

６-２として、千葉市総合交通ビジョン（平成１９年）第６
章（１）にあった「各主体の役割と連携」を追加する。 

【P27】 

Ｐ２７の本文６-１の３段落、「利用者のニーズを踏
まえて関係機関及び地域住民との連携を調整し、総合的
に交通政策を展開します。」が、これに該当します。 なし 

２２ 

第７章 施策 

総合交通体系の方針に「公共バスのスムーズな運行」を加
え、その施策に「①通勤通学時間帯にバス優先レーンの設置」、
「②主要バス路線におけるバス運行情報システムの設置支
援」、「③道路が渋滞する片側一車線道路への停留所バスベ
イ設置」を加えるほうが良い。 
【P28～31】 

「①」については、これまで必要な箇所への整備を進
めており今後も継続します。 
「②」については、施策の「バス運行情報システムの

整備促進」に該当します。 
「③」については、施策「道路渋滞・混雑の要因とな

っているボトルネックの改善」に該当します。 
 

なし 

２３ 

 総合交通政策「まちづくり」－「公共交通等の利用環境の
改善」－「災害への対応」に施策として「大規模災害発生時
の対応」を追加すべき。 

千葉市地域防災計画と連携し、鉄軌道災害対策計画を定め
るべきである。 

【P28～31】 

大規模災害時への対応は、地域防災計画において検討
するものとしています。 

なし 
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＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

２４ 

第７章 施策 

総合交通政策「まちづくり」－「公共交通等の利用環境の
改善」に方針として「バスサービスの向上」を加え、その施
策として、「①情報提供、②バス待ち環境の改善、③運賃制
度の見直し、④公共交通教育、⑤高齢者外出支援制度」を追
加すべきである。 

【P28～31】 

「①」については、方針「関係機関との協議・調整」
における施策の「総合交通政策会議、地域公共交通会議
などの運営」において、民間事業者へ自助努力を促して
いくものとしています。 

「②、③」については、方針「乗継ぎの円滑化」にお
ける施策の「乗継ぎ運賃制度の導入促進」、「バス運行
情報システムの整備促進」と方針「関係機関との協議・
調整」における施策の「総合交通政策会議、地域公共交
通会議などの運営」に該当します。 

「④」については、公共交通の利用環境を改善するた
めには、公共交通の意識啓発を図ることも重要であるこ
とから、「まちづくり」－「公共交通等の利用環境の改
善」－「環境負荷の低減」に施策として「公共交通利
用の啓発」を加えることとします。 

「⑤」については、方針「バリアフリーへの対応」に
おける施策の「鉄軌道駅におけるエレベータなどの整
備」、「ノンステップバスの導入」、「歩道の段差解消
及び無電柱化の促進」に該当します。 

（修正：千葉市総合交通政策及び施策の推進計画に施策
として「公共交通利用の啓発」を追加） 

修正 

２５ 

総合交通政策に「千葉都市モノレールの利用促進」を方針
として加え、その施策として、「千葉都市モノレール周辺の
市街化の促進を図るための用途地域の変更」を加える。 

【P28～31】 

千葉都市モノレールの利用促進のために、用途地域を
変更することは、考えておりません。 

なし 

２６ 

総合交通政策「交通ネットワーク」－「都市内公共交通」
－「公共交通の維持が困難な地域への対応」に、施策として
「既存のコミュニティバスの見直し」を追加する。 

【P28～31】 

市が運行を委託している若葉区の３つのコミュニテ
ィバスの見直しなどを行うとともに、新たなコミュニテ
ィバスについては、「地域住民参画型バス等の運行」で
対応するものとしています。 

なし 

２７ 
 「交通ネットワーク」－「乗継ぎの改善」－「乗継ぎの円
滑化」－「乗継ぎ運賃制度の導入促進」を推進計画（平成２
４～２６年度）に追加する。【P28～31】 

乗継ぎ運賃制度の導入施策の検討や調整等について
は、平成２４年度より着手するものとしています。 

（施策の推進計画 P34 公共交通のガバナンス参照） 

なし 

２８ 

第５章交通ネットワークの図表５－２（P15）に交通手段と
してマイカーが入っているので、７章の施策として「マイカ
ー利用の方針」を追加する。 

【P28～31】 

図表５－２は公共交通の手段を記載しているため、Ｐ
１５の図表５－２の交通手段のマイカーを削除します。 

公共交通の利便性を向上させ、自家用車から公共交通
へのモーダルシフトを図ることとしています。 

（修正：図表５－２のマイカーを削除） 
（第５章 交通ネットワーク参照） 

修正 
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施策の推進計画（案）  

 

＃ 意見の概要 市の考え方 
案の 
修正 

２９ 

第１章 

概要 

総合交通政策の推進については、３ヶ年の推進計画とＰ
ＤＣＡによる進行管理を行うことにより、行政責任を果た
すとのことだが、財政の裏付けがない計画は、責任が担保
されないのではないか。 

【P1】 

総合交通政策の推進については、限られた財源を有効に活
用しながら、事業の選択と集中により、効率的に事業を推進
することとしています。 

（千葉市総合交通政策（案）・第２章基本方針参照） 

事業費を含めてのＰＤＣＡによる総合交通政策の進行管
理を行うこととしています。 

なし 

３０ 

千葉市総合交通政策が平成２４～３３年度の１０ヶ年
計画であり、第７章施策では平成２４～２６年度の３ヶ年
で行う施策、行わない施策がある。 

１０年間でそれぞれの施策をどういう時期に行うのか
スケジュールを含めて概要で説明する必要がある。 

【P1】 

平成２７年度以降の推進計画については、平成２４～２６
年度の進捗状況を踏まえ、ＰＤＣＡによる進行管理に基づき
作成します。 

なし 

３１ 
第３章 

施策の推進計画 

行政が市街化調整区域の開発を誘導してはならない。 

都市計画法第３４条は例外措置であるため、鉄軌道沿線
の市街化調整区域の線引きを見直して、市街化区域にすれ
ばよい。 

【P3～4、10】 

鉄軌道沿線の市街化調整区域へは、開発行為を抑制するこ
とを基本としながら、駅周辺の既存の店舗や公共施設を有効
に活用しつつ、高齢者、幼児、障害のある人等の生活の利便
に配慮し、公共交通機関と連携したコンパクトな市街地形成
のため、「千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基
準に関する条例」の指定する区域において、住宅、兼用住宅、
共同住宅の建築を目的とした開発行為を認めることとして
います。 

開発行為を促進するために線引きを見直すことについて
は考えておりません。 

なし 


