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四日市市都市総合交通戦略 
１．概要 

位置 

づけ 

将来都市像（交通像）の実現に向け、関係者が一丸
となって取り組む行動計画として策定。 

新総合計画 ○ H22 

都市計画マスタープラン ○ H23 

戦略
策定 

範囲 

都市圏 

市域 ○ 

特定エリアのみ 

理念 

・ 

方針 

《取り組みの方向及び戦略》 

・【戦略１】 自由に移動し交流できる公共交通体系   

       づくり 

・【戦略２】 円滑な交通を支える道づくり   

・【戦略３】 まちなかの賑わいづくり 

・【戦略４】市民・公共交通事業者・行政の連携づくり 

目標 

年次 

（前期）平成２７年 

（後期）平成３２年 

戦略１：自由に移動し交流できる公共交通体系づくり 

 ①鉄道と幹線バス路線で構成する基幹公共交通網の形成 

 ②生活圏内の移動手段確保 

 ③公共交通の起点や接続点における利便性・快適性の向上 

戦略２：円滑な交通を支える道づくり 

 ①必要な幹線道路の整備や交差点改良などの推進 

 ②歩いて暮らせるまちづくりを支える道づくり 

戦略３：まちなかの賑わいづくり 

 ①まちなかにおける「歩いて暮らせる・歩いて楽しいまち」のシンボル空間づくり 

 ②まちづくりと連携した公共交通づくり 

戦略４：市民・公共交通事業者・行政の連携づくり 

 ①市民の意識と行動の改革 

 ②都市総合交通戦略の進行管理 

○徒歩や自転車で、駅やバス停に行き、公共交通で必要な買い物や通院、 
 レジャーが楽しめるようなまちになる。 

○歩いたり自転車に乗ったり、一人ひとりの暮らしの場から学校や職場、 
 商店などの目的地まで、安全で快適な道路空間がつながっている。 

○環状道路などバイパス機能を発揮する道路が整備され、深刻な渋滞や通 
 過交通の生活空間への流入などの問題が解消され、バスも定時性を保っ 
 て運行している。 

○農村部の交流拠点には、パーク＆ライド施設を持った公共交通のターミ 
 ナルが整っており、都市との交流が活発に行われている。 

○まちなかでは、頻度の高いバスやレンタサイクルなどで自由に行きたい 
 所へ移動できる環境が整っている。 

○交通不便地域や交通空白地域では、地域住民も参加した交通サービスが 
 行われており、きめの細かな独自のサービスでコミュニティの要となっ 
 ている。 

四日市市都市総合交通戦略が目指す都市像（交通像） 

取り組みの方向（戦略） 
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四日市市都市総合交通戦略 
２．目標と指標（１） 

主
な
指
標 

交通 

交通手段別分担率 ○ 

一定時間アクセス可能圏域人口 
(拠点等） 

中心部歩行者数 ◎ 

自転車交通量 

公共交通カバーエリア 

バス利用者数 ◎ 

鉄道、路面電車利用者数 ◎ 

社会 

ＤＩＤ内人口密度 

中心部居住人口･公共交通サービス
圏域人口 

商品販売額 

交通事故件数、死傷者数 ○ 

環境 ＣＯ２排出量 ○ 

その他指標 

タクシー利用者数 

混雑時平均旅行速度 
◎ 

人に優しい道路整備の進行状況 

近鉄・ＪＲ四日市駅利用者数 

市民満足度 

○  

◎評価指標   ○進行管理項目 

市民１人が１カ月に公共交通を 

利用する回数 

 

現 在（平成22年度） 8.7回／人･月 

 

中間年（平成27年度）   9回／人･月 

 

目標年（平成32年度） 10回／人･月 

※概ね10年前の利用回数を確保 

主要道路の混雑時の平均速度 

 
    平成17年   四日市主要道路  
27.1km/ｈ（沿道計） 21.1km/h（ＤＩＤ内） 
 
中間年 中部管内平均値以上（一般国道） 
 
目標年 中部管内平均値以上（一般国道） 
 
          【参考】 
    平成17年   中部管内（一般国道）  
35.7km/ｈ（沿道計） 22.8km/h（DID内） 
 

 

近鉄四日市駅周辺の歩行者通行量 

 

現 在（平成22年度）  

平日66,000人 休日76,000人 

 

中間年（平成27年度） 
 平日72,000人 休日79,000人 

 

目標年（平成32年度） 
 平日78,000人 休日83,000人 

※大規模商業施設撤退以前に回復 

 

混雑時平均旅行速度
（中部管内一般国道計と四日市市主要路線の比較）
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平日
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【2001(H13)】 
8.3万人 【2010(H22)】 

7.6万人 

【2015(H27)】 
7.9万人 

【2020(H32)】 
8.3万人 

【2001(H13)】 
7.8万人 

【2010(H22)】 
6.6万人 

【2015(H27)】 
7.2万人 

【2020(H32)】 
7.8万人 

近鉄四日市駅周辺の歩行者通行量 

一人ひとりの意識と行動の改革で、もっと素適な暮らしとまちを実現します 

6
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H13 H22 Ｈ27 H32

回／人･月

【現況】 
8.7回/人･月 

【2001(H13)】 
9.4回/人･月 

目標とする利用回数 
10回/人・月 

このまま推移すると
【2020(H32)】8回/人･月 

グラフ内の折れ線は計算値 

公共交通利用回数 
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四日市市都市総合交通戦略 
３．展開施策（１） 

戦略1「自由に移動し交流できる公共交通体系づくり」の展開方針 

鉄道と幹線バス網を中心に、支線バス・コミュニティバス等が連携し、中心市街地や病院・学校など暮らしに必要な拠点施設

へ快適で便利に行くことができる公共交通網になる。 

【取り組みの考え方】 【当面の目標】 

鉄道と幹線バス路線
で構成する基幹公共

交通網の形成 

○鉄道輸送では、サービスの維持・向上及び安全性の確保とともに利用の拡大を図り、地方鉄道及び支 
線の路線維持を図る。 

○バス輸送では、鉄道を補完し、通勤・通学などを分担する骨格となる幹線バスと支線バスを組み合わ
せた効率的な路線への再編に取り組み、幹線バス路線の定時性や頻発性を確保する。 

○現存の鉄道網を維持する 

○利用者の減少している路線や
公共交通不便地域などで、支
線バス化・コミュニティバス
の実証実験などによるバス路
線の再編に着手する 

○鉄道支線・地方鉄道の利用拡
大に向けて駅前広場やP&R施
設の整備を進める 

生活圏内の移動手段
確保 

○利用者や運行頻度が少ない路線や公共交通が整備されていない地域では、高齢者など交通弱者の移動
手段を確保するために、病院や商業施設など生活に必要なルートを回る支線バス路線への再編や「生
活バスよっかいち」のような地域が参画したコミュニティバスの導入に取り組む。 

公共交通の起点、接
続点における利便性
・快適性の向上 

○駅や幹線バスと支線バスの乗り継ぎ箇所など、基幹公共交通への接続点では、自家用車や自転車と鉄
道・バスの乗り継ぎがスムーズにできる環境を整えると共に、地域の商業機能や駅等と連携した交流
と交通の複合拠点（コミュニティーターミナル）づくりを進める。 

将来の目指す方向 

（イメージ図） 

※将来の望ましいあり方を示すもので、
特定の年次を指してのイメージ図では
ない。 

現在の状況 

（イメージ図） 
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四日市市都市総合交通戦略 
３．展開施策（２） 

戦略２「円滑な交通を支える道づくり」の展開方針 

環状道路などバイパス機能を発揮する道路が整い、深刻な渋滞や通過交通の生活空間への流入などの問題が解消されており、
歩いたり自転車に乗ったり、一人ひとりの暮らしの場から学校や職場、商店などの目的地まで、安全で快適な道路空間がつ
ながっている。 

【取り組みの考え方】 【当面の目標】 

.必要な幹線道路の
整備や交差点改良

などの推進 

○東名阪自動車道や国道1号、23号における渋滞の抜本的な解消
を目的に、新名神高速道路や北勢バイパスなどの整備による通
過交通の分散を目指して取り組む。 

○通勤時や当面の渋滞緩和対策として環状道路やバイパス機能を
持つ道路の整備や渋滞交差点などのネック点の改良を進める。 

○新名神高速道路や北勢バイパスなどの早期完成に向けた予算の確保な
どに関係者と共に取り組む 

○環状道路やバイパス道路等の継続事業の着実な推進を図るとともに、
整備計画（見直し中）に応じて新規事業に着手する 

○渋滞交差点などネック点の状況に応じて対応策を検討し、対策に着手
する 

○歩道や自転車レーンの事業区間を段階的に拡大し連続した歩行空間の
整備を進める 

歩いて暮らせる 

まちづくりを 

支える道づくり 

○駅や学校、商店など暮らしに必要な移動を支えるために、歩行
者や自転車などの安全に配慮した道路の整備を進める。 

現在の状況 

（イメージ図） 

※将来の望ましいあり方を示す
もので、特定の年次を指しての
イメージ図ではない。 

将来の目指す方向 

（イメージ図） 



中部 

5 

四日市市都市総合交通戦略 
３．展開施策（３） 

戦略３「まちなかの賑わいづくり」の展開方針 

まちなかでは、頻度の高いバスやレンタサイクルなどで自由に行きたい所へ移動できる環境が整う。また、まちなかを中心
に、他の駅周辺での個性的なまちづくりの拠点や郊外部の自然や農環境を活かした交流施設などへも公共交通で移動できる
ネットワークが整っている。 

【取り組みの考え方】 【当面の目標】 

まちなかにおける 

｢歩いて暮らせる・ 

歩いて楽しいまち」の 

シンボル空間づくり 

○まちなかでは、買い物やレジャーなどの目的に応じて交通手段
が選択できるように多様な移動手段を整備する。 

○来訪者が快適にまちなかのサービスを享受できるように、歩い
て楽しいシンボル空間を整備し、にぎわいを創出する。 

○これまでのレンタサイクルを年間通して事業化するとともに、新た
な都心交通手段の検討に着手する。 

○ふれあいモールの整備を継続するとともに歩行者天国の実施やまち
なみの再編に合わせたシンボル空間の整備を検討する。 

○近鉄四日市駅において周辺施設や観光施設の利用、各種交通の乗り
継ぎをわかりやすく案内する整備（サイン計画）を進めるとともに
ＪＲ四日市駅における駅前広場の再編など中心部の一体化に向けた
検討に着手する。 

○主要鉄道駅周辺における商業機能の再配置やバス路線の支線化に合
わせた幹線バスとの接続点におけるコミュニティターミナルづくり
を誘導する。  

まちづくりと連携した 

公共交通づくり 

○鉄道網やバス路線の基点となっている近鉄・JR四日市駅周辺
を、わかりやすく便利な交通拠点として再編する。 

○主要駅や郊外地域では、商業機能等と連携した交流と交通の複
合拠点（コミュニティターミナル）化を図り、まちなかの交通
拠点と相互に連携したまちづくりのネットワークを形成する。 

現在の状況 

（イメージ図） 

将来の目指す方向 

（イメージ図） 

※将来の望ましいあり方を示す
もので、特定の年次を指しての
イメージ図ではない。 

郊外部の 
コミュニティターミナル 

主要駅の 
コミュニティターミナル 
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四日市市都市総合交通戦略 
３．展開施策（４） 

市民、事業者、行政が一丸となって都市総合交通戦略の実現に向けて取り組んでいる。 
また、市民一人ひとりが自動車への過度な依存を見直し、公共交通や自転車を活用したライフスタイルへの転換が進んで 
いる。 

《都市交通総合戦略の進行管理》 

1) 都市総合交通戦略の進行管理 

2) 都市総合交通戦略の定期的な検証 

 ◇協議会による定期的な検証（PDCAサイクルの確立） 

   四日市市都市総合交通戦略協議会における関係者の 

  連携の下でのPDCAサイクルを確立する。 

戦略４「市民・公共交通事業者・行政の連携づくり」の展開方針 

【取り組みの考え方】 【当面の目標】 

市民の意識と行動の 

改革 

○市民自らが、自動車への過度な依存を見直し、公共交通や自
転車を利用するなど、ライフスタイルの転換に関係者が一丸
となって取り組んでいく。 

○都市総合交通戦略や交通に関する総合的な計画等を策定し、これに
基づき、国の補助制度等を活用しながら関係者間の連携した取り組
みが進む 

○年度ごとに戦略の進行管理を行うとともに、目標達成に必要な事業
や調査の実施体制が確立される 

○交通イベントなどを通じて、公共交通の利用促進や交通手段の選択
について考える機会が増え、公共交通を積極的に利用するなど意識
やライフスタイルの変革が進む。 

都市総合交通戦略の 

進行管理 
○四日市市都市総合交通戦略協議会を継続的に設置・運営し、
関係者が相互に連携しながら戦略の修正や進行管理を行う。 

《市民の意識と行動の改革》 

1) 市民一人ひとりの自発的な行動を促す取り組みを市民 

 ぐるみで推進 

 ◇モビリティマネメントの推進 

 ◇公共交通の利用や交通安全の教育 

2) 地域とともに支える公共交通の仕組みづくり 

 ◇地域で公共交通を支える活動の推進 

 ◇地域の発意で公共交通を活性化する仕組みづくり 

 ◇ＮＰＯバス等への支援拡充 

3) 高齢者が安全・安心に移動できる仕組みづくり 

 ◇65歳以上高齢者運転免許自主返納の促進 

 ◇交通安全教室の開催 

戦略１ 

自由に移動し交流できる 

公共交通体系づくり 

 

行き先に合わせた公共交通の再編や乗
継環境の整備により、誰もが利用しやす
い公共交通の実現に取り組みます。 

戦略２ 

円滑な交通を支える道づくり 

 

重点的な幹線道路の整備と共に、暮らし
に身近な空間では、人に優しい道路整
備に取り組みます 

戦略３ 

まちなかの賑わいづくり 

 

公共交通の起点（まちなか）や接続点
（コミュニティターミナル）で、市民が交流
する拠点づくりに取り組みます 

子どもからお年寄りまで、
様々なライフスタイルに
応じた公共交通の利用
で、活動的な暮らしを楽
しみます 

徒歩や自転車、 エコド
ライブなど、かしこく移動
手段を使い分けて、健康
で環境にやさしい暮らし
を楽しみます 

年代や地域を超えて、多
くの人との交流を楽しむこ
とで、まちの文化や元気
を育てます 

連
携 

連
携 

連
携 

1.市民の意識と行動の改革 

戦略4 市民・交通事業者・行政の連携づくり 

2.都市総合交通 

   戦略の進行管理 

市民１人が１カ月に
公共交通を利用す
る回数 

主要道路の混雑時
の平均旅行速度 

近鉄四日市駅周辺
の歩行者通行量(近
鉄四日市駅周辺13

地点の合計)  
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四日市市都市総合交通戦略 
４．総合交通戦略の推進及び評価 

▲ＰＤＣＡサイクル 

☆戦略の作成 
 ○実施内容の時期・主体の設定 
 ○実施目標の設定 

Plan 
計画 

Do 
実行 

Check 
点検・評価 

Action 
見直し 

☆戦略の展開 
 ○事業の実施 
 ○管理・運営 

☆戦略の評価・検証 
 ○利用状況、整備状況等の把握 
 ○目標の達成状況の把握・公表 

☆戦略の見直し 
 ○問題点の把握 
 ○改善策の検討 
 ○戦略の見直し 

協議会 

オブザーバー 

・国土交通省中部地方整備局 

・国土交通省中部運輸局 

・三重県警 

交通事業者 
・三重交通㈱ 
・三岐鉄道㈱ 
・NPO法人生活バス四日市 
・近畿日本鉄道㈱ 
・東海旅客鉄道㈱ 
・伊勢鉄道㈱ 

利用者 
・四日市商工会議所 
・四日市市自治会連合会 
・北河原田女性会 
・桜ボランティア協会 

国 
・三重河川国道事務所 
・三重運輸支局 

学識経験者 

四日市市 
三重県 
・政策部交通政策室 
・県土整備部都市政策室 
・四日市建設事務所 

警 察 
・四日市南警察署 

交通関係者 
・(社)三重県バス協会 
・(社)三重県旅客 
   自動車協会 
・三重交通㈱労働組合 
・（社）三重県トラック協会 

協議会 
連携・ 

協議 

連携・ 

協議 

連携・ 

協議 

○四日市市都市総合交通戦略協議会 

 本戦略については、学識経験者を座長として、市民、交通事業者、行政が一堂
に会する「四日市市都市総合交通戦略協議会」（以下、協議会と称す）を設置して、
関係者が連携して四日市市の交通環境の維持・強化に取り組むための行動計画
である。 

○ＰＤＣＡサイクルによる推進・評価 

 各種事業の進捗状況については協議会でPDCAサイク
ルの下、適切に推進・評価を行う。 
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四日市市都市総合交通戦略 
５．その他（戦略報告書の構成・特徴等） 

四日市市都市総合交通戦略 
・ 四日市市都市総合交通戦略とは 
・ 計画の位置付けと策定の経緯 
・ 協議会の構成 
 

交通の現状と課題 
・ 公共交通に関する現状 
・ 自動車交通に関する現状 
・ 人口減少・高齢社会の到来 

目標とする都市像と実現に向けた戦略 
・ 四日市市都市総合交通戦略が目指す都市像（交通像） 
・ 取り組みの方向（４つの戦略） 

戦略に基づく施策のパッケージ 
・ 戦略１「自由に移動し交流できる公共交通体系づくり」 
・ 戦略２「円滑な交通を支える道づくり」 
・ 戦略３「まちなかの賑わいづくり」 
・ 戦略４「市民・公共交通事業者・行政の連携づくり」 

戦略スケジュール 

○ＣＴ（コミュニティターミナル）の整備検討 
 ＣＴ（コミュニティターミナル）とは、近郊・郊外部における商業施
設や公共公益施設、駅など、地域のコミュニティの場となる拠点に
おいて、鉄道やバスなどの乗り換え機能を併設した交流と交通の
複合拠点。  
  
 戦
略 

施策の方針 施策 

ＣＴ 

（コミュニ
ティターミ
ナル）の 

整備検討 

戦
略
１ 

公共交通の起点や接続
点における利便性・ 

快適性の向上 

乗り継ぎ環境の 

整備 
⇒ 

戦
略
３ 

まちづくりと連携した
公共交通づくり 

まちづくりと交通
が相互に連携した

拠点づくり 

⇒ 

主要駅のコミュニティ
ターミナルの 

イメージ 

郊外部のコミュニ
ティターミナルの 

イメージ 
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四日市市都市総合交通戦略 
戦略１のスケジュール 
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四日市市都市総合交通戦略 

戦略２のスケジュール 
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四日市市都市総合交通戦略 
戦略３、戦略４のスケジュール 


