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はじめに 

 本市は、九州新幹線鹿児島ルートの終始発駅となっている

鹿児島中央駅や離島航路の発着拠点である鹿児島港を有する

ほか、国際線を有する鹿児島空港とも高速道路により短時間

で結ばれています。また、国内でも数少ない路面電車やフェ

リーなど、多様な公共交通を備えており、このような陸・海・

空の交通の要衝としての機能を背景に、南の交流拠点都市と

して着実な発展を遂げてきました。 

 一方、近年、他都市と同様に、車社会の進展や都市機能の拡散、ライフスタイルの多様化

などを背景として、公共交通の利用者が減少傾向にあり、衰退が懸念されております。この

ような中、交通政策の視点から高齢化社会の急速な進行や環境問題の深刻化への対応といっ

た社会的要請に応えるため、平成 22 年 3 月に「鹿児島市公共交通ビジョン」を策定し、公共

交通の維持・活性化を図るとともに、個性と魅力あふれるコンパクトな市街地を形成する集

約型都市構造の実現に向け、公共交通を軸とした交通体系を構築するための取組を進めてま

いりました。 

本ビジョンにつきましては、策定後６年が経過し、計画期間の前半が終了したこと、また、

国において「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正されたことなどから、こ

のたび、これまでの推進施策の進捗状況や交通環境の変化、いよいよ現実化した人口減少局

面への移行をはじめとした社会経済情勢の変化などを踏まえるとともに、法に基づく地域公

共交通網形成計画を兼ねた戦略となるよう、見直しを行いました。行政、交通事業者はもと

より、利用者である市民の皆様も一体となって取り組む推進計画でありますことから、それ

ぞれの役割をご理解いただき、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、見直しにあたり、鹿児島市公共交通ビジョン推進会議をはじめ、様々な機会を通

じてご意見やご助言をいただきました皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成 29 年 3 月 

鹿児島市長  森 博幸 
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序章 「鹿児島市公共交通ビジョン」策定の趣旨等 

１ 策定の趣旨 

（１）「鹿児島市公共交通ビジョン」の策定 

衰退が懸念される公共交通の維持・活性化を図ることはもとより、交通政策の視点から、

高齢化の急速な進行、環境問題の深刻化への対応といった社会的要請に応えるためには、

市民・交通事業者・行政等が、共通の目標のもと一体となった取組を進める必要がありま

す。 

そのようなことから、平成 22 年 3 月に、個性と魅力あふれるコンパクトな市街地を形成

する集約型都市構造の実現に向け、クルマに過度に依存しない、公共交通を軸とした交通

体系を構築するため「鹿児島市公共交通ビジョン（以下「公共交通ビジョン」という。）」

を策定しました。 

（２）「公共交通ビジョン」の見直し 

「公共交通ビジョン」については、策定後６年が経過し、計画期間の前半が終了したと

ころであり、これまでの推進施策の進捗状況や交通環境の変化、人口減少局面への移行な

どの社会経済情勢の変化を踏まえ、見直しを検討すべき時期を迎えていました。 

また、国においては、平成 25 年に「交通政策基本法」が制定されるとともに、翌 26 年

には「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正されたことにより、地方公共

団体は、同法第 5 条に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通網

形成計画を作成することができることとなりました。 

これらのことから、今回、本ビジョンについて、これまでの推進施策の進捗状況などを

踏まえるとともに、同ビジョンが地域公共交通網形成計画も兼ねた戦略となるよう、見直

しを行うものです。 

２ 「公共交通ビジョン」の位置付け 

「公共交通ビジョン」は、将来の都市像と都市づくりの方向について基本的な方針を定

めた「かごしま都市マスタープラン」の交通体系部門の目標の実現や高齢化の急速な進行、

人口減少局面への移行、環境問題への対応といった社会的要請に交通政策の面から対応す

るため、市民・交通事業者・行政等が一体となって取り組む推進計画であり、地域公共交

通網形成計画も兼ねた戦略となるものです。 
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３ 「公共交通ビジョン」の構成等 

（１）構成 

「公共交通ビジョン」は、本市の交通の現状と課題、社会経済情勢の変化、まちづく

りの方向性などを踏まえた基本理念とその理念に基づく３つの基本方針、地域公共交通

網の将来像、９つの重点戦略及び推進施策等で構成されています。 

 

（２）目標年度 

「公共交通ビジョン」は、「かごしま都市マスタープラン」の交通体系部門の推進計

画であることから、目標年度は、同プランと同じ平成 33 年度とします。 

 

（３）計画区域 

「公共交通ビジョン」の計画の対象とする区域は、鹿児島市全域とします。 
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＜「公共交通ビジョン」の計画区域及び鹿児島市の公共交通網＞

 

※バス路線については、p.11 を参照 


