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鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 

 

特 記 仕 様 書 

 

第１章 総 則 

 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は，鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託に適用する特

記事項を示すものである。 

 

（目的） 

第２条 鈴鹿市では，モータリゼーションの進展や急速な人口減少・少子高齢化に

加え，交通事業環境の変化などにより，公共交通を取り巻く環境が大きく変化し

てきている。こうしたことにより，高齢者等の移動手段の確保や市域の一体的な

交通サービスの提供，まちづくりとの連携など，新たな課題への対応が求められ

ている。 

そこで，鈴鹿市地域公共交通会議では，これらの課題に対し，本業務を通じて，

まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成や再構築，地域におけ

る輸送資源の最大限の活用など「鈴鹿市の公共交通のあり方」を明らかにし，持

続可能な旅客輸送サービスの提供を確保することを目的として，その実現に向

けた施策や方針を示した「鈴鹿市地域公共交通網形成計画」を策定する。 

 

（法令等の厳守） 

第３条 本業務は，本特記仕様書のほか，交通政策基本法，都市再生特別措置法，

その他関係法令及び通達に基づき実施しなければならない。 

 

（調査範囲） 

第４条 本業務の調査範囲は，鈴鹿市全域とする。 

 

（疑義） 

第５条 本特記仕様書に記載のない事項，または疑義が生じた事項については，鈴

鹿市地域公共交通会議（以下，「甲」という。）と受託者（以下，「乙」という。）
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が協議し，甲の指示を受けるものとする。 

 

（管理技術者） 

第６条 本業務の履行にあたり，管理技術者は，地方公共団体又は法定協議会が発

注する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条に規定される「地域

公共交通網形成計画」の策定に伴う業務について，管理技術者としての経験を有

するとともに，技術士［総合技術監理部門（建設-都市及び地方計画］又は技術

士［建設部門（都市及び地方計画］の資格保有者であり，日本語に堪能である者

でなければならない。 

 

（主担当技術者） 

第７条 本業務の履行にあたり，主担当技術者は，地方公共団体又は法定協議会が

発注する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条に規定される「地

域公共交通網形成計画」の策定に伴う業務について，主担当技術者としての経験

を有するとともに，技術士［総合技術監理部門（建設-都市及び地方計画］又は

技術士［建設部門（都市及び地方計画］の資格保有者であり，日本語に堪能であ

る者でなければならない。 

 

（提出書類） 

第８条 乙は，本業務の実施にあたり，以下の書類を提出しなければならない。 

  (1) 着手届 

  (2) 工程表 

  (3) 管理技術者及び主担当技術者調書 

  (4) 作業員名簿 

  (5) 業務計画書 

 

（貸与資料） 

第９条 本業務の実施にあたり，甲は乙に対し，関係資料等を貸与するものとす

る。なお，乙は甲により貸与される関係資料等について，その重要性を認識し，

取扱及び保管を慎重に行わなければならない。 

 

（個人情報等の保護） 

第 10 条 乙は，本業務実施中に知り得た個人情報等は，鈴鹿市個人情報保護条例
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の規程に基づき，適切に取り扱い，第三者に漏らしてはならない。 

 

（損害賠償） 

第 11 条 乙は，本業務実施中に生じた諸事故に対しては，その責任を負い，乙の

責任において，その一切の処理をするものとする。 

 

（打合せ・協議） 

第 12 条 本業務の実施にあたっては，甲と十分な打合せ・協議を行い，進めるも

のとする。 

 

（検査） 

第 13 条 乙は，全工程完了後，甲に業務完了届，実施工程表とともに，成果品の

提出をもって業務を完了するものとする。 

 

（成果品の帰属） 

第 14 条 本業務の成果品は，すべて甲の帰属とし，乙は甲の許可なく成果品等を

公表または貸与してはならない。 

 

（履行期間） 

第 15 条 本業務における履行期間は，契約日の翌日から令和４年３月１７日まで

とする。 

 

（業務内容） 

第 16 条 本業務の実施にあたっては，地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律（以下「地域公共交通活性化再生法」という。）に規程されている地域公共交

通網形成計画に定める事項，地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基

本方針に規程されている地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項

等に留意する。 

なお，令和２年度において，地域公共交通活性化再生法の一部改正が予定され

ているため，同法の改正により，変更又は新たに規程される事項等に留意するこ

と。 

  (1) 法に規程されている地域公共交通網形成計画の記載事項 

   ア 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の活性化及び
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再生の推進に関する基本的な方針 

   イ 地域公共交通網形成計画の区域 

   ウ 地域公共交通網形成計画の目標 

   エ 地域公共交通網形成計画の目標を達成するために行う事業及び実施主

体に関する事項 

   オ 地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項 

   カ 地域公共交通網形成計画の期間 

   キ その他地域公共交通網形成計画の実施に関し，当該地方公共団体が必要

と認める事項 

   

(2) 基本方針で規程されている地域公共交通網形成計画の作成に関する基本

的事項 

   ア まちづくり，観光振興等の地域戦略との一体性の確保 

   イ 地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成 

   ウ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ 

   エ 住民の協力を含む関係者の連携 

   オ 広域性の確保 

   カ 具体的で可能な限り数値化した目標設定 

   

 

２ 令和２年度及び令和３年度の業務内容は以下のとおりとする。 

【 令和２年度の業務内容 】 

 (1) 公共交通の役割と取り巻く課題の整理 

    公共交通の役割と課題を整理するにあたり，計画策定の背景及び必要性

を明確にする。また，令和元年度に開催した「鈴鹿市の公共交通のあり方を

検討する会」での協議結果（別紙，参考資料）を踏まえながら，公共交通に

係る役割と位置づけを明確化するとともに，公共交通に係る問題点と課題

を整理する。 

   ア 公共交通の役割 

   イ 公共交通の課題整理 

 

 (2) 地域公共交通網形成計画の必要性の明確化 

    計画策定の背景となる課題の整理を受け，策定の必要性を明確化する。 
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 (3) 基本方針の検討及び設定 

    鈴鹿市が目指す将来像とともに，その中で公共交通が果たすべき役割を

明確化し，公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を定める。 

   ア 目指すべき将来像 

   イ 公共交通が果たすべき役割 

   ウ 公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性 

 

 (4) 鈴鹿市の公共交通の現況の整理 

   ア 地域特性の整理 

     交通需要が発生する背景となる本市の人口の推移や人の移動，都市機能

特性を把握するとともに，主要施設の立地状況等の都市構造特性を把握す

る。 

   イ 公共交通等の実態整理 

     市内公共交通機関の運行及び利用状況や公共交通以外の様々な交通サ

ービスの実態を整理する。 

 

 (5) 実態・ニーズ把握調査の実施 

   ア 既存資料・データの収集・整理・分析 

    (ア) 上位計画及び関連計画の整理 

    (イ) 人口動態，人口分布，施設分布，市民の移動特性など 

    (ウ) 公共交通の路線・バス停，地域公共交通空白エリア，利用実績など 

  イ 市民アンケート調査 

    (ア) 調査目的 

市民の日常の移動実態や公共交通の利用状況，バス等の問題点・改善

要望などを把握することを目的とする。 

    (イ) 配布及び回収は郵送で行う。 

    (ウ) サンプル数は目的を達成するために必要な数とする。 

  ウ 地域住民グループインタビュー調査 

    (ア) 調査目的 

       市内の公共交通不便地域などの住民を対象に，移動実態や日常の外

出で困ること，公共交通の改善して欲しいことなどの潜在ニーズなど

を把握することを目的とする。 
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    (イ) 実施方法 

       調査対象地区の公民館・集会所等に集まってもらい，インタビュアー

が聞き取る。（調査対象地区の自治会等との調整は甲が行うものとする） 

    (ウ) サンプル数は目的を達成するために必要な数とする。 

  エ バス利用者アンケート 

    (ア) 調査目的 

       Ｃ－ＢＵＳ及び路線バスの路線別の利用者属性，利用実態，利用目的

などに加えて，現行の運行内容や今後の運賃体系に対する意見などを

把握する。 

    (イ) 実施方法 

       調査員が車内に乗り込んで調査する（車内配布，郵送回収）。 

    (ウ) 調査対象及び調査日数及びサンプル数は目的を達成するために必要

な対象者及び数とする。 

  オ 関係者ヒアリング 

    (ア) 調査目的 

       交通事業者を始めとする様々な関係機関に対して訪問などによる聞

き取りを実施し，課題等を把握することを目的とする。 

    (イ) 調査対象及びサンプル数は目的を達成するために必要な対象者及び

数とする。 

 

 (6) 公共交通空白地域の見直し 

    本市の公共交通空白地域のこれまでの考え方は，鉄道駅やバス停からの距

離的条件によって範囲を定めていたが，高低差など，地理的特性も踏まえた公

共交通空白地域の考え方を整理する。 

 

 (7) 地域主体の取組検討 

    鈴鹿市一ノ宮地区で導入を検討している，地域主体の新たな交通システム

について，専門的知見から助言を行うとともに，他地域での導入の可能性につ

いて検討する。 

 

 (8) 網形成計画（骨子案）のとりまとめ 

 

 (9) 中間成果品の作成 
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    上記業務を踏まえた，中間報告書の作成を行う。 

 

 (10) 会議等の開催支援 

     鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会等の資料作成，会議での説

明・質疑対応，議事録作成など必要な支援を行う。 

 

 (11) 打合せ会議 

     業務を円滑にかつ効果的に遂行するために，必要に応じて打合せを行う。 

 

【 令和３年度の業務内容 】 

 (1) 鈴鹿市地域公共交通総合連携計画の検証 

    これまでの取組や成果，課題について整理する。 

 

 (2) 計画目標の設定 

    基本的な方針を踏まえ，目指すべき目標を設定する。目標設定にあたって

は，定性的な目標とともに，数値指標による定量的な設定を行う。 

 

 (3) 目標達成のための具体的な施策及びスケジュールの検討 

    検討した課題や基本方針等に対応した具体的な施策を抽出し，その実施ス

ケジュールを検討する。 

 

 (4) 網形成計画（素案）のとりまとめ 

 

 (5) 各種支援 

   パブリックコメントの実施及び議会等への説明等に関しての資料作成，意

見の取りまとめ，対応策等必要な支援を行う。 

 

 (6) 地域主体の取組検討 

    鈴鹿市一ノ宮地区で導入を検討している，地域主体の新たな移動手段につ

いて，専門的知見から助言を行うとともに，他地域での導入の可能性について

検討を行う。 

 

 (7) 成果品の作成 
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    上記業務を踏まえた，網形成計画（最終案），業務報告書の作成を行う。 

 

 (8) 会議等の開催支援 

    鈴鹿市地域公共交通会議及び交通事業分科会等の資料作成，会議での説明・

質疑対応，議事録作成など必要な支援を行う。 

 

 (9) 打合せ会議 

    業務を円滑にかつ効果的に遂行するために，必要に応じて打合せを行う。 

 

（納入成果品） 

第 17 条 本業務における納入成果品は以下のとおりとする。 

  (1) 中間報告書       １０部 

  (2) 網形成計画（最終案）  １０部 

  (3) 業務報告書       １０部 

  (4) 上記各電子データ    一 式 

 

 

 

 

 


