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序章 計画の策定にあたって

１.目的

序章 計画の策定にあたって
１.⽬的
本市の公共交通として、水戸市から鹿嶋市までを結ぶ鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が運行され、市
内に６駅が設置されている。また、他市町と繋がる広域的な路線バスが運行され、市民の移動手
段としての役割を担ってきた。しかしながら、利便性の高い自家用車の普及による公共交通の利
用者の減少に伴い、本市を発着する路線バスが年々廃止や減便されており、自分で運転ができな
い高齢者等の交通弱者にとって不便な状況となっている。
市では、廃止された路線バスに代わる高齢者の交通手段を確保するため、平成 19 年から一部地
域においてデマンド型乗合タクシーを運行している。また、一度廃止された路線バスについても
地域住民からの要望により、バス事業者へ運行費用を補助することで平成 27 年 12 月から再度運
行を開始するも、利用者の確保ができず、平成 30 年 9 月末をもって廃止となっている。
今後の人口減少、高齢化の進行に伴い、公共交通をめぐる状況はさらに厳しくなることが想定
され、効率的な公共交通の維持・確保が求められている。
本市の現状を踏まえ、将来に向けた公共交通のあり方の基本的な方向性を整理することを目的
に、鉾田市地域公共交通会議での協議を経て平成３１年２月に「鉾田市公共交通将来ビジョン」
を策定した。
このような背景を踏まえ、持続可能な公共交通ネットワークの形成及びそれを実現するための
施策を位置付ける「鉾田市地域公共交通網形成計画」を策定する。

２.計画の位置付け
①法律に基づく網形成計画
本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年５月制定）に基づく、地域
公共交通網形成計画（以下、網形成計画と記載）として策定する。
②まちづくりの一環としての公共交通のマスタープラン
本計画は、総合的なまちづくりの一環として、公共交通に関わる事項を位置付ける「公共交通
のマスタープラン」として策定する。
総合計画や都市計画マスタープラン、まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略、その他
の関連計画との整合を図り策定する。
③多様な主体が連携して取り組むための共有ビジョン
公共交通の充実を図るためには、行政機関だけではなく、市民、地域団体、交通事業者等、多
様な主体が参加、連携して進める必要がある。
本計画は、それらの主体が同様の目標、方針のもとで取り組むための共有ビジョンとして策定
する。
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３.計画区域

３.計画区域
鉾田市全域を計画区域とする。

４.計画期間
令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする。

５.計画内容
本計画には下記の内容を記載する。

序章
•
•
•
•
•

計画の策定にあたって
目的
計画の位置付け
計画区域
計画期間
計画内容

第１章
•
•
•
•
•
•
•
•
•

地勢
人口推移
公共交通の状況
移動の状況
市民ニーズ
公共交通利用者からの要望
地域住民からの要望
広域的な取組
庁内各種計画

第２章
•
•

•
•
•
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公共交通施策
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公共交通の課題
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