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計画検討手順

STEP1
有識者委員会

（第１回）

H25.7.26

STEP3

STEP4

２.これまでの取り組み

意見聴取①

道路整備の必要性の意向や、複数案の設定と
評価項目の設定に繋がる配慮すべき事項など
を把握する

※調査時期：Ｈ25.9.1～Ｈ25.11.14

意見聴取②

ルート帯などの複数案の評価につながり、
ルートを決定する際の配慮すべき項目を把握
する

複数案の比較評価

概略計画案の選定

対応方針案の策定

STEP2
有識者委員会

（第２回）

H25.12.16

計画検討の発議

手順の明確化

①課題の共有と道路整備の必要性
の確認

②複数案の設定と評価項目の設定

（１）計画検討手順



1.意見聴取①結果

〇意見聴取①の概要

アンケート① ヒアリング① １００人協議会
（参考）
事業ＰＲ

手法

ＨＰにアンケート
を掲載し、同内容
の用紙を関係機関

に設置

県広報誌にアンケ
ートを掲載

関係団体に聞き
取り

鈴鹿バルーンフ
ェスティバルの
来場者に聞き取

り

8～10名を1グル
ープとする意見
交換会を開催

鈴鹿市立桜島
小学校創立30周
年記念秋祭りに
事業ＰＲパネル

を展示

対象

ＨＰ：三重県内外
紙媒体：県庁舎、
市役所、道の駅、
ＳＡに設置

三重県内
全戸配布

（約７２万世帯）

中部広域観光推
進協議会、中部
経済連合会、自
動車会議所、全

農

県外来訪者
三重県内在住ま
たは勤務者

在校生および
来場者

期間
Ｈ25.9.10～
Ｈ25.9.30

Ｈ25.9.1～
Ｈ25.9.25

H25.10.8～
Ｈ25.11.14 Ｈ25.9.15 Ｈ25.9.1 Ｈ25.11.9

回答数
参加者数

1599名 348名 4団体 81名 147名 100名以上
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分類 主な意見

渋滞の解消
慢性的に渋滞するところがあり改善してほしいから

幹線道路の渋滞緩和のため

利便性の向上
車中心の県なので、便利になって欲しい

公共の交通機関だけでは、県内の移動に支障があるため

円滑な交通・通行の確保
高速道路のインターチェンジまでのアクセスが悪かったり、南紀方面への延伸が遅れている

安全に走行できるため

地域振興

現在の道路網は、北に厚く、南にうすい構造になっており、南北のインフラを完備して、南の観光
資源・農水産物を滞りなく流通させるため

時間をかけず車移動ができれば、産業にとっても住民にとっても良いことだ

三重県をもっと元気に！もっと栄えさせる為に必要だと思う

災害・救急への対応
災害の時 陸の孤島になりかねないから いつも整備していてほしい

四日市付近がいつも混むので、緊急時の対応がいると思います。

既存道路の改善

起伏の多い土地故、大雨で水が溜り、水はけの悪い部分もある為

生活用道路の整備、つまり昔からそのままできている旧道での道路の広さを見直し改善してほし
い

生活道路の整備はぜひすすめる必要があると思う

事故の防止
安全に走行するには、とても重要だと思います

車社会なので、事故を減らす為にも道路の整備は、必要だと思う

道路の機能分担

輸送や業務で長距離を走る車と、地域を日常的に走っている車と道路の使い分けができ、それぞ
れストレスなく運転出来るようになると思う

鈴鹿は車が多く、朝夕は 農道を通りぬけていく車が多くて怖いときがある

幹線道路が整備されないと田舎の細い県道に大量の車が抜け道として利用し、近隣住民は騒音
排ガス振動やトラブル事故物損などで相当な被害を被っている

２.アンケート①結果

【２】幹線道路の整備の必要性

アンケート
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問 三重県内の高速道路や国道などの幹線道路整備を引き続き重点的に進めていくことは必
要だと思いますか？理由をご記入下さい。（自由記述）
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問 日頃困っていることや心配していることは何ですか？

■鈴鹿亀山地域の道路についてお聞きします。

アンケート

分類 主な意見

渋滞が多い

メイン道路が少ないので日中かなり渋滞してしまう

渋滞するところがいつも決まっていて、利便性、時間が損なわれている

鈴鹿は本当に週末になると渋滞だらけ

災害・事故への対応が不安

災害時に 避難・輸送道路が数本欲しい

津波の災害がとても怖い地域で心配

自転車専用道路がほとんどないため、自動車の接触など危険が多い

アクセスが不便

高速道路へのアクセスに時間がかかる

高速道路が遠いので近くにもインターかバイパスがほしい

道路間の連絡が悪い

幅員・車線が狭い 道幅が狭いので、運転に神経を使う

運転がしにくい
道がわかりにくく迷いやすい

カーブが多くて見通しが悪く走行台数が多いので危険を感じる

道路の管理が不十分 道路の損傷が多い箇所では、道路が陥没したり、走行に支障が出ないか心配

工事が遅い
中勢バイパスがなかなか開通しない

計画から実現までの期間が長すぎる

移動に時間がかかる

近郊への移動に時間がかかる

信号が少なく短時間で鈴鹿亀山方面へ行ける道が少ないこと

中勢バイパスが未完成のため通勤に時間がかかる

通過交通が流入している
休日の東名阪の混雑による一般道路への流入

渋滞を回避するため、朝夕に細い抜け道を通る車があるが、通学時間帯などに不安を感じる

歩道（自転車道）が少ない 車道と歩道がきちんと区別されていないので危険を感じる

２.アンケート①結果

【５】困っていることや心配していること
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問 鈴鹿市や亀山市内の道路を利用した際に良かったことや困ったことはありますか？

バルーンフェスタアンケート

項目 主な意見

良かった点 １９件

スムーズ

道が良い

迷わない

以前よりも道が良くなっていて走りやすい

鈴鹿インターチェンジを降りてからの田園風景や関宿の雰囲気が良い

早朝なので渋滞がない

困った点 ３０件

道が分かりにくい

東名阪自動車道の渋滞がひどい

市内は大きな道路がまっすぐでない

鈴鹿サーキット周辺は道が分かりにくい

ベルシティ周辺の道が混む

高速を降りてから道路が混んでいる

鈴鹿インターチェンジから市街地が遠い

道が入り組んでいてわかりにくい

車が多くて渋滞している

大型ダンプが多い

２.アンケート①結果

【６】鈴鹿市や亀山市の道路状況に関する意見







項目 主な意見

道路整備
安心できるように道路整備を進めていって欲しい

新たに道路新設するのなら、より良い環境での開通を希望します

道路行政

道路を計画するなら、最後（未来）まで責任を持って完成させてほしい

税金の無駄使いをしない様にしてもらいたい

道路予算を効率的に運用してほしい

環境への配慮

環境を著しく破壊するような計画は立てないでほしい

自然環境等に十分配慮しつつ、必要な道路はどしどし作っていってほしい

騒音対策等を重点的に行ってほしい

既存道路の改善
高規格道路の新設より既存の道路の拡幅をしてほしい

国の財政がひっ迫している中、新しい道路を作るよりも、今の道路のメンテナンスをしっかりとしてほしい

工事
道路工事が決まってから開通するまで時間がかかるところがある

道路工事に着手したら、途中で中断することなく一気に進めて欲しい

渋滞の解消
とにかく高速道路も夕方などは渋滞する地域なので渋滞緩和策は早急に進められるべき

基幹道路の渋滞緩和の為にも是非お願いしたい

災害
地震、津波等の災害時には道路の整備は必要だと思うので迅速に進めてほしい

災害に強い強固な道路整備が必要です

バイパスの整備
中勢、北勢バイパスの開通が一番待ち遠しい

桑名・四日市又は鈴鹿を一本で行けるバイパスも必要

必要性
車が増える道路が少ないこれから、どうするかが一番大切

本当に必要かどうか考えてほしい

地域の振興 現状では「四日市港」の発展を阻害する道路状況である

アクセスが不便

いくら高速道路があっても、インターが遠いと利用するのに面倒を感じて一般道を使うことが多い

高速道路，一般道含めて三重県はアクセスが悪いイメージなので良くなれば観光範囲も広がり、活性化につなが
るのではないか

２.アンケート①結果

【８】その他、自由回答

アンケート
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業種11 住所 意見

製造業 鈴鹿市 市内からストレートに高速に乗ることができない

病院 鈴鹿市 ICまで片側2車線で行くことが出来ず、途中から対面通行になっている

早期に全面複線化を望む

レジャー 鈴鹿市 鈴鹿インター集中の場合の迂回ルートがなく分散しにくい。

製造業 鈴鹿市 特に祝日稼働日が多い為、東名阪での渋滞の影響を受け易いため、地域周辺の道路網整備強化を要
望する

製造業 亀山市 名古屋方面への業務が多い為、東名阪の事故の影響が大きい

冬季のクローズ発生を減らして頂きたい

製造業 鈴鹿市 鈴鹿峠の降雨量制限による部品調達寸断で生産ラインシップが毎年懸念項目に上がっている

運輸業 亀山市 新名神の流入により悪化した渋滞緩和に特化していただきたい

参考）高速道路ＩＣアクセスの改善に期待する企業の分布

沿岸部に立地している企業は高速道路ＩＣまで大きく離れているため、高速道路Ｉ
Ｃまでのアクセス改善に期待する企業が多い傾向

鈴鹿市街地の企業は、鈴鹿中央線の混雑が要因となり高速道路ＩＣまで時間を
要するため、ＩＣアクセスの改善に期待する企業が多い

同様に神戸長沢線の沿線企業も、神戸長沢線の混雑が原因となり、ＩＣアクセス
改善に期待する企業がある

３.ヒアリング①結果
【２】企業ヒアリング意見
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鈴木三重県知事 末松鈴鹿市長 櫻井亀山市長

第１回鈴鹿亀山道路100人協議会

平成２５年９月１日（日）に鈴鹿市文化会館にて第１回鈴鹿亀山道路100人協議会を開催しまし

事務局の三重県より１００人協議会について

説明し、鈴鹿亀山道路に関する三重県の考え
方を提示。

事前アンケートの結果紹介、グループ討議
の進め方について説明。

★募集は１００名程度としていましたが、１４7名の方にご参加いただきました。

グループ討議（第１会場）の様子

主催者の三重県知事を始め、
鈴鹿市、亀山市の両市長も出席

グループ討議（第２会場）の様子

グループ討議終了後、討議の成果を発表していただきました。


