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８．推進体制

8-1．推進組織の運営体制

静岡県
・交通基盤部

・文化・観光部

・浜松土木事務所

警察
・静岡県湖西警察署

国土交通省
・浜松河川国道事務所

・静岡運輸支局

交通事業者
・東海旅客鉄道㈱

・天竜浜名湖鉄道㈱

・遠州鉄道㈱ ・遠鉄交通㈱

地元団体
・湖西市自治会連合会

・湖西市社会福祉協議会

学識経験者

【座長】

湖西市

協
議
会

協
議
会

連携
・
協議

連携
・
協議

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

・静岡県

学識経験者を座長として、地元団体・交通事業者、行政で構成する「（仮称） 湖西市総合交通
戦略協議会」（以下、「協議会」と称す）を設置し、関係者が協議・連携して総合的かつ戦略的
な交通施策の推進を図ります。

（仮称）湖西市総合交通戦略協議会

作業部会
座長：学識経験者

事務局：都市計画課

庁内調整

各種事業の進捗状況については、
協議会で計画(Plan)→実施(Do)→

点検・評価(Check)→見直し

(Action)のＰＤＣＡサイクルによ
り、目標達成に向けた取り組みを
適切に評価・改善していきます。

Ｃheck
点検・評価

Ｄo
実行

Ｐlan
計画

Ａction
見直し

■ 戦略の作成

・実施内容の時期・主体（役割分担の設定

・実施目標の設定

■ 戦略の実施

・事業の実施

・取組の管理・運営

■ 戦略の評価・検証

・整備状況・利用状況等の把握

・目標達成状況の把握

■ 戦略の見直し

・問題点の把握

・改善策の検討

・戦略の見直し

協議会協議会

Ｃheck
点検・評価

Ｄo
実行

Ｐlan
計画

Ａction
見直し

■ 戦略の作成

・実施内容の時期・主体（役割分担の設定

・実施目標の設定

■ 戦略の実施

・事業の実施

・取組の管理・運営

■ 戦略の評価・検証

・整備状況・利用状況等の把握

・目標達成状況の把握

■ 戦略の見直し

・問題点の把握

・改善策の検討

・戦略の見直し

協議会協議会

尚、点検・評価にあたっては、
5-４に示した評価指標を用いて各

施策の進捗の達成度を評価します。
中間目標の評価時に目標値に達

成しない場合については、達成で
きなかった要因、達成するための
方針を検討し、場合により目標値
の見直し等を行います。

8-2．ＰＤＣＡサイクルによる行動計画の推進・評価
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付．策定経緯・用語集

付-1．策定経緯

【平成２４年度】

平成２４年１１月 ９日 ●第１回湖西市総合交通戦略策定協議会

・湖西市総合交通戦略の概要

・湖西市の現況について

・アンケート調査の実施について

平成２４年１１月２２日

～１２月１０日

●市民アンケート調査、事業所アンケート調査

平成２５年 １月１０日 ●湖西市総合交通戦略策定協議会 第１回作業部会

平成２５年 １月２４日 ●第２回湖西市総合交通戦略策定協議会

・湖西市の現況分析

・移動実態とニーズ

・都市の将来像

・拠点整備の課題

・交通課題

平成２５年 ３月 １日 ●湖西市総合交通戦略策定協議会 第２回作業部会(書面)

平成２５年 ３月１８日 ●第３回湖西市総合交通戦略策定協議会

・基本理念と基本目標

・施策の方針

【平成２５年度】

平成２５年 ８月 １日 ●湖西市総合交通ビジョン策定

平成２５年 ８月 ９日 ●湖西市総合交通戦略策定協議会 第１回作業部会

平成２５年 ８月２１日 ●第１回湖西市総合交通戦略策定協議会

・湖西市総合交通戦略の条件設定

・目標と基本方針の設定

平成２５年１０月１８日 ●湖西市総合交通戦略策定協議会 第２回作業部会

平成２５年１０月２９日 ●第２回湖西市総合交通戦略策定協議会

・施策パッケージ及び事業プログラムの設定

・推進体制の設定

平成２６年１月２０日 ●湖西市総合交通戦略策定協議会 第３回作業部会

平成２６年１月２８日 ●第３回湖西市総合交通戦略策定協議会

・パブリックコメントの修正対応
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付-2．湖西市総合交通戦略策定協議会設置要綱
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付-3．湖西市総合交通戦略策定協議会 委員・オブザーバー 一覧

番号 分類 所属 役職

1 交通基盤部　都市局　都市計画課長 委員

2 文化・観光部　交流企画局　交通政策課長 委員

3 静岡県　浜松土木事務所　技監 委員

4 警察 静岡県湖西警察署　交通課長 委員

5 中部地方整備局　浜松河川国道事務所　調査第二課長 委員

6 中部運輸局　静岡運輸支局　首席運輸企画専門官 委員

7 東海旅客鉄道株式会社 総合企画本部　企画開発部　担当課長 委員

8 天竜浜名湖鉄道株式会社　常務取締役管理部長 委員

9 遠州鉄道株式会社　運輸業務部長 委員

10 遠鉄交通株式会社　代表取締役社長 委員

11 湖西市自治会連合会　会長 委員

12 社会福祉法人　湖西市社会福祉協議会　会長 委員

13 学識経験者 愛知工業大学　客員教授　伊豆原 浩二 委員【座長】

14 副市長 委員【会長】

15 企画部長 委員

16 都市整備部長 委員【副会長】

① 中部地方整備局　建政部　都市整備課長 オブザーバー

② 中部運輸局　企画観光部　交通企画課長 オブザーバー

③ 静岡県 交通基盤部　道路局　道路企画課長 オブザーバー

事務局 湖西市 都市整備部　都市計画課

静岡県

国土交通省

国土交通省

交通事業者

地元団体

湖西市

（平成25年度）
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付-4．湖西市総合交通戦略策定協議会作業部会 委員・オブザーバー 一覧

番号 分類 所属 役職

1 交通基盤部　都市局　都市計画課　施設計画班長 委員

2 文化・観光部　交流企画局　交通政策課　交通政策班長 委員

3 静岡県　浜松土木事務所　企画検査課長 委員

4 中部地方整備局　浜松河川国道事務所　調査第二課　調査係長 委員

5 中部運輸局　静岡運輸支局　運輸企画専門官 委員

6 学識経験者 愛知工業大学　客員教授　伊豆原 浩二 協議会委員【座長】

7 企画部　市民協働課長 委員

8 都市整備部　土木建設課長 委員

9 都市整備部　土木管理課長 委員

10 都市整備部　都市計画課長 委員

① 中部地方整備局　建政部　都市整備課　課長補佐 オブザーバー

② 中部運輸局　企画観光部　交通企画課　課長補佐 オブザーバー

③ 静岡県 交通基盤部　道路局　道路企画課　計画班長 オブザーバー

事務局 湖西市 都市整備部　都市計画課

国土交通省

静岡県

国土交通省

湖西市

（平成25年度）
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付-5．用語集

【あ行】

用語 解説

ＩＴＳ ITS（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）

とは、人と道路と自動車の間で情報の受発信を行い、道路交通が

抱える事故や渋滞、環境対策など、様々な課題を解決するための

システム

新居関所 全国で唯一現存する江戸時代の東海道の関所。関所役人の取り調

べの様子を再現した部屋等を見学することができる。

新居宿 東海道五十三次の31番目の宿で、浜名湖西岸に位置する。

エコアクション２１ 全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うこと

を目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それ

らを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法につ

いて、環境省が策定したガイドラインに基づく認証・登録制度

エコ通勤 電車やバス、自転車・徒歩など、環境にやさしい交通手段で通勤

すること。

エコドライブ 発進や加速時に急なアクセルやブレーキを使用せず、緩やかに調
節するなどの燃費の良い自動車の運転方法。

【か行】

用語 解説

Ｋ＆Ｒ
（キスアンドライド）

通勤・通学の際に家族の一人が車で、近くの駅まで送り迎えする
ことで、乗り降りのときにキスをするところから生まれた言葉

緊急輸送道路 大規模な地震が起きた場合、避難・救助をはじめ、物資の供給等

の応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交
通の確保を図ることを目的とした道路。

交通結節点 鉄道・バスなどの複数あるいは異種の交通手段の接続が行われる

場所

公共交通空白地域 バスが走行していない地域やバス停や鉄道駅から一定範囲外の地
域。

交通需要マネジメント 整備した交通施設の利用方法を工夫し、交通需要を適切に誘導す

ることによって、交通を円滑に処理する手法。パークアンドライ
ド等による公共交通機関の利用促進や時差出勤の実施など。

コミュニティゾーン 歩行者の安全を確保するために、自動車の速度規制や歩道の拡幅、
車道に段差をつけるなどの対策を施した地区。

コミュニティバス 公共交通が整備されていない地域等において、地方自治体が運行
させる路線バス。

混雑度 混雑の程度を表す指標で、道路の持つ交通容量に対する実際の交

通量の比で示される値。数値が大きくなるほど、混雑程度の悪化
を示す。
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【た行】

用語 解説

長寿命化 橋梁やトンネル、道路舗装などの構造物の維持管理において、予
防保全を行うことで、耐用年数をできるだけ長くすること。

ＤＩＤ
（ディーアイディー）

人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等

が市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人
口が5,000人以上を有する地域。

デマンド型交通システム 特定の路線・時刻表を持たず、利用者の要求（デマンド）に応じ
て運行する形式の交通システム

道路交通センサス 全国の道路と道路交通の実態を把握することを目的とした調査。

都市計画道路 自治体により都市計画法に基づいて決定され、都市の骨格を形成
する道路であり、市町村道から国道までが対象となる。

都市計画マスタープラン 市区町村が都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな
道筋を明らかにするために定める計画。

都市計画区域マスター

プラン
県が都市計画区域ごとに、一市町村を越えた広域的な見地から、
区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定める計画。

【さ行】

用語 解説

Ｃ＆Ｒ、Ｒ＆Ｃ
（サイクルアンドライド

、ライドアンドサイクル）

主な移動手段を公共交通機関とし、駅・バス停と出発地・目的地
間の移動において自転車を利用すること。

財政力指数 地方公共団体の財政運営の自主性の大きさを示す指数で、標準的
な行政需要に自前の財源でどれだけ対応できるかを示す。

市街化区域 都市計画区域のうち、同法第7条の規定に基づき定められている、

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域

指定大規模既存集落 線引き前から旧町村役場周辺に形成された比較的規模の大きい集

落で、長期にわたり集落と関わりがあるものの持ち家のない世帯

を対象として、市街化調整区域内であっても住宅が建てられる地
区。

白須賀宿 東海道五十三次の32番目の宿で、遠江国の西端の宿場町。

西遠都市圏 浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・森町の４市１町

セミフラット 歩道等面が車道等面より高く、縁石天端の高さが歩道等面より高
い歩道構造。

総合計画 地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となる、行政
運営の総合的な指針となる計画

ゾーン３０ 生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的と

して、区域（ゾーン）を定めて時速３０キロの速度規制を実施す

るとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾー

ン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為
の抑制等を図る生活道路対策。
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【な行】

用語 解説

ノンステップバス 床面を低床構造として乗換ステップをなくし、高齢者や児童にも
乗り降りが容易なバス。

【は行】

用語 解説

Ｐ＆Ｒ
（パークアンドライド）

自宅から最寄りの駅やバス停まで自動車で行って駐車し、そこか
ら公共交通機関を利用して目的地まで移動する方法。

バス停オーナー制度 バス路線の医療施設、医療施設や金融機関等に資金協力を行って

もらう代わりに、バス停の名称に企業・施設名を入れたり、バス
車内でＰＲ放送などを行う制度。

バスロケーション

システム
ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板や携

帯電話、パソコンにバスの位置や運行状況に関する情報提供する
システム。

バリアフリー 全ての人が安心して暮らせるために、高齢者や障害者が日常生活

を送る上で不便な障害（バリア）となっている段差や仕切りを除
去（フリー）すること。

パーソントリップ調査 一定の調査対象地域内において「人の動き」（パーソントリッ
プ）を調べる調査。

ピクトグラム トイレの表示、道路標識など、さまざまな指示や注意を文字に代
わって「絵文字」「絵単語」で表したもの。

福祉有償輸送 NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、公共交通機関を利

用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、通学等の
ために行う有償の移送サービス。

【ま行】

用語 解説

マウントアップ 歩道等面と縁石天端の高さが同一である歩道構造。

ＭＭ
（モビリティマネジメント）

個人の移動が、社会的にも個人的にも望ましい方向（自動車利用

から公共交通等を適切に利用する方向）に変化することを促す、
コミュニケーションを中心とした交通施策。

【ら行】

用語 解説

ラッピング車両 広告を印刷したフィルム（ラッピングフィルム）を車体に貼り

付けるラッピング広告を施されたバス・タクシー・鉄道などの車
両。

レンタサイクル 旅行者や地域住民に自転車を貸し出すサービスのこと。


