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参考資料４. 策定の経緯 

■会議等の開催経緯 

平成２６年度 H26.8.29 第１回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H26.10.3 第１回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H26.11.26 第２回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H26.12.12 第２回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H27.1.13 第３回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H27.1.23 第３回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H27.2.17 豊橋市議会 建設消防委員会（中間報告） 

平成２７年度 H27.7.1 第４回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H27.7.13 第４回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H27.8.25 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

H27.9.28 第５回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H27.10.7 第５回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H27.11.20 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

H27.12.4 第６回豊橋市都市交通計画検討委員会作業部会 

H27.12.18 第６回豊橋市都市交通計画検討委員会 

H28.2.8 豊橋市議会 建設消防委員会（予定）

H28.2～3 パブリックコメント（予定）

H28.3.28 
第７回豊橋市都市交通計画検討委員会（予定）

豊橋市地域公共交通活性化推進協議会（予定）

豊橋市都市交通計画策定 

（都市・地域総合交通戦略、地域公共交通網形成計画） 
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■策定体制図 

策定組織

豊橋市都市交通計画 

(都市･地域総合交通戦略)

豊橋市都市交通計画 

(地域公共交通網形成計画) 

豊橋市地域公共交通活性化 

推進協議会 

●計画案の協議等 

 ・委員長：学識経験者 

 ・委員：学識経験者 

 ・委員：国、県、市 

 ・委員：警察 

 ・委員：交通事業者 

 ・委員：市民・利用者 等 

豊橋市都市交通計画検討委員会 

●計画案の協議等 

 ・委員長：学識経験者 

 ・委員：学識経験者 

 ・委員：国、県、市 

 ・委員：警察 

 ・委員：交通事業者 

 ・委員：市民・利用者 等 

連携
豊橋市都市交通計画検討委員会 

作業部会 

●計画案の協議等 

 ・部会長：市都市計画部長 

 ・委員：国、県 

 ・委員：警察 

 ・委員：交通事業者 

 ・委員：市関係課（室） 等 

事務局 都市交通課 

事務局 都市交通課 

報告 

市 長 

決定・公表 

指示 
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■豊橋市都市交通計画検討委員会 委員名簿 

分野 機 関 所属・役職 氏  名 備 考 

学
識
者

岐阜大学 名誉教授 竹内  伝史 【委 員 長】 

豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系教授 廣畠  康裕 【副委員長】 

山口大学 大学院理工学研究科准教授 鈴木  春菜  

行
政
関
係
者

国土交通省 

中部地方整備局建政部都市整備課長 間宮  敏博 前任：牛居 恒太

名古屋国道事務所計画課長 岩田   明  

中部運輸局企画観光部交通企画課長 山下  隆道  

中部運輸局愛知運輸支局 
首席運輸企画専門官（企画調整担当）

白木  広治 前任：後藤 英丸

愛知県 

振興部交通対策課長 市田  和仁 前任：渡邉 宗徳

建設部都市計画課長 横山 甲太郎  

東三河建設事務所企画調整監 杉浦  政晴 前任：大谷 光司

交
通
管
理
者

愛知県警察本部 交通規制課課長補佐 山本  清文 前任：沢田 章夫

豊橋警察署 交通課長 桒名  利幸  

交
通
事
業
者

東海旅客鉄道㈱ 豊橋駅長 森    鉄也 前任：山口 望 

名古屋鉄道㈱ 
グループ統括本部事業企画部 
企画担当部長 

安藤   仁  

豊橋鉄道㈱ 取締役鉄道部長 柴田  良昭  

豊鉄バス㈱ 取締役営業企画部長 長縄  則之  

東海交通㈱ 代表取締役社長 青木  良浩  

市
民
等

豊橋市自治連合会
常任理事 大谷 代里子 前任：小林てる子

理事 今川  博道 前任：阿部 幸則

豊橋障害者（児）
団体連合協議会 

さくらピア ピアカウンセラー 松井 理津子  

豊橋商工会議所 常務理事 村松  喜八  

豊橋発展会連盟 会長 川西  裕康  

豊橋市 

副市長 木村  邦久  

財務部長 鈴木  伸幸  

企画部長 広田  哲明  

建設部長 加藤  明人  
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■豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 委員名簿 

氏  名 職 名 等 備 考 

廣畠 康裕 豊橋技術科学大学名誉教授 【会 長】 

木村 邦久 豊橋市副市長 【副会長】 

藤田 佳久 愛知大学名誉教授 【副会長】 

古田  寛 公益社団法人愛知県バス協会専務理事 【監 事】 

河合 秀矩 豊橋商工会議所常議員 【監 事】 

白木 広治 
国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 
首席運輸企画専門官（企画調整担当） 

小久保 信 愛知県振興部交通対策課主幹 

柴田 良昭 豊橋鉄道株式会社取締役鉄道部長 

長縄 則之 豊鉄バス株式会社取締役営業企画部長 

青木 良浩 愛知県タクシー協会会長 

小川 健司 豊鉄タクシー株式会社取締役社長 

長坂 和俊 愛知県交通運輸産業労働組合協議会幹事 

徳島 結城 豊橋市自治連合会理事 

藤城 恒介 豊橋市老人クラブ連合会副会長 

岩瀬 和子 とよはし男女共同参画推進ネットワーカー代表 

岩田  明 
国土交通省中部地方整備局 
名古屋国道事務所計画課長 

杉浦 政晴 愛知県東三河建設事務所企画調整監 

桒名 利幸 愛知県豊橋警察署交通課長 

加藤 明人 豊橋市建設部長 

瀧川 雅弘 豊橋市都市計画部長 


