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１ 松本市の概要

○○○○長野県長野県長野県長野県のののの中央中央中央中央～～～～西部西部西部西部にににに位置位置位置位置（（（（東西東西東西東西５２５２５２５２kmkmkmkm、、、、南北南北南北南北４１４１４１４１kmkmkmkm））））

○○○○人口人口人口人口 約約約約２４２４２４２４万万万万３３３３，，，，００００００００００００人人人人（（（（県内第県内第県内第県内第２２２２位位位位、、、、商圏約商圏約商圏約商圏約５８５８５８５８万人万人万人万人））））

○○○○製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額 ４４４４，，，，９５４９５４９５４９５４億円億円億円億円（（（（県内第県内第県内第県内第３３３３位位位位、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度））））

○○○○国宝松本城国宝松本城国宝松本城国宝松本城をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした城下町城下町城下町城下町

○○○○標高標高標高標高３３３３，，，，００００００００００００ｍｍｍｍ級級級級のののの峰峰峰峰々々々々がががが連連連連なるなるなるなる北北北北アルプスアルプスアルプスアルプス、、、、上高地上高地上高地上高地、、、、乗鞍乗鞍乗鞍乗鞍などのなどのなどのなどの豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然

○○○○信州信州信州信州まつもとまつもとまつもとまつもと空港空港空港空港、、、、日本銀行松本支店日本銀行松本支店日本銀行松本支店日本銀行松本支店、、、、信州大学本部信州大学本部信州大学本部信州大学本部などなどなどなど

○○○○国際音楽祭国際音楽祭国際音楽祭国際音楽祭サイトウサイトウサイトウサイトウ・・・・キネンキネンキネンキネン・・・・フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルまつもとまつもとまつもとまつもと、、、、花花花花いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい運動発祥運動発祥運動発祥運動発祥のののの地地地地



２ 松本市の地勢・人口

地地地地 勢勢勢勢

○○○○面積面積面積面積はははは、、、、県内最大県内最大県内最大県内最大（（（（面積面積面積面積９７８９７８９７８９７８kkkk㎡㎡㎡㎡ 、、、、人口人口人口人口24242424万人万人万人万人、、、、商圏商圏商圏商圏58585858万人万人万人万人））））

○○○○山間部山間部山間部山間部、、、、河川河川河川河川がががが多多多多くくくく、、、、線路線路線路線路やややや道路道路道路道路のののの敷設敷設敷設敷設はははは限定限定限定限定されるされるされるされる

○○○○急勾配急勾配急勾配急勾配、、、、急急急急カーブカーブカーブカーブがががが多多多多いいいい、、、、冬季冬季冬季冬季はははは凍結凍結凍結凍結、、、、積雪積雪積雪積雪のためのためのためのため、、、、

移動時移動時移動時移動時のののの安全面安全面安全面安全面ののののリスクリスクリスクリスクがががが高高高高いいいい

人人人人 口口口口

○○○○将来的将来的将来的将来的にににに、、、、人口人口人口人口はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向

○○○○一部地区一部地区一部地区一部地区ではではではでは、、、、30%30%30%30%超超超超のののの高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はははは上昇上昇上昇上昇

○○○○高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、女性女性女性女性ドライバードライバードライバードライバーのののの増加増加増加増加

○○○○自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用のののの増加増加増加増加



３ 松本市の交通状況

道路網道路網道路網道路網

○○○○国道国道国道国道１９１９１９１９号号号号がががが南北南北南北南北のののの幹線軸幹線軸幹線軸幹線軸

○○○○旧松本市旧松本市旧松本市旧松本市をををを中心中心中心中心にににに、、、、放射状放射状放射状放射状にににに広広広広がるがるがるがる幹線道路網形態幹線道路網形態幹線道路網形態幹線道路網形態

○○○○安曇安曇安曇安曇・・・・奈川奈川奈川奈川・・・・波田地区波田地区波田地区波田地区はははは、、、、国道国道国道国道１５８１５８１５８１５８号号号号にににに依存依存依存依存

○○○○四賀地区四賀地区四賀地区四賀地区はははは、、、、国道国道国道国道１４３１４３１４３１４３号号号号でででで連絡連絡連絡連絡、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時はははは、、、、長野自動車道長野自動車道長野自動車道長野自動車道をををを利用利用利用利用

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路

○○○○整備率整備率整備率整備率はははは低低低低いいいい

○○○○特特特特にににに、、、、広広広広いいいい幅員幅員幅員幅員のののの幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路のののの整備率整備率整備率整備率がががが低低低低いいいい

交通流動交通流動交通流動交通流動

○○○○通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学はははは、、、、旧松本市旧松本市旧松本市旧松本市にににに集中集中集中集中

○○○○南北方向南北方向南北方向南北方向はははは、、、、国道国道国道国道１９１９１９１９号号号号にににに交通交通交通交通がががが集中集中集中集中、、、、現現現現２２２２車線車線車線車線ではではではでは対応不可対応不可対応不可対応不可

○○○○中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞がががが顕著顕著顕著顕著



４ 松本市の公共交通
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松本市松本市松本市松本市はははは、、、、県内県内県内県内のののの交通結節地交通結節地交通結節地交通結節地

鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、バスバスバスバスはははは「「「「松本駅松本駅松本駅松本駅」」」」をををを中心中心中心中心のののの交通形態交通形態交通形態交通形態

■■■■中信地区中信地区中信地区中信地区のののの交通結節地交通結節地交通結節地交通結節地「「「「松本松本松本松本」」」」
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○○○○路線路線路線路線バスバスバスバス

アルピコアルピコアルピコアルピコ交通交通交通交通㈱㈱㈱㈱(循環線循環線循環線循環線、、、、各路線各路線各路線各路線)２４２４２４２４路線路線路線路線

市営市営市営市営バスバスバスバス（（（（四賀線四賀線四賀線四賀線、、、、奈川線奈川線奈川線奈川線）））） ２２２２路線路線路線路線

西部地域西部地域西部地域西部地域コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス ５５５５路線路線路線路線

四賀地域四賀地域四賀地域四賀地域バスバスバスバス（（（（デマンドデマンドデマンドデマンド運行運行運行運行）））） １１１１路線路線路線路線

市街地南部循環線市街地南部循環線市街地南部循環線市街地南部循環線 １１１１路線路線路線路線

○○○○鉄道鉄道鉄道鉄道

ＪＲＪＲＪＲＪＲ線線線線、、、、アルピコアルピコアルピコアルピコ交通上高地線交通上高地線交通上高地線交通上高地線 ３３３３路線路線路線路線

奈川温泉奈川温泉奈川温泉奈川温泉

四賀支所

新村新村新村新村

信州信州信州信州まつもとまつもとまつもとまつもと

空港空港空港空港

八景山八景山八景山八景山

JR中央西線中央西線中央西線中央西線

市営市営市営市営バスバスバスバス

四賀線四賀線四賀線四賀線

四賀地域四賀地域四賀地域四賀地域ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

四賀線四賀線四賀線四賀線

市内循環線市内循環線市内循環線市内循環線

市内各路線市内各路線市内各路線市内各路線

市街地南部市街地南部市街地南部市街地南部

循環線循環線循環線循環線

西部地域西部地域西部地域西部地域

コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス

稲核線稲核線稲核線稲核線

上高地線上高地線上高地線上高地線

乗鞍線乗鞍線乗鞍線乗鞍線

市営市営市営市営バスバスバスバス

奈川線奈川線奈川線奈川線

高速高速高速高速バスバスバスバス

○○○○民間交通事業者民間交通事業者民間交通事業者民間交通事業者（ＪＲ、（ＪＲ、（ＪＲ、（ＪＲ、アルピアルピアルピアルピ

ココココ交通交通交通交通））））がががが鉄道鉄道鉄道鉄道・・・・バスバスバスバスをををを運行運行運行運行

○○○○鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、路線路線路線路線バスバスバスバスのののの利用利用利用利用はははは減少減少減少減少

○○○○松本駅松本駅松本駅松本駅をををを中心中心中心中心にににに各地域各地域各地域各地域をををを結結結結ぶぶぶぶ交交交交

通体系通体系通体系通体系のためのためのためのため、、、、地域間地域間地域間地域間のののの移動移動移動移動がががが

しにくいしにくいしにくいしにくい（（（（郊外郊外郊外郊外ではではではでは、、、、既存既存既存既存のののの公公公公

共交通共交通共交通共交通をををを補完補完補完補完するするするするコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

バスバスバスバス等等等等をををを行政行政行政行政がががが運行運行運行運行））））

○○○○パークアンドライドパークアンドライドパークアンドライドパークアンドライド駐車場駐車場駐車場駐車場のののの利利利利

用用用用はははは増加増加増加増加（（（（平田駅平田駅平田駅平田駅などなどなどなど））））



５ 松本市の公共交通の利用状況

項項項項 目目目目 昭和昭和昭和昭和５３５３５３５３年度年度年度年度 平成平成平成平成６６６６年度年度年度年度 平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 ＳＳＳＳ５３５３５３５３・・・・ＨＨＨＨ

２１２１２１２１対比対比対比対比

人口（人） １８９，８０７ ２０３，６２９ ２２６，５４５ １１９％

世帯数（世帯） ５９，１０１ ７３，１４８ ９１，５４１ １５４％

利用者人数（万人）

ＪＲ松本駅 ６８８ ７２０ ５４２ ７９％

アルピコアルピコアルピコアルピコ交通交通交通交通

上高地線上高地線上高地線上高地線

２６２ １７５ １３８ ５３％

バス路線 ２，０７６ ８１７ ４４３ ２１％

車両登録台数（万台） ６．７ １２．８ １６．１ ２４０％

１１１１世帯当世帯当世帯当世帯当りりりり保有台数保有台数保有台数保有台数（（（（台台台台）））） １．１３ １．７５ １．７６ １５６％

※※※※車両登録台数車両登録台数車両登録台数車両登録台数：：：：車両等登録数車両等登録数車両等登録数車両等登録数（（（（県税務課算出県税務課算出県税務課算出県税務課算出））））にににに４４４４輪軽自動車税輪軽自動車税輪軽自動車税輪軽自動車税をををを加加加加えたえたえたえた数値数値数値数値

※※※※市事務報告書市事務報告書市事務報告書市事務報告書、、、、アルピコアルピコアルピコアルピコ交通交通交通交通㈱㈱㈱㈱資料資料資料資料



６ 自動車優先社会がもたらしたもの

○○○○ 日本日本日本日本のののの現状現状現状現状

⑴⑴⑴⑴ 自動車自動車自動車自動車へのへのへのへの依存度依存度依存度依存度がががが上昇上昇上昇上昇

⑵⑵⑵⑵ 公共交通利用者公共交通利用者公共交通利用者公共交通利用者はははは、、、、５０５０５０５０年間年間年間年間でででで１１１１／／／／３３３３にににに減少減少減少減少

（（（（昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年年年年８２８２８２８２％％％％ →→→→ 平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年２７２７２７２７％、Ｈ％、Ｈ％、Ｈ％、Ｈ１８１８１８１８陸運統計要覧陸運統計要覧陸運統計要覧陸運統計要覧））））

⑶⑶⑶⑶ 利用者利用者利用者利用者のののの減少減少減少減少とともにとともにとともにとともに、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通サービスサービスサービスサービスのののの低下低下低下低下

○○○○ 松本市松本市松本市松本市のののの現状現状現状現状

⑴⑴⑴⑴ マイカーマイカーマイカーマイカー利用利用利用利用がががが７１７１７１７１．．．．９９９９％％％％とととと高高高高いいいい

⑵⑵⑵⑵ 公共交通利用者公共交通利用者公共交通利用者公共交通利用者はははは、、、、５５５５％％％％にににに満満満満たないたないたないたない状況状況状況状況

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２０２０２０２０松本都市圏松本都市圏松本都市圏松本都市圏パーソントリップパーソントリップパーソントリップパーソントリップ調査調査調査調査））））

⑶⑶⑶⑶ 毎年毎年毎年毎年、、、、利用者利用者利用者利用者がががが減少減少減少減少しししし、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通サービスサービスサービスサービスもももも低下低下低下低下

⑷⑷⑷⑷ 自動車自動車自動車自動車でででで移動移動移動移動できないできないできないできない人人人人のののの交通手段交通手段交通手段交通手段がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり、、、、まちのまちのまちのまちの来街者来街者来街者来街者がががが減少減少減少減少

⑸⑸⑸⑸ 郊外郊外郊外郊外のののの小売店販売額小売店販売額小売店販売額小売店販売額はははは、、、、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺のののの４４４４倍倍倍倍

（（（（郊外郊外郊外郊外１１１１，，，，５６３５６３５６３５６３億円億円億円億円、、、、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺３９８３９８３９８３９８億円億円億円億円、Ｈ、Ｈ、Ｈ、Ｈ１９１９１９１９商業統計商業統計商業統計商業統計））））

⑹⑹⑹⑹ 家庭家庭家庭家庭からからからから排出排出排出排出するするするする温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量のののの約約約約３３３３割割割割ははははマイカーマイカーマイカーマイカー

⑺⑺⑺⑺ 中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの空地空地空地空地のののの駐車場化駐車場化駐車場化駐車場化



７ 人や環境にやさしいまちづくり・「次世代交通政策」の取組み

◎◎◎◎次世代交通政策次世代交通政策次世代交通政策次世代交通政策とはとはとはとは？？？？

○○○○自動車自動車自動車自動車のののの利用利用利用利用にもにもにもにも一定一定一定一定のののの配慮配慮配慮配慮をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、

中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地におけるにおけるにおけるにおける「「「「歩行者優先歩行者優先歩行者優先歩行者優先ゾーンゾーンゾーンゾーン」」」」のののの設定設定設定設定

○○○○歩行者歩行者歩行者歩行者、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通などなどなどなど、、、、道路空間道路空間道路空間道路空間のののの再配分再配分再配分再配分

○○○○中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化、、、、居住空間居住空間居住空間居住空間のののの確保確保確保確保をををを推進推進推進推進

○○○○ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ（（（（フランスフランスフランスフランス、、、、ドイツドイツドイツドイツ））））のののの都市交通政策都市交通政策都市交通政策都市交通政策をををを参考参考参考参考



８ 次世代交通政策基本方針の３つの基本理念

１０１０１０１０年先年先年先年先、、、、２０２０２０２０年先年先年先年先をををを見据見据見据見据えたえたえたえた「「「「松本松本松本松本のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり」」」」についてについてについてについて、、、、市民市民市民市民、、、、

関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体のののの皆皆皆皆さまとさまとさまとさまと議論議論議論議論・・・・検討検討検討検討をををを重重重重ねねねね、、、、松本市松本市松本市松本市がががが目指目指目指目指すすすす、、、、

新新新新しいしいしいしい交通交通交通交通体系体系体系体系によるによるによるによる将来将来将来将来のまちののまちののまちののまちの姿姿姿姿をををを「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」としとしとしとし

ててててまとめるまとめるまとめるまとめる。。。。

［［［［基本理念基本理念基本理念基本理念］］］］

○○○○ 「「「「車車車車をををを優先優先優先優先したしたしたした社会社会社会社会」」」」のののの転換転換転換転換

自動車優先自動車優先自動車優先自動車優先のののの社会社会社会社会をををを転換転換転換転換しししし、、、、排気排気排気排気ガスガスガスガスのののの抑制抑制抑制抑制、、、、交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和緩和緩和緩和などなどなどなど、、、、

環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの低減低減低減低減をををを図図図図りりりり、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会をををを構築構築構築構築

○○○○ 歩行者歩行者歩行者歩行者・・・・自転車自転車自転車自転車・・・・公共交通公共交通公共交通公共交通のののの優先優先優先優先

徒歩徒歩徒歩徒歩、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通をををを優先優先優先優先させさせさせさせ、、、、環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの少少少少ないないないない輸送手段輸送手段輸送手段輸送手段へのへのへのへの

切換切換切換切換ええええ

○○○○ エコエコエコエコでででで快適快適快適快適なななな移動移動移動移動によりによりによりにより人人人人がががが集集集集うううう「「「「交通交通交通交通のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり」」」」

道路道路道路道路などのなどのなどのなどの都市空間都市空間都市空間都市空間をををを、、、、自動車自動車自動車自動車からからからから人人人人、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用利用利用利用にににに

空間空間空間空間をををを再配分再配分再配分再配分することですることですることですることで、、、、賑賑賑賑わいのあるまちづくりをわいのあるまちづくりをわいのあるまちづくりをわいのあるまちづくりを目指目指目指目指すすすす



９ 松本市が目指す「まち」の姿

○○○○「「「「まちまちまちまち」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか

⑴⑴⑴⑴ まちはまちはまちはまちは、、、、限限限限られたられたられたられた空間空間空間空間のののの中中中中でででで、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人がががが「「「「住住住住むむむむ」、「」、「」、「」、「働働働働くくくく」、「」、「」、「」、「憩憩憩憩うううう」、」、」、」、

「「「「楽楽楽楽しむしむしむしむ」」」」などなどなどなど、、、、高密度高密度高密度高密度にににに都市活動都市活動都市活動都市活動をするをするをするをする場場場場

⑵⑵⑵⑵ 歴史的歴史的歴史的歴史的にににに、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々によってによってによってによって、、、、まちがまちがまちがまちが形成形成形成形成されされされされ、、、、時間時間時間時間、、、、資金資金資金資金をををを投入投入投入投入

⑶⑶⑶⑶ 中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地はははは、、、、都市都市都市都市のののの歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化がががが集積集積集積集積するするするする場所場所場所場所でありでありでありであり、、、、人人人人々々々々のののの

生活生活生活生活のののの源源源源であるであるであるである。。。。

⑷⑷⑷⑷ まちはまちはまちはまちは、、、、商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、若者若者若者若者、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、子子子子どもどもどもども、、、、親子連親子連親子連親子連

れれれれ、、、、観光客観光客観光客観光客などなどなどなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな人人人人たちでにぎわいたちでにぎわいたちでにぎわいたちでにぎわい、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな都市活動都市活動都市活動都市活動がががが集集集集

積積積積してしてしてして交流交流交流交流がががが展開展開展開展開されているされているされているされている。。。。

⑸⑸⑸⑸ 目的目的目的目的がなくてもがなくてもがなくてもがなくても、、、、行行行行けばけばけばけば、、、、何何何何かがあるとかがあるとかがあるとかがあると期待期待期待期待させるさせるさせるさせる空間空間空間空間がががが「「「「まちまちまちまち」」」」



10 次世代交通政策の対象となる「まち」のエリア

⑴⑴⑴⑴ 行政行政行政行政・・・・文化文化文化文化・・・・公園等公園等公園等公園等のののの都市施設都市施設都市施設都市施設のののの機能機能機能機能がががが集積集積集積集積したにぎわうしたにぎわうしたにぎわうしたにぎわうエリアエリアエリアエリア

歩行者歩行者歩行者歩行者をををを優先優先優先優先としつつとしつつとしつつとしつつ、、、、適宜適宜適宜適宜、、、、他他他他のののの交通手段交通手段交通手段交通手段とととと使使使使いいいい分分分分けのできるけのできるけのできるけのできる範囲範囲範囲範囲とととと

してしてしてして、、、、松本駅松本駅松本駅松本駅、、、、松本城松本城松本城松本城、、、、あがたのあがたのあがたのあがたの森公園森公園森公園森公園までのまでのまでのまでのエリアエリアエリアエリア((((②②②②))))

⑵⑵⑵⑵ 内環状線内環状線内環状線内環状線とととと田川田川田川田川にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれたエリアエリアエリアエリア

総合都市交通計画総合都市交通計画総合都市交通計画総合都市交通計画にににに示示示示すすすす「「「「歩歩歩歩きやすいきやすいきやすいきやすい環境形成環境形成環境形成環境形成エリアエリアエリアエリア」」」」のののの範囲範囲範囲範囲としてとしてとしてとして、、、、

松本駅西側松本駅西側松本駅西側松本駅西側をををを含含含含めためためためた内環状線内環状線内環状線内環状線のののの内側内側内側内側エリアエリアエリアエリア ((((③③③③))))

⑶⑶⑶⑶ 業務業務業務業務・・・・商業商業商業商業がががが集積集積集積集積したしたしたしたエリアエリアエリアエリア

商業活動商業活動商業活動商業活動やややや業務活動業務活動業務活動業務活動がががが集積集積集積集積しししし、、、、歩行歩行歩行歩行できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲としてとしてとしてとして、、、、松本駅松本駅松本駅松本駅からからからから松本松本松本松本

城城城城までのまでのまでのまでの、、、、直径直径直径直径８００８００８００８００ｍｍｍｍののののエリアエリアエリアエリア((((①①①①))))

なおなおなおなお、、、、このこのこのこのエリアエリアエリアエリアのどこをのどこをのどこをのどこを「「「「歩行者専用歩行者専用歩行者専用歩行者専用」」」」やややや「「「「ゾーンゾーンゾーンゾーン３０３０３０３０」」」」にににに設定設定設定設定するのかするのかするのかするのか

などがなどがなどがなどが、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題ですですですです。。。。



11 「まち」のエリア図

⑴⑴⑴⑴ 行政行政行政行政・・・・文化文化文化文化・・・・公園等公園等公園等公園等のののの都市機能都市機能都市機能都市機能がががが集積集積集積集積したしたしたしたエリアエリアエリアエリア((((②②②②、、、、ピンクピンクピンクピンク色色色色))))

⑵⑵⑵⑵ 内環状線内環状線内環状線内環状線とととと田川田川田川田川にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれたエリアエリアエリアエリア((((③③③③、、、、青色点線青色点線青色点線青色点線))))

⑶⑶⑶⑶ 業務業務業務業務・・・・商業商業商業商業がががが集積集積集積集積したしたしたしたエリアエリアエリアエリア((((①①①①、、、、赤色赤色赤色赤色))))



12 新しい交通体系によるまちのイメージ【区域・空間、移動】

新新新新しいしいしいしい交通体系交通体系交通体系交通体系によるまちをによるまちをによるまちをによるまちを構築構築構築構築したしたしたした場合場合場合場合、「、「、「、「歩行者歩行者歩行者歩行者にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした都市空間都市空間都市空間都市空間」」」」はははは、、、、

次次次次のようなのようなのようなのようなイメージイメージイメージイメージになりますになりますになりますになります。。。。

【【【【区域区域区域区域・・・・空間空間空間空間ののののイメージイメージイメージイメージ】】】】

●●●●「「「「歩行者優先歩行者優先歩行者優先歩行者優先エリアエリアエリアエリア」」」」としてとしてとしてとして、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通がががが中心中心中心中心のののの区域区域区域区域

●●●●「「「「ゾーンゾーンゾーンゾーン３０３０３０３０エリアエリアエリアエリア」」」」としてとしてとしてとして、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者、、、、自転車自転車自転車自転車などになどになどになどに配慮配慮配慮配慮してしてしてして自動車自動車自動車自動車がががが通行通行通行通行すすすす

るるるる区域区域区域区域

●●●●したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まちなかをまちなかをまちなかをまちなかを通過通過通過通過するだけのするだけのするだけのするだけの自動車自動車自動車自動車はははは、、、、通行通行通行通行しにくくなりますしにくくなりますしにくくなりますしにくくなります。。。。

【【【【移動移動移動移動ののののイメージイメージイメージイメージ】】】】

●●●●ベビーカーベビーカーベビーカーベビーカーやややや車車車車いすのいすのいすのいすの利用者利用者利用者利用者をををを含含含含めめめめ、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも自由自由自由自由にににに移動移動移動移動できますできますできますできます。。。。

●●●●公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関（（（（バスバスバスバス、、、、トラムトラムトラムトラムなどなどなどなど））））がががが５５５５分分分分～～～～１５１５１５１５分間隔分間隔分間隔分間隔でででで運行運行運行運行されされされされ、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも

便利便利便利便利にににに利用利用利用利用できますできますできますできます。。。。

●●●●歩行者歩行者歩行者歩行者、、、、自転車自転車自転車自転車、、、、自動車自動車自動車自動車がががが、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに配慮配慮配慮配慮してしてしてして、、、、安全安全安全安全にににに、、、、安心安心安心安心してしてしてして通行通行通行通行

できますできますできますできます。。。。



13 新しい交通体系によるまちのイメージ【まち】

【【【【まちのまちのまちのまちのイメージイメージイメージイメージ】】】】

まちのまちのまちのまちの中中中中はははは、「、「、「、「人人人人がががが集集集集まるまるまるまる」」」」場所場所場所場所となりますとなりますとなりますとなります。。。。

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる人人人人々々々々がががが、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな目的目的目的目的でででで、、、、まちのまちのまちのまちの商店街商店街商店街商店街やややや通通通通りりりり、、、、広場広場広場広場などをなどをなどをなどを訪訪訪訪れれれれ、、、、

大勢大勢大勢大勢のののの人人人人がががが行行行行きかいきかいきかいきかい、、、、にぎわいますにぎわいますにぎわいますにぎわいます。。。。

●●●●安心安心安心安心でででで多様多様多様多様なななな都市空間都市空間都市空間都市空間にににに住住住住まうまうまうまう魅力魅力魅力魅力がががが高高高高まりますまりますまりますまります。。。。

●●●●若者若者若者若者がががが、、、、勉強勉強勉強勉強をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、集集集集まってまってまってまって会話会話会話会話をしたくなりますをしたくなりますをしたくなりますをしたくなります。。。。

●●●●おおおお年寄年寄年寄年寄りがりがりがりが、、、、買買買買いいいい物物物物をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、集集集集まってまってまってまって談話談話談話談話をしたくなりますをしたくなりますをしたくなりますをしたくなります。。。。

●●●●親子連親子連親子連親子連れがれがれがれが、、、、安心安心安心安心してしてしてして、、、、気軽気軽気軽気軽にににに買買買買いいいい物物物物やややや散歩散歩散歩散歩ができますができますができますができます。。。。

●●●●週末週末週末週末やややや仕事帰仕事帰仕事帰仕事帰りにはりにはりにはりには、、、、家族家族家族家族やややや仲間仲間仲間仲間とととと、、、、ともにともにともにともに学学学学びびびび、、、、憩憩憩憩うううう場所場所場所場所になりますになりますになりますになります。。。。

●●●●子子子子どもがどもがどもがどもが、、、、安心安心安心安心してしてしてして、、、、まちでまちでまちでまちで遊遊遊遊べますべますべますべます。。。。

●●●●観光客観光客観光客観光客がゆったりとがゆったりとがゆったりとがゆったりと歩歩歩歩きながらきながらきながらきながら、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的なまちなみをなまちなみをなまちなみをなまちなみを観光観光観光観光することができすることができすることができすることができ

ますますますます。。。。



14 次世代交通政策によるまちのイメージ【写真】

写真写真写真写真はははは、、、、いずれもいずれもいずれもいずれもヨーロッヨーロッヨーロッヨーロッ

パパパパのののの中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地でででで、、、、現在現在現在現在はははは、、、、

大勢大勢大勢大勢のののの人人人人々々々々がががが、、、、あふれるほあふれるほあふれるほあふれるほ

どどどど、、、、まちをまちをまちをまちを行行行行きかっていますきかっていますきかっていますきかっています。。。。

以前以前以前以前はははは、、、、自動車自動車自動車自動車にににに占拠占拠占拠占拠ささささ

れていたれていたれていたれていた交差点交差点交差点交差点のののの多多多多くがくがくがくが、、、、

現在現在現在現在はははは、、、、広場広場広場広場となりとなりとなりとなり、、、、自動車自動車自動車自動車

がががが通行通行通行通行していたしていたしていたしていた道路道路道路道路はははは、、、、歩歩歩歩

行者行者行者行者のののの空間空間空間空間にににに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。

※※※※ ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのようにのようにのようにのように歩行歩行歩行歩行

者者者者とととと自動車自動車自動車自動車がががが同同同同じじじじ道路上道路上道路上道路上でででで

共存共存共存共存するするするする交通体系交通体系交通体系交通体系をををを実現実現実現実現すすすす

るにはるにはるにはるには、、、、日本日本日本日本ではではではでは、、、、道路交道路交道路交道路交

通法通法通法通法などのなどのなどのなどの法令法令法令法令のののの見直見直見直見直しやしやしやしや、、、、

自動車運転者自動車運転者自動車運転者自動車運転者のののの歩行者歩行者歩行者歩行者をををを優優優優

先先先先とするとするとするとする意識意識意識意識のののの向上向上向上向上などがなどがなどがなどが

必要必要必要必要ですですですです。。。。



15 取り組むべき主要な施策

⑴⑴⑴⑴ 歩行者専用空間歩行者専用空間歩行者専用空間歩行者専用空間

人優先人優先人優先人優先のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりのポイントポイントポイントポイントはははは、、、、歩行者専用空間歩行者専用空間歩行者専用空間歩行者専用空間のののの確保確保確保確保・・・・拡大拡大拡大拡大

⑵⑵⑵⑵ ゾーンゾーンゾーンゾーン３０３０３０３０

ゾーンゾーンゾーンゾーン３０３０３０３０とはとはとはとは、、、、自動車自動車自動車自動車のののの速度速度速度速度をををを十分十分十分十分にににに落落落落としとしとしとし、「、「、「、「人人人人」」」」をををを最優先最優先最優先最優先とするとするとするとする歩行歩行歩行歩行

者者者者・・・・自動車自動車自動車自動車がががが共存共存共存共存するするするする交通形態交通形態交通形態交通形態

⑶⑶⑶⑶ 自転車自転車自転車自転車のののの交通体系交通体系交通体系交通体系

自転車自転車自転車自転車のののの走行環境走行環境走行環境走行環境、、、、駐輪駐輪駐輪駐輪スペーススペーススペーススペース、、、、モラルモラルモラルモラル・・・・ルールルールルールルールのののの確立確立確立確立、、、、レンタサイクレンタサイクレンタサイクレンタサイク

ルルルルなどをなどをなどをなどを連携連携連携連携してしてしてして整備整備整備整備

⑷⑷⑷⑷ 公共交通公共交通公共交通公共交通

アアアア 既存既存既存既存のののの公共交通公共交通公共交通公共交通のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化

イイイイ 新新新新しいしいしいしい公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステムのののの導入導入導入導入

⑸⑸⑸⑸ 自動車交通自動車交通自動車交通自動車交通のののの総量抑制総量抑制総量抑制総量抑制（（（（パークアンドライドパークアンドライドパークアンドライドパークアンドライド、、、、駐車対策駐車対策駐車対策駐車対策））））

⑹⑹⑹⑹ 交通安全交通安全交通安全交通安全のののの啓発啓発啓発啓発



16 次世代交通政策の進め方



ご静聴ありがとうございました

ストラスブール(フランス)のトラム


