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交通分野 施策事例個票集 

 

事例№ T-001 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通重要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント（Mobility Management) 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 モビリティマネジメントを活用した路線バス利用促進 

地区、所在地  北海道旭川市 

事業主体 旭川市 

取組開始時期 2005 年～ 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ バス乗車を宿泊研修等の課外授業で取り入れている小中学校等から要望が

あった場合に、教材としてバスマップを提供。 

・ 小学生・保護者を対象に「まるごと路線バス学習会」を開催し、路線バス

の体験乗車等を通じて、マイカー依存からの意識転換と公共交通の維持･確保

の重要性を学習する機会を設ける。 

・ クルマからバスへの利用転換の促進を目的として、「路線バス活用ガイド」、

「複数会社共通くる～りバスマップ」を作成し、配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
路線バス活用ガイド（上）と 

くる～りバスマップ（右） 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 552 千円（道路マップ、路線バス活用ガイドのデザイン料及び印刷委託費） 

維持管理費等 325 千円（2006 年度、マップ改良版のデザイン及び印刷委託費） 

99 千円（2007 年度、マップ増刷の印刷委託費） 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・直接的に路線バス利用者の増加にはつながっていない。発行部数が少なく、

周知が不十分であることが原因と分析。  

参考資料出典等 旭川市ＨＰ  
 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/machizukuri/bus/f 
環境的に持続可能な交通(EST)ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb40.html#6 
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事例№ T-002 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ③バス走行空間の整備 

メニュー５「公共交通の利用促進」 

 ①運賃設定の工夫 

 ②運行頻度の改善 

 ③バス停のサービス改善 

施策分類 基幹バス、ＢＲＴ 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 基幹バスと支線バスのシームレスな乗り継ぎシステムの構築 

地区、所在地  岩手県盛岡市 

事業主体 盛岡市、岩手県交通(株) 

取組開始時期 1998 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・オムニバスタウン事業による基幹公共交通軸への基幹バスの導入。 

・基幹バス区間に関しては、速達性・定時性向上のためバス専用レーンを延伸

・住宅地へは支線バスを運行し、途中に設置するミニバスターミナルで乗り換

えるゾーンシステムを導入。 

・乗り継ぎのデメリット感緩和のため、乗り継ぎ割引運賃を設定 

・都心部では循環バスを導入し、盛岡駅を基点とした 5 つの中心商店街を結ぶ

循環路線を設定。 

・都心ターミナル、ミニバスターミナル、ハイグレードバス停、鉄道とバスの

乗り継ぎ駅、病院等にバスロケーションシステムを設置。 

・警察の協力を得て、公共車両優先システム(PTPS)を導入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・松園地区では、運行開始後も市と岩手県交通が利用状況をきめ細かくフォロ

ーアップし、２ヶ月後と５ヶ月後にダイヤ改正を実施。 

事業費 約１６億円（オムニバスタウン計画５年間） 

（実証運行経費、バスロケーションシステム・ミニターミナル設置費等） 

維持管理費等  

活用した補助制度等 オムニバスタウン整備総合対策事業 

事業による効果 ・バス利用者数が下げ止まりの傾向を示している。 

・松園～都心部の所要時間が約 30 分から５分程度短縮。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 盛岡市ＨＰ 
http://www.city.morioka.iwate.jp/08kensetu/rkeikaku/tdm/omu_top.html 

国土交通省ＨＰ 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/pdf008_morioka.pdf 

(財)運輸政策研究機構 
http://ipt.jterc.or.jp/koukyou_shien/ 

バスロケーションシステム 
ゾーンバスの仕組み 
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事例№ T-003 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通重要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル（Rent a Cycle) 

市街地分類 中小都市 

 

事業・取組 レンタサイクルや自転車道の整備「共用自転車チャリンジャー」 

地区、所在地  秋田県二ツ井町（現能代市） 

事業主体 二ツ井町 

取組開始時期 1998 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・レンタサイクルを導入、また町内に駐輪施設 20 箇所設置し、2 ヶ所のレンタ

サイクル施設、駐輪施設において自転車を管理。 

－20 ヶ所の駐輪施設は自転車乗り捨て場として利用。 

－駐輪施設は、二ツ井駅から半径2km以内に10ヶ所「サイクルステーション」、

半径 4km 以内に 10 ヶ所「青空サイクルステーション」を設置。 

・町民や来訪者のだれでも 24 時間使用可能。 

・町民からの無料提供と東京杉並区の放置自転車を活用し現在 500 台保有。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・随時、共用自転車の点検、整備を実施（配置前に点検）。 

・共用自転車の回収・配置 

 －各ステーションへの配置 

 －青空ステーションからの自転車回収 

 －ステーション以外への放置自転車の回収 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・放置自転車３台から使用可能な部品を取り外し、１台の自転車として再生。

・民間団体（サイクル・エコ・クラブ）による共用自転車利用者のモラル向上

のための啓蒙活動や自転車利用推進のための関連イベントを実施。 

－自転車利用が少なく、レンタサイクル事業とともに自転車利用促進活動を

行う必要があった。 

事業費 ・駐輪場設置、案内看板、自転車配置 

4,300 万円（1999、2000 年度） 

・二ツ井駅前自転車駐車場整備 

 7,600 万円（2001 年度） 

維持管理費等 ・共用自転車事業維持管理費 

 322 万 4 千円（毎年度同額、2004 年度のみ 295 万 1 千円） 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・サイクルステーションへ返却せず、放置される自転車が増え、住民から苦情

も出ている。 

参考資料出典等 国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/introduce/02/02_soft1.html 
（画像出典） 
交通とまちづくりのレシピ集 
 http://island.geocities.jp/town_m_resp/photo-topmu-29.html 

サイクルステーションの様子 
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事例№ T-004 

大分類 交通 

環境対策メニュー  

施策分類 次世代自動車・低公害車の活用 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 市庁内での低公害車導入促進 

地区、所在地  宮城県仙台市 

事業主体 仙台市 

取組開始時期 1998 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・「リーディングエコプランせんだい（仙台市環境率先行動計画）」に基づき、

自動公用車にハイブリッド自動車や天然ガス自動車その他最新規制適合車等

環境負荷の少ない自動車の率先導入を推進。 

・取組のさらなる強化のため、2002 年度に「公用車への低公害車導入に関する

方針」を新たに策定し、公用車導入にあたっては、原則としてハイブリッド

自動車、天然ガス自動車、低燃費かつ超低排出ガス認定自動車（グリーン税

制適合車）等、より環境負荷の少ない低公害車に限定。 

・2004 年の導入実績は、天然ガス自動車 34 台、ハイブリッド自動車 6 台、低

燃費かつ超低排出ガス認定自動車 33 台。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・毎年度、予算要求時に購入課と環境対策課で低公害車の導入に向けた事前協

議を実施。 

・その際の参考資料として、「公用車への低公害車導入に関する方針」で対象と

している低公害車のリスト（方針対象低公害車リスト）を活用。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 ２億 5,215 万円（2004 年） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・市役所の率先導入に伴い、市民・事業者への低公害車の普及拡大が期待され

ている。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 仙台市ＨＰ  
 http://www.city.sendai.jp/ 
ＩＣＬＥＩ（持続可能性をめざす自治体協議会）ＨＰ 
 http://www.iclei.org/documents/Japan/4-3.pdf 
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事例№ T-005 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ②トランジットモール 

施策分類 トランジットモール 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 コミュニティバス路線におけるトランジットモール 

地区、所在地 銀座通り地区 群馬県前橋市 

事業主体 前橋市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・中心市街地の銀座通りの約 400ｍの区間において、一般車両を制限し、コミ

ュニティバス「マイバス」を用いたトランジットモールを実施。 

・マイバスはトランジットモール区間において、ヘッドライトを点灯するとと

もに、ＢＧＭを流しながら持続 10km で走行。 

－利用者負担は大人 100 円、子供 50 円、1 日 300 円 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・マイバスの運行管理は関越交通に委託。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・高齢者の外出機会が増加。 

・市内でのイベント開催時等に利用者が増加。」 

・商店街の賑わい創出に寄与するとともに、地域イメージ向上に貢献。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/road/yusen/renraku/20030827pdf/s3_1.pdf 
 http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/mobility/torikumi/jirei_78.pdf 
（画像出典） 
日本の自然風景と文化財ＨＰ 
 http://f4.aaa.livedoor.jp/~kappaclu/photo107.htm 
上毛電気鉄道・上信電鉄応援サイト 
 http://www.geocities.jp/dodo7722001/mybus.html 

コミュニティバス「マイバス」と 

トランジットモールの入口（警備員

が監視） 



 - 6 -

 

事例№ T-006 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 中小都市 

 

事業・取組 住民運営によるカーシェアリング 

地区、所在地 志木ニュータウン地区 埼玉県志木市 

事業主体 ＮＰＯ法人「志木の輪」 

取組開始時期 2004 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・志木ニュータウンにおける駐車場不足を契機として、駐車場増設のために樹

木を伐採したくはないという意見がある中、有志で研究会を立ち上げ、手作

りカーシェアリングを実施 

・事業者が行なう会員制レンタカーではなく、日本初の「共同使用・共同管理

によるカーシェアリング」を実施 

・精算は、毎回使用後にＨＰの予約・精算システムに各自使用距離と時間を入

力すると、３ヶ月毎に自動集計され、それを確認後各自が振り込むシステム

・利用料金は時間と距離の合計で決定（1 時間 400 円／5 ㎞ 100 円） 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・３ヶ月に一度のミーティングで住民自らルールも作成。また、例えば清算は

３ヶ月分の利用を各自が自己申告の上で３ヶ月分の会費と一緒に振込みとす

るなど、極力手間を省く工夫も行う。 

・管理組合が管理する駐車場のカーシェアリング車利用は規約上困難であり、

市の協力を得て、街区内の市有地を賃貸利用。 

・近隣のレンタカー会社のカーシェアリング会員向け特別レンタカーサービス

による補完により、共有車保有を最小台数に抑制。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 NPO 志木の輪ＨＰ  
 http://shikicar.s11.xrea.com/ 
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事例№ T-007 

大分類 交通 

環境対策メニュー  

施策分類 次世代自動車の活用 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 柏市クリーンエネルギー自動車導入事業 

地区、所在地  千葉市柏市 

事業主体 柏市 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・公用車としてクリーンエネルギー自動車を導入するとともに、クリーンエネ

ルギー自動車導入に対する融資制度等を実施。 

・ 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・「クリーンエネルギー自動車導入プロジェクト」による市民・事業者の天然ガ

ス自動車の導入実績：178 件 

・「低公害車促進補助制度」による市民・事業者への補助金の交付実績：天然ガ

ス車７件、ハイブリッド車 54 件 

・CO2 削減量：天然ガス車導入により 1,455ｔ 

       ハイブリッド車導入により 2,101ｔ 

事業に係る課題  

参考資料出典等  



 - 8 -

 

事例№ T-008 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ②コミュニティバスの導入 

施策分類 次世代自動車の活用 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 大丸有地区における交通システムの低炭素化 

地区、所在地 大手町・丸の内・有楽町地区 東京都千代田区 

事業主体 三菱地所㈱ 

取組開始時期 2003 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・丸の内地区のうち下図に示す範囲を１週約 35 分で廻る無料巡回バス「丸の内

シャトル」に超低床ハイブリッド電気バスを導入。10 時～20 時までは 12～

15 分間隔で、３台で運行。８時～10 時の出勤時間はビジネスコースとして、

大手町コースを２台で運行。 

・環境に優しい三輪のベロタクシーも導入し、約 20 台で運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・丸の内シャトルは日の丸自動車興業が運行。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・運行経費は周回ルート沿線の 13 企業が立ち上げた「丸の内シャトルバス運行

委員会」の協賛金で賄っている。 

事業費 ・タービン EV バスの車両導入費用の相場は約４～５千万円 

維持管理費等 ・ 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 環境省ＨＰ 
 http://www.env.go.jp/policy/assess/7-2guideline/file/h19-01.pdf 
丸の内シャトルＨＰ 
 http://www.hinomaru.co.jp/ 
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ムーパーク（管理室で自分の停めた駐車

ナンバーを口頭で伝え、駐車券をもらう）

 

事例№ T-009 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

メニュー４「公共交通の整備」 

 ②コミュニティバスの導入 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 中核市・特例制クラス 

 

事業・取組 コミュニティバスと連携したパーク＆ライド駐車場の整備 

地区、所在地  東京都武蔵野市 

事業主体 武蔵野市、吉祥寺ムーバスアンドパーキング事業運営協議会 

取組開始時期 1995 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・吉祥寺中心部への来街者の公共輸送機関へ

の乗換え促進、車両混雑の緩和、違法駐車

防止や荷捌き車両の長時間駐車の抑制等

を目的として、コミュニティバス「ムーバ

ス」とバス停に接続するパーク＆ライド駐

車場「ムーパーク」を整備。 

・駐車場の営業時間は午前９時～午後８時、

収容可能台数７７台。 

・駐車料金は平日１時間 100 円、土日祝日 30

分 200 円であるが、吉祥寺駅前の商店街と

連携し一定金額（1,000 円）の買い物で駐

車場１時間無料券を配布。 

・タウン誌やＦＭラジオでＰＲを行い、利用

促進を図っている。 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・地元商店会と大型手等で構成された「吉祥寺ムーバスアンドパーキング事業

運営協議会」が運営主体となり、駐車場の販売券、管理人の委託、広報等を実

施。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・2001 年度における利用台数調査結果では、１日平均 50.3 台（平日 35 台、土

日祝日 83 台）の利用があった。 

事業に係る課題 ・駐車場土地借上料高額のため市の負担が拡大。 

参考資料出典等 武蔵野市ＨＰ 
 http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/00/00/07/00000757.html 
(独)環境再生保存機構ＨＰ 
 http://www.erca.go.jp/taiki/est/pdf/04-1.pdf 
（画像出典） 
吉祥寺タウン 
 http://www.kichijoji-town.com/feature/22 
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事例№ T-010 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 歩行者・自転車専用レーン 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 自転車レーンの整備 

地区、所在地 幡ヶ谷地区 東京都渋谷区 

事業主体 警視庁、東京都建設局 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都道 431 号線の約 2.3 ㎞区間において自転車専用通行帯（自転車レーン）を

整備し、交通規則を実施し、道路標識と道路標示を設置。 

－幡ヶ谷不動尊入口交差点（山手通り付近）～笹塚三丁目（環７通り付近）

・車道左側に青色に着色した幅 1.5ｍの自転車レーンを設置。 

 －幅 0.5ｍのＬ字型側溝部と幅 1.0ｍの青色塗装部で構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・整備後、自転車の通行すべき場所が明確になり、歩行者の安全性の向上が期

待される。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 東京都ＨＰ 
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/01/20i1h500.htm 
たかつき交通まちづくり研究会 
 http://takatsukikotsu.blog16.fc2.com/blog-entry-176.html 
（画像出典） 
秋田市ＨＰ 
 http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/keikaku/10bike/2nd/ 

整備前の状況                   整備後の状況 
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事例№ T-011 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 歩行者・自転車専用レーン 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 自転車道の整備 

地区、所在地 亀戸地区 東京都江東区 

事業主体 江東区、国土交通省、警視庁 

取組開始時期 2007 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・路上駐車車両の影響を受けないこと、また

自転車利用の安全性向上を考慮し、自転車

道の手法を採用して、亀戸駅前自転車道整

備区間にて整備を実施。 

－松代橋から亀戸７丁目に至る国道 14号の

約 1.2 ㎞（現在までに約 400ｍが開通） 

－車道の左端に幅２ｍの自転車道を設置

し、歩行者・自転車・自動車の通行区間

を分離 

・自転車道と車道の境界には、柵・縁石等の構造物を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 １億 200 万円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・整備後の調査では、自転車利用率に大きな変化はなかったが、自転車道利用

率は自転車利用者の約 70％に達した。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/06/060117/02.pdf 
まち、商店街ブログ 
 http://blog.canpan.info/syoutenngai/archive/515 
（画像出典） 
東京国際大学国際関係学部学生新聞 
 http://www.tiu.ac.jp/seminar/hashimoto/ 

整備前の状況                   整備後の状況 
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オリックス テレマティクス サービスの仕組み 

車両ステーション（東京駅丸の内） 

 

事例№ T-012 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 ＩＴＳを利用したＥＶカーシェアリング 

地区、所在地  東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 

事業主体 オリックス自動車(株) 

取組開始時期 2002 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都心地域のビジネス利用を目的とした、ITS／CEV シティカーシステムを活用

した会員制のサービスを提供。 

・システムは、「利用者及び車両の管理を行う管理センター」、「車両と管理セン

ター都の通信システム」、「充電器を設置した車両ステーション」から構成。

・携帯電話網のパケット通信サービスを利用し、各地区の車両ステーションに

ある車両と情報のやりとりが可能。 

・通信機能や GPS 機能を備えた専

用の車載装置を搭載すること

により、走行距離や車両位置の

ほか、加減速の状況や燃料消費

量、燃費、CO2 排出量に至る走

行データを取得できるサービ

スを導入。データにはパソコン

端末からアクセスでき、エコド

ライブの推進や運転日報の自

動作成による労務管理、さらに

コンプライアンス管理、安全運転体

制の確立などに活用することが可能

（オリックス テレマティクス サ

ービス）。 

・2010 年現在、首都圏４都県に 568 拠

点、合計 786 台の車両（EV、低排出

ガソリン車）を整備。 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・利用者及び車両の予約は管理センターで一括管理。 

・ITS 技術を活用し、「予約～利用～返却」手続きの無人化、効率的な車両管理、

整備・保全管理、利用者への情報提供等を実施。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 オリックス自動車(株) ＨＰ 
 http://www.orix.co.jp/grp/content/101206_AutoJ.pdf 
 http://www.orix.co.jp/grp/content/100407_AutoJ.pdf 
月刊地域づくり 
 http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/0509/html/t07.html 
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事例№ T-013 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

 ③カーシェアリング 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 カーシェアリングによる自動車利用の削減 

地区、所在地  神奈川県県央・湘南地域 

事業主体 国土交通省関東運輸局・関東地方整備局、環境省、神奈川県 

取組開始時期 1999 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・東京、横浜、川崎等への遠距離居住者のベッドタウンになっているとともに、

各工場、流通施設が立地することで地域内従業地も多い地域において、地域

間の自動車直行移動を減らすことを目的とし、高頻度の鉄道のよさを活かし

たカーシェアリングシステムを導入。 

・カーシェアリングのパーク&ライド利用に伴う自動車利用から鉄道利用等へ転

換させる、カーシェアリングと鉄道とのネットワーク化を実施。 

・1999 年度と 2000 年度、海老名市において社会実験を実施。 

－1999 年度：海老名駅前地下駐車場(市営)を利用し、市民モニター10 名と市

役所が車両の共同利用を実施 

－2000 年度：海老名駅周辺の事務所の駐車場(5 ヶ所)を利用し、市民モニタ

ー12名と事業者モニター7社が車両(電気自動車15台)の共同利用を実施す

るとともに、車両利用の有料化を実施(市民 1 万円、企業 1 万 5,000 円) 

・2001 年 10 月～2002 年 3 月、湘南台駅西側周辺において社会実験を実施。 

－登録済の市民：2 人乗り電気自動車を使用し、朝夕の通勤時に小田急電鉄

江ノ島線湘南台駅付近の駐車場まで移動し、駅から電車で通勤 

－登録事業所職員：湘南台駅付近の駐車場に止められた電気自動車を、日中、

事業所への通勤利用、及び日中を通して共同利用 

・2002 年 8 月～2004 年 12 月、小田急電鉄本厚木駅と、東京駅、横浜駅、川崎

駅等の 9 箇所において社会実験を実施。 

－出発地と目的地双方の最寄り駅にカーシェアリング車両を配置し、鉄道ネ

ットワークと組み合わせた複数地域での車の共同利用を実施 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 海老名市社会実験総費用：2,000 万円（1999、2000 年度合計） 

湘南台駅社会実験総費用：6,500 万円（藤沢市 4,000 万円、国 1,000 万円、県

1,500 万円） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 神奈川県ＨＰ 
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/0716/zireisyuu/1c.pdf 
日本能率協会総合研究所ＨＰ 
 http://www.jmar.co.jp/img/jmarreport2002_05.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb20.html 
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事例№ T-014 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

メニュー５「公共交通の利用促進」 

 ④ＩＴ技術の活用（ＩＣカード導入等） 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 カーシェアリングとバスエコポイントシステムの連携 

地区、所在地  石川県金沢市 

事業主体 国土交通省北陸信越運輸局、金沢市、北陸鉄道、CEV シェアリング、辻商事、

北星産業 

取組開始時期 2007 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・交通系 IC カード「ICa」を発行し、バスポイントシステムを導入。商店街等

とも連携し、バス乗車、商店街での買い物により ICa にポイントが加算。 

・認証カードに ICa を活用したカーシェアリング会員になると、会費の一部を

エコポイントとして還元。 

・貯まったポイントは、バス運賃として使用可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 総事業費は、8,284 万円 

維持管理費等 NEDO の補助金が 3,977 万円 

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省北陸信越運輸局ＨＰ 
 http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/press/061026_2.pdf 
北陸鉄道(株)ＨＰ 
 http://www.hokutetsu.co.jp/ica/6eco/ 
北星産業(株)ＨＰ 
 http://www.hokusei.co.jp/car-share/ 
JAPAN FOR SUSTAINABILITY ＨＰ 
 http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/028945.html 
（画像出典） 
平成 19 年度国土交通白書 
 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/hakusho/h20/html/j1211c00.html 

バスエコポイントの仕組み
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◆Ｋパーク通勤のモデルケース 

車の通勤距離15キロ、月極駐車場月12,000円の方が、

都心部から 5〜７キロのＫパークを利用すると、 

 

事例№ T-015 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

 ⑧駐車マネジメント（フリンジパーキング） 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 公共交通を利用したＫパーク通勤の導入 

地区、所在地  石川県金沢市 

事業主体 金沢市、石川県 

取組開始時期 1996 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市内 16 カ所の商業施設等の駐

車場でマイカーからバスや電

車に乗り換えて市中心部に通

勤するシステム（Ｋパーク）

を導入。 

・利用者はバスの定期料金が４

割引され、さらにバス運賃と

して利用可能なエコポイント

が 10％付与される。 

・16 カ所の駐車場で合計約 370

台を収容可能。 

・バス専用レーン整備により、

所要時間はマイカー通勤の約

半分に短縮。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・Ｋパークの駐車場代金は、その商業施設の商品券 3,000 円分の購入する仕組

みにすることで、利用者（実質無料）、商業施設（売上げ増）ともにメリット。

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・CO2 削減率は約 40％と見込まれる。 

・試行段階では、約 600 名の参加があり、通勤時間及び渋滞距離は約１／３に

減少。 

事業に係る課題 ・外環状道路整備や駐車場適正配置条例等の多角的な交通施策により、市街地

の交通渋滞は解消しつつあり、Ｋパークの「利用者にとっての時間的・金銭

的なメリット」が薄れつつある（その対応の一つが、上記のエコポイント）。

参考資料出典等 金沢市ＨＰ 
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/11031/taisaku/tdm/park-and-ride/kpark/kpar.
html 

BPNET「ECOJAPAN」 
 http://eco.nikkeibp.co.jp/style/eco/special/070323_parsaikou03/ 

Ｋパークとバス停 
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事例№ T-016 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ①鉄道、ＬＲＴ、ＢＲＴ等の整備 

メニュー５「公共交通の利用促進」 

 ④IT 技術の活用(IC カード導入等) 

メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ①公共交通・土地利用と連動した緑地政策 

施策分類 ＬＲＴ 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 ＬＲＴを活用したコンパクトなまちづくり 

地区、所在地  富山県富山市 

事業主体 富山市、富山ライトレール(株) 

取組開始時期 2006 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・全国初の本格的ＬＲＴ「富山ライト

レール（ポートラム）」を公設民営方

式により、市中心部と郊外部間に導

入。 

・ＪＲ富山港線をライトレール化した

再生路線を活用。 

・利便性向上のため、新駅を５カ所設

置。 

・路面区間では騒音・振動の低減や景

観向上等を図るため樹脂固定軌道や

芝生軌道を採用。 

・１編成 80 人乗りの低床型でバリアフ

リーを実現し、運賃収受の利便性を

高めるために IC カードシステムを導

入。 

・利用料金は一律 200 円。 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・広く市民や企業に呼びかけ、積み立てを実施。 

・新駅のネーミングライツによる維持費用確保。 

・公設民営方式により、公共が施設の維持・修繕・改良等の費用を支援、富山

ライトレール(株)が運営。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 58 億円（施設整備、車両導入等） 

－国２億 2,000 万円、県９億円、市 27 億円） 

－車両価格は２億 2,400 万円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・利用者数は平日で約 2.1 倍、休日で約 3.8 倍に増加（H21.12.31 現在）。 

 －平日：4,816 人／日（開業前：2,266 人／日） 

  休日：3,987 人／日（開業前：1,045 人／日） 

・日中の高齢者利用が増加（高齢者の外出機会の増加）。 

・利用者のうち、約 12％が自動車からの転換。・・・CO2 排出量削減 

・沿線の観光施設や物産館の入館者数の増加。 
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・沿線における住宅の新規着工件数の増加。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 富山ライトレールＨＰ 
 http://www.t-lr.co.jp/about/portram.html 
国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/pdf/036_toyama.pdf 
 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/manvaluing/2pdf/4.pdf 
 http://www.hido.or.jp/12dourogyousei/0901/0901tokushu-LRT-1.pdf 
富山市国外向け総合サイト「Visit Toyama」 
 http://www.visit-toyama.com/jp/entry.php?nid=10008 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/pdf/2010forum_toyama.pdf 
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サイクル＆バスライド駐輪場（高架下利用）

 

事例№ T-017 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 オムニバスタウン構想におけるサイクル＆ライド駐輪場の整備 

地区、所在地  静岡県静岡市 

事業主体  

取組開始時期 2001 年（2004 年に整備完了） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・静岡市が主体となって、市内において

サイクル＆バスライド駐輪場（オムニ

バスタウン整備総合対策事業関連）を

整備。 

・中心市街地から約４㎞付近にあるバス

停のうちバス利用者が多く、違法駐輪

が支障となっている場所に駐輪場を

整備することにより、自転車及びバス

の利用促進を図り、安全で円滑な交通

体系を目指す。 

・市内９ヶ所（オムニバスタウン計画

以外での整備も含めると 23 ヶ所）に

約 50 台規模の駐輪場を整備。 

・駐輪場用地は東名高速道路高架下の公共用地を利用することにより、事業費

の縮減を図る。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 静岡県ＨＰ 
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kotu/koshin_koutsuseisaku_omnibus_town_jis
shi_sisetsu-kaizen.html 

国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/introduce/13/13_soft2.html 
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事例№ T-018 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自転車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 カーボンオフセットと連携したカーシェア「プチレンタ」 

地区、所在地  愛知県名古屋市 

事業主体 オリックス自動車(株) 

取組開始時期 2004 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）を活用し、カーシェアリング車両か

ら排出される CO2 の全てを相殺する自己事業活動型のカーボンオフセットを

導入。 

・利用料金は、入会時に利用登録料(IC カード発行料)、利用時に利用時間に応

じて支払う(税金、保険料、燃料費等はこれらの料金に含まれている)。 

・名古屋地区の車両ステーションは約 60 ヶ所、各ステーションに１～２台の車

両を保有。 

・パソコンや携帯から 24 時間

予約が可能。 

・利用方法は貸出ステーション

で、IC カードを車にタッチ

してロックを解除すると車

の中に鍵がある仕組み。 

・利用料金は、月額基本料金

2,980 円の他、利用に応じて

190 円／15 分、14 円／㎞の

従量課金制（他のプランもあ

る）。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 ・自主参加型国内排出量取引制度 

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 オリックス自動車ＨＰ 
 http://www.orix.co.jp/auto/press/release/release_080701.pdf 
 http://www.orix-carsharing.com/jigyou.html 
プチレンタＨＰ 
 http://www.orix-carsharing.com/ 
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)ＨＰ 
 http://www.nttcom.co.jp/comzine/no079/newdragnet/index.html 

プチレンタの仕組み 
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事例№ T-019 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ①鉄道、ＬＲＴ、ＢＲＴ等の整備 

 ③バス走行空間の整備 

施策分類 ＢＲＴ 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 名古屋ガイドウェイバス志段味線「ゆとり－とライン」の導入 

地区、所在地  愛知県名古屋市 

事業主体 名古屋ガイドウェイバス(株) 

取組開始時期 2001 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・郊外部の住宅地開発による交通需要増加に対応するための新しい交通システ

ムとして、日本初となるガイドウェイバスが導入された。 

・道路の中央分離帯に設けた専用の高架を、車両の前後輪に取り付けた案内装

置の誘導で走り、さらに同一車両で連続して走行できる特性(デュアルモー

ド)を備えた鉄道とバスの利点を組み合わせたシステムを導入。 

・高架専用軌道では車両の前

輪と連動する案内装置が

レールの内側を正確にト

レースするのでハンドル

操作は不要。 

・軌道区間の車両の走行位

置、各駅の発射状況等をデ

ィスプレイに表示し、車両

相互の以上接近に対して

は警告音と表示灯で知ら

せる。 

・遮断機を設け、車両および

乗務員の ID を確認して、

遮断機を開閉する、案内輪

の伸張と専門無線の稼動

等のオートチェンジを行

なう。 

・平成 21 年度の利用者は約

9,700 人／日。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・専用軌道～一般道のモード切換えは案内装置の出し入れだけの短時間で完了

するシステムを開発し、高架専用軌道から一般道路を連続して走行可能。 

事業費 約 375 億円 

 －高架軌道他インフラ関係：約 320 億円（市負担） 

 －車両、駅施設等インフラ以外：約 55 億円（名古屋ガイドウェイ負担） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・表定速度は一般路線バスの約 2.5 倍、基幹バスの約２倍であり、定時性も概

ね確保される。 

・ガイドウェイバス導入後、利用者は約 1.6 倍に増加。増加した利用者の約 10％

が自動車からの転換。 

事業に係る課題 ・路線バスでは不要な専用構造物の建設費が必要。 

・沿線開発の遅れなどにより、利用者数は当初想定を下回っている。 

参考資料出典等 名古屋ガイドウェイバス(株)ＨＰ 

ガイドウェイバス・案内装置・モードインターチェンジ
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 http://www.guideway.co.jp/ 
名古屋市ＨＰ 
 http://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000017/17618/44gaido.pdf 
国土交通省中部運輸局ＨＰ 
 http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kikaku/chikousin/toshin2/toshin2_shiryo5.pdf 
交通とまちづくりのレシピ集 
 http://island.geocities.jp/town_m_resp/bus-039_nagoya.htm 
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事例№ T-020 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 EST モデル事業推進のためのモビリティマネジメント 

地区、所在地  三重県北勢地区 

事業主体 三重県 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・運動不足等による肥満・生活習慣病の増加を指摘し、バス停・駅まで歩き公

共交通機関の利用を促すことを目的に実施。また、輸送機関別 CO2 排出量を

示し、環境にやさしい公共交通機関利用のライフスタイル実践を推奨。 

・EST フォーラムでは、EST の理念・活動についての啓発を図るとともに、2005

年度～2007年度の3ヶ年にわたり実施された三重県環境行動計画モデル事業

の事業内容の紹介、他都市の事例紹介、また、地元事業者代表、行政及び学

識経験者等による意見交換等を実施。 

・桑名駅、四日市駅周辺等に立地する企業 13 社を対象にワンショット TFP 形態

のアンケートを実施。 

－企業担当者を通じ自動車通勤

者にアンケート票、動機付け情

報、交通情報等を配布・回収 

・北勢線のパーク&ライド利用の促

進、公共交通利用の促進を目的と

した広報資料を作成し、北勢線沿

線地域に新聞折り込みチラシと

して配布（右図）。 

－50,000 部作成(表面：パーク&

ライド駐車場 PR、裏面：地球

温暖化に関する啓発資 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・ワンショット TFP アンケートにて以下のような結果を得た。 

－配布 1,893 人、回収 1,493 人(回収率 78.9%) 

－「通勤」でのクルマ以外での交通手段の利用可能性は「利用できる」が

44%(最も多かった) 

－クルマ以外での通勤の行動プランの実行意識は、「是非やりたい」、「やって

みようと思う」が合わせて 26%と比較的高い転換意向が示された 

－CO２削減量は推計年間 97t、北勢地域における EST モデル事業の CO２年間

削減目標値 273t の 35.5%に相当 

事業に係る課題  

参考資料出典等 環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb22.html 
三重県政策部 交通政策室ＨＰ 
 http://www.pref.mie.jp/KOTSU/HP/mm/index.htm 
環境省ＨＰ 
 http://www.env.go.jp/air/traffic_env/jp/doc/reg_h19/06mie_digest.pdf 
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事例№ T-021 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 観光客向けの乗り捨てレンタサイクル導入 

地区、所在地  滋賀県 

事業主体 滋賀県 

取組開始時期 2003 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・外国人を含めた滋賀県への来訪者が、快適に観光地を周遊することができる

受け入れ環境の整備として、観光基盤の総合的な整備を実施。その取組の一

つとして、乗り捨てレンタサイクルシステムを導入。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 54 万 7,000 円 

維持管理費等  

活用した補助制度等 観光地間アクセス改善等モデル事業 

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等  
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事例№ T-022 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 公共交通利用促進に向けたパーク＆ライド 

地区、所在地  奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市

事業主体 奈良県 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・平安遷都 1300 年記念事業実施に向け

て、観光シーズンの奈良市内の交通渋

滞を緩和するため、市外からの観光車

両を対象として、春秋の観光シーズン

にパーク＆バスライド、パーク＆サイ

クルライドのシステムを国土交通、奈

良県及び奈良市がそれぞれ運営。 

・実施日は、４～５月及び１０～１１月

のそれぞれ日祝日。 

・駐車料金は無料に設定し、パーク＆ラ

イド利用者には、バス乗車券割引や美

術館観覧料の割引といった特典を付

与した。 

・パーク＆ライド利用促進に向けた案内

チラシを作成、配布。 

 

 

パーク＆ライド案内チラシ 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・無料レンタサイクルには引取りのない放置自転車を再利用し、資源再利用に

係る意識を啓発している。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・CO2 削減量 

2005 年度：パーク＆ライド 21.5ｔ、パーク＆サイクルライド 5.3ｔ 

2006 年度：パーク＆ライド 12.9ｔ、パーク＆サイクルライド 5.2ｔ 

事業に係る課題  

参考資料出典等 奈良市観光情報センターＨＰ 
 http://narashikanko.jp/j/whatsnew/park/ 
(独)環境再生保全機構ＨＰ 
 http://www.erca.go.jp/taiki/est/pdf/04-4.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb38.html 
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事例№ T-023 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 乗り捨てレンタサイクル「サイクルネット奈良」 

地区、所在地  奈良県奈良市 

事業主体 ＮＰＯ法人さんが俥座 

取組開始時期 2000 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・2000 年～2001 年の春と秋に国土交通省奈良国道工事事務所と共同で、乗換可

能なレンタサイクルシステム（マルチプラットホームレンタサイクル）導入

のための社会実験を 4 回実施。 

－奈良市内の主要駅、主要観光施設、主要バス停等にサイクルポートを設置

－旅館やホテルで宿泊客へのレンタサ

イクルを実施 

－営業時間は 9 時～17 時、年中無休 

－利用料金は、3 時間以内 1 台 500 円、

3 時間以上 1 台 1,000 円 

－どのサイクルポートでも返却可能 

－レンタサイクルポートとは別に、自

転車乗り捨てポートを設置（乗り捨

て料金 200 円加算） 

・2002 年 3 月から「サイクルネット奈良」

を本格実施 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・2000 年４、５月の実証実験結果(アンケート実施)は以下の通り。 

－10 日間でのレンタサイクル利用台数は 1,282 台 

－１／４の利用者が借りたレンタサイクルポートとは別のサイクルポートへ

乗り捨てた 

－３／４の利用者が乗り捨てをしなかった理由は、近鉄奈良駅のすぐ近くに

サイクルポートを開設しなかったからと分析 

・2001 年春(４、５月)と秋の実証実験結果(利用グループごとにアンケートを

実施：利用グループ 1,111 組、有効回答数 792、回答率 71.3%)。 

－15 日間でのレンタサイクル利用台数は 2,396 台 

－１／２強(1,228 台)の利用者が乗り捨て利用 

－３時間 500 円、1 日(ぐるっとバスフリー乗車券付き)1,000 円２種類のチケ

ットを発行 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kokudo_kankyou/ref/f13/f1300001.html 
ＮＰＯ法人さんが俥座 
 http://www.sanga-kurumaza.com/cyclenet/ 
（画像出典） 
ならリビング.com 
 http://www.naraliving.com/special/spe_060421.html 

県庁前レンタサイクルポート 
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事例№ T-024 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 平安遷都 1300 年記念事業に向けたモビリティマネジメント 

地区、所在地  奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市

事業主体 奈良県 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・「エコなおでかけはじませんか」というチラシやパンフレットを作成、配布す

るとともにインターネット上でも公開。 

・事業所向け及び鉄道のサービスレベルの改善に合わせた近鉄けいはんな線沿

線地域住民を対象に、モビリティマネジメントのチェックプランである TFP

の実施、WEB 画面にアクセスして参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・CO2 削減量 

 2005 年：約 2.1ｔ、2006 年：約 70.0ｔ 

 （試算方法：参加者数×交通行動変化量×交通手段別 CO2 排出量 

事業に係る課題  

参考資料出典等 環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb38.html 
ICLEI JAPAN ＨＰ 
 http://www.iclei.org/documents/Japan/4-16.pdf 

「エコなおでかけはじめませんか？」チラシ シンポジウム開催案内 
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宇治市中心部の鉄道利用客数推移 

 

事例№ T-025 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト京都 

ＴＦＰ 

地区、所在地  京都府京都市、宇治市、長岡京市、京田辺市、

久御山町、亀岡市 

事業主体 京都府、宇治地域通勤交通社会実験推進会議 

取組開始時期 2005 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・宇治地域に立地する商工会議所

会員企業の全通勤者(約 5,000

人)を対象に公共交通の路線図

や乗換情報を記載した「宇治地

域通勤マップ（右図）」、かしこ

いクルマの使い方を考える冊

子を提供し、自動車以外での通

勤方法について考えてもらう

ワンショットTFP（アンケート）

を実施。 

・5 つの事業所(宇治製薬(株)、

任天堂(株)宇治工場、ユニチカ

(株)宇治事業所、宇治市役所及

び山城振興局)のマイカー通勤

者(約 240 名)にはインターネットを活用した数回のアンケートを実施。 

・かしこいクルマの使い方を考える講演会を実施(参加 150 名)。 

－東京工学大学の藤井聡助教授を講師にむかえ、行政向け研修(昼間)と企業

向け講演会(夜) 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・ワンショット TFP アンケート回収率

は約 67%。 

・朝の通勤時の宇治市中心部の鉄道利

用客数が 29%増加(ＪＲ宇治駅・京阪

宇治駅・近鉄大久保駅の定期外の降

車人数の合計を比較、右図) 

・事業所周辺では朝の通勤自動車の交

通量が減少、徒歩が増加 

－宇治壱番交差点【7：30～8：30】

北行乗用車 25%減少(665 台→500

台) 

－宇治壱番交差点【7：30～8：30】

南北方向歩行者 36%増加(214 人

→290 人) 

・インターネットでの取り組分析の結果 

宇治市中心部の鉄道利用客数推移 宇治市中心部の鉄道利用客数推移 
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－参加者の自動車利用が 9%減少(自動車分担率：87.1%→78.4%) 

－CO2 削減率は 14.4%(CO2 排出量：1,140 ㎏→976 ㎏) 

－外出時に自動車を利用しようという意識が低下した人が 17%(10 種類の外

出局面で自動車を選択する割合：6.6 回→5.5 回) 

事業に係る課題  

参考資料出典等 京都府 ＨＰ 
 http://www.pref.kyoto.jp/tdm/est_model3-1.html 
国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/suishin/third/four.pdf 
全国知事会 ＨＰ 
 http://www.seisaku.nga.gr.jp/kohyo/kohyo_top.php?seq=2072 
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お出かけマップの構成 

ワークショップの様子 

 

事例№ T-026 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト京都 

お出かけマップづくり 

地区、所在地  京都府京都市、宇治市、長岡京市、京田辺市、

久御山町、亀岡市 

事業主体 京都府 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・下記参加団体とともに昼間のお

でかけに必要な情報をとりまと

めとマップづくりをワークショ

ップ形式で実施。 

－第 1 回 2005 年 9 月 2 日、第 2

回 10 月 12 日、第 3 回 11 月 14

日 

－参加団体：長岡京市女性の会、

相楽郡連合婦人会、宇治市助

成の会連絡協議会、城陽市連

動女性会、久御山町のってこ

会、八幡市婦人会(6 団体) 

・マップづくりに当たり、学識経

験者からマップ作成の有効性に

ついての講演会を実施   

・作成したお出かけマップを、亀

岡市、城陽市、長岡京市、八幡

市、久御山町、精華町の計 7,600

世帯に配布。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・自動車以外で出かけることを推進し、自動車利用を抑制することで地球温暖

化防止、渋滞の緩和、個人の健康に効果があるとともに、公共交通の利用促

進が期待できる 

・2005 年度における CO2 削減率 4.3%、CO2 削減量は年間 2.4t、原油換算削減量

は年間 0.9kl(対象者：女性団体 7 団体 37 人) 

事業に係る課題  

参考資料出典等 京都府 ＨＰ 
 http://www.pref.kyoto.jp/tdm/est_model1.html 
国土交通省近畿地方整備局 ＨＰ 
 http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/kannai2007/01/12.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb26.html 
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事例№ T-027 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト京都 

「のってこバス」出前講座 

地区、所在地  京都府京都市、宇治市、長岡京市、京田辺市、

久御山町、亀岡市 

事業主体 京都府 

取組開始時期 2005 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・小学校を対象としたバス交通を考える取組として、久御山町立佐山小学校等

３校で、子どもたちがまちづくりやバスに関する調査を実施し、利用促進策

を提案。 

－交通ダイアリー調査を実施 

－久御山町職員による「のってこバス」出前講座を実施 

－「のってこバス」体験乗車やインタビュー等を実施 

乗降客数の把握や乗客へのインタビュー 

運転手へのインタビュー 

－冬休みの宿題として、聞き取り調査及び行動プラン作成を課題化 

のってこバスの利用頻度や利用目的、のってこバスへの要望等を聞き取

り調査 

家庭の人と一緒にバス使った行動プランの作成 

－体験乗車及び冬休みの宿題のとりまとめ・発表 

－大阪大学・松村助教授による「バスを考えるはなし」 

－久御山町の将来等について、町への提案を行なう 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・2005 年度の CO2 削減率 11.4％、CO2 削減量は年間 4.8ｔ、原油換算削減量は

年間 1.8kl（対象者：久御山小学校２クラス 50 人） 

・2006 年度の CO2 削減量は暫定推計年間 16.1ｔ、原油換算削減量は暫定推計年

間 6.1kl（対象者：久御山町の小学校３校 171 人） 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/suishin/third/four.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb26.html 
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カーシェアリングの事業フレーム 

 

事例№ T-028 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 まちびらきと併せたカーシェアリングの推進 

地区、所在地  大阪府茨木市、箕面市（彩都地域） 

事業主体 阪急彩都開発(株) 

取組開始時期  

関連事業 土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・大規模な住宅地開発に際し、予めカーシェアリングを組み込み事により、住

民のライフスタイルへの浸透を図るとともに、駐車場を減らし、その分緑地

を確保。 

・「彩都スタイルクラブ」会員で

セカンドカーを共有。 

－集合住宅敷地内にポートを

設置し、初期車両台数３台

（現在は５台、うち１台はＥ

Ｖ）で運用を開始。 

・インターネットでの予約、IC カ

ードでの無人貸出が可能。 

・料金体系は以下の通り。 

－Ａコース：月会費 525 円、利

用 15 分毎に 210 円、１㎞毎

に 10 円 

－Ｂコース：月会費 3,150 円、

利用 15 分毎に 105 円、１㎞毎

に 10 円 

・営業時間は８～20 時。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・ニッポンレンタカー阪急・ダイハツに運営及び管理を委託している。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 882 万 4,000 円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・2005 年度の利用実態 

 －利用頻度：平均１～２回／月 

 －利用時間：約３時間／回 

 －利用距離：約２０㎞／回 

・2004 年度における CO2 排出削減量は約 3.1ｔ／年 

 －会員 31 名、車両台数３台 

事業に係る課題  

参考資料出典等 彩都スタイルクラブ ＨＰ 
 http://www.e3110.com/basic/carshare.html 
阪急不動産(株) ＨＰ 
 http://www.hankyurealty.jp/data/pdf/2_30.pdf 
岸和田市 ＨＰ 
 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/uploaded/attachment/4247.pdf 
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豊中こどもクイズ大会の様子 

 

事例№ T-029 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 とよなか夢創（輸送）プランにおけるモビリティマネジメント 

地区、所在地  大阪府豊中市 

事業主体 豊中市 

取組開始時期 2003 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・交通に関する啓発プログラムを構築し、豊中市環境部局において試験的な運

用を開始。 

・桜井谷小学校で交通環境学習を実施。 

・地域公共交通会議のための庁内組織を立ち上げ。 

・市民、企業、NPO、行政等が、交通環境への議論、豊中での EST のあり方を意

見交換する場として「EST de トーク＆トーク」を開催。 

・EST についてクイズ大会形式で学

ぶ「豊中こどもエコクイズ大会」

を実施。 

・温暖化問題とその対策としての

EST 事業の説明をクイズ形式で行

う「EST プレゼンツ for KIDS」を

実施。 

・学校教員向け交通環境学習普及冊

子、交通環境学習の紹介パンフレ

ットの発行（500 部）。 

・通勤・通学・買い物・通院等の様々な交通行動を対象に環境への配慮を促す

とともに、TFP やワークショップを行う。 

・標準 TFP とワークショップを用いた集団決定法を実施。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・居住地域単位で実施することにより、その地域に固有の様々な交通問題の改

善が期待できる。 

・2003 年度、大阪大学が吹田市と豊中市を対象に行った TFP での CO2 削減率は

12％、集団決定法は 20％、学校でのモビリティマネジメントにおける CO2 排

出削減量は週に約 4.2 ㎏。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/common/000027410.pdf 
豊中市 ＨＰ 
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/kankyou/tikyu_mati/koutsu_est/ 
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__filemst__/6250/keikaku.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb25.html 
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事業所・従業員対象交通マネジメントの全体構成 

学校ＭＭでの子どもたちに考えさせる取組

 

事例№ T-030 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 中小都市 

 

事業・取組 TFP プログラムの同時実施によるパッケージ化 

地区、所在地  大阪府和泉市 

事業主体 和泉市 

取組開始時期 2004 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・事業団地「テクノステ

ージ和泉」を対象に以

下の 3 つの取組を同時

に実施。 

－事業所が自主的に

「事業所交通マネジ

メント計画」を策定

し、多様な業務形

態・勤務形態に対応

した対策を作成する

交通マネジメント施

策 

－従業員を対象にWEBを

活用した TFP と、紙の調査票による TFP の 2 種類の手法を参加者が容易な

方を選択できる「かしこいクルマの使い方を考える」プログラム 

－エコドライブ共同研修会 

・市内小学校高学年を対象に、温暖化

と自分の生活のつながりを気付かせ

ることに重点を置いた出前講座、興

味を深めるための体験学習、エコカ

ー乗車体験や白い靴下を利用した排

気ガス汚染実験等を行なうクルマ大

集合の３段階の交通・環境教育を実

施。 

・市民に対するプロジェクトの周知お

よびプロジェクへの参加促進を目的

に、ポータルサイトの構築、市役所

懸垂幕の設置、ローカル CATV 局放送、

各種広報ツールの制作・配布を実施。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・エコドライブ研究会の前後で、燃料消費率や 15.5％、燃費は 18.3％の改善率

を達成。 

・2002～2003 年における TFP での CO2 削減率は約 15％。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
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 http://www.estfukyu.jp/estdb32.html 
日本モビリティ・マネジメント会議 ＨＰ 
 http://www.jcomm.or.jp/3rd_jcomm/pdf_file3/PC-46.pdf 
東京工業大学土木工学系研究室 ＨＰ 
 http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fujiilab/ws/mmjirei.pdf 
モビリティ・マネジメント教育 ポータルサイト 
 http://www.mm-education.jp/activity.html 
国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/common/000027410.pdf 
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箕谷駐車場の様子 

 

事例№ T-031 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 地下鉄沿線・鉄道沿線でのパーク＆ライド 

地区、所在地  兵庫県神戸市 

事業主体 神戸市 

取組開始時期 1976 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都心部への自家用車通勤者を郊外部で鉄道に転換させ、都心へ流入するマイ

カー交通量の削減やバス網ではカバーしきれない鉄道駅までの交通を補完す

ることを目的として、鉄道駅周辺においてパーク＆ライド駐車場を整備。 

・現在、市全体で、西神地域の市営地下鉄７駅、北神地域の神戸電鉄２駅、Ｊ

Ｒ道場駅の計 10 駅周辺に 13 ヶ所、約 4,700 台分のパーク&ライド駐車場を確

保。 

・地下鉄駅周辺では、商業施設に付帯する駐車場で平日に空きのあるものをパ

ーク&ライド用に活用。 

－西神中央駅駐車場及びプレンティ駐車場、セリオ駐車場、キャンパススク

ェア駐車場、須磨パティオ駐車場、リファーレ横尾駐車場は５時～23 時(一

部 23 時 30 分)まで入庫可能、６時

(一部５時)～翌日１時30分まで出

庫可能 

・新神戸トンネル有料道路箕谷出入口

バス停横にある箕谷駐車場は 24時間

利用可能、収容台数 381 台、料金は

駐車１回当たり 500 円（午前１時以

降、追加料金が発生）。 

・神戸電鉄の３ヶ月あるいは６ヶ月定

期券を持っている利用者は、一般月

極駐車料金の 20%～30%割引で駐車場

を利用可能。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・神戸電鉄沿線のパーク＆ライド駐車場の利用状況は以下の通り。 

－月極駐車場：区画台数 408 台に対し、パーク＆ライド契約台数 274 台、一

般 105 台 

－駐車場利用率：93％、パーク＆ライド利用率 72.3％ 

事業に係る課題  

参考資料出典等 神戸市道路公社 ＨＰ 
 http://www.kobe-toll-road.or.jp/parking/minotani.html 
交通とまちづくりのレシピ集 ＨＰ 
 http://island.geocities.jp/town_m_resp/photo-topmu-19.html 
ＴＤＭ ＨＰ 
 http://218.224.224.229/tdm/servlet/TDM 
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取組の基本的な流れ 

 

事例№ T-032 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 自転車道の整備等の環境にやさしい交通基盤・システムの構築モデル事業 

地区、所在地 尼崎西臨海部地区 兵庫県尼崎市 

事業主体 尼崎市 

取組開始時期  

関連事業 土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・尼崎臨海地域の従業者や尼崎の

森中央緑地等への来訪者を対

象に、マイカーではなく、徒歩、

自転車、路線バス等による通勤

や来訪を自発的に行なっても

らうように働きかけを実施。 

－事業所の営業車両の自宅へ

の持ち帰り、営業車両での通

勤を抑制する。 

・尼崎臨海地域の交通利便性を高

めるための課題である、バス交

通の充実実現にむけた社会実

験を実施。 

・バスルート沿線の立地する事業所２社の従業員(約 700 人)に対し、自動車で

はなく、徒歩、自転車、路線バスによる通勤を促す働きかけ、アンケートを

実施(アンケート回答者は約 300 人)。 

・学識経験者、地域関係者、企業関係者、バス事業者、行政参加の懇談会を設

置し、地域交通の状況等の広い視点から意見交換を実施。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・モビリティマネジメントによる CO2 排出削減量は約 33ｔ。 

・バス交通社会実験では、沿線の２社 338 名の協力を得ることができ、うち 12

人（3.6%）が通勤手段を変更。 

・アンケート調査では、通勤手段の公共交通への転換可能性について「できる」

あるいは「場合によってはできる」との回答が約 50％に達し、バスサービス

の充実によっては、転換する潜在的な可能性を確認。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 兵庫県 ＨＰ 
 http://web.pref.hyogo.jp/contents/000075009.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb27.html 
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事例№ T-033 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 パーク＆バスライド 

地区、所在地  岡山県岡山市 

事業主体 岡山市パーク・アンド・バスライド実行委員会 

取組開始時期 2000 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・当初、68 台収容の駐車場で開始し、2009 年時点で 414 台まで拡大。 

・駐車場設置場所は 10 ヶ所。 

・パーク＆バスライド専用の割引バス定期券を購入すれば、駐車場は無料で利

用可能。 

－ 定期券は通常運賃の 50％引き、他に 3,000 円／月の商品券購入が必要な場

合あり 

・定期券を購入しなくても、バスカードや回数券、現金でも駐車場を利用でき

る（１日のみの利用も可能）。 

・駐車容量の拡大や利用促進ＰＲ活動等を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・駐車台数の拡大やＰＲ活動等を通じて、利用台数は 43 台（2000 年３月）か

ら 212 台（2009 年月）に増加。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 パーク・アンド・バスライドおかやま ＨＰ 
 http://www.city.okayama.jp/i-trek-okayama/pandbride/ 
岡山市 ＨＰ 
 http://www.city.okayama.jp/category/category_00001639.html 
岡山市内路線バス案内 ＨＰ 
 http://isoa.jp/notes/parkandride.html 
（画像出典） 
(財)岡山県環境保全事業団 ＨＰ 
http://www.kankyo.or.jp/koueki/ondanka/touhyo2.html 

駐車場利用促進のＰＲチラシ            駐車場利用状況の推移 
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事例№ T-034 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 レンタサイクルの推進 

地区、所在地  広島県福山市 

事業主体 福山市 

取組開始時期 2006 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・福山市の玄関駅であり、新幹線駅でもある

福山駅にてレンタサイクルを実施。 

・レンタサイクル貸出場は駅前広場整備に伴

い新築された駅前広場地下駐輪場（収容台

数 737 台）のうち、32 台分をレンタサイク

ルに利用。 

・主に鉄道により来訪して街中を回遊等する

人向けを想定。 

・利用時間は午前６時～午後 11時(年中無休)、

利用料金は１日１回 150 円 

・駐輪場の管理室にて利用申込書を提出し、カギと利用券を受け取り、利用券

を出庫ゲート改札機に通すことにより利用可能。 

・返却は、駐輪場で利用券を入庫ゲート自動改札機に通し、施錠した後、利用

券を精算・定期更新機に入れ精算し、係員にカギと精算済み券を返却。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

 

事業費 ５億 2,200 万円（地下駐車場施設整備の総事業費） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb28.html 
福山都市圏 交通円滑化 総合計画～ベスト運動オフィシャルサイト～ 
 http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/enkatsu/keikaku/e03-05.html 

福山駅南有料自転車駐車場 施設概要 

駅前広場地下駐輪場の様子 
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車両床とプラットホームはほぼフラット 

 

事例№ T-035 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ①鉄道、ＬＲＴ、ＢＲＴ等の整備 

 ④駅前広場等の交通結節点整備 

メニュー５「公共交通の利用促進」 

 ④ＩＴ技術の活用（ＩＣカード導入等） 

メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ①公共交通・土地利用と連動した緑地政策 

施策分類 ＬＲＴ 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 ＬＲＶの導入 

地区、所在地  広島県広島市 

事業主体 広島市 

取組開始時期 2004 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・国産初の独立車輪方式・フルフラッ

ト 100%超低床ＬＲＶ「グリーンムー

バーＭＡＸ」を年 3 編成のペースで

導入。 

・全線軌道敷内諸車乗り入れ禁止。 

・路面電車運行状況表示装置を導入 

・低床式車両に対応した停留所のバリ

アフリー化、その他整備(安全柵、上

屋、美装置等の整備)。 

・横川地区では、国道 54 号上にあった

停留所をＪＲ横川駅の駅前広場内に

移設し、停留所と周辺歩行者のバリアフリー化を行なうとともに、ＪＲとの

乗り継ぎの利便性も大幅に向上させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道・軌道の直通電車の増強(シームレスネットワークの整備)。 

・ＬＲＴの台車をコンパクトにすることにより、従来の超低床車両「グリーン

ムーバー」から 20％座席数を増やし、移動の快適性と輸送効率を向上。 

・低騒音・低振動を図るための弾性タイヤを採用。 

・一部区間において軌道敷地内の芝生化を実施。この芝生軌道は、樹脂固定軌

道のコンクリート路盤のフランター部分に芝を張った構造になっている。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 車両価格は３億 4,000 万円 

維持管理費等  

      電停移設前の横川駅             電停移設後の横川駅 
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活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国際交通安全学会誌「IATSS Review」vol.34 №2 P.171～179 
 「路面電車から LRT システムに向けた広島電鉄の取り組み」 
(財)地域活性化センター ＨＰ 

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2007_tosikinou/tokusyu/ji
rei_06.html 

環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb44.html 
広島電鉄(株) ＨＰ 
 http://www.hiroden.co.jp/ 
国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/manvaluing/2pdf/4.pdf 
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ベスト運動の仕組み 

 

事例№ T-036 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 地域メディアと連携したモビリティマネジメント 

地区、所在地  広島福山市 

事業主体 福山市、(株)エフエムふくやま 

取組開始時期 1999 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ＦＭふくやまが実施しているファンカードシステムと提携し、ノーマイカー

デーの取組である BEST（Bingo Environmentally Sustainable Transport）

運動を実施。 

・BEST 運動に登録、参加すると毎

月提携事業所(約 80 事業所)等

から提供されるプレゼントが

抽選で受けられる取組であり、

月１回以上の自動車以外での

通勤やピーク時間を避けた通

勤等を呼びかけており、実際の

参加状況等はインターネット

を介して参加会員が自主的に

報告する方式を取っている。 

・開催年度によってテーマ変更が

あるが、1999 年度より「ふくや

ま・交通・まちづくりフォーラ

ム」を年 1 回開催。 

・2006 年度に市内のモデル小学校の５年生を対象に、CO2 削減のための行動プ

ランを作成し、同居の家族にその方策を実践する TFP を行った。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・2004 年のノーマイカーデー試行には延べ 5,700 人が参加し、実施中は約９％

の CO2 排出削減効果が得られた。 

・2006 年１月～2008 年３月の期間の CO2 排出削減量は、年平均約 7,000ｔ。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省中部地方整備局 ＨＰ 
 http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/enkatsu/best/whats/pdf/Exhibition.pdf 
第五回日本モビリティ・マネジメント会議 基調報告資料 

http://www.jcomm.or.jp/5th_jcomm/presentation/oral/1st/preevent/preevent_fu
kuyama.pdf 

環境省 ＨＰ 
 http://www.env.go.jp/air/traffic_env/jp/doc/h17est_ss/h17est_ss3-2.pdf 
環境的に持続可能な交通ポータルサイト 
 http://www.estfukyu.jp/estdb28.html 
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レンタサイクルポート 

 

事例№ T-037 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 放置自転車の再利用によるレンタサイクル 

地区、所在地  香川県高松市 

事業主体 高松市 

取組開始時期 2001 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・保管期間切れ放置自転車の再利用に

よるレンタサイクル 

・バーコードと自転車の鍵についてい

るバーコードの照会で貸し出し手続

き、返却手続きを実施。 

・レンタサイクルポートは駐輪場併設

（高松駅、瓦町、栗林駅）、あるいは

駐車場（南駐車場）、公共施設（鍛冶

屋町）の合計７ヶ所の主要交通拠点

に、新たな用地確保等行わず、効果

的に整備。 

・一時利用の場合はどのレンタサイクルポートでも返却可

能としている。 

・受付時間は午前７時～午後 10 時、利用対象者は中学生

以上、料金は１日１回 100 円、１ヶ月定期利用は 2,000

円 

・レンタサイクル・駐輪料金の自動徴収機を導入し、効率

的に運営。 

・レンタサイクルポートの事務所で発行される、「利用証」

に記されているバーコードと自転車の鍵についている

バーコードの照会で貸し出し/ 返却手続きを実施。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・シルバー人材センターと連携し、レンタサイクルの充実を図っている。 

・レンタサイクルに企業広告を募集し、その収入を維持管理費に充当。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

  

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 高松市 ＨＰ 
 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2214.html 
交通とまちづくりのレシピ集 ＨＰ 
 http://island.geocities.jp/town_m_resp/report_4_Takamatsu.htm 
国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/introduce/17/17_soft2.html 
日本アイ・ビー・エム(株) ＨＰ 

http://www-06.ibm.com/ibm/jp/company/environment/symposium/2005/pdf/05prog0
3.pdf 

料金徴収機 
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ハートラムと芝生軌道 

 

事例№ T-038 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー４「公共交通の整備」 

 ①鉄道、ＬＲＴ、ＢＲＴ等の整備 

メニュー10「都市計画マスタープラン・都市計画・条例等にもとづく施策」 

 ①公共交通・土地利用と連動した緑地政策 

施策分類 ＬＲＴ 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 ＬＲＶの導入 

地区、所在地  高知県高知市 

事業主体 高知市、土佐電気鉄道（株） 

取組開始時期 2002 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・2002 年に超低床電車「ハートラム」

を導入。 

・道幅の狭い場所は軌道敷内も舗装し

て自動車の通行を可能としている。

また、一部区間においては、軌道内

を芝生化し都市景観の向上やヒート

アイランドの抑制を図っている。 

・ＬＲＶの主な特徴は以下の通り。 

(1)低床構造 

－シングルアームパンタや小型機器

(ヒューズボックス)等、走行用の

制御機器や電源装置等を屋上へ、ブレーキ操作用・ドア開閉用の空気源と

なる空気圧縮機を座席下へ移すことで低床化を実現 

(2)制御方式 

－IGBT-VVVF インバータ制御方式を採用 

－回生ブレーキ付 

－駆動方式はカルダン駆動 

(3)性能 

－運転最高速度は 40km/h で加速度は 3.0km/h/s 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・５日運行、１日整備点検を基本として運行。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 車両製造費：１億 9,000 万円（一編成） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省 ＨＰ 
 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/manvaluing/2pdf/4.pdf 
土佐電気鉄道（株） ＨＰ 
 http://www.tosaden.co.jp/train/ha-toramu.php 
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事例№ T-039 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ③カーシェアリング 

施策分類 カーシェアリング 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 環境共生住宅におけるカーシェアリングの導入 

地区、所在地 八幡東田地区 福岡県北九州市 

事業主体 ＮＰＯ法人タウンモービルネットワーク北九州 

取組開始時期 2005 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・環境負荷低減を目的に、軽自動車２台を使用した法人向けカーシェアリング

事業を実施。利用料金は、登録費用 10,000 円、月会費 1,000 円、使用料金

30 分 315 円（ガソリン代含む）。 

・鍵管理ボックスを導入し、無人で自動車の貸出／返却が可能 

－会員カードで鍵管理ボックスを開け、パスワードを入力し鍵と貸渡証を取

り出し、自動車を利用 

－返却は、指定駐車場へ入庫し、会員カードで鍵管理ボックスを開け、鍵の

返却し領収証を受け取る。 

・レンタサイクル（電動ハイブリッド自転車）も実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・CATV（IT 回線）を利用してオペレーションセンターの管理端末で貸出実績や

料金集計等を管理している。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・CO2 排出削減、燃料使用削減が見込まれる。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 北九州市 ＨＰ 
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NE
XT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=18308 

(株)新日鉄都市開発 ＨＰ 
 http://www.nscp-net.com/news/2006/20061208.html 
首相官邸 ＨＰ 
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/kanren/siryou/houkoku6.pdf 
NPO 法人タウンモービルネットワーク北九州 ＨＰ 
 http://www.npo-ktmn.com/business/car.html 
財務省 ＨＰ 

http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20080515/shinnittetsu_
2.pdf 

カーシェアリング駐車場 

貸出の手順 
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事例№ T-040 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ①Ｐ＆Ｒ、Ｐ＆ＢＲ 

施策分類 パーク＆ライド 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 パーク＆モノライドの整備 

地区、所在地  福岡県北九州市 

事業主体 北九州市 

取組開始時期 1987 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・北九州モノレールの始発駅である企救丘駅停留所付近にパーク＆モノライド

用駐車場を整備し、都心部への流入交通の減少、交通混雑の緩和を推進。 

・企救丘駐車場及びモノレール基地駐車場は収容台数計 187 台であり、月極料

金 2,000 円、利用時間はモノレールの始発から終電まで（５時 45 分～23 時

54 分）、毎日利用可能である。 

・戸畑サティ駐車場は、収容台数 150 台、月極料金 4,000 円、利用時間は７時

～24 時、平日のみ利用可能。 

・定期券購入者に駐車場を貸出。 

・インターネット等によるパーク＆モノライドの広報活動を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・マイカーからモノレールへの転換の促進により、周辺道路の渋滞緩和、解消

を図っている。 

・大気、騒音等の沿道環境の改善を図っている。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 北九州高速鉄道(株) ＨＰ 
 http://www2.kitakyushu-monorail.co.jp/output/file.php?no=1&id=36 
国土交通省 ＨＰ 
 http://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/enkan/archive/pdf/h170330_2.pdf 
 http://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/enkan/follow-up/pdf/fin_h15_06.pdf 
 http://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/enkan/follow-up/pdf/d_02c.pdf 

広告用チラシ モノレール基地駐車場 
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事例№ T-041 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑦モビリティマネジメント 

施策分類 モビリティマネジメント 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 マイカー乗るまぁデーの実施 

地区、所在地  広島県広島市 

事業主体 広島市 

取組開始時期 2006 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地球温暖化の防止を促進するため、2005 年度からマイカー利用を控えること

を呼びかけるTFPアンケートを実施。2006年度以降も対象者を拡大するなど、

継続的にモビリティマネジメントを実施。 

（2006 年度 TFP） 

－2005 年のＭＭ実施地区のフォローアップ 

－住民ＭＭの拡大、企業ＭＭ・転入者ＭＭの実施 

－ニューズレターの継続発行、商業施設でのＰＲイベント 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2006 年 7 月から毎月 22 日を「マイカー乗るまぁデー」とし、継続的に呼び

かけ。2008 年 7 月からは、毎月２日、12 日、22 日と月 3 日に拡大して、さ

らに強力にこの取組を推進。 

・マイカー乗るまぁデーの周知を図るため、様々な広報活動を実施しているほ

か、交通事業者の協力を得て、アストラムライン全線乗り放題の「特別割引

１日乗車券」や広電電車全線がマイカー乗るまぁデーの３日共通で乗り放題

となる「エコフリーパス」を販売。 

・継続して環境にやさしい交通行動をする人を支援するウェブサイト「マイカ

ー乗るまぁデーくらぶ」を 2008 年７月に開設。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・2006 年 TFP 前後で、公共交通利用回数は、通勤目的で 24％、その他目的で

200％それぞれ増加している 

・CO2 排出削減量：24ｔ／年 

TFP で配布したグッズの例（バス路線マップ） 
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事業に係る課題  

参考資料出典等 広島市 ＨＰ 
 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1229928451709/ 
国土交通省中国地方整備局 ＨＰ 
 http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/mm/ 
マイカー乗るまぁデーくらぶ ＨＰ 
 http://www.noruma-day.jp/ 
日本モビリティ・マネジメント会議 ＨＰ 
 http://www.jcomm.or.jp/1st_jcomm/pdf_file1/OK-05.pdf 
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        サイクルポート位置図            サイクルポート 

 

事例№ T-042 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）」 

 ⑤自転車利用環境の整備 

施策分類 レンタサイクル 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 コミュニティサイクル社会実験 

地区、所在地 みなとみらい 21 地区、関内・山

下地区 

神奈川県横浜市 

事業主体 横浜市、国土交通省 

取組開始時期 2009 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・横浜市では、CO2 排出量削減に向け自転車の利用促進を図る目的で、2011 年

春から 3 年の長期的計画で市中心部においてコミュニティサイクル社会実験

を実施予定であるが、それに先立ち、2009 年 10～11 月にプレ社会実験を実

施。 

・社会実験は、みなとみらい 21 地区から関内・山下町地区を中心とした区域を

対象に行い、区域内に 10 ヶ所の自転車の貸出及び返却の拠点（サイクルポー

ト）を設置。サイクルポート毎に 10 台の自転車を配置。 

・利用者は、専用の IC カードの発行を受け、同カードで自由に乗り降りできる

仕組み。 

－初回登録料：300 円、利用料：100 円／１時間 

－利用時間：10 時～18 時 

・社会実験期間中の登録者は 1,340 人で、貸出回数は 3,322 回、1 日平均の利

用回数は 125 回（IC データによる集計）。また、市外からの来訪者による利

用が 60％。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・利用者へのアンケート調査では、全体の約９割が満足及びやや満足と回答し、

約８割がコミュニティサイクルの本格導入を希望していたという。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 横浜市 ＨＰ 
 http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/toshiko/ccs/ 
地球温暖化の原因対策と影響被害・環境問題の嘘と真実 ＨＰ 
 http://eco-one.net/2010/10/co2_489.html 
平成 21 年度公共交通としてのコミュニティサイクルシステム研究会報告書（（財）日本
自転車普及協会） 
 http://www.bpaj.or.jp/report/fijibirity/kenkyukaihoukoku.pdf 
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川崎縦貫道路Ⅰ期縦断概略 

 

事例№ T-043 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー２「道路整備（走行速度改善）」 

 ①自動車交通円滑化のための道路整備 

施策分類 自動車交通円滑化 

市街地分類 政令市クラス 

 

事業・取組 川崎縦貫自動車道の整備 

地区、所在地  神奈川県川崎市 

事業主体  

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・南北に細長い川崎市の縦方向の

交通需要に対応し、拠点開発を

支援するとともに、他の幹線道

路と一体となって広域的な結

び付きを強め、業務核都市とし

ての川崎市の育成とともに、東

京湾岸道路など他の幹線道路

と一体となった広域的なネッ

トワーク強化を目的とした道

路整備。 

・Ⅰ期区間：国道 15 号～浮島間の約 8.4km 

－平成 2 年に都市計画決定、一般部を一般国道 409 号直轄事業として改築事

業と共同溝の整備を実施中。2002 年 4 月高速川崎線「浮島～殿町」間が供

用開始。2010 年 10 月に大師ジャンクション供用開始。 

・Ⅱ期区間：国道 15 号～東名高速間の約 14km 

－現在、都市計画に向けて調査実施中 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

  

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 ＨＰ 
 http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/service_inf/business/e_02-06-01.htm 
国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所 ＨＰ 
 http://www.ktr.mlit.go.jp/kawakoku/409/traverse/ 
川崎市 ＨＰ 
 http://www.city.kawasaki.jp/53/53koiki/home/jyukan_top/home.htm 

整備区間 
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支援対象エリア 

 

事例№ T-044 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー１「集約型都市構造への転換」 

 ②交通拠点への居住の誘導 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 公共交通沿線居住推進事業 

地区、所在地  富山県富山市 

事業主体 富山市 

取組開始時期 2007 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・公共交通の活性化により、高齢

者をはじめだれもが、自動車だ

けに頼ることなく、安心して快

適に歩いて暮らせるコンパク

トなまちづくりを目指す取組

の一環として、公共交通利便の

高い地区での住宅取得、共同住

宅建設に対する支援を実施。 

・支援の対象エリアは、工業地

域・工業専用地域以外の用途地

域のうち、鉄軌道の駅から半径

500ｍ以内の範囲もしくは、運

行頻度の高いバス路線（１日概

ね 60 本以上）のバス停から半

径 300ｍ以内の範囲。 

・公共交通沿線に新たに整備され

る住宅が、その周辺環境にふさ

わしいものになるよう、住宅の

性能や居住環境について一定

の指針を定め、これらを満たす

戸建住宅、共同住宅建設等に対

し以下の支援を実施。 

－個人：戸建住宅建設あるい

は共同住宅（分譲）取得に

対し、金融機関からの借入額の３％補助（最大 30 万円、緩和条件あり）

－事業者：共同住宅建設に対し、70 万円／戸補助（最大 3,500 万円） 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・同事業を活用して建設された住宅は、136 件 334 戸（2007 年 10 月～2010 年

３月） 

事業に係る課題  

参考資料出典等 富山市 ＨＰ 
http://www.city.toyama.toyama.jp/division/toshiseibi/toshiseibi/jyutaku/kou
kyoukoutsu/koukyoukoutsutop.html 

 http://www7.city.toyama.toyama.jp/topics/20071001.pdf 
内閣官房 環境モデル都市構想 ＨＰ 
 http://ecomodelproject.go.jp/upload/100524FUkekka/besshi1.pdf 
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立体化前後の道路イメージ 

立体化前 

立体化後 

 

事例№ T-045 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー２「道路整備（走行速度改善）」 

 ②交差点の立体化 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 金沢東部環状道路 鈴見交差点立体化 

地区、所在地 鈴見地区 石川県金沢市 

事業主体 金沢市 

取組開始時期 2009 年供用開始 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・金沢東部環状道路（外環状道路東側区間）の鈴見交差点は、市街地を迂回す

る通過交通と市街地への流入交通の 2 種類の交通が混在する交差点であり、

外環状道路全線開通に伴い、朝夕のピーク時に 1,200ｍの渋滞が発生。 

・また、山側環状では沿道の開発が著しく、今後の交通量の増加により、鈴見

交差点の渋滞はさらに激しくなることが予想されたことから、交通処理能力

向上のため、鈴見交差点の立体化を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・交差点の立体化に際して、新たな用地取得による周辺市街地への影響を無く

すために、現在の道路幅の範囲内で収まるような形状とし、事業のスピード

アップを図った。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・交差点の立体化により渋滞解消に一定の効果。 

 －市南部から交差点方向への渋滞が解消（平日夕方） 

 －市中心部から交差点方向への渋滞が緩和（休日日中） 

 －市北部から交差点方向への渋滞が解消（休日日中） 

事業に係る課題 ・平日朝の渋滞解消には至っていない。 

参考資料出典等 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 ＨＰ 
 http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb2_jigyo/road/suzumi/index.html 
 http://www.hrr.mlit.go.jp/press/2010/07/100722kanazawa1.pdf 
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スマートＩＣ 

 

事例№ T-046 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー２「道路整備（走行速度改善）」 

 ④高度道路交通システム（ITS）の推進 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 スマートＩＣの設置 

地区、所在地 長者原サービスエリア 宮城県大崎市 

事業主体 長者原ＳＡスマートＩＣ社会実験協議会（国土交通省、東日本高速道路（株）、

宮城県、大崎市、登米市、栗原市、涌谷町） 

取組開始時期 2004 年～2006 年（社会実験）、2006 年（恒久化） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・東北縦貫自動車道長者原サービスエ

リア（古川ＩＣ～築館ＩＣ間）にお

いて、スマートＩＣの社会実験を実

施。 

・利用促進を図るため、以下の施策を

展開 

－スマートＩＣと地域づくりをテー

マとしたシンポジウム開催 

－モニターキャンペーンを２回実施

（677 名を採用） 

－ＴＶ・ラジオ広報、新聞・広報誌・

情報誌への広告掲載 

－ご利用感謝デー２回開催 等 

・2006 年の平均利用台数は約 550 台／日、2009 年は約 1,000 台に増加 

・平日、休日とも普通車の理由が約９割。 

・利用目的は、平日は通勤・業務が約８割、休日は観光・レジャー及び買い物

が約５割。 

・社会実験の結果を受けて、2006 年 10 月よりＩＣは恒久化。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・スマートＩＣ利用者の約 84％が移動時間の短縮を実感（平均約 13 分） 

－時間短縮便益：1.3 億円／年と試算 

・緊急搬送時間が大きく短縮。 

－古川～長者原ＳＡ間での事故対応時に最大 25 分（40 分→15 分）短縮 

・周辺の観光施設では、利便性の向上により観光客が増加。 

・CO2 排出削減量及び NOX 排出削減量はそれぞれ以下のように試算。 

－CO2 排出削減量：14.09ｔ／年 

－NOX 排出削減量： 0.08ｔ／年 

事業に係る課題  

参考資料出典等 宮城県 ＨＰ 
 http://www.pref.miyagi.jp/road/smart.htm 
大崎市 ＨＰ 
 http://www.city.osaki.miyagi.jp/people/kurashi/kurashi/kurashi02/03.html 
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事例№ T-047 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要」 

 ④相乗り 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市クラス 

 

事業・取組 のりあいエコデー 

地区、所在地  愛知県豊田市 

事業主体 豊田市 

取組開始時期 2002 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市内の交通渋滞の緩和・環境改善を目的として、毎月第１・３水曜日を「の

りあいエコデー」と定め、車を降りて徒歩、自転車または公共交通の利用、

時差出勤、相乗りなどをするキャンペーンを実施。 

・のりあいエコデー参加者への魅力付けとして、西町商店街の協力による 500

円割引クーポン券の発券やスタンプ２倍などの各店舗独自のサービスを提供

（2002 年４～10 月）。 

－協賛店舗数１商店街及び１０店舗 

－クーポン券利用数３８９人（１日あたり３０人利用） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・市民へのアンケート調査では、以前から行っていたＴＤＭの日に比べ、のり

あいエコデーの認知度は 28％から 50％に向上。 

事業に係る課題 ・認知度の向上に比べ、実際に通勤手段を変更した人は 25％程度にとどまり、

認識と実行のギャップが生じている。 

参考資料出典等 みちナビとよた ＨＰ 
 http://michinavitoyota.jp/vision/06pdf/06-24.pdf 
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事例№ T-048 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー３「自動車交通需要」 

 ⑥テレワーク 

施策分類 その他 

市街地分類 広域 

 

事業・取組 パナソニックにおける e-Work の取組 

地区、所在地  大阪府門真市他 

事業主体 パナソニック(株) 

取組開始時期 2007 年 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・e-Work とは「情報通信技術を駆使した、ユビキタスでフレキシブルな働き方」

であり、在宅勤務やモバイル勤務、スポットオフィス、フリーアドレスオフ

ィスでの勤務などがある。 

－スポットオフィス：外出時等に立ち寄れる簡易オフィス 

－フリーアドレスオフィス：オフィス内の座席を共同利用する形態 

・パナソニック(株)では、間接部門勤務の約３万人を対象に、仕事と家庭生活

の調和を図るとともに、通勤時間の削減や業務の効率化を推進することを目

的に e-Work を導入。 

・現在、約 5,000 人が e-Work を活用し、週１～２回の在宅勤務を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・在宅勤務に必要なパソコンは、セキュリティ対策が施されたものを会社が貸

与。IC カードによる個人認証を行った上で社内ネットワークに接続。 

・その他、業務管理を含めた運用基準を全社共通で構築し、全社員に公開し、

e-Work の啓発、普及を推進。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・会社での作業に比べ、在宅で作業を行う方が約２割の効率向上。 

・作業効率及び通勤移動を要しないことを合わせ、１回の在宅勤務で、一人当

たり約 2.3 ㎏の CO2 排出削減効果があると試算。 

事業に係る課題   

参考資料出典等 パナソニック(株) ＨＰ 
 http://panasonic.co.jp/jobs/workstyle/e-work/ 
(社)日本テレワーク協会 ＨＰ 
 http://www.japan-telework.or.jp/activity/event/pdf/prize_2007_02_02.pdf 
内閣府 ＨＰ 
 http://www5.cao.go.jp/keizai1/2007/work-life/panasonic.pdf 
 

e-Work の仕組 
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新市役所の位置 

屋根付き広場イメージ 

 

事例№ T-049 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー１「集約型都市構造への転換」 

 ①公共施設・サービス施設等の集約拠点への立地 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市 

 

事業・取組 長岡市役所のまちなか移転 

地区、所在地 大手通地区 新潟県長岡市 

事業主体 長岡市 

取組開始時期 2012 年（移転予定時期） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・現在の市役所は、地方分権や合

併などに伴う業務拡大により、

市街地縁辺部に位置する本庁

舎のほか７箇所に分散してお

り、市民サービス上の問題を抱

えていた。 

・これに対し、「まちなか型公共

サービスの展開」を図るべく、

市役所本庁舎機能を中心市街

地に移転、しさらに周辺の再開

発事業等に公益施設を確保す

るなど、中心市街地への機能集

約を推進している。 

－市役所本庁舎の他、座席数

4,600 のアリーナや多目的

ホール、屋根付き広場などを

整備 

－中心市街地活性化の観点か

ら、新庁舎内に食堂等は設置

しない 

・その他、新市役所において、各

種環境対策の導入が決定して

おり、この取組に対して、「省

CO2 推進モデル事業」に採択。 

－コジェネレーション 

－中水循環型融雪システム 

－太陽光発電・換気システム 

－屋上緑化 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 合併特例債 

事業による効果 ・市役所移転の正式決定後、飲食店を中心に中心市街地に出店する店舗が増加。

・３年間で、中心市街地の空き店舗数は約４割減少 

 －309 軒（2007 年 10 月）⇒189 軒（2010 年 10 月） 

事業に係る課題  

参考資料出典等 長岡市 ＨＰ 
 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/kouseikaikan/ 
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連続立体交差事業平面図 

事業前後での１日当たり踏切遮断時間（左）と同遮断回数の変化 

 

事例№ T-050 

大分類 交通 

環境対策メニュー メニュー２「道路整備（走行速度改善）」 

 ③ボトルネック踏切等の対策 

施策分類 その他 

市街地分類 中核市・特例市 

 

事業・取組 京成本線（船橋周辺）連続立体交差事業 

地区、所在地 京成船橋駅周辺 千葉県船橋市 

事業主体 千葉県 

取組開始時期 1983～2006 年（事業期間、建設工事は 2002 年～2006 年） 

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・海神駅から船橋競馬場駅手前までの約 2.5 ㎞区間における鉄道高架事業。 

・16 箇所あった踏切の除却し、22 路線の道路と立体交差化（うち都市計画道路

は７路線）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 700 億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・16 箇所の踏切解消により、計 367 回の踏切遮断、平均 7.4 時間／日の踏切遮

断時間が解消。 

 

 

 

 

 

 

・最大 390ｍあった渋滞を解消（船橋第８号踏切）。 

・踏切事故の解消。 

 －1996～2006 年 11 月までに事業区間での踏切事故は 220 件 

・今後 40 年間の便益額は約 950 億円と試算。 

事業に係る課題  
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参考資料出典等 千葉県 ＨＰ 
 http://www.pref.chiba.lg.jp/cs-katsunan/keisei/index.html 
船橋市 ＨＰ 
 http://www.city.funabashi.chiba.jp/sogokotsu/renritu/keisei2.htm 

 

 

 


