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Topics
11/28～12/1 の 4 日間、東京（国土交通大学校（小平））にて「総合交通体系
（地域モビリティ戦略）研修」を開催いたします

今年度より、国土交通大学校（東京都小平市）にて、地方公共団体等の職員で、交通関連業務
に直接従事する方等を対象に、地域における人の円滑な移動の確保（地域モビリティ）に関する
計画策定等企画立案能力の向上及び交通関係者との連携調整・施策推進などのマネジメント能力
の向上を図る等、実務担当者の課題解決を図る事を目的とした研修を開催いたします。
地域における実践的な取り組みを指導されている有識者による講義や、各種講演で好評を博し
ている先進的な取り組みをされている自治体や NPO の方を講師にお呼びすることに加え、関東近
郊の先進的な取り組みの現地視察、個別グループに分かれての班別討議開催を予定しております。
4 日間の研修ですので宿泊される 3 日の間、講義時間外も含めて、研修参加者同士、講師を含
めた交流も積極的に進めていきたいと考えています。
来月には具体のカリキュラム等紹介いたします。是非、ふるってご参加ください。正式な募集
については、国土交通大学校より各自治体等の窓口に近々ご連絡が行きますが、以下のメール宛
に参加のご希望を伝えて頂きましたら、案内の送付先等ご紹介させて頂きます。
（参加の希望についてご連絡頂ける場合はこちらまで soukou@mlit.go.jp）

地域の取り組み紹介
本号では、多様な団体による、地域の交通についての取り組みについて紹介いたします。アル
ファベットが多いですが、ITS に LRT、フルネームでどういうかご存じですか？

ITSJapan 「ITS 地域交流会」のご紹介
（特定非営利活動法人 ITSJapan）
ITS は Intelligent Transport Systems だそうです。直訳すると、賢い輸送の仕組み/方法、
国土交通省では「高度道路交通システム」と呼んでいます。地域の円滑な移動の確保と賢い交通、
何ともすぐにはピンと来ませんが、バスロケーションシステムやデマンド交通のシステム等が代
表的な取り組みかと思います。
そういった ITS 技術を活用したバスロケーションやデマンド交通の取り組みを行っている自
治体の紹介のみならず、地域との情報を共有する場の充実を図る事を目的に、今年度より始めた
「ITS 地域交流会」の新潟における初めての取り組みを紹介させて頂きます。
地域との密な取り組みも、まだ緒についたばかり、今後の展開に期待したいと思います。
《記事はこちらから↓》
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108itsjapan.pdf
【ITSJapan ＨＰ】

http://www.its-jp.org/katsudou/katudou100/

持続可能な「環境モデル都市」横浜に LRT を走らせるために
（NPO 法人 横浜に LRT を走らせる会 副理事長

古川洋）

LRT は Light Rail Transit といい、直訳すると軽量軌道交通ですが、日本では路面電車の新
しい取り組みも含めて、バス、地下鉄ではない軌道による新しい都市公共交通の仕組みを総称し
て呼んでいるようです。
温暖化、大気汚染といった地球環境問題に対する問題意識と横浜本牧地区の都市における移動
の課題等都市生活環境の改善を求め、2003 年 12 月に「横浜に LRT を走らせる会」を誕生させ、
これまで人と環境に優しい LRT の導入に向け積極的に活動を続けられている会のこれまでの活
動や LRT にかける想いを今回寄稿頂きました。今回、イベント紹介で掲載している「カーフリー
デー」の取り組みでも積極的に活動されているとのことです。
記事には、来年 1 月 29 日のフォーラム開催の予定についても紹介されています。時期が近づ
いてきましたら当メーリングリスト「イベント紹介」でもご紹介したいと思いますが、ご興味の
ある方は是非忘れずにメモしておいてください。
《記事はこちらから↓》
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108lrt.pdf
【横浜に LRT を走らせる会 ＨＰ】 http://lrt.cocolog-nifty.com/

イベント案内
前号に引き続き、地域のモビリティに係る勉強会、講演会等のイベントについて情報提供いた
します。今回の兵庫県における取り組みのように、自治体主催の勉強会等も積極的に案内させて
頂きます。ご購読の方々からのイベント情報、耳より情報お待ちしています。また、イベント主
催者の方々も、このメーリングリストも広報の場として活用頂ければ幸いです。
（情報提供はこ
ちらまで soukou@mlit.go.jp）

兵庫県主催 平成２３年度第２回公共交通勉強会
～テーマ『成功の理由を探る』～ のご紹介 （明日 8/31〆切ですご注意を）
（兵庫県県土整備部県土企画局交通政策課）
このような直前のご紹介となりましたが、兵庫県神戸市にて、行政の方、交通事業者の方を対
象とした勉強会が９／１２（月）に開催されます。内容を見ると非常に実践的で、兵庫県近郊に
限らずとも関心の高いカリキュラムになっています。
参加申し込み用紙も記事に付けております、8/31〆切と時間がありませんので、近郊の方も、
そうでない方も、これぞ！と思ったら迷うことなくまず応募してください。もし今回参加できな
い方も、第３回(１１／１４)の予告も掲載されていますので、お見逃しなく。

なお、今回の勉強会では、
「地域の取り組み紹介」で今回紹介しました新潟における交流会で
も講演頂き好評を博した、熊本県菊池市の笹本さんによる講演も予定されています。
《詳細はこちらから↓》
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108hyogo.pdf
参加申込用紙はこちら↓
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108mousikomi.pdf

ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー2011
“クルマをおいて街に出よう！” 全国都市で開催！
（カーフリーデージャパン）
毎年 9 月 16～22 日ヨーロッパでの取り組みに合わせて、日
本の各地で行うイベント等について紹介します。8/26 現在 8
都市、北から仙台市、さいたま市、横浜市、逗子市、松本市、
福井市、高松市、那覇市で行われます。お近くの方は取り組み
内容も今回紹介しておりますので、ふるってご参加ください。
（以下、カーフリーデージャパン HP より）

カーフリーデー中の様子
(フランス･ストラスブール市)

ヨーロッパでは、毎年 9 月 16～22 日に｢ヨーロッパモビリティウ
ィーク｣という社会的なイベントが行われています。環境問題を都市交通の面から対処していく
ため、また街に人中心の賑わいを創り出していくため、｢車の使い方｣を見直そうというものです。
カーフリーデーはこのプロジェクトの中心イベントで、都心部において 1 日マイカーを使わない
地区を創り出し、市民一人一人が車のない都市環境を体験しその変化を実感し考えるよう社会啓
発します。新しい交通施策を展開させていく日ともなります。
《詳細はこちらから↓》
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108cfd.pdf

《カーフリーデージャパンのＨＰ》

http://www.cfdjapan.org/

参事官室だより
室員紹介

～

第四回

上原主査～

第四回は、千葉県柏市出身上原主査です。国土交通省の施策を推進する
実務を主として担っているのが、
「主査」≒「係長」です。当室一番の若
手ですが、歩行者移動支援について担当しており、ややマニアックな技術
的知見のもと、スマートフォンさえ持っていない私には手に負えないこ

柏出身といえば
(○○君：わかりますか？)

とをしっかりと推進しています。そんな上原主査のちょっとまじめな ITS 談義をどうぞ。
《記事はこちらから↓》
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/1108situin.pdf

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
総合交通メールマガジンへのご意見をお寄せ下さい！
総合交通メールマガジンでは、読者の皆様からのご意見・ご要望を踏まえて内容を充実させて
いきたいと考えています。誌面の感想、取り上げて欲しいテーマなど、どのようなことでも構い
ませんので、ご意見等頂けると幸いです。様式、送付先については、下記ＵＲＬをご利用下さい。
ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/soukou-magazine/iken-merumaga.xls
引き続き、メールマガジンの受付窓口が変更になった行政機関等の方については、送信先の変
更を申請下さい。なお、変更内容については、以下までお願いします。
E-mail：soukou@mlit.go.jp

地域の取り組み 及び イベント案内 募集！！
当室では、情報提供頂いた取り組みをメールマガジンで紹介することにより、各地域でノウハ
ウ等の情報共有・情報交換ができればと考えており、総合的な交通施策の取り組みについて情報
提供頂ける自治体等を募集しています。自薦・他薦は問いませんので、お気軽にご連絡下さい。
また、被災地への情報支援の意味でも被災後の取り組み、災害を見据えた防災力向上の取り組
み、今回東日本大震災の被災地に対して、交通分野等で現在支援を行っている自治体,NPO 等の
事例について、ご紹介頂ける方がいらっしゃいましたら、是非情報提供頂けますでしょうか。
更に、イベント案内について、主催者でも結構ですし、耳より情報でも結構です。勉強会や講
演会、セミナー等ご紹介頂ければ、当メールマガジンにて案内をさせて頂きます。
（情報提供はこちらまで soukou@mlit.go.jp）
【情報提供頂く内容】
例えば、・ 低炭素社会の実現に向けモビリティのあり方を見直す取り組み（交通の再編等）
・ 交通の改善により地域活性化を図る取り組み

など

※ これまでに、推薦頂いたものも含めて６８件の取り組みを紹介させて頂きました。
バックナンバー一覧：
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html

編集後記
今回は、編集者Ｎの柄にも合わず、ＬＲＴ、ＩＴＳ、CAR FREE DAY と横文字の多い取り組み
紹介とイベント案内でした。横文字にするとスマートな印象を受けますが、地域における課題に
対して真剣に、熱く取り組まれている内容について紹介させて頂きました。
また、2 回目となるイベント案内では、兵庫県主催の勉強会について紹介させて頂きました。
カリキュラムを拝見すると、非常に充実しており、出来ることなら私も参加したいと感じていま
す。是非、近畿方面に在住の交通事業担当者また興味のある方、ご参加頂ければと思います。
更に、兵庫県の勉強会に参加された方も、されなかった方も、是非 11/28～12/1 に開催いた
します当室主催の研修へふるってご参加ください。今年度初めての開催となりますが、兵庫県
さんの勉強会に負けないよう、濃密な議論が出来るよう準備しております、ご期待ください。

こういったイベントがあるらしい、こういった情報を載せてほしいと言った情報に加えて、こ
ういった内容を教えてくれる研修やイベントがあれば紹介してほしい等どのようなことでも結
構です、以下問い合わせ先に記載しておりますメールアドレスまで、是非ご意見、ご感想などご
連絡ください。

【問い合わせ先】
国土交通省

総合政策局

参事官室（総合交通体系）

野津隆太

ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（内線５３－１１３）
ＦＡＸ：０３－５２５３－１６７５
E-mail：soukou@mlit.go.jp
ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/index.html

