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◆ ICT活用による新しい地域モビリティ 

～「天塩-稚内間 相乗り交通事業」取り組み概要～ 

（北海道 天塩町）  

 

総総合合交交通通体体系系ググルルーーププだだよよりり  
◆【開催案内】第３９回総合的交通基盤整備連絡会議 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

◆地域のモビリティ確保の知恵袋2017 

～訪日外国人旅行者の地方誘客を支える交通施策～ 出前講座のご案内 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

◆自治体の総合的な交通計画の公表情報（H30.5～H30.6） 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

  
イイベベンントト紹紹介介  

◆2018年 7月 14・15日、「第 2回『コミュニティ・カーシェアリング』シンポジ

ウム in 石巻」開催！  

（『コミュニティ・カーシェアリング』実行委員会）  
  

総総合合交交通通メメーールルママガガジジンンととはは  
 

ＩＩｎｎｆｆｏｏｍｍａａｔｔｉｉｏｏｎｎ  
◆総合交通メールマガジンへのご意見をお寄せ下さい！ 

◆地域の取り組み 及び イベント案内 募集！！ 

平成３0年 ６月２５日発行 

発行元：国土交通省 総合政策局 

総務課（総合交通体系グループ） 

 



 

 

  

 

 

◆ICT活用による新しい地域モビリティ 

～「天塩－稚内間 相乗り交通事業」取り組み概要～ 

          （北海道 天塩町） 

 北海道天塩町は日本最北に至近の人口約 3,200人の漁業と酪農の町で、日本で 4番目に

長い天塩川でとれる「天然しじみ」が特産です。 

町から最も近い総合病院や商業施設があり、地域の中心都市である稚内市までは約 70

㎞離れています。しかし、町から直行する公共交通機関はなく、バスと鉄道を乗り継ぐと

片道約 3時間かかるため、日帰りは困難であり、自動車を持たない、運転できない高齢者

等の移動の足の確保は喫緊の課題でした。 

そこで町では、初期投資や維持費が少ない持続的な地域モビリティを導入するため、天

塩－稚内間を移動する車に相乗りできる仕組みを構築しました。運転手と同乗者（利用者）

のマッチングは、国内最大級の相乗りプラットフォーム「notteco（ノッテコ）」と提携し、

車を目的地まで走らせるための実費（燃料代、駐車場代等）を同乗者で割り勘にする「コ

ストシェア型」の相乗りを選択しました。 

天塩町相乗りサービスでは、相乗りのマッチングにあたり、運転手には登録時に自動車

任意保険への加入を確認しており、また、同乗者は 18歳以上の町民を登録条件としました。  

また、スマートフォンやインターネットなどの利用が不慣れな高齢者の為に、電話窓口で

の取り次ぎによるマッチング配車を可能にしました。さらに、知らない人の車に便乗する

ことへの不安解消の為、運転手との交流会を開催し、相乗りする不安感を払拭することに

努めています。 

このような取り組みによって、運用開始初年度には延べ 173人の同乗利用があり、従来

片道 3時間で日帰り不可の移動が片道 1時間で日帰りが可能になり、利用者の交通費等も

軽減されました。また、利用目的では通院が最も多く、利用者の約 8割を 65歳以上の高齢

者で占めています。さらに従来型の追加輸送（町営直行バス運行）を行った場合と比べ、

年間約 2,500万円の費用削減効果があったと推計されています。 

《記事はこちら↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806teshio.pdf 
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総総合合交交通通体体系系ググルルーーププだだよよりり  

 

◆【開催案内】第３９回総合的交通基盤整備連絡会議 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

 国土交通省 総合政策局 総務課（総合交通体系グループ）では、地方公共団体にお

ける総合交通関連施策の推進支援を目的に、として、平成３０年８月７日（火）に標記会

議を開催します。 

 

第３９回 総合的交通基盤整備連絡会議 

開催日時： 平成３０年８月７日（火） １３：００～１７：００ 

開催場所： 国土交通省(中央合同庁舎３号館 １０階 特別会議室 A) 

       （〒１００ー８９１８ 東京都千代田区霞ヶ関２－１－３） 

 定  員： １５０名(１団体２名まで) 

参 加 者： 都道府県、政令指定都市、区市町村の交通施策担当者 

概  要： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806zenkoku.pdf 

 

標記会議への出席を希望される方は、以下の返信用フォームをご記入のうえ、返信用フ

ォーム様式に記載のある宛先にメールもしくは FAXにてご連絡下さい。 

参加希望返信用フォーム 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806sankakibou.doc 

なお、会場の都合上、参加希望者が多数の場合は先着順とさせて頂きますので、予めご

了承下さい。 

 

◆地域のモビリティ確保の知恵袋 2017  

～訪日外国人旅行者の地方誘客を支える交通施策～ 出前講座のご案内 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

国土交通省 総合政策局 総務課（総合交通体系）では、平成 30年 3月 26日に『地域の

モビリティ確保の知恵袋 2017 ～訪日外国人旅行者の地方誘客を支える交通施策～』を発刊

しました。本知恵袋は、訪日外国人旅行者が訪れる地域の傾向等(観光特性)、地域内外お

ける周遊状況やその交通手段等(交通特性)の現状を把握するための分析手法のほか、現状

把握を踏まえ、訪日外国人旅行者を誘客するための交通ネットワークの編成や交通案内等

に係る施策の検討方法等について解説しています。本知恵袋の内容等について、出前講座

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806zenkoku.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806sankakibou.doc


 

 

や職員向け研修などで詳しく説明してもらいたいなど、ご要望頂ければ対応しますので、

お気軽に問い合わせください。なお、『地域のモビリティ確保の知恵袋 2016』についても

引き続き対応いたします。 

《出前講座の申し込みはこちら↓》 

 http://www.mlit.go.jp/delivery_lecture/delivery_lecture.html 

 上記にアクセスいただき、「講師派遣申込書」に必要事項(当該講座の No.は「296」、講

座名は「地域のモビリティ確保」です)を記載いただき、国土交通省 総合政策局 政策課「出

前講座」窓口担当までメールまたは FAXにてお申し込み下さい。 

《地域モビリティ確保の知恵袋 2017～訪日外国人旅行者の地方誘客を支える交通施策～はこちら↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_tk_000042.html 

 

◆自治体の総合的な交通計画の公表情報（H30.5～H30.6） 

（国土交通省 総合政策局 総務課） 

平成 30年 5月 25日～平成 30年 6月 21日の間に、ウェブサイトにおいて公表された自治

体の総合的な交通に係る計画です。自地域における計画策定等の参考にして頂ければ幸い

です。 

《参考情報はこちら↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806sougoukoutsu.pdf 

 

 

 

 

◆2018 年 7 月 14・15日、「第 2回『コミュニティ・カーシェアリング』シンポ

ジウム in 石巻」開催！ 

『コミュニティ・カーシェアリング』とは、東日本大震災を機に宮城県石巻市で生まれ

た、地域コミュニティが運営し、助け合いや関係を育むカーシェアリングです。ベルギー

とドイツで同様に地域コミュニティの力でモビリティを確保するカーシェアリング等が行

われています。今回はベルギー・ドイツから計 3団体が参加し、各事業者から事例を共有

すると共に、専門家の方々を交え、大いに語り合いながらコミュニティ型モビリティの課

題や可能性を探るシンポジウムを 7月 14日(土)に開催します。 

また、翌 7月 15日(日)には石巻でカーシェアリングを行っている地域に訪問し、ユーザ

ーさんとの交流を通じて『コミュニティ・カーシェアリング』の雰囲気を感じてもらう現

場視察のプログラムをご用意しています。これからの地域交通、コミュニティづくり、シ

ェアリングモビリティにご興味ある方、ぜひ石巻へお越しください。 

イベント等紹介 

http://www.mlit.go.jp/delivery_lecture/delivery_lecture.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_tk_000042.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1806sougoukoutsu.pdf


 

 

＜第 2回『コミュニティ・カーシェアリング』シンポジウム in 石巻 ご案内＞ 

●講演＆ディスカッション● 

日 時：7月 14日(土)10:30～16:50 （シンポジウム） 

資料代：2,000円 ※立食ランチ別途 1,000円 

場 所：石巻市防災センター 2F ホール （宮城県石巻市穀町 12-1） 

定 員：100名（立食ランチ 50名） 

内 容：以下の講師陣による 3か国の事例紹介＆講演＆パネルディスカッション 

・Jeffrey Matthijs （Autodelen・ベルギー）https://www.autodelen.net/ 

・Angelo Meuleman（Taxistop・ベルギー）https://www.taxistop.be/ 

・Wilma Ostreicher （Carsharing im Landkreis Ebersberg・ドイツ） 

https://www.energiewende-ebersberg.de/Carsharing.html 

・鳩山 紀一郎（長岡技術科学大学）  

・柴山 多佳児（ウィーン工科大学） 

・吉澤 武彦（日本カーシェアリング協会・石巻）http://www.japan-csa.org/ 

・鈴木 高宏（東北大学 未来科学技術共同研究センター）※パネルモデレーター 

★プログラムの詳細・ゲストの紹介はホームページをご参照ください。 

https://community-carsharing.com/ 

※Wilma Ostreicher氏はビデオ講演とオンラインでの参加となります。 

●現場視察● 

日 時：7月 15日(日)10:00～11:45 ※12:00～13:00 ランチ懇親会  

参加費：無料 ※ランチ懇親会別途 1,000円 

場 所：不動町集会所 ※当協会事務所に集合した後現場にご案内いたします。 

定 員：50名 

内 容：「不動町カーシェア会」の活動を現場で紹介 

参加申し込み：ホームページもしくはチラシ裏面記載の上 FAXにて 

ホームページ：http://community-carsharing.com/ 

チラシダウンロード：https://community-carsharing.com/info/201806/symposium_flyer.pdf 

主  催：『コミュニティ・カーシェアリング』実行委員会 

共  催：石巻市 

協力体制：https://community-carsharing.com/info/201806/#teams 

問 合 せ：TEL:0225-22-1453 FAX：0225-24-8601 

     E-mail：sympo@japan-csa.org 

(事務局 ：一般社団法人日本カーシェアリング協会) 

https://www.autodelen.net/
https://www.taxistop.be/
https://www.energiewende-ebersberg.de/Carsharing.html
http://www.japan-csa.org/
https://community-carsharing.com/
http://community-carsharing.com/
https://community-carsharing.com/info/201806/symposium_flyer.pdf
https://community-carsharing.com/info/201806/#teams
mailto:sympo@japan-csa.org


 

 

 

 
総合交通メールマガジンは、交通基盤整備や地域交通に関する最新の取り組みを幅広く

紹介することを目的として、月一回を目処に発行しているメールマガジンであり、主な購

読者は都道府県、市町村等の交通施策担当者です。 

当メールマガジンで紹介させていただく記事は、執筆者が任意の協力のもとで作成した

ものであり、成果を広く共有する観点から、二次的利用も可能な形式で掲載しております。 

《総合交通メールマガジンのバックナンバーはこちら↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html 

また、当メールマガジン以外でも、公共交通政策全般について、国民の皆様に広く関心

を持って頂くためのメールマガジンを配信しております。ご興味のある方は、以下のアド

レスから配信のご登録をお願いします。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html 

 

a 

  

◆総合交通メールマガジンへのご意見をお寄せ下さい！ 

本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、内容の充実を図り

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、ご意見等頂けると幸い

です。下記フォームに入力し、デスクトップ等に保存した上で、hqt-soukou-mm@ml.mlit.

go.jp までお送りください。ご協力のほどよろしくお願い致します。なお、パソコンの環

境等により不具合が生じた場合は、hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp までご連絡頂けますと

幸いです。 

 

Q. 今回のメールマガジンで配信した記事は関心のある内容でしたか？ 

非常に
関心の

ある内容

関心の
ある内容

あまり
関心の

ない内容

Topics
ICT活用による新しい地域モビリティ
～「天塩-稚内間 相乗り交通事業」取り組み概要～

【開催案内】第３９回総合的交通基盤整備連絡会議

地域のモビリティ確保の知恵袋2017
～訪日外国人旅行者の地方誘客を支える交通施策～
 出前講座のご案内

自治体の総合的な交通計画の公表情報（H30.5～H30.6）

イベント紹介
2018年7月14・15日、「第2回『コミュニティ・カーシェアリング』シ
ンポジウム in 石巻」開催！

記事

総合交通体系
グループだより

 

IＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

 

総合交通メールマガジンとは 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html
mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp
mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp
mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp


 

 

Q. 今後のメールマガジンでどのような情報を配信してほしいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

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、他部署でも楽しんで頂けるよう努めて参りますので、引き続きのご購

読も歓迎しております。変更内容については、下記連絡先までお願いします。 

E-mail：hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp 

 

◆地域の取り組み 及び イベント案内 募集！！ 

当課では、情報提供頂いた取組をメールマガジンで紹介することで、各地域にノウハウ

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組について情報

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、イベント案内や、勉強会、講演会、セミナーなどをご紹介頂ければ、当メー

ルマガジンにてご案内させて頂きます。主催者の方でも、耳より情報でも結構です。（情報

提供はこちらまで hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp） 

【情報提供頂く内容】 

・地域の交通拠点の形成・再編による地域交通の維持・活性化の取組  など 

※バックナンバー一覧： 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 総合政策局 総務課（総合交通体系グループ） 酒井 

ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（内線５３－１１３） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－１６７５ 

E-mail：hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp 

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/index.html 

mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp
mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html
mailto:hqt-soukou-mm@ml.mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/index.html
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