
航空 鉄道 バス タクシー 自動車 自転車 徒歩 その他

1 平成20年7月4日 ・当別町のコミュニティバス『当別ふれあいバス（通称：ふれバ）』について 地域交通 ○ 北海道　当別町

2 平成20年8月27日 ・『ちょこっとバス』が東近江市を元気にする！ 地域交通 ○ 滋賀県　東近江市

3 平成20年9月30日 ・「もりおか交通戦略」について 交通計画 岩手県　盛岡市

4 平成20年9月30日 ・「福井市総合交通計画（都市交通戦略）」の策定について 交通計画 福井県　福井市

5 平成20年10月30日 ・スクールバスの地域住民の交通手段としての活用 地域交通 ○ 三重県　鳥羽市

6 平成20年10月30日 ・スクールバスとコミュニティバスの連携について 地域交通 ○ 兵庫県　三木市

7 平成20年11月28日
・『南房総観光圏』の形成
　～ゆっくり滞在して楽しめる新たな南房総ツーリズムの創出へ～

観光
南房総地域観光圏整備推進協議会

（館山市）

8 平成20年11月28日 ・運行ダイヤ最適化による事業改善の取組（１／２） 地域交通 ○ イーグルバス株式会社

9 平成20年12月25日
・海・里・山の豊かな資源を活かした『丹後地域観光圏』の形成
　～ゆるり ぐるり ほっこり 丹後の創出へ～

観光 丹後広域観光キャンペーン協議会

10 平成20年12月25日 ・運行ダイヤ最適化による事業改善の取組（２／２） 地域交通 ○ イーグルバス株式会社

11 平成20年12月25日 ・『乗って残そう！別所線』～別所線再生支援の取り組み～ 地域交通 ○ 長野県　上田市

12 平成20年12月25日 ・地域連携の取り組み～Ｂーぐると北区コミュニティバスの回数券相互利用～ 地域交通 ○ 東京都　文京区

13 平成20年12月25日 ・はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』乗合タクシー“八戸あさぐる” 地域交通 ○
社団法人八戸観光コンベンション協会

・八戸広域観光推進協議会

14 平成21年1月29日 ・バス路線維持・確保策としてのパートナーシップ協定方式による実証運行 地域交通 ○ 茨城県　日立市

15 平成21年1月29日 ・新潟市の『住民バス』について 地域交通 ○ 新潟県　新潟市

16 平成21年1月29日 ・地域自主運行バス『豊殿地区循環バス』の取り組みについて 地域交通 ○ 豊殿地区循環バス運営委員会

17 平成21年2月27日
・『分かりやすく、使いやすい公共交通ネットワーク実現会議（丹後地域）』
　による地域公共交通の活性化の取組について

交通計画 京都府

18 平成21年3月27日 ・「定住自立圏構想」による地域のモビリティ(移動の利便性)確保に向けた取組み モビリティ 長野県　飯田市

19 平成21年3月27日 ・下関市における自家用有償運送「生活バス」の取組み 地域交通 ○ 山口県　下関市

20 平成21年4月30日 ・鹿児島県公共交通総合案内システム『交通ナビかごしま』運用開始 交通情報 鹿児島県

21 平成21年4月30日 ・都電荒川線沿線におけるバラの植栽事業 地域交通 ○ 東京都　荒川区

22 平成21年5月29日
・カーシェアリングと公共交通（都営地下鉄）を組み合わせたモデル事業
　～環境に、もっとやさしい東京へ～

地域交通 ○ 東京都

23 平成21年6月30日 ・地域全員参加で走るクローバーバス ～新しい公共交通の姿を求めて～ 地域交通 ○ NPO法人　中越防災フロンティア

「総合交通メールマガジン」記事一覧表

交通モード
No. 掲載日 タイトル 施策分野 執筆機関



航空 鉄道 バス タクシー 自動車 自転車 徒歩 その他

交通モード
No. 掲載日 タイトル 施策分野 執筆機関

24 平成21年6月30日
・ヒトと地球にやさしい電動バスの早期普及に向けて
　～早稲田大学における先進電動マイクロバス研究の紹介～

地域交通 ○ 早稲田大学

25 平成21年7月29日 ・地域づくりと交通 地域交通 室蘭工業大学

26 平成21年7月29日 ・地域公共交通を『育てる』現場から 地域交通 首都大学東京

27 平成21年7月29日 ・静岡の空の玄関「富士山静岡空港」が開港しました 幹線交通 ○ 静岡県

28 平成21年10月1日
・沿線の『命』を守る鉄道会社として
　～総合通院サービス『ＩＧＲ地域医療ライン』～

地域交通 ○ IGRいわて銀河鉄道株式会社

29 平成21年10月30日 ・ローカル線存続のための地域の取り組み 地域交通 ○ 交通環境整備ネットワーク

30 平成21年10月30日 ・エコ通勤社会実験～マイカー通勤からＥｃｏバイク『旅チャリ』通勤へ～ 地域交通 ○ 株式会社JTB首都圏

31 平成21年12月4日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 奈良県　橿原市

32 平成21年12月4日 ・顧客様満足度日本一の鉄道事業めざして 地域交通 ○ えちぜん鉄道株式会社

33 平成21年12月4日 ・新城市における公共交通活性化の取組－路線を守り育てる会－ 地域交通 愛知県　新城市

34 平成21年12月25日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 千葉県　いすみ市

35 平成21年12月25日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 　東京都　墨田区

36 平成21年12月25日
・菊池市における新たな交通体系
　―「べんりカー」・「あいのりタクシー」の導入―

地域交通 ○ ○ 熊本県　菊池市

37 平成22年2月3日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について（高知県室戸市） 交通情報 ○
室戸ジオパーク

モビリティサポート検討協議会

38 平成22年2月3日 ・まちづくり交通計画～愛媛県松山市～ 交通計画 愛媛県　松山市

39 平成22年3月1日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 福岡県　福岡市

40 平成22年3月1日 ・能登空港賑わい創出事業の取り組み概要 幹線交通 ○ 石川県　奥能登総合事務所

41 平成22年3月1日 ・バス乗りお助け情報マップ『バスＱ』を開設しました 地域交通 ○ 群馬県

42 平成22年3月30日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 兵庫県　神戸市

43 平成22年3月30日
・豊山町における地域密着型コミュニティバスの取組
　―「とよやまタウンバス」の導入―

地域交通 ○ 愛知県　豊山町

44 平成22年4月30日 ・地域公共交通を守るための必要な次の一歩 地域交通 新潟大学

45 平成22年4月30日 ・市原市青葉台地区コミュニティバス「あおばす」の取組 地域交通 ○ 千葉県　市原市

46 平成22年6月8日 ・ビートル号&コビー号 ～日韓を結ぶ夢の超高速船～ 幹線交通 ○ 国土交通省　国土計画局　総合計画課

47 平成22年6月8日 ・ガヤりん（放置自転車のレンタルサイクル） 地域交通 ○ 東京都　世田谷区



航空 鉄道 バス タクシー 自動車 自転車 徒歩 その他

交通モード
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48 平成22年6月30日 ・公共交通サービスの担い手について 地域交通 神戸大学

49 平成22年6月30日
・金沢バストリガー方式の導入
　～利用者の協力を引き出す公共交通利用活性化の取組～

地域交通 ○ 石川県　金沢市

50 平成22年7月30日 ・インドのモータリゼーション化と道路整備 幹線交通 ○ 在インド日本国大使館

51 平成22年7月30日
・富山市におけるコミュニティサイクルの導入について
　～民間資本を活用した次世代レンタサイクル～

地域交通 ○ 富山県　富山市

52 平成22年8月30日
・松江３Ｍ「Ｍａｔｓｕｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ－Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」
　～「ひと」「まち」「地球」の縁結び～

総合計画 島根県　松山市

53 平成22年8月30日 ・鹿児島県中央駅～鹿屋間直行バスの取り組み 地域交通 ○ 鹿児島県　鹿屋市

54 平成22年9月30日 ・「新潟市自転車利用環境計画」と関連施策について 地域交通 ○ 新潟県　新潟市

55 平成22年10月29日 ・松浦鉄道の最近の取り組み 地域交通 ○ 松浦鉄道株式会社

56 平成22年10月29日 ・京都らくなんエクスプレス（Ｒ'ＥＸ）の実証運行について） 地域交通 ○ 京都大学

57 平成22年10月29日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組みについて 交通情報 ○ 兵庫県　篠山市

58 平成22年10月29日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組みについて 交通情報 ○ 福岡県　福岡市

59 平成22年11月30日 ・未来型ドライブ観光の実現を目指して！！ 観光 長崎県

60 平成23年1月5日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組みについて 交通情報 ○ 東京都　台東区

61 平成23年1月5日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組みについて 交通情報 ○ 神奈川県　横須賀市

62 平成23年1月5日 ・淡路市長沢地区におけるコミュニティバス運行の取り組み 地域交通 ○ 兵庫県　淡路市

63 平成23年2月3日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 京都府　京都市

64 平成23年2月3日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 島根県　津和野町

65 平成23年3月3日 ・「モビリティサポートモデル事業」実施箇所の取組について 交通情報 ○ 東京都　銀座地区

66 平成23年3月3日 ・地域住民が運行するコミュニティータクシー 地域交通 ○ 山口県　山口市

67 平成23年3月31日 ・商店街が運営する市街地循環バス（高松市商店街） 地域交通 ○ 高松丸亀町商店街振興組合

68 平成23年3月31日 ・ベトナム（ホーチミン市）交通事情 総合計画 日建設計総合研究所

69 平成23年4月27日 ・土浦市公共交通案内ホームページ「つちナビ！」の開設 地域交通 土浦市地域公共交通活性化協議会

70 平成23年4月27日
・高齢者の対象とした自転車タクシーによるコミュニティー輸送事業
　〈NPO法人五環生活〉

地域交通 ○ NPO法人五環生活

71 平成23年5月31日
・山古志から被災地、そして全国へ　～震災からの復興地域モビリティ
　＆地域コミュニティ確保の「ノウハウ」紹介します～

地域交通 新潟県 長岡市



航空 鉄道 バス タクシー 自動車 自転車 徒歩 その他

交通モード
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72 平成23年6月29日 ・「九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョン」に基づくコミュニティバス運行事業 地域交通 ○ 大分県　中津市

73 平成23年7月29日 ・総合的な交通政策を進めるための人材育成の取組 人材育成
NPO法人

持続可能なまちと交通をめざす再生塾

74 平成23年7月29日
・九州発の交通にかかる人的ネットワーク形成の試みー「地域と交通をサポート
　するネットワークｉｎＫyushu(Ｑサポネット)」についてー

人材育成 Ｑサポネット

75 平成23年8月30日 ・ＩＴＳＪapan「ＩＴＳ地域交流会」のご紹介 交通情報 特定非営利活動法人　ITS Japan

76 平成23年8月30日 ・持続可能な「環境モデル都市」横浜にＬＲＴを走らせるために 地域交通 ○ NPO法人　横浜にLRTを走らせる会

77 平成23年10月3日 ・被災地カーシェアリング 地域交通 ○
一般社団法人

日本カーシェアリング協会

78 平成23年10月28日 ・「八戸圏域定住自立圏路線バス上限運賃化実証実験」について 地域交通 ○ 青森県　八戸市

79 平成23年11月28日 ・欧州各国の総合的な都市交通計画における「自転車」について（第１回） 地域交通 ○ 都市交通評論家　亘理章

80 平成24年1月5日 ・欧州各国の総合的な都市交通計画における「自転車」について（第２回） 地域交通 ○ 都市交通評論家　亘理章

81 平成24年2月1日 ・欧州各国の総合的な都市交通計画における「自転車」について（第３回） 地域交通 ○ 都市交通評論家　亘理章

82 平成24年2月1日
・「シームレス・アジア実現研究会」及び「日韓往来交通機関データ整備
　プロジェクト」の紹介

総合計画 財団法人　国土計画協会

83 平成24年2月29日 ・東日本大震災の広域的な移動支援 幹線交通 山形県

84 平成24年2月29日 ・エコなおでかけプロジェクト「バスdeエコ」の実施について 地域交通 ○
エコファミリーキャンペーン

連絡協議会事務局

85 平成24年3月28日 ・地域の公共交通の確保について"バスの利用促進" 地域交通 ○ 宮崎県　延岡市

86 平成24年4月27日 ・電動カートを活用した高齢者モビリティ拡大実証事業について 地域交通 ○ 熊本県

87 平成24年5月25日 ・自立型地域公共交通の取組み 地域交通 ○ 株式会社　コミュニティタクシー

88 平成24年5月25日 ・九州ITS利活用研究会　概要紹介 交通情報
QUEST

九州組込みソフトウェアコンソーシアム

89 平成24年7月31日 ・新潟市が目指す公共交通体系とBRT導入に向けた取り組み 地域交通 ○ 新潟県　新潟市

90 平成24年8月31日 ・熊本市の路面電車・ＬＲＴに関する取り組み 地域交通 ○ 熊本県　熊本市

91 平成24年8月31日
・交通政策やまちづくりの海外との交流推進
　～韓国交通研究院(ＫＯＴＩ)と交流協定を締結～

人材育成 NPO法人　再生塾

92 平成24年9月27日 ・三位一体で進める熊本都市圏における地域公共交通の再生計画 地域交通 熊本大学

93 平成24年10月26日 ・五感で明日香を感じよう　～あすかナビはじめました～ 交通情報 ○ 明日香まるごと博物館づくり推進協議会

94 平成24年11月26日 ・神楽を活かしたＪＲ三江線の活性化について 地域交通 ○ 三江線活性化協議会・島根県

95 平成24年12月27日
・H･O･T　Managers　の活動紹介(みんなの移動手段を考える学生サークル
　H・O・T　Managers

地域交通 弘前大学学生サークル
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96 平成25年2月8日 ・八戸公共交通アテンダント　はちナビ娘“はちこ”による交通まちづくりについて 地域交通 青森県　八戸市

97 平成25年3月7日 ・高知県におけるＩＴＳ 交通情報 高知県

98 平成25年3月7日
・「いわき湯本温泉まちあるきナビ」
　（含「ハワイアンズナビ」）および「いわき緊急時避難ナビ」について

交通情報 ○ いわきユビキタス社会化推進協議会

99 平成25年3月7日
・車いすに乗って冬の旭山でペンギンの散歩を楽しみたい冬の旭山動物園
　安心マップづくり

地域交通 ○ カムイ大雪バリアフリー推進協議会

100 平成25年3月29日 ・東日本大震災と三陸鉄道 地域交通 ○ 三陸鉄道株式会社

101 平成25年4月25日
・「お客様密着！で地域に貢献する十勝バスの取組み」
　～　40年ぶりの利用者増加の実例　～

地域交通 ○ 十勝バス株式会社

102 平成25年4月25日 ・「ひょうご公共交通10カ年計画」について 地域交通 兵庫県

103 平成25年6月12日 ・福岡外環状道路を走るバス路線本格運行への取り組み 地域交通 ○ 福岡県　福岡市

104 平成25年6月12日 ・「豊田市交通まちづくり行動計画（2011～2015）」について 総合計画 愛知県　豊田市

105 平成25年8月23日
・市原鶴舞バスターミナルの整備について
　～　圏央道ＩＣ開設に伴う地域活性化と交通拠点の整備　～

幹線交通 ○ 千葉県　市原市

106 平成25年8月23日 ・新たな交通結節点を拠点としたまちづくりについて 幹線交通 ○ 京都府　長岡京市

107 平成25年9月13日 ・那覇都市圏内における自転車ネットワーク整備計画検討 地域交通 ○ 内閣府　沖縄総合事務局

108 平成25年9月13日 ・「地域ＩＴＳの活動」と「ＩＴＳ世界会議」の紹介 交通情報 特定非営利活動法人　ITS Japan

109 平成25年10月11日 ・柏市における「マルチ交通シェアリング」「スマートサイクル」の取り組み 地域交通 ○
一般社団法人

柏の葉アーバンデザインセンター

110 平成25年10月11日 ・横浜都心部におけるコミュニティサイクルの取り組み 地域交通 ○ 神奈川県　横浜市

111 平成25年11月22日 ・簡易型バスロケーションシステムと利用者側に立った交通情報の提供 交通情報 ○ ITSアライアンス株式会社

112 平成25年12月6日 ・九州IT＆ITS利活用推進協議会（QPITS）の取り組みについて 交通情報
九州IT＆ITS利活用推進協議会

（QPITS）

113 平成25年12月6日 ・静岡県におけるITSの取り組みについて 交通情報 静岡県　交通基盤部　道路局

114 平成26年1月17日 ・山梨県甲州市におけるオンデマンドバスシステムの取り組み 地域交通 ○ 山梨県　甲州市

115 平成26年1月17日 ・有償ボランティアタクシー「がんばらマイカー」の取り組み 地域交通 ○
公益社団法人

豊根村シルバー人材センター

116 平成26年2月21日 ・生活バス運行による買い物難民対策と地域活性化の取り組み 地域交通 ○ ＮＰＯ法人 生活バス四日市

117 平成26年2月21日 ・民学官連携による交通まちづくりの取り組み 地域交通 ○ 合同会社 京都まちづくり交通研究所

118 平成26年3月14日 ・地域と一体となって進める地域交通確保の取り組みについて 地域交通 ○ 和歌山電鐵株式会社

119 平成26年3月31日 ・日本モビリティ・マネジメント会議（ＪＣＯＭＭ）の紹介 地域交通
一般社団法人

日本モビリティ・マネジメント会議
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120 平成26年3月31日 ・地域交通に係る人材育成の取り組みについて 地域交通 一般財団法人　計量計画研究所

121 平成26年5月9日 ・交通運輸に係る人材育成の取り組みについて 地域交通
一般財団法人

運輸政策研究機構　運輸政策研究所

122 平成26年5月9日 ・公益社団法人　日本交通計画協会の活動紹介 地域交通 公益社団法人　日本交通計画協会

123 平成26年6月2日 ・北九州市における超小型モビリティ導入促進の取り組みについて 地域交通 ○ 北九州市　産業経済局　新産業振興課

124 平成26年6月2日 ・低炭素交通システム　Ha:moについて 地域交通 ○ 豊田市　都市整備部　交通政策課

125 平成26年7月24日 ・広島電鉄の最近の取り組みについて 地域交通 ○ 広島電鉄株式会社　電車事業本部

126 平成26年10月1日 ・いすみ鉄道　最近の取り組み 地域交通 ○ いすみ鉄道株式会社

127 平成26年10月1日 ・自然エネルギーの地産地消による地域の活性化を目指して 地域交通 一般社団法人でんき宇奈月プロジェクト

128 平成26年10月30日 ・天ぷら油で走る「サンクスネイチャーバス」！ 地域交通 ○
特定非営利活動法人

サンクスネイチャーバスを走らす会

129 平成26年10月30日 ・村山団地中央商店街の送迎自転車サービス 地域交通 ○ 村山団地中央商店街　比留間誠一

130 平成26年12月5日 ・肥薩おれんじ鉄道「おれんじ食堂」の取り組み 地域交通 ○ 肥薩おれんじ鉄道株式会社

131 平成26年12月25日 ・子育て世代の移送を支える「子育てタクシー」 地域交通 ○
一般社団法人

全国子育てタクシー協会

132 平成26年12月25日 ・子ども連れ外出に関する「心のバリアフリー」推進の取り組み 地域交通 ○ 宇都宮大学大学院工学研究科　大森宣暁

133 平成27年2月26日 ・『自転車を活かしたまちみがき』の取り組みについて 交通計画 ○
静岡市　都市局

都市計画部　交通政策課　前田洋彦

134 平成27年2月26日 ・宮崎市自転車安全利用促進計画について 交通計画 ○ 宮崎県　都市整備部　都市計画課

135 平成27年3月27日 ・産官学民連携による「まちなかカート」を活用した歩きたくなるまちづくり 地域交通 ○
富山大学大学院医学薬学研究部

地域看護学講座　准教授　中林美奈子

136 平成27年3月27日 ・暮らしやすいまちづくりに向けた取り組み 地域交通
大崎市　市民協働推進部

まちづくり推進課　佐藤敬美

137 平成27年3月27日 ・被災地カーシェアリング活動報告（パート２） 地域交通 ○
一般社団法人日本カーシェアリング協会

代表理事　吉澤武彦

138 平成27年4月24日 ・豊橋市におけるモビリティ・マネジメントの取組みについて 地域交通
豊橋市　都市計画部

都市交通課　山口雅己

139 平成27年4月24日 ・金沢市公共レンタベビーカー「ベビのり」事業について 地域交通 ○ まちのり事務局　五島真由美

140 平成27年5月29日
・「ちがさき自転車プラン」とみんなが主役の自転車まちづくり
　～市民や事業者との協働で進めてきた１０年間～

交通計画 ○ 茅ヶ崎市　都市部　都市政策課

141 平成27年5月29日 ・住民と行政の協働による「烏山ネット・わぁ～く・ショップ」の取組について 地域交通 ○
烏山ネット・わぁ～く・ショップ世話人

福永順彦

142 平成27年6月30日
・ひとりでも多くの子どもに、自転車に乗る楽しみを～ヨーロッパ発の自転車教室
「ウィーラースクールジャパン」の活動報告～

地域交通 ○ ウィーラースクールジャパン

143 平成27年7月29日
・被災地で求められる『移動困難者支援』とは～移動支援Reraの活動から見る、
　東日本大震災における移動困難者問題の変遷とこれから～

地域交通 ○
特定非営利活動法人

移動支援Rera　代表　村島弘子
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144 平成27年8月27日 ・南信州地域交通問題協議会の取り組みについて 地域交通
南信州広域連合　事務局　広域振興係
南信州地域交通問題協議会　事務局

145 平成27年10月1日 ・行政と地域住民の連携により高齢者の外出を支援する取組について 地域交通 ○
福山市　保健福祉局

長寿社会応援部　高齢者支援課

146 平成27年10月30日
・高知のまちに「タウンモビリティ」を！
　～高知市京町商店街におけるタウンモビリティ事業の取組～

地域交通 ○
NPO法人福祉住環境ネットワークこうち
「タウンモビリティ運営委員会」事務局

147 平成27年12月1日 ・利用者目線で交通まちづくりを考える～NPO法人ゆうらんの取組について～ 交通情報 NPO法人ゆうらん　理事長　松本公洋

148 平成27年12月25日 ・住民参加による移動サービスの意義と新しい展開 地域交通 ○
NPO法人　全国移動サービスネットワーク

事務局長　伊藤みどり

149 平成28年2月19日
・岡山県赤磐市桜が丘地区ニューモビリティ導入事業
　～住民と共に進めるモビリティによるコミュニティづくり～

地域交通 ○ 岡山県　赤磐市

150 平成28年2月19日
・「平川いきいきサポート」生活支援サービスについて
　～移動を含めた日常生活全般の地域支え合いの仕組み～

地域交通 ○ 袖ケ浦市役所　企画財政部　企画課

151 平成28年3月25日 ・横浜交通まちづくり協議会のUDタクシー普及への取り組み 地域交通 ○
横浜交通まちづくり協議会

代表　松川由美

152 平成28年5月16日
・エコシティ・ホイアン市におけるやさしい交通まちづくりの試み
　－公共バスプロジェクトを中心として－

観光 ○
一般社団法人　カーフリーデージャパン

望月真一・山口千恵

153 平成28年6月16日 ・町と事業者と町民が一緒になってバスを育てる取り組み 地域交通 ○ 武豊町コミュニティバス利用促進友の会

154 平成28年7月7日 ・エコカートによる地域活性化～交通弱者（高齢者等）と観光客の移動手段の確保～ 地域交通 ○ 輪島商工会議所

155 平成28年8月10日 ・加賀周遊バス「キャンバス」の取り組み～観光客と地域住民の移動手段の確保～ 観光 ○ 株式会社　まちづくり加賀

156 平成28年8月23日
・君津市デマンドタクシー「きみぴょん号」の取組
　～地域住民、児童・生徒、観光客が混乗するデマンド交通～

地域交通 ○ 君津市企画政策課

157 平成28年9月28日 ・被災地カーシェアリング活動報告・パート３ 地域交通 ○
一般社団法人日本カーシェアリング協会

代表理事　吉澤武彦

158 平成28年11月4日 ・日帰り路線バスパックによるお出かけ機会の創出 地域交通 ○
八戸市　都市整備部

都市政策課　交通政策グループ

159 平成28年11月30日 ・萩循環まぁーるバス～高齢者と観光客の利用を考慮した市街地循環バス～ 地域交通 ○ 山口県　萩市　商工振興課

160 平成28年12月26日
・生活路線バス再編の取り組み
　～計画作成、事業の実施、評価・検証、改善について～

地域交通 ○ 栃木県　足利市　市民生活課

161 平成29年2月3日 ・市原市における交通空白地域対策について～地域住民との協働による取り組み～ 地域交通 ○ 千葉県　市原市　企画部交通政策課

162 平成29年3月10日
・暮らしを支える地域公共交通の実現をめざして～市・交通事業者・地域が協働して
「まもる・育てる・つくる」～飯能市の地域公共交通について

地域交通 ○ 埼玉県　飯能市　生活安全課交通政策室

163 平成29年4月5日
・地域との連携・協働によるバスづくり
　～データを活用した地域連携の取り組み～

地域交通 ○ 福島県 会津若松市 地域づくり課


