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CCoolluummnn  

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回最終回：イギリス・ロンドン）      （都市交通評論家 亘理 章） 

3 回にわたり掲載して参りました『自転車特集』も最終回となっております。先日の連絡会議



においても、当連載等について

「勉強になる」とお声を頂きま

した。フランクフルト、ナント、

マルメ、パリ、ロンドンの 5 都

市の取組について紹介頂きまし

たが、それぞれの取組に特徴が

ある一方で、共通点を感じて頂

いた部分もあるのではないで

しょうか。その一つが、本文の

おわりに、で記載されています「戦略的に取組がなされている」ことではないかと感じています。

本連載をご覧になってお問い合わせや質問等ありましたら、以下のアドレスまでご連絡頂きまし

たら、筆者までご連絡させて頂きたいと思います。 

※お問い合わせがありましたら右記アドレスまで → E-mail：soukou@mlit.go.jp 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1201jitennsha.pdf 

  

地地域域（（？？））のの取取りり組組みみ紹紹介介  

「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         （財団法人 国土計画協会） 

前回に引き続き、地域の取り組みではありませんが、総合交通体系を扱う当室として、

少し広域のモビリティの取組について情報提供させて頂きます。韓国旅行がより身近とな

っていることもあり、韓国へ関心を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

国土計画協会の自主研究として、本文中の目的の下、日韓往来交通機関データ整備プロジ

ェクトが推進され、一定のとりまとめの結果が公表されましたので紹介いたします。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1201kokudo.pdf 

  

参参事事官官室室だだよよりり  

【報告】第３２回総合的交通基盤整備連絡会議について 

《会議内容そして次回に向けて》 

 第３２回総合的交通基盤整備連絡会議は、開催地である福島県、郡山市のご担当の方々の多大

なるご協力の下、80 余名の参加者にて開催させて頂き、盛況のもと終了いたしました。関係の

本文より。Superhighway、走ってみたいですね。 

 

Key
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* Subject to consultation

Brent Cross to Westminster 
(A41)



皆様及びご出席の皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 連絡会議では、室蘭工業大学田村教授から基調講演

を頂くと共に、被災地であるいわき市における取組を

含め 5 つの団体の方々より、事例発表を頂きました。

また、「人材育成（交通計画分野）」をテーマにパネル

ディスカッションを開催し、パネリスト４名（室蘭工

業大学教授 田村亨、名古屋大学大学院准教授 加藤

博和、仙台市都市整備局総合交通政策部長 岩崎裕直、

兵庫県県土整備部県土企画局交通政策課主査 山内有紀（敬称略 順不同））による多様な観点か

らの議論が展開されました。 

当連絡会議に参加の出来なかった自治体の方々、またその他当メルマガ購読者の方々向けに、

当日会議資料及びパネルディスカッションの実施概要＋αとして、同会場にて開催された関連イ

ベント及び翌日 18 日に開催いたしました現地視察会（いわき市）の概要について情報提供させ

て頂きます。 

【連絡会議資料】ＵＲＬをクリック頂くと資料ご覧いただけます。 （ ）内はデータ容量 

・ 「国土交通省からの報告」総合政策局参事官室（総合交通体系） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku1.pdf(0.6MB) 

・ 基調講演「都市・地域戦略を支える総合的交通基盤整備」室蘭工業大学教授 田村 亨 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku2.pdf(0.9MB) 

・ 自治体等からの事例発表 

 「福島県いわき市における東日本大震災による避難者に対する生活交通確保の取り組

み」福島工業高等専門学校 教授 芥川 一則  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku3.pdf(2.7MB) 

 「中越地震後の持続可能な中山間地形成に向けた取り組み」中越防災推進機構 事務

局長 山口 壽道 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku4.pdf(1.7MB) 

 「青森県八戸市における取り組み」八戸市 都市整備部都市政策課 主幹 鈴木 哲 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku5.pdf(0.4MB) 

 「兵庫県における市町との取り組みについて」兵庫県 県土整備部県土企画局交通政

策課 主査 山内有紀 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku6.pdf(1.8MB) 



 「都市交通としての自転車の利用について」国土交通省 国土技術政策総合研究所道

路研究部道路研究室 主任研究官 小林 寛 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku7.1.pdf(5.2MB) 

・ ポスターセッション参加団体、実施の模様 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku8.pdf(0.1MB) 

・ パネルディスカッション 

 冒頭発表「地域公共交通確保維持改善 ５つのポイント」名古屋大学大学院 准教授 

加藤博和 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku9.pdf(2.1MB) 

 パネルディスカッション概要 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku10.pdf(0.2MB) 

 

【関連イベント（ぱらとらんじっと・フォーラム）開催概要】 

 連絡会議を開催した同会場内にて、民間企業等によるポスターセッションが開かれました。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku11.pdf(0.4MB) 

 

【現地視察会（いわき市）開催概要】 

 連絡会議参加者を始め、30 名の方に参加頂き、東日本大震災後仮設住宅に移られている方々

への移動支援の取組の現地および津波被災地（被災地域の集落、港湾施設、道路施設等）につい

て伺わせて頂きました。復興、と言うより未だ復旧を進めている現地の状況を目の当たりにして、

全国各地より参加頂いた皆様に現場の状況を深く理解頂く契機になったのではと感じています。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/rennraku12.pdf(0.2MB) 

 

【次年度に向けて】 

ご参加頂いた皆様からの意見などを踏まえ、今後の検討を進めていきたいと考えております。

頂いたご意見を幾つか紹介させて頂きます。他、こういった会議にしてほしい等ご要望などあり

ましたら、右記アドレスまでご連絡ください。 → E-mail：soukou@mlit.go.jp 

《地方開催について》アンケートを提出頂いた方の８割の方より、地方開催を今後も希望する

旨回答を頂きました（現地視察を含め現地を知ることが出来る。開催地までの移動により、

地域の状況を知ることが出来る等の理由から）。開催テーマや頻度などは検討して参りますが、

次回も含め今後とも地方開催も視野に会議を検討して参ります。 



《発表内容、パネルディスカッションについて》アンケートコメントを数例：事例発表それぞ

れの時間が短かった。パネルディスカッションはより会場内の参加を促してほしかった。災

害等のテーマを設定されており参考になった。等 

参加者それぞれの状況により、希望されるテーマは多岐にわたるかと思いますが、もう少

しじっくり議論、詳細を聞きたいとのご要望が多かったと認識しております。今後ともご意

見を参考に、皆さんの血となり肉となるような内容となるよう検討して参ります。 

  

平成 23 年度ユニバーサル社会に対応した歩行者移動支援に関する現地事業
（銀座）について 

歩行者移動支援に関する現地事業紹介の最終回、銀座にお

ける取組をご紹介します。 

地価日本一として、ある季節になるといつも報道される銀

座は、日本有数の魅力のある地域といえるのではないでしょ

うか。写真の和光も、東京にいらっしゃったことがない方で

もご存じの「風景」かと思います。 

そんな魅力ある「銀座」を、誰でもが不自由なく楽しむことが出来る事を目標とする取り組み

について紹介いたします。  

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1201idousienn.pdf 

  

室員紹介 ～ 第九回 猪股課長補佐～ 

 第九回は、秋田県由利本荘市出身猪股課長補佐です。前号、

前々号と当室で最も新しいメンバーを紹介しましたが、猪股

補佐は更に新しく昨年12月14日よりメンバーに入りました。 

今回のメルマガにて銀座の取り組みを紹介した歩行者移動

支援を担当していますが、仕事と全く関係ない少しおなかが

すいてきそうな紹介となっていますので、食前の服用をお勧

めします（特に夜）。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1201situin.pdf 

  

  

和光 HP より。 

東松山市 HP より 



ＩＩｎｎｆｆｏｏｒｒｍｍａａｔｔｉｉｏｏｎｎ  

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/sogoseisaku/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、被災後の取り組み、災害を見据えた防災力向上の取り組み等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７０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/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html



 

 

 

昨年後半より年始にかけて準備して参りました、第３２回総合的交通基盤整備連絡会議をどう

にか無事終えることが出来ました。準備を進めた当人と致しましても、会議での先生・事例発表

の皆様の議論、会議後の 50 名近く参加頂いた意見交換会の盛り上がり、翌日の現地視察会、事

務方であることを忘れて「楽しませて」頂きました（当日、2 次会にお付き合い頂いた皆様、3

次会で朝●時までお付き合い頂いた方々ありがとうございます）。 

事務局の自己満足ではなく、会議に参加者の皆様方が、会議の内容、意見交換会での参加者各

位の交流を含めて、有意義な時間を過ごしていただけたことを願っております。会場のセッティ

ングも含め開催にご協力頂いた方々、講演・発表をして頂いた皆様方、ポスターセッションに応

募頂いた方々、ご参加頂いた方々、本当にありがとうございました。 

いわき市への現地視察でも、現地の復旧、復興に向けた足取りを拝見させていただきました。

現地は厳しい状況ながらも、しっかりと一歩一歩進んでおり、説明頂いた方々より「是非福島に

来てほしい」とのお声を頂きました。ご覧の皆様も「復興支援」の想いも込めて、足を運んで頂

けると幸いです。お土産で購入した、いわき名産「メヒカリ」も大変おいしかったです。 

反省点も多々ありますので、次回開催に向け、しっかりと頑張って参ります。今回ご参加頂け

なかった皆様方にも参加頂き、満足頂ける様な内容となるよう取り組んでまいります。第３２回

が終わったばかりですが、第３３回の開催に向けて、各位にご協力頂きながら既に企画調整を進

めておりますので、またタイミングが参りましたらご紹介していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編編集集後後記記  

【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/sogoseisaku/soukou/index.html 


