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TTooppiiccss  

第３３回総合的交通基盤整備連絡会議の開催について 

《兵庫県姫路市にて平成２４年５月３１日開催、６月１日は現地視察会》 

（国土交通省 総合政策局 参事官室（総合交通体系）） 



 本会議は、総合的な交通施策に関し、都道府県及び政令指定都市との連絡調整を図り、各地方

公共団体における総合交通関連の検討等を支援することを目的として開催するものです。 

一月ほど前の 1/17 に、初の東京以外での開催として東日本大震災被災地である福島県郡山市

にて開催した標記会議におけるご要望に応えて、平成２４年度は年度末ではなく年度前半に開催

することとしました。 

地方開催の評判を踏まえ、今回も続けて東京ではなく他の地域にて開催いたします。第３３回

は阪神・淡路大震災を克服すると共に、日本海から瀬戸内海・太平洋双方に面し、積雪寒冷地か

ら中山間地、平野部、離島まで多様な地形を有する日本のへそ（標準子午線）兵庫県内において

開催いたします。 

具体的には姫路市にて平成２４年５月３１日（木）に連絡会議を、翌６月１日（金））には、

現地視察を行う予定です。詳細の講演内容については調整中ですが、先行案内をさせて頂きます。

議事次第、現地視察などそれぞれ内容が決まりましたら、改めて情報提供させて頂きます。 

 

  会 議：第３３回 総合的交通基盤整備連絡会議 

 開催日：平成２４年５月３１日（木） １３：３０～１８：００（予定） 

  場 所：兵庫県姫路市 イーグレ姫路 3階 あいめっせホール（姫路駅北口徒歩１０分） 

http://www.city.himeji.lg.jp/i-messae/shisetsu-annai/index.html  

  参加者：都道府県、政令指定都市の担当課長等、希望される区市町村担当者 

  議事次第：検討・調整中 

  現地視察：翌６月１日（金）兵庫県内にて現地視察（予定・調整中） 

 

標記会議におきましては、都道府県及び政令指定都市の交通関係の担当者のほか、希望される

区市町村の担当者にも幅広くご出席頂きたいと考えています。 

標記会議へのご出席を希望される区市町村の担当者の方は、必要事項（区市町村名、部署・役

職名、ご出席者名、1 部、2 部、現地視察それぞれの参加意向、電話番号、E-mail）をご記入の

上、平成２４年５月１１日（金）までに、メールマガジン担当（野津）宛てに、以下に示す E-mail

アドレスまでお送り下さい。追って、当方から確認の E-mail をお送り致します。 

応募先 E-mail：soukou@mlit.go.jp 

※会場の都合上、出席の申込は先着順とさせて頂きます。座席数は過去最大数（H23 年度の倍）

を確保しておりますが、希望者多数の場合、勝手ながら出席の申込をお断りする場合がありま

すので、予めご了承下さい。 



地地域域のの取取りり組組みみ紹紹介介  

東日本大震災後の広域的な移動支援 
 ～被災地に隣接する山形県の取組～【震災特集第３弾】 

         （山形県 企画振興部 交通政策課） 

これまで、震災関係として過去

の取り組み(中越地震)、被災地に

おける取り組み(カーシェアリン

グ)と紹介して参りましたが、今回

は、激甚な被害となった地域への

隣接自治体の支援の取り組みとし

て山形県の取組をご紹介します。 

東北に土地勘のない方々には実

感できないかもしれませんが、仙台

市と山形市は思いの外近く、直線距離で約５０ｋｍ、バスで１時間程度と通勤圏と言っても良い

状況です。そのような地形条件の中、被災地に隣接する自治体としての「奮闘」をお読み頂き、

今後想定される大規模地震への近接自治体との事前の検討等に活かして頂けると幸いです。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1202yamagata.pdf 

 

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 

（エコファミリーキャンペーン協議会事務局 
 大阪府都市整備部交通道路室都市交通課 NPO 法人大阪府民環境会議） 

各地域において、公共交通の利用促進に向けた様々な取

り組みが行われていることかと思います。今回大阪府にお

ける 7年に及ぶ試行錯誤の取り組みのうち、昨年度の取り

組みについてご紹介いたします。 

本文より、『ターゲットを小学生』『教材のみならず「お

トク」情報も載せている』『キャンペーン費用を民間企業

の協賛金で賄う』等興味深く感じています。公共交通にか

かる啓発が出来、かつ民間企業側も学校や交通機関に企業名入りの資料が配布されるメリ

ットがあると WIN-WIN の取り組みとしてお読みください。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1202oosaka.pdf 

仙 台山形

山形空港

東京

大阪
（伊丹）

鶴岡、
酒田

新潟

庄内
空港

山形空港ライナー

山交バス

高速バス（１３
便）

山交バス・新潟交通

路線バス（2便）

JAL（山形→伊丹）

13:15→14:35
14：45→16:05
16:15→17:35（臨）
18：35→19:55

羽越本線（特急い
なほ、普通）

ANA（庄内→羽田）

07:10→08:10
09:30→10:30
14:00→15:00
18:10→19:15

JR上越新幹線

JAL（山形→羽田）
10:25→11:25 13:15→14:15（臨）
15:40→16:40（臨）

庄内交通リムジンバス

乗り合いタクシー

平成２３年３月１３日１２：３０現在

山 形 県 地 域 ・ 交 通 政 策 課

【運行状況の確認：関係先URL】

JR東日本 http://www.jreast.co.jp/

JAL   http://www.jal.co.jp/

ANA  http://www.ana.co.jp/

山交バス http://www.yamakobus.co.jp/

庄内交通 http://www.shonaikotsu.jp/

新潟交通 http://www.niigata-kotsu.co.jp/

JAL（伊丹→山形）

08:40→09:55 11:30→12:45

11:30→12:45（臨） 13:00→14:15

JAL（羽田→山形）
14:45→15:45（臨） 13:45→14:45（臨）
16:50→17:50

ANA（羽田→庄内）

06:55→07;55
12:15→13;15
16:30→17:30
20:15→21:15

・便数は1日あたりの便数。
・道路状況等により遅れが予想されます。時
間には余裕を持ってお出かけ下さい。
・満席等の場合、ご利用いただけないことが
あります。
・移動を必要とする方が多くいます。不要不急
の移動はお控え下さい。

山交バス・庄内
交通

高速バス（９便）

仙台、東京、大阪、新潟方面と山形間の公共交通による移動手段

（023-630-2234）

庄内交通夜行バス
（夜行、予約制）

運航路線、便の状況は、随時変
更の可能性があります。

本文より（HP で公表された移動手段紹介） 

本文より（協賛企業名入り広報）



参参事事官官室室だだよよりり  

 「ＩＣＴを活用した歩行者移動支援に関する勉強会」（第７回）の開催について 

今年度最後の「ICT を活用した歩行者の移動支援に関する勉強会」(座長：坂村健 東京大学大

学院情報学環教授)の第７回を２月２９日に開催いたします。 

今回の勉強会では、歩行者移動支援サービスの導入ガイドライン案やビジネスモデルなどにつ

いて議論が行われる予定です。会議の内容については、次回以降に本メールマガジンにてご報告

させていただきます。 

■（参考）過去の勉強会ホームページ： 

第 1～6回：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_fr_000002.html 

《記者発表資料はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000027.html 

 

 参事官室（総合交通体系）の引っ越しついて 

現在当室は霞ヶ関の合同庁舎 3号館 2階外務省側に位置しておりますが、来る 3/9 をもって引

っ越しを行います。3/12 以降 4 月末までは、以下の URL の地図にお示しした場所（合同庁舎 2

号館 12 階国会側）に移転（暫定）となります。4 月の本移転後の場所については、また改めて

詳しくご連絡いたします。 

《引っ越し先地図↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1202haiti.pdf 

 

室員紹介 ～ 第十回 野津専門調査官～ 

 区切りの第十回は、あのゆるキャラ日本一に輝いた「くまモン」

で有名（？）な熊本県熊本市出身の野津隆太でございます。 

いつも編集後記でお世話になっておりますが、改めて自己紹介

をさせて頂きます。先日行って参りました欧州の報告も若干交え

てご紹介いたします。（欧州視察報告の詳細については、今

後取りまとめ次第お知らせいたします） 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1202situin.pdf 

  

  

くまモンオフィシャル HP より
（こんなのも売ってます・・・）



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７２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 10 月から 1月まで準備を重ねておりました第３２回総合的交通基盤整備連絡会議終了か

ら切れ間なく、第３３回の準備を始めております。会場は兵庫県です。姫路城の歴史的改修を間

近で見ることの出来る「天空の白鷺」を行っている姫路市にて会議を行い、大河ドラマ「平清盛」

の舞台としても盛り上がる兵庫県下にて現地視察会を予定しております。是非とも、総合交通体

系にかかる意見交換、議論へのご参加と合わせて、関西、兵庫県、そして姫路市の良さを感じて

頂く機会にして頂けると幸いです。 

我々行政は「年度」を区切りに仕事をまとめることが多く、正に 1月（行く）・2月（逃げる）・

3月（去る）と言われるように、気がつくと時間が過ぎていることがあります。どうにか、この

年度末を乗り切り、第 33 回連絡会議に向けて邁進していきたいと思います。 

最後に、来月 3月には東日本大震災から 1年をむかえます。今回山形県の取り組みについて紹

介いたしましたが、発生以来被災地のみならず、被災地周辺及び全国が様々な形で緊急対応、復

旧、復興に向けてご尽力されている事かと思います。1/18 のいわき市での現地視察で被災地域

の現状を目の当たりにすると、まだまだこれから、と言う認識を新たにしたところです。1年と

の一つの区切りはむかえますが、思いをまた新たにする契機にして来たいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


