
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
                  目目        次次  
          

地地域域のの取取りり組組みみ紹紹介介 
◆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（弘前大学学生サークル）) 

 

最最近近のの国国のの動動きき  
◆－自転車施策等最近の話題をお伝えします－ 

  
イイベベンントト紹紹介介  

◆【報告】総合交通体系（地域モビリティ戦略）研修 について 

～講義内容のご紹介など～ 

 

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  
◆「伊香保ナビ」について  （渋川地区観光特別宣伝協議会） 

◆《記念寄稿》創刊 50 号によせて Part2 

 （第二代担当者：国土技術政策総合研究所 道路研究部 道路研究室 小林 寛） 

◆総合交通体系グループ紹介 （第６回 中村課長補佐） 

◆地域モビリティ確保の知恵袋２０１２～ 災害時も考慮した「転ばぬ先の杖」～ 

 いつでもご質問等対応します 

 

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！！ 

◆～受付窓口の変更がありましたらご連絡ください～ 

 

  
編編集集後後記記

平成２４年１２月２７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）



 

 

 

 
◆ 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 

（弘前大学学生サークル）) 

 メルマガ 54 号にして初めての大学生における取組のご紹介です。 

観光地の活性化や中心市街地活性化、地域づくり等の取組では、

よく話題となるこのキーフレーズ「よそもの、ばかもの、わかもの」

にぴったりの「大学生」と連携した活動をよく目にし、耳にし

ます。 

一方で、公共交通の利用促進など地域のモビリティの確保に向けた取組において、大学の先

生ではなく、学生の皆さん中心の取組は珍しいのではないでしょうか。（うちでもあるよ、と

言う声がありましたら是非、巻末連絡先まで。） 

どこでも、誰でもできることではないかと思いますが、全国各地でモビリティ・マネジメン

トに取り組まれている、都道府県、市町村のご担当の方々に、日々町を歩き、生活をとおして

交通の様子を感じている大学生と連携した取組の可能性を感じて頂ければ幸いです。 

《紹介記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1212hirosaki.pdf 

《記事にありますバスマップサミットのご紹介 HP↓》 

http://www.rosenzu.com/busmap/index.html 

 

 

 

◆自転車施策関連  

～「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について～（道路局） 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成し、道路管理者等に周知しております

ので、お知らせします。なお、本ガイドラインは、本年 4月 5日、「安全で快適な自転車利用環

境の創出に向けた検討委員会」からの提言を受け、警察庁と連携し、国土技術政策総合研究所

の調査・研究の成果等も踏まえ、作成したものです。（HP 抜粋）」 

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 

 

～自転車等駐車場の整備のあり方に関するガイドライン～（都市局） 

「放置自転車の実態を把握した上で、それぞれのニーズに合わせた自転車等駐車場の整備を進

めることが必要になってきております。このような状況を踏まえ、自転車等駐車場整備のため

の調査方法や方策について、各都市の事例を織り交ぜながらガイドラインとしてとりまとめ致

地域の取り組み紹介 

最近の国の動き （ ）内は情報元の組織です 

H ・ O ・ T  Managers の HP よ り

http://hotmanagers.blog.shinobi.jp/ 



 

 

しました。各都市の今後の自転車等駐車施策の参考として活用頂ければ幸いです。 （HP 抜粋）」 

http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_gairo_tk_000015.html 

 

◆総合的な取組 （都市局など） 

～都市の低炭素化の促進に関する法律（略称：エコまち法）が、12/4 に施行されました～ 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html 

 

◆道路施策関連 （道路局） 

～国道（国管理）の維持管理等に関する検討会～ 

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故以来高い注目を集める、交通基盤の維持管理につ

いて、事故以前より議論されている国道（国管理）についての検討会をご紹介します。「国道（国

管理）の今後の維持管理のあり方について幅広くご議論いただくため、「国道（国管理）の維持

管理等に関する検討会」を設置します。（HP より要約）」 

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/road_maintenance/index.html 

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故関連の情報は以下の URL を参照ください 

http://www.mlit.go.jp/road/road_tk1_000033.html 

 

 

 

◆【報告】総合交通体系（地域モビリティ戦略）研修 について 

～講義内容のご紹介など～ 

標題の研修について、11月 27 日から 11 月 30 日の 4

日間にわたり無事開催させて頂きました。 

２年目となる今年は、昨年以上に充実した研修とす

べく取り組み、講師の方々の貴重な講義などにより、

研修員１９名全員より、研修成果に対して『満足 or大

変満足』との評価を頂きました（具体的な感想、評価

は、以下に紹介する『受講成果･感想』をご覧下さい）。 

講師の皆様、現地視察に対応頂いた皆様、参加された皆様ありがとうございました。 

以下、当該研修の講義内容等について情報提供させて頂きます。研修に参加することの出来

なかった方々にも貴重な情報かと思います、ファイルはデータ容量が大きいものもありますが、

是非ご覧下さい。 

【講義資料と受講成果】 

URL をクリック頂くと講義資料ご覧いただけます。 （ ）内はデータ容量 

イベント等紹介 



 

 

【【講講義義】】（（カカリリキキュュララムム順順））  

※※各各講講義義のの受受講講成成果果・・感感想想ははここちちらら（（講講義義資資料料ををごご覧覧頂頂くく参参考考ににししてて下下ささいい））  

    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu0.pdf  

「「総総合合交交通通体体系系とと地地域域モモビビリリテティィ戦戦略略ににつついいてて」」  

  国国土土交交通通省省  総総合合政政策策局局  総総務務課課  政政策策企企画画官官（（総総合合交交通通体体系系担担当当））  有有田田幸幸司司  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu1.pdf (5.4MB) 

「「地地域域モモビビリリテティィ確確保保ににおおけけるる新新たたなな公公共共のの役役割割ににつついいてて」」  

NNPPOO 法法人人いいわわてて地地域域づづくくりり支支援援セセンンタターー  事事務務局局長長  若若菜菜千千穂穂  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu2.pdf (16MB) 

「「都都市市交交通通政政策策のの世世界界的的潮潮流流とと地地域域モモビビリリテティィ確確保保ののたためめのの戦戦略略」」  

京京都都大大学学大大学学院院  工工学学研研究究科科  准准教教授授  松松中中亮亮治治  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu3.pdf (5.0MB) 

「「公公共共交交通通政政策策とと交交通通基基本本法法」」（（カカリリキキュュララムム枠枠外外でですすがが急急遽遽入入りりままししたた））  

国国土土交交通通省省  総総合合政政策策局局  公公共共交交通通政政策策部部  専専門門官官  白白熊熊良良平平  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu4.pdf (3.2MB) 

「「地地域域のの総総合合交交通通体体系系構構築築のの取取組組  ～～京京丹丹後後市市ににおおけけるる交交通通ままちちづづくくりり～～」」  

京京都都府府  京京丹丹後後市市  企企画画総総務務部部  企企画画政政策策課課  主主任任  野野木木秀秀康康  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/kennshuu5.pdf (5.5MB) 

  

【【現現地地視視察察】】横横浜浜市市地地域域交交通通ササポポーートト事事業業実実施施地地区区（（横横浜浜市市港港南南区区））、、  

連連続続立立体体交交差差事事業業及及びび小小田田急急小小田田原原線線複複々々線線化化事事業業  

 

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  

◆「伊香保ナビ」について 

（渋川地区観光特別宣伝協議会） 

伊香保温泉の代表的な景観で、特徴でもある石段。一方で、この

石段が、車椅子利用者など移動制約者にとっては、まち歩きのため

の『バリア』となり、伊香保温泉の楽しみや感動を共有できない。

この課題に向けて、ICT を活用した歩行者移動支援施策を活用した

地域の取組をご紹介します。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1212ikaho.pdf 

本文より 

（伊香保と言えばこの風景） 



 

 

◆《記念寄稿》創刊 50 号によせて Part2 

（第二代担当者：国土技術政策総合研究所 道路研究部 道路研究室 小林 寛） 

第５０号発刊から少し時間が経ちましたが、編集者 Nの前任で、二代目の

担当者より、最近のモビリティに係る話題を寄稿頂きました。最近の国の動

きでも紹介していますが、自転車施策について現在担当しており、p200 以上

あるガイドラインの要点を紹介しています。更に、自治体の自転車施策担当

者に耳よりの『アプリ情報』もありますので、是非ご覧下さい。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1212tokubetu.pdf 

 

◆総合交通体系グループ紹介 

 第６回 中村課長補佐 

先日イベント紹介でご案内しました、東北新幹線八戸開業 10 周

年記念「交通まちづくりシンポジウムｉｎ八戸」で催されたポスタ

ーセッションに説明者として参加して来ました中村課長補佐のご

紹介です。 

ちょっとした八戸市報告もありますので、是非ご覧下さい。 

《記事はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1212shituinn.pdf 

 

◆地域のモビリティ確保の知恵袋２０１２ 

 ～災害時も考慮した「転ばぬ先の杖」～ いつでもご質問等対応します 

《知恵袋 2012～災害時も考慮した「転ばぬ先の杖」～はこちらから↓》 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_tk_000037.html 

 

ポスターセッションでご紹介した内容は

「知恵袋 2012」です。 



 

 

 

  

◆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。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。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 

※ これまでにご紹介したものを、今回グループだよりで整理しました、是非ご覧下さい。 

バックナンバー一覧： 

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

◆受付窓口の変更がありましたらご連絡ください。 

人事異動等により、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、

送信先の変更をご連絡願います。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いたします。（連絡先の追加でも結構です） 

なお、変更内容については、右記連絡先までお願いします。 E-mail：soukou@mlit.go.jp 

 

◆総合交通体系グループの所在 

《地図はこちら→》 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1204itizu.pdf 

Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ 



 

 

編編集集後後記記  
 

年末の仕事納め直前に、第 54 号お送りすることが出来ました。

ご覧頂くのが年明けの方も多数いらっしゃるかと思いますが、年末

の挨拶とさせて頂きます。 

本年も、本メールマガジンをお読みいただきありがとうございま

した。高速ツアーバスの事故や、中央高速笹子トンネルの事故など、

地域のモビリティに係る安全･安心に係る大きな出来事、超小型モ

ビリティや自転車施策等新たな取組、低炭素まちづくり法のような

交通とまちづくりの連携した取組等々、様々な方面で大きな動きの

あった１年であったかと思います。 

また、東日本大震災後の取組としても、各地で新しい動きが見られる中ですが、手探

りで皆様取り組まれているところもあり、未だ伝えることが出来ておりませんが、引き

続き情報収集を続け、機会を見て各地の奮闘されている取組をご紹介し、皆様に東日本

大震災からの復興の取組が正に今も続いていることをお伝えできればと考えておりま

す。 

 来年は年男（残念ながら 24 歳ではないです）となります編

集者Ｎですが、今後とも皆様の取組に資する『幅の広い』『多

様な』情報提供に努めてまいりますので、年が明けましても

またよろしくお願いします。 

 それでは皆様良いお年をお迎え下さい。 

 

【おまけ】当室の女性陣が最近出会った 

「東京のおいしいお菓子」第９弾。今回は、季節柄ニーズのありそうな場所

をご紹介します。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/okashihime9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 総合政策局 総務課 野津隆太（総合交通体系グループ） 

 

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 


