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特定非営利活動法人 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ

地域ＩＴＳの取組み状況
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実用化・普及の進展と新たな課題への挑戦

1996
関係５省庁

ナビゲーションシステムの高度化

自動料金収受システム

安全運転の支援

交通管理の最適化

道路管理の効率化

公共交通の支援

商用車効率化

歩行者の支援

緊急車両の運行支援

Ｉ

Ｔ
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想

2004
日本ＩＴＳ推進会議

Ｉ

Ｔ

Ｓ

推

進

の

指

針

安全性向上

円滑化・環境負荷軽減

利便性向上

地域の活性化

基盤の整備と国際化

2010
ITS Japan

持続可能な

モビリティ

の実現

Ｉ

Ｔ

Ｓ

総

合

戦

略

２

０

１

５

Ｉ

Ｔ

Ｓ
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期
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２
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０

ファースト・ステージ

（実用化の推進）

セカンド・ステージ

（普及・社会還元加速）

次世代ＩＴＳ

（社会的課題への対応）

2013
東京 世界会議

2004
名古屋 世界会議

1995
横浜 世界会議



ＩＴＳ Ｊａｐａｎの中期計画 （2011-2015）

道路交通の

安全性向上

交通円滑化

環境負荷軽減

利便性向上

地域活性化

共通基盤整備

国際標準化

多様な都市

誰にも移動しやす

い社会

楽しく快適で安全

な移動

物流の効率化

人の移動の効率化

負の遺産を解消

災害時の対応

ITS推進の指針

(2004)
ITS長期ビジョン

2030 

2010 2015 20202005

観光

中国VICS

地図

都市創生都市創生都市創生都市創生
都市計画に即した施策の組合せ

地域にあった公共交通

モビリティー、エネルギー、情報の一体化

次世代モビリティネットワークシステム次世代モビリティネットワークシステム次世代モビリティネットワークシステム次世代モビリティネットワークシステム

災害時災害時災害時災害時////平常時ハイブリッド情報システム平常時ハイブリッド情報システム平常時ハイブリッド情報システム平常時ハイブリッド情報システム防災

幹線物流、都市内物流

隊列・自動走行

次世代物流次世代物流次世代物流次世代物流

共通基盤構築と利活用促進共通基盤構築と利活用促進共通基盤構築と利活用促進共通基盤構築と利活用促進
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次世代協調型システム次世代協調型システム次世代協調型システム次世代協調型システム

環境・利便支援

安全運転支援

J-Safety

国際展開戦略企画国際展開戦略企画国際展開戦略企画国際展開戦略企画



中期計画（中期計画（中期計画（中期計画（2011201120112011～～～～2015201520152015）））） 取り組みの柱取り組みの柱取り組みの柱取り組みの柱
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取り組みの方向性取り組みの方向性取り組みの方向性取り組みの方向性

エネルギー供給のエネルギー供給のエネルギー供給のエネルギー供給の

革新に対応した革新に対応した革新に対応した革新に対応した

交通システム交通システム交通システム交通システム

次世代協調型次世代協調型次世代協調型次世代協調型

運転支援システム運転支援システム運転支援システム運転支援システム

情報共有型社会の情報共有型社会の情報共有型社会の情報共有型社会の

交通システム交通システム交通システム交通システム

産官学連携促進と産官学連携促進と産官学連携促進と産官学連携促進と

事業基盤の拡充事業基盤の拡充事業基盤の拡充事業基盤の拡充

国際連携と国際連携と国際連携と国際連携と

海外展開支援海外展開支援海外展開支援海外展開支援

地域と連携した地域と連携した地域と連携した地域と連携した

ＩＴＳ展開促進ＩＴＳ展開促進ＩＴＳ展開促進ＩＴＳ展開促進

ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ

ＣＣＣＣ

ＤＤＤＤ

ＸＸＸＸ

ＹＹＹＹ

主な取り組み領域主な取り組み領域主な取り組み領域主な取り組み領域

1)1)1)1) 移動通信ネットワークの高速化と日常生活へ移動通信ネットワークの高速化と日常生活へ移動通信ネットワークの高速化と日常生活へ移動通信ネットワークの高速化と日常生活へ

の普及の普及の普及の普及がもたらす潜在力を活かした交通社会がもたらす潜在力を活かした交通社会がもたらす潜在力を活かした交通社会がもたらす潜在力を活かした交通社会

システムの進化システムの進化システムの進化システムの進化

2)2)2)2) 自動車の自動車の自動車の自動車の動力源の転換とエネルギー需給構造動力源の転換とエネルギー需給構造動力源の転換とエネルギー需給構造動力源の転換とエネルギー需給構造

の変化を支え、モビリティーの持続的向上との変化を支え、モビリティーの持続的向上との変化を支え、モビリティーの持続的向上との変化を支え、モビリティーの持続的向上と

省エネルギーを両立する交通システムの実現省エネルギーを両立する交通システムの実現省エネルギーを両立する交通システムの実現省エネルギーを両立する交通システムの実現

3)3)3)3) 経済活動の一層のグローバル化と担い手となる経済活動の一層のグローバル化と担い手となる経済活動の一層のグローバル化と担い手となる経済活動の一層のグローバル化と担い手となる

国・地域の構図の変化を先取りした国・地域の構図の変化を先取りした国・地域の構図の変化を先取りした国・地域の構図の変化を先取りしたITSITSITSITS分野の分野の分野の分野の

国際連携のリード国際連携のリード国際連携のリード国際連携のリード

4)4)4)4) 誰もが誰もが誰もが誰もが多様なライフスタイルで活き活きと暮らす多様なライフスタイルで活き活きと暮らす多様なライフスタイルで活き活きと暮らす多様なライフスタイルで活き活きと暮らす

豊かな社会豊かな社会豊かな社会豊かな社会を支える自立的・効率的モビリティーを支える自立的・効率的モビリティーを支える自立的・効率的モビリティーを支える自立的・効率的モビリティー

の実現の実現の実現の実現



Ｄ．地域と連携したＩＴＳ展開促進Ｄ．地域と連携したＩＴＳ展開促進Ｄ．地域と連携したＩＴＳ展開促進Ｄ．地域と連携したＩＴＳ展開促進

モデル都市での先行導入と他都市への水平展開モデル都市での先行導入と他都市への水平展開モデル都市での先行導入と他都市への水平展開モデル都市での先行導入と他都市への水平展開

①①①①社会還元加速プロジェクトのモデル都市の実証実験推進支援社会還元加速プロジェクトのモデル都市の実証実験推進支援社会還元加速プロジェクトのモデル都市の実証実験推進支援社会還元加速プロジェクトのモデル都市の実証実験推進支援

②②②②地域活動の支援と地域間の情報交換の促進地域活動の支援と地域間の情報交換の促進地域活動の支援と地域間の情報交換の促進地域活動の支援と地域間の情報交換の促進 ［地域ＩＴＳ］［地域ＩＴＳ］［地域ＩＴＳ］［地域ＩＴＳ］
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地域ＩＴＳ活動の位置付け
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企業企業企業企業 等

社会

国際社会

国産産産産

自治体自治体自治体自治体

学学学学

民民民民

ITS Japan

国や社会、国際社会国や社会、国際社会国や社会、国際社会国や社会、国際社会

に対し、課題やあるべに対し、課題やあるべに対し、課題やあるべに対し、課題やあるべ

き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言

≪≪≪≪メインストリームのミッションメインストリームのミッションメインストリームのミッションメインストリームのミッション≫≫≫≫

会員企業

各地域各地域各地域各地域

先行地域先行地域先行地域先行地域

住民住民住民住民（自治体）

生活向上

利便性アップ

住民ｻｰﾋﾞｽ実現

地域間の情報流通支援

地域状況の把握

提言提言提言提言

具体化具体化具体化具体化

普及展開普及展開普及展開普及展開

事業創出

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進

２．モデル都市施策支援や地域への情報提供・情報流通支援２．モデル都市施策支援や地域への情報提供・情報流通支援２．モデル都市施策支援や地域への情報提供・情報流通支援２．モデル都市施策支援や地域への情報提供・情報流通支援



①社会還元加速プロジェクト：①社会還元加速プロジェクト：①社会還元加速プロジェクト：①社会還元加速プロジェクト： ＩＴＳモデル都市ＩＴＳモデル都市ＩＴＳモデル都市ＩＴＳモデル都市

最終年度最終年度最終年度最終年度(2012)(2012)(2012)(2012)で実用化につながる確実な成果を目指す。で実用化につながる確実な成果を目指す。で実用化につながる確実な成果を目指す。で実用化につながる確実な成果を目指す。

⇒⇒⇒⇒重点施策重点施策重点施策重点施策////テーマの絞り込み、他都市への展開方策の提案テーマの絞り込み、他都市への展開方策の提案テーマの絞り込み、他都市への展開方策の提案テーマの絞り込み、他都市への展開方策の提案

●●●●共通の課題を抱える他都市への情報発信共通の課題を抱える他都市への情報発信共通の課題を抱える他都市への情報発信共通の課題を抱える他都市への情報発信 ●●●●市民に利用してもらうための環境整備市民に利用してもらうための環境整備市民に利用してもらうための環境整備市民に利用してもらうための環境整備

地域ＩＴＳ情報センター地域ＩＴＳ情報センター地域ＩＴＳ情報センター地域ＩＴＳ情報センター

既存既存既存既存////検討中システムの活用検討中システムの活用検討中システムの活用検討中システムの活用

各都市単独施策各都市単独施策各都市単独施策各都市単独施策⇒⇒⇒⇒共通要素の他都市展開共通要素の他都市展開共通要素の他都市展開共通要素の他都市展開

災害時の情報災害時の情報災害時の情報災害時の情報

地域ニーズ、交通政策地域ニーズ、交通政策地域ニーズ、交通政策地域ニーズ、交通政策 ITSITSITSITS施策施策施策施策

＜共通施策＞＜共通施策＞＜共通施策＞＜共通施策＞

・バスを中心とした公共交通・バスを中心とした公共交通・バスを中心とした公共交通・バスを中心とした公共交通

・歩行を補完する新たな車両・歩行を補完する新たな車両・歩行を補完する新たな車両・歩行を補完する新たな車両

民間民間民間民間

行政行政行政行政

個人個人個人個人

各都市各都市各都市各都市

交通政策交通政策交通政策交通政策

ニーズニーズニーズニーズ

各都市各都市各都市各都市

実施施策実施施策実施施策実施施策

青森市青森市青森市青森市

「青森みち情報「青森みち情報「青森みち情報「青森みち情報」」」」

豊田市豊田市豊田市豊田市

「みちナビとよた」「みちナビとよた」「みちナビとよた」「みちナビとよた」

柏市柏市柏市柏市

「ＩＴＳ地域情報センター」「ＩＴＳ地域情報センター」「ＩＴＳ地域情報センター」「ＩＴＳ地域情報センター」

他都市他都市他都市他都市

＜実施施策＞＜実施施策＞＜実施施策＞＜実施施策＞

・除排雪情報・除排雪情報・除排雪情報・除排雪情報

・ヒヤリハット情報・ヒヤリハット情報・ヒヤリハット情報・ヒヤリハット情報

・デマンドバス・デマンドバス・デマンドバス・デマンドバス

・バスロケーション・バスロケーション・バスロケーション・バスロケーション

・エコドライブルート・エコドライブルート・エコドライブルート・エコドライブルート

・ＰＭＶ・ＰＭＶ・ＰＭＶ・ＰＭＶ 等等等等

広域連携広域連携広域連携広域連携

プローブ情報プローブ情報プローブ情報プローブ情報

各都市の交通政策と各都市の交通政策と各都市の交通政策と各都市の交通政策と

ITSITSITSITS活用を関連付け活用を関連付け活用を関連付け活用を関連付け

実施施策の実施施策の実施施策の実施施策の

情報提供情報提供情報提供情報提供

管理窓口の管理窓口の管理窓口の管理窓口の

一本化一本化一本化一本化

横浜市横浜市横浜市横浜市
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地域と連携したＩＴＳ展開促進

8

・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と

連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。

・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に

展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している

課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。

・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に

「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。

地域活動の支援地域活動の支援地域活動の支援地域活動の支援とととと地域間の情報交換の促進地域間の情報交換の促進地域間の情報交換の促進地域間の情報交換の促進

地域ＩＴＳ推進団体連絡会

ＩＴＳ地域交流会



地域ＩＴＳ活動の交流

年間活動サイクル年間活動サイクル年間活動サイクル年間活動サイクル 次年度次年度次年度次年度

１Ｑ１Ｑ１Ｑ１Ｑ ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ ３Ｑ３Ｑ３Ｑ３Ｑ ４Ｑ４Ｑ４Ｑ４Ｑ １Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ

自治体自治体自治体自治体

地域団体地域団体地域団体地域団体

事業体事業体事業体事業体

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ ＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎ

各地域・自治体などでの具体的活動各地域・自治体などでの具体的活動各地域・自治体などでの具体的活動各地域・自治体などでの具体的活動

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

関係省庁の担当関係省庁の担当関係省庁の担当関係省庁の担当

年度の総括年度の総括年度の総括年度の総括

情報横展開・交流情報横展開・交流情報横展開・交流情報横展開・交流

①①①① ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積

②②②② ITS Japan会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開

③③③③ 適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動

実現事例

課題・工夫

実現事例

課題・工夫

実現事例

課題・工夫

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ 地域地域地域地域

交流会交流会交流会交流会

地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ

推進団体推進団体推進団体推進団体

連絡会連絡会連絡会連絡会
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開催日開催日開催日開催日 会議名会議名会議名会議名 テーマテーマテーマテーマ 参加者参加者参加者参加者

2011/7/29 第第第第1回回回回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会

in新潟新潟新潟新潟

高齢化・過疎化の中での地域交高齢化・過疎化の中での地域交高齢化・過疎化の中での地域交高齢化・過疎化の中での地域交

通の在り方について通の在り方について通の在り方について通の在り方について

新潟県内の市町村の公共交通の新潟県内の市町村の公共交通の新潟県内の市町村の公共交通の新潟県内の市町村の公共交通の

担当者担当者担当者担当者

2011/12/22 第第第第2回回回回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会

in中部中部中部中部

地域交通の確保に向けて地域交通の確保に向けて地域交通の確保に向けて地域交通の確保に向けて 中部四県の公共交通に携わる県中部四県の公共交通に携わる県中部四県の公共交通に携わる県中部四県の公共交通に携わる県

職員と市町村の公共交通担当者職員と市町村の公共交通担当者職員と市町村の公共交通担当者職員と市町村の公共交通担当者

2012/3/16 第第第第8回地域回地域回地域回地域ITS推進団体推進団体推進団体推進団体

連絡会連絡会連絡会連絡会

地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の

取り組み取り組み取り組み取り組み

～交通～交通～交通～交通ICTの活用の途を探る～の活用の途を探る～の活用の途を探る～の活用の途を探る～

地域地域地域地域ITS推進団体推進団体推進団体推進団体

社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクトITS実証実証実証実証

実験モデル都市実験モデル都市実験モデル都市実験モデル都市

ITS関係４省庁関係４省庁関係４省庁関係４省庁

2012/9/14 第第第第3回回回回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会

in青森青森青森青森

自然災害リスクにも目配りされた自然災害リスクにも目配りされた自然災害リスクにも目配りされた自然災害リスクにも目配りされた

地域交通のあり方とは地域交通のあり方とは地域交通のあり方とは地域交通のあり方とは

青森県内の地域交通に防災、交青森県内の地域交通に防災、交青森県内の地域交通に防災、交青森県内の地域交通に防災、交

通、情報、観光等で携わる担当者通、情報、観光等で携わる担当者通、情報、観光等で携わる担当者通、情報、観光等で携わる担当者

2012/11/6 第第第第4回回回回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会

in高知高知高知高知

地方の公共交通の課題と対策を地方の公共交通の課題と対策を地方の公共交通の課題と対策を地方の公共交通の課題と対策を

考える考える考える考える

高知県内の公共交通担当者、バ高知県内の公共交通担当者、バ高知県内の公共交通担当者、バ高知県内の公共交通担当者、バ

ス事業者ス事業者ス事業者ス事業者

2013/2/6

（本日）（本日）（本日）（本日）

第第第第9回地域回地域回地域回地域ITS推進団体推進団体推進団体推進団体

連絡会連絡会連絡会連絡会

地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の地域のモビリティの課題と今後の

取り組み取り組み取り組み取り組み～地域地域地域地域から期待される・から期待される・から期待される・から期待される・

役立つ役立つ役立つ役立つＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳとは～とは～とは～とは～

地域地域地域地域ITS推進団体推進団体推進団体推進団体

社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクト社会還元加速プロジェクトITS実証実証実証実証

実験モデル都市実験モデル都市実験モデル都市実験モデル都市

ITS関係４省庁関係４省庁関係４省庁関係４省庁

活動の紹介（１）
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第３回ITS地域交流in青森 ２０１２年９月１４日（金）開催

テーマ：自然災害リスクにも目配りされた地域交通のあり方とは

活動の紹介（青森）

11

■■■■交流会参加者交流会参加者交流会参加者交流会参加者

東北運輸局東北運輸局東北運輸局東北運輸局 １１１１名名名名

青森運輸支局青森運輸支局青森運輸支局青森運輸支局 １名１名１名１名

青森河川国道事務所青森河川国道事務所青森河川国道事務所青森河川国道事務所 ３名３名３名３名

青森県青森県青森県青森県 ６名６名６名６名

青森県内の市町村青森県内の市町村青森県内の市町村青森県内の市町村 １５名１５名１５名１５名

NPONPONPONPO法人法人法人法人青森青森青森青森ITSITSITSITSクラブクラブクラブクラブ ４名４名４名４名

あおもりあおもりあおもりあおもりITSITSITSITS推進研究会推進研究会推進研究会推進研究会 １名１名１名１名

スタッフスタッフスタッフスタッフ ５名５名５名５名

合計合計合計合計 ３６３６３６３６名名名名

東北運輸局の取組み紹介東北運輸局の取組み紹介東北運輸局の取組み紹介東北運輸局の取組み紹介 八戸市交通政策課の取組み紹介八戸市交通政策課の取組み紹介八戸市交通政策課の取組み紹介八戸市交通政策課の取組み紹介 青森青森青森青森ITSITSITSITSクラブの取組み紹介クラブの取組み紹介クラブの取組み紹介クラブの取組み紹介

■取組み紹介内容■取組み紹介内容■取組み紹介内容■取組み紹介内容

•青森県の情報施策（青森県の情報施策（青森県の情報施策（青森県の情報施策（情報力強化情報力強化情報力強化情報力強化、、、、情報弱者対策情報弱者対策情報弱者対策情報弱者対策）について）について）について）について

•都市型都市型都市型都市型ITSと異なる方向性を持つ地域型と異なる方向性を持つ地域型と異なる方向性を持つ地域型と異なる方向性を持つ地域型ITSの概念の概念の概念の概念についてについてについてについて

•民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者ののののプローブ情報の災害時の活用事例についてプローブ情報の災害時の活用事例についてプローブ情報の災害時の活用事例についてプローブ情報の災害時の活用事例について

•災害時の情報提供のニーズと課題等につい災害時の情報提供のニーズと課題等につい災害時の情報提供のニーズと課題等につい災害時の情報提供のニーズと課題等についてててて

•東北被災県での公共交通の復興事例東北被災県での公共交通の復興事例東北被災県での公共交通の復興事例東北被災県での公共交通の復興事例についてについてについてについて

•復興のための復興のための復興のための復興のための国の補助事業について国の補助事業について国の補助事業について国の補助事業について

•八戸市八戸市八戸市八戸市「「「「災害時公共交通行動指針等作成事業」について災害時公共交通行動指針等作成事業」について災害時公共交通行動指針等作成事業」について災害時公共交通行動指針等作成事業」について

•事業型事業型事業型事業型NPOとしてとしてとしてとして国と県と市の情報を統合したサイトの国と県と市の情報を統合したサイトの国と県と市の情報を統合したサイトの国と県と市の情報を統合したサイトの構築構築構築構築

と運用と運用と運用と運用



第３回ITS地域交流in青森 ２０１２年９月１４日（金）開催

テーマ：自然災害リスクにも目配りされた地域交通のあり方とは

活動の紹介（青森）

12

■■■■グループ討議とパネルディスカッショングループ討議とパネルディスカッショングループ討議とパネルディスカッショングループ討議とパネルディスカッション

参加者と登壇者が５つのグループに分かれて、参加者と登壇者が５つのグループに分かれて、参加者と登壇者が５つのグループに分かれて、参加者と登壇者が５つのグループに分かれて、

•利用者の情報ニーズと情報提供の在り方利用者の情報ニーズと情報提供の在り方利用者の情報ニーズと情報提供の在り方利用者の情報ニーズと情報提供の在り方

•平時の備えの在り方平時の備えの在り方平時の備えの在り方平時の備えの在り方

•組織を超えた情報の共有の在り方組織を超えた情報の共有の在り方組織を超えた情報の共有の在り方組織を超えた情報の共有の在り方

等についてグループ討議を実施。等についてグループ討議を実施。等についてグループ討議を実施。等についてグループ討議を実施。

•平常時の備え平常時の備え平常時の備え平常時の備え

•部門を越えた防災情報の共有や情報伝達の必要性部門を越えた防災情報の共有や情報伝達の必要性部門を越えた防災情報の共有や情報伝達の必要性部門を越えた防災情報の共有や情報伝達の必要性

•市民や運転者への防災情報の提供の在り方市民や運転者への防災情報の提供の在り方市民や運転者への防災情報の提供の在り方市民や運転者への防災情報の提供の在り方

等についての議論された。等についての議論された。等についての議論された。等についての議論された。

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション

グループ討議グループ討議グループ討議グループ討議

ITS JapanITS JapanITS JapanITS Japanの取組み紹介の取組み紹介の取組み紹介の取組み紹介



活動の紹介（高知）

第４回ITS地域交流in高知 ２０１２年１１月６日（火）開催

テーマ：地方の公共交通の課題と対策を考える

13

■交流会参加者■交流会参加者■交流会参加者■交流会参加者

四国運輸局四国運輸局四国運輸局四国運輸局 ４名４名４名４名

高知県高知県高知県高知県 １３名１３名１３名１３名

高知県内市町村高知県内市町村高知県内市町村高知県内市町村 ２２名２２名２２名２２名

バス、タクシー事業者バス、タクシー事業者バス、タクシー事業者バス、タクシー事業者 １８名１８名１８名１８名

講演者・スタッフ講演者・スタッフ講演者・スタッフ講演者・スタッフ １４名１４名１４名１４名

合計合計合計合計 ７１名７１名７１名７１名

横浜国大横浜国大横浜国大横浜国大 中村教授中村教授中村教授中村教授 名古屋大名古屋大名古屋大名古屋大 加藤准教授加藤准教授加藤准教授加藤准教授 イーグルバスイーグルバスイーグルバスイーグルバス 谷島社長谷島社長谷島社長谷島社長

基調講演の登壇者基調講演の登壇者基調講演の登壇者基調講演の登壇者



活動の紹介（高知）

14

■■■■講演内容（横浜国立大学講演内容（横浜国立大学講演内容（横浜国立大学講演内容（横浜国立大学 中村教授）中村教授）中村教授）中村教授）

✓Seeds Oriented ではなく、Needs Driven

✓ＩＴを駆使する、必死に考える

✓課題の本質を捉える、目的を明確にする

✓他都市の政策で良いところはまねる

■■■■講演内容（名古屋大学講演内容（名古屋大学講演内容（名古屋大学講演内容（名古屋大学 加藤准教授）加藤准教授）加藤准教授）加藤准教授）

✓公共交通の確保・維持・改善の５カ条

①目的の明確化 ②適材適所 ③一所懸命

④組織化 ⑤カイゼン

■■■■講演内容（イーグルバス講演内容（イーグルバス講演内容（イーグルバス講演内容（イーグルバス 矢島社長）矢島社長）矢島社長）矢島社長）

✓現場を知る、現場を見える化する

（ハード、ソフト、ＩＴ化）

✓利用者の声を聞く（アンケート、業務日報）

✓ＰＤＣＡサイクルをまわす

✓新たな輸送を考える

■■■■報告内容（高知県）報告内容（高知県）報告内容（高知県）報告内容（高知県）

✓高知県の公共交通の現状

✓公共交通を事業者、自治体、県民が互いに協力し

支え合う「三者鼎立（ていりつ）」の関係を樹立

■■■■報告内容（高知市）報告内容（高知市）報告内容（高知市）報告内容（高知市）

✓デマンド型乗合タクシーの実証実験の計画、導入

までのプロセス、運行概要の紹介

■■■■講師とのディスカッションポイント講師とのディスカッションポイント講師とのディスカッションポイント講師とのディスカッションポイント

✓高知市のオンデマンドタクシー実証実験へのアド

バイス

✓情報の見せ方、利用者とのコミュニケーションの

ポイント

✓情報のオープン化、共有化、省力化に向けて

第４回ITS地域交流in高知 ２０１２年１１月６日（火）開催

テーマ：地方の公共交通の課題と対策を考える

ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション



１．地域開催のシンポジウム、セミナー、研究会、の参加１．地域開催のシンポジウム、セミナー、研究会、の参加１．地域開催のシンポジウム、セミナー、研究会、の参加１．地域開催のシンポジウム、セミナー、研究会、の参加

地域の交通課題の理解と、問題解決の地域の取組みの把握

・新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会総会・講演会（新潟市） 2012/5/16

・北部九州自動車産業振興戦略検討委員会（福岡市） 2012/11/21

・交通まちづくりシンポジウム（八戸市） 2012/11/29

・地域公共交通確保維持改善セミナー（高知市） 2012/12/3

・中部地域ITS利活用促進セミナー（名古屋市） 2012/12/12

・オンデマンド交通カンファレンス（甲州市） 2013/1/30

・地域公共交通シンポジウム（豊田市） 2013/2/8-9

・ＩＴＳに関わる講演会および研究会（広島市） 2013/2/13

２．国土交通省２．国土交通省２．国土交通省２．国土交通省 総合政策局の会議への参加総合政策局の会議への参加総合政策局の会議への参加総合政策局の会議への参加

国や県の地域交通への取り組みの把握と、ITS Japan活動の紹介

・第３２回総合的交通基盤整備連絡会議（郡山市） 2012/1/17

・第３３回総合的交通基盤整備連絡会議（姫路市） 2012/5/31
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活動の紹介（２）

地域へ

足を運ぶ



地域 ＩＴＳの目指すところ

活動によって得られた視点

安全安心の視点

施策の例

・生活道路の交通安全対策

・交通弱者、高齢者への交通安全情報提供

歩行者対策、 ヒヤリハット収集提供

福祉の視点

施策の例

・いつでもどこでもオンデマンド（バス、タクシー）

・福祉施策と連動した低料金バス

・公共交通維持コストの支援（補助金）

環境の視点

施策の例

・公共交通の環境配慮（ＨＶ、ＥＶ）

・モーダルシフト、Ｐ＆Ｒの推進、ＥＶレンタカー

・充電ＳＴ配置、案内システム提供

防災の視点

施策の例

・防災情報の整備、共有化、システム化

・地域住民への情報提供（ＰＵＳＨ型／ＰＵＬＬ型）

・近隣自治体との広域連携（相互利用、情報交換）

ＩＣＴ／ＩＴＳ技術の活用

地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、住みやすい魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、住みやすい魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、住みやすい魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、住みやすい魅力ある地域を実現

社会環境の変化

インターネット環境の定着 モバイルデバイスの発展

まちづくりの視点

施策の例

・観光スポットの情報発信、流通促進（ＨＰ、ナビ等）

・観光客へのＰＵＳＨ型観光情報配信、誘導

地域の共通課題（高齢化、少子化、財政等）（高齢化、少子化、財政等）（高齢化、少子化、財政等）（高齢化、少子化、財政等）地域を支える公共交通の特長、課題

総合的交通体系の整備

地域型ＩＴＳ地域型ＩＴＳ地域型ＩＴＳ地域型ＩＴＳ ：：：： 安全、環境、福祉、まちづくり、防災等の視点で安全、環境、福祉、まちづくり、防災等の視点で安全、環境、福祉、まちづくり、防災等の視点で安全、環境、福祉、まちづくり、防災等の視点で ＩＣＴ／ＩＴＳＩＣＴ／ＩＴＳＩＣＴ／ＩＴＳＩＣＴ／ＩＴＳ 技術を活用技術を活用技術を活用技術を活用

16

次世代ＩＴＳ次世代ＩＴＳ次世代ＩＴＳ次世代ＩＴＳ

社会的課題への対応

大規模災害、高齢化、まちづくり、等大規模災害、高齢化、まちづくり、等大規模災害、高齢化、まちづくり、等大規模災害、高齢化、まちづくり、等

の様々なニーズに応えていく使命の様々なニーズに応えていく使命の様々なニーズに応えていく使命の様々なニーズに応えていく使命


