第三回JCOMMプログラム(1日目)

2008/07/01版

AM

レジストレーション

09:50-12:00

開催地企画 『かしこいMMの使い方』 主催=京都都市圏MM協議会 共催=近畿運輸局
講演

PM

藤井聡(協議会座長)「京都都市圏ＭＭ協議会の取り組みについて」、村尾俊道(京都府)「こう考えた、こう進めた、京都のＭＭ」

パネルディスカッション

藤井聡[協議会座長]、村尾俊道[京都府]、谷口礼史[大分県]、東徹[(社)システム科学研究所]

13:00-14:50

オープニングセッション
開会挨拶

飯田恭敬 (社)システム科学研究所会長（京都大学名誉教授）

基調講演

石田東生 (ＪＣＯＭＭ実行委員会委員長)、 Eric Schreffler （米国TRB 前TDM研究委員長、ESTC）

ＪＣＯＭＭ賞受賞式

JCOMMマネジメント賞、JCOMMプロジェクト賞、JCOMMデザイン賞、 JCOMM技術賞

15:00-17:00

ポスター発表A, ポスター発表B
発表ID 発表者

所属
PA-01 大高孝三 埼玉県企画財政部交通政策課

題目

PA-02 西尾育夫 伊賀市企画調整課

伊賀市における取組み事例

PA-03 安野亜由美 宇都宮市交通政策課

『宇都宮市モビリティ･マネジメント実施方針』について

PA-04 大澤保次 神戸市企画調整局調査室

まちづくりと一体となって交通政策を考える交通社会実験：KOBEST2007の取り組み

PA-05 高山昌英 福井県総合政策部総合交通課

チャレンジ・自転車エコ通勤の参加者を対象としたＭＭの取組み

PA-06 松田和香 国土交通省香川河川国道事務所
PA-07 杉本千佳 東京大学大学院新領域創成科学研究科

香川におけるイベント来訪者を対象としたエコモビ診断システムによるMMの実施
位置情報取得によるオンデマンドバス利便性向上の取り組み

PA-08 山口雅己 豊橋市都市計画部都市計画課

ＴＦＰによる通勤時の自動車利用削減のためのモビリティ・マネジメント

PA-09 田中孝司 神戸市交通局営業推進課

神戸市郊外部の大規模工業団地における職場ＭＭ

PA-10 堀雅清

「かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト埼玉」の実施について

京都府建設交通部交通対策課

宇治職場モビリティ・マネジメントの継続的取組と今後の展開について

PA-11 義浦慶子 (株)地域未来研究所

子育てサークルとの連携によるマップづくりと居住者向けＭＭの取組 〜六地蔵東部地域を対象として〜

PA-12 大井元揮 (社)北海道開発技術センター

当別町コミュニティバスの利用促進と効果分析

PA-13 西江幸久 (社)システム科学研究所

京都府南部地域を対象とした居住者向けMMの継続的な取組について

PA-14 伊地知恭右 (社)北海道開発技術センター

廃食油回収が公共交通利用に与える影響

PA-15 田中雅宣 (株)地域未来研究所

広島市における学校モビリティ・マネジメントの取り組みと効果

PA-16 前田善弘 ＮＰＯ法人全国鉄道利用者会議

交通事業者による公共交通教育の試みとＭＭへの応用可能性 −西鉄グループの学習漫画製作事例を中心に−

PA-17 大井元揮 (社)北海道開発技術センター

恵庭市交通すごろくの制作と実践

PA-18 溝上章志 熊本大学

行動意図法と効用モデル法による熊本電鉄LRT化の転換需要予測結果の比較

PA-19 岡部翔太 筑波大学大学院システム情報工学研究科

自動車と公共交通の広告比較 〜エモーショナルな公共交通広告の必要性〜

PA-20 中村卓雄 東京工業大学大学院理工学研究科

全国都市交通実態調査に基づく交通行動態度・行動変容可能性の規定要因に関する研究

PA-21 山本浩輔 富士市都市計画課

公共交通乗車体験イベント 親子ワンデイ・トリップ・チャレンジャー

PA-22 渋谷美佐登 カーフリーデージャパン

ヨーロッパモビリティウィーク&カーフリーデーの取組み

PB-23 谷口礼史 大分県企画振興部総合交通対策課

大分県におけるモビリティ・マネジメント施策の広がり

PB-24 宮川愛由 (社)システム科学研究所

MM施策の費用便益分析 〜メディアを活用した大規模コミュニケーション施策効果の定量評価〜

PB-25 堀内重人 NPO法人環境市民

コミュニティーバス「くりちゃんバス」の現状と課題ー治田西小学校のMMへの取組みー

PB-26 古倉宗治 (財)土地総合研究所

自転車通勤の推進方策の課題と方向性

PB-27 辻野隆雄 NPO法人環境市民

都心部での自転車レーン分離の提案

PB-28 能村聡

(株)神戸まちづくり

ターミナルバス情報の一元発信サイト『乗り場インフォ三宮』の紹介とその活用方向

PB-29 本多建
PB-30 林昌史

(株)長大 ＩＴＳ計画部
大阪市計画調整局計画部

オンデマンドシステムと乗合率向上のためのマネジメント
ドライバーおよび従業員を対象としたTFPによる継続性評価

PB-31 大井元揮 (社)北海道開発技術センター

札幌圏におけるＷＥＢを用いた職場ＭＭの実践

PB-32 武田泉
北海道教育大学札幌校
PB-33 橋本信義 名古屋市住宅都市局都市計画部
PB-34 松村暢彦 大阪大学大学院工学研究科

北海道十勝合同庁舎におけるＭＭの取り組み
特定路線沿線におけるMMのその後の効果把握
地域連携型組織による持続的なモビリティ・マネジメント活動

PB-35 石川良文 南山大学総合政策学部

市街地循環バス路線における情報提供による沿線住民の利用意向変化 −富士市ひまわりバスを事例として−

PB-36 永見正行 中部青年技術士会TMO

交通ゲームの開発と実践概要 について

PB-37 山谷杏子 国土交通省東北運輸局交通環境部

交通エコロジー教室と学校教育について

PB-38 北川真理 計画情報研究所
PB-39 浅見知秀 筑波大学大学院システム情報工学研究科

金沢市における小学校ＭＭの取組み
ひたちなか市小学校における交通すごろくの取り組み

PB-40 横山大輔 国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

自動車運転動機に着目した潜在的な態度・行動変容可能性

PB-41 谷口守

「自動車好き」：その行動と嗜好を探る

岡山大学大学院環境学研究科

PB-42 横溝恭一 宇都宮大学大学院工学研究科

17:00-18:00

バスLOSの高低によるMM実施効果の差異〜宇都宮市における路線バス利用促進MM〜

口頭発表 I モビリティ・マネジメント行政の展望
発表ID 発表者
所属
O-01 岡森正人 福山市建設局都市部
O-02 野俣光孝 国土交通省総合政策局
O-03

18:30-

青柳太

国土交通省都市・地域整備局都市計画課

題目
福山都市圏の交通円滑化に向けたＭＭの取り組みについて
モビリティ・マネジメントによる「エコ通勤」の推進について
都市交通計画におけるモビリティ・マネジメントの取り組み

懇親会

第三回JCOMMプログラム(2日目)

2008/06/24版

AM
09:15−10:15

口頭発表 ⅠI モビリティ・マネジメントの社会的便益
所属

題目

O-04

平見憲司

（財）計量計画研究所

西遠都市圏総合都市交通体系調査における大規模なワンショットTFPの試み

O-05

酒井弘

（株）まち創生研究所

メディアを活用したMMの広域的展開

O-0６

田口芳郎

鹿児島県企画部交通政策課

発表ID 発表者

10:15−11:15

〜 はじむっど！エコ通勤 社会実験〜
口頭発表 ⅠII 学校におけるモビリティ・マネジメント

発表ID 発表者

所属

題目

O-0７

山本哲矢

帯広市商工観光部商業まちづくり課

帯広市における学校ＭＭの取組み

O-0８

松村暢彦

大阪大学大学院工学研究科

小学校教育でＭＭを展開するときの配慮事項

O-0９

岸下正浩

福井県総合政策部総合交通課

高校巡回・直行バスの運行開始に伴うクルマ送迎の抑制に向けたＭＭの取組み
口頭発表 ⅠV モビリティ・マネジメントとまちづくり

11:25−12:25
所属

題目

O-10

髙塚創

香川大学大学院地域マネジメント研究科

まちなかライフスタイル情報の作成と郊外居住者の反応：都市の内発的コンパクト化の可能性

O-11

谷口綾子

筑波大学大学院システム情報工学研究科

公共交通指向型居住地選択に向けた説得的コミュニケーション

O-12

谷口守

岡山大学大学院環境学研究科

都市計画担当者及び政治家の都市コンパクト化政策に対する態度形成・変容分析

発表ID 発表者

PM
13:25−14:25

鹿児島都市圏における旅客流動の公共交通への誘導対策について

口頭発表 V バスシステム改善としてのモビリティ・マネジメント
発表ID 発表者
O-13 森栗茂一

所属

題目

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター

ターミナルバス情報の一元発信サイト『乗り場インフォ三宮』の企画運営について

O-14

山室良徳

中央復建コンサルタンツ（株）

南つつじヶ丘（京都府亀岡市）における地域との協働によるバス交通改善の取組

O-15

大下宏治

東広島市企画部企画課

過疎地域の生活交通確保を対象としたモビリティ・マネジメントの事例˜広島県東広島市での取組み˜

14:25−15:25

ポスター発表C + ブースセッション
発表ID 発表者

所属

題目

PC-４３ 山本純

筑波大学大学院システム情報工学研究科

IT･アナログ連携型公共交通情報提供システムに関する研究開発

PC-44 須永大介

（財）計量計画研究所

PC-45 岩渕伸

仙台市都市整備局

PC-46 稲垣学

和泉市都市デザイン部道路河川課

PC-47 足立典子

名古屋大学環境学研究科

名古屋市における放置自転車再使用型コミュニティサイクル「名チャリ」社会実験

PC-48 三木谷智

東京工業大学大学院理工学研究科

コミュニケーションによる放置自転車の削減：東急電鉄東横線都立大学駅における取り組み

PC-49 薄井智貴

名古屋大学大学院環境学研究科

Webを活用した情報共有型広域モビリティ・マネジメントシステムの開発

PC-50 坪内孝太
PC-51 佐藤貴行

東京大学大学院新領域創成科学研究科
(株)オリエンタルコンサルタンツ

オンデマンドバスの予約インターフェイスの多様化による利便性向上について

PC-52 細井浩一

京都府政策企画部文化学術研究都市推進室

郊外に立地する研究所を対象とした職場モビリティ・マネジメントの取組について

PC-53 鈴木春菜

東京工業大学大学院理工学研究科

買物行動の行動変容を通じたモビリティ・マネジメントの試み〜福岡県朝倉市における地産地消商業活性化の取組〜

PC-54 若林拓史

名城大学都市情報学部

可児市におけるコミュニティバスの収支改善およびＣＯ２削減に関する市民の意識調査と今後のあり方

PC-55 矢野晋哉
PC-56 加藤知美

(社)システム科学研究所
国土交通省東北運輸局

京都市 地下鉄東西線の延伸にあわせて実施したMM：右京区版，南太秦版『お出かけマップ』の作成と配布について

PC-57 加藤隆章

(社)システム科学研究所

関係機関の連携によるバスのりば案内板の実現化に向けた取組み

PC-58 土井博司

豊中市環境部環境政策室地球環境チーム

豊中市EST事業におけるMM周知方法の取り組み

PC-59 貞松純子

(株)地域未来研究所

学校教育におけるＭＭの新たな展開に向けた取組〜バス・エコファミリーに合わせたＭＭと小学校教諭向け事例集の作成〜

PC-60 山内有紀

兵庫県阪神北県民局県土整備部

川西再発見！〜川西市立東谷小学校との活動について〜

PC-61 柳田穣

筑波大学院システム情報工学研究科

鉄道車両内迷惑行為の発生頻度に関する 同調 効果と､その事実情報提供による態度変容分析

PC-62 丸石浩一

筑東日本高速道路 関東支社

公共交通まちづくりワークショップにおける議論と意識変化の関係について

PC-63 八木浩一
PC-64 中村幸治

災害時交通流監視システム研究会
(社)北海道開発技術センター

高網羅性ＯＤ観測手法・セルサイドプローブによるＭＭ効果測定の可能性

PC-65 大藤武彦

(株)交通システム研究所

福岡におけるモビリティ・マネジメントの取り組みについて
〜居住者を対象とした大規模なプログラム実施と、長期的な効果継続状況の検証〜
仙台市におけるモビリティ・マネジメントの取り組み
和泉市における公共交通利用活性化プロジェクト
-市民，事業所，学校を対象とした総合的なモビリティ・マネジメント-

大学新入生を対象としたバス情報提供を通じたＭＭの取組み

ドライブ観光におけるカーボンオフセットの実践〜シーニックバイウェイ北海道での取り組み〜
総合交通政策を推進していくための一つのアプローチ
‐「再生塾‐持続可能なまちと交通をめざして」を通じた人材育成の試み‐

口頭発表 VI モビリティ・マネジメントの多面的展開に向けて

15:35−16:35
所属

題目

O-16

田中浩史

島根県地域振興部交通対策課

モビリティ・マネジメントの手法を活用した地方鉄道の利用促進

O-17

大藤武彦

（株）交通システム研究所

自転車を活用した公共交通活性化の試み -「サイクルネットワーク みなと」-

O-18

太田裕之

東京工業大学大学院理工学研究科

カーシェアリング加入促進を目的としたTFP

発表ID 発表者

16:35ー16:55

松江都市圏における事業所への組織的モビリティ・マネジメントの試行

クロージングセッション

