
 
 

 

 

 

 

平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ ８ 日 

北 陸 信 越 運 輸 局 
 

「地域公共交通活性化セミナーin長野」を開催します！ 
  ～ 「異分野連携」による地域公共交通の生産性向上に向けて ～ 

 

 高齢化・人口減少が進む地域においては，交通事業者の撤退による公共交通空白地域の

発生・サービス水準の低下が深刻化するとともに，運転者不足により，公共交通の維持に

支障が生じているところです。国，地方公共団体，交通事業者等の関係者が連携し，地域

公共交通の生産性向上に取り組んでいくことが益々重要になっています。 

 

 北陸信越運輸局としては，「地域公共交通活性化セミナーin長野」を開催し，「異分野

連携による地域公共交通の生産性向上」を促進する視点から，公共交通に関する最新の知

見や，国の取組等を紹介し，地域が抱える公共交通の課題の解決に資することとします。 

※「異分野連携」＝貨客混載やスクールバスへの一般客の混乗など，異なる分野間におけ

る交通サービスの連携のこと。 

＜概 要＞ 

○日 時：平成３０年２月２３日(金) 第Ⅰ部 ９：３０～１１：１５ 

第Ⅱ部 １１：３０～１２：４５ 

○会 場：ホテルメルパルク長野（３F）・白鳳  

○内 容：別紙参照 

○定 員：１５０名 (申込先着順) ※ 定員になり次第締め切らせていただきます。 

○参加費：無料 

 

＜参加申込方法＞ 

別紙の参加申込書に記載の上，メール又はＦＡＸでお申し込みください(２月１３日(火)必着)。 

○メール：hrt-hrt-kikaku@ml.mlit.go.jp 

○ＦＡＸ：０２５－２８５－９１７１ 

 

＜取材に関する留意事項＞ 

○開会から閉会まで，報道関係者のカメラ撮りや傍聴が可能です。カメラ撮りや傍聴を希望さ

れる方は，２月１３日(火)までに以下の問い合わせ先まで連絡(事前登録)をお願いします。 

○報道関係者は，腕章又はネームプレート等の報道関係者とわかるものを着用してください。 

○セミナー当日は，会場入り口で受付を済ませてください。 
  

 

 

【問い合わせ先】 

北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課  

   課長 髙橋、課長補佐 長谷川  

〔電話〕０２５－２８５－９１５１ 



主 催 ： 国土交通省 北陸信越運輸局

問い合わせ先 ： 北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課

〔電話〕 ０２５－２８５－９１５１

公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」

平成29年度 地域公共交通活性化セミナー in 長野
～ 「異分野連携」による地域公共交通の生産性向上に向けて ～

９：３０ 開会挨拶
国土交通省 北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課長 髙橋 智彦

９：３５ 講演①「交通まちづくり政策における
地域公共交通の役割と課題」（仮）

金沢大学 理工研究域 環境デザイン学系・系長 髙山 純一 氏（予定）

１０：２５ 講演②「異分野連携による地域公共交通の生産性向上」（仮）
国土交通省 公共交通政策部 交通計画課 課長補佐 酒井 達朗 氏（予定）

１１：１５～１１：３０ 休憩（１５分間）

第Ⅱ部 ：平成30年度予算案等に係る北陸信越ブロック説明会
（ １１：３０～１２：４５ ）

第Ⅰ部：セミナー （ ９：３０ ～ １１：１５ ）

日時：平成３０年２月２３日（金） ９：３０～１２：４５

会場：ホテルメルパルク長野（３F)・白鳳

国土交通省 公共交通政策部 交通支援課 企画調整官 日下 雄介 氏（予定）



本参加申込書に記載の上、メール又はFAXでお申し込みください(２月13日(火)必着)。

○メール ： hrt-hrt-kikaku@ml.mlit.go.jp ○F A X  ： ０２５－２８５－９１７１

北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課 行

平成３０年 月 日

「平成29年度 地域公共交通活性化セミナー in 長野」に下記のとおり申し込みます。

【会場案内】
ホテルメルパルク長野
長野県長野市鶴賀高畑752-8

〔電話〕

026-225-7800

JR長野駅東口より徒歩５分

〔会場までのアクセス〕
※ ホテルメルパルク長野HPより

定 員 １５０名 (申込先着順) ※ 定員になり次第締め切らせていただきます。

参加費 無料

参 加 申 込 書

組織名
ふりがな

氏名 メール 電話番号 備考

https://www.mielparque.jp/nagano/media/access.pdf

※ ホテルメル
パルク長野
HPより

（注１）本セミナーのうち、第Ⅰ部又は第Ⅱ部のみの出席を希望する場合は、
北陸信越運輸局交通企画課（025-285-9151）までお電話にてお問い合わせください。

（注２）本セミナーは同日午後に開催される「地域バス交通活性化セミナーin北陸信越」とは
別のセミナーですので，そちらにも参加される場合は，別途お申し込みが必要です。



                       

平成３０年１月１８日 

北 陸 信 越 運 輸 局 

 

「女性の活躍が公共交通の未来をきりひらく」 
地域バス交通活性化セミナーｉｎ北陸信越 の開催について 

 

１．日 時  平成３０年２月２３日（金） １３：４０～１６：４０ 

 

２．場 所  メルパルク長野 ３階「白鳳」 

       長野県長野市鶴賀高畑７５２－８ 

 

３．定 員  １２０名 

       別添リーフレット「参加申込書」によりお申込み願います。 

 

詳細につきましては、別添リーフレットをご参照ください。 

公共交通の活性化の取組みに向けて関心のある方（住民、学生、自治体担当者、交通事

業者など）はもちろん、女性ドライバーとして活躍を目指している方や女性ドライバーの

採用を検討されている会社の方の参加をお待ちしております。（女性に限らず男性も大歓迎

いたします。） 

 

【主催】 国土交通省北陸信越運輸局 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 
【後援】 長野市、公益社団法人新潟県バス協会、公益社団法人長野県バス協会 
     公益社団法人富山県バス協会、公益社団法人石川県バス協会 

 

※ 同日午前に開催される「地域公共交通活性化セミナーin 長野」とは別のセミナーですので、 

  そちらにも参加される場合は、別途お申し込みが必要です。 

 

 

北陸信越運輸局では「地域バス交通活性化セミナー」を下記のとおり開催することとし

ましたのでお知らせします。 

運輸事業における運転者不足は全国的な喫緊の課題であり、女性運転者が少なく今後の

活躍が期待される分野です。こうした中、新たな運転者採用に向け独自に取組みを行って

いる事業者や女性運転者に限ったバスの運行をすることで好評を得ている事例もありま

す。 

本セミナーでは、今後、さらに運転者、とくに女性運転者確保のため、女性が働きやす

い環境にしていくには何が必要か。女性運転者の採用は、ただ単に運転者確保だけにとど

まらず、職場の活性化や利用促進への可能性を考えます。 

 

【お問い合わせ先】 

自動車交通部旅客課 高山、新田 

℡：０２５－２８５－９１５４ 



  

第 16 回 地域バス交通活性化セミナー 

女性の活躍が 

公共交通の未来をきりひらく 

日時：平成３０年２月２３日（金） 13:40～16:40（13:10 受付開始） 

会場：メルパルク長野 ３階「白鳳」 

主催：国土交通省北陸信越運輸局、(公財)交通エコロジー・モビリティ財団 

後援：長野市、公益社団法人新潟県バス協会、公益社団法人長野県バス協会 

公益社団法人富山県バス協会、公益社団法人石川県バス協会 

バス交通における女性の活躍と公共交通の活性化を考える

場として、長野市において、第 16 回地域バス交通活性化セ

ミナーを開催します。 

地域バス交通に関心のある方（住民、学生、自治体担当者、

交通事業者など）ならどなたでも参加できます。皆様のご参

加をお待ちしています！（入場：無料） 
 

 

【プログラム】  

13:40 開会挨拶（北陸信越運輸局、エコモ財団） 

13:50 基調講演「バス運転者不足問題から公共交通の将来を考える」 

講師 板谷 和也 流通経済大学経済学部 教授  

14:30 取組事例紹介 「女性の力で、地域にやさしい公共交通を目指して」 

～長野市 中心市街地循環バス「ぐるりん号」の取組み～ 

講師 倉島 康嘉 長野市都市整備部 交通政策課長  

湯本 卓邦 長電バス株式会社 代表取締役社長 

鈴木 立彦 アルピコ交通株式会社 運輸事業本部長 

15:00 休憩 

15:15 パネルディスカッション 「女性でも働きやすく活躍できる職場づくり」 

パネリスト：倉島 康嘉 長野市都市整備部 交通政策課長 

アルピコ交通株式会社、北陸鉄道株式会社、 

越後交通株式会社、富山地方鉄道株式会社 

上記バス会社 4 社の女性運転者 

コーディネーター：板谷 和也 流通経済大学経済学部 教授  

16:40 終了（予定） 

  



 

 

 
 

【開催趣旨】 
北陸信越地方における地域バス交通の活性化のため、長野県長野市を検討の場として、第

16 回地域バス交通活性化セミナーを開催します。 

運輸事業における運転者不足は全国的な喫緊の課題であり、女性運転者が少なく今後の活躍

が期待される分野です。こうした中、新たな運転者採用に向け独自に取組みを行っている事業

者や女性運転者に限ったバスの運行をすることで好評を得ている事例もあります。 

本セミナーでは、今後、さらに運転者、とくに女性運転者確保のため、女性が働きやすい環

境にしていくには何が必要か。女性運転者の採用はただ単に運転者確保だけにとどまらず、職

場の活性化や利用促進への可能性を考えます。 

本セミナーの前半部では、有識者からの基調講演のほか、女性ドライバーの活用を積極的に

行われている自治体からの取組紹介を行うとともに、後半部では、バス業界で活躍している女

性によるトークセッションを行い、女性が活躍できる魅力を発信するとともに、更なる雇用促

進策やひいてはバス交通活性化のための方策を検討します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【宛 先】Fax：03-3221-6674 E-Mail：bus［at］ecomo.or.jp （※［at］を@に変換下さい） 

事務局：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部（担当：岡本・中道） 

ご所属 お名前 ご連絡先（電話番号） ご連絡先（E-Mail） 

    

    

    

    

    

※ご記入いただきました個人情報は、当財団の｢個人情報保護方針｣(http://www.ecomo.or.jp/support/privacy.html) 

に基づき、適切な管理を行い、本研修会開催にあたってのご連絡を行う場合にのみ使用させていただきます。 
問合せ先：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団交通環境対策部（担当：岡本・中道） TEL：03-3221-7636  E-Mail：bus［at］ecomo.or.jp 

 

 

※セミナーの趣旨から鉄道やバスでご来場下さい 

参 加 申 込 書（第 16 回） 

 

メルパルク長野 開場案内図（ＪＲ長野駅東口から徒歩５分） 

 

 


