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平成
平成 28
28 年度
年度

国土交通省

地域公共交通活性化シンポジウム in 関西
〜 地域とともに いきる公共交通 〜

日時：平成28年12月２日
（金） 13：00〜17：30

13:00

開会挨拶

13:10

基調講演

場所：テイジンホール

プログラム
国土交通省近畿運輸局長

若林

陽介

地域の特性をふまえた公共交通のあり方
−地域の眼で見る・学ぶ・動く−

平安女学院大学国際観光学部 准教授

井上

学氏

13:50

事例紹介①「ぐるっと生瀬」の取組について

14:30

休憩（10 分）

14:40

事例紹介②

弘南鉄道大鰐線の取組について

15:20

事例紹介③

路面電車を利用した
低炭素型集配システムについて

「ぐるっと生瀬」運行協議会 事務局長
阪急タクシー（株）営業部営業企画室 副室長
西宮市都市局都市計画部交通計画課 課長

弘前市都市環境部 部長
弘南鉄道（株）業務部営業課 課長

京福電気鉄道（株）鉄道部長
ヤマト運輸（株）京都主管支店長

16:00

休憩（10 分）

16:10

パネルディスカッション

テーマ「地域とともに

石原 隆典 氏
花田 崇昭 氏
山本 和男 氏

柳田
工藤

三宅
井波

穣氏
司氏

章夫 氏
勝宏 氏

いきる公共交通」

コーディネーター：井上 学 氏（平安女学院大学）
パネリスト：
石原 隆典 氏（「ぐるっと生瀬」運行協議会） 花田 崇昭 氏（阪急タクシー（株））
山本 和男 氏（西宮市）
柳田 穣 氏（弘前市）
工藤 司 氏（弘南鉄道（株））
三宅 章夫 氏（京福電気鉄道（株））
井波 勝宏 氏（ヤマト運輸（株））
金指 和彦 （近畿運輸局）

17:30

閉会
公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」

主催

国土交通省 近畿運輸局

後援

関西鉄道協会、近畿バス団体協議会、近畿ハイヤータクシー協議会
近畿倉庫協会連合会、日本ロジスティクスシステム協会
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講師プロフィール
公共交通利用促進
キャラクター「のりたろう」

いのうえ

■井上

まなぶ

学：

いしはら

■石原

たかのり

隆典：

平安女学院大学 国際観光学部 准教授

「ぐるっと生瀬」運行協議会 事務局長

1996 年 立命館大学文学部地理学科卒
業。2007 年 立命館大学大学院文学研究科
博士後期課程地理学専攻修了（文学博士）。
2008 年 平安女学院大学国際観光学部国際
観光学科講師、2012 年より現職。
主な研究テーマとして、交通地理学・
交通観光学、まちづくりにおける公共交
通の役割、観光行動における公共交通の
利用、バスマップの作成。

2012 年より生瀬における交通問題の解
消に向けコミュニティバス導入実現に携
わる。
2013 年に青葉台自治会長に就任と同時
に、
「ぐるっと生瀬」運行協議会（準備会）
を立ち上げ、事務局長に就任。
2015 年 10 月より本格運行を開始し、
各自治会がともに連携・協働して住民主
体の運営に日々奔走している。

は な だ

■花田

たかあき

崇昭：

阪急タクシー ( 株 ) 営業部 営業企画室 副室長
1997 年同社入社、予約配車センター、
本社業務課、営業推進室、構造改革推進
チームを経て現職。現在、営業管理・営
業企画・広報・ＣＳ推進等を担当。
「ぐるっと生瀬」の本格運行の実現を
めざして、３年前、有償社会実験のプロ
ポーザルに応募し、準備段階から運営に
参画。昨年、同社にとって初めてとなる
一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取
得して、本格運行を開始した。
やなぎた

■柳田

ゆたか

穣：

弘前市 都市環境部 部長
2010 年４月国土交通省入省。九州地
方整備局港湾空港部、佐伯河川国道事務
所、国土政策局広域地方政策課、都市局
市街地整備課を経て、2016 年４月より
現職。
現在、公共交通の再編とコンパクトな
まちづくりに向けた施策を担当。

み や け

■三宅

あ き お

章夫：

京福電気鉄道 ( 株 ) 鉄道部長
1997 年京福電気鉄道株式会社入社。
嵐電の運賃均一化やスルッと KANSAI、
ＩＣカードシステム導入、運行計画改編
等の計画、協議に携わる。嵐電天神川・
撮影所前駅新設等の交通結節整備事業に
も携わり、2015 年より現職。
現在は、来春の阪急・京福西院駅の結
節改善事業にソフト・ハード両面から、
これまでの経験を活かし参画中。

やまもと

■山本

か ず お

和男：

西宮市 都市局 都市計画部 交通計画課 課長
1991 年西宮市役所に入所。技術職と
して下水道・道路の部署で事業計画から
工事の設計・現場監督を担当。特に、道
路部局に 12 年間在席し、都市計画道路
整備プラグラムの策定や、渋滞道路の解
消プログラムなどを手掛ける。2013 年
から防災部局を経て、2016 年より現職。
「ぐるっと生瀬」では、理事会への出
席や関係機関との協議調整など側面的な
支援に力を注いでいる。
く ど う

■工藤

つかさ

司：

弘南鉄道 ( 株 ) 業務部 営業課 課長
1990 年弘南鉄道株式会社入社。駅業
務、運転士業務を経て 2008 年より現職。
現在、運転管理者として安全運行業務
に従事しながら、地域と連携した鉄道利
用促進を目指し、各種イベントの立案、
鉄道グッズ販売や当社マスコットキャラ
クター「ラッセル君」を活用したＰＲ活
動に取り組んでいる。

い な み

■井波

かつひろ

勝宏：

ヤマト運輸 ( 株 ) 京都主管支店長
1986 年ヤマト運輸株式会社入社。宅
急便営業所長 6 店舗歴任、京都主管支店
人事総務課長、関西支社人事責任者、姫
路主管支店長を経て 2015 年４月より現
職。
「路面電車を利用した低炭素集配シス
テム」には計画段階から参画。昨春、生
まれ育った京都に戻り、地域社会への貢
献と京都の発展に寄与すべく取り組んで
いる。
平成28年度

地域公共交通活性化シンポジウム in 関西

