
 

 

【問い合わせ先】 （担当）近畿運輸局 交通政策部 交通企画課 田中・伊藤・木村 
（電話）０６－６９４９－６４０９ 

令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 

近畿運輸局交通政策部 

  
  

地域公共交通活性化シンポジウムを開催します 
持続可能な地域公共交通～モビリティを考え共感できる人材こそがカギ～ 

近畿運輸局公式 YouTube チャンネルで Live 配信します！ 
 

 公共交通は、地域の暮らしや産業を支える社会基盤として必要不可欠である一方、少子高齢化等

の進展による利用者減少に加えて、新型コロナウイルスの影響を受け、さらに危機的な状況にあり

ます。 

このたび近畿運輸局では、昨年５月に閣議決定された「第２次交通政策基本計画」のポイントの

他、行政コストの考え方、自治体・事業者間連携の先行事例等を通じて、「持続可能な地域公共交

通」に向けたカギを探る（考える）ことを目的に、下記のとおり「地域公共交通シンポジウム」を

下記のとおりオンラインにて開催いたします。 

交通とまちづくりに携わる皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

●開催概要 

１．日 時 令和４年２月２５日（金）13 時 30 分～16 時３０分 

２．会 場 オンライン（YouTube による配信）での開催となります。 

３．参加費 無料（定員制限なし） 

４．プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．申込方法 参加には原則、事前の申込みが必要です。 

別紙申込書に記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにて申込みをお願いします。 

※本シンポジウムは、「近畿運輸局公式 YouTube チャンネル」で Live 配信を行い、開催から

10 日後を目処に、同チャンネルで一般公開予定です。収録内容を後日視聴される場合の事前

申込みは不要です。 

（配布先） 

青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、 

陸運記者会（ハイタク部会） 

◆制 度 説 明 「第２次交通政策基本計画について」 
                 国土交通省 総合政策局 交通政策課 企画室長     赤星 健太郎 
 
◆講   演 「クロスセクター効果 

～公共交通における評価指標の重要性～」 
一般社団法人 グローカル交流推進機構 理事長    土井 勉   氏 
 

◆事例紹介① 「橋本市の地域公共交通再編に向けた取り組み 
～はしもと ONE TEAM 競合から協働へ～」 

橋本市生活交通ネットワーク協議会  
橋本市 総合政策部 政策企画課 地域振興係 副主査  乾 沙也香 氏 

 

◆事例紹介② 「NPO 法人再生塾における交通まちづくりを担う実務者育成」 
特定非営利活動法人 持続可能なまちと交通をめざす再生塾 

  理事長  正司 健一 氏 
 

◆質 疑 応 答  進行：土井 勉 氏 、回答者：乾 沙也香 氏(橋本市)、正司 健一 氏(再生塾) 

【オンラインで参加者の皆様から質問を受け付けます】 

オンライン版 



持続可能な地域公共交通

～モビリティを考え共感できる人材こそがカギ～
公共交通は、地域の暮らしや産業を支える社会基盤とし

て必要不可欠である一方、少子高齢化等の進展による利用
者減少に加えて、新型コロナウイルスの影響を受け、さら
に危機的な状況にあります。
本シンポジウムでは、昨年５月に閣議決定された「第２

次交通政策基本計画」のポイントの他、行政コストの考え
方、自治体・事業者間連携の先行事例等をご紹介しながら
、「持続可能な地域公共交通」に向けたカギを皆様と共に
考えます。

2月25日(金)
13:30▶▶16:30

令和４年

プ ロ グ ラ ム

13:30 開会挨拶 国土交通省 近畿運輸局長 金井 昭彦

13:35 制度説明

「第２次交通政策基本計画について」

国土交通省 総合政策局 交通政策課 企画室長 赤星 健太郎

14:45 休 憩

13:55 講 演
「クロスセクター効果

～公共交通における評価指標の重要性～」

15:25 事例紹介②

「ＮＰＯ法人再生塾における
交通まちづくりを担う実務者育成」

特定非営利活動法人 持続可能なまちと交通をめざす再生塾 理事長
正司 健一 氏

15:55 質疑応答 進行役：土井 勉 氏（グローカル交流推進機構）
回答者：乾 沙也香 氏（橋本市）

正司 健一 氏（再生塾）

会 場

定員：制限なし
締切：令和 ４ 年 ２月2１日 (月 )
申込方法：
参加には原則、事前の申込みが必要です。
裏面の参加申込書を記入のうえ、
①kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp
のメールアドレスに送信
または

②FAX（06-6949-6169）にて送信してくだ
さい。
※お申し込みいただいたメールアドレスに
「近畿運輸局公式YouTubeチャンネル」視聴
用URL・質問用URLを事前送信いたします。

近畿運輸局 交通政策部 交通企画課
（担当：田中、伊藤、木村）
TEL：06-6949-6409
FAX：06-6949-6169

オンライン（YouTubeによる配信）開催

16:30 閉 会

国土交通省 近畿運輸局主 催 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後 援

14:55 事例紹介①
「橋本市の地域公共交通再編に向けた取り組み

～はしもと ＯＮＥ ＴＥＡＭ 競合から協働へ～」

申 込

問合せ

参加無料

近畿運輸局公式YouTube
Live配信！

近畿運輸局YouTube
チャンネルはこちらから

➡➡

オンライン

オンラインで
質問を受付

「近畿運輸局公式YouTubeチャンネル」で
Live配信を行います。
また、開催から10日後を目処に、同チャンネ
ルで一般公開予定です。

※記載の時刻は、目安であるため多少前後することがあります。

一般社団法人 グローカル交流推進機構 理事長 土井 勉 氏

橋本市生活交通ネットワーク協議会
橋本市 総合政策部 政策企画課 地域振興係 副主査 乾 沙也香 氏



 
地域公共交通活性化シンポジウム in 関西 

参加申込書【２月 2５日（金）開催】 

★参加申込方法〔定員制限なし〕【※締切日２/2１(月)必着】 

下記申込欄に記載のうえ、メールまたはＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 申込用メールアドレス：kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp 
 

         ＦＡＸ：06-6949-6169 

〔「近畿運輸局公式 YouTube チャンネル」視聴用 URL・質問用 URL を送信用に 

参加者全員のメールアドレスをご記入下さい〕 

 

★参加申込書【「無 料」でご参加いただけます】 

１．参加者 

勤 務 先 名 氏  名 E-mail 

   

   

   

   

※メールアドレスは「正確」に記載して下さい。誤記載がありますと視聴用 URL 等をお知らせ出来ません。 

２．参加者（代表）連絡先 

ふりがな 

氏 名 

 

TEL  
 

E-mail  

 ※お預かりした個人情報は、本シンポジウムの運営にのみ利用いたします。 

 ※参加証は発行いたしません。本申込書をもって参加受付といたします。 

 

★問い合わせ先 

 

近畿運輸局 交通政策部 交通企画課（担当：田中・伊藤・木村） 

〒540-8558 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第４号館 

TEL：06-6949-6409   FAX：06-6949-6169（平日 9:00～17:45） 

E-mail：kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp  

オンライン版 


