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<⽇時> 
 2017 年（平成 29 年）11 ⽉ 10 ⽇（⾦） 12 時開場、13 時開始、18 時 40 分終了 
 2017 年（平成 29 年）11 ⽉ 11 ⽇（⼟） 8 時 20 分開場、9 時開始、11 時 30 分終了 

（会議終了後、現地視察を実施︓12 時〜16 時頃）     
 

<場所> 
 松⼭市総合コミュニティセンター 

（〒790-0012 愛媛県松⼭市湊町７丁⽬５） 
・キャメリアホール︓メイン会場（講演等） 
・企画展⽰ホール︓ポスターセッション、懇親会 
・コミュニティプラザ︓企業団体展⽰ブース、受付 
・第１〜９会議室︓分科会 

 
 

<主催等> 
 主催︓愛媛県、松⼭市 
 協⼒︓⾃転⾞利⽤環境向上会議全国委員会、今治市 
 後援︓⾃転⾞活⽤推進本部、国⼟交通省、警察庁、中国四国地⽅環境事務所、 

愛媛県警察本部、愛媛県教育委員会、公益財団法⼈⼟⽊学会 
 

<開催趣旨> 
 本年５⽉に施⾏された⾃転⾞活⽤推進法に基づき、地⽅⾃治体において地域の実情に応じた⾃転⾞活⽤

推進計画の策定が求められているなど、⾃転⾞の将来像を踏まえた中⻑期的な視点を持つことが重要と
なっています。 

 愛媛県では、⾃転⾞を通じて健康・⽣きがい・友情を育む「⾃転⾞新⽂化」を提唱し、しまなみ海道を
「サイクリストの聖地」とするための取組みや、県内のサイクリングコースへのブルーライン敷設をは
じめとする「愛媛マルゴト⾃転⾞道」の整備、⾃転⾞安全利⽤の普及を進めるなど、積極的に⾃転⾞関
連施策を展開しています。 

 また、松⼭市では、ロープウェー街や花園町通りにおいて、⾞線を縮⼩し、歩⾏者や⾃転⾞の空間に配
分する街路空間の再構築を実施しており、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを進めています。 

 つきましては、⾃転⾞施策を進める⾃治体をはじめ、関係者が⼀堂に集い、先進事例の紹介や課題等の
議論を深めるため、標記フォーラムを開催いたします。 

 
 
 

<参加対象者> 
 国、地⽅⾃治体、警察、NPO・団体、観光等関係者、その他⾃転⾞を活かしたまちづくり等に興味のあ

る⽅（400 名程度、事前申込制） 
 

<参加者数> 
 申込⼈数︓367 ⼈（うち懇親会︓164 ⼈） 

【内訳】 
・地⽅⾃治体︓134 ⼈ 
・国︓54 ⼈ 
・議員︓16 ⼈ 
・⼤学関係︓24 ⼈ 
・⺠間︓114 ⼈ 
・登壇者︓25 ⼈ 

 現地視察（しまなみ海道サイクリング体験）︓84 ⼈ 
 現地視察（松⼭市内の⾃転⾞⾛⾏空間創出の取組状況）︓49 ⼈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

全国⾃転⾞活⽤推進フォーラム 〜第６回⾃転⾞利⽤環境向上会議 in 愛媛・松⼭〜 【開催概要】 



2 

<プログラム（⼀⽇⽬）> 
平成 29 年 11 ⽉ 10 ⽇（⾦） 場所︓松⼭市総合コミュニティセンター 

時刻 内容 場所 

12:00 参加受付 

キャメリアホール 

13:00 
開会挨拶 

愛媛県知事 中村 時広 
松 ⼭ 市 ⻑ 野志 克仁 

13:10 
基調講演 

「都市計画の潮流と⾃転⾞の未来」 
東京⼤学⼤学院⼯学研究科 教授 ⽻藤 英⼆ 

13:40 
講演１ 

「⾃転⾞の事故防⽌対策の推進について」 
警察庁交通局交通企画課 課⻑補佐 藤本 真也 

14:00 

事例報告（分科会の代表事例の紹介） 
沖縄県名護市政策調整官                 ⼩野 雅春 
株式会社アーチヒーロー北海道 代表取締役         髙橋 幸博 
真庭市産業観光部産業政策課観光振興室 上級主事      栢野 美圭 

15:00 
ポスター発表・企業団体展⽰ブース紹介 

○ポスター及び展⽰ブースの概要について簡潔に紹介 

15:20 〜休憩・会場移動（企画展⽰ホール、コミュニティプラザへ）〜  

15:30 
ポスターセッション 

○ポスター発表、企業団体展⽰ブースでの意⾒交換等 
ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ／ 
企画展⽰ﾎｰﾙ１階 

16:45 〜休憩・会場移動（キャメリアホールへ）〜  

17:00 
講演２ 
 「⾃転⾞活⽤の推進に向けて」 

国⼟交通省⾃転⾞活⽤推進本部事務局次⻑ ⼤野 昌仁 

キャメリアホール 
17:30 

トークセッション（テーマ︓愛媛県の⾃転⾞新⽂化推進の取組み） 
 特定⾮営利活動法⼈⾃転⾞活⽤推進研究会 理事⻑      ⼩林 成基〇 
 特定⾮営利活動法⼈シクロツーリズムしまなみ 代表理事   ⼭本 優⼦ 
 愛媛県教育委員会事務局指導部⻑              ⻑井 俊朗 
 愛媛県企画振興部総合政策課⾃転⾞新⽂化推進室⻑      坂本 ⼤蔵 
 松⼭市都市整備部都市・交通計画課⻑            ⽯井 朋紀 

（〇︓コーディネーター） 

18:30 初⽇クロージング 

19:00 懇親会 ※参加申込時の事前予約制（有料） 企画展⽰ホール１階 

<プログラム（⼆⽇⽬）> 

平成 29 年 11 ⽉ 11 ⽇（⼟） 場所︓松⼭市総合コミュニティセンター 

時刻 内容 場所 

9:00 

分科会（〇︓座⻑） 
①通⾏環境 〜⾞道・⼀⽅向通⾏の安全性は︖〜 

徳島⼤学教授                   ⼭中 英⽣〇 
岩⼿県⽴⼤学名誉教授                     元⽥ 良孝 
警視庁交通部交通規制課主査                  海⽼澤 綾⼀ 
松⼭市都市整備部都市・交通計画課⻑              ⽯井 朋紀 

②安全・教育 〜何を教えるのか︖〜 
茨城⼤学教授                   ⾦  利昭〇 
地球の友・⾦沢                    三国 成⼦ 
⼤阪市⽴⼤学准教授                  吉⽥ ⻑裕 
愛媛県警バイシクル・ユニット隊員 
京都市建設局⾃転⾞政策推進室⻑            志渡澤 祥宏 
特定⾮営利活動法⼈⾃転⾞活⽤推進研究会 理事    藤本 典昭 

③ツーリズム 〜「しまなみ」に学ぶこれからのサイクルツーリズム〜 
サイクルライフナビゲーター絹代 
⼀般社団法⼈コグウェイ海外担当          ディクソン 江梨 
株式会社アーチヒーロー北海道 代表取締役      ⾼橋 幸博 
愛媛県企画振興部総合政策課⾃転⾞新⽂化推進室⻑  坂本 ⼤蔵 
特定⾮営利活動法⼈⾃転⾞活⽤推進研究会 理事⻑   ⼩林 成基 
⾃転⾞利⽤環境向上会議全国委員会幹事       ⼩路 泰広〇 
※他にポスター発表者から数名が発表予定 

④まちづくり 〜⾃転⾞をまちづくりにどう活かすのか︖〜 
北陸⼤学名誉教授                                 三国 千秋〇 
伊予鉄道株式会社常務取締役運輸本部⻑             中尾 均 
認定ＮＰＯ法⼈ポロクル 事務局⻑                  熊⾕ 美⾹⼦ 
真庭市産業観光部産業政策課観光振興室 上級主事    栢野 美圭 
特定⾮営利活動法⼈⾃転⾞活⽤推進研究会 事務局⻑  内海 潤 
公益社団法⼈⽇本交通計画協会企画室⻑             三浦 清洋 

２階会議室 

10:30 〜休憩・会場移動（キャメリアホールへ）〜  

10:40 分科会まとめ ※各分科会の座⻑より⼀⾔ずつコメント 
キャメリアホール 

11:10 閉会挨拶 

11:15 昼⾷ ※弁当については参加申込時の事前予約制（有料） ２階会議室ほか 

12:00 

現地視察 
Ａ班︓しまなみ海道サイクリング体験（定員 100 名、参加費 1000 円） 
   16 時松⼭市着 
Ｂ班︓松⼭市内の⾃転⾞⾛⾏空間創出の取組状況（定員 40 名、参加費無料） 
   15 時終了 
※参加申込時の事前予約制 

現地 
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<開催準備等> 

１）企画・打合せ 

 本フォーラムの内容については、国⼟交通省松⼭河川国道事務所、愛媛県、松⼭市、および⾃転⾞利
⽤環境向上会議全国委員会が随時打合せ等を⾏いながら検討・決定した。 

 プログラムの企画・作成にあたっては、愛媛県ならびに松⼭市の意向を把握しながら、全国委員会
が素案を作成し、内容の充実を図った。 

 ポスターセッション及び企業・団体展⽰ブースについては、全国委員会が申込要領を作成し、出展
者（社）を募集・管理した。 

 講演、事例報告、トークセッション、分科会の登壇者については、全国委員会が⼈選・提案し、愛媛
県ならびに松⼭市から依頼した。また、登壇者の交通費・宿泊費・謝⾦については、松⼭市が主体的
に対応した。 

 分科会の進⾏については、全国委員会メンバーである４⼈の学識者が４つの分科会の座⻑を務め、
進⾏プランを準備し、当⽇の管理・運営を担当した。 

 懇親会については、全国委員会の助⾔のもと、愛媛県ならびに松⼭市が企画・検討し、主体的に対応
した。 

 現地視察について、「しまなみ海道サイクリング体験」については愛媛県、「松⼭市内の⾃転⾞⾛⾏
空間創出の取組状況」については松⼭市がそれぞれ企画・対応した。 

 

２）当⽇準備・対応 

 当⽇の準備や参加者受付、会場案内、後⽚付け等のスタッフ配置については、愛媛県ならびに松⼭
市が共同で「運営マニュアル」を作成し、スタッフに配布・説明のうえ対応した。 

 会場設営や進⾏管理は、愛媛県より委託したセーラー広告株式会社が対応した。なお、企業・団体展
⽰ブースの設営・撤去については、全国委員会より委託した株式会社松⼭建装社が対応した。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

＜当⽇の準備の様⼦＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

セーラー広告㈱ 

㈱松⼭建装社 

委託（全体企画・調整・
運営・とりまとめ⽀援） 

委託（会場設営・会議運営・資料印刷） 

委託（企業・団体
展⽰ブース設営） 

設営 
協⼒ 

※協⼒、当⽇対応 
会場費負担 

愛媛県 松⼭市 

松⼭河川国道事務所 

⾃転⾞利⽤環境向上会議全国委員会 

※主催、当⽇対応 
登壇者謝⾦等対応 
運営マニュアル作成 
懇親会対応 

※主催、当⽇対応 
全体指揮・参加者管理 
運営マニュアル作成 
懇親会対応 

三者連携 

助⾔・協⼒ 

■開催都市体制■ 

▼早朝からスタッフミーティング ▼企業・団体展⽰ブース 

▼配布資料等を陳列 ▼⼿分けして配布資料の袋詰め作業 

▼受付対応チームのミーティング ▼会場案内チームのミーティング 

▼総合受付は地域別にわけて効率化 ▼総合受付の様⼦ 


