
Gen Kanaya, Hidetoshi Saitou, Yohei Harada 

平成26年度 

札幌都市圏における渋滞緩和を目的とした 

ソフト施策について 
―モビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施内容と変遷― 
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 今後の道路交通施策の方向性として、「道路を賢く使う」取組が位置づけられており、その具体として

交通需要マネジメントによる混雑緩和が提案されている。 

札幌都市圏の渋滞対策では、道路整備によるハード対策に加え、ソフト対策の新たな試みとして、平成

１１年度に全国初のモビリティ・マネジメント（ＭＭ）施策を実施し、その後も継続的に取り組んでいる。 

本稿では、ＭＭ施策の実施内容とその変遷について報告する。 
 

キーワード：渋滞対策、ソフト対策  
 

 

1. 札幌都市圏の渋滞状況 

 

(1)札幌市内の渋滞状況 

 札幌都市圏のうち、札幌市内の渋滞損失時間は6,122

万人・時間であり、北海道全域の渋滞損失時間の約５割

を占めている。札幌市は、北海道における政治・経済・

産業の中心都市であるとともに、北海道内外との広域交

流及び物流・観光・高次医療等の拠点となっており、交

通渋滞が大きな課題となっている。（図-1） 

また、札幌市内の移動手段では、自動車の利用が最も

多く、公共交通の利用が低くなっており、自動車の利用

が年々増加傾向にあることも、交通渋滞の要因となって

いる。（図-2） 

 

 

図-1 渋滞損失時間（H17） 

 

図-2 札幌市内の手段別発生集中量の推移 

（出典：札幌市総合交通計画（H24.1）） 

 

(2)札幌開発建設部の渋滞対策の取組 

 札幌開発建設部では従前より「渋滞対策プログラム」

等の施策に基づき、ハード・ソフトの渋滞対策に取り組

んできた。 

一方で、社会資本整備審議会における道路利用の適正

化議論、道路交通状況データ取得における観測環境の改

善等を踏まえ、関係機関の連携による効果的な渋滞対策

に取り組むこととし、平成24年度に「北海道渋滞対策協

議会」（以下「協議会」）が設置されており、協議会で

は、最新の交通状況データ及び地域の意見等を基に、北

海道の主要渋滞箇所211箇所を特定しているが、そのう

ち札幌市内の国道では51箇所が特定され北海道全域の約

1/4を占めている。 

 また、平成25年9月の協議会において、渋滞対策の対

応の基本方針（案）が議論され、札幌都市圏の対応方針

として「地域間連携機能の強化、都心アクセス強化道路

軸の検討」とともに、「ＴＤＭ（交通需要マネジメン

ト）等のソフト対策」等、対策効果の検証等を関連する

別紙―２
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関係機関と連携し、渋滞対策を推進することとしている。

ＭＭは、渋滞対策におけるＴＤＭ施策の１つとして、関

係機関と連携しながら実施するものである。 

なお、札幌開発建設部では、従前より渋滞対策におけ

るＭＭを検討・実施しており、平成11年度に、全国で初

めてのＭＭを札幌市あいの里地区で実施し、平成17年度

以降は、「通勤」を対象として継続的にＭＭを実施して

いる。 

 

 

2. モビリティ・マネジメントの取組 

 

(1)モビリティ・マネジメントの定義 

a) モビリティ・マネジメントの定義１） 

モビリティ・マネジメント（Mobility Management）と

は、「一人一人のモビリティ（移動）が個人的にも社会

的にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す、コ

ミュニケーション施策を中心とした交通政策」として定

義されている。 

 過度な自動車利用から公共交通機関や徒歩・自転車等

の交通手段に変容することにより、交通渋滞緩和や公共

交通機関の利用促進が期待できるとともに、自動車排出

ガスが削減されることにより、地球温暖化問題への寄与

も期待される施策である。 

ＭＭは自動車需要を削減する効果が期待されるソフト

施策として、ＴＤＭの一種であると位置付けることがで

きるが、以下の重要な特徴をもっている。 

・ 自発的な行動変化を期待する。 

・ 人々の意識や習慣といった社会的・心理的要素に

配慮する。 

・ 大規模かつ個別的なコミュニケーションを主体と

した施策である。 

b) 通勤ＭＭの定義 

ＭＭでは、通勤、通学、買い物、生活等、様々な移動

目的が対象として考えられるが、効率的な渋滞緩和を目

的として、札幌市内において渋滞発生のピークとなる朝

夕の時間帯に着目し、「通勤」を移動目的とする人を対

象者としたＭＭ（「通勤ＭＭ」）を実施してきている。 

また、「札幌市内全域の公共・民間企業」、「特定の

地域（大谷地流通センター、創成川以東地区）の民間企

業」、「札幌都市圏全域及び特定の路線（国道230号、

国道12号）の民間企業・一般市民」といった様々な属性

の対象者を選定し実施してきている。（図-3）（表-1） 

 

 
図-3 通勤ＭＭの実施箇所 

 

表-1 通勤ＭＭの実施概要 

実施年度 対象 対象地域・路線 使用ツール

札幌都市圏の民

間企業・一般市

民

特定路線の民間

企業・一般市民

札幌市内全域

大谷地流通センター

札幌市内全域の

公共・民間企業

特定地域の民間

企業

札幌都市圏

国道230号

国道12号、国道230号

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

創成川以東地区

・アンケート票

・動機付け冊子

・診断カルテ

・Webサイト

・アンケート票

・動機付け冊子

・Webサイト

・動機付け冊子

・Webサイト

 

 

(2)通勤ＭＭの取組経緯 

 札幌開発建設部では、渋滞対策として拡幅事業、バイ

パス事業等のハード対策を進めてきたが、札幌都心部で

は、用地の制約、事業費の増大、事業期間の長期化等の

課題があり、ハード対策と合わせたソフト対策が求めら

れていた。 

また、京都議定書が平成 17 年 2 月に発効し、国土交

通省として「CO２削減アクションプログラム」が策定さ

れ、温室効果ガス削減に向けた対策が求められていた。 

これらの状況を背景に、札幌開発建設部ではソフト対
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策として、ＭＭを実施することとしており、以下に、こ

れまでの取組概要を紹介する。 

  

(3)通勤ＭＭの取組実施(札幌市内全域：H17～H20) 

本格的な渋滞対策の取組として、平成17年度から、札

幌市内全域の公共・民間企業の職場を対象に通勤ＭＭを

実施した。職場を対象とした理由は、ＭＭが新しい取組

であり、参加者への趣旨説明や参加者に実施してもらう

Ｗｅｂによるアンケート等、コミュニケーションがとり

やすいことによるものである。 

a) 実施手法 

実施手法は、Ｗｅｂを用いて「かしこいクルマの使い

方プログラム」を構築し、ＴＦＰ（Trvel Feedback 

Program）を採用し交換日記形式で実施した。 

ＴＦＰとは「大規模、かつ、個別的」なコミュニケ

ーション施策の一種であり、対象者との複数回の個別

的なやりとりを通じて、各人の自発的な行動変容を期

待する施策である。２） 

 また、Ｗｅｂを用いたのは、職場でのＩＴ化が進み、

参加者の記入作業の負担軽減になること、アドバイス

の自動返信機能を付加し参加者の負担軽減になること

等による。 

Ｗｅｂを用いたＴＦＰについて、手順を説明する。 

（図-4） 

                                                         

STEP1 事前調査 ： ３日間の交通行動実績を記録する。

STEP2 診断カルテ ：

STEP3 行動変容プラン ：

STEP4 事後調査 ：

STEP5 最終診断 ：

クルマで移動することによる、CO2の排出量
や徒歩による移動による消費カロリーの計
測結果、簡単なアドバイスを自動的に表示
する。

自分の交通行動を振り返って、徒歩や公共
交通機関に変更できないかについて、自ら
が交通行動変容プランを作成する。

事前調査から２週間後の３日間について、
交通行動実績を記録する。

事前事後の比較によりCO２排出量等の増減

を表示する。  

図-4 ＴＦＰの実施手順 

 

以上の取組を、平成17年度から平成20年度まで、札

幌市内全域の公共・民間企業を対象に参加者を拡大し、

「かしこいクルマの使い方プログラム」を改善しながら

実施した。 

b)効果・課題 

Ｗｅｂを用いた「かしこいクルマの使い方プログラ

ム」のシステムを改善するとともに、実施手法を確立す

ることができた。 

一方で、札幌市内全域を対象にしつつも少数の参加者

であり、渋滞緩和等の効果把握に課題が残った。 

 

(4)通勤ＭＭの取組実施(特定地域：H20～H23) 

 平成17年度から平成20年度に実施した通勤ＭＭは、主

に実施手法の確立を目的としており、一定の知見を得ら

れたが、一方で、渋滞緩和等の効果把握が難しく課題が

残る結果となった。 

平成20年度から平成23年度は、渋滞緩和等の効果把握

及び規模の拡大を目的に、特定地域において通勤ＭＭを

実施することとした。 

a) 特定地域の選定 

効率的にＭＭを実施し効果を把握するべく、就業人口

の多い大規模事業所群を対象にして、周辺渋滞状況、公

共交通機関の整備状況、パーソントリップ調査の現況分

析等、ＭＭの効果が高いと考えられるエリアの検討を行

い実施地域を選定した。  

平成20、21年度は、全国一の貨物取扱量を誇るＪＲ札

幌貨物ターミナル駅や、トラックターミナル、団地倉庫

等が集積し、約250事業所、就業者数約7,000人と大規模

な事業所群である「大谷地流通センター」を選定した。 

平成22、23年度は、約2,700事業所、就業者数約45,000

人であり、立地する企業の業種も電気、ガス、食品製

造・販売、生保等様々である「創成川以東地区」を選定

した。 

両地域ともに公共交通機関は、ＪＲ、地下鉄南北線、

東西線、東豊線、バスターミナルがエリア内や近隣に存

在しており、公共交通機関と徒歩・自転車等を併用した

通勤が可能である。 

b) 実施手法 

実施手法は、ＴＦＰ手法を採用した。              

今回のＴＦＰ手法では、4段階のステップ毎に、参加

者に対してコミュニケーションをとる手法としている。

(図-5) 

 平成17年度から平成20年度に実施した札幌市内全域を

対象としたＭＭでは、Ｗｅｂを用いているため、事前説

明以降は各参加者の判断となっていたのを、今回の手法

では、各段階毎に参加者へコミュニケーションをとるこ

とにより、参加率の向上や取組への理解度の向上等を期

待してのことである。                      
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STEP1 事前調査 ：

STEP2
行動変容に向けた
コミニュケーション・
アンケートの実施

：

STEP3 事後調査 ：

STEP4
通勤行動変化に関
するフィードバック

：

通勤実態のアンケート調査を行う。
アンケートの内容は住所、通勤時間帯、現状
の交通手段、自動車通勤ルートなどで、ひとり
一人に対する行動プランを作成するための基
礎データとなる。

通勤実態アンケート調査結果をもとに、通勤行
動プランをひとり一人に作成し提示する。
自動車以外の通勤手段への行動変容による

社会的メリットはCO２排出量、個人的メリットと

しては消費カロリー増加量を数値としてプラン
に明示する。

職場に対しては職場内の参加者によるCO２排

出量を作成し提示した。

通勤行動プランの提示後、ニューズレター、
リーフレットにより、行動変容のモチベーション
を向上、維持しながら、４ヶ月後に事後調査と
しての通勤実態アンケート調査を行う

事後調査結果を職場および職員へフィード
バックする。

 

図-5 ＴＦＰの実施手順 

 

 

c)効果・課題 

ステップ毎に個別対応したことにより参加者の取組

への理解度向上が図れた。また、アンケート調査により

一定の効果が検証された。 

一方で、紙によるアンケート票記入は参加者への負

担が大きく参加者の拡大につながらなく課題が残った。 

 

(5)通勤ＭＭの取組実施(札幌都市圏、特定路線：H24～

H25) 

平成17年度から平成23年度に実施した通勤ＭＭは、札

幌市内全域又は特定地域における職場を対象に実施して

おり、手法の確立や効果の把握に一定の効果が得られた

が、一方で更なる渋滞緩和等の効果増大に向けた実施規

模の拡大に課題が残る結果となった。 

平成24年度から平成25年度は、実施規模の拡大を目的

に、札幌都市圏又は特定路線において、職場に加え一般

者も対象に通勤ＭＭを実施することとした。 

a) 札幌都市圏における通勤ＭＭ 

 平成24年度は、札幌都市圏の民間企業・一般者を対

象とし、民間企業等との連携・協働のもと、モニターの

募集を行った。多数のモニター数を確保するため、エリ

アを限定せず、Ｗｅｂアンケート等も活用し、札幌都市

圏全域に広く参加者を募った。  

b) 特定路線(国道230号)における通勤ＭＭ 

 平成25年度は、渋滞の著しい都心部に着目し、都心部

への自動車の流入抑制を目的に、公共交通網の整備状況、

道路混雑状況、通勤目的の都心部への流入交通量等から、

ＭＭの効果が高いと考えられる路線の検討を行い、国道

230号を実施路線として選定した。  

 また、国道230号沿線のうち、発地側は、中央区へ着

地があり人口が集中している川沿エリア、石山エリア、

藤野エリアを対象とし、着地側は、自動車通勤が想定さ

れる駐車場を有する事業所が集中している環状通内側と

した。(図-6) 

 

図-6 国道230号における通勤ＭＭの実施箇所 

 

c) 実施手法 

平成24年度は、「特定地域の職場を対象とした通勤Ｍ

Ｍ」において、対象者がアンケートを直接記入する「ア

ンケート票」を用いた手法で実施したが、参加者への負

担が大きく取組が継続されない傾向が見受けられたため、

Ｗｅｂを活用した手法により実施した。 

Ｗｅｂでは、参加者の利便性や継続性に配慮し以下の

点を工夫している。 

・動機付けのページを作成し、公共交通利用のメリッ

トや賢い利用の仕方を提案 

・通勤プランのページを作成し、公共交通等利用計画

の作成を支援 

・交通クイズのページを作成し、毎日更新することに

より、継続的に楽しめるような仕掛け 

・動機付け、通勤プラン作成、交通クイズ、事後アン

ケートまで自然と誘導されるようなサイトを構築 

 平成25年度は、国道230号沿線のうち特定のエリアを

対象に通勤ＭＭを実施するため、上述のＷｅｂに加え、

エリア内への「アンケート票」配布と併用し実施した。 

d)実施状況 

平成24年度の通勤ＭＭでは、中央区に就業地をもつ

参加者が多い傾向であり、平成25年度は中央区を着地の

対象とし、国道230号を対象に通勤ＭＭを実施した。 

平成26年度も比較分析のため複数路線での通勤ＭＭ

を実施しており、今年度の結果により効果・課題等の分
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析を行う予定である。 

3.H26年度のモビリティ・マネジメントの取組 

 

(1)特定路線の選定 

 H26年度は、国道230号及び国道12号の2路線を選定し

ている。路線の選定にあたっては、H25年度と同様に、

公共交通網の整備状況、道路混雑状況、通勤目的の都心

部への流入交通量等から、ＭＭの効果が高いと考えられ

るとともに比較分析のため特性の異なる路線の検討を行

っている。(表-2) 

H25年度も特定路線のＭＭを実施している国道230号に

おいてH26年度も継続して行うこととした。 

比較対象路線として、国道230号と交通状況（混雑度、

通勤トリップ）は類似しているが、転換先のバス本数が

異なる国道12号を選定した。 

 また、ＭＭ実施箇所は、国道230号は、昨年度と同様

の箇所で行うこととし、国道12号は、自動車通勤トリッ

プが多く渋滞緩和に効果が高いと想定される厚別東４条

エリア、厚別東５条エリア、森林公園エリアを発地側の

対象とし、着地側は、環状通内側の国道12号沿線とした。

(図-7) 

表－2 特定路線の選定指標 

 

 

 

図-7 国道12号における通勤ＭＭの実施箇所 

 

(2)実施手法 

 ＭＭの対象は、一般者及び民間企業とするが、発地

側の一般者に対してはアンケート票による手法、着地側

の民間企業に対してはＷｅｂによる手法とした。 

 一般者に対しては、国道12号、国道230号の対象箇所

において、各5,000部の動機付け冊子、アンケート票、

行動プラン表、バスマップをポスティングにより直接配

布した。 

 民間企業に対しては、国道12号、国道230号の対象箇

所において、各５社を選定し、Ｗｅｂによる参加を直接

訪問して依頼した。 

 H26年度の新たなコミュニケーション手法として、国

道12号、国道230号のバスマップを作成した。（図-8） 

 また、対象者が自動車利用抑制へ行動変容を図ること

を目的として、これまでＷｅｂサイトで周知していた動

機付けツールを新たに冊子にて作成した。 

 

 

図-8  バスマップ（国道230号の例） 

 

(3)効果検証 

   ＭＭ実施による渋滞緩和の効果検証のため、下記の

調査を予定している。 

a)アンケート調査 

ＭＭ実施による渋滞緩和の評価を目的に実施 

b)交通量調査（試行） 

ＭＭ実施による渋滞緩和効果を、交通量の変動から定

量的に把握することを目的に実施 

c)バス停留所利用者数調査（試行） 

ＭＭ実施による渋滞緩和効果を、バス利用者の変動か

ら定量的に把握することを目的に実施 
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4.まとめ 

 

(1)ＭＭ実施の効果 

札幌開発建設部では、渋滞対策におけるソフト対策と

してＭＭを実施している。 

ＭＭは、「自発的な行動の変化」を導くための「コミ

ュニケーションを中心とした交通施策」であり、行動の

変化による渋滞緩和の効果を正確に把握するのは困難で

あるが、これまで実施してきたＭＭ実施後の参加者への

アンケート調査では、自動車利用者の約１～２割が行動

変容するとの結果が得られており、渋滞緩和に寄与する

ものと考えている。 

 

(2)今後の課題 

ＭＭを実施するにあたっては、「人はどのような時、

行動変容をおこすのか」、「人の行動変容は、どの様な

プロセスを経て達成させるのか」を理解しながら進める

ことが重要であり、Ｗｅｂやアンケート票の手法の改善

とともに、意識改革のための動機付け冊子の作成や利便

性向上のためのバスマップの作成等を実施しているが、

下記の課題がある。 

a)実施手法 

 ① Ｗｅｂによる手法 

   不特定多数を対象とできる利点があるが、細かな

エリアを特定した周知が困難であるとともに、Ｗ

ｅｂサイト自体の周知が課題となる。また、イン

ターネット環境を必要とする等の制約が生じる。 

 ②アンケート票による手法 

  細かなエリアを対象とできる利点があるが、対象エ

リアを拡大するとポスティング費用が増大する。 

b)効果の把握 

ＭＭ実施による効果の把握は、参加者へのアンケート

調査による定性的な評価が主体となっている。 

定量的な効果を把握するため、交通量調査や渋滞長調

査を試行しているがＭＭ実施との直接的な関係が不明確

である。 

 

(3)今後の取組 

    道路交通施策の方向性として、「道路を賢く使う」

取組が位置づけられており、ソフト施策として交通需要

マネジメントによる混雑緩和が提案されているところで

ある。 

札幌開発建設部では、これまでの知見を踏まえ、更な

る効率的・効果的な実施手法の検討、定量的な効果の把

握手法について検討していきたい。  
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