
「自転車での通勤途中、シルバー 
 世代の方が交通整理を行って 
 いる姿を見て地域で安心・ 
 安全のために自分でもできること 
 はたくさんあると再認識した。」 
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【H27実施結果のまとめ】 

○趣旨説明資料を用いた事業所訪問、参加しやすさ（web・紙面併用）、 

 デザインの見直し等により参加者数が増加 

○主に自転車（若干鉄道・徒歩）で参加 

○健康改善・CSR活動・仕事効率化が主に実感 

○継続により感じる意義の変化、やってみて気づくことがある 

○普段の自分の行動やまちを客観的に意識する機会にもなっている 

岡山都市圏における長期に展開されるMMの 
活性化に向けた取り組みとその成果 

１．これまでの状況と課題 

２．取り組み概要 

  

４．考察・今後の課題 

スマート通勤実施事務局 （岡山県県民生活部県民生活交通課・岡山市都市整備局交通政策課・岡山市保健所健康づくり課・倉敷市建設局都市計画部交通政策課・国土交通省岡山国道事務所計画課） 
㈱オリエンタルコンサルタンツ 

【H28の実施方針】 
●H27の成果を踏まえて、参加・実施をさらに広げる 

 ⇒参加者を3,700から5,000人へ 
 ⇒参加者の実施報告を簡素化 
 ⇒より丁寧な情報発信・コミュニケーション 

●交通面での成果を把握する 
 ⇒具体的な交差点等を設定し、効果を見える化 
●各関係機関との連携を図る 

３．実施結果 

「通勤時に適度な運動をすることで、 
 午前中の業務効率が上がったよう 
 に感じる。今後も引き続き自転 
 車通勤を継続したい。」 

【これまでの経緯と課題】 
 ◯CO2排出の削減、渋滞の緩和等を図り都市

圏で一斉にマイカー通勤を控える取り組み  
 ○Web化以降の参加事業所数が減少している

（登録手間等のハードル） 
 ◯参加者数は頭打ちの傾向がみられる 
 ○H26は実施期間2ヶ月としていたが、アンケート

結果では参加しやすい期間は1週間であった 

【H27実施方針】 
 ●参加者数の増加 
  ⇒過去の取り組みの課題を踏まえた参加ハードル解消 
 ●岡山のまちづくりに寄与する取り組みへ 
  ⇒取り組みの意義・目的の明示による、動機づけ強化 
  ⇒コラボレーション・取り組みの相互活用 
 ●より参加したくなる、楽しめる工夫 
  ⇒各種まちづくり施策や、他地域事例を踏まえて 
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・3,708名が参加。昨年度より約1,000人増加し、過去最大。 
・主な増加の要因として事業所個別訪問による参加依頼や紙面による参加方法追加が挙げられる。 
・期間中は自家用車が1割減少し、他の交通手段が約1割増加。特に自転車への転換が多かった。 

▼｢スマート通勤おかやま｣の参加事業所数及び総参加者数の推移 H23以降、参加者 
数は頭打ちの傾向 

「自転車で風を切って進んでいると、ストレス
が薄らぎ、全身がリフレッシュしてきました。
また、普段何気なく通り過ぎているところで
おもしろいお店をいくつか発見。財布の中
は寂しくはなりましたけど。」 

「交通量の緩和と安全を考えてみるとあ
らためて車通勤の不具合などを感じま
した。地域の方々とも挨拶がかわせる
瞬間も生まれ、活き活きとした通勤と
なりました。」 

◯運動・リフレッシュについて 

個別訪問によって 
参加者が増加！ 
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約1,000人増加! 
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紙面参加を 
認めたことで 
参加者増加! 

▼｢スマート通勤おかやま｣の総参加者数の推移 

▼10名以上増加した事業所の訪問の有無 
 （従業員単位） ▼増加した事業所の従業員 

▼参加者の期間中の通勤手段の変化 
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CSR活動とし
て効果を実感 

リフレッシュに
効果を期待 

▼CSR活動として良いと思うか ▼リフレッシュに良いと思うか 

◯考えるきっかけ・認識の変化 

・新規参加の事業所はCSR活動 
 として期待しており、過去に参加経 
 験のある事業所は良い運動・リフレ 
 ッシュになると感じている。 

項目 内容 
対象者 ・岡山県内の事業所へ普段から自動車通勤をしている方（普段からスマート通勤をしている方も対象） 
実施期間 H27.10/5（月）～10/9（金）の平日5日間 

募集方法 ・岡山都市圏の主要事業所 ⇒郵送により参加依頼 
・個人参加 ⇒今年度一新したポスターの掲示・広報誌等により広く募集 

参加方法 ・参加者がwebと紙面で結果を入力（スマホ対応） 
その他 ・参加者が楽しめるコンテンツ ⇒ランキング、メールニュース、表彰 

⇒大規模な事業所を中心 
 に個別訪問による参加 
 依頼を実施（15社） 
⇒訪問には趣旨説明資料 
 を持参。内容は事業所 
 の参加を促すような 
 CSRのPRや社員の健 
 康づくりに関する記事 
 を載せた。 

事業所個別訪問 

◯チラシ裏面 
⇒スマート通勤実施による参加者のメリットに 
 ついて、チラシの裏面に分かりやすく記載した。 
◯実施結果記入票 
⇒紙面参加に対応し参加者が記入する実施 
 結果記入票を同封した。実施を促すため、 
 取り組みの意義を冒頭に記載した。 
◯その他 
・市長顔写真入りの依頼文書 
・参加方法の説明 
・事業所参加登録票 
・担当者アンケート 

実施期間前   実施期間中  (10/5-9) 実施期間後 

参加案内資料 

⇒スマート通勤の取り 
 組みをPRするため 
 岡山市長自ら車 
 から自転車に転換 
 し、登庁した。 
⇒新聞にも取り上げ 
 られた。 

市長によるデモンストレーション 

⇒9/18～10/28の期間で全7回のメール 
 ニュースを登録された担当者・従業員へ 
 配信。 
⇒各回で時期に合わせたターゲットとねらい 
 を設定して配信。 
⇒岡山市保健所、都市整備局交通政策 
 課、都市整備局庭園都市推進課に 
 執筆を依頼し、スマート通勤に関連した 
 市内の他施策の情報提供を行った。 
 
 
 

メールニュース 

⇒積極的に取り組んだ事業所 
 を表彰した。(計9社) 
⇒岡山市長・倉敷市長による 
 表彰を実施。 
⇒大賞・部門賞のそれぞれで 
 表彰状を作成。 
⇒新聞にも取り上げられ、受賞 
 事業所はHP等への記載により 
 CSR活動のPRに活かしている。 

アワード表彰式 

⇒参加事業所全て 
 に実施結果の資料 
 を送付。 
⇒実施結果はCO2 
 の排出削減量等を 
 分かりやすく記載 
 している。 
⇒実施結果や感謝 
 状は参加事業所 
 のHP掲載等により 
 CSR活動のPRと 
 して活用されている。 
 

実施結果資料 

▼平成26年度版ポスター 

親しみやすいロゴや
キャラクターを作成し、
ポスターデザインを 
一新。他の広報資料
にもデザインコンセプ
トを反映した。 

▼チラシ裏面 ▼実施結果記入票 

▼事業所説明用資料 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
スマート通勤おかやま 2015 メールニュース 第 2 回 
このメールは「スマート通勤おかやま 2015」にご登録いただいた方に配信しています。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
こんにちは、スマート通勤おかやま実施事務局です。実施期間まであと 10 日となりました。 
今日は岡山市保健所健康づくり課から「スマートさんのカラダにエコ生活」をお届けします。 
スマート通勤をきっかけに、職場の方と一緒に健康づくりをしてみるのも良いのではないで 
しょうか。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 スマートさんのカラダにエコ生活      ～岡山市保健所健康づくり課～ 
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
 今年も「スマート通勤おかやま」が始まります。そして、9 月は健康増進普及月間です。 
運動不足を感じている人や健康に良いことを始めたいと思っている人は、この機会にウォー 
キングや自転車ライフを始めてみませんか？ 
 ただ今、岡山市でも‘70 万人市民トリオでウォーク’の参加者を募集しています。内容は、 
3 人 1 組のチームを組んで、ウォーキングに取り組んでいただくものです。まずはファースト 
チャレンジとして、各自 30 万歩、かつ、1 か月以上継続を目指してウォーキングです。目標 
が達成できたチームはセカンドチャレンジ開始です。セカンドチャレンジは各自 40 万歩目 
指してウォーキングです。ファーストチャレンジ、セカンドチャレンジ達成者にはそれぞれ抽 
選でオリジナルマフラータオルや健康関連グッズのプレゼントがあります。 
 
岡山市在住、在勤または在学の方限定にはなりますが、関心のある方はぜひ 3 人 1 組の 
チームでご応募ください。 
スマート通勤とあわせて、仲間と歩いて健康をゲットしましょう。 
 
‘70 万人市民トリオでウォーク’申し込み・問い合わせ先： 
岡山市保健所 健康づくり課 健康増進難病対策係 TEL 086-803-1263 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
70 万人市民トリオウォークについて詳しい知りたい方は下記 URL からどうぞ。 
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00238.html 
 
↓↓スマート通勤 2015 ホームページはこちら↓↓ 
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/mm/ 
 
↓↓スマート通勤 2015 参加登録はこちら↓↓ 
https://www.smartc-okayama.jp/smcok2015/ 
 
＊--------------------------------------------------------＊ 
 【スマート通勤おかやま実施事務局】 
  岡山県県民生活部県民生活交通課 
  岡山市都市整備局交通政策課 
  岡山市保健所健康づくり課 
  倉敷市建設局都市計画部交通政策課 
  国土交通省岡山国道事務所計画課 
 TEL: 086-214-2310（岡山国道事務所計画課） 
 Mail: info@smart-okayama.net 
 URL: http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/mm/ 
＊--------------------------------------------------------＊ 
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▼チラシ裏面 

▼依頼文書 ▼参加登録票 ▼担当者アンケート 

▼新聞記事 ▼表彰状 

▼記載した他の施策 

▼メールニュース本文 

▼感謝状 

▼お礼状 

▼事業所実施結果 

▼全体結果 

▼表彰式の様子 ▼新聞記事 

・これまでの取り組みを発展させ、新たに行政担当者による事業所訪問営業、スマート通勤に合わせて参加・実践できる関連施策の周知、市長による自転車通勤デモンストレーションや 
 参加事業所に対する岡山市長・倉敷市長の表彰等、参加を動機づける多様なコミュニケーション戦略を展開した。 

▼実施者の声（参加者アンケート自由意見） 

H27実施結果の概要 参加事業所・参加者の感じた効果 
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