
（お知らせ） 

第２回「ＥＳＴ普及推進フォーラム」の開催について 

    ＜国土交通省同時発表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 日 時 

平成 20 年 1 月 25 日（金） 10:00～16:25 (9:30 受付開始) 
 

２． 会 場 

丸ビルホール 

千代田区丸ノ内 2-4-1 丸ビル 7 階・8 階 （詳細は添付資料参照） 
 

３． 主 催 

環境的に持続可能な交通(EST)普及推進委員会 

後 援（予定） 

環境省、国土交通省、警察庁 

社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本自動車工業会、社団法人日本バス協会 
 

４． フォーラムの概要（詳細は添付資料参照） 

○ 基調講演－「EST と地球温暖化防止に向けた取組み -モビリティ・マネジメントを事例にして-」  

             （東京工業大学 藤井聡 教授） 

○ 特別講演－「公共交通網の再生と自動車交通適正化の試み －韓国ソウル市の取組み－」 

   （チョン・ウチャン 韓国・ソウル市交通局長） 

○ パネルディスカッション－「EST の国内戦略をどのように進めていくべきか（仮題）」 

○ フォーラム総括－「脱温暖化 2050 に向けて -次世代へのメッセージ－（仮題）」 
 

５． 参加申込みについて 

参加費は無料です。参加を御希望の方は、「環境的に持続可能な交通(EST)ポータルサイト」

(http://www.estfukyu.jp/)よりお申し込みください。定員(300名程度を予定)に達した場合にはその

時点で締切とさせていただきます。 
 

６． 取材について 

当日の取材は自由です。当日、受付にお越しください。 

 

添付資料：第２回「ＥＳＴ普及推進フォーラム」開催ご案内 

EST(Environmentally Sustainable Transport：環境的に持続可能な交通）の普及促進を図るた

め、講演、パネルディスカッション、フォーラム総括等により EST の取組について検討する「EST 普

及推進フォーラム」を開催します。 

本フォーラムでは、一昨年と昨年に開催したシンポジウムの内容を一層深めるため、講演による

EST の紹介に留まらず、パネルディスカッションにおいて、EST のあり方、地方自治体、交通事業

者、学識経験者及び国を交えて議論します。また、フォーラム総括では、長期的視野での議論を行

い、参加者に向けて EST の実施を呼びかけます。 

平成 19 年 12 月 6 日（木） 

環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

課   長：金 丸 康 夫 （内線 6520） 

課長補佐：渡 邉 一 弘 （内線 6526） 

担   当：津 田 剛 彦 （内線 6527） 
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第２回「ＥＳＴ普及推進フォーラム」開催ご案内

 
ＥＳＴ（Environmentally Sustainable Transport：環境的に持続可能な交通）の普及促

進を図るため、講演、パネルディスカッション、フォーラム総括等によりＥＳＴの取組み

について検討する「ＥＳＴ普及推進フォーラム」を開催します。 
 本フォーラムでは、一昨年と昨年に開催したシンポジウムの内容を一層深めるため、講

演によるＥＳＴの紹介に留まらず、パネルディスカッションにおいて、ＥＳＴとはどうあ

るべきか、地方自治体、交通事業者、学識経験者及び国を交えて議論します。また、フォ

ーラム総括では、長期的視野での議論を行い、参加者に向けてＥＳＴの実施を呼びかけま

す。 
 

日 時    ：平成２０年１月２５日（金） １０：００～１６：２５ 

（９：３０受付開始） 

会 場    ：丸ビルホール 

        〒100-6307 千代田区丸ノ内２－４－１ 丸ビル７階・８階 

        TEL：03-3217-7111（代） 

主 催    ：環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会 

後 援（予定）：国土交通省、環境省、警察庁 

社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本自動車工業会、 

社団法人日本バス協会 

事務局       ：交通エコロジー・モビリティ財団 
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プログラム 

１０：００ 

１０：０５ 

開会挨拶（国土交通省、環境省） 

第１部 基調講演・特別講演 

基調講演 「EST と地球温暖化防止に向けた取組み ～ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを事例にして～」

（藤井 聡 東京工業大学大学院理工学研究科教授）

特別講演 「公共交通網の再生と自動車交通適正化の試み ～韓国ソウル市の取組み～」

（チョン・ウチャン 韓国・ソウル市交通局長）

１１：３５ （休憩 １１：３５～１３：００） 

※ １２：００より、ホールにおいて第１回ＥＳＴ普及推進フォーラム パネルディスカッションの

模様を放映いたします。 

１３：００ 第２部 パネルディスカッション 

    「EST の国内戦略をどのように進めていくべきか（仮題）」 

     司   会：加藤 博和 名古屋大学大学院環境学研究科准教授 
 パネリスト：地方自治体、交通事業者、学識経験者、国土交通省を予定 

１５：００ （休憩 １５：００～１５：２０） 

１５：２０ 第３部 フォーラム総括 

「脱温暖化 2050 に向けて ～次世代へのメッセージ～（仮題）」 

     司   会：太田 勝敏 東洋大学国際地域学部国際地域学科教授 

 パネリスト：第１部、第２部出演者 及び 環境省を予定 

１６：２０ 閉会挨拶（交通エコロジー・モビリティ財団） 

 

 

 
会場案内図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●JR ご利用の場合／東京駅丸の内南口より徒歩 1 分 
●地下鉄をご利用の場合／ 丸ノ内線東京駅より直結、千代田線二重橋前駅直結  
●車でお越しの場合は、丸ビル駐車場及び丸の内周辺の各駐車場をご利用ください。 

 

参加費：無料 

申込方法：「環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）ポータルサイト」（http://www.estfukyu.jp/）よりお申し込み

ください。（定員になり次第〆切） 
 

問合せ先：環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会事務局 

      交通エコロジー・モビリティ財団（担当：市丸） 

      TEL：03-3221-7636 E-mail：forum@estfukyu.jp 
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〈環境省 同時発表〉 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年12月6日 

国 土 交 通 省 

 

 

第２回「ＥＳＴ普及推進フォーラム」の開催について 
 

 

 

ＥＳＴ（Environmentally Sustainable Transport：環境的に持続可能な交通）の普

及促進を図るため、講演、パネルディスカッション、フォーラム総括等によりＥ

ＳＴの取組みについて検討する「ＥＳＴ普及推進フォーラム」が下記のとおり、

開催されます。 

本フォーラムでは、一昨年と昨年に開催したシンポジウムの内容を一層深める

ため、講演によるＥＳＴの紹介に留まらず、パネルディスカッションにおいて、

ＥＳＴとはどうあるべきか、地方自治体、交通事業者、学識経験者及び国を交え

て議論します。また、フォーラム総括では、長期的視野での議論を行い、参加者

に向けてＥＳＴの実施を呼びかけます。 

 

記 

 

日 時    ：平成２０年１月２５日（金） １０：００～１６：２５ 

                       （９：３０受付開始） 

会 場    ：丸ビルホール 

        〒100-6307 千代田区丸ノ内２－４－１ 丸ビル７階・８階 

        TEL：03-3217-7111（代） 

主 催    ：環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会 

後 援（予定）：国土交通省、環境省、警察庁 

        社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本自動車工業界、 

        社団法人日本バス協会 

【お問い合わせ先】 

総合政策局環境政策課 平川・田中

電話（代表）03-5253－8111

      （内線）24334、24322 

電話（直通）03-5253－8263
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概 要    ：基調講演、特別講演、パネルディスカッション、フォーラム総括等 

       （詳細は添付資料を御参照下さい） 

参加申込   ：参加費は無料です。参加をご希望の方は、「環境的に持続可能な交通（Ｅ

ＳＴ）ポータルサイト」(http://www.estfukyu.jp/)よりお申し込み下さい。 

        定員になり次第〆切となります。 

取 材    ：当日の取材は自由です。当日、受付にお越し下さい。 
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第２回「ＥＳＴ普及推進フォーラム」開催ご案内

 
ＥＳＴ（Environmentally Sustainable Transport：環境的に持続可能な交通）の普及促

進を図るため、講演、パネルディスカッション、フォーラム総括等によりＥＳＴの取組み

について検討する「ＥＳＴ普及推進フォーラム」を開催します。 
 本フォーラムでは、一昨年と昨年に開催したシンポジウムの内容を一層深めるため、講

演によるＥＳＴの紹介に留まらず、パネルディスカッションにおいて、ＥＳＴとはどうあ

るべきか、地方自治体、交通事業者、学識経験者及び国を交えて議論します。また、フォ

ーラム総括では、長期的視野での議論を行い、参加者に向けてＥＳＴの実施を呼びかけま

す。 
 

日 時    ：平成２０年１月２５日（金） １０：００～１６：２５ 

（９：３０受付開始） 

会 場    ：丸ビルホール 

        〒100-6307 千代田区丸ノ内２－４－１ 丸ビル７階・８階 

        TEL：03-3217-7111（代） 

主 催    ：環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会 

後 援（予定）：国土交通省、環境省、警察庁 

社団法人日本民営鉄道協会、社団法人日本自動車工業会、 

社団法人日本バス協会 

事務局       ：交通エコロジー・モビリティ財団 
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プログラム 

１０：００ 

１０：０５ 

開会挨拶（国土交通省、環境省） 

第１部 基調講演・特別講演 

基調講演 「EST と地球温暖化防止に向けた取組み ～ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを事例にして～」

（藤井 聡 東京工業大学大学院理工学研究科教授）

特別講演 「公共交通網の再生と自動車交通適正化の試み ～韓国ソウル市の取組み～」

（チョン・ウチャン 韓国・ソウル市交通局長）

１１：３５ （休憩 １１：３５～１３：００） 

※ １２：００より、ホールにおいて第１回ＥＳＴ普及推進フォーラム パネルディスカッションの

模様を放映いたします。 

１３：００ 第２部 パネルディスカッション 

    「EST の国内戦略をどのように進めていくべきか（仮題）」 

     司   会：加藤 博和 名古屋大学大学院環境学研究科准教授 
 パネリスト：地方自治体、交通事業者、学識経験者、国土交通省を予定 

１５：００ （休憩 １５：００～１５：２０） 

１５：２０ 第３部 フォーラム総括 

「脱温暖化 2050 に向けて ～次世代へのメッセージ～（仮題）」 

     司   会：太田 勝敏 東洋大学国際地域学部国際地域学科教授 

 パネリスト：第１部、第２部出演者 及び 環境省を予定 

１６：２０ 閉会挨拶（交通エコロジー・モビリティ財団） 

 

 

 
会場案内図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●JR ご利用の場合／東京駅丸の内南口より徒歩 1 分 
●地下鉄をご利用の場合／ 丸ノ内線東京駅より直結、千代田線二重橋前駅直結  
●車でお越しの場合は、丸ビル駐車場及び丸の内周辺の各駐車場をご利用ください。 

 

参加費：無料 

申込方法：「環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）ポータルサイト」（http://www.estfukyu.jp/）よりお申し込み

ください。（定員になり次第〆切） 
 

問合せ先：環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）普及推進委員会事務局 

      交通エコロジー・モビリティ財団（担当：市丸） 

      TEL：03-3221-7636 E-mail：forum@estfukyu.jp 
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