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１．交通環境学習に関する寄稿 

 

（１）「子どもと公共交通」 

 

【京都大学大学院工学研究科 准教授 神田佑亮】 

 

 

先日ある地域で保護者に「移動と子育ての考え方」に関するアンケートをしたところ、

普段の移動で「こどもの健康によい移動」、「社会性に富んだ経験」、「我慢や待つ経験」を

させたいという質問に、それぞれ８割移動が「そう思う」という結果が出てきました。こ

ういう移動ができるのは、勿論バスや鉄道等公共交通の魅力です。 

 

実際にバスで出かける一日を考えてみましょう。まずは何時に出かけて、どのバスに乗

るか計画を立てる、「プロジェクトマネジメント」が実践できます。そして家を出発し、手

をつなぎながら歩く時間ができるとともに、「発育期に必要な運動の機会」も自然とできま

す。バス停に着いたらバスを待つ、「他人のために我慢して待つ」ことを教えることができ

ます。当然、時間を守らないと乗れませんので、「時間を守る重要性」も教えることができ

ます。バスの車内ではお行儀よくすることは言うまでもありませんが、周りの大人たちが

話しかけてくれることも多いでしょう。そういった、「社会とのふれあい」の場も経験でき

ます。最後にバスを降りるとき、実際にお金を払うことで、「金銭感覚」の形成にもつなが

るでしょう。 

 

「子どもとバスに乗る、電車に乗る」、ふだんの生活や外出の一場面かもしれません。し

かしながらこの一場面には、特に若い年代での教育で重視されている「生きる力」を育む

環境がぎっしり詰まった宝箱なのです。そして、親子で手をつないでバスや鉄道で移動す

ることで、親も改めて考えるようになり、そして子どもが成長し、また親になったら子と

考える、そのような繰り返しで、よりよい人づくりと社会づくりが進む可能性を、モビリ

ティ・マネジメント教育は有しているでしょう。 

 

 

※本寄稿は、下記ＵＲＬからファイルとしてダウンロードしていただけます。 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga8-1.pdf 

 

 

 

 



 

（２）「富山市版交通環境学習の取組について」 

 

【富山市都市整備部交通政策課】 

 

 

 富山市では、「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」の視点を踏まえ、平成２３

年度より交通エコロジー・モビリティ財団の支援を受けて、「富山市版交通環境学習（ＭＭ

教育推進事業）」を実施しており、平成２６年度からの市内小学校における学習プログラム

の本格実施を目指しています。 

 

本事業は、小学生の早い段階から公共交通利用について意識醸成を図り、保護者を含め

た市民に対して啓発活動を展開する一連のＭＭに取り組むことで、公共交通の利用促進に

つなげることを目的としており、本市のまちづくりの特徴である、「おだんごとくし」を小

学校３年生から６年生まで段階的に学習できるようなプログラムを作成し、公開授業で実

施しています。 

 

平成２５年度は、学習プログラムの確立年と位置づけ、昨年度に続き、実施校４校にお

いて３年生（社会科）、４年生及び６年生（社会科・総合的学習）において教員による学習

プログラムを実施し、その内容について検討を行います。さらに、校長会、小学校教育研

究会等での啓発のほかに、社会科副読本へＭＭ情報を掲載するための教育委員会への働き

かけや、学習パッケージの市ホームページへの掲載など、教員に対するＭＭ教育の普及啓

発を進めていく予定です。 

 

平成２５年度末までに学習パッケージを完成した後も、継続的な普及や学習プログラム

のブラッシュアップ及び教員に対する事業の周知啓発が必要であることから、実施主体で

ある「富山市モビリティ・マネジメント教育推進協議会」を持続的に発展させ、教育委員

会・交通事業者と連携しながら、ＭＭ教育の全市的な普及を図っていきたいと考えており

ます。 

 

 

※本寄稿は、下記ＵＲＬからファイルとしてダウンロードしていただけます。 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga8-2.pdf 

 

 

 



２．ニュース／トピック（取組みの実施結果や開催報告 等） 

【交通環境学習関連の取組み】 

 

●人材確保事業として、留萌市立潮静小学校の高学年 30 名を対象に海上交通の役割や船員

という仕事を理解してもらうため、『フェリーに乗って船員さんのお仕事を知ろう～留萌潮

静小児童が夏の離島航路で乗船体験～』を実施（北海道運輸局） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/presspdf/2506/250626senin.pdf 

 

●富谷町立富谷小学校の小学 4 年生（93 名）を対象に地球温暖化防止への取組みの一環と

して、「交通と環境の関係｣を考えてもらうため「バスの乗り方教室」を開催（東北運輸局） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/kk/kk-ecoclass/kk-ecoclass-index.htm 

 

●神前地区の小学生と保護者向けに公共交通の利用促進を図るため、「バスの乗り方教室」

を開催（三重県バス協会、国土交通省三重運輸支局、四日市市） 

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/item52542.html 

 

●愛媛大学教育学部附属小学校様の小学１年生（約 90 名）を対象に電車・バスの乗り方や

社内で守ることのクイズ、実際の路線バスを使った乗車体験、車内およびその周辺の危険

や守ることを学ぶ「電車・バスの乗り方と公共交通マナー教室を実施（伊予鉄道株式会社） 

http://www.iyotetsu.co.jp/topics/13/manner_school02.html 

 

●済美平成中等教育学校の新入学制（約 130 名）を対象に電車・バスに乗る時の不安や疑

問を解消するとともに、電車・バスの乗り方や公共交通機関でのマナーの大切さを学ぶ「電

車・バスの乗り方と公共交通マナー教室」を実施（伊予鉄道株式会社） 

http://www.iyotetsu.co.jp/topics/13/manner_school.html 

 

●佐賀大学附属小学校の 1 年生を対象にバスの基本的な乗り方から車内マナーまで、実際

の路線バスの乗りながら楽しく学ぶ「バスの乗り方教室」を開催（佐賀市交通局） 

http://sagacitybus.sagafan.jp/e604945.html 

 

●沖縄水産高校では、中学生の進路の選択を広げるための体験学習「目指せ船員！体験学

習」を実施（沖縄若年内航船員確保推進協議会） 

http://ogb.go.jp/okiunyu/info/250510.pdf 

 

 

 



●大川自動車株式会社の協力のもと、さぬき市立津田小学校の 5年生（51 名）を対象に「バ

リアフリー教室・バスの乗り方教室を開催（四国運輸局） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2013/2013-0705-1045-5.html 

 

●佐賀県立盲学校の生徒を対象に「バスの乗り方体験」を開催。実際にノンステップバス

に乗って、バスの仕組みや乗り方について学習（佐賀市交通局） 

http://sagacitybus.sagafan.jp/e620007.html 

 

●日本旅客船協会では、今年から「海の日」に「小学生の運賃を無料とするキャンペーン」

をスタート。今後も「こどもの日」と「海の日」に実施していく予定（日本旅客船協会） 

http://www.jships.or.jp/children/ 

 

●車いす疑似体験や視覚障がい者擬似体験等を通じ、「心のバリアフリー」の大切さを学ん

でもらう「船のバリアフリー教室（小樽会場）を開催。小樽市立花園小学校 5 年生・いず

み学級の生徒のほか、新日本海フェリー社員 70 名が参加（北海道運輸局） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/presspdf/2507/250701syougyou.pdf 

 

●バリアフリー化社会の実現に向けて医療福祉専門学校の学生を対象に、交通弱者の方々

が日頃体験されるのと同様の疑似体験、あるいは介助する側に立った体験をしてもらうバ

リアフリー教室「高齢者の疑似体験と介助体験」を開催（東北運輸局） 

・仙台医療福祉専門学校  

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/kk130531.pdf 

・仙台市立北中山小学校 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/kk130619.pdf 

 

●新潟市立上山小学校の 4年生（115 名）を対象に、バリアフリー教室での各種体験を通じ

て、高齢者や障がいを持つ方への理解を深めてもらう目的として、「バリアフリー教室」を

開催（北陸信越運輸局） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/press/1304-1306/130603.pdf 

 

●施設などのハード面のバリアフリーだけでなく高齢者・障がい者等の疑似体験や介助体

験を通じてバリアフリーについての理解を深める、「心のバリアフリー」を促進する目的と

して、「江ノ島電鉄鎌倉駅バリアフリー教室」を開催（関東運輸局） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/press/date/1307/tc_p130711.pdf 

 

 



３．取組み／イベント情報等 （継続中もしくは今後の取組みやイベントの開催情報等） 

 

●環境省では温暖化防止活動の一環として、“「移動」を「エコ」に。”をテーマに、より CO2

排出量の少ない「移動」を推進する「smart move（スマート・ムーブ）」キャンペーンを展

開。その一環として、６月～８月に「スマート･ムーブキャンペーン～北海道の移動をます

ますエコに！～」を実施（環境省） 

http://hokkaido.env.go.jp/pre_2013/0626a.html 

 

●秋田県男鹿市を中心とし、秋田市・潟上市・三種町及び大潟村が連携し、国や秋田県も

協力して海の総合店、船舶の体験乗船や各種多彩なアトラクションが催される「海フェス

タおが～海の祭典 2013 in 秋田～」が 2013 年 7 月 13 日（土）～28 日（日）に開催（秋田

県） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/sm130710.pdf 

 

●茨城交通路線バス（高速バス・空港連絡バス・県庁シャトルバス・コミュニティーバス

を除く）では、大人運賃が 200 円を超える区間において小児片道普通旅客運賃の上限を一

律 100 円とするキャンペーンを 2013 年 7 月 20 日（土）～8 月 31 日（土）まで実施（茨城

県）http://www.ibako.co.jp/contents/newsrelease/2013/07/3529.html 

 

●関東自動車では夏休み期間中、小学生用 2,000 円・中学生用 4,000 円で乗り放題の定期

券を発売（栃木県） 

http://www.kantobus.co.jp/topics/index.php?id=74 

 

●遠鉄バス（遠州鉄道株式会社）では夏休み期間中、小学生以下のお子様の一乗車 50 円キ

ャンペーンを実施。期間は 2013 年 7 月 20 日（土）～8月 27 日（火）まで（静岡県） 

http://entetsubus.lekumo.biz/news/2013/07/post-8907.html 

 

●大阪府では関西広域連合の一員として「家族でお出かけ節電キャンペーン」（2013 年 7 月

1日～9月 30 日）を展開（大阪府） 

http://www.pref.osaka.jp/toshikotsu/kashikoi_h21/index.html 

 

●土曜・日曜・祝日・年末年始・夏休みに、大人が同伴する小学生以下（大人 1 人につき

小学生 2 人まで）のバス・地下鉄などの料金が無料となるエコファミリー制度を実施（兵

庫県神戸市） 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/traffic/ecomotion/page02.html 

 



●小中学生とその保護者を対象に、海の大切さ、暮らしを支える海運、造船など海産事業

について親子で学び、海の大切さを理解してもらう目的で実施される「親子で学習！大型

船の造り方、船の乗り方」を 2013 年 7 月 27 日（土）に開催（三重県） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kisya013/kaishin2130625.pdf 

 

●2013 年 8 月 1 日（木）～8月 31 日（土）の期間に使用できる、高校生以下の子どもを対

象にした「こどもバスチケット」を 2013 年 7 月 25 日（木）～8 月 24 日（土）に販売（徳

島県） 

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013070400166/ 

 

●マリンスポーツ体験や海洋学習を通して、海が「誰でも、気軽に、安心して、楽しめる」

フィールドであることを感じてもらうため、第 3回『九州 UMI アカデミー』を 2013 年 7 月

6日（土）～10 月 12 日（土）に開催（福岡県） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/press2013-0704-sennpaku.pdf 

 

●産交バスでは、2013 年 7 月 20 日（土）～9月 1日（日）まで利用できるキッズパス（夏

休み限定）を 2013 年 7 月 6日発売開始（熊本県） 

http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/pass/kidspass/ 

 

●日本バス協会では、小学生以下の子どもたちから、「バスがつなぐ、ひと・まち・みらい」

をテーマにバスのデザインを募集（8月 30 日まで） 

http://www.bus.or.jp/event/pdf/bshu_yoko_20130625.pdf 

 

●日本民営鉄道協会では、鉄道について調べ、新聞を作成する第７回「私とみんてつ」小

学生新聞コンクールの募集中（9月 30 日まで） 

http://kids.mintetsu.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．【イベント、フォーラム、セミナー等の開催案内】 

 

●エコフェスひたち 2013 

日時：2013 年 7 月 27 日（土） 

場所：日立シビックセンター、日立新都市広場、マーブルホール 

主催：エコフェスひたち 2013 実行委員会 日立市 

http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/manage/contents/upload/04668_20130705_0002.pd

f 

 

●子どもが守るひたちの環境「環境教育活動発表会」 

日時：2013 年 7 月 27 日（土）13：00～ 

場所：日立シビックセンター2階 多用途ホール 

主催：日立市生活環境部環境政策課 

http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=21072 

 

●親子でチャレンジ！フードマイレージ買い物ゲーム 倉敷市 

日時：2013 年 7 月 28 日（日）13：30～15：30 

場所：環境学習センター エコライブラリー 

主催：水島地域環境再生財団（みずしま財団）、ストップ温暖化くらしき実行委員会 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=19154 

 

●第 5回 土木と学校教育フォーラム 

日時：2013 年 7 月 28 日（日） 9:00～17:00 

場所：土木学会（講堂、A,B,C,D,E 会議室）（東京都新宿区） 

主催：土木学会（共催：エコモ財団） 

http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/cvilandeducation/forum5.html 

 

●夏休み「環境」と「物流」親子体験学習会 

日時：2013 年 8 月 2日（金）（１）10:00～ 12:05 （２） 14:00～ 16:05 

場所：日本超低温株式会社、東京ガス株式会社根岸工場（横浜市磯子区） 

主催：国土交通省関東運輸局（協力：日本超低温株式会社、神奈川県冷蔵倉庫協会、エコ

モ財団） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/press/date/1307/te_p130704.pdf 

 

 

 



●国土交通省「子ども霞が関見学デー」 

日時：2013 年 8 月 7日（水）、8日（木） 10:00～16:00 

場所：国土交通省（観光庁、海上保安庁、海難審判所、国土地理院含む） 

http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo01_hh_000071.html 

（国土交通省のほかに、気象庁や文部科学省など、24 府省庁でそれぞれ実施） 

 

●練習船青雲丸での『動く海洋教室』！（神戸港⇔神戸空港沖合）中学生無料体験 

日時：2013 年 8 月 20 日（火）9：00～15：20 

場所：神戸港～神戸港沖合 

主催：海技教育財団、航海訓練所、近畿運輸局、神戸運輸管理部、近畿内航船員対策協議

会、神戸地区内航船員確保対策協議会、神戸市みなと総局、神戸港振興協会など 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/news/files/1366157407.pdf 

 

●四日市・環境シンポジウム 

日時：2013 年 9 月 29 日（日）9：30～16：30 

場所：四日市市文化会館展示棟（第 1・第 3展示室） 

主催：四日市市、四日市市環境フォーラム 

http://sympo.sblo.jp/ 

 

●バスフェスタ 2013 in TOKYO 

日時：2013 年 10 月 5 日（土）11：00～16：30（予定） 

場所：代々木公園 ケヤキ並木 

主催：日本バス協会 

http://www.bus.or.jp/busfesta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．その他 

●平成 25 年度「エコ モビリティ ライフ」推進表彰・候補団体を募集（8月 7日まで） 

【あいちエコモビリティライフ推進協議会】 

http://www.pref.aichi.jp/0000061812.html 

 

●第５回ＥＳＴ交通環境大賞の応募を開始（10 月 15 日まで） 

【ＥＳＴ普及推進委員会、交通エコロジー・モビリティ財団】 

http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2013.html 

 

●交通バリアフリーを題材とした学習プログラムの提供等をしています 

【公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団】 

小学生向け 

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/education/bfeducation_top.html 

中学生向け 

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/education/bf_jrhigh_education_top.html 

 

●記事募集中 

本メールマガジンへの掲載記事を募集中です。交通環境学習（モビリティ・マネジメント

教育）に関連する取組みや話題、イベントの案内等を事務局までお寄せください。 

 →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 
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発行：交通環境学習メールマガジン事務局 

   （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

 

バックナンバー（交通環境学習に関する寄稿）の閲覧はこちらから 

 http://www.mm-ecucation.jp/magazine.html 

 

配信申込はこちらから 

 http://www.mm-education.jp/mailmagazine_form.html 

 

配信停止をご希望の方は下記アドレスまでご連絡ください 

 →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 

 

交通環境学習（モビリティマネジメント）教育ポータルサイト： 

 http://www.mm-education.jp/ 
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