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1．交通環境学習に関する寄稿
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「山口県公共交通教室の取組について」
【山口県商工労働部交通政策課】
山口県では、県民の皆様に公共交通を身近に感じていただき、その役割と必要性につい
て学ぶことで利用促進につなげていく取組として、交通事業者、市町、運輸支局と連携し、
バスの乗り方教室を中心とした「公共交通教室」を実施しています。
学習プログラムは、実際に車両を使った乗車体験をベースとして、マナー、バリアフリ
ー、環境問題、交通安全について学び、考えていただく内容で構成しており、参加者に高
い評価をいただきながら、現在では年約 2,000 名が参加する規模に広がっています。
公共交通の利用は「バスに乗ったらおしゃべりをしない」「席を譲る」等、子供の社会性
を養うことができることから、小学校の授業での開催が増えており、学校によっては、乗
り方の学習後に、実践として路線バスで社会見学や遠足に行くなど、活発な取組が進んで
います。
その他、地域イベントや高齢者サロン、子育てサークルでの開催も積極的に展開し、様々
な利用者層への浸透を図っています。
教室の取組は、利用者には、公共交通は地域にとって必要不可欠なものであり、まちづ
くりの基盤となっていることを知るきっかけとなり、また、交通事業者、行政には、直接
利用者と触れ合うことで、業務改善点の発見や交通に携わる責任と誇りを自覚できる貴重
な機会となっています。
「公共交通教室」を通して、利用者、事業者、行政が、それぞれにできることを考え、行
動し、連携する体制を構築しながら、公共交通の利用促進を図っていきたいと考えていま
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_mailmaga14.pdf
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2．ニュース／トピック（取組みの実施結果や開催報告 等）
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●エコモ財団は、27 年度から小学生を対象にしたモビリティ・マネジメント教育（交通環境
学習）に取り組む支援自治体を募集中。
http://www.mm-education.jp/jititai_sien.html
●エコモ財団は、モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）を実施する小中学校を募
集（27 年度分）。
http://www.mm-education.jp/gakkou_sien.html
●EST 普及推進委員会では、「第 6 回 EST 交通環境大賞」の各賞を決定し、公表。
http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2014_02.html
●神奈川運輸支局では 10 月 20 日（月）
、横浜市立綱島東小学校の 4 年生 112 名を対象に「バ
リアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141020.
pdf
●東京運輸局では 10 月 20 日（月）及び 27 日（月）、大森学園高等学校の 2 年生 78 名を対
象に「バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141027.
pdf
●千葉運輸支局では 10 月 21 日（火）、柏市立柏第四小学校の 5 年生 105 名を対象に「バリ
アフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141021.
pdf
●神奈川運輸支局では 10 月 22 日（水）、綾瀬市立綾西小学校の 4 年生 127 名を対象に「交
通バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141022.
pdf

●山梨運輸支局では 10 月 24 日（金）、北杜市立白州小学校の 4 年生 24 名を対象に「バリ
アフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141024.
pdf
●愛知県豊田市で稲武地区生活交通利用促進委員会と豊永交通、足助警察署が協力し、稲武
こども園の園児を対象に「交通安全教室」を 10 月 29 日（水）に開催。
http://city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1273281_7011.html
●島根県益田市では 10 月 31 日（金）、
「地域で考える交通確保とまちづくり勉強会」の中で
石見交通と協力し、真砂保育園と真砂小学校の園児・児童を対象に「路線バスの乗り方教
室」を開催。
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/21/detail-18675.html
●群馬運輸支局では 11 月 5 日（水）、前橋市立時沢小学校の 4 年生 91 名を対象に「バリア
フリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141105.
pdf
●北海道運輸局では 11 月 5 日（水）、新千歳空港国際線旅客ターミナルにおいて、安平町立
追分小学校の 5 年生 25 名と空港関係者を対象に「バリアフリー教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/presspdf/2610/261030chitose.pdf
●茨木運輸支局では 11 月 7 日（金）、水戸市立赤塚小学校の 6 年生 45 名を対象に「バリア
フリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141107.
pdf
●四国運輸局、徳島運輸支局並びに徳島市交通局では 11 月 7 日（金）、徳島県の上八万小学
校の 4 年生 52 名を対象に「交通バリアフリー教室・バスの乗り方教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2014/20141107BF.pdf
●神奈川運輸支局では 11 月 8 日（土）、神奈川県バス協会主催「バス利用感謝デー」におい
て「交通バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141108.
pdf

●茨木運輸支局では 11 月 8 日（土）、土浦保健センターにおいて一般参加者や市職員など
35 名に対して「バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141108
2.pdf
●千葉運輸支局は京成バス株式会社と協力し、11 月 8 日（土）に「食とくらしの祭典」にお
いて「バリアフリー体験」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141108
3.pdf
●神奈川運輸支局では 11 月 11 日（火）、横浜市立上白根小学校の 5 年生 127 名を対象に「交
通バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141111.
pdf
●大分市都市交通対策課では 11 月 13 日（木）、東大分小学校の 2 年生 91 名を対象に「エコ
交通まちづくり教室」を開催。
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1415252652923/index.html
●神奈川運輸支局では 11 月 14 日（金）、相模原市立千木良小学校の 5～6 年生 23 名を対象
に「交通バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141114.
pdf
●北陸信越運輸局では 11 月 14 日（金）、新潟県の新潟市立南中野山小学校の 4 年生 77 名を
対象に「バリアフリー教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/press/1410-1412/261112-1.pdf
●埼玉運輸支局では 11 月 15 日（土）、埼玉県トラック協会主催による「交通安全・環境フ
ェア」の会場内で「バリアフリー教室」を開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141115.
pdf
●近畿運輸局では 11 月 17 日（月）及び 12 月 1 日（月）、奈良学園中学校の 2 年生 150 名
を対象に「バリアフリー教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/1415758916.pdf

●千葉運輸支局では 11 月 19 日（水）、千葉県と共催した「バリアフリー教室」をＪＲ成東
駅構内と山武市役所構内にて開催。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_kankyou/barrier_free/date/h26/barifuri_141119.
pdf
●九州運輸局では 11 月 20 日（木）、福岡県の柳川市立東宮永小学校の 5 年生 45 名を対象に
「交通エコロジー教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/press2014-1113-kankyo.pdf
●大分市都市交通対策課では 12 月 11 日（木）、横瀬小学校の 1、2 年生 61 名を対象に「エ
コ交通まちづくり教室」を開催。
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1418112606957/index.html
●横浜市が、学校法人岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校と連携し、小学生向けのモビ
リティマネジメント学習マンガリーフレットを制作。
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/toshiko/mm/manga.html
●九州運輸局が宮崎市で初めて『交通エコロジー教室』を開催
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/2014-1210-kankyo-01.htm
●京都市が、京都市内の 14 の公共交通機関が乗り放題で、優待を受けられる特典施設の案
内と公共交通路線図を掲載したマップがついた京都フリーパスを本年度も発売。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000174635.html
●中国運輸局では 10 月 29 日（水）、バリアフリーへの取り組み状況の把握や建設的な意見
交換を以て、関係者相互の理解を深め、バリアフリー化の進展に寄与することを目的とし
て「島根県バリアフリー等地域連絡会議」～バリアフリー化の促進をめざして～を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/release/14102901.html
●中国運輸局では 11 月 4 日（火）、中国地方整備局との共催で「交通実践セミナーin 広島」
～まちづくりと一体となった地域公共交通の維持・充実を目指して～を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/release/14110401.html
●近畿運輸局では 11 月 6 日（木）、大阪歴史博物館・4Ｆ講堂において「バリアフリーなま
ちづくりを考えるつどい」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/1412299880.pdf

●近畿運輸局では 11 月 13 日（木）、クルーズ船「ミシガン」内において「旅行・観光の際
の移動手段の確保とバリアフリーに関する情報提供」をテーマとして「滋賀県バリアフリ
ーネットワーク会議」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/1415259889.pdf
●東北運輸局では 11 月 25 日（火）、メルパルク仙台においてコンパクト・プラス・ネット
ワークに関して先進的な取組みを進めている富山市など、東北内外の取組みを紹介すると
ともに、まちづくりと連携した持続的な地域公共交通の実現をテーマにパネルディスカッ
ションなどを行う「地域公共交通シンポジウム in 仙台」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/puresu/puresu/ks141106.pdf
●近畿運輸局では 11 月 26 日（水）、桜井市立図書館において「バス交通の確保・継続に向
けたシンポジウム

in 奈良」を開催。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/1416271024.pdf
●北海道運輸局では 11 月 27 日（木）、北海道大学公共政策大学院の小磯修二特任教授と福
岡県八女市総務部地域支援課課長を務める松尾一秋氏を招き、ＡＣＵ（1614 大研修室）に
おいて「地域公共交通シンポジウム

in 札幌」を開催。

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/presspdf/2611/261105sin.pdf
●中部運輸局では 12 月 3 日（水）、ミッドランドホール（愛知県）において「持続可能なま
ちづくりと地域公共交通ネットワーク形成」をテーマに「公共交通シンポジウム

in

中部」

を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kisya014/kikaku20141106.pdf
●中国運輸局では 12 月 3 日（水）、公共交通の乗車体験等を通じて、
（1）地球環境問題に関
心を持つこと、（2）乗り方や乗車マナーを学び、公共交通機関に親しみをもってもらうこ
とを目的に、広島市立梅林小学校の 2 年生 106 名を対象とした「環境学習・バスの乗り方
教室」を開催。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/release/141203.html
●北陸信越運輸局では 1 月 11 日（日）
、
「デンカビッグスワンスタジアム新春フェスタ 2015」
において「エコドライブ 10 のすすめ」を実施。
http://www.denka-bigswan.com/userfiles/file/shin15.jpg

●札幌市環境局環境都市推進部環境計画課では 1 月 19 日（月）、札幌エルプラザ 4Ｆ大研修
室において平成 26 年度のエコドライブ活動サポートプロジェクトの成果発表として「さっ
ぽろエコドライブ活動セミナー」を開催。
http://www3.city.sapporo.jp/shimin/opkaigi/public/detail.asp?id=2014110243
●国土交通省では 1 月 16 日（金）、中央合同庁舎 3 号館においてバリアフリー施策のスパイ
ラル・アップ（段階的・継続的改善）を図るため、「平成 26 年度第 2 回
ーネットワーク会議」を開催。
http://www.mlit.go.jp/common/001065831.pdf

全国バリアフリ
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3．【イベント、フォーラム、セミナー等の開催案内】
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●東北 EST 創発セミナー
～地下鉄東西線開業！環境負荷の小さい交通への転換を目指して～
日時：2015 年 1 月 26 日（月）13：30～16：50
場所：仙台サンプラザ 宮城野
主催：国土交通省東北運輸局、EST 普及推進委員会、エコモ財団
http://www.estfukyu.jp/sohatsu37.html

●平成 26 年度

静岡市公共交通シンポジウム

日時：2015 年 1 月 31 日（土）13：00～16：00
場所：しずぎんホール「ユーフォニア」
主催：静岡市
http://www.city.shizuoka.jp/000675257.pdf
●ひらかたエコフォーラム 2015
日時：2015 年 2 月 7 日（土）10：00～15：30
場所：メセナひらかた会館
主催：ひらかた環境ネットワーク会議
参加費：無料
http://hirakata-kankyou.net/wp/wp-content/uploads/2014/12/e8a1a8e38080e382a8e382
b3e38395e382a9e383bce383a9e383a02015.png
●第 12 回バスマップサミット
日時：（1 日目）2015 年 2 月 7 日（土）12：50～18：20
（2 日目）2015 年 2 月 8 日（日）13：00～15：00
場所：（1 日目）京都府京都市下京区 キャンパスプラザ京都
（2 日目）兵庫県姫路市 姫路駅北口駅前広場
主催：全国バスマップサミット in 関西実行委員
http://rosenzu.com/busmap/summit_kansai.html

●第 6 回地域バス交通活性化セミナー
「地域住民のためになる路線バスをみんなでつくり出す」
日時：2015 年 2 月 23 日（金）13：30～16:45
場所：長野第一ホテル 4 階「羽衣」
主催：国土交通省北陸信越運輸局、エコモ財団
http://www.ecomo.or.jp/environment/bus/6th_seminar.html
●第 8 回 EST 普及推進フォーラム
「2020 年に向けた低炭素交通システムを考える」
日時：2015 年 2 月 26 日（木）13：30～17：40
場所：ルポール麹町

2 階「ロイヤルクリスタル」

主催：EST 普及推進委員会、エコモ財団
http://www.estfukyu.jp/forum8.html
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4．その他
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●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】
http://www.bfed.jp/
●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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