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1. 寄稿 

 

『MM教育物語～八戸市における社会実装に向けた長い道のり～』 

特定非営利活動法人まちもびデザイン 事務局長 伊地知 恭右 

（国土交通省東北運輸局 地域公共交通東北仕事人） 

 

MM 教育の技術論については、論文等が多数あるので、ここでは、MM 教育

の普及・浸透について様子を簡単な物語風にご紹介したいと思います。ある

物語の共有があらたな物語につながることを祈念して。 

 

青森県八戸市における小学校での MM 教育は、平成 25 年度に始まりまし

た。八戸市地域公共交通会議（事務局：八戸市都市整備部都市政策課）にお

ける路線バス利用促進事業の一環として、出前教室をコンサルタントに委託

する、というスタイル。市内各校に出前教室の実施概要と希望調書を配布し

て年間 5 校程度を目安に実施。受託者のコンサルタントは MM 教育の経験者

だったので、先生・児童の反応もまずまずでした。もちろん問題はありまし

た。補助金を活用していたために、継続性に課題があったこと、バス事業者

の協力が「実車体験用の車両を用意する」に留まっていたこと、何より、学

校側はあくまでも受け身…。 

地道な活動を続けて 4～5 年が経過した頃、少しずつ雰囲気が変わってき

ます。まず、小学校側から（希望調査と関係なく）実施希望の問い合わせが

くるようになりました。出前教室を経験した先生方が増え、異動した先の学

校でもやってほしいという先生も現れてきました。内容についても、座学だ

けの 1 時限、社会見学等を交えた実車体験を含めた 4 時限といったプログラ

ムを基本としていたところ、4 日間（1 時限＋1 時限＋3 時限＋1 時限）の段

階的な学習＆発表プログラムを自発的に提案してくる学校がでてきました。

継続してきただけで、面的な広がりや学習内容の深化がうまれたのです。 

実施主体、八戸市地域公共交通会議における変化もありました。当初は「手

間がかかる割に対象が限定的だし、何より小学生はバス利用のターゲットで

はないだろう」という空気もあったのですが、児童の反応を見るにつけ、 3

年目辺りから「このような事業こそ行政が実施すべき」という認識に至りま

す。そして平成 30 年度からは、今後の事業の継続性を担保するという意味

も込めて、国の補助金ではなく、自治体の単費を確保し、MM 教育の実績を有

する地元 NPO（当法人）に委託するという形式にシフトしました。 

そして、令和元年度。ようやく、本当にようやくエコモ財団さんの自治体支 

援事業を活用させていただき、3 年間じっくりと「MM 教育の社会実装」に向

けて取り組めることになりました。八戸において目指す社会実装とは、学校 
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教育に内部化されること。つまり先生方がご自身で MM 教育を主体的に展開

していくことです。これまでの地道な 6 年間、地道に普及・発展を遂げてき

た物語が新たなステージに入ります。その経過・成果については、JCOMM 等

でご報告させていただきたいと思います。  

 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga34.pdf 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga34.pdf
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2. 交通環境学習の取り組み 

（１）交通環境学習開催報告 

（北海道） 

■北海道運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 9月 2日に、札幌市立上野幌小学校で「バリアフリー教室」を実施。4年生及びそ

の保護者を対象に、視覚障がい者擬似体験、車いす体験を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/1nendo/1sapporo.pdf 

 

・2019年 10月 9日に、小樽市立幸小学校で「バリアフリー教室」を実施。5年生を対象に

ユニバーサルデザインの学習や手話講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/1nendo/1saiwaisyo01.pdf 

 

■札幌市交通局「乗車マナー教室」 

札幌市交通局では、2019年 9月 29日に交通局教習所にて、市営交通が身近に感じてもらう

「乗車マナー教室」を開催。 

www.city.sapporo.jp/st/jyousyamana-kyousitu2017.html 

 

（東北） 

■東北運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 6月 4日に、仙台市立中山小学校で「キャップハンディ体験」を実施。４年生を対

象に疑似体験を実施。 

http://www2.sendai-c.ed.jp/~nakayama/nkshoblog2/log/eid407.html 

 

・2019年 9月 19日に、楽天生命パーク宮城にて「バリアフリー教室」を実施。仙台市原町

小学校 4年生を対象に、高齢者・障害者の疑似体験を通して学習。 

https://www.facebook.com/sendaibftc/posts/3612226118802768 

 

・2019年 11月 22日に、仙台駅並びに勾当台公園駅にて「バリアフリー教室」を実施。旭丘

小学校 5年生を対象に、地下鉄駅の構内にあるバリアフリーの探索や駅構内での車椅子体験

や白杖歩行の体験を実施。 

http://www2.sendai-c.ed.jp/~asahi/asahi/log/eid422.html 

 

（関東） 

■関東運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 8月 22日に、宇都宮大学にて、教員免許状更新講習（心のバリアフリーに焦点を

あてた福祉教育の実践的検討）の中で「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190822.pdf 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/1nendo/1sapporo.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/1nendo/1saiwaisyo01.pdf
http://www.city.sapporo.jp/st/jyousyamana-kyousitu2017.html
http://www2.sendai-c.ed.jp/~nakayama/nkshoblog2/log/eid407.html
https://www.facebook.com/sendaibftc/posts/3612226118802768
http://www2.sendai-c.ed.jp/~asahi/asahi/log/eid422.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190822.pdf
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・2019 年 10 月 19 日に、ららぽーと海老名前で行われた一般社団法人神奈川県バス協会主

催「バス利用 感謝デー2019」にて「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191019.pdf 

 

・2019年 10月 21日に、横浜市立勝田小学校にて 4年生を対象に「バリアフリー教室」を

実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191021.pdf 

 

・2019年 10月 30日に、水戸市立稲荷第二小学校にて 4年生を対象に「バリアフリー教室」

を開催。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191030.pdf 

 

・2019年 11月 2日に、ウイング・ハット春日部において行われた「市民福祉まつり・第 34

回ふれあい広場」の会場内で「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191102.pdf 

 

・2019年 11月 6日に、横浜市立中山小学校の教職員を対象に「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191106.pdf 

 

・2019年 11月 7日に、高崎市立高崎西小学校で 5年生を対象に「バリアフリー教室」を実

施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191107.pdf 

 

・2019年 11月 9日に、（一社）埼玉県トラック協会主催「交通安全・環境フェア」の会場で

「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191109.pdf 

 

・2019年 11月 21日に横浜市立瀬谷さくら小学校にて４年生を対象に「バリアフリー教室」

を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191121.pdf 

 

・2019年 11月 21日に、笛吹市立八代小学校にて、「バリアフリー教室」を実施。 

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2019/12/post-1462.html 

 

・2019年 11月 23日に、川島町主催「バスティバル！2019」にて「バリアフリー教室」を実

施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191123.pdf 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191019.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191021.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191030.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191102.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191106.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191107.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191109.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191121.pdf
http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2019/12/post-1462.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191123.pdf
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・2019 年 11 月 23 日に、東京都世田谷区の烏山区民センターでの「ユニバーサルデザイン

体験隊スタンプラリー」において「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191123_2.pdf 

 

・2019年 12月 8日に所沢市主催「ノリノリ!のりものフェスティバル」にて「バリアフリー

教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191208.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in高根沢町立北小学校 

高根沢町立北小学校では 2019年 9月 27日に、高根沢町社会福祉協議会の指導の下、３年生

を対象に手話と車椅子体験を実施。 

http://schit.net/takanezawa/eskita/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=837&comment_flag=1&block_id=130#_130 

また 11月 1日に総合的な学習として、３年生を対象にアイマスクと高齢者体験を実施。 

http://schit.net/takanezawa/eskita/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=852&comment_flag=1&block_id=130#_130 

 

■「バリアフリー教室」inやまなし公共交通フェスティバル 2019 

山梨県では 2019年 12月 14日に、甲府駅北口よっちゃばれ広場・ペデストリアンデッキ等

において公共交通に関心を持ってもらう PR イベント「やまなし公共交通フェスティバル

2019」を開催。今年度は新たな取り組みとして「バリアフリー教室」など実施。 

https://www.pref.yamanashi.jp/kotsu-seisaku/2019-festival.html 

 

（北陸信越） 

■北陸信越運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 9月 22日に万代シティ通り等で行われた「万代シティバスまつり 2019」にて「バ

リアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/barrier_free/bf/bf_kyousitsu/r1/pdf/190921busfes.pdf 

 

・2019 年 10 月 29 日に富山短期大学構内にて、幼児教育学科の学生を対象に「バリアフリ

ー教室」を実施。 

https://www.toyama-c.ac.jp/news/000784.html 

 

・2019年 11月 9日に石川運輸支局構内にて行われた「ふれあいフェスタ」において「バリ

アフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/barrier_free/bf/bf_kyousitsu/r1/pdf/191109fureai.pdf 

 

 

 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191123_2.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_191208.pdf
http://schit.net/takanezawa/eskita/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=837&comment_flag=1&block_id=130#_130
http://schit.net/takanezawa/eskita/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=852&comment_flag=1&block_id=130#_130
https://www.pref.yamanashi.jp/kotsu-seisaku/2019-festival.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/barrier_free/bf/bf_kyousitsu/r1/pdf/190921busfes.pdf
https://www.toyama-c.ac.jp/news/000784.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/barrier_free/bf/bf_kyousitsu/r1/pdf/191109fureai.pdf
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（中部） 

■「海のバリアフリーまつり」inマリーナ河芸 

中部運輸局後援で「海のバリアフリーまつり」が 2019年 9月 14・15日に実施。障がいのあ

る方も健常者とともに、大勢の子どもも参加してマリンレジャーを楽しく体験。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/report/katudou20190915_01/katudou20190915_01.html 

 

■「福祉体験学習」in坂井市立加戸小学校 

2019年 10月 10、31日に坂井市立加戸小学校にて 4年生を対象に「福祉体験学習」を実施。 

・10月 10日、アイマスク体験 

https://kado05233165.wordpress.com/2019/10/11/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%80%81%ef%bc%94%e5%b9%b4-%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%93/ 

・10月 31日、車いす体験、高齢者疑似体験 

https://kado05233165.wordpress.com/2019/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%ef%bc%94%e5%b9%b4-%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%93%e9%a8%93%e5%ad%a6%e7%bf%92/ 

 

（近畿） 

■堺市「ペーパークラフトでバスの乗り方を学ぼう」 

堺市では路線バスの維持・確保に向けて利用促進に取組の一環として市内在住の小学生を対

象に「ペーパークラフトでバスの乗り方を学ぼう」を 2019年 8月 16日に実施 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/kokyokotsu/bus_riyo/papercraft/df_filename_764950201908201330.html 

 

■近畿運輸局「バリアフリー教室・出前講座」 

・2019年 11月 11日に、奈良市立青和小学校の 5年生を対象に「海運の重要性と船員の仕

事について」の出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-195.pdf 

 

・2019年 11月 15日に、大阪市立天満中学校の 1年生を対象に「海運の重要性と船員の仕

事について」の出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-196.pdf 

 

・2019年 11月 15日に、和歌山市立加太中学校にて「福祉教育体験教室」を実施。 

https://www.wakayama-wky.ed.jp/kada/2019/11/15/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%95%99%e8%82%b2%e4%bd%93%e9%a8%93%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%8811%e6%9c%8815%e6%97%a5%ef%bc%89/ 

 

・2019年 11月 16日に、「のってまもろう!ちいきのこうつうイベント in 丹波ゆめタウン」

にて「バリアフリー教室」を実施。 

https://www.mlit.go.jp/common/001322476.pdf 

・2019年 11月 26日に、那智勝浦町立下里小学校の 5、6年生、古座川町立古座中学校 2年

生を対象に「海運の重要性と船員の仕事について」の出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-201.pdf 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/report/katudou20190915_01/katudou20190915_01.html
https://kado05233165.wordpress.com/2019/10/11/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%83%aa%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%80%81%ef%bc%94%e5%b9%b4-%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%93/
https://kado05233165.wordpress.com/2019/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%93%ef%bc%91%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%ef%bc%94%e5%b9%b4-%e7%a6%8f%e7%a5%89%e4%bd%93%e9%a8%93%e5%ad%a6%e7%bf%92/
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/kokyokotsu/bus_riyo/papercraft/df_filename_764950201908201330.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-195.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-196.pdf
https://www.wakayama-wky.ed.jp/kada/2019/11/15/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%95%99%e8%82%b2%e4%bd%93%e9%a8%93%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%8811%e6%9c%8815%e6%97%a5%ef%bc%89/
https://www.mlit.go.jp/common/001322476.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/12pdf19-201.pdf
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・2019 年 12 月 13 日に姫路市立船場小学校にて４年生を対象に「バリアフリー教室」を実

施。 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/senba-e/index.cfm/1,119835,c,html/119835/20191223-164555.pdf 

 

（四国） 

■四国運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 10月 23日に徳島市立上八万小学校にて 4年生を対象に 「バリアフリー教室・バ

スの乗り方教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.kamihachiman.pdf 

 

・2019年 11月 5日に徳島市立八万南小学校にて 4年生を対象に「バリアフリー教室・バス

の乗り方教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.hachimanminami.pdf 

 

・2019年 11月 8日に藍住町立藍住西小学校にて 4年生を対象に「バリアフリー教室・バス

の乗り方教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.aizuminishi.pdf 

 

・2019年 11月 11日に徳島市立佐古小学校にて 4年生を対象に「バリアフリー教室・バス

の乗り方教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.sako.pdf 

 

（九州） 

■九州運輸局「バリアフリー教室」 

・2019年 10月 4日に、田川市立鎮西小学校にて４年生を対象に、「バリアフリー教室」を実

施。 

http://kyouiku.joho.tagawa.fukuoka.jp/HPCNZS01/pdf/%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%94%9F/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%99%E3%80%80%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%8F%B7.pdf 

 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/senba-e/index.cfm/1,119835,c,html/119835/20191223-164555.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.kamihachiman.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.hachimanminami.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.aizuminishi.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/r1.barifuri.sako.pdf
http://kyouiku.joho.tagawa.fukuoka.jp/HPCNZS01/pdf/%EF%BC%94%E5%B9%B4%E7%94%9F/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%99%E3%80%80%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%8F%B7.pdf
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

3. ニュース/トピック  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■第 13回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール表彰作品・学校決定 

日本民営鉄道協会では、新聞作成を通じて子供たちに鉄道に対する関心と理解を深めてもら

うことを目的に、第 13 回「私とみんてつ」小学生新聞コンクールを実施、厳選な審査を経

て受賞者と受賞校を決定。2020年 1月 11日に経団連会館にて表彰式を開催。 

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/news13.pdf 

 

（東北） 

■鉄道フェスタ 2020in遠野 

遠野市役所本庁舎１階多目的市民ホールにて 2020 年 1 月 18 日、19 日に「鉄道フェスタ

2020in遠野」を開催。SL銀河運行を記念し毎年開催しているイベント。 

https://tonojikan.jp/event/0118-2/ 

 

（関東） 

■中野区「夏休み子どもエコ講座」事業記録 

中野区では、夏休みに子どもたちの身近な生活を通して、環境問題をわかりやすく理解する

講座を実施。座学で地球温暖化について学んだあと、発電実験、燃料電池 RCカー操縦体験、

燃料電池 RCカーからの給電を体験。 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html 

 

■京成電鉄「#ぼくのスカイライナー」キャンペーン 

京成電鉄では 2020年 1月 17日～3月 15日まで、SNSでのプレゼント企画「#ぼくのスカイ

ライナー」キャンペーンを実施。小学生以下の子どもとその保護者を対象に期間中、Twitter、

Instagramのいずれかで、「#ぼくのスカイライナー」とともにプラレールの「S-54 京成スカ

イライナーAE形」の写真を投稿すると、抽選で「京成スカイライナー体験乗車」と「宗吾車

両基地見学」に招待。体験乗車と宗吾車両基地の見学は 4月 12日、19日実施予定。 

https://www.keisei.co.jp/information/files/info/20200110_101048624231.pdf 

 

■上毛電気鉄道「電気機関車運転体験ツアー」 

上毛電気鉄道では、2020年 1月 25日、2月 22日に、上毛電気鉄道大胡電車庫にて「電気機

関車運転体験ツアー」を開催。シミュレータ体験後、デキ 3021運転体験。3月 14日、 4月

18日にも「春休み企画電車運転体験ツアー」を開催。 

http://www.jomorailway.com/tour.html#taiken02 

 

 

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/news13.pdf
https://tonojikan.jp/event/0118-2/
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d001297.html
https://www.keisei.co.jp/information/files/info/20200110_101048624231.pdf
http://www.jomorailway.com/tour.html#taiken02
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■宇都宮市「ＬＲＴ工事現場見学会」 

宇都宮市では、市内在住あるいは市内へ通勤・通学者を対象に、2020年 2月 1日、5日に鬼

怒川橋りょう整備区間にて「ＬＲＴ工事現場見学会」を実施。 

https://u-movenext.net/information/55 

 

■わたらせ渓谷鐵道「気動車運転体験（わ８９形）」 

わたらせ渓谷鐵道では、2020年 2月 1日、15日、29日に「気動車運転体験（わ８９形）」を

実施。101号車内で机上講習、昼食、出区点検・見本運転後大間々駅構内側線（約 200mの区

間）で運転体験。募集対象は中学生以上。 

https://www.watetsu.com/event.php?EVENT_ID=1310 

 

■わたらせ渓谷鐵道 「トロッコわっしー号運転体験」 

わたらせ渓谷鐵道では、2020年 2月 8日、22日に「トロッコわっしー号運転体験」を開催。

机上講習、昼食、出区点検・見本運転の後、大間々駅構内側線にて、WKT-550形「トロッコ

わっしー号」を計 2往復運転。募集対象は中学生以上。 

https://www.watetsu.com/event.php?EVENT_ID=1323 

 

■「けんかつ鉄道フェア 2020」 

公益財団法人いきいき埼玉では、鉄道と観光をテーマに 2020年 2月 15日に埼玉県県民活動

総合センターにて「けんかつ鉄道フェア 2020」を開催。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0302/library-info/2020_02_tetsudo.html 

 

■ＪＲ東日本「勝田車両センターまつり」 

ＪＲ東日本水戸支社では、2020年 2月 22日に「勝田車両センターまつり」を開催。常磐線

で活躍している「E657 系」や、歴代の常磐線特急列車「E653 系」「651 系」等の車両展示、

「E531 系」運転台体験、車掌体験など。 

http://www.jrmito.com/press/191220/press_01.pdf 

 

■東武鉄道「東武東上線キッズフェスタ」 

東武鉄道では、2020年 3月 28日に森林公園検修区、川越東武ホテル、東武百貨店池袋店に

て「東武東上線キッズフェスタ」を開催。東武百貨店池袋店では 29日（日）も開催。 

https://www.tobu.co.jp/news/2019/2232/ 

 

 

 

 

 

 

https://u-movenext.net/information/55
https://www.watetsu.com/event.php?EVENT_ID=1310
https://www.watetsu.com/event.php?EVENT_ID=1323
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0302/library-info/2020_02_tetsudo.html
http://www.jrmito.com/press/191220/press_01.pdf
https://www.tobu.co.jp/news/2019/2232/
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（北陸信越） 

■富山地方鉄道「車両基地見学会」 

富山地方鉄道では、2020年 3月 21日に、市内線と富山ライトレールとの「南北接続」開業

イベントとして車両基地の見学会を開催。南富山駅広場にて「TOYAMA SOUTH WIND FESTIVAL」

も開催。同日は市内路面電車が無料で、「南北接続記念スタンプラリー」を市内路面電車沿

線各地で実施。 

https://toyama-tsunagaru.com/leaflet.pdf 

 

（中部） 

■広報なばり「特集 バスのある暮らし」 

名張市では 9月の市報に「特集 バスのある暮らし」を掲載。市内のバスの現状を市民にお

知らせするとともに三重交通の小学校や地域のイベントでのバスの乗り方教室を開催とい

った取組を紹介。 

http://www.city.nabari.lg.jp/s010/110/080/010/2019/03/011001/R1-10-1-1-4.pdf 

 

■大井川鐵道「SLフェスタ 2020in新金谷」 

大井川鐵道では、2020年 2月 8日、9日に新金谷駅構内等にて「SLフェスタ 2020in新金谷」

を開催。レールスター乗車体験、SL整備工場見学、転車台手回し体験など。 

http://oigawa-railway.co.jp/archives/26068 

 

（近畿） 

■北大阪急行電鉄「小中高生向けトンネル工事現場見学会」 

北大阪急行電鉄では、2020年 2月 8日に、箕面船場阪大前駅予定地にて、小学 5・6年生、

中学生、高校生を対象とした、シールドトンネルの工事現場といった延伸工事の見学会を開

催。 

https://www.kita-kyu.co.jp/event/pdf/kodomokengakukai.pdf 

 

■近畿日本鉄道「新型名阪特急ひのとり無料試乗会」 

近畿日本鉄道では、2020年 2月 22日、23日、24日、29日、3月 1日に、新型名阪特急「ひ

のとり」の無料試乗会を開催。発着駅は大阪上本町駅と近鉄名古屋駅で、3月 1日は小学生

以下の子どもを含むグループ優先。 

https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/hinotorisijyoukai.pdf 

 

  

https://toyama-tsunagaru.com/leaflet.pdf
http://www.city.nabari.lg.jp/s010/110/080/010/2019/03/011001/R1-10-1-1-4.pdf
http://oigawa-railway.co.jp/archives/26068
https://www.kita-kyu.co.jp/event/pdf/kodomokengakukai.pdf
https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/hinotorisijyoukai.pdf
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（中国） 

■広島高速交通「車両基地見学会」 

ヌマジ交通ミュージアムでは、アストラムラインの車両基地見学会を 2020 年 1 月 26 日開

催。長楽寺車両基地。検車棟、中央指令室などを見学。アストラムライン利用での参加者に

は、アストラムライングッズをプレゼント。 

http://www.vehicle.city.hiroshima.jp/VEHICLE_HP/Contents/03_gyouji_annai/0307_astram/0307_index.htm 

 

（四国） 

■高知県、小学生対象「バス・でんしゃパスポート」、「夏・冬・春休み限定！バスキッズ定

期券」 

高知県では、バスや路面電車に子どものころから乗ってもらい、公共交通に慣れ親しんでも

らうことを目的とした「バス・でんしゃパスポート」事業や「夏・冬・春休み限定！バスキ

ッズ定期券」の販売を実施。 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070301/bus-densha-passport.html 

 

（九州） 

■JR 九州「これで最後!?折尾駅鹿児島本線高架メモリアルウォーク!!＆ミニトレイン大集

合」 

JR九州では、2002年 2月 11日に 2020年度に線路切替を行う鹿児島本線を歩くＪＲ九州ウ

ォーキングと九州全土から大集合したミニトレインへの乗車体験できる「これで最後!?折尾

駅鹿児島本線高架メモリアルウォーク!!＆ミニトレイン大集合」を開催。 

https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2019/12/24/191224Newsrelease01.pdf 

 

 

http://www.vehicle.city.hiroshima.jp/VEHICLE_HP/Contents/03_gyouji_annai/0307_astram/0307_index.htm
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/070301/bus-densha-passport.html
https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2019/12/24/191224Newsrelease01.pdf
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4. イベント、フォーラム、セミナー等の開催内容  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●スマートモビリティチャレンジ 地域シンポジウム 

（中国） 

日時：2020 年 1 月 21 日(火)13:00～ 

場所：広島国際展示場会議室「コスモス」 

（東北） 

日時：2020 年 1 月 24 日(金)13:00～ 

場所：浪江町地域スポーツセンター サブアリーナ 

（中部） 

日時：2020 年 1 月 31 日(金)13:00～ 

場所：愛知大学 名古屋キャンパス グローバルコンベンションホール  

にて開催 

主催：経済産業省、国土交通省 

https://www.mobilitychallenge.go.jp/symposium 

 

（関東） 

●第 4 回交通運輸技術フォーラム ～未来を拓くモビリティ・イノベーション～ 

日時：2020 年 1 月 27 日(月)13:00～16:10 

場所：JA 共済ビル カンファレンスホール  

主催：国土交通省総合政策局技術政策課 

http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001320007.pdf 

 

●セミナー「脱炭素社会への展望 ～2050 年のゼロエミッション社会を考える～」 

日時：2020 年 2 月 3 日(月)18:30～20:30 

場所：神奈川県庁本庁舎大会議場  

主催：神奈川県、(公財)地球環境戦略研究機関 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/prs/r9953986.html 

 

（中部） 

●東海エコフェスタ 

日時：2020年 4月 18（土）、19日（日） 

場所：モリコロパーク 

主催：多東海エコフェスタ実行委員会 

http://tokaiecofesta.web.co.jp/ 

 

 

https://www.mobilitychallenge.go.jp/symposium
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001320007.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/prs/r9953986.html
http://tokaiecofesta.web.co.jp/
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（近畿） 

●ロハスフェスタ南港 

日時：2020年 3月 7日（土）8日（日） 

場所：インテックス大阪 6号館 

主催：ロハスフェスタ実行委員会 

http://event.lohasfesta.jp/nanko/top/ 

 

●環境フェスタ in交野 2020 

日時：2020年 3月 15日（日） 

場所：星の里いわふね 

主催：交野市役所環境部環境衛生課 

http://katano-kankyo.com/ 

 

（中国） 

●第 37回 全国都市緑化ひろしまフェア「ひろしま はなのわ 2020」 

日時：2020年 3月 19日（木）～11月 23日（月・祝） 

場所：メイン会場「中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域) 及びその周辺」 

主催：公益財団法人都市緑化機構、広島県、広島県内自治体 

https://hananowa2020.com/ 

 

●第 15 回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM) 

日時：2020 年 7 月 17 日(金)～18 日(土) 

場所：島根県松江市 島根県民会館 

主催：(一社)日本モビリティ・マネジメント会議 

https://www.jcomm.or.jp/app/download/13475833290/JCOMM_NLvol45.pdf?t=1577167672 

 

（四国） 

●第 41回ＥＳＴ創発セミナー in小豆島 

日時：2020年 2月 27日（木） 13:30～16:55  

場所：イマージュセンター（農村環境改善センター） 

主催：土庄町・小豆島町、国土交通省四国運輸局、ＥＳＴ普及推進委員会、 公益財団法人

交通エコロジー・モビリティ財団 

http://www.estfukyu.jp/sohatsu63.html 

 

 

 

 

 

http://event.lohasfesta.jp/nanko/top/
http://katano-kankyo.com/
https://hananowa2020.com/
https://www.jcomm.or.jp/app/download/13475833290/JCOMM_NLvol45.pdf?t=1577167672
http://www.estfukyu.jp/sohatsu63.html
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（九州） 

●省エネ環境フォーラム 2020 

日時：2020 年 1 月 22 日(水)14:00～16:00  

場所：福岡市 西鉄グランドホテル 

主催：九州運輸局 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000156050.pdf 

 

第 38回 全国都市緑化くまもとフェア 

日時：2022年春（2021年度）の 2ヵ月程度 

場所：街なかエリア「熊本城公園及びシンボルプロムナード一帯」 

   水辺エリア「水前寺江津湖公園一帯」（水前寺地区～広木地区、動植物園含む） 

まち山エリア「立田山」 

主催：熊本市、公益財団法人 都市緑化機構 

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou 

 

（海外） 

●第 17 回アジア太平洋地域 ITS フォーラムブリスベン 2020 

日時：2020 年 5 月 25 日(月)～28 日(木) 

場所：Brisbane Convention & Exhibition Centre QUEENSLAND 

主催：ITS Australia 

http://www.its-jp.org/katsudou2014/tabid_110/katsudou2014tabid_110katsudou2014tabid_110ap_forum17/ 

 

●ECOMM２０２０（第２３回欧州モビリティ・マネジメント会議） 

日時：2020年 6月 3日～6月 5日 

場所：ポルトガル・カスカイス 

主催：EPOMM（欧州モビリティ・マネジメント・プラットフォーム） 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2814 

 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000156050.pdf
https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou
http://www.its-jp.org/katsudou2014/tabid_110/katsudou2014tabid_110katsudou2014tabid_110ap_forum17/
http://www.epomm.eu/index.php?id=2814
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【公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より】 

●モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）のプログラム等を掲載 

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

http://www.bfed.jp/ 

●「グリーン経営認証」に関する情報は、専用ホームページへ 

 http://www.green-m.jp/ 

●エコ通勤優良事業所を認証登録しています！ 

 http://www.ecomo.or.jp/environment/ecommuters/ecommuters_top.html 

●環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）メールマガジンを発行しています！【ＥＳＴ普及推

進委員会事務局（エコモ財団）】 

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

●「運輸・交通と環境」を発行しています！ 

http://www.ecomo.or.jp/environment/unyukotsutokankyou/index.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。 

モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）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 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

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-education.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/ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

http://www.mm-education.jp/tebiki.html
http://www.bfed.jp/
http://www.green-m.jp/
http://www.ecomo.or.jp/environment/ecommuters/ecommuters_top.html
http://www.estfukyu.jp/mailmagazine.html
http://www.ecomo.or.jp/environment/unyukotsutokankyou/index.html
mailto:mailmagazine@mm-education.jp
http://www.mm-education.jp/magazine.html
http://www.mm-education.jp/mailmagazine_form.html
mailto:mailmagazine@mm-education.jp
http://www.mm-education.jp/

