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1. 寄稿 
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『「秋保地区の交通を考える」全校授業』 

【仙台市立秋保中学校 校長  千葉 慎】 

 

仙台市立秋保中学校のある秋保地区は、30年前の仙台市との合併当時は人口5,100

人を超えていましたが、現在は、4,100人まで減少し、65歳以上の高齢化率が35％を

超えています。本校の生徒数も合併当時250人を超えていたものが現在は64人まで減

っています。また、生徒が利用する仙台市営バスの秋保二口路線は年間7,000万円以

上の赤字となっています。このような中、市営バスの路線見直しが進められている状

況にあり、交通事情の確保と改善を図るため「秋保地区の交通を考える会」が活動を

されています。 

今回、全校授業を通して中学生にも地域が抱える問題点について考える機会を設

け、新交通システムの提案や高齢者の生活支援について興味を持たせたいと考え、中

学生が地域住民の一員として秋保地区の交通について考えることで、地方再生コンパ

クトシティ構想などに関心を持ち、将来の担い手としての自覚と意欲を育みたいと考

えております。授業では「秋保の交通を考える会」「JR東日本MaaS事業」「秋保地域

包括支援センター高齢者介護事業」について理解を深めることで、地域が抱える問題

点について考え、新交通システムの提案や高齢者の生活支援について興味を持たせ、

さらに、10年後の秋保地域の担い手としての自覚と意欲を育むこととしました。 

授業は9月10日（木）に本校体育館で新型コロナウイルス対策を徹底し、ソーシャ

ル・ディスタンスに配慮して行いました。まず、夏休みに行ったリーダー研修会に参

加した代表生徒がプレゼンテーションを行い「未来デザイン研究所～10年後の秋保

～」を発表しました。その後、3人の講師に講話をいただきました。最後に全校生徒

で「秋保地区の交通を考える」パネルディスカッションを行いました。  

本校はカリキュラムマネジメントを取り入れ、SDGsに取り組んでおります。今回の

全校授業では【目標11 住み続けられるまちづくり】を目指し、各教科と領域と関連

させながら取り組みました。 

今回の授業の感想から、モビリティ・マネジメント教育を通して、まちづくりの将

来の担い手としての自覚と意欲へとつなげることができたようです。 

  



3 

 

 

 

 

 

 

仙台市立秋保中学校ブログ 

http://www.sendai-c.ed.jp/~akiu-jhs/akiu-jhs/log/eid424.html 

※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_mailmaga37.pdf 

http://www.sendai-c.ed.jp/~akiu-jhs/akiu-jhs/log/eid424.html
http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga37.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） 

■オホーツク総合振興局「ちびっこ鉄道・バス乗車体験ツアー」 

オホーツク総合振興局では、将来に向けて公共交通の利用を促す「ちびっこ鉄道・バス

乗車体験ツアー」を実施した。2020 年 8 月 30 日に網走市内、9 月 12 日に北見市内、9

月 26日に遠軽町内で様々な体験ができるツアーを行った。 

・8/30ちびっこ鉄道・バス乗車体験ツアーto網走 

https://twitter.com/okhotskool/status/1300656177030656023 

・9/12ちびっこ鉄道・バス乗車体験ツアーto北見 

https://twitter.com/okhotskool/status/1306149785607364609 

https://twitter.com/okhotskool/status/1306516073903087616 

・9/26ちびっこ鉄道・バス乗車体験ツアーto遠軽 

https://twitter.com/okhotskool/status/1312976984348057600 

 

（東北） 

■福島観光自動車株式会社「保育園・幼稚園向けバス乗車体験の案内」 

福島観光自動車株式会社では人数限定で親子・家族でバス乗車体験を実施しており、郡

山市内の保育園・幼稚園単位でも対応、受付を 8月 31日まで実施。下記の案内は実施状

況や体験の様子を掲載。 

http://fukushimakanko.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/joushataiken2.pdf 

http://fukushimakanko.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/joushataiken3.pdf 

 

■盛岡市立北稜中学校「建設業職業体験」 

盛岡広域振興局では、2020 年 10 月 6 日に盛岡市立北稜中学校にて建設業職業体験を実

施した。生徒たちは座学の後、学校の校庭に登場した油圧ショベルや舗装用ローラーに

指導員とともに乗り、重機を操縦。地上 15メートルまで伸びる高所作業車の体験乗車を

行った。 

https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=0320002&date=20201006 

  

https://twitter.com/okhotskool/status/1300656177030656023
https://twitter.com/okhotskool/status/1306149785607364609
https://twitter.com/okhotskool/status/1306516073903087616
https://twitter.com/okhotskool/status/1312976984348057600
http://fukushimakanko.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/joushataiken2.pdf
http://fukushimakanko.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/joushataiken3.pdf
https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=0320002&date=20201006
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（関東） 

■山口自動車株式会社「交通安全フェスタ」 

山口自動車株式会社と相模原警察署交通課では、2020 年 9 月 2 日にたけのうち幼稚園、

9月 9日にたけのうちこども園にて、交通安全教室を併せた、バス乗車体験を実施した。 

・YM交通ブログ（2020年 9月 9日付け） 

https://www.yamaguchi-motor.com/blog 

・たけのうち幼稚園 

https://twitter.com/koiso7/status/1300986372275105793 

 

■西東京バス「バスの乗り方教室」 

西東京バスでは、2020 年 9月 15日に八王子市立館小学校 1年生の児童を対象にバスの

乗り方教室を開催した。バスの乗り方教室と併せて、整備工場見学や洗車機体験、車い

す体験を実施。 

http://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html 

 

■日立市立水木小学校「公共交通教室」 

日立市立水木小学校では 2年生の親子学習会として、2020 年 10月 6 日に公共交通教室

(バスの乗り方)を実施した。バスの乗り方やマナー、バス利用の基本的知識を親子で学

び、保護者と共に乗車し、楽しく学習した。 

https://www.city.hitachi.lg.jp/mizuki-e/005/p089271.html 

 

（中国） 

■鳥取市立若葉台小学校「運送業の魅力発見」 

鳥取商工会議所「運送業応援プロジェクト」企画により、2020 年 10 月 6 日に鳥取市立

若葉台小学 6年生の総合学習としてトラックドライバー、タクシードライバー、バスド

ライバーを講師とし、座学やＵＤタクシー等体験などを実施した。 

鳥取市立若葉台小学校 HP 2020年 10月 6日のニュース 

https://cmsweb2.torikyo.ed.jp/wakaba-e/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=1777&comment_flag=1&block_id=197#_197 

 

（九州） 

■佐賀市新栄公民館「バスの乗り方教室」 

新栄公民館と佐賀市交通局では、2020年 8月 20日に「バスの乗り方教室」を実施した。

大人 11 名、幼児とその兄弟あわせて 21 名、計 32 名が参加。密を避けるために 2 組に

別れて乗車体験を行った。 

https://www.tsunasaga.jp/shinei/2020/08/-r2-6.html 

 

  

https://www.yamaguchi-motor.com/blog
https://twitter.com/koiso7/status/1300986372275105793
http://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html
https://www.city.hitachi.lg.jp/mizuki-e/005/p089271.html
https://cmsweb2.torikyo.ed.jp/wakaba-e/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=1777&comment_flag=1&block_id=197#_197
https://www.tsunasaga.jp/shinei/2020/08/-r2-6.html
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■佐賀県立盲学校「バスの乗り方教室」 

佐賀県立盲学校と佐賀市交通局では、2020 年 7 月 15 日に「バスの乗り方教室」を実施

した。 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e946916.html 

 

■佐賀女子短期大学「バスの乗り方教室」 

佐賀女子短期大学と佐賀市交通局では、2020 年 7 月 17 日に「バスの乗り方教室」を実

施した。 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e947285.html 

 

■金立特別支援学校「バスの乗り方教室」 

金立特別支援学校と佐賀市交通局で、2020年 10月 12日に「バスの乗り方教室」を実施

した。金立特別支援学校では平成 27年度から開催をしている。 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e952322.html 

 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e946916.html
https://sagacitybus.sagafan.jp/e947285.html
https://sagacitybus.sagafan.jp/e952322.html
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3. ニュース/トピック 
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（全国） 

■ＪＲ貨物「貨物鉄道輸送ってなぁに？」動画配信 

ＪＲ貨物では「貨物鉄道輸送ってなぁに？」を YouTube の JR 貨物公式チャンネルで公

開している。子ども向けに貨物鉄道輸送を紹介する 13 分 24 秒のアニメーションで、

2020年 9月 10日に「映文連アワード 2020」企画奨励賞を受賞した。 

https://www.jrfreight.co.jp/info/detail933 

「貨物鉄道輸送ってなぁに？」 

https://youtu.be/jYoIB0HOKfI 

 

（北海道） 

■札幌市交通事業振興公社「2020子ども交通教室～地下鉄を学ぼう～」動画公開 

札幌市交通事業振興公社では例年夏休み期間中に実施していた「子ども交通教室～地下

鉄を学ぼう～」の開催を中止に伴い、「2020 子ども交通教室～地下鉄を学ぼう～」の動

画を配信している。 

https://www.stsp.or.jp/event/2020%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%ef%bd%9e%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%82%92%e5%ad%a6%e3%81%bc%e3%81%86%ef%bd%9e/ 

 

■北海道オホーツク総合振興局「駅ちかサイクル特集」 

北海道オホーツク総合振興局は HP 上で、JR 釧網本線の駅近くにあるレンタサイクル事

業者と、レンタサイクルを利用して訪問できる観光スポットを「鉄ちかサイクル」で紹

介。鉄ちかサイクル「きよさと情報交流施設きよ～る（清里町）」では 2020 年 10 月 31

日まで、オータムキャンペーンとしてレンタル料 50％割引等実施している。 

http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tetutika/cycling.htm 

 

（関東） 

■小田急電鉄「みんなで学ぶ運転士と車掌のしごと」公開 

小田急電鉄では公式ホームページ内の子ども向けサイト「おだきゅうキッズ」にて、動

画コンテンツ「おだきゅうの教室『みんなで学ぶ運転士と車掌のしごと』」を 2020 年 8

月 7日から公開している。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001spyr-att/o5oaa1000001spyy.pdf 

「おだきゅうの教室『みんなで学ぶ運転士と車掌のしごと』」 

https://www.youtube.com/watch?v=iHnhUk1O91Y 

 

  

https://www.jrfreight.co.jp/info/detail933
https://youtu.be/jYoIB0HOKfI
https://www.stsp.or.jp/event/2020%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%e3%80%80%ef%bd%9e%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%82%92%e5%ad%a6%e3%81%bc%e3%81%86%ef%bd%9e/
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tetutika/cycling.htm
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001spyr-att/o5oaa1000001spyy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iHnhUk1O91Y
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■京王グループ動画コンテンツ「ＫＥＩＯｔｕｂｅ」公開 

京王グループの魅力を紹介する動画コンテンツ「ＫＥＩＯｔｕｂｅ」を 2020 年 8 月 21

日から公開している。 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2020/nr200819_keiotube.pdf 

京王電鉄チャンネル URL： 

https://www.youtube.com/watch?v=stPZqURaKwk&list=PLCrFam1zwfb6OnPOtX-GAN6zzTcj3qCuY 

 

■逗子歩行者と自転車のまちを考える会「逗子カーフリーディ 2020」 

世界 2000都市で開催のモビリティウィーク＆カーフリーディに、逗子も参加。逗子駅前

広場特設会場にて 2020年 9月 19日に開催された。実施報告書も掲載しており、カーフ

リーディで実施された交通アンケート調査結果も記載。 

https://zushi-p-b.jimdofree.com/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E9%80%97%E5%AD%90%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%BC2020/ 

 

■秩父鉄道「ハクション大魔王 2020 Hug旅ラリーdeおでかけしよう！」埼玉県スポッ

ト参加 

秩父鉄道は、2020年 10月 1日～11月 30日まで開催する「ハクション大魔王 2020 Hug

旅ラリーde おでかけしよう！」に、埼玉県のスポットとして参加している。「夢をはぐ

くむ旅」「親子の絆をはぐくむ旅」「親と子で HUGする旅」「成長をはぐくむ旅」がテーマ

の企画。秩父鉄道は、熊谷駅利用者を対象にシールと台紙をプレゼント。 

https://hakushon-hug-tabi.jp/ 

https://www.chichibu-railway.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/20200918_hakushon.pdf 

 

■小湊鉄道「小湊鐵道 バスも鉄道も！堪能ツアー」 

小湊鉄道では、2020年 11月 1日に「小湊鐵道 バスも鉄道も！堪能ツアー」を開催する。

蘇我駅東口 4番乗り場からバスで、塩田営業所、浜野工場、長南営業所・工場などを周

遊。五井～里見間の列車移動、各営業所にて見学など。 

https://select-type.com/rsv/?id=KJGUZ9DaEVQ&c_id=126945 

 

■秩父鉄道「ちちてつ秋まつり～SL転車台公園オープン記念イベント」 

秩父鉄道は、2020 年 11 月 3 日に SL 転車台公園にて「ちちてつ秋まつり～SL 転車台公

園オープン記念イベント」を開催する。EL（電気機関車）＋ヲキ（貨車）4 両連結の展

示、保線・電気設備の展示、ダッチングマシーン体験、EL運転台見学、転車台模擬運転

体験など。 

https://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/201016-1/ 

 

  

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2020/nr200819_keiotube.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=stPZqURaKwk&list=PLCrFam1zwfb6OnPOtX-GAN6zzTcj3qCuY
https://zushi-p-b.jimdofree.com/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E9%80%97%E5%AD%90%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%BC2020/
https://hakushon-hug-tabi.jp/
https://www.chichibu-railway.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/20200918_hakushon.pdf
https://select-type.com/rsv/?id=KJGUZ9DaEVQ&c_id=126945
https://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/201016-1/
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■関東鉄道「水海道車両基地公開イベント 2020」 

関東鉄道は、2020 年 11 月 3 日に常総線水海道車両基地の公開イベントを開催する。普

段入ることができない工場内の見学、軌道自転車体験、あんぜん教室クイズラリーなど。 

https://www.kantetsu.co.jp/event/railyard.html 

 

■北総線「北総線レア体験全部のせ！車両基地撮影会ツアー」 

京成グループでは 2020年 11月 8日に「北総線レア体験全部のせ！車両基地撮影会ツア

ー」を開催する。北総線の各駅で普段の列車では体験できないさまざまな「レア体験」

を体験。 

https://keiseitravel.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/b826c875c34788463b3acddf59b774c9.pdf 

 

■京成グループ「バス車庫見学ツアー」 

京成グループでは、2020年 11月 7日に「千葉交通バス車庫見学ツアー」、11月 14日に

「千葉中央バス車庫見学ツアー」を実施する。洗車機体験・リフト付きバス乗降体験・

バス見学・整備工場見学など。 

・11月 7日千葉交通バス車庫見学ツアー 

https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/3379/ 

・11月 14日千葉中央バス車庫見学ツアー 

https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/3450/ 

 

■上毛電鉄「電気機関車運転体験ツアー」 

上毛電気鉄道は、1929 年製造のデキ 3021 を使用した「電気機関車運転体験ツアー」を

2020年 11月 7日、12月 19日に開催する。講習を受けた後、シミュレーター、デキ 3021

運転体験を実施、車庫見学、軌道自転車など。 

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

 

■西武鉄道「Laviewブルーリボン賞受賞記念・車両基地まつり in横瀬」 

西武鉄道では、2020年 11月 8日に横瀬車両基地にて「Laview ブルーリボン賞受賞記念 

車両基地まつり in 横瀬」を開催する。午前、午後の 2部制。001系「Laview」、5000系

「レッドアロー」先頭車などの車両展示、子ども制服撮影など。特典として「池袋線レ

ッドアロー号ラストランプロモーション」クリアファイルをプレゼント。 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/yokoze2020/index.html 

 

■小田急トラベル「小田急グループバス 2車庫巡りツアー」 

小田急トラベルは、2020年 11月 16日に（「小田急グループ バス 2車庫見学ツアー」を

開催。南町田グランベリーパーク駅中央改札前から神奈中観光の町田営業所へ移動、見

学。その後貸切バスで箱根登山バス小田原営業所へ移動、見学など。 

https://www.odakyu-travel.co.jp/ts/#!/view5/ODT/ODT/SI20/I110101/BG/1/2020-11-16  

https://www.kantetsu.co.jp/event/railyard.html
https://keiseitravel.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/b826c875c34788463b3acddf59b774c9.pdf
https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/3379/
https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/3450/
http://www.jomorailway.com/tour.html#taiken02
https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/yokoze2020/index.html
https://www.odakyu-travel.co.jp/ts/#!/view5/ODT/ODT/SI20/I110101/BG/1/2020-11-16
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■東武鉄道「 C11形 325号機 試運転乗車体験」 

東武鉄道では、「SL大樹特別イベントご招待キャンペーン」の一環として、2020年 12月

23 日に C11 形 325 号機試運転列車への乗車体験を実施する。試運転列車の運転区間は、

下今市～鬼怒川温泉間。10月 16日～11月 8日に、東武鉄道を利用し対象の宿泊施設で

応募用紙を入手し応募。 

https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/202010121229379-qXV-j8UXsjHuhWu86_gw.pdf 

 

（北陸信越） 

■金沢市、金沢市交通まちづくり協議会「カーフリーディ 2020 in金沢」 

2020年 10月 3日に金沢市庁舎前広場にて実施された。バス展示＆乗車体験や UDタクシ

ー展示＆乗車体験など実施された。 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/11031/taisaku/mm/car_free_day.html 

 

■万葉線「車庫見学会」 

万葉線は、2020 年 11 月 7 日に万葉線本社にて車庫見学会を開催ずる。運行管理担当セ

クションの見学、運転シミュレーター体験、車両見学など。参加特典として、帰路の無

料乗車券をプレゼント。 

https://www.manyosen.co.jp/season/2020/95005/ 

 

■ＪＲ東日本新潟支社「新潟車両センター見学会 2020」 

ＪＲ東日本新潟支社では、エリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席が２日間乗

り放題のおトクなきっぷ「えちごツーデーパス」利用者を対象とした、「新潟車両センタ

ー」の見学会を 2020年 11月７日に開催する。入出区線体験乗車や構内ガイドツアーな

ど。 

https://www.jrniigata.co.jp/press/20201007kengakukai.pdf 

 

■長野電鉄「こども（小学生）無料乗車デー」 

長野電鉄では「こども（小学生）無料乗車デー」として、2020年 4月～2021年 3月まで

の毎月第 3土曜日と年末年始に、こども（小学生）は長野電鉄全線『無料』とし、乗車

記念として地獄谷野猿公苑のキャラクター「ゆきもん」のイラスト入り乗車証を配布し

ている。 

https://www.nagaden-net.co.jp/news/2020/10/child-free-day.php 

 

  

https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/202010121229379-qXV-j8UXsjHuhWu86_gw.pdf
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/11031/taisaku/mm/car_free_day.html
https://www.manyosen.co.jp/season/2020/95005/
https://www.jrniigata.co.jp/press/20201007kengakukai.pdf
https://www.nagaden-net.co.jp/news/2020/10/child-free-day.php
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（中部） 

■静岡運輸支局「貸切バス 安心・安全体験会」 

静岡運輸支局と（一社）静岡県バス協会では、貸切バスの新型コロナウイルス感染予防

対策や、安全対策について広く知ってもらうため、旅行会社、学校関係者、報道機関を

対象とした体験会を 2020年 8月 2日に静岡運輸支局駐車場にて開催した。 

http://www.shizuoka-bus-kyokai.or.jp/_pdf/doc257.pdf 

 

■小浜線利用促進協議会「子どもと一緒に小浜線乗車キャンペーン」 

北陸おでかけパス（土日限定で北陸エリア自由周遊区間内の普通列車が１日乗り放題の

フリー切符）について、中学生以下と成人の２人以上で購入利用する場合を対象に助成

する「子どもと一緒に小浜線乗車キャンペーン」を 2020年 9月 1日～2021年 2月 28日

まで実施している。（嶺南地域の居住者のみ） 

http://www.car-save-fukui.com/news/index.php#20200911_164835 

 

■岳南電車「親子向け鉄道業務体験イベント、撮影スポット・貨物線跡親子向け探訪ツ

アー」 

岳南電車は、「秋の岳南電車まつり」の一環として、2020年 11月 3日、15日に「がくち

ゃんおしごと教室」を、11月 7日、21日に「岳ちゃん電気おしごとプチツアー」「未来

の車両整備士車両移動車の運転席に記念チェキ」を、11月 14日、23日に「岳鉄再発見！

なるほど探訪ツアー」を開催する。「おしごと教室」では駅員、運転士の仕事体験、日付・

入鋏体験、模擬定期券の作成など。「プチツアー」では電気関連施設の見学、遮断機やポ

イントの内部公開。「車両移動車イベント」では同車両の運転実演、連結・切り離し体験、

運転席での記念撮影。「探訪ツアー」では沿線の撮影スポット、貨物線跡などを探訪。 

https://www.gakutetsu.jp/topics/a6a6c00000000hof-att/autumndenshamatsuri2020.pdf 

 

■大井川流域観光事業実行委員会「大井川あそぼうけん」発行 

島田市と川根本町で構成する大井川流域観光事業実行委員会では、2020 年 10 月 1 日か

ら 12 月 20 日まで島田市と川根本町にある 16 の体験・アクティビティを、通常価格の

半額で体験「大井川あそぼうけん」を発行している。購入は静岡県民のみ。大井川鐡道

に乗車できる「大鉄満喫２日間フリーきっぷ」「昔レトロな電車旅２日間フリーきっぷ」

「トーマスフェア満喫プラン」など。 

https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kanko-docs/ooigawa_asobou.html 

 

  

http://www.shizuoka-bus-kyokai.or.jp/_pdf/doc257.pdf
http://www.car-save-fukui.com/news/index.php#20200911_164835
https://www.gakutetsu.jp/topics/a6a6c00000000hof-att/autumndenshamatsuri2020.pdf
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kanko-docs/ooigawa_asobou.html
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■大井川鐵道「がんばれ大鉄・大井川鐵道探求の旅」 

大井川鐵道では「がんばれ大鉄・大井川鐵道探求の旅」2020年 11月 7日～8日の 1泊 2

日のツアーを企画している。7 日に「かわね路」乗車・展望車体験、アプト機関車庫の

見学、井川線全線の乗車など。8日に DD20型の運転体験、DB1型＋客車の遊覧運転乗車、

川根両国車両区の見学、新金谷車両区 SL 検修庫の見学、E31 型の運転台着席体験など。 

https://www.nta.co.jp/news/2020/__icsFiles/afieldfile/2020/09/17/ooigawa.pdf 

 

■名古屋鉄道「おうちででんしゃまつり」動画公開 

名古屋鉄道では、毎年春に行っている「名鉄でんしゃまつり」を中止としたため、動画

「おうちででんしゃまつり」として 2020 年 8 月 11日から舞木検査場の様子を YouTube

で公開している。 

https://www.meitetsu.co.jp/info/2020/1258149_5307.html 

「おうちででんしゃまつり」 

https://www.youtube.com/watch?v=eVDVMq4M8Qw 

 

■リニア・鉄道館「秋のイベント」 

リニア・鉄道館では、2020年 9月 11日～12月 7日まで、秋のイベントを開催している。

「本物を体験しよう｣をテーマに、東海道新幹線の誕生を支えた在来線の技術などを紹

介する特別展や、「並べて比べて新幹線」「地球環境にやさしい新幹線」「バネの働きと電

車の乗り心地」といったガイドツアーなど。 

https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000040712.pdf 

 

■第 14回カーフリーディふくい 2020「クルマをおいてホジロバ交通で街に出よう」 

カーフリーディふくい実行委員会では、過度に依存した｢車の使い方｣を市民・行政が一

緒に考えることを目的に、2020 年 9 月 22 日に田原町駅広場・田原町ミューズにて実施

した。ホジロバ（歩行者、自転車、路面電車、バス）で『ちょい旅』も実施された。 

https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/563d333a03807c81ab059d72f1e0f40e 

 

■豊橋市「ええじゃないか豊橋カーフリーディ 2020」 

クルマの使い方を考える日。色々な交通手段を知って、「車の使い方」を見直す「カーフ

リーディ」を 2020年 9月 27日に豊橋駅南口駅前広場にて実施した。 

https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/4e2d922ba0d0e6f86d704f68886fc08b 

 

  

https://www.nta.co.jp/news/2020/__icsFiles/afieldfile/2020/09/17/ooigawa.pdf
https://www.meitetsu.co.jp/info/2020/1258149_5307.html
https://www.youtube.com/watch?v=eVDVMq4M8Qw
https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000040712.pdf
https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/563d333a03807c81ab059d72f1e0f40e
https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/4e2d922ba0d0e6f86d704f68886fc08b
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■静岡鉄道×大井川鐵道スペシャルコラボ企画「ちびまる子ちゃん電車乗車＆長沼車庫

洗車体験と、きかんしゃトーマス号＆新金谷整備工場」 

静岡鉄道「ちびまる子ちゃん電車」と大井川鐵道「きかんしゃトーマス号」に 1 日で両

方とも乗ることのできるツアーを、2020年 12月 26日、30日に開催する。静岡鉄道では

電車に乗車しての洗車機体験、大井川鐵道では「ジェームス号」と「トーマス号」が力

を合わせて移動する様子の見学など。 

http://oigawa-railway.co.jp/archives/56551 

 

（近畿） 

■京阪鉄道「ラッピング電車・京阪電車きかんしゃトーマス号 2020」「きかんしゃトー

マスとなかまたち 2020スタンプラリー」 

京阪鉄道では 交野線にトーマスのラッピング電車「京阪電車きかんしゃトーマス号」

が運行を開始した。車両デザインだけでなく、車内にもキャラクターが装飾している。

運転期間は 2021年 7月 31日まで。また 2020年 9月 5日～2021年 7月 31日まで小学生

以下を対象にした「きかんしゃトーマスとなかまたち 2020スタンプラリー」も開催して

いる。 

https://www.keihan.co.jp/traffic/thomas2020/ 

 

■NPO法人奈良ストップ温暖化の会「モビリティウィーク＆カーフリーディ」 

奈良市では「9/22 は、車に頼らない快適で持続可能なまちづくりを考え、行動する日」

として 2020 年 9 月 22 日に JR 奈良駅前東口広場にて「モビリティウィーク＆カーフリ

ーディ」の啓発活動を実施した。 

https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/c1d97fbf9b5a1a01db2ee8be7312fcce 

https://twitter.com/NPONASO/status/1308746657085796353 

 

■自転車文化タウンづくりの会「第 15回御堂筋サイクルピクニック」 

歩行者も自転車も安心して通行できるまちを目指して、大阪市内初の自転車レーンがあ

る「本町通」を自転車で走行する「第 15回御堂筋サイクルピクニック」を 2020年 9月

22日に実施した。 

https://www.facebook.com/cyclepicnic/posts/3275051009248031?__tn__=-R 

 

■京都市交通局「地下鉄のバックヤード探検！」配信 

京都市交通局では、鉄道の日（10 月 14 日）に合わせ「お家で見るっ地下鉄のバックヤ

ード探検！」として、2020年 10月 14日～11月 30日の間、動画や写真を見られるイベ

ントを開催している。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000274980.html 

 

  

http://oigawa-railway.co.jp/archives/56551
https://www.keihan.co.jp/traffic/thomas2020/
https://blog.goo.ne.jp/cfdjapan/e/c1d97fbf9b5a1a01db2ee8be7312fcce
https://twitter.com/NPONASO/status/1308746657085796353
https://www.facebook.com/cyclepicnic/posts/3275051009248031?__tn__=-R
https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000274980.html


14 

 

■近畿日本鉄道「きんてつオンライン鉄道まつり 2020」 

近畿日本鉄道では、インターネットにて、オリジナル動画を配信などする「きんてつオ

ンライン鉄道まつり 2020」を 2020年 10月 24日～12月 13日まで開催している。 

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

 

■大阪モノレール「THANKSフェスタ」 

大阪モノレールでは、2020 年 11 月 3 日に、大阪モノレール万博車両基地内にて「大阪

モノレール THANKSフェスタ」を開催する。大阪モノレールは 2020年 6月 1日に開業 30

周年を迎え、開業 30周年記念イベントとして実施する。特別車両の展示・車内見学会や

車内からの洗車体験など。 

http://www.osaka-monorail.co.jp/info/event-148.html 

 

■京福電気鉄道「嵐電の吊り掛けモーター音を感じながら貸切運行！」 

京福電気鉄道では、2020 年 12 月 5 日に「嵐電の吊り掛けモーター音を感じながら貸切

運行！」の企画を開催する。午前、午後の 2部制。嵐電の貸切電車で、四条大宮～嵐電

嵐山～西院車庫間を移動。西院車庫では、洗車機通過体験、吊り掛けモーターの実物見

学など。特典として当日の運行票、「嵐電開業 110 周年記念硬券・ピンバッジセット」、

運転士キットなど。 

https://www.keifuku.co.jp/upImage/newsRelease/1602200287_099417500.pdf 

 

（中国） 

■水間鉄道「電車運転体験」 

水間鉄道は、2020年 10月から 12月に開催する「電車運転体験」への参加者を募集して

いる。開催日時は 10月 31日、11月 7日・21日・28日、12月 5日・12日。会場は水間

鉄道水間車庫。机上教育を受けた後運転体験。対象は小学４年生以上。 

http://www.suitetsu.com/event/untentaiken20200924.pdf 

 

■福山市ふくやまサイクルシティ・プロジェクト「カーフリーデーイベント」 

ふくやまサイクルシティ・プロジェクトでは、2020 年 11 月 1 日に、芦田川河川敷広場

（新総合体育館前）にて、自転車のアピール走行をメインとしたカーフリーデーイベン

トを実施する。 

https://cyclecityjp.wixsite.com/fukuyama 

 

■山陽電気鉄道「山陽 WEB鉄道フェスティバル」 

山陽電気鉄道では、2020年 11月 2日～30日に「山陽 WEB鉄道フェスティバル」を開催

する。インターネットにてオリジナル動画を配信など。動画の内容は、東二見車両工場

内での作業、線路内での夜間作業、架線計測など。 

http://www.sanyo-railway.co.jp/media/1602738050.pdf  

https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/testudoumaturi.pdf
http://www.osaka-monorail.co.jp/info/event-148.html
https://www.keifuku.co.jp/upImage/newsRelease/1602200287_099417500.pdf
http://www.suitetsu.com/event/untentaiken20200924.pdf
https://cyclecityjp.wixsite.com/fukuyama
http://www.sanyo-railway.co.jp/media/1602738050.pdf
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（四国） 

■阿佐海岸鉄道「阿佐鉄さよなら列車満喫ツアー」 

阿佐海岸鉄道は、「阿佐海岸鉄道☆さよなら列車企画」の一環として、2020年 11月 1日

「阿佐鉄さよなら列車満喫ツアー」への参加者を募集している。DMV の説明とモードチ

ェンジ見学、現行車両（たかちほ号）の洗車体験、レールスター体験など。 

http://asatetu.com/wp-content/uploads/2020/09/%E6%BA%80%E5%96%AB%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf 

 

■四国運輸局「公共交通利用促進絵画コンクール」 

マイカー依存度の高い四国地域において、公共交通の利用を促進するための取り組みの

一環として、四国地域内の小学校に通学する児童を対象に、「みんなのまちの公共交通」

をテーマとした「公共交通利用促進絵画コンクール」を実施している。応募期間は 2020

年 9月 12日～2020年 11月 30日。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000169822.pdf 

 

（九州） 

■長崎市立西町小学校、修学旅行で島原鉄道に乗車 

新型コロナウイルス影響で、修学旅行が延期または県外から県内に変更されるなか、長

崎市立西町学校では島原鉄道の「島原鉄道体験プログラム」に参加、臨時列車に乗車、

切符切り体験等行った。 

http://www.nagasaki-city.ed.jp/nishimachi-e/gakkoudayori/R2/R2%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A8%EF%BC%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf 

 

■JR九州「宮崎駅 鉄道の日感謝祭 2020」 

ＪＲ九州宮崎総合鉄道事業部、JR 宮崎シティは、2020 年 10 月 31 日にアミュプラザみ

やざき アミュひろばにて「鉄道の日感謝祭 2020 in 宮崎駅」を開催する。運転士シミ

ュレーター体験、広範囲作業車の乗車体験、制服着用体験、787 系による「おしごと体

験ツアー」など。 

http://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2020/10/12/20201031_Miyazaki.pdf 

 

■西鉄バス「自動運転バス実証実験・無料体験試乗」 

西日本鉄道と西鉄バス北九州は、2020年 11月 11～15日、18～23日、25～29日に、JR

朽網駅～北九州空港間の自動運転バスの実証実験を実施する。各日 6往復運行で無料体

験試乗が可能。 

http://www.nishitetsu.jp/bus/atb/ 

 

http://asatetu.com/wp-content/uploads/2020/09/%E6%BA%80%E5%96%AB%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000169822.pdf
http://www.nagasaki-city.ed.jp/nishimachi-e/gakkoudayori/R2/R2%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A8%EF%BC%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
http://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2020/10/12/20201031_Miyazaki.pdf
http://www.nishitetsu.jp/bus/atb/
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4. イベント、フォーラム、セミナー等の開催内容  

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

 

（全国） 

●エコプロ Online2020 ～持続可能な社会の実現に向けて～ 

日時：2020年 11月 25日(水)～28日(土)10:00～17:00 

場所：オンライン開催 

主催：日本経済新聞社、(一社)サステナブル経営推進機構 

https://eco-pro.com/2020/ 

 

●第 27 回鉄道技術・政策連合シンポジウム(J-RAIL2020) 

日時：2020年 12月 15日(火)～12月 17日(木) 

場所：オンライン会議(システムは Zoom を予定) 

主催：公益社団法人土木学会 

http://133.43.106.35/~kaneko/jrail2020index.html 

 

（北海道） 

●みんなの気候変動 SDGsゼミ・ワークショップ 

日時：第 5回 2020年 10月 28日（水）18：30～21:00 

   第 6回 2020年 11月 11日（水）18：30～21:00 

   第 7回 2020年 11月 20日（金）18：30～21:00 

   第 8回 2020年 12月 4日（金）18：30～21:00 

   第 9回 2020年 12月 17日（木）18：30～21:00 

場所：オンライン（Zoom） 

主催：札幌市環境局 

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/2020.html 

 

（関東） 

●第 42回ＥＳＴ創発セミナー in 東京 

日時：2020年 11月 12日（木）13:30～16:55 

場所：オンライン開催（YouTube Liveで配信予定） 

主催：国土交通省関東運輸局、EST普及推進委員会、エコモ財団 

http://www.estfukyu.jp/sohatsu65.html 

 

  

https://eco-pro.com/2020/
http://133.43.106.35/~kaneko/jrail2020index.html
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/2020.html
http://www.estfukyu.jp/sohatsu65.html
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（北陸信越） 

●第 23回地域バス交通活性化セミナー 

日時：令和 2年 11月 13日（金） 13:15～16:30（12:45受付開始） 

場所：アートホテル新潟駅前 ４階 「越後」 

主催：国土交通省北陸信越運輸局、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

http://www.ecomo.or.jp/environment/bus/23-2th_seminar.html 

 

●第 43回ＥＳＴ創発セミナー in 新潟 

日時：2020年 11月 17日（火）13:30～16:50 

場所：オンライン開催（YouTube Liveで配信予定） 

主催：新潟市、国土交通省北陸信越運輸局、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/sohatsu67.html 

 

（中部） 

●公共交通シンポジウム in 中部 

日時：2020年 11月 18日（水）14:00～17:00 

場所：今池ガスビル 7階ダイヤモンドホール 

（中部運輸局の公式 YouTubeチャンネルにてライブ配信） 

主催：国土交通省中部運輸局 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/symposium/index.html 

 

（中国） 

●第 15回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM) 

日時：2020年 12月 19日、20月 

場所：広島市内(現地＋オンライン) 

主催：一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議 

http://www.jcomm.or.jp/convention/ 

※現地会場は調整中 

 

（四国） 

●第 18 回 ITS シンポジウム 2020 

日時：2020 年 12月 10日(木)～11日(金) 

場所：愛媛県松山市総合コミュニティセンター 

（現時点では、オンライン参加可能の予定） 

主催：特定非営利活動法人 ITS Japan 

https://www.its-jp.org/event/its_symposium/18th2020/ 

 

http://www.ecomo.or.jp/environment/bus/23-2th_seminar.html
http://www.estfukyu.jp/sohatsu67.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/symposium/index.html
http://www.jcomm.or.jp/convention/
https://www.its-jp.org/event/its_symposium/18th2020/
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●第 10回地域の交通環境対策推進者育成研修会 

日時：2021年度の 3日間（予定） 

場所：愛媛県松山市中心部 

主催：ＥＳＴ普及推進委員会、エコモ財団、四国運輸局（予定） 

http://www.estfukyu.jp/training2021.html 

 

（九州） 

●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 

http://www.estfukyu.jp/training2021.html
https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou
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５．その他 

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

【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/

