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1. 寄稿 

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

『交通環境教育「コミュニティバスの役割」』 

 

【啓明学園中学校 教頭 宮崎 善隆】 

 

 

本校の中学生に交通環境教育「コミュニティバスの役割」を全校生徒へのアセンブ

リー２回(週１全校集会)を利用して実施する予定でした。しかし新型コロナ感染症予

防対策によりアセンブリーの時間も短くなり充分な教育活動を実施することが難しく

なりました。そこで総合学習の時間などを使い 1年生は 4コマ、3年生は 3コマ授業で

実践しました。 

公共交通事情について生徒が身近な問題として受け止め、交通環境について興味関

心を持つことを目的に計画しました。はじめに、修学旅行先（岩手県雫石町）に運行

するデマンドバスが、運行当初全国からバス運営についての調査等に町へ来られたお

話を伺っていたこと。また醍醐コミュニティバスが、地域住民や地元企業から寄付を

募りヤサカバスに運行業務を委託する全国初の「市民共同方式」として運行を開始し

た新聞記事を読んだこと。この２つを生徒と共に考えコミュニティバスの役割につい

て学習したいと考えました。 

授業の導入は、共に雫石町と京都市の現地調査の報告から始めました。授業の形態

を「調べ学習」にしました。1年生は公共交通機関を利用した観光に取り組む京都市の

バス路線地図を配り、ＰＣを使い京都日帰り旅行をバスや地下鉄の乗車時間を記入し

た日程表を各自作成しました。３年生は自分の住む街や身近なコミュニティバスにつ

いてＰＣを使いレポート（内容：①バスの名前②走行場所③運行管理機関④歴史⑤利

用者⑥料金⑦感想）にまとめました。レポートは学年掲示板に掲示して情報を共有し

ました。 

１年生は旅行を計画する楽しさと難しさを感じながら京都のバス路線が充実に驚

き、移動にバスの時刻表が重要であることに気付きながら取り組んでいました。３年

生は環境を考えた電気バス、観光、福祉、路線がない地域など、様々な目的でコミュ

ニティバスが運行されていることを発見していました。これからも公共交通機関の大

切さに目を向けさせ、交通環境学習を進めていきます。 

 

（授業計画） 

授業……調査取材した２か所のコミュニティバスについて紹介、近年のバスなどの公

共交通機関の現状について考えました。その後、中学１年生は京都日帰りバス旅行を

考えレポートにまとめる。中学３年生は身近なコミュニティバスについて調べてレポ

ートにまとめる、調べ学習に取り組みました。 
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中学１年・・・身近で便利なバスの存在に気付き、環境にやさしい旅行を計画する 

１コマ目 雫石と京都のコミュニティバスについて紹介する 

1、路線バスの経営が難しく廃止路線が増える現状を伝える 

2、雫石町のコミュニティバスを紹介する 

3、京都市の２つのコニュニティバスを紹介する 

4、京都市の路線バスの地図を配り、京都市の取り組みを紹介する 

２コマ目 日帰り京都旅行を考える 

1、行きたい京都の観光地についてＰＣで調べる 

2、京都市の路線バスの地図で効率の良い移動を考える 

３コマ目 日帰り京都旅行の日程表を作成する 

1、地下鉄、路線バスの時刻表の見方を学ぶ 

2、各自のプランを日程表に時間も加えてまとめる 

４コマ目 日帰り京都旅行のプランをレポートにまとめる 

1、各自の旅行プランをレポートにまとめる 

2、公共交通機関の有効性について考える 

3、学年の掲示板に全生徒のレポートを掲示して情報を共有する 

 

中学３年・・・コミュニティバスを含むバスの経営と交通弱者の公共交通機関の重要性

について考える 

１コマ目 雫石と京都のコミュニティバスについて紹介する 

1、路線バスの経営が難しく廃止路線が増える現状を伝える 

2、雫石町のコミュニティバスを紹介する 

3、京都市の２つのコニュニティバスを紹介する 

4、自分たちの住む町のバス路線に目を向け、コミュニティバスが身

近に走っていることを確認する 

２コマ目 自分の住んでいる地域のコミュニティバスについて調べる 

1、ＰＣを使って調べ学習をする 

2、コミュニティバスの役割について考える 

３コマ目 レポート作成 

1、前回に続き調べ学習、レポートにまとめる 

2、コミュニティバスについて調べた感想を書く 

3、学年の掲示板に全生徒のレポートを掲示して情報を共有する 

 

※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_mailmaga39.pdf 

  

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga39.pdf
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2. 交通環境学習の取り組み 

１）交通環境学習開催のお知らせ 

（関東） 

■横浜市「環境教育出前講座」 

横浜市では、環境問題への理解を深めるため、市内の小中学校や地域住民を対象に、

「環境教育出前講座」の申込み受付を開始している。交通環境学習は「電車、バス、

クルマ・・・どれがエコ？」、「環境に優しい車のエネルギーを考える」を用意。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/kankyohozen/kankyo_kyoiku/demae/demae.html 

 

■山梨交通「バス出前授業」 

山梨交通では､社会科授業の一環として、また課外学習として、バス営業所やバスター

ミナルの見学や、学校等にバスを派遣し、構造の説明や機械操作の実演、バスの果す

役割などを説明する「バス出前授業」を受け付けている。 

http://yamanashikotsu.co.jp/route_bus/support/delivery_class/ 

 

（中国） 

■山口市「バスの乗り方教室」 

山口市公共交通委員会では、バスの利用促進やお出かけの手段を増やすため、「バスの

乗り方教室」の実施団体を募集している（開催日時：6月から 11月末の日中(土日祝日

を除く)）。参観日など親子参加での実施も可能。 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/73/2025.html 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kankyo_kyoiku/demae/demae.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kankyo_kyoiku/demae/demae.html
http://yamanashikotsu.co.jp/route_bus/support/delivery_class/
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/73/2025.html
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（２）交通環境学習開催報告 

（北海道） 

■「バリアフリー教室」in北海道運輸局 

北海道運輸局では、2020年度に実施したバリアフリー教室を報告。 

・2020年 9月 15日、札幌市新札幌わかば小学校 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233206.pdf 

・2021年 1月 15日、釧路市立東雲小学校 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233209.pdf 

・2021年 2月 12日、北見藤高等学校 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233210.pdf 

 

（東北） 

■「「フルーティアふくしま」体験乗車」ニチイキッズ郡山エスパル保育園 

JR東日本では、郡山市のニチイキッズ郡山エスパル保育園の園児を「ＴＯＨＯＫＵサポ

ーター」に認定し、2021 年 3 月 19 日、園児を対象にカフェ列車「フルーティアふくし

ま」の乗車体験を行った。 

・ニチイキッズ郡山エスパル保育園 HP 

https://www.nichiikids.net/nursery/other/esuparu/topics/article/136786.html 

 

（関東） 

■「鉄道乗り方学習」in 前橋市 

前橋市では、公共交通の役割と重要性、その利用方法・マナーなどの生活上必要な習慣

や技能を身に付け、自立への基礎を養うため、毎年「鉄道乗り方教室」を実施。例年、

実施は 16 校程度であるが、2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により 7 校で

の実施となった。 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/5/1/2/10647.html 

（実施結果） 

・2020年 9月 16日、前橋市立滝窪小学校 

http://menet.ed.jp/takikubo-

es/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&po

st_id=3231&comment_flag=1&block_id=735#_735 

・2020年 9月 18日、前橋市立中川小学校 

http://menet.ed.jp/nakagawa-es/jow2q49o0-371/#_371 

・2020年 10月 2日、前橋市立大胡東小学校 

http://menet.ed.jp/oogohigashi-es/jot7wfno6-677/#_677 

・2020年 10月 13日、群馬大学共同教育学部附属小学校 

https://www12.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=c20200065&frame=weblog&type=1

&column_id=2867&category_id=1987 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233206.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233209.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000233210.pdf
https://www.nichiikids.net/nursery/other/esuparu/topics/article/136786.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/5/1/2/10647.html
http://menet.ed.jp/takikubo-es/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=3231&comment_flag=1&block_id=735#_735
http://menet.ed.jp/takikubo-es/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=3231&comment_flag=1&block_id=735#_735
http://menet.ed.jp/takikubo-es/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=3231&comment_flag=1&block_id=735#_735
http://menet.ed.jp/nakagawa-es/jow2q49o0-371/#_371
http://menet.ed.jp/oogohigashi-es/jot7wfno6-677/#_677
https://www12.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=c20200065&frame=weblog&type=1&column_id=2867&category_id=1987
https://www12.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=c20200065&frame=weblog&type=1&column_id=2867&category_id=1987
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■「バスの乗り方教室」in八王子市立上柚木小学校 

八王子市立上柚木小学校では、2020年 10月 20日、2年生を対象にバスの乗り方教室を

実施した。 

https://hachioji-

school.ed.jp/weblog/index.php?id=kyuge&type=1&column_id=548936&category_id=31

43&date=20201020 

 

■「バスの乗り方教室」in八王子市立城山小学校 

八王子市立城山小学校では、2020 年 12 月 7 日、2 年生を対象にバスの乗り方教室を実

施した。 

https://hachioji-

school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&type=1&column_id=562918&category_id=68

2&date=20210331 

 

■「交通バリアフリー教室」in横浜市立桂小学校 

横浜市立桂小学校では、2021 年 1 月 20 日、5 年生を対象に交通バリアフリー教室を実

施した。 

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/katsura/index.cfm/1,3339,44,htm

l 

 

■「福祉体験・福祉講話」in笛吹市立一宮中学校 

笛吹市社会福祉協議会では、2021年 1月 29日、笛吹市立一宮中学校の 1年生を対象に、

福祉体験・福祉講話を実施した。 

http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2021/03/post-1629.html 

 

（北陸信越） 

■「直江津運転センター見学・乗車体験」in上越市下門前保育園 

えちごトキめき鉄道では、上越市下門前保育園の園児を対象に、2021年 3月 2日、直江

津運転センターの見学会を実施した。ＳＬやリゾート列車「雪月花」の乗車体験や車掌

アナウンス体験等を実施。 

https://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1310 

 

  

https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=kyuge&type=1&column_id=548936&category_id=3143&date=20201020
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=kyuge&type=1&column_id=548936&category_id=3143&date=20201020
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=kyuge&type=1&column_id=548936&category_id=3143&date=20201020
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&type=1&column_id=562918&category_id=682&date=20210331
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&type=1&column_id=562918&category_id=682&date=20210331
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&type=1&column_id=562918&category_id=682&date=20210331
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/katsura/index.cfm/1,3339,44,html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/katsura/index.cfm/1,3339,44,html
http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2021/03/post-1629.html
https://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1310
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■「大型バス乗車体験」in南砺市保育園 

南砺市のバス事業者なぎさ交通では、コロナ禍で恒例のバス遠足に行けなかった園児の

ために、2021年 3月 8日に井波にじいろ保育園、3月 9日に山野保育園で大型バスの乗

車体験を実施した。 

http://nagisakotsu.com/%e3%81%aa%e3%81%8e%e3%81%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0

/%e5%9c%b0%e5%85%83%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%9c%92%e3%80%81%e9%81%a0%e8%b6%b3%e6%

b0%97%e5%88%86%e2%99%aa/%E3%80%80 

 

（中部） 

■「交通バリアフリー教室」in三島市立南小学校 

三島市立南小学校では、2020年 10月 28日、4年生を対象に交通バリアフリー教室を実

施した。 

http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m103/02762 

 

■「ゆっくり自動運転実証」in豊田市稲城地域、 

豊田市と名古屋大学では、稲城地域の子どもたちに未来の移動について考える機会を提

供するため、2021年 3月 15日に稲武中学校、3月 16日に稲武小学校で「ゆっくり自動

運転実証」を実施した。 

・2021年 3月 15日、稲城中学校 

http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=c_inabu&type=1&column_id=387585&

category_id=2528&date=20210331 

・2021年 3月 16日、稲城小学校 

http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=s_inabu&type=1&column_id=387781&

category_id=1907&date=20210331 

 

（近畿） 

■「交通環境学習」in滋賀県東近江市 

滋賀県東近江市内の小学校では県や市の職員、交通事業者を呼んで交通環境学習が実施

された。 

・2020年 10月 1日、東近江市立愛東南小学校 

http://www2.higashiomi.ed.jp/aiminamisho/index.php?key=joay3rgit-97#_97 

・2020年 10月 21日、東近江市立市原小学校 

http://www2.higashiomi.ed.jp/ichisho/index.php?key=jovqrqgbr-95#_95 

  

http://nagisakotsu.com/%e3%81%aa%e3%81%8e%e3%81%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/%e5%9c%b0%e5%85%83%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%9c%92%e3%80%81%e9%81%a0%e8%b6%b3%e6%b0%97%e5%88%86%e2%99%aa/%E3%80%80
http://nagisakotsu.com/%e3%81%aa%e3%81%8e%e3%81%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/%e5%9c%b0%e5%85%83%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%9c%92%e3%80%81%e9%81%a0%e8%b6%b3%e6%b0%97%e5%88%86%e2%99%aa/%E3%80%80
http://nagisakotsu.com/%e3%81%aa%e3%81%8e%e3%81%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/%e5%9c%b0%e5%85%83%e4%bf%9d%e8%82%b2%e5%9c%92%e3%80%81%e9%81%a0%e8%b6%b3%e6%b0%97%e5%88%86%e2%99%aa/%E3%80%80
http://blog.city-mishima.ed.jp/blog-e/m103/02762
http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=c_inabu&type=1&column_id=387585&category_id=2528&date=20210331
http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=c_inabu&type=1&column_id=387585&category_id=2528&date=20210331
http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=s_inabu&type=1&column_id=387781&category_id=1907&date=20210331
http://www2.toyota.ed.jp/weblog/index.php?id=s_inabu&type=1&column_id=387781&category_id=1907&date=20210331
http://www2.higashiomi.ed.jp/aiminamisho/index.php?key=joay3rgit-97#_97
http://www2.higashiomi.ed.jp/ichisho/index.php?key=jovqrqgbr-95#_95
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・2020年 10月 22日、東近江市立布引小学校・学校だより「布引だより」10月号 P2 

http://www2.higashiomi.ed.jp/nunosho/?action=common_download_main&upload_id=3

210 

・2020年 11月 26日、東近江市立箕作小学校 

http://www2.higashiomi.ed.jp/mitsusho/index.php?key=joh2zzzh4-245#_245 

 

■「オンライン修学旅行」in生駒市立あすか野小学校 

生駒市立あすか野小学校では、2020年秋の 6年生の修学旅行の行先を広島県から近場に

変更した。その代わり 2021年 2月 16日、広島とオンラインで中継映像を結び、戦争の

歴史や平和について学ぶ特別授業が実施された。路面電車で広島をめぐる授業では、実

際に被爆した路面電車が運行し、車掌が中継で映像を撮影・リポートし、工事中の原爆

ドーム等案内を行った。 

・生駒市立あすか野小学校 HP「6年生の様子」 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021384.html 

・生駒市立あすか野小学校 HP「児童からの発信・オンライン修学旅行広報委員会」 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000023660.html 

 

（中国） 

■「クリスマスバス」in府中上下保育所 

中国バスでは、府中上下保育所の子どもたちを対象に、2020年 11月 12日、手作りした

クリスマスの飾りの飾りつけを行う「クリスマスバス」を実施した。 

https://www.chugokubus.jp/blog/211 

 

http://www2.higashiomi.ed.jp/nunosho/?action=common_download_main&upload_id=3210
http://www2.higashiomi.ed.jp/nunosho/?action=common_download_main&upload_id=3210
http://www2.higashiomi.ed.jp/mitsusho/index.php?key=joh2zzzh4-245#_245
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021384.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000023660.html
https://www.chugokubus.jp/blog/211
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

3. ニュース/トピック 

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

（関東） 

■東京モノレール「WEB版東京モノレールまつり」 

東京モノレールでは、2021年 5月 31日まで「WEB版東京モノレールまつり」を開催して

いる。例年、昭和島駅の車両基地で開催している「東京モノレールまつり」の代替イベ

ントとして企画。 

http://www.tokyo-monorail.co.jp/news/campaign/festival2020/ 

 

■JR東日本高崎支社「とれたんず 2021 鉄道スタンプラリー」 

JR東日本高崎支社では、2021年 6月 30日まで、子どもに大人気のキャラクター「とれ

たんず」とタイアップした「とれたんず 2021 鉄道スタンプラリー」を開催している。 

https://www.jreast.co.jp/press/2020/takasaki/20210322_ta01.pdf 

 

■東武鉄道「東武沿線 校外学習応援キャンペーン」 

東武鉄道では、東武鉄道の列車貸切利用に加え、ソーシャルディスタンスに配慮した東

武グループコンテンツとの組み合わせをして「東武沿線 校外学習応援キャンペーン」を

2021年 6月 30日まで実施している。 

https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/20210303152739FUIPenURNHcKVvPn-n-

qYA.pdf 

 

■小田急電鉄「ロマンスカー遠足」 

小田急電鉄と小田急トラベルでは、2021年 4月 1日から団体向け企画商品「ロマンスカ

ー遠足」の販売を開始している。幼稚園・保育園・小学校（低学年）を対象に、社会科

見学等としても利用可能。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001wy10-att/o5oaa1000001wy17.pdf 

 

■小田急電鉄「貸切特急ロマンスカーで行く！小田急線の車庫めぐりミステリーツアー 

第 2弾」 

小田急電鉄と小田急トラベルでは、2021年 5月 2日に「貸切特急ロマンスカーで行く！

小田急線の車庫めぐりミステリーツアー 第2弾」を開催する。海老名車両基地から30000

形「EXEα」に乗車し、5か所の車両基地を周遊する。 

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/oer/mys_2.html 

 

  

http://www.tokyo-monorail.co.jp/news/campaign/festival2020/
https://www.jreast.co.jp/press/2020/takasaki/20210322_ta01.pdf
https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/20210303152739FUIPenURNHcKVvPn-n-qYA.pdf
https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/releases/20210303152739FUIPenURNHcKVvPn-n-qYA.pdf
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001wy10-att/o5oaa1000001wy17.pdf
https://www.odakyu-travel.co.jp/special/oer/mys_2.html
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■小田急電鉄「ロマンスカーミュージアム」4月 19日開業 

小田急電鉄では、小田急線海老名駅隣接に「ロマンスカーミュージアム」を 2021年 4月

19日に開業した。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、ロマンスカ

ーミュージアムへの入館を事前予約制。 

https://www.odakyu.jp/romancecarmuseum/ 

 

■JR東日本横浜支社×カワスイ川崎水族館共同クイズラリー「カワスイdeまなんぶ線」 

JR 東日本横浜支社では、カワスイ川崎水族館と共同で「カワスイ de まなんぶ線」と題

し、「多摩川」と「南武線」について楽しく学ぶことができるクイズラリーを開催する。

開催期間は 2021年 4月 20日～5月 16日。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210407_y1.pdf 

 

■JR東日本横浜支社×京急電鉄「ＪＲ＆ＫＥＩＫＹＵ ふらっと列車旅(とれいん)」 

JR 東日本横浜支社と京急電鉄では、共同で展開中の「ＪＲ＆ＫＥＩＫＹＵ ふらっと列

車旅(とれいん)」の第二弾として、川崎・横浜の「京浜臨海エリア」の産業観光の魅力

を紹介するキャンペーンを実施する。学んで楽しむカードラリーや産業観光ツアー等。

期間は 2021年 4月 1日～6月 30日。 

https://www.jreast.co.jp/yokohama/jr/keikyu-keihinrinkai-cp/ 

 

■横浜市交通局「横浜市営交通 100周年 探検ツアー」 

横浜市営交通では、2021年 4月 1日に 100周年を迎え、記念として「市営交通探検ツア

ー」を 2021年 5月 4日、30日、6月 20日、7月 18日に実施する。連節バス「ベイサイ

ドブルー」見学、市電保存館の開館前入館、「グリーンライン貸切車両」に乗車し川和車

両基地を見学等。 

https://www.ryoko.yokohama/tour/20210001.html 

 

■秩父鉄道「SL乗車と回送列車に乗って『広瀬川原車両基地』SL入区見学ツアー」 

秩父鉄道では、2021年 5月 1日～4日の各日、「SL乗車と回送列車に乗って『広瀬川原

車両基地』SL 入区見学ツアー」を開催する。三峰口駅から SL 転車台作業の自由見学の

後、SL「パレオエクスプレス」に乗車、熊谷駅到着後、広瀬川原車両基地まで SL回送列

車に乗車する。車両基地では、SL転車台作業、窯替え作業などの見学を実施。 

https://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/210501/ 

 

  

https://www.odakyu.jp/romancecarmuseum/
https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210407_y1.pdf
https://www.jreast.co.jp/yokohama/jr/keikyu-keihinrinkai-cp/
https://www.ryoko.yokohama/tour/20210001.html
https://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/210501/
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■MEGA WEB「親子 e-Palette（イーパレット）」運行開始 

MEGA WEBでは、免許を持っていなくてもクルマを運転できる「ライド スタジオ」にて、

トヨタ自動車が 2018年に発表した無人運転の電気自動車「e-Palette」をモチーフにし

た「親子 e-Palette」を 2021年 4月 15日から運行スタート。 

https://www.megaweb.gr.jp/article/family_e-palette/ 

 

（北陸信越） 

■村上市「路線バス・学生運賃割引社会実験」 

村上市では、路線バスの利用促進、送迎による家族の負担軽減、送迎車両による渋滞

の緩和を目的とした市内路線バスの学生運賃を半額とする社会実験を実施している。

実施期間は 2021年 4月 1日～2022年 3月 31日。学生証提示があれば市内・市外在住

は問わない。 

https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/13/rosenbus-gakuwari.html 

 

■えちごトキめき鉄道「Ｄ５１レールパーク」4月 29日開業 

えちごトキめき鉄道では、蒸気機関車 D51形に体験乗車できる「直江津Ｄ５１レール

パーク」を 2021年 4月 29日に開業する。レールパークは、直江津運転センターの一

部を一般開放する形で設置、D51に客車をつなぎ、隣接する直江津駅までの約 200mを

乗車体験できる。 

https://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1331 

 

■えちごトキめき鉄道「第 6回 親子夜行列車体験号」 

えちごトキめき鉄道では、2021年 5月 1日～2日にかけて「第 6回 親子夜行列車体験

号」を運転する。 

http://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1333 

 

■しなの鉄道「軽井沢駅展示「EF63-2」車内公開イベント」 

しなの鉄道では、2021年 4月 29日に「軽井沢駅展示「EF63-2」車内公開イベント」を

開催する。軽井沢駅構内に保存されている「EF63-2」の運転台などを見学。 

https://www.shinanorailway.co.jp/tour-info/2021/04/7482.php 

 

（中部） 

■伊豆箱根鉄道「駿豆線沿線の新１年生にマスクケース寄贈」 

伊豆箱根鉄道では、駿豆線沿線４市町（三島、伊豆の国、伊豆、函南）の小学校に、

今春入学する新 1年生への入学祝いとしてオリジナルのマスクケースを寄贈した。

2021年 4月 5日三島市役所で寄贈式が開かれた。2016年より取組を開始し、今回で６

回目。 

https://www.facebook.com/izuhakonerailwaygroup/posts/161449579177808 

https://www.megaweb.gr.jp/article/family_e-palette/
https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/13/rosenbus-gakuwari.html
https://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1331
http://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1333
https://www.shinanorailway.co.jp/tour-info/2021/04/7482.php
https://www.facebook.com/izuhakonerailwaygroup/posts/161449579177808
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■名古屋鉄道「鉄道の裏側 見たい 聞きたい 名鉄体験隊」 

名古屋鉄道では、2021年 5月 5日に、車両基地である犬山検査場で、洗車体験や車内

放送体験等、鉄道業務を学べる「鉄道の裏側 見たい 聞きたい 名鉄体験隊」を開催す

る。 

https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/09

/210409_meitetsutaikentaiibento.pdf 

 

■名古屋鉄道「ANAミュースカイ号 親子向けセントレア見学ツアー」 

名古屋鉄道では、全日本空輸株式会社とタイアップし、親子向け体験型ツアー「『ANA

ミュースカイ号』で行く ANAまるわかり日帰り親子ツアーin セントレア」を 2021年

5月 15日に開催する。貸切列車「ANAミュースカイ号」内で機内食サービスを楽し

み、中部国際空港にて航空教室や、ランプエリア（制限区域）にて空港で働く車等を

見学。 

https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/08

/210407_anamyusky2.pdf 

 

■大井川鐡道「DAY OUT WITH THOMAS 2021」 

大井川鐵道では、蒸気機関車｢きかんしゃトーマス号｣の 2021年の運行を決定した。

2020年では新型コロナウイルス感染拡大により運行出来なかった、トーマスが初めて

ソドー島に来た頃のボディを再現した「みどりのトーマス号」が 2021年は 6月限定で

運行予定。 

http://oigawa-railway.co.jp/dayoutwiththomas2021 

 

（近畿） 

■阪神電気鉄道「沿線の新小学１年生に「電車にのってみよう！」下敷き贈呈」 

阪神電気鉄道では、沿線の小学校に、今春入学する新 1年生への入学祝いとして「阪

神電車オリジナル下敷き」を贈呈した。2008年より取組を開始し、今回で 14回目。

「電車にのってみよう！」として、鉄道の様々なマナーについて考えるきっかけとな

るデザイン。 

https://www.hanshin.co.jp/company/press/detail/3154 

 

■山陽電車「描こう！ファミちゃんと山陽電車が走る、まちのものがたり」 

山陽電車では、山陽電車車両とファミリアのキャラクターを使用して自由な発想で描

いてもらう、アートイベント「描こう！ファミちゃんと山陽電車が走る、まちのもの

がたり」を開催する。応募期間は 2021年 4月 1日～2021年 5月 11日。応募資格は

2021年 8月 31日現在で満 12歳以下。 

http://www.sanyo-railway.co.jp/railway/topics/detail.html?topics_id=1944 

https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/09/210409_meitetsutaikentaiibento.pdf
https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/09/210409_meitetsutaikentaiibento.pdf
https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/08/210407_anamyusky2.pdf
https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2021/__icsFiles/afieldfile/2021/04/08/210407_anamyusky2.pdf
http://oigawa-railway.co.jp/dayoutwiththomas2021
https://www.hanshin.co.jp/company/press/detail/3154
http://www.sanyo-railway.co.jp/railway/topics/detail.html?topics_id=1944
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■神戸新高速「リアル謎解きゲームライナーくんのだいぼうけんポートアイランドを

捜索せよ」 

神戸新高速では、ポートライナーに乗って、案内人となる「ライナーくん」ととも

に、ポートアイランド内の各駅周辺に仕掛けられた謎を解きながらゴールを目指す体

験型ゲームイベント「ライナーくんのだいぼうけんポートアイランドを捜索せよ」を

2021年 4月 20日～6月 30日に開催する。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3038718506362816&id=1728576

547377025 

 

■近江鉄道「電車運転体験」 

近江鉄道では、2021年 4月 24日、25日に「電車運転体験」を開催する。電車の運転

操作など机上講習した後、体験運転する。対象は小学 4年生以上が対象 

https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/event/untentaiken202104/index.html/ 

 

■近江鉄道「第 3回こども車内アナウンス&電車洗車体験」 

近江鉄道では、2021年 5月 5日に「第 3回こどもアナウンス＆電車洗車体験」を開催

する。車内アナウンス体験や彦根車庫での洗車体験等。対象は滋賀県在住の小学生。 

https://www.ohmitetudo.co.jp/file/railway_newsrelease_20210407.pdf 

 

■泉北高速鉄道「泉北高速鉄道開業 50周年記念こども絵画展」 

泉北高速鉄道では開業 50周年記念事業の一環として、「泉北高速鉄道線開業 50周年記

念こども絵画展」を開催している。沿線の小学校の児童の作品を、ラッピング列車

「泉北シルバニアファミリー号」内と泉ヶ丘ひろば専門店街にて展示。展示期間は

2021年 5月 5日まで。 

http://www.semboku.jp/cat_news/11606/ 

 

（中国） 

■新見市市街地循環バス「ら・くるっと」乗客 30万人突破・記念イベント 

新見市の市街地循環バス「ら・くるっと」（2011年 6月運行開始）の延べ乗客数が 30

万人を突破したのを記念し、2021年 2月 13日に運賃（１回 100円）を終日無料とし、

乗車体験や「ら・くるっと」のイラスト展等の記念イベントを実施した。備北バスは

啓発グッズとして「ら・くるっと」型のチョロＱを作成、市内の就学前施設に通う園

児やイラスト展参加者に贈呈。 

・備北バス Facebook 

https://www.facebook.com/bihokubus/posts/245291557088847 

・新見市立上市小学校 HP 

http://www.ed.city.niimi.okayama.jp/kamiichi-es/jobrtfiw3-298/#_298 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3038718506362816&id=1728576547377025
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3038718506362816&id=1728576547377025
https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/event/untentaiken202104/index.html/
https://www.ohmitetudo.co.jp/file/railway_newsrelease_20210407.pdf
http://www.semboku.jp/cat_news/11606/
https://www.facebook.com/bihokubus/posts/245291557088847
http://www.ed.city.niimi.okayama.jp/kamiichi-es/jobrtfiw3-298/#_298
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（四国） 

■高松琴平電気鉄道「春の電車まつり」 

高松琴平電気鉄道では、2021年 5月 2日に「第 4回ことでん春の電車まつり」を開催

する。開催場所は瓦町 FLAG屋上「カワラパーク」と瓦町 FLAG地下 1階。車掌コンテ

ストやクイズ琴電王等。 

https://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/new/2021/springtrainfes2021/index

.html 

 

（九州） 

■熊本電鉄「5月のイベント開催」 

熊本電鉄では、2021年 5月 3日に北熊本駅車庫内にて入場無料で車内見学ができる電

車の展示や模型展示等のイベントを開催する。運転体験は 2021年 5月 3日、23日に開

催。運転体験の参加は中学生以上が対象。 

https://www.kumamotodentetsu.co.jp/news/202103231795.html 

 

■長崎バス観光「小学校新 1年生に『長崎バス・レトロ鉛筆』をプレゼント」 

長崎バス観光では、長崎バス観光滑石の本社営業所にて、今春小学校に入学し、エヌ

タス Tカードを新規発行する新 1年生に、長崎バスのレトロ鉛筆をプレゼントしてい

る。2021年 4月 30日まで期間限定。 

https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?cid=1&id=1900 

 

○鉄道・バス等こども運賃割引キャンペーン 

 

（北海道） 

■北海道拓殖バス「バスに乗って見隊！」 

北海道拓殖バスでは、毎月第 3日曜日、帯広市内在住の小学生を対象に、帯広市内区

間の利用に限り無料で乗車できる「バスに乗って見隊！」を実施している。 

https://www.takubus.com/%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%B3%8

3-%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8/ 

 

■十勝バス「小中学校休日市内割引」 

十勝バスでは、小中学生を対象に、対象日に帯広市内の十勝バス路線が均一料金で乗

車が可能となる「小中学校休日市内割引」を実施している。対象日は土曜・日曜・祝

日、夏休み（7月 20日～8月 20日）、冬休み（12月 20日～1月 20日）。小学生 100

円、中学生 200円。市外在住の小中学生も対象。 

http://www.tokachibus.jp/pdf/junior_wari.pdf 

 

https://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/new/2021/springtrainfes2021/index.html
https://www.kotoden.co.jp/publichtm/kotoden/new/2021/springtrainfes2021/index.html
https://www.kumamotodentetsu.co.jp/news/202103231795.html
https://www.nagasaki-bus.co.jp/kataru_news/detail.php?cid=1&id=1900
https://www.takubus.com/%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%B3%83-%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8/
https://www.takubus.com/%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%B3%83-%E4%B9%97%E8%BB%8A%E5%88%B8/
http://www.tokachibus.jp/pdf/junior_wari.pdf
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（関東） 

■西武バス「休み期間こども 50円運賃」 

西武バスでは春休み、GW、夏休み、冬休み期間において、各路線のこども運賃が全て

50円の「休み期間こども 50円運賃」を実施している。 

https://www.seibubus.co.jp/rosen/teiki/otoku/ 

 

■東村山市「グリーンバス・子どもの長期休暇割引」 

東村山市のグリーンバスでは、対象期間に小学生を 50円運賃としている。現金のみ対

象。対象日は GW期間が 2021年 4月 29日～5月 5日、夏休み期間が 7月 21日～8月 31

日、冬休み期間が 12月 25日～2022年 1月 10日、春休み期間が 2022年 3月 26日～4

月 5日を予定。 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/kurashi/sumai/bus/bus_rosenzu/

kotsu_untin.html 

 

■京王バス「ちびっこ 50円」キャンペーン適用変更 

京王バスでは、土曜・日曜・祝日・長期休暇といった対象日に小学生以下の小児運賃

を 50円とする「ちびっこ 50円」を実施している。これまで現金支払いのみの適用で

あったが、2021年 5月 15日より本人の小児用 PASMO・SUICAのみキャンペーン適用と

なる。長期休暇は GW期間が 2021年 4月 29日～5月 5日、夏休み期間が 7月 21日～8

月 31日、冬休み期間が 12月 25日～2022年 1月 10日。 

https://www.keio-bus.com/bus/discount/child50.html 

 

■立川バス「チャイルドサービスレッツ 50（ゴー）」 

立川バスでは、対象期間中に小学生以下の小児運賃を 50円（現金支払いのみ）とする

「チャイルドサービスレッツ 50（ゴー）」を実施している。対象期間は GW期間が 4月

29日～5月 5日、夏休み期間が 7月 20日～8月 31日、冬休み期間が 12月 25日～1月

7日、春休み期間が 2022年 3月 26日～4月 5日。 

https://www.tachikawabus.co.jp/couponpass_a#btn3 

 

■東急バス「こども 50円キャンペーン」 

東急バスでは、対象期間中に小学生以下の小児運賃を 50円とする「こども 50円キャ

ンペーン」を実施している。対象期間は GW期間が 2021年 4月 29日～5月 5日、夏休

み期間が 7月 20日～8月 31日、冬休み期間が 12月 25日～2022年 1月 10日。支払い

は現金と交通系 ICカード。 

https://www.tokyubus.co.jp/route/ticket/value/child.html 

 

  

https://www.seibubus.co.jp/rosen/teiki/otoku/
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/kurashi/sumai/bus/bus_rosenzu/kotsu_untin.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/kurashi/sumai/bus/bus_rosenzu/kotsu_untin.html
https://www.keio-bus.com/bus/discount/child50.html
https://www.tachikawabus.co.jp/couponpass_a#btn3
https://www.tokyubus.co.jp/route/ticket/value/child.html


16 

 

■神奈川中央バス「ちびっこキャンペーン」 

神奈川中央バスでは、土曜・日曜・祝日・長期休暇といった対象日に小学生以下の小

児運賃を 50円とする「ちびっこキャンペーン」を実施している。長期休暇は GW期間

が 4月 29日～5月 5日、夏休み期間が 7月 20日～8月 31日、冬休み期間が 12月 25

日～1月 7日。支払いは現金のみで、支払い時に小学生であることの申告が必要。 

https://www.kanachu.co.jp/bus/route/pdf/chibikko.pdf 

 

■京急バス「ファミリー割引」 

京急バスでは、長期休暇期間に、大人 1名につき小児 1名が無料になるサービスを実

施している。長期休暇は GW期間が 4月 29日～5月 5日、夏休み期間が 7月 20日～8

月 31日、冬休み期間が 12月 25日～1月 7日。現金・交通系 ICカード、回数券が対象

で、定期券やふれあいパスは対象外、大人と小児が同乗降停留所に限る。 

http://www.keikyu-bus.co.jp/line/fare/fare.html 

 

（北陸信越） 

■長野電鉄「令和 3年度「こども（小学生）無料乗車デー」」 

長野電鉄では、毎月第 1・3土曜日と GWの 2021年 5月 3日～5日、お盆の 8月 13日～

16日、年始の 2022年 1月 1日～3日にてこども（小学生）を無料とする「こども（小

学生）無料乗車デー」を実施している。児童の安全上、保護者同伴を推奨。乗車記念

として乗車証を配布。 

https://www.nagaden-net.co.jp/news/2021/03/2021-KIDS-FREE.php 

 

■新潟交通「こどもりゅーと 50円バス」 

新潟交通では、夏休み期間と土休日ダイヤ運行日に「子どもりゅーとカード」・「子ど

も割りゅーとカード」の支払いでバスの小児運賃を一乗車 50円となる「こどもりゅー

と 50円バス」を実施している。本人カードのみ。 

https://www.niigata-kotsu.co.jp/ryuto/service.html#service_kodomoryuto50 

 

■信南交通「休日ファミリー割引」 

信南交通では、土曜・日曜・祝日に 20歳以上の大人 1名につき、同一区間同伴する小

学生以下 3名までの運賃を無料とする「休日ファミリー割引」を実施している。 

https://www.shinnan.co.jp/sb/fare.html 

 

  

https://www.kanachu.co.jp/bus/route/pdf/chibikko.pdf
http://www.keikyu-bus.co.jp/line/fare/fare.html
https://www.nagaden-net.co.jp/news/2021/03/2021-KIDS-FREE.php
https://www.niigata-kotsu.co.jp/ryuto/service.html#service_kodomoryuto50
https://www.shinnan.co.jp/sb/fare.html
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（中部） 

■伊豆急行「沿線サービス」 

・小学生パスポート 

伊豆急行線沿線の小学生を対象に、駅で提示すると、伊豆急行線内はどこまで乗って

も 100円の「沿線こどもきっぷ」を購入できる「小学生パスポート」を発行してい

る。 

https://www.izukyu.co.jp/ticket/elementary.php 

 

・沿線中学生きっぷ 

伊豆急行線沿線の中学生を対象に、駅で伊豆急行線沿線中学校発行の「生徒手帳」を

提示すると、伊豆急行線内が半額の「沿線中学生きっぷ」を購入できる。 

https://www.izukyu.co.jp/ticket/middle.php 

 

・いとうこどもパス 

伊東市在住の小学生限定で、伊豆急行線・東海バスの伊東市内路線バスをいずれも 1

回 100円で利用できる「いとうこどもパス」を発行している。 

https://www.izukyu.co.jp/ticket/kids.php 

 

（近畿） 

■神戸市交通局「エコファミリー制度」 

神戸市交通局では、土曜・日曜・祝日等に大人が同伴する小学生以下の市バス・地下

鉄などの料金が無料となる「エコファミリー制度」を実施している。対象日は土曜・

日曜・祝日、7月 21日～8月 31日、12月 25日～1月 7日。 

http://ktbsp.jp/child/7008/ 

 

（中国） 

■下津井電鉄バス「サマーキッズパス」 

下津井電鉄バスでは、夏休み期間中、図書館等教育施設へ通う機会が多い小中学生を

対象に、下電バス路線乗り放題のバス定期券「サマーキッズパス」を販売している。 

http://shimoden.net/rosen/teiki/summer-kids/ 

 

■中国バス「サマーキッズ定期券」 

中国バスでは、小学生、中学生は夏休みの期間中、中国バス全線乗り放題の定期券を

販売している。 

https://www.chugokubus.jp/routebus#season-ticket 

 

  

https://www.izukyu.co.jp/ticket/elementary.php
https://www.izukyu.co.jp/ticket/middle.php
https://www.izukyu.co.jp/ticket/kids.php
http://ktbsp.jp/child/7008/
http://shimoden.net/rosen/teiki/summer-kids/
https://www.chugokubus.jp/routebus#season-ticket
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（九州） 

■ＪＲ九州バス「直方線 1日フリー乗車券」 

ＪＲ九州バスでは、学生限定で、土曜、日曜、祝日、春・夏・冬休み期間に直方線が

１日乗り放題になる乗車券「直方線 1日フリー乗車券」を販売している。小学生 550

円、中学生・高校生・大学生・専門学生 1100円。同様に嬉野線が１日乗り放題になる

乗車券「嬉野線 1日フリー乗車券」も販売している。 

https://www.jrkbus.co.jp/rosen/ticket.php 

 

■北九州市交通局「夏休み！こどもバスぽ～と」 

北九州市交通局では 7月 20日～8月 31日の期間中、利用者が任意に決めた 7日間に市

営バス全路線がフリー乗降できる乗車券「夏休み！こどもバスぽ～と」を販売してい

る。小学生 350円、中学生 700円。 

https://kitakyushucity.jp/ticket/otokujyousyaken/kodomobusport/ 

 

■堀川バス「小学生・中学生・高校生１00円・200円運賃」 

福岡県筑後地区の堀川バスでは、対象期間中に小学生 100円、中学生・高校生 200円

運賃を実施している。対象期間は小学生、中学生は土曜･日曜･祝日、春･夏・冬休み、

高校生は土曜・日曜・祝日のみ。支払いは現金のみ。 

http://www.horikawabus.jp/local/index.html 

 

■佐賀市交通局「ノリのりワイド（中高生限定乗り放題定期券）」 

佐賀市交通局では、中学生、高校生に限り、平日・土日祝にかかわらず、市営バス全

路線（臨時バスを除く）が乗り放題となる定期券「ノリのりワイド」を販売してい

る。 

http://www.bus.saga.saga.jp/teikiken-nimoca.html#norinori 

 

■宮崎交通「小中学生修学旅行グループ学習専用みやざき Go!Go!きっぷ」 

宮崎交通では、小・中学生の修学旅行グループ学習専用に宮崎市街の指定区間内を 1

日乗り放題の「みやざき GoGoきっぷ」を販売している。料金は小学生 300円、中学生

は 500円。 

https://www.miyakoh.co.jp/rosen/ticket/gogo.html 

 

■桜島フェリー「夏休みチャレンジパス」 

桜島フェリーでは、夏休み期間中、小学生、中学生共に運賃を 3割引きとする「夏休

みチャレンジパス」を実施している。「夏休みチャレンジパス」を所有する小学生の同

伴者(中学生以上)は 1割引。 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/unchin/unchin.html#F07 

https://www.jrkbus.co.jp/rosen/ticket.php
https://kitakyushucity.jp/ticket/otokujyousyaken/kodomobusport/
http://www.horikawabus.jp/local/index.html
http://www.bus.saga.saga.jp/teikiken-nimoca.html#norinori
https://www.miyakoh.co.jp/rosen/ticket/gogo.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/unchin/unchin.html#F07
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（沖縄） 

■沖縄バス協会「日祝ファミリー割引」 

沖縄本島 4社バス（琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東陽バス）では日曜日と祝

祭日に限り、大人（中学生以上）1人につき小学生以下の子ども 3人までを無料とする

「日祝ファミリー割引」を実施している。支払いは現金・OKICA・定期券が対象。 

https://www.bus-okinawa.or.jp/discount.php 

 

 

https://www.bus-okinawa.or.jp/discount.php
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4. イベント、フォーラム、セミナー等の開催内容 

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

（関東） 

●インクルーシブデザイン連続セミナー・ユニバーサルデザインにおける「心のバリア

フリー」 

日時：2021年 4月 27日（火）13:30～17:15 

場所：Zoom開催のみ（成田空港第 2ターミナルより配信） 

主催：中央大学研究開発機構秋山研究室、日本福祉のまちづくり学会事業委員会、エコ

モ財団 

http://www.fukumachi.net/2021/03/427-in-zoom.html 

 

●エコライフ・フェア MINATO2021 

日時：2021年 5月 22日（土）10:00～15:00 

会場：区立有栖川宮記念公園 

主催：港区 

https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/event/ecolife-fair.html 

 

●2021八王子環境フェスティバル 

日時：2021年 6月 5日（土） 

会場：東京フットボールセンター八王子富士森競技場 

主催：八王子環境フェスティバル実行委員会 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/013/kannkyou/p024401.html 

 

●おうめ環境フェスタ 2021 

日時：2021年 6月 6日（日） 

会場：青梅市役所 

主催：青梅市環境政策課 

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/1162.html 

 

●第 65回生活と環境全国大会 

日程：2021年 10月 12日（火）、13日（水）（予定） 

会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター（予定） 

主催：一般財団法人日本環境衛生センター 

https://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.aspx 

 

  

http://www.fukumachi.net/2021/03/427-in-zoom.html
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/event/ecolife-fair.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/013/kannkyou/p024401.html
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/1162.html
https://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.aspx
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（中部） 

●東海エコフェスタ 2021春 

日時：2021年 5月 1日（土）、2日（日）10:00～16:30 

会場：岡崎乙川河川緑地 

主催：東海エコフェスタ実行委員会 

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

 

（近畿） 

●ロハスフェスタ淡路島 

日時：2021年 5月 29日（土）、30日（日）9:30～17:00 

会場：淡路島国営明石海峡公園芝生広場 

主催：ロハスフェスタ実行委員会 

https://lohasfesta.jp/awajishima 

 

（四国） 

●第 10回地域の交通環境対策推進者養成研修会 

日時：2021年度中の 3日間（予定） 

場所：愛媛県松山市中心部（予定） 

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 16回日本モビリティ・マネジメント会議 

日時：2021年 8月 20日(金)～21日(土) 

会場：熊本県熊本市熊本城ホール※オンライン中継あり(予定) 

主催：(一社)日本モビリティ・マネジメント会議 

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

 

●第 38回全国都市緑化くまもとフェア「くまもと花とみどりの博覧会」 

日時：2022年 3月 19日（土）～5月 22日（日） 

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://tokaiecofesta.web.co.jp/
https://lohasfesta.jp/awajishima
http://www.estfukyu.jp/training2021.html
https://www.jcomm.or.jp/convention/
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・マネジメント教育のプログラム等 

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 
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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-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/ 
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