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1. 寄稿 

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

『モビリティ・マネジメント教育の視点を取り入れた授業づくり』 

【八戸市総合教育センター 主任指導主事 大下 洋一】 

 

八戸市では昭和３７年度より、本市の教育課題解決に迫るため、市内の小・中学校

の先生方を研究委員に委嘱する「教科等研究委員」制度を設け、教科・領域等に関す

る実践的研究を行っています。その一環として、令和２年度よりモビリティ・マネジ

メント教育の視点を取り入れた授業づくりについて小学校の先生方３人とともに研究

を進めております。 

授業づくりにあたり、八戸市版モビリティ・マネジメント教育を次の「４つの段

階」で進めることとしました。（段階１「八戸市の公共交通について知る」、段階２

「目的をもって移動ルートを調べ、利用する」、段階３「公共交通と自動車のメリッ

ト、デメリットを比較する」、段階４「持続可能性（ＳＤＧｓ）の見方・考え方を働か

せて交通手段を選択する」）この段階をもとに、研究委員の先生方には児童の実態に応

じて授業をしていただきました。 

小学校第３学年の実践では「なぜバスが必要なのかを考えよう」という学習課題に

対して、買い物や祭りなどの場面を想定して、公共交通を選択する学習活動を行うこ

とで、公共交通の利点に気付くというねらいで授業実践を行いました。小学校第５学

年の実践では動画でバスマップの使い方を学び、バスマップの便利さを実感する学習

を行いました。授業後には児童のバス利用が増えたとの報告も受けております。小学

校第６学年の実践では、総合的な学習の時間にモビリティ・マネジメント教育の視点

を取り入れ、八戸市の PR方法を考えさせています。探究活動を通して、児童は八戸市

の観光振興には公共交通が欠かせないことや、公共交通が持続可能なまちづくりに関

連していることを学んでいます。 

今後は、研究で得られたモビリティ・マネジメント教育の視点を取り入れた授業づ

くりの知見を市内外に広め、児童生徒がバス等に親しみ、公共交通を持続可能性と関

連させて捉える力を育成し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_mailmaga40.pdf 

  

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga40.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） 

■バリアフリー教室 in釧路市立朝陽小学校 

北海道運輸局では、2021 年 5月 19日に釧路市立朝陽小学校の 4年生を対象にバリアフ

リー教室を開催した。パラ・パワーリフティングの女子 55kg級日本記録保持者である山

本恵理選手を講師に迎え、オンライン形式で実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244303.pdf 

 

■バリアフリー教室 in東川町立東川小学校 

北海道運輸局では、2021年 6月 9日に東川町立東川小学校の 6年生を対象にバリアフリ

ー教室を開催した。2010年バンクーバーパラリンピックのパラアイスホッケー銀メダリ

ストで、現パラ・パワーリフティング選手である馬島誠選手を講師に迎え、オンライン

形式で実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244304.pdf 

 

■バリアフリー教室 in滝川市立江部乙小学校 

北海道運輸局では、2021 年 6月 10日に滝川市立江部乙小学校の 5年生を対象にバリア

フリー教室を開催した。パラ・パワーリフティング選手である戸田雄也選手を講師に迎

え、オンライン形式で実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244305.pdf 

 

■バリアフリー教室 in北見市立留辺蘂中学校 

北海道運輸局では、2021 年 6月 15日に北見市立留辺蘂中学校の 1年生を対象にバリア

フリー教室を開催した。「あすチャレ！ジュニアアカデミー」の伊吹祐輔氏を講師に迎え、

オンライン形式で実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244306.pdf 

 

（関東） 

■鉄道乗り方学習 in前橋市 

前橋市では毎年、市内の小学 2年生を対象に「鉄道乗り方学習」を実施している。2021

年 6月 22日に桃川小学校、10 月 12日に群馬大学共同教育学部附属小学校が実施した。 

・6月 22日桃川小学校 

https://www.facebook.com/maebashicity/posts/1942740335901925 

・10月 12日群馬大学共同教育学部附属小学校 

https://www12.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=c20200065&type=1&column_id=48784&category_id=1984 

 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244303.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244304.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244305.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000244306.pdf
https://www.facebook.com/maebashicity/posts/1942740335901925
https://www12.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=c20200065&type=1&column_id=48784&category_id=1984
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■バス乗り方教室 in八王子市立館小中学校 

八王子市立館小中学校では、2021 年 9 月 14日に小学部 1年生を対象にバス乗り方教室

を実施した。 

https://hachioji-school.ed.jp/swas/index.php?id=tatee&frame=weblog&type=1&column_id=613438&category_id=580 

 

（北陸信越） 

■創造活動「路線バスをつくる」in上越教育大学付属小学校 

上越教育大学付属小学校 4年 2組では、路線バスの役割などを学習する創造活動「ぐる

っとバス紀行」を実施。「路線バスをつくってみたい」といった意見から、学校の敷地内

に路線バス「ぐるバス」を作成し、運行。 

・ぐるっとバス紀行 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-5147/ 

・路線バスをつくる 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-5271/ 

・ぐるバス１号運行開始 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-6051/ 

 

（中部） 

■「バリアフリー＆UDチェック」inカーフリーデー2021ふくい 

カーフリーデーふくい実行委員会とＮＰＯ法人ふくい路面電車とまちづくりの会では、

2021 年 9 月 19 日に田原町駅広場、田原町ミューズにて「カーフリーデー2021 ふくい」

を開催した。その一環で市内の高校生と共に「バリアフリー＆UD（ユニバーサルデザイ

ン）チェック」を実施。 

https://www.facebook.com/fukuic.shakyo/posts/4478639782188120 

 

（九州） 

■バス乗り方教室 in長崎市あやめ東幼稚園 

長崎バスでは 2021年 7月 20日に長崎市のあやめ東幼稚園にてバス乗り方教室を実施し

た。最初に絵本を使ってバスの運転手の仕事やバスでのルールを学び、本物のバスを使

って ICカードの練習等を実施。 

https://www.facebook.com/ayame.east/posts/2488339467965640?__tn__=-R 

 

■バス乗り方教室 in佐賀市新栄公民館 

新栄公民館にて、新栄るんるん子育てサークルが 2021年 8月 19日に「バスの乗り方教

室」を実施した。大人 12名、幼児とその兄弟あわせて 26名、計 38名が参加。 

https://www.tsunasaga.jp/shinei/2021/08/3--1.html 

  

https://hachioji-school.ed.jp/swas/index.php?id=tatee&frame=weblog&type=1&column_id=613438&category_id=580
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-5147/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-5271/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-6051/
https://www.facebook.com/fukuic.shakyo/posts/4478639782188120
https://www.facebook.com/ayame.east/posts/2488339467965640?__tn__=-R
https://www.tsunasaga.jp/shinei/2021/08/3--1.html
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■バス乗り方教室 in佐賀市北川副公民館 

北川副公民館では 2021 年 9 月 7 日に北川副小学校の児童を対象にバスの乗り方教室を

実施した。 

https://www.tsunasaga.jp/kitakawasoe/2021/09/post-247.html 

 

 

https://www.tsunasaga.jp/kitakawasoe/2021/09/post-247.html
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3. ニュース/トピック 
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（北海道） 

■ふるさと銀河線りくべつ鉄道「乗車体験・トロッコ体験再開」 

ふるさと銀河線りくべつ鉄道は、2006年 4月 21日に廃止された北海道ちほく高原鉄道

ふるさと銀河線の陸別～川上間の鉄道施設等を陸別町が取得、乗車体験・運転体験が

できる体験型観光施設で、2008年 4月 20日から開業している。10月から乗車体験・

トロッコ体験を再開し、10月 10日には乗車体験列車「銀河号」を運転した。 

https://rikubetsu-railway.jimdofree.com/ 

 

■JR北海道「JRで”ちょっとお出かけ”モニターツアー」 

JR北海道釧路支社では、花咲線全線開通 100周年などを記念し、専用列車に乗り各沿

線の施設を巡る「JRで”ちょっとお出かけ”モニターツアー」を開催する。白糠コー

ス、厚岸・浜中コースが 2021年 10月 30日、標茶コースが 10月 31日の日帰りツア

ー。小学生以下の子どもと保護者が対象。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20210921_KU_Monitortour.pdf 

 

■オホーツク総合振興局「ちびっこ飛行体験ツアーinオホーツク」 

オホーツク総合振興局では、女満別空港で飛行機に乗るまでの流れの体験や、飛行機

に乗って上空から世界遺産知床を見学する「ちびっこ飛行体験ツアーinオホーツク」

を 2021年 11月 3日に開催する。オホーツク管内在住の小学 4～6年生が対象。 

https://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tibikko_taiken/shiretoko2021.html 

 

■札幌市交通事業振興公社「地下鉄・路面電車子ども絵画展 2021入賞作品決定」 

札幌市交通事業振興公社では、夏に募集した「地下鉄・路面電車子ども絵画展 2021」

の入賞作品を決定、作品を HPに紹介、また 9月 22日より路面電車 1104号車（シリウ

ス）内に掲出され、ギャラリー電車として運行。 

https://www.stsp.or.jp/event/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E3%83%BB%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%B5%B5%E7%94%BB%E5%B1%952021%e3%80%80%E5%85%A5%E8%B3%9E%E4%BD%9C%E5%93%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A/ 

 

■JR北海道「旭川駅駅舎見学・駅員業務体験ツアー」 

JR北海道では、旭川駅新駅舎グランドオープン 10周年を記念して、2021年 11月 23

日に「駅舎見学・駅員業務体験ツアー」を開催する。駅舎の解説と構造の見学、乗車

券発券・改札業務の体験、輸送業務の見学と解説、シミュレーターによる信号取り扱

いの見学等。 

https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20211022_AS_asahikawaekigrandopen10shuunenn.pdf 

 

  

https://rikubetsu-railway.jimdofree.com/
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20210921_KU_Monitortour.pdf
https://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tibikko_taiken/shiretoko2021.html
https://www.stsp.or.jp/event/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E3%83%BB%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E9%9B%BB%E8%BB%8A%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%B5%B5%E7%94%BB%E5%B1%952021%e3%80%80%E5%85%A5%E8%B3%9E%E4%BD%9C%E5%93%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20211022_AS_asahikawaekigrandopen10shuunenn.pdf
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（東北） 

■仙台市交通局「PR動画公開」 

仙台市交通局では、例年開催している小学生を対象にした市バス営業所の見学ツアー

や地下鉄車両基地の見学ツアーについて、2020年から新型コロナウイルス感染症の影

響により中止しているため、小学生や広く一般に視聴してもらえるよう、PR動画を製

作、2021年 8月 6日に「市バス探検ツアー」、8月 20日に「地下鉄探検ツアー」を公

開している。 

https://www.kotsu.city.sendai.jp/otanoshimi/movie/r03_prmovie.html#tikatetsu 

 

■福島観光自動車「郡山市こどもまつり 2021・お仕事体験！バスの運転手さん」 

郡山市では例年ゴールデンウイークに「郡山市こどもまつり」を開催しているが、

2021年度は動画配信で開催した。福島観光自動車では「郡山市こどもまつり 2021」で

参加した動画「お仕事体験！バスの運転手さん」を HPで公開している。 

https://fukushimakanko.co.jp/ 

 

■仙台市「小学生なつやすみバスの絵コンテスト入賞作品」 

仙台市では夏に募集した「小学生なつやすみバスの絵コンテスト」の表彰式を 2021年

9月 25日に行った。入賞作品を HPに掲載している。 

http://www.city.sendai.jp/kokyo/kurashi/machi/kotsu/riyosokushin/documents/busnoesakuhin2021.pdf 

 

■八戸臨海鉄道「第 2回ディーゼル機関車運転体験会」 

八戸臨海鉄道では、2021年 11月 14日に八戸貨物駅構内にて「第 2回ディーゼル機関

車運転体験会」を開催する。青森県・岩手県在住者が対象で小学生以下の子ども１名

限り同行無料。 

http://www.hachirin.com/info/?sc=211020_100248 

 

■JR東日本「盛岡新幹線車両センタープレミアム見学会」 

JR東日本では、2021年 11月 6日に「新幹線を知ろう！盛岡新幹線車両センタープレ

ミアム見学会」を開催する。盛岡駅から回送列車に乗り、車両センターにてドア開閉

体験、車内放送体験、車両洗浄通過体験等。小学生または中学生とその 20歳以上の保

護者が対象。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211020_mr01.pdf 

 

  

https://www.kotsu.city.sendai.jp/otanoshimi/movie/r03_prmovie.html#tikatetsu
https://fukushimakanko.co.jp/
http://www.city.sendai.jp/kokyo/kurashi/machi/kotsu/riyosokushin/documents/busnoesakuhin2021.pdf
http://www.hachirin.com/info/?sc=211020_100248
https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20211020_mr01.pdf
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（関東） 

■メガウェブ「メガウェブオンライン」 

メガウェブは、1999年 3月に「見て乗って感じるモビリティの体験型テーマパーク」

として開業したが、2021年 12月 31日に閉館を予定している。おうち時間を動画で楽

しめる「メガウェブオンライン」の公開、会場ではこれまでの歩みを紹介する年表展

示やクイズ・スタンプラリーを実施している。 

https://www.megaweb.gr.jp/online/#guidetour 

 

■逗子歩行者と自転車のまちを考える会「逗子カーフリーデー2021」 

逗子歩行者と自転車のまちを考える会では、2021年 9月 23日に JR逗子駅前広場特設

ブースにて「逗子カーフリーデー2021」を開催した。パネル展示・交通アンケートの

案内等実施。 

https://zushi-p-b.jimdofree.com/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%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%BC2021/ 

 

■京王電鉄「こどもといっしょ割座席指定券」 

京王電鉄では、2021年 10月 2日～12月 26日までの土・休日、子ども連れで気軽に有

料座席指定列車「京王ライナー」及び臨時座席指定列車「Ｍｔ．ＴＡＫＡＯ号」を利

用できるよう、「こどもといっしょ割座席指定券」を大人・小人の 2席セットで発売、

子ども連れ専用車両を設定している。 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2021/20210924_kodomowari.pdf 

 

■JR東日本「横浜えきまつり」 

JR東日本では、来年の鉄道開業 150年に向けて横浜駅でイベントを開催している。「あ

ったらいいなこんな電車」「JR横浜駅を通る電車」の 2部門でＪＲヨコハマトレインア

ート展示作品を募集している。募集期間は 2021年 10月 1日～10月 31日まで。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210917_y3.pdf 

 

■宇都宮ライトレール「ライトライン見学会」 

宇都宮市・芳賀町では、2021年 10月の日曜日に「ライトライン（LRT車両）見学会」

を開催する。栃木県内に在住または通勤・通学者が対象。 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/lrt/1027286/1027707.html 

 

■多摩モノレール「車両基地見学ツアーat多摩モノレール」 

多摩モノレールでは、2021年 11月 27日に、「車両基地見学ツアーat多摩モノレー

ル」を開催する。普段は絶対に入ることができない車両基地内部を親子で見学でき

る、「運輸係員」「車両係員」「設備係員」の 3コースから 1コースを選択。 

https://www.tama-monorail.co.jp/guide/event/rail-yard-tour.html 

 

https://www.megaweb.gr.jp/online/#guidetour
https://zushi-p-b.jimdofree.com/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%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%BC2021/
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2021/20210924_kodomowari.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210917_y3.pdf
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/lrt/1027286/1027707.html
https://www.tama-monorail.co.jp/guide/event/rail-yard-tour.html


9 

 

■上毛電気鉄道「電車運転体験ツアー」 

上毛電気鉄道では、2021年 11月 20日、12月 11日に「電車運転体験ツアー」を開催

する。大胡電車庫にて講習を受けた後、シミュレーター終了後、車庫 3番線・洗い場

線 2往復体験。 

https://www.jomorailway.com/img/tour/taiken202111.pdf 

 

■JR東日本「近場で Enjoy！～南武線・鶴見線～」 

JR東日本では南武線沿線地域の活性化を目的に 2021年 10月 1日～11月 7日で「近場

で Enjoy！～南武線・鶴見線～」として、さまざまなイベントを開催している。

「KAWASAKI DELTA de まなんぶ線クイズラリー」等。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210917_y4.pdf 

 

■秩父鉄道「第二回秩父鉄道プロが教えるダイヤ作成教室」 

秩父鉄道では、2021年 10月 30日、31日に親子で楽しめる「第二回秩父鉄道プロが教

えるダイヤ作成教室」を開催する。 

https://www.chichibu-railway.co.jp/wp-content/uploads/2021/09/20210915_october_tour.pdf 

 

■京成バス「運転士体験とＢＲＴバス乗車ツアー」 

京成トラベルサービスのツアーにて、2021年 10月 30日に京成バス「運転士体験とＢ

ＲＴバス乗車」を開催する。京成バスの２階建てバスに乗車し、東雲車庫を見学、連

節バス・ＦＣバス（水素バス）に乗車。さらに奥戸営業所にて実際運転士が行う点

呼、エンジンやタイヤの点検等が体験できる運転士体験等。 

https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/36529/ 

 

■小田急電鉄「親子（家族）限定！１０００形で鉄道のお勉強！」 

小田急電鉄では、2021年 11月 3日に、親子で楽しめる「親子（家族）限定！１０００

形で鉄道のお勉強！」を開催する。子ども（小学生・中学生）を含む親子（家族）限

定。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001zplt-att/o5oaa1000001zpm0.pdf 

 

■小田急電鉄「小田急親子鉄道ゼミ」 

小田急電鉄では、2021年 12月 4日、2022年 1月 23日、2月 5日に、車両基地や駅施

設内にて体験を交えながら鉄道業務を楽しく学べる「小田急親子鉄道ゼミ」を開催す

る。小学 3～6年生とその保護者を対象。12月 4日は海老名電車基地にて「保線係員、

電気係員編」、1月 23日は喜多見電車基地にて「運転士・車掌・整備士編」、2月 5日

は海老名駅にて「駅係員編＋ロマンスカーミュージアム見学」。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa100000203tk-att/o5oaa100000203tr.pdf 

 

https://www.jomorailway.com/img/tour/taiken202111.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/yokohama/20210917_y4.pdf
https://www.chichibu-railway.co.jp/wp-content/uploads/2021/09/20210915_october_tour.pdf
https://keiseitravel.co.jp/wp/blog/oneday_tour/36529/
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001zplt-att/o5oaa1000001zpm0.pdf
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa100000203tk-att/o5oaa100000203tr.pdf
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■JR東日本「わくぞく京葉車両センターツアー2021」 

JR東日本では、2021年 11月 20日、京葉車両センター構内にて「わくぞく京葉車両セ

ンターツアー2021」を開催する。ふだんは乗車できない回送列車への体験乗車や車両

の清掃体験・広告取り替え体験等。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/chiba/20210928_c02.pdf 

 

■関東鉄道協会「第１１回かんとうみんてつスタンプラリー」 

関東鉄道協会では、2021年 10月 14日～2022年 2月 15日まで、「第１１回かんとうみ

んてつスタンプラリー」を開催している。スマートフォンを用いた「デジタル形式」

のスタンプラリーだが、スマートフォンを持たない子どもも楽しめるよう参加者と各

対象駅の駅名表示を入れて撮影した写真での応募も可。 

https://www.kantetsukyo.jp/archives/plaza/plaza-13661 

 

（北陸信越） 

■「カーフリーデー2021in金沢」 

金沢市では 2021年 9月 11日に、金沢市庁舎前広場にて、「カーフリーデー2021in金

沢」を開催した。自転車シミュレーター体験などイベントを実施。 

https://www.facebook.com/machinori.kanazawa/posts/4416760301752198 

 

■えちごトキめき鉄道・北越急行「トキてつ×ほくほく×大糸線コラボラリー2021」 

えちごトキめき鉄道と北越急行では、2021年 9月 17日～11月 3日まで、「トキてつ×

ほくほく×大糸線コラボラリー2021」を開催している。「きっぷミッション」、「スタン

プミッション」の 2つのミッションに挑戦する企画。 

http://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1418 

 

■JR東日本「長岡車両センター見学会 2021」 

JR東日本では、2021年 10月 30日に「長岡車両センター見学会 2021」を開催する。車

両展示、投排雪保守用車(ENR-1000)「形態変更」（ラッセルとロータリーの機能切替）

実演等。小学生以上が対象。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20210922_ni01.pdf 

 

■JR東日本「新潟車両センター見学会 2021」 

JR東日本では、2021年 11月 6日に「新潟車両センター見学会 2021」を開催する。車

両機器解説・メンテナンス作業実演、電車「連結・切り離し作業」実演等。小学生以

上が対象。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20211015_ni02.pdf 

 

  

https://www.jreast.co.jp/press/2021/chiba/20210928_c02.pdf
https://www.kantetsukyo.jp/archives/plaza/plaza-13661
https://www.facebook.com/machinori.kanazawa/posts/4416760301752198
http://www.echigo-tokimeki.co.jp/information/detail?id=1418
https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20210922_ni01.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2021/niigata/20211015_ni02.pdf
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（中部） 

■岳南電車「岳南電車まつり月間」 

岳南電車では、2021年 10月 30日～11月 28日に「岳南電車まつり月間」を開催す

る。従来一日で開催していた各プログラムを約１か月に分散させ実施。10月 31日には

「踏切しゃだんぼうをつくろう」「古鉄橋ミステリーツアー」「電車工場見学＆電気機

関車運転台体験」、11月 21日には「がくてつ親子てつどう体験」等。 

https://www.gakutetsu.jp/festival2020/index.html 

 

■岐阜市「自動運転バス実証実験」 

岐阜市では、2021年 10月 23日～31日の間、ハンドルやアクセル、ブレーキペダルが

ない小型バスタイプの電気自動車の実証実験を実施する。乗車前後のアンケート、顔

認証登録に協力できる市内在住・在勤・在学者が対象。 

https://www.facebook.com/cityofgifu/posts/1869620153216446 

 

■名古屋鉄道「～7000系パノラマカー60周年記念～舞木検査場で胸アツ体験」 

名古屋鉄道では、2021年 11月 13日に「～7000系パノラマカー60周年記念～舞木検査

場で胸アツ体験」を開催する。運転台の着座体験、車掌台＆車内見学、旋回式表示灯

動作＆ミュージックホーン鳴動見学等。 

https://www.meitetsu.co.jp/plan/event/detail/1267234_8032.html 

 

■大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS™ 2021冬の特別運転」 

大井川鐡道では、2021年 12月 24日～2022年 1月 3日、1月 7日～1月 10日の間、

「DAY OUT WITH THOMAS™ 2021冬の特別運転」を開催する。クリスマスからお正月にか

け、大井川鐵道の DAY OUT WITH THOMAS™史上初となる「年またぎ」での運転となる。 

http://oigawa-railway.co.jp/archives/88027 

 

（近畿） 

■NPO法人奈良ストップ温暖化の会「モビリティウィーク＆カーフリーデーなら

2021」 

NPO法人奈良ストップ温暖化の会では、2021年 9月 16日～22日に「モビリティウィー

ク＆カーフリーデーなら 2021」を開催した。今年度はオンライン講演会、ラジオ番

組、イベントと様々な媒体を通して開催。9月 20日には JR奈良駅東口駅前広場にて啓

発活動を実施。 

https://www.facebook.com/nponaso/posts/405482267869992 

 

  

https://www.gakutetsu.jp/festival2020/index.html
https://www.facebook.com/cityofgifu/posts/1869620153216446
https://www.meitetsu.co.jp/plan/event/detail/1267234_8032.html
http://oigawa-railway.co.jp/archives/88027
https://www.facebook.com/nponaso/posts/405482267869992
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■JR西日本「きのくに線「サイクルトレイン」実証実験」 

JR西日本では、2021年 9月 1日～11月 30日の間、きのくに線紀伊田辺駅～新宮駅間

において、自転車をそのまま車内に持ち込めるサイクルトレインの実証実験を実施し

ている。小学生以下も保護者同伴で利用可能。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210824_01_cycletrain.pdf 

 

■近畿日本鉄道「きんてつオンライン鉄道まつり 2021」 

近畿日本鉄道では、2021年 10月 11日～12月 12日まで、「きんてつオンライン鉄道ま

つり 2021」を開催している。「運転士のお仕事」等オリジナル動画を順次配信。また期

間中各主要駅で「缶バッジラリー」も実施する。 

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

 

■近江鉄道「電車運転体験」 

近江鉄道では、2021年 11月 6日、7日、12月 4日、5日に「電車運転体験」を開催す

る。講習後、彦根駅構内で約 80メートルの区間を 2往復運転。小学 4年生以上が対

象。 

https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/event/untentaiken2021.11-12/index.html 

 

（中国） 

■JR西日本「山陽線 130周年記念イベント」 

1891年の 3月に山陽線は岡山駅まで開通、同年中に倉敷駅、笠岡駅、福山駅、尾道駅

と運行区間を広げ、2021年で 130周年を迎える。JR西日本では、11月 3日に福山駅に

て出発式イベント、尾道駅にて線路点検用バイクの乗車体験、こども制帽試着コーナ

ー等 130周年記念イベントを開催する。また 10月 18日～11月 7日に尾道駅にて幼稚

園児のぬりえ作品を展示している。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210929_03_130th_event.pdf 

 

（四国） 

■阿佐海岸鉄道「子供鉄道ギャラリー」 

阿佐海岸鉄道では、宍喰駅構内にて 2021年 10月 1日～10月 31日まで沿線地域の小学

生が「DMV」をテーマに描いた鉄道図画を展示している「子供鉄道ギャラリー」を開催

している。 

https://asatetu.com/archives/3439 

 

  

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210824_01_cycletrain.pdf
https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/onnrainntetudomatu.pdf
https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/event/untentaiken2021.11-12/index.html
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210929_03_130th_event.pdf
https://asatetu.com/archives/3439
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■土佐くろしお鉄道「TKT-8000形気動車運転体験」 

土佐くろしお鉄道では、2021年 11月 7日、21日、12月 5日、19日に中村駅にて、

「TKT-8000形気動車運転体験」を開催する。小学 4年生以上が対象。 

https://www.tosakuro.com/tkt-8000 

 

（九州） 

■JR九州「鉄道の日イベント」 

JR九州では、例年秋に「鉄道の日イベント」を九州各地で開催しているが、2021年度

は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からイベントを一部中止、人数制限や事前

申込制のイベントを開催している。11月 3日に大分車両センターにて「2021トレイン

フェスタ in大分」、11月 6日に直方車両センターにて「筑豊本線 130周年記念福北ゆ

たか線フェスタ 2021in直方」、11月 7日に熊本総合車両所にて「新幹線フェスタ

2021in熊本」を開催する。 

https://www.jrkyushu.co.jp/company/esg/socialize/railevent/ 

 

https://www.tosakuro.com/tkt-8000
https://www.jrkyushu.co.jp/company/esg/socialize/railevent/
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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） 

●SIP-adus Workshop2021 ～戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2期「自動

運転（システムとサービスの拡張）」～ 

日時：2021年 11月 9日（火）、10日（水） 

場所：オンライン開催 

主催：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 

https://www.sip-adus.go.jp/evt/workshop2021/ 

 

●第 30 回交通・物流部門大会(TRANSLOG2021)、第 28 回鉄道技術連合シンポジウム(J-

RAIL2021) 

日時：2021年 12月 1日（水）～3日（金） 

場所：オンライン開催 

主催：一般社団法人日本機械学会 交通・物流部門 

https://www.jsme.or.jp/conference/tldconf21/index.html 

 

（北海道） 

●企画実践プログラム「気候変動・SDGsアクション Labo」 

日時：2021年 10月～2022年 3月（全 11回） 

第 1回 10月 26日（火）18：30～21:00 

第 2回 10月下旬の週末（日中） 

第 3回 11月上旬 

第 4回 11月 16日（火）18：30～21:00 

第 5回 12月 12日（日）時間未定 

場所：オンライン開催、第 2回は、現地体験を予定 

主催：札幌市環境局 

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/actionlabo2021/index.html 

 

（関東） 

●バリアフルオフィス体験会 

日時：2021年 11月 2日(火)・4日(木)10：00～17:00 

場所：日本ケアフィット共育機構 東京共育センター4階 

主催：誰もが誰かのために共に生きる委員会 

https://dare-tomo.team/event/event20211102.php 

 

  

https://www.sip-adus.go.jp/evt/workshop2021/
https://www.jsme.or.jp/conference/tldconf21/index.html
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/sdgs/workshop/actionlabo2021/index.html
https://dare-tomo.team/event/event20211102.php
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●第 14回川崎国際環境技術展 

日時：2021年 11月 16日（火）～26日（金） 

場所：オンライン開催 

主催：川崎国際環境技術展実行委員会 

https://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

●プログラミングで海の SDGs! 

日時：2021年 11月 23日(火)10：30～16：30 

場所：日本科学未来館７階コンファレンスルーム 

主催：一般社団法人イエローピンプロジェクト 

https://20211123-koto.peatix.com/?utm_medium=web&utm_content=3021118&utm_source=related%3A3047689&utm_campaign=related-ad 

 

●エコプロ 2021 

日時：2021年 12月 8日（水）～10日（金） 

場所：東京ビッグサイト（東 2～3ホール） 

主催：（一社）サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社 

https://eco-pro.com/2021/ 

 

●第 2回 MaaS EXPO -統合型モビリティサービス開発・活用展- 

日時：2022年 1月 19日（水）～21日（金） 

場所：東京ビッグサイト 

主催：RX Japan株式会社 

https://www.maas-expo.jp/ 

 

（中部） 

●TOKAI ECO FESTA（東海エコフェスタ） 

日時：2021年 10月 30日（土）、31日（日） 

場所：岡崎乙川河川緑地 

日時：2021年 11月 21日（日） 

場所：豊田鞍ヶ池公園 

主催：東海エコフェスタ実行委員会 

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

 

●地域公共交通シンポジウム in中部 

日時：2021年 11月 12日（金）13：30～17:10 

場所：オンライン配信（Zoomウェビナー） 

主催：国土交通省中部運輸局 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/kousei2021101201.pdf 

https://www.kawasaki-eco-tech.jp/
https://20211123-koto.peatix.com/?utm_medium=web&utm_content=3021118&utm_source=related%3A3047689&utm_campaign=related-ad
https://eco-pro.com/2021/
https://www.maas-expo.jp/
http://tokaiecofesta.web.co.jp/
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/kousei2021101201.pdf
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●第 19回 ITSシンポジウム 2021 

日時：2021年 12月 9日（木）～10日（金） 

場所：オンライン開催 

主催：特定非営利活動法人 ITS Japan 

https://www.its-jp.org/event/its_symposium/19th2021/ 

 

（中国） 

●親子で学ぶ、鳥取市 SDGs未来都市モノづくり体験ワークショップ 

日時：2021年 11月 7日(日)10：00～12：00 

場所：麒麟スクエア 2階（鳥取市役所本庁舎となり） 

主催：鳥取市 

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1634619457899/index.html 

 

（四国） 

●「四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン 2021」 

日時：愛媛会場 2021年 10月 11日（月）～15日（金） 

徳島会場 10月 30日（土）10：00～13：00 

高知会場 11月 3日（水）～12月 5日（日） 

香川会場 未定 

場所：愛媛会場 愛媛県庁第一別館 1階ロビー 

徳島会場 あすたむらんど徳島（ジャンボパラソル内） 

高知会場 高知県を中心としたエリア 

香川会場 未定 

主催：四国公共交通利用促進協議会 

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2017/2021-0903-1347-3.html 

 

●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 

 

  

https://www.its-jp.org/event/its_symposium/19th2021/
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1634619457899/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2017/2021-0903-1347-3.html
http://www.estfukyu.jp/training2021.html
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（九州） 

●第 38回全国都市緑化くまもとフェア 

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 

 

（海外） 

●Mobilefest 2021 - Digital Technologies Fair&Conference 

日時：2021年 11月 11日 ～13日 

場所：トルコ・イスタンブールコングレスセンター 

主催：Istanbul Congress Center 

https://www.mobilefest.net/ 

 

●ECOMM2021（欧州モビリティ・マネジメント会議） 

日時：2021年 11月 24日～25日 

場所：ポルトガル・カスカイスからオンライン 

主催：EPOMM（欧州モビリティ・マネジメント・プラットフォーム） 

https://epomm.eu/ecomm/current 

 

●Abilities Expo 

日時：2021年 12月 3日～5日 

場所：アメリカ・ダラスマーケットホール 

https://www.abilities.com/dallas/ 

日時：2022年 3月 4日～6日 

場所：アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター、ウェストホール A 

https://www.abilities.com/losangeles/ 

日時：2022年 5月 13日、14日 

場所：アメリカ・トロント・インターナショナルセンター 

https://abilitiesexpotoronto.com/ 

日時：2022年 6月 24日～26日 

場所：アメリカ・シカゴ・ルネッサンスシャンブルグコンベンションセンター 

https://www.abilities.com/chicago/ 

  

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou
https://www.mobilefest.net/
https://epomm.eu/ecomm/current
https://www.abilities.com/dallas/
https://www.abilities.com/losangeles/
https://abilitiesexpotoronto.com/
https://www.abilities.com/chicago/
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日時：2022年 8月 5日～7日 

場所：アメリカ・ヒューストン・NRGセンター 

https://www.abilities.com/houston/ 

日時：2022年 9月 9日～11日 

場所：アメリカ・フェニックス・Westworld of Scottsdale 

https://www.abilities.com/phoenix/ 

日時：2022年 11月 4日～6日 

場所：アメリカ・マイアミ・ダブルツリーマイアミエアポートコンベンションセンター 

https://www.abilities.com/miami/ 

 

●MicroMobility Expo 2022 

日時：2022年 5月 19日～21日 

場所：ドイツ・ハノーバー 

主催：ドイツメッセ 

https://www.micromobilityexpo.de/en/ 

 

●Persontrafik 2022 - Event For The Public Transport Industry 

日時：2022年 10月 25日～27日 

場所：スウェーデン・ストックホルム 

主催：Stockholmsmassan 

https://www.persontrafik.se/ 

 

https://www.abilities.com/houston/
https://www.abilities.com/phoenix/
https://www.abilities.com/miami/
https://www.micromobilityexpo.de/en/
https://www.persontrafik.se/
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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 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

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