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1. 寄稿 
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『長崎北高交通委員会の３年間の取り組み～地域と共生する公共交通の研究～』 

【長崎県立長崎北高等学校教諭 小松 旭】 

 

１．研究動機 

長崎県立長崎北高等学校（以下．長崎北高）は長崎市北部の高台にある住宅街，小江

原(こえばる)地区内に所在し，所属生徒の９割は，長崎市及び周辺から「公共交通」で

ある長崎自動車株式会社（以下．長崎バス）を利用し通学している。また，同地区の住

民もその立地ゆえに利用できる「公共交通」は長崎バスのみであり，通勤・通院などに

も住民の足として，その存在は欠かせない。 

2020年度春のダイヤ改正で大幅に路線バスの本数が減少し，生徒と周辺住民の生活の

基盤が左右される状況となった。さらに地方都市では今後の急激な人口減が予想され，

住民の足である「公共交通」とそれを取り巻く状況はさらに大きな影響を受けることは

避けられない。これを利用する側から，有効に利用する方法はないものか。つまり，な

いものを欲しがるのではなく，あるものを如何にうまく使って「共生」いくことが必要

と考えた。 

 

２．目的 

 「公共交通」を利用する立場から有効的利用方法を金銭的負担がなく，かつ生徒が

主体的に取り組むことが可能で，継続性をもてる方法を考える。そして，生徒一人一人

が「地域を考える」，地域住民にも，運営する長崎バスにもメリットとなるよう，三者

ともに「共生」できる状況になることを目指した。 

 

３．調査 

長崎北高周辺の各バス停７ヶ所で乗降者数調査。2020 年・15 年・10 年の長崎バスの

停留所「第二団地入口」におけるバスの設定本数を調べその増減状況を把握。ここ 10年

間の長崎市及び小江原地区の人口を調査し，その増減状況を把握する。 

 

４．調査結果 

（１） 昼間時の利用者数は乗車・降車ともにかなり少ない。 

（２） 15年度・10年度に比べ，20年度は昼間時を中心にかなりバス本数が削減されて

いることがわかった。かつ，日曜祝日ダイヤの大幅削減が目立つ。 

（３） 人口減少からは，ここ２年で市町村別で日本人の転出人数全国ワースト１位に

なっており。かつ小江原地区もかなり減少している。 
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５．考察 

調査結果から，「公共交通」を維持する観点から路線バスの設定本数を減らしていく

ことは認めざるを得ない。むしろ，平日夕方のバス本数は維持されており学校への配慮

といえる。ただ，設定本数が大幅に減少している平日昼間及び日・祝日昼間に，今まで

と同じように生徒が利用した場合，利用上の支障がでることは容易に想像できる。 

 

６．方法そのⅡ（研究手法の再検討） 

［調査結果］と［考察］から，長崎北高と小江原地区をめぐる「公共交通」の現状は

把握できた。ここでこの状況に対して，「公共交通」を利用する立場から可能なアプロ

ーチを検討してみた。  

（１）本数がある程度確保されている平常はよいが，設定本数が以前より大幅減少して

いる平日昼間に生徒が少なくなった路線バスを利用すれば，周辺住民のバス利用に支

障がでる可能性が大きい。また，夏期休業，定期試験などのように平日昼間にバス利

用が多くなる状況は定期的に発生する。 

（２）平日昼間に生徒利用が多くなる場合，事前に学校から何らかの形で周辺住民へバ

スの混在情報を知らせることができればよい。ただ，町内の回覧板等や学校のＨＰで

は緊急変更を周知する機能としてはあまり期待が持てるツールではない。 

（３）このツールには「公共交通」を利用する地域住民や，「公共交通」を運営する側

だけでなく，長崎北高にも金銭的負担が少なくかつ継続しやすい方法が理想的。 

 

７．考察そのⅡ［研究方法の再検討を受けて］ 

上記からどのようなツールが最適かを，（株）長崎ケーブルメディアに相談したとこ

ろ，ツール自体はＬＩＮＥの利用が最もよい，課題はツールづくりではなく，如何にこ

の取り組みを広めるかである。との回答を得た。 

 

８．まとめ・結論 

長崎バスとの交渉し，この取り組みの利点を理解していただき，下記のポスターが完

成し，小江原地区及びその周辺の 13ヶ所の停留所に掲示された。 

2021年１月よりＬＩＮＥアカウント「長崎北高交通委員会」を利用した長崎北高のバ

ス利用状況を予想する情報発信が始まった。これは各週月曜の朝，登録ユーザーに行わ

れている。先月末現在の登録者数は 300名を超えている。 

今後の目標としては，本校のように地域住民と公共交通をともに利用している学校

に，この取り組みを参考に地域との「共生」に取り組みたいところがあればこれを支援

していきたいと考えている。 
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※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_mailmaga43.pdf 

 

 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga43.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 

（全国） 

■日産自動車「出張授業のご案内」 

日産自動車では小学校高学年対象に 3 つの出張授業を開講している。「日産モノづくり

キャラバン」（神奈川県・栃木県・福岡県内小学校 5年生対象）、「日産デザインわくわく

スタジオ」（全国の小中高校生対象）、「日産わくわくエコスクール」（神奈川県内、近辺

の小学校 5、6年生対応）。なお「わくわくエコスクール」は第 29回横浜環境活動賞を受

賞。 

・出張授業のご案内 

https://www.nissan-global.com/JP/SUSTAINABILITY/SOCIAL/CITIZENSHIP/VISITINGSCHOOL/ 

・横浜市「第 29回横浜環境活動賞受賞者決定」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kankyo/2022/0603kankyohyosyo.files/0004_20220606.pdf 

 

（関東） 

■横浜市「出前講座」 

横浜市では、市内の小学校を対象とし、モビリティ・マネジメントについて学ぶ出前講

座を、平成 24年度から実施している。「環境教育出前講座」、「福祉教育（交通バリアフ

リー）出前講座」、「自分づくり（キャリア）教育出前講座」の過去の授業実施校の実施

報告も掲載。令和 4年度の申込締切は令和 4年 7月末まで。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/toshikotsu/mobility/mmdemaekouza.html 

 

  

https://www.nissan-global.com/JP/SUSTAINABILITY/SOCIAL/CITIZENSHIP/VISITINGSCHOOL/
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kankyo/2022/0603kankyohyosyo.files/0004_20220606.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/toshikotsu/mobility/mmdemaekouza.html
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（２）交通環境学習開催報告 

（東北） 

■高齢者体験 in仙台市立住吉台小学校 

仙台市立住吉台小学校では、2022年 6月 22日に 4年生を対象に、バリアフリー教室を

開催した。東北運輸局や包括支援センターの協力のもと、実施。 

https://www.sendai-c.ed.jp/~sumisho/sumisyoblog/log/eid2501.html 

 

（関東） 

■バス乗り方教室 in八王子市立恩方第二小学校 

八王子市立恩方第二小学校では、2022年 4月 8日に、1、2年生を対象に、西東京バス

の協力のもと、バスの乗り方教室を開催した。 

https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-22730 

 

■バリアフリー教室 in大月市立大月東小学校 

山梨運輸支局では、2022年 5月 17日に大月市立大月東小学校の 4年生を対象に、バリ

アフリー教室を開催した。ユニバーサルデザインタクシーでの車椅子の乗降体験や視

覚障害者の疑似体験及び介助体験など実施。 

https://blog.goo.ne.jp/o-higashi-e/d/20220517 

 

■バス乗り方教室 in八王子市立加住小学校 

八王子市立加住小学校では、2022年 5月 20日に、1年生を対象に、西東京バスの楢原

営業所にてバスの乗り方教室を実施した。 

https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=ksmie&type=1&column_id=664861&category_id=506 

 

■バス乗り方教室 in八王子市立船田小学校 

八王子市立船田小学校では、2022年 5月 21日土曜日の学校公開のセーフティ教室とし

て、1年生を対象に、西東京バスの職員を招き「交通安全とバスの乗り方教室」を実施

した。 

https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-22899 

 

■バス体験 in大月市立大月東小学校 

大月市立大月東小学校では、2022年 5月 25日に、2年生を対象に、校外学習にて富士

急バスの営業所へ見学、バスに乗車して洗車機体験、整理券をとり運賃を払う体験な

ど実施。 

https://blog.goo.ne.jp/o-higashi-e/e/731fb8804a93f4824978d5b88ce6ca9c 

 

  

https://www.sendai-c.ed.jp/~sumisho/sumisyoblog/log/eid2501.html
https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-22730
https://blog.goo.ne.jp/o-higashi-e/d/20220517
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=ksmie&type=1&column_id=664861&category_id=506
https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-22899
https://blog.goo.ne.jp/o-higashi-e/e/731fb8804a93f4824978d5b88ce6ca9c
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■鉄道乗り方教室 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。

2022年 5月 25日に、前橋市立大胡小学校が実施した。今年度は市内 12校が参加予

定。 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2208745369301419&id=137545493088094&m_entstream_source=timeline 

 

■バリアフリー教室 in東京家政大学 

東京運輸支局では、2022年 5月 17日、24日にて、東京家政大学にてバリアフリー教

室を開催した。同教室は、東京運輸支局と福祉団体の自立生活センター・北、同大学

人文学部教育福祉学科（田中恵美子教授）福祉系ゼミの合同企画で、障害平等研修

（ＤＥＴ）と共に発見型学習として実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000269025.pdf 

 

■バリアフリー教室 in高崎市立新町第一小学校 

高崎市立新町第一小学校では、2022年 6月 22日に 3年生を対象に、バリアフリー教室

を開催した。子どもたちは４グループに分かれ、「車椅子体験」「アイマスク体験」「福

祉車両体験」「バス出前講座」のそれぞれで体験。 

http://swa.city.takasaki.gunma.jp/weblog/index.php?id=145&type=1&column_id=284970&category_id=2711 

 

（北陸信越） 

■創造活動「のりものパワー」in上越教育大学附属小学校 

上越教育大学附属小学校 4年 1組は、創造活動「のりものパワー」として、動力が自

分や自分たちにある「のりもの」とかかわる取組をしている。 

・4月 12日 「のりものパワー」開始 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8276/ 

・4月 18日 段ボールを使って 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8383/ 

・4月 26日 電車とバスにのってお出かけ 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8575/ 

・5月 2日 のりものづくり 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8576/ 

・5月 24日 プールチャレンジ 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9020/ 

・6月 1日 のりパー交通法 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9217/ 

・6月 7日 いかだにのりたい 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9219/ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2208745369301419&id=137545493088094&m_entstream_source=timeline
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000269025.pdf
http://swa.city.takasaki.gunma.jp/weblog/index.php?id=145&type=1&column_id=284970&category_id=2711
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8276/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8383/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8575/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8576/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9020/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9217/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9219/
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・6月 8日 のりパー標識 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9218/ 

・6月 10日 直江津港＆みなと風車公園へ 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9345/ 

・6月 13日 カヌーをつくろう 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9417/ 

・6月 14日 信号プログラマー 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9416/ 

 

■創造活動「ぱらまちアプローチ」in上越教育大学附属小学校 

上越教育大学附属小学校 6年 1組は、創造活動「ぱらまちアプローチ」として、障害

者とかかわる取組をしている。 

・4月 12日 創造活動「ぱらまちアプローチ」 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8150/ 

・4月 26日 谷口さんとの出会い 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8400/ 

・4月 22日 サロンあじさいとボッチャ対決 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8406/ 

・4月 28日 車椅子で移動する 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8488/ 

・5月 13日 車椅子からみると 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8674/ 

・5月 24日 多機能化する車椅子 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8678/ 

・6月 2日 電動車椅子に乗ってみる 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9037/ 

・6月 7日 さくらドリームクラブとボッチャの試合 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9041/ 

 

■町営バス乗車体験 in津幡町立太白台小学校 

津幡町立太白台小学校では、2022年 7月 7日に 3年生を対象に町営バス乗車体験を実

施した。 

https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/oosire/blogs/blog_entries/view/67/ee2a21ef80cba150c42b7cfee60c1b5f?frame_id=54 

 

  

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9218/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9345/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9417/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9416/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8150/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8400/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8406/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8488/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8674/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-8678/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9037/
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-9041/
https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/oosire/blogs/blog_entries/view/67/ee2a21ef80cba150c42b7cfee60c1b5f?frame_id=54
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（中部） 

■バス乗り方教室 in豊橋市立富士見小学校 

豊橋市立富士見小学校では、2022年 2月 20日に 5年生を対象にバスの乗り方教室を実

施した。 

http://www.toyohashi-c.ed.jp/fujimi-e/index.php?key=joupsmsoo-134#_134 

 

■自動運転バス試乗体験会 in日進市少年少女発明クラブ 

日進市では、2022年 5月 7日に、日進市少年少女発明クラブの開講に併せて、自動運

転バスの試乗体験会を実施した。 

https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/4/202003/13090.html 

 

■バス乗り方教室 in湖西市 

湖西市では、市内の小学校 2年生を対象に、運行するコミュニティーバス「コーちゃ

んバス」の乗り方を学ぶ教室を実施した。運賃の払い方や車内でのマナー、乗降時の

安全確認の大切さについて、運行する浜松バスの社員や市職員から説明を受けた。 

・2022年 5月 10日、湖西市立東小学校 

https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/higashie/home/syoukai/kirakira/5-10-hi-2-nensei-ko-chan-basu-no-norikata-kyoushitsu?hl=ja 

・2022年 5月 24日、湖西市立白須賀小学校 

https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/shirae/home/syoukai/news/5-gatsu-24-nichi-hi-2-nensei-ko-chan-basu-norikata-kyoushitsu?hl=ja 

・2022年 5月 31日、湖西市立新居小学校 

https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/araie/home/syoukai/news/2022531-hi-ko-chan-basu-kyoushitsu-2-nensei?hl=ja 

 

■バス乗り方教室 in伊豆の国市立長岡北小学校 

伊豆の国市立長岡北小学校では、2022年 5月 17日に、2年生を対象にバスの乗り方教

室を実施した。 

http://shizuankyou.jp/publics/index/136/detail=1/b_id=801/block801_limit=10/p801=4#block801-23721 

 

■バス乗り方教室 in伊豆の国市立韮山小学校 

伊豆の国市立韮山小学校では、2022年 6月 21日、22日に、2年生を対象にバスの乗り

方教室を実施した。 

http://shizuankyou.jp/publics/index/136/detail=1/b_id=801/block801_limit=10/p801=1#block801-24348 

 

  

http://www.toyohashi-c.ed.jp/fujimi-e/index.php?key=joupsmsoo-134#_134
https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/4/202003/13090.html
https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/higashie/home/syoukai/kirakira/5-10-hi-2-nensei-ko-chan-basu-no-norikata-kyoushitsu?hl=ja
https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/shirae/home/syoukai/news/5-gatsu-24-nichi-hi-2-nensei-ko-chan-basu-norikata-kyoushitsu?hl=ja
https://sites.sateraito.jp/city.kosai-szo.ed.jp/site/araie/home/syoukai/news/2022531-hi-ko-chan-basu-kyoushitsu-2-nensei?hl=ja
http://shizuankyou.jp/publics/index/136/detail=1/b_id=801/block801_limit=10/p801=4#block801-23721
http://shizuankyou.jp/publics/index/136/detail=1/b_id=801/block801_limit=10/p801=1#block801-24348
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（近畿） 

■タクシー乗車体験学習 in堺市立少林寺小学校 

堺市立少林寺小学校では、2022年 5月 18日に、4年生を対象にタクシー乗車体験学習

を実施した。4年生の国語の教科書に掲載されている「白いぼうし」の物語の主人公は

タクシーの運転手で、タクシーに乗ったことのない児童もいることから、タクシーに

ついて知ることで学びを深めたいと教師から提案があり、大阪第一交通の協力により

実現。 

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/sdgs/sakaiSDGsplatform/76035720220628143449027.html 

 

（中国） 

■バス乗り方教室 in防府市立佐波小学校 

防府市立佐波小学校では、2022年 5月 31日に、2年生を対象にバス乗り方教室を実施

した、 

https://hofu3838.blogspot.com/2022/05/blog-post_89.html 

 

（四国） 

■みかん電車・乗車体験 in松山市和泉保育園 

伊予鉄道では JA全農えひめと共同で「みかん電車」を冬季限定で運行しており、好評

につき通年運行としてスタート。2022年 4月 27日に松山市の和泉保育園の園児を招待

し、みかん電車の乗車体験を実施した。 

https://www.izumihoikuen.or.jp/topics/?p=17124 

 

■バス乗車体験会 in高松市マリア幼稚園 

高松市のマリア幼稚園では、2022年 5月 20日に、5歳児クラスを対象に、路線バスの

乗車体験会を実施した。さぬき市の大川バスの企画で、園児たちは手作りの 100円玉

を使ってバスのお金の払い方や乗り方を学習した。 

http://www.maria-yochien.com/gallery/detail.php?id=655 

 

■高齢者疑似体験 in西予市立明浜小学校 

西予市立明浜小学校では、2022年 6月 16日に、5年生を対象に総合的な学習で「福

祉」を学ぶために高齢者疑似体験の装具を着用、歩行や車椅子の介助など高齢者疑似

体験を実施した。 

https://akehama-e.esnet.ed.jp/blogs/blog_entries/view/8/df75e93bb93362825a974c54e45e4cfe?frame_id=8 

 

  

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/sdgs/sakaiSDGsplatform/76035720220628143449027.html
https://hofu3838.blogspot.com/2022/05/blog-post_89.html
https://www.izumihoikuen.or.jp/topics/?p=17124
http://www.maria-yochien.com/gallery/detail.php?id=655
https://akehama-e.esnet.ed.jp/blogs/blog_entries/view/8/df75e93bb93362825a974c54e45e4cfe?frame_id=8
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（九州） 

■バリアフリー教室 in日南市立潟上小学校 

日南市立潟上小学校では、2022年 5月 31日に 6年生を対象に福祉体験活動を実施し

た。高齢者疑似体験、アイマスク体験、車椅子体験などを体験。 

https://cms.miyazaki-c.ed.jp/1262/blogs/blog_entries/view/32/70079e57193dd9de736dd5a4688f0aad?frame_id=10 

 

（沖縄） 

■バリアフリー教室 in糸満市立真壁小学校 

糸満市立真壁小学校では、2022年 4月 25日に 5、6年生を対象にバリアフリーの体験

学習会を実施した。車椅子トラベラーの三代達也氏を招き講話や車椅子体験を実施。 

https://www.facebook.com/itomancity/posts/7600423733331345 

  

https://cms.miyazaki-c.ed.jp/1262/blogs/blog_entries/view/32/70079e57193dd9de736dd5a4688f0aad?frame_id=10
https://www.facebook.com/itomancity/posts/7600423733331345
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3. ニュース/トピック 

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

（全国） 

■日本民営鉄道協会「私とみんてつ小学生新聞コンクール」作品募集 

（一社）日本民営鉄道協会では、「私とみんてつ小学生新聞コンクール」の作品を募集

している。応募期間は 2022年 7月 1日～9月 30日まで。テーマは「くらしと鉄道」ま

たは「みらいの鉄道」。 

https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/ 

 

（北海道） 

■根室市厚床中学校「JR花咲線厚床駅ホームすずらん贈り」実施 

根室市厚床中学校の生徒が 2022年 6月 9日、JR花咲線厚床駅ホームにて、今回で 60

回目となるすずらん贈りを実施した。厚床中学校では昭和 38年以来、60年以上にわた

り、乗客に学校で摘んだすずらんを贈る取組をしており伝統行事となっている。新型

コロナウイルスの影響で、今回 2年ぶりに手渡しで実施した。 

https://www.hanasaki-line.com/blog/info/1762/ 

 

（東北） 

■弘南鉄道「大鰐線土日祝日１００円電車」実施中 

弘南鉄道では、2022年 9月 7日に開業 95周年を迎え、2022年 7月 16日～11月 27日

までの土日祝日に大鰐線限定で大人 100円、子ども 50円の「土日祝日１００円電車」

を実施している。 

https://konantetsudo.jp/2022/07/07/owani-100en/ 

 

■仙台市交通局「夏休み親子探検ツアー」開催予定 

仙台市交通局では、普段目にすることのないバスの整備工場や地下鉄の洗車機など、

親子でバス営業所や地下鉄車両基地を探検する「夏休み親子探検ツアー」を開催す

る。2022年 7月 26日は市バスコース、7月 29日は地下鉄コースを開催。 

https://www.kotsu.city.sendai.jp/inquiry/oyako_form22/index.html 

 

■くりでんミュージアム「こども向け片道 150m気動車機内運転体験」開催予定 

宮城県栗原市のくりでんミュージアムでは、2022年 8月 6日、13日、20日に、小学 5

年生～18歳までを対象とした、機内運転体験イベントを実施する。旧くりはら田園鉄

道若柳駅から第一踏切までの片道 150mを、運転士の指導のもと、実際の気動車を運転

できる。 

https://kuridenrailpark.wixsite.com/kuriden/kidsunten?fbclid=IwAR0U-zn8C5bgJGbFCqbHAvvld9avsbmaOxlOZSokHJH7LXbXSV7aJoXEqeQ 

 

https://www.mintetsu.or.jp/newspaper_contest/
https://www.hanasaki-line.com/blog/info/1762/
https://konantetsudo.jp/2022/07/07/owani-100en/
https://www.kotsu.city.sendai.jp/inquiry/oyako_form22/index.html
https://kuridenrailpark.wixsite.com/kuriden/kidsunten?fbclid=IwAR0U-zn8C5bgJGbFCqbHAvvld9avsbmaOxlOZSokHJH7LXbXSV7aJoXEqeQ
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■JR東日本「SL銀河 運転台体験乗車・作業見学ツアー」 

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、2022年 7月 30日、8月 27日、9月 24日

に「SL銀河プレミアムツアー」を開催する。1日目に新花巻駅へ移動後、新花巻～釜

石間で「SL銀河」に乗車、釜石駅構内線にて、SL運転台体験乗車を実施。2日目は、

SL車庫での点検作業を見学後、釜石～新花巻間で「SL銀河」に乗車。転車台での入換

作業見学、石炭積み込み作業見学、SL銀河専用制服着用体験など。 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/morioka/20220630_mr01.pdf 

 

（関東） 

■東急電鉄「東急線キッズ１００円パス」発売中 

東急電鉄では。2022年 6月 18日から 8月 28日の土休日限定で、小児を対象に東急線

が 1日乗り降り自由になる「東急線キッズ１００円パス」を発売している。 

https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20220610-1.pdf 

 

■東京メトロ「東京探検！２４時間こどもきっぷ」100円で限定発売中 

東京メトロでは、2022年 7月 14日から 8月 31日までの間、通常 300円の小児用 24時

間券を、「東京探検！２４時間こどもきっぷ」として、100円で限定発売する。9月 30

日までの有効期限内であれば、平日・土日祝日を問わず使用可能。 

https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220711_39.pdf 

 

■JR東日本「子ども向け体験学習型ツアー「フレテミーナ」」開催予定 

JR東日本、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、子ども向け体験学習型ツアー

「フレテミーナ」の一環として、「『カシオペア紀行 青森行き』で行く『秋田内陸縦貫

鉄道』車両基地見学と小岩井農場自然探検プログラム」などを発売している。他に新

幹線盛岡車両センター青森派出所を特別見学するコースや、えちぜん鉄道で電車の運

転体験と車庫見学、三国芦原線の貸切列車に乗車するコースなど。旅行日は、2022年

7月 29日～8月 31日。 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/20220526_ho03.pdf 

 

 

■「千葉都市モノレール×京成バス ダブル車両基地見学ツアー」開催予定 

千葉都市モノレールでは、京成バスとのコラボ企画で 2022年 7月 23日に「千葉都市

モノレール×京成バス ダブル車両基地見学ツアー」を開催する。2022年 1月～3月に

初コラボ企画として実施し、大好評だったため追加開催。モノレールの貸切や、千葉

都市モノレール車両基地や京成バス車庫への見学など。 

https://chiba-monorail.co.jp/index.php/2022keiseibus2nd-trip/ 

 

 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/morioka/20220630_mr01.pdf
https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20220610-1.pdf
https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220711_39.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2022/20220526_ho03.pdf
https://chiba-monorail.co.jp/index.php/2022keiseibus2nd-trip/
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■京成電鉄「京成きっずアカデミー２０２２」開催予定 

京成電鉄では、2022年 7月 23日～8月 29日まで、小学生を対象とした職業体験型学

習プログラム「京成きっずアカデミー２０２２」を開催する。「駅でのお仕事体験」

「バス営業所でのお仕事体験」など。 

https://www.shinkeisei.co.jp/official/wp-content/uploads/2022/06/20220622_release_keiseikids_academy.pdf 

 

■真岡鐵道「夏休みイベント」開催予定 

真岡鐵道と真岡線 SL運行協議会は、夏休みイベントとして 2022年 7月 24日、8月 27

日に「夏休み SL教室」を、7月 30日、8月 7日、8月 21日に「SLガイド体験」を開

催する。 

http://hagakouiki.jp/sl-event// 

 

■JR東海「超電導リニア 改良型試験車 体験乗車」開催予定 

JR東海では、2022年 7月 26日、27日、28日、29日、8月 2日の計 5日間、改良型試

験車を用いた超電導リニアの体験乗車を実施する。場所は都留市の山梨実験センター

で、今年度 2回目。 

https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042061.pdf 

 

■小田急電鉄「小田急グループ 親子体験イベント ２０２２」開催予定 

小田急電鉄では、2022年 7月 23日～8月 24日の間、小学生と保護者を対象に「小田

急グループ 親子体験イベント２０２２」を開催する。7月 26日には「大山ケーブルカ

ー機械室・運転室見学＆大山のおはなし」、7月 28日には「ファミリー鉄道教室」など

を実施。 

https://www.odakyu.jp/news/d9gsqg00000009cj-att/d9gsqg00000009cq.pdf 

 

■東京メトロ「親子で社会科見学！千住検車区～鉄道学校 鉄道三昧ツアー」開催予定 

東京メトロでは、2022年 7月 27日に「親子で社会科見学！千住検車区～鉄道学校鉄道

三昧ツアー」を開催する。小学生とその保護者を対象に、千住検車区と岩倉高校を、

岩倉高校の生徒の案内で巡りながら見学や運転シミュレーター体験など。 

https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220617_1.pdf 

 

■北総鉄道「西白井保守用基地見学・鉄道技術員体験イベント」開催予定 

北総鉄道では、2022年 7月 28日、29日に「西白井保守用基地見学・鉄道技術員体験

イベント」を開催する。7000形車両見学、車両部品(行先方向幕・パンタグラフ)操作

体験、鉄道保守用車両見学など。 

https://www.hokuso-railway.co.jp/event/detail/16369 

 

 

https://www.shinkeisei.co.jp/official/wp-content/uploads/2022/06/20220622_release_keiseikids_academy.pdf
http://hagakouiki.jp/sl-event/
https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042061.pdf
https://www.odakyu.jp/news/d9gsqg00000009cj-att/d9gsqg00000009cq.pdf
https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220617_1.pdf
https://www.hokuso-railway.co.jp/event/detail/16369
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■秩父鉄道「夏休み親子向けイベント」開催予定 

秩父鉄道では、夏休みに親子向けイベントとして、2022年 7月 23 日に「【特別な鉄道

体験をしよう！「SL 体験」」、7月 24日に「みなの LABO 工作体験」、7月 27日に駅長

案内による「鉄道員なりきりおしごと体験」を開催する。 

https://www.chichibu-railway.co.jp/assets/newsrelease/20220629_summertaiken.pdf 

 

■JR東日本「内原設備訓練センター体験ツアー」開催予定 

JR東日本では、2022年 7月 30日に「内原設備訓練センター体験ツアー」を開催す

る。内原駅から内原設備訓練センター間を入出区車両で移動、小型軌陸車、レールス

ターの展示・体験乗車、架線点検車の展示、ポイント、信号機の操作体験、VR体験な

ど。18歳以上と小学生のペアが対象。 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/mito/20220621_mt01.pdf 

 

■西武鉄道「電車のダイヤをつくろう」開催予定 

西武鉄道では、横瀬町と横瀬町観光協会の夏休みのイベント「あしがくぼ＆よこぜ夏

の体験学習」に合わせ、一部の特急列車が芦ヶ久保駅に臨時停車する他、2022年 7月

30日、8月 20日に小学生とその保護者を対象にした「電車のダイヤをつくろう」を開

催する。 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?newsroom/news/file/20220609_ashigakuborintei.pdf 

 

■京急電鉄「久里浜工場見学＆乗務員体験ツアー」開催予定 

京急電鉄では、2022年 8月 6日に「久里浜工場見学＆乗務員体験ツアー」を開催す

る。久里浜工場見学・研修センター見学や乗務員体験など。親子での参加で子どもは 6

歳～12 歳までを対象。 

https://www.keikyu.co.jp/assets/pdf/20220627HP_22052TE.pdf 

 

■上毛電気鉄道「デハ 101乗車・デキ 3021運転体験ツアー」開催予定 

上毛電気鉄道ではローソントラベルと企画コラボした「レトロ車両の共演！デハ 101

貸切電車で行く大胡電車庫見学＆凸型電気機関車デキ 3021運転体験」を 2022年 8月 6

日に開催する。デハ 101の貸切列車に乗車し、大胡駅へ移動。大胡電車庫にて、同車

庫の見学、運転体験講習、シミュレーターによる実習、デキ 3020形 3021号車の運転

体験など。 

https://tour.l-tike.com/package_tour/domestic/event.php?id=14247 

 

  

https://www.chichibu-railway.co.jp/assets/newsrelease/20220629_summertaiken.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2022/mito/20220621_mt01.pdf
https://www.seiburailway.jp/file.jsp?newsroom/news/file/20220609_ashigakuborintei.pdf
https://www.keikyu.co.jp/assets/pdf/20220627HP_22052TE.pdf
https://tour.l-tike.com/package_tour/domestic/event.php?id=14247
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■JR東日本「B.B.BASEで行く 常磐・成田線の旅 夏休み自由研究号」開催予定 

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、2022年 8月 6日に「B.B.BASEで行く 常

磐・成田線の旅 夏休み自由研究号」を開催する。209系「B.B.BASE」の貸切列車に乗

車し、車内にて乗務員への質疑応答、制服着用での記念撮影、入鋏体験、車内放送体

験、発車ベルの操作体験などを実施。対象は、18歳以上の大人と小学生を含む、2～4

人のグループ。 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/tokyo/20220624_to02.pdf 

 

■小田急電鉄「ＶＳＥに乗って、駅係員＆乗務員お仕事体験」 

小田急電鉄では、2022年 8月 7日に、「夏休み特別企画！『ＶＳＥに乗って、駅係員＆

乗務員お仕事体験』」を開催する。ロマンスカー・ＶＳＥの特別行路での乗車体験や、

駅係員・乗務員の仕事体験など。小学生を含む家族が対象。 

https://www.odakyu.jp/news/d9gsqg0000000lp3-att/d9gsqg0000000lpa.pdf 

 

■東京メトロ「第 40回メトロ児童絵画展」作品募集 

東京メトロでは、「第 40回メトロ児童絵画展」の作品を募集している。応募期間は

2022年 8月 1日～9月 9日。国内在住の小学生が対象。作品内容は「地下鉄」をモチ

ーフに「安全やマナー」などをテーマにした絵のほか、子どもらしい夢のある楽しい

絵。 

https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220704_g11.pdf 

 

■京王電鉄「京王キッズおしごと隊 ～ぼくの、わたしのお仕事体験～」開催予定 

京王電鉄では、沿線での学びの機会を提案する「京王アカデミープログラム」の一環

として、夏休みの 2022年 8月 9日～8月 26日に、小学 1～6年生とその保護者を対象

とした、京王グループの 9社で実際の仕事を楽しく学べる「京王キッズおしごと隊 ～

ぼくの、わたしのお仕事体験～」を実施する。「車両整備のおしごとを体験しよう！」

「西東京バスのおしごとを体験しよう！」など。 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2022/nr20220630_kidsoshigototai.pdf 

 

■東京都「GRAND CYCLE TOKYO」開催予定 

東京都では、環境にやさしく、健康にもよい自転車を更に身近なものとする「GRAND 

CYCLE TOKYO」として様々な自転車に関するイベントなどを実施、レインボーブリッジ

を自転車で駆け抜ける自転車ライドイベント「レインボーライド」と、様々なスポー

ツを思い切り楽しむことができるイベント「マルチスポーツ」を 2022年 11月 23日に

開催する。「レインボーライド」は小学生 4年生以上から参加可能。 

https://grand-cycle-tokyo.jp/?utm_source=cyclejapan&utm_medium=article&utm_campaign=normal 

 

 

https://www.jreast.co.jp/press/2022/tokyo/20220624_to02.pdf
https://www.odakyu.jp/news/d9gsqg0000000lp3-att/d9gsqg0000000lpa.pdf
https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews220704_g11.pdf
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2022/nr20220630_kidsoshigototai.pdf
https://grand-cycle-tokyo.jp/?utm_source=cyclejapan&utm_medium=article&utm_campaign=normal
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（関東・中部） 

■伊豆箱根鉄道「親子電車教室」開催予定 

伊豆箱根鉄道では、西武グループ「こども応援プロジェクト」の一環として、「親子電

車教室」を開催する。2022年 7月 30日に大雄山線大雄山駅構内で、8月 6日に駿豆線

本社内電車工場で実施。「電車教室」のほか、洗車乗車体験、車掌体験、工事用車両・

ATカート乗車体験、運転台乗車体験など。対象は小学生と保護者のグループ。 

http://www.izuhakone.co.jp/railway/files/railway_news_202207_oyako2.pdf 

 

（北陸信越） 

■北陸信越運輸局「夏休み！物流施設親子見学会」開催予定 

北陸信越運輸局では、2022年 7月 28日に小学生とその保護を対象にした「夏休み！物

流施設親子見学会」を開催する。見学場所は佐川急便㈱新潟営業所 、㈱新潟食品運輸 

NCL第２センター、JR貨物新潟貨物ターミナルを予定。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000267686.pdf 

 

■富山地方鉄道「プチパス」発売中 

富山地方鉄道では、2022年 7月 23日～8月 31日の中から連続した 14日間が乗り放題

となる、夏休み学生専用フリー定期「プチパス」を 7月 16日から販売している。バス

全線では高校生以上 4,200円、中学生 3,200円、小学生 2,100円。電車・バス全線で

は高校生以上 7,800円、中学生：6,300円、小学生：3,400円。 

https://www.chitetsu.co.jp/?p=15045 

 

■長野電鉄「こども（小学生）無料乗車デー」実施中 

長野電鉄では毎月第 1・3土曜日と 5月 5日、こども（小学生）は長野電鉄全線「無

料」とする「こども（小学生）無料乗車デー」を実施している。夏休みの期間中、8月

第 1土曜日（6日）は実施せず、お盆期間を 8月 13日～8月 16日を実施する。乗車記

念として、乗車証を配布。 

https://www.nagaden-net.co.jp/news/2022/07/2022-KIDS-FREE.php 

 

■黒部峡谷トロッコ電車「鉄軌道王国とやま in黒部峡谷」 

黒部峡谷トロッコ電車では、2022年 7月 30日、31日に黒部峡谷トロッコ電車宇奈月

駅前バス駐車場にて「鉄軌道王国とやま in黒部峡谷」を開催する。トロッコ電車車庫

見学会など。 

https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=287 

 

 

 

 

http://www.izuhakone.co.jp/railway/files/railway_news_202207_oyako2.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000267686.pdf
https://www.chitetsu.co.jp/?p=15045
https://www.nagaden-net.co.jp/news/2022/07/2022-KIDS-FREE.php
https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=287
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（中部） 

■豊橋鉄道「夏休みの思い出に！親子で電車運転体験」開催予定 

豊橋鉄道では名鉄百貨店と共同で、「めいてつの父の日」の体験型商品として「夏休み

の思い出に！親子で電車運転体験」を開催する。体験実施日は 2022年 7月 30日で路

面電車の運転体験（約 40メートル）のほか、同車庫の見学など。 

https://www.toyotetsu.com/news/000318.html 

 

■JR東海「親子で楽しむツアー～名古屋車両区へ潜入！～」開催予定 

JR東海では、「Hello! New HIDA」HC85系デビュー記念キャンペーンの一環として、

2022年 8月 6日に「親子で楽しむツアー～名古屋車両区へ潜入！～」を開催する。名

古屋駅から新型車両 HC85系（回送列車）に乗車し、通常は入ることができない車両基

地内を列車に乗って見学するツアー。 

https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042101.pdf 

 

■豊橋鉄道「設楽ダム工事見学ツアーと運転体験」開催予定 

豊橋鉄道では、JR東海 EX旅のコンテンツポータルサイトの推し旅プランの「設楽ダム

工事現場見学バスツアー」にて、路面電車運転体験を開催している。実施日は 2022年

8月 6日、20日。 

https://www.toyotetsu.com/news/000321.html 

 

■名古屋市交通局「市バス・地下鉄防災教室」開催予定 

名古屋市交通局では、2022年 8月 10日に市営交通 100年祭夏休み企画「市バス・地下

鉄合同防災教室」を開催する。交通局研修所（藤が丘工場内）にて、市バスの乗り方

講座、バス非常口からの避難体験、非常はしごによる列車からの避難体験、車内非常

通報装置の使い方講座など。対象は名古屋市内在住の小学生と保護者を含むグルー

プ。 

https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0004525.htm 

 

■三岐鉄道「北勢線夏休み親子ツアーズ」開催予定 

北勢線事業運営協議会では、2022年 8月 10日に「北勢線夏休み親子ツアーズ」を開催

する。東員駅で入場券購入、改札機指令室の見学の後、北大社車両区へ移動。同車両

区にて、工場内見学区、洗車機通過体験などを実施。小学生とその保護者が対象。 

https://www.sangirail.co.jp/contents/annai/news/oyakotours.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.toyotetsu.com/news/000318.html
https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042101.pdf
https://www.toyotetsu.com/news/000321.html
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0004525.htm
https://www.sangirail.co.jp/contents/annai/news/oyakotours.pdf
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■伊豆箱根鉄道「いずっぱこ親子駅員体験」開催予定 

伊豆箱根鉄道では、西武グループ「こども応援プロジェクト」の一環として、「いずっ

ぱこ親子駅員体験」を 2022年 8月 20日に開催する。修善寺駅にて、券売機や宿直室

などの見学のほか、電車の出発合図、構内放送、改札鋏でのきっぷ切りなど。小学生

と保護者のグループが対象。 

http://www.izuhakone.co.jp/railway/files/railway_news_202207_ekiin2.pdf 

 

（近畿） 

■北条鉄道「気動車運転体験」開催予定 

北条鉄道では、土・日曜（車両に余裕がある日）に実際に運行しているディーゼル列

車の運転ができる体験搭乗を実施している。対象は中学生以上、事前予約制で、時間

内は約 10回以上運転できる予定。 

http://www.hojorailway.jp/unten_taiken 

 

■JR西日本他「夏の関西１デイパス」発売中 

ＪＲ西日本、京阪、南海、近鉄、神戸電鉄、神戸市交通局、大阪水上バスの 7 社が連

携した夏の日帰り旅行やおでかけに便利な「夏の関西１デイパス」を 2022年 5月 25

日～8月 30日まで発売する。JR西日本の主な駅のレンタサイクル「駅リンくん」も、

利用日当日に限り 1日 1回利用可能。利用期間は 6月 1日～8月 31日。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220520_04_1daypass.pdf 

 

■阪急電鉄「阪急レールウェイフェスティバル 2022 ONLINE」開催中 

阪急電鉄では、2022年 6月 16日 10時～8月 31日 18時まで、「阪急レールウェイフェ

スティバル 2022 ONLINE」を開催している。例年正雀工場で開催している鉄道イベント

が新型コロナウイルス感染症の影響で昨年度に続きオンラインで開催。今回新たに

「保存車両コーナー」が設置、開業当時に製造された 1形や、日本で初めて量産され

た全鉄鋼製の 600形など、正雀車庫で保存している車両の映像が公開。 

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/03d91d40046b2a5b32b6dab6309e82385f6364b1.pdf 

 

■南海電気鉄道「親子でわくわく体験！南海沿線」開催予定 

南海電気鉄道では、2022年 7月 2日～8月 28日まで計 29の体験イベント「親子でわ

くわく体験！南海沿線」を開催する。「南海電鉄 千代田工場見学会」や「住ノ江車庫

見学会」など。 

http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220609_2.pdf 

 

 

 

 

http://www.izuhakone.co.jp/railway/files/railway_news_202207_ekiin2.pdf
http://www.hojorailway.jp/unten_taiken
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220520_04_1daypass.pdf
https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/03d91d40046b2a5b32b6dab6309e82385f6364b1.pdf
http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/220609_2.pdf
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■能勢電鉄「風鈴電車 飾り付け体験イベント」開催予定 

能勢電鉄では、2022年 7月 23日に「風鈴電車 飾り付け体験イベント」を開催する。

能勢電鉄本社にて、風鈴と短冊に絵を描き、車両天井部に風鈴を飾り付けし、飾り付

け後、平野車庫内にて風鈴電車の試乗（洗車通過体験）を実施。小学生以下の子ども

が対象。 

https://noseden.hankyu.co.jp/news/9362be61fe0854c.html 

 

■阪神電気鉄道「ぼくとわたしの阪神電車」作品募集 

阪神電気鉄道では、絵画コンクール「ぼくとわたしの阪神電車」を実施、2022年 7月

25日～9月 7日まで、阪神電車の絵画を募集する。応募対象は 4歳以上～小学生。テ

ーマは「ぼくとわたしの阪神電車」。 

https://www.hanshin.co.jp/company/press/pdf/20220627_koho_kaiga.pdf 

 

■兵庫県「地域でキラリ☆走る環境学習教室」開催予定 

兵庫県東播磨県民局地域振興室環境課では、2022年 7月 30日、8月 6日に、東播磨県

民局管内の小学 4～6年生とその保護者を対象に「地域でキラリ☆走る環境学習教室」

開催する。ＪＲ加古川線で貸切電車に乗車、市場駅及び滝駅で下車し、加古川の水生

生物や植物を観察するなど加古川流域の環境についての学習や、電車内で CO2排出量

が少ない交通機関である鉄道についても学習する環境学習教室。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ehk01/press/20220609.html 

 

■京阪京都交通・叡山電鉄「叡山電車車庫見学と比叡山ドライブウェイ」開催予定 

京阪京都交通と叡山電鉄では、2022年 7月 31日に親子向けバスツアー「叡山電車車庫

見学と比叡山ドライブウェイ」を開催する。貸切バスに乗車し、叡山電鉄修学院車庫

の見学、比叡山ドライブウェイの走行のほか、叡山電鉄の貸切列車乗車などを実施。

対象は大人と子どものペア。 

https://www.keihankyotokotsu.jp/news/pdf/j3zrMcRscKqkoSMQ.pdf 

 

■JR西日本「『お子様 1000円！』ファミリーきっぷ」発売中 

JR西日本では、2022年 7月 1日～8月 28日までの期間、「夏休み『お子様 1000円！』

ファミリーきっぷ」をネット予約サイト「e5489」限定で発売する。期間・席数限定で

山陽新幹線、北陸・南紀・北近畿・山陰方面の一部区間で設定。こどもは一律 1,000

円、同行のおとなも通常のきっぷより得となる設定。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220627_05_family.pdf 

 

 

 

 

https://noseden.hankyu.co.jp/news/9362be61fe0854c.html
https://www.hanshin.co.jp/company/press/pdf/20220627_koho_kaiga.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ehk01/press/20220609.html
https://www.keihankyotokotsu.jp/news/pdf/j3zrMcRscKqkoSMQ.pdf
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220627_05_family.pdf
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■大阪メトロ「おでかけ KID’S PASS」配布開始 

大阪メトロと大阪シティバスは、大阪市内に在住・在学の小学生を対象に、2022年 7

月 20日～2023年 1月 9日の間、保護者と一緒の際に利用できる小学生無料乗車証「お

でかけ KID’S PASS」を配付する。小学校を通じて「おでかけ KID’S PASS」引換券付

利用ガイドブックを配付、保護者によるガイドブック提示による引き換えが必要とな

る。 

https://subway.osakametro.co.jp/news/news/other/20220629_kidspass_haifu.php 

 

■京阪京都交通・神姫バス「長いぞ！大きいぞ！連節バスを学びに行こう」開催予定 

京阪京都交通と神姫バスでは、2022年 8月 7日に、親子向けバスツアー「長いぞ！大

きいぞ！連節バスを学びに行こう」を開催する。貸切バスに乗車し、神姫バス三田営

業所にて連節バスの見学などを実施。対象は大人と子どものペア。 

https://www.keihankyotokotsu.jp/news/pdf/HGmMG07vtzlFkzJ2.pdf 

 

（中国） 

■JR西日本「おか鉄！ザ・鉄道体験」開催予定 

JR西日本では、2022年 9月 5日に「津山まなびの鉄道館」にて、「おか鉄！ザ・鉄道

体験 in 津山」を開催する。また 8月 28日に伯備線新見駅周辺にて、「おか鉄！ザ・

鉄道体験 in 新見」を開催する。8月 26日、9月 16日に「おか鉄！ザ・鉄道体験 in 

福山列車区～乗務員のおしごと体験等～」、8月 27日、9月 17日に「おか鉄！ザ・鉄

道体験 in 糸崎基地～乗務員のおしごと体験等～」も開催予定。 

・おか鉄！ザ・鉄道体験 in 津山 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220519_03_okayama.pdf 

・おか鉄！ザ・鉄道体験 in 新見、他 

https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220714_09_okatetsu.pdf 

 

■岡山電気軌道「路面電車運転教室」開催予定 

岡山電気軌道では、夏休みに小学生を対象に、本物の路面電車を運転する「路面電車

運転教室」を開催する。MOMOでの運転は 2022年 7月 27日、29日、8月 12日。一般車

両での運転は 8月 4日、9日、11日、15日、19日、23日。 

https://okayama-kido.co.jp/tramway/news_w/_userdata/okaden_densya_school_2022.pdf 

 

■広島電鉄「被爆電車特別運行プロジェクト・一般向け乗車」開催予定 

広島電鉄では、中国放送と合同で行う「被爆電車特別運行プロジェクト」にて、1945

年 8月 6日に広島市内を走っていた「被爆電車 653号」の一般向けの乗車体験を 2022

年 8月 6日～9日、実施する。被爆 70年プロジェクトの一環として 2015年から開始、

昨年、一昨年はライブ配信で、3年ぶりの再開。 

https://rcc.jp/tram/ 

https://subway.osakametro.co.jp/news/news/other/20220629_kidspass_haifu.php
https://www.keihankyotokotsu.jp/news/pdf/HGmMG07vtzlFkzJ2.pdf
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220519_03_okayama.pdf
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/220714_09_okatetsu.pdf
https://okayama-kido.co.jp/tramway/news_w/_userdata/okaden_densya_school_2022.pdf
https://rcc.jp/tram/
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（四国） 

■徳島県「令和 4年度親子インフラバスツアー」開催予定 

徳島県では、2022年 7月 31日に「世界初」の本格営業運行を開始した「DMV」の乗車

や、間近に工事現場が見学できる「令和 4年度親子インフラバスツアー」を開催す

る。県内の小学生（5・6年生）、中学生及び保護者を対象。 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7206983/ 

 

（九州） 

■JR九州・宮崎交通他「第 9回みやざきのりもの探険隊」開催予定 

JR九州、宮崎交通、宮崎カーフェリー、宮崎空港ビル、ソラシドエアは、2022年 7月

24日に「第 9回みやざきのりもの探険隊」を開催する。バックヤード見学、バスの乗

車体験・車庫の見学、宮崎空港の見学、カーフェリーの船内見学など。小学生と保護

者のペアが対象。 

https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2022/06/20/2022_norimonotankentai.pdf 

 

■JR九州・西鉄「415系・5000形乗車ツアー」開催予定 

JR九州と西鉄旅行では、2022年 7月 30日に「JR415系×西鉄 5000形乗車ツアー」を

開催する。415系の乗車区間は、南福岡～大牟田。西鉄 5000形の乗車区間は、大牟田

～筑紫車両基地～西鉄福岡（天神）。南福岡車両区で見学・撮影会、筑紫車両基地で車

両洗浄装置体験など。 

https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2022/07/04/220704_JR_nishitetsu_tour.pdf 

 

■長崎電気軌道「2022 夏休みわくわくパス」発売中 

長崎電気軌道では、小中学生を対象に夏休み期間中（2022年 7月 21日～8月 31日）

にご利用頂ける全線乗り放題の「夏休みわくわくパス」を 7月 8日から発売してい

る。 

https://www.naga-den.com/pages/969/ 

 

■熊本市交通局他「熊本県内バス・電車子ども無料（大人１００円）の日」開催予定 

熊本市交通局、九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バスで

は、2022年 9月 17日に熊本県下の路線バス・電車において子ども（小学生以下）無料

（大人１００円）の日を実施する。 

https://www.kumamotodentetsu.co.jp/news/20220615.pdf 

 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7206983/
https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2022/06/20/2022_norimonotankentai.pdf
https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2022/07/04/220704_JR_nishitetsu_tour.pdf
https://www.naga-den.com/pages/969/
https://www.kumamotodentetsu.co.jp/news/20220615.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 

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

（北海道） 

●第 39回全国都市緑化北海道フェア 

日時：2022年 6月 25日（土）～7月 24日（日） 

会場：花の拠点・中島公園、隣接する河川空間及びまちなか会場 

主催：北海道、恵庭市、公益財団法人都市緑化機構 

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/39kai_greenfair-kaisaigaiyou 

 

●第 30回地球環境シンポジウム 

日時：2022年 8月 31日（水）～9月 2日（金） 

会場：北海道大学工学部 

（感染拡大状況によりオンライン開催（ZOOM）の場合あり） 

主催：公益社団法人土木学会（担当：地球環境委員会） 

https://committees.jsce.or.jp/global/ 

 

（東北） 

●第 40回全国都市緑化仙台フェア 

日時：2023年 4月 26日（水）～6月 18日（日） 

会場：青葉山公園追廻地区、西公園南側地区、広瀬川地区 

主催：仙台市、公益財団法人都市緑化機構 

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/40kai_greenfair-officialsite 

 

（関東） 

●第 3 回パリ協定と持続可能な開発のための 2030 アジェンダのシナジー強化に関する

国際会議 

日時：2022年 7月 20日（水）、21日（木） 

場所：国際連合大学国際会議場（東京）、オンライン参加あり 

主催：国連経済社会局（UNDESA）、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局 

http://www.env.go.jp/press/110695.html 

 

●令和 4年度「こども霞が関見学デー」 

日時：2022年 8月 3日（水）、4日（木） 

会場・主催：27府省庁等 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/ 

  

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/39kai_greenfair-kaisaigaiyou
https://committees.jsce.or.jp/global/
https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/40kai_greenfair-officialsite
http://www.env.go.jp/press/110695.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/
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（関東・近畿） 

●交通インフラ WEEK2022 

日時：2022年 7月 20日（水）～7月 22日（金）【東京開催】 

会場：東京ビックサイト 

日時：2022年 12月 7日（水）～12月 9日（金）【大阪開催】 

会場：インテックス大阪 

主催：一般社団法人日本能率協会 

https://www.jma.or.jp/tiweek/ 

 

（近畿） 

●令和 4年度再生塾・アドバンスドコース連続講座（計 6回） 

日時：2022年 8月 7日（日）～12月 18日(日） 

会場：大阪市（フィールド：東近江市または神姫バス） 

主催：NPO持続可能なまちと交通をめざす再生塾 

http://www.saiseijuku.net/wp/wp-content/uploads/2022/2022_advance.pdf 

 

（中国） 

●第 17回日本モビリティ・マネジメント会議 

日時：2022年 8月 26日(金)、27日(土) 

会場：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/convention/ 

 

（四国） 

●第 10回 地域の交通環境対策推進者養成研修会 

 ～サステナブルな ECO社会の構築を目指した地方からの挑戦～」のご案内 

日時：2022年 9月 28日(水)～30日(金) 

場所：TKP松山市駅前カンファレンスセンター 5階(ホール 5A) 

主催：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、 

国土交通省四国運輸局 

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

 

●第 25回日本福祉のまちづくり学会全国大会 

日時：2022年 9月 1日（木）、2日（金） 

場所：オンライン開催 

主催：（一社）日本福祉のまちづくり学会第 25回全国大会実行委員会 

https://www.fukumachi.net/taikai/ 

  

https://www.jma.or.jp/tiweek/
http://www.saiseijuku.net/wp/wp-content/uploads/2022/2022_advance.pdf
https://www.jcomm.or.jp/convention/
http://www.estfukyu.jp/training2021.html
https://www.fukumachi.net/taikai/
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（海外） 

●Abilities Expo 

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 

主催：Abilities Expo 

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・DoubleTree Miami Airport Convention Center 

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

日時：2022年 12月 2日～4日 

場所：アメリカ・ダラス・ダラスマーケットホール 

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

日時：2023年 3月 10日～12日 

場所：アメリカ・ロサンゼルス・Los Angeles Convention Center, West Hall A 

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

日時：2023年 5月 5日～7日 

場所：アメリカ・ニューヨーク・New Jersey Convention & Expo Center 

https://www.abilities.com/newyork/ 

 

●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.abilities.com/dallas/
https://www.abilities.com/losangeles/
https://www.abilities.com/newyork/
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/ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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