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このたびの平成 28年熊本地震で被災されました方々に心よりお見舞い申し上げ

ます。被災地の一日も早い復旧、復興を祈念致します。 
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1．寄稿 
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「市内全小学校 100％の交通環境学習実施を目指す」 

【富山市のりもの語り教育推進協議会 会長（金沢大学 教授） 

 松本謙一】 

 

  富山市では、平成 23 年度からモビリティ・マネジメント施策の一環として、

公共交通への関心を高めるとともに、富山市が進めてきている LRT の整備やコ

ンパクトシティの取り組みを切り口としてシビックプライドの醸成をはかるた

め、小学校学習プログラムの作成に取り組んできている。 

 具体的には、平成 23年度から 3年をかけ、小学校 3年生から 6年生を対象と

した、交通環境学習のプログラムを多くの先生方の協力と、エコモ財団の支援

を受けて作成し、平成 26年度から富山市内全校へ学習プログラムや教材の配布

を開始した。 

また、同年『富山市のりもの語り教育研究会』を立ち上げ、富山市・市教育委

員会・現場教師らがスクラムを組んで、現場の教員にとって親しみやすく、か

つ、教員自らが交通環境学習に取り組む必要があるという自覚を促すことにつ

とめた。 

 また、その一方で、『すべての子どもに「交通環境学習」を！』と考え、平成

27 年度には、学校の先生方に人気が高かった小学校 3 年社会科の学習プログラ

ムについて集中的にブラッシュアップを行い、平成 28 年 4 月ついに、全 8ｐの

教員用指導書と付属資料（ダウンロード可能）が完成した。 

 今回のプログラムの特徴は、以下の通りである。 

① 市内どこにある学校でも、社会が得意でない先生も、楽しく実践できる 

② 子どもが課題意識をもって、公共交通機関を利用した社会見学に行くこ

とができる 

③ 社会科の目標を逸脱せず、先生方が交通環境学習に対する負担感なく実

践できる 

  今後は、5 月上旬に、市内全小学校の 3 年生の代表を集めて、研修会を開き、

実践への意欲を高めたい。今年度の成果が楽しみである。 

 

※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_mailmaga19.pdf 
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2．交通環境学習の取り組み 
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（1）交通環境学習開催のお知らせ 

■GW特別企画「子ども電車体験教室」を開催（一畑電車） 

4 月 29 日、一畑電車は、小学生以下親子を対象に「子ども電車体験教室」を開

催。デハニ 50形の運転のほか、鉄道模型の体験や、軌道自転車の体験など。 

http://www.ichibata.co.jp/railway/topics/2016/03/gw-2.html 

 

■山口市が「公共交通教室(バスの乗り方教室)」の参加団体を募集 

山口市公共交通委員会(事務局：市交通政策課)は、バスの利用促進やお出かけ

の手段を増やすため、「公共交通教室」の参加者を募集。平成 28年 12月末まで。

対象は高齢者団体、市内小学校、PTA、子ども会など。 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=19795 

 

（2）交通環境学習開催報告 

■藤沢市立駒寄小学校がモビリティマネジメント教育を実施 

1 月 19 日、藤沢市立駒寄小学校は、藤沢市のバックアップのもと、5 年生を対

象に、社会科の自動車工業の学習に関連してモビリティマネジメントの授業を

実施。 

http://www1.fujisawa-kng.ed.jp/ekoma/index.cfm/1,2035,11,34,html 

 

■「環境に優しいエコ電カーを運転したよ～電動モビリティー教室」（宇城市） 

1 月 28 日、熊本県立小川工業高校の機械工作部 9 人による「電動モビリティー

教室」が宇城市立豊福小学校で開催され、同小の 5年生 67人が参加。県が取り

組む「電動モビリティー普及啓発活動」の一環で、環境に配慮した乗り物であ

る電動モビリティーを広く知ってもらおうと行われた。 

http://www.city.uki.kumamoto.jp/q/aview/1/10029.html 
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■横浜市立大道小学校で環境教育出前講座 『みんなで考える 地球に優しく 

人にも便利な かしこい移動のしかた』を開催（横浜市） 

1 月 25 日、横浜市は市立大道小学校で 6 年生を対象に環境教育出前講座『みん

なで考える 地球に優しく 人にも便利な かしこい移動のしかた』を開催。

昨年度に引き続き２度目の開催で、同じ学校で連続して実施するのは初めて。

校長先生が講師となり、授業で交通手段の選択と地球温暖化との関係を学んだ

あと、おつかい時のかしこい移動を考えるワーキングを行った。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/toshiko/mm/education.html 

 

■平成 27 年度は 1496 名にモビリティ・マネジメント活動の一環として出前講

座を開催（伊丹市交通局） 

伊丹市交通局では、平成 27年度からモビリティ・マネジメント活動の一環とし

て出前講座を行なっており、平成 27年度は 1,496名に出前講座を行った。小学

生向けにはバスと軽トラックの大きさ比べや乗車時のマナー、乗車体験を実施。 

http://itamicity-bus.jp/blog_pdf/27demae.pdf 

 

■「バスの乗り方教室」を開催 

（関東） 

西東京バスは、1 月から 3 月にかけて、八王子市内の小学校（第三小、陶鎔小、

元八王子東小、長房小、城山小、元八王子小）で「バスの乗り方教室」を開催。 

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

 

（中部） 

3 月 14 日、知多乗合株式会社東海営業所は東海市立大田小学校の１年生を対象

に「バスの乗り方教室」を開催。バスの内輪差と死角の学習やバスの乗車体験

を実施した。 

http://www.city.tokai.aichi.jp/secure/30942/06norikatakyousitu.pdf 

 

11 月 24 日、三交バスは、熊野市立新鹿小学校で「バスの乗り方教室」を開催。

バスで営業所まで乗車し、バス乗車時の注意や乗り方について学習した。 

http://www.kumano-city.ed.jp/esatashika/Activty/2015/201511.html 

 

（九州） 

2月 21日、佐賀市営バスは、金立特別支援学校で「バスの乗り方教室」を開催。

実際に車椅子のままバスに乗り、バスの乗り方を学習した。 

http://sagacitybus.sagafan.jp/d2016-01-21.html 



5 
 

 

2月 25日、唐津市は、市立打上小学校 2年生を対象に、「バスの乗り方教室」を

開催。死角体験や車内でのマナー、運賃表の見方など、基本的なバスの乗り方

について学習した。 

http://www.city.karatsu.lg.jp/danjo-kyoudou/machi/kotsu/jr/basunonorikata.html 

 

■八街市立交進小学校で「バスの乗り方・バリアフリー教室」を開催（千葉運

輸支局） 

2月 3日、千葉運輸支局は、八街市地域公共交通協議会とともに、八街市立交進

小学校５年生 48 名を対象に「バスの乗り方・交通バリアフリー教室」を開催。

バスの乗り方や利用マナーを学ぶとともに、バリアフリー体験を実施した。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/date/ch_p160126.pdf 

 

■中村駅と宿毛駅で「列車＆バスの乗り方教室」を開催（土佐くろしお鉄道） 

3月 21日、土佐くろしお鉄道は、園児や小学校低学年児童（1・2年生）を対象

とした親子で参加できる「列車＆バスの乗り方教室」を中村駅と宿毛駅で開催。 

http://www.city.sukumo.kochi.jp/info.php?eid=00301 

 

■松山市内の小学校 4 校で出前授業「エコ交通まちづくり教室」を開催（伊予

鉄道） 

伊予鉄道株式会社では、ＣＳＲ活動の一環として小学校での出前授業「エコ交

通まちづくり教室」を平成 17年度より実施。平成 28年度は松山市内の小学校 4

校（味生第二・みどり・たちばな・新玉）で、地球温暖化についての講義や校

外での乗車体験を行い、環境問題と環境にやさしい交通まちづくりについて学

んだ。 

http://www.iyotetsu.co.jp/topics/15/eco_school.html 

 

■「バス教室」を開催（日高市） 

3 月 5 日、日高市は、「1 日だけの児童館こどもフェスティバル」の中でイーグ

ルバスの協力のもと「バス教室」を開催。実写走行体験や車内でバス関連の紙

芝居、運転席体験などを行なった。 

http://www.city.hidaka.lg.jp/6,29731,57,285.html 
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3．ニュース／トピック 
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（1）刊行物案内 

■「運輸・交通と環境 2016 年」版」を発行（エコモ財団） 

エコモ財団では、「運輸・交通と環境 2016 年」版」を発行。運輸・交通分野の

環境の現状、国土交通省の施策概要の紹介など幅広く環境保全に関する情報を

提供。ホームページからダウンロード可能。 

http://www.ecomo.or.jp/environment/kotsu2016/kotsu2016_top.html 

 

（2）その他 

■小学生を対象とした「土・日・祝限定！バス・でんしゃパスポート」を販売

（高知県） 

高知県は、公共交通に慣れ親しんでもらうことを目的として、小学生に限り、

高知県内ほぼすべての路線バス及び路面電車の運賃が半額になる「土・日・祝

限定！バス・でんしゃパスポート」事業を実施。有効期間は平成 28 年 6 月 30

日まで。 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121101/bus-densha-passport.html 

 

■新小学校１年生を対象に「無料体験パス」を配布（佐賀市営バス） 

佐賀市営バスは、バスに慣れ親しんでもらい安心して利用できるように、4月か

ら小学校に入学する新一年生を対象に、期間限定（平成 28 年 3 月 31 日から小

学校入学式の前日まで利用可）で全路線が無料で乗車できる「無料体験パス」

を配布。 

http://sagacitybus.sagafan.jp/e795226.html 

 

■ギャラリーバス第 20弾を運行（西肥バス） 

西肥バスは、ギャラリーバス第 20弾として、佐世保市地球温暖化防止啓発イラ

ストコンクールで描かれた絵画 65点を車内掲示した４台のギャラリーバスを運

行中。5月 31日まで。 

http://www.bus.saihigroup.co.jp/information/13369.html 
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■武庫川女子大学と阪神電鉄が「JIMOREKI【地元歴史】プロジェクト」で、冊

子とテレビ番組を制作 

武庫川女子大学が沿線のまちづくりに携わってきた阪神電道に働きかけ、産学

連携による「JIMOREKI【地元歴史】プロジェクト」として、旧鳴尾村を紹介す

る冊子とテレビ番組を制作。 

http://www.hanshin.co.jp/company/press/detail/1645 

 

■京都の 9大学の学生が地下鉄９駅をアートでジャック！「KYOTO駅ナカアート

プロジェクト 2016」を実施 

京都市内の芸術系大学等 9 校の学生が「ディスカバー・地域」をテーマに地下

鉄駅や市バス車両にデザインアートを行う「KYOTO 駅ナカアートプロジェクト

2016」を実施。5月 31日まで。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000195371.html 

 

■バスでん仮面テーマソングをホームページで公開（鹿児島市交通局） 

鹿児島市交通局は、マスコットキャラクターである「バスでん仮面の部屋」の

テーマソングを作成し、ホームページで公開。 

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/topics/10972/ 

 

■モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）を実践される小中学校を募

集（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

交通エコロジー・モビリティ財団では、モビリティ・マネジメント教育（交通

環境学習）に取り組まれる小中学校を最大で 10 校支援します。（応募は 6 月 30

日まで、当日消印有効） 

http://www.mm-education.jp/gakkou_sien.html 
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4．イベント、フォーラム、セミナー等の開催案内 
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●公共交通セミナー「公共交通不便地域で『くらしの足』を地域自ら確保する

方法」 

日時：2016年 5月 16日（月）10：00～17：00 

場所：名古屋大学東山キャンパスＥＳ総合館１階 ＥＳホール 

主催：名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 

http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/seminar.htm 

 

●第７回阪急バスグループお客様感謝 Day 

日時：2016年 5月 29日（日）9：30～15：30 

場所：阪急阪神エムテック本社工場（阪急バス茨城営業所横） 

主催：阪急バス 

http://bus.hankyu.co.jp/whats_new/160301k.pdf 

 

●京都スマートシティエキスポ 2016 

日時：（1日目）2016年 6月 1日（水）10：00～17：30 

（2日目）2016年 6月 2日（木）10：00～17：30 

（3日目）2016年 6月 3日（金）10：00～16：30 

場所：国立京都国際会館、けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK） 

ほか 

主催：京都スマートシティエキスポ 2016運営事務局 

http://expo.smartcity.kyoto/ 

 

●エコライフ・フェア 2016 

日時：（1 日目）2016 年 6 月 4 日（土）11：00～17：00 

（2日目）2016 年 6 月 5 日（日）10：00～17：00 

場所：代々木公園 

主催：環境省 

http://ecolifefair.env.go.jp/ 
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●第 11回 日本モビリティ・マネジメント会議 

日時：2016年 7月 15日（金）・16日（土） 

場所：松山市立子規記念博物館（道後温泉） 

主催：一般社団法人 日本モビリティ・マネジメント会議 

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

 

●第 8回土木と学校教育フォーラム 

日時：2016年 8月 28日（日）9：00～17：00 

場所：土木学会 講堂、A・B会議室（東京都新宿区） 

主催：土木学会 

http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/cvilandeducation/forum8.html 

 

●関西鉄道むすめ＆萌キャラスタンプラリー 

日程：2016年 8月 31日（水）まで 

主催：関西鉄道会社 8 社局（近江鉄道、大阪モノレール、京都市交通局、京阪

電気鉄道、京福電気鉄道、泉北高速鉄道、北神急行電鉄、和歌山電鐵） 

http://tetsudou-musume.net/contents/special/kansai-rarry2016.php 
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5．特集 －全国の出前授業や教材貸出－ 
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全国で実施されている出前授業や教材セットの貸出をしている団体を紹介しま

す。 

 

●あおぞら財団 

フードマイレージ買い物ゲームの使い方や教材を貸出。 

http://www.aozora.or.jp/foodmileage/ 

 

●一般財団法人グリーンクロスジャパン 

環境をテーマにした日記を書くことで日頃から身近な地球環境について考え話

し合い行動することを目指す「みどりの小道」環境日記を希望する小学校に無

償配布。 

http://www.gcj.jp/action/index.html 

 

●全国地球温暖化防止活動推進センター 

地球温暖化に関する教材の貸出やパンフレットの配布、図表や写真などの資料

を提供。 

http://www.jccca.org/support/ 

 

●公益財団法人日本環境協会 

環境学習に役立つビデオを学校等に無償で貸し出し。 

https://www.jeas.or.jp/activ/educat.html 

 

●北海道運輸局 

地球温暖化と運輸やバス、物流についての出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/demae/ 

 

●東北運輸局 

環境に優しい自動車や鉄道などについての出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ks/ks-sub32.html 

 

●北陸信越運輸局 

地球温暖化やバス、物流、船などについての出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/demae/demae.html 
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●関東運輸局 

交通環境教室のほか物流や鉄道などについての出前講座を実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/demaekouza/index.html 

 

●中部運輸局 

環境・バス・物流などについての出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kousei/koutsukankyo_kankyo/top_kankyo/top_ecology_kankyo.html 

 

●近畿運輸局 

鉄道やバスなどの公共交通の他、物流や環境の出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osirase/gakusyu/sougougakusyu.htm 

 

●中国運輸局 

地球温暖化やバス、物流などについての出前講座を実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/demae.html 

 

●四国運輸局 

環境・鉄道・バス・タクシー・船などについての出前講座を実施。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/kikaku/demae.html 

 

●九州運輸局 

フェリー、貨物船などの出前講座を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/demaekouza.html 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

6．その他 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）を実践される小中学校を募

集しています（6月30日まで、当日消印有効） 

【公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団】 

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

【公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団】 

http://www.bfed.jp/ 

●EST パートナーシップ会員制度に参加する団体を募集しています！ 

 会員サイトでは、アジアＥＳＴ地域フォーラムの和訳資料の掲載をはじめています。 

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

●EST 普及推進委員会事務局は Twitter による情報提供を始めています！ 

 https://twitter.com/officeEST 

●「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 

 

●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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