
１　「エコ モビリティ ライフ」に関する普及啓発

（１）「あいちエコモビリティライフの日」（エコモビの日）におけるＰＲ及び実践

団体名 名称 取組内容

職員による普及啓発活動の実施 「エコモビの日」に合わせて、ショッピングセンターで普及啓発活動を実施

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 毎月の「エコモビの日」に合わせて、庁内放送・全庁掲示板により呼びかけ

一宮市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第１水曜日を「ノーカーデー」として庁内放送で呼びかけ

瀬戸市
掲示板による「エコモビの日」のＰＲ・働き
かけ

職員に対し情報提供（協力要請）するとともに、交通行動の変容を促す記事を毎月掲示板
に掲載し意識啓発を実施

春日井市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第1水曜日に「ノーカーデー」を実施

西尾市 放送やメール等によるＰＲ・働きかけ
庁内ＬＡＮで職員にエコ通勤週間を呼びかける際、翌月のエコモビの日（第1水曜日）を知ら
せ、その日もエコ通勤の協力を呼びかけ

蒲郡市 職員による「ノーカーデー」の実施 「エコモビの日」に合わせた「ノーカーデー」を実施

江南市
ホームページ等による「エコモビの日」の
PR

市のホームページで「エコモビの日」について掲載。

小牧市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第１水曜日を「ノーカーデー」として、通勤時の自家用車利用の自粛を呼びかけ

尾張旭市 職員による「ノーカーデー」の実施
毎月第１水曜日にエコ通勤を実施するよう呼びかける「ノ―カ―デー」を実施。職員に対して
「ノーカーデー」についての啓発メールの配信に合わせ「エコモビ」のＰＲも実施

岩倉市 「ノーカーデー」の実施及び周知
職員を対象に、庁内メールなどにより毎月第１水曜日に「エコ通勤」を実施するよう呼びか
け。また、従来行っている毎月第１水曜日の市の「ノーカーデー」も同様に周知

豊明市 ネットワーク等によるＰＲ・働きかけ 市職員に対してイントラネットで「エコモビの日」をＰＲ

田原市 放送やメール等によるＰＲ・働きかけ
庁内掲示板(ワークボックス)により毎月第1水曜日の「エコモビの日」をPR。また、従来の毎月
第3水曜日の「エコ通勤デー」を周知

愛西市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第１水曜日を「ノーカーデー」として、通勤時の自家用車利用の自粛を呼びかけ

北名古屋市 放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 毎月「エコモビの日」の前日に、全職員へメールによりエコ通勤を呼びかけ

みよし市 イントラネットによる「エコモビの日」のＰＲ 「エコモビの日」をイントラネットで掲載しＰＲ

あま市 庁舎内ネットワークによるＰＲ・働きかけ 市職員に対してイントラネットで「エコモビの日」を掲載

南知多町 職員による「ノーカーデー」の実施 「エコモビの日」に合わせた「ノーカーデー」を実施

愛知県
経営者協会

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ E-mailにて「エコモビの日」を周知するとともに、前日の朝礼にて告知（毎月）

愛知高速交通（株） 放送やメール等によるＰＲ・働きかけ イントラネットによるＰＲ・働きかけ

中日建設（株） エコモビの日の啓発 イントラネットによるエコモビ情報の社内広報

昭和土建（株） 社員による「エコ通勤デー」の実施
毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、通勤時のマイカー利用を控え、自転車、徒歩、相
乗りなどによるエコ通勤を推進

（株）秋田組 メールによるＰＲ E-mailにて「エコモビの日」を周知

カネサン建設（株） ポスター・チラシの掲示及び回覧 社内ポスターの掲示。朝礼での呼びかけ。パンフレットの社内回覧

（株）丸中組 社員による「エコ通勤デー」の実施 毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、公共交通機関、自転車等によるエコ通勤を実施

（株）ナルセ
コーポレーション

社員による「エコ通勤デー」の実施
毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、通勤時のマイカー利用を控え、公共交通や自転
車、徒歩、パーク＆ライド、相乗りなどによるエコ通勤を推進

稲栄産業（株） 社員による「エコ通勤デー」の実施
毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、通勤時のマイカー利用を控え、公共交通や自転
車、徒歩、パーク＆ライド、相乗りなどによるエコ通勤を推進

（株）佐野塗工店 社員による「エコ通勤デー」の実施
毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、通勤時のマイカー利用を控え、公共交通や自転
車、徒歩、パーク＆ライド、相乗りなどによるエコ通勤を推進

（２）ＰＲ資材、広報媒体及び電子媒体を活用した普及啓発

団体名 名称 取組内容

ＰＲ資材の作成 「エコモビ」ＰＲ資材を作成し、広報活動に活用

「エコモビ」紹介ＤＶＤの活用
「エコモビ」紹介ＤＶＤ「家族みんなで！LET'S エコ モビリティ ライフ」を活用した働きかけ
（同内容の動画をウェブ配信）

ポスター・チラシの掲示・設置等
県庁舎各所にポスター・チラシを配布しＰＲするとともに、県民相談・情報センターの広報
コーナー、事務室等において「エコモビ」ポスターを掲示

「エコモビメールニュース」の配信
協議会構成員に対し、交通や環境関連情報を「エコモビメールニュース」として配信
（エコモビ実践キャンペーン参加事業所に対しても期間限定で配信）

広報媒体を活用したＰＲ 広報誌等に「エコモビ」関連の記事を掲載

ホームページを活用したモビリティ・マネ
ジメントの実施

ホームページ「みんなでトクする日常の移動を考えるプロジェクト」を活用して、広く意識啓発
を実施

大学生を対象としたモビリティ・マネジメ
ントの実施

26年度に作製したパンフレットを活用し、大学の新入生に対する公共交通の利用促進

平成２８年度における「エコモビ」関連の取組結果

愛知県

愛知県

名古屋市
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団体名 名称 取組内容

豊橋市 ポスター・チラシの掲示・設置等 市庁舎各所、コミュニティバス車内にポスターやチラシの掲示・配布

岡崎市 ポスター・チラシの掲示・設置等
市政情報コーナー、コミュニティバス車内にて「エコモビ」のチラシやポスターを随時配布・掲
示

ポスター・チラシの掲示・設置等 「エコモビ」ポスターの掲出

チラシの配布
地域住民の公共交通の利用促進を目的とした沿線協議会の事業として、公共交通の利用
促進チラシを作成し、地域住民に配布

広報紙によるＰＲ 広報紙に公共交通の利用の記事を掲載しＰＲ

広報媒体を活用したＰＲ ＣＡＴＶ・ラジオに出演し、公共交通の利用をPR

ＰＲ資材の作成 公共交通利用促進のためのグッズを作成し、配布

ポスター・チラシの掲示・設置等 市役所、市内公共施設にポスター・チラシを掲示・設置

公共交通の維持・利用促進 随時、ホームページや市報等を利用して、市民に公共交通を利用していただけるようＰＲ

春日井市 チラシの設置 窓口にチラシを設置

豊川市 ポスター・チラシの掲示・設置等 市役所、市内公共施設にポスター・チラシを掲示・設置

碧南市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示及びチラシの設置

刈谷市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示及びチラシの設置

常滑市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示及びチラシの設置

稲沢市 ポスター・チラシの掲示・設置等 事務室、庁内掲示板にポスター・チラシを掲示・設置

東海市 チラシの配布 チラシをカウンター上に設置し、配布

知立市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示及びチラシの設置

尾張旭市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシを掲示・設置

田原市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシを掲示・設置

愛西市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシを掲示・設置

清須市 ポスター・チラシの掲示・設置等 庁舎内及びコミュニティバス車内にポスター・チラシを掲示・設置

弥富市 ホームページによるＰＲ・チラシの配布 市ホームページに「エコモビ」「エコモビの日」を掲載、チラシをカウンター等に設置し配布

みよし市 メールによるＰＲ 職員に対してメールで「エコモビ」をＰＲ

あま市 ポスター・チラシの掲示・設置 ポスターやチラシを市役所内に掲示及び設置

長久手市 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシを市役所内に設置

豊山町 ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターを庁舎内に掲示

広報誌によるＰＲ 「広報おおぐち」に「エコモビ」や「エコモビの日」の記事を掲載

コミバス時刻表によるＰＲ 「エコモビ」のロゴを時刻表に掲載

広報誌によるＰＲ 「広報おおはる」にて「エコモビの日」をPR

ポスター・チラシの掲示・設置等 各施設へのポスター掲示

蟹江町 ポスター・チラシの掲示・設置等 庁舎内へのポスター掲示

飛島村 ポスター・チラシの掲示・設置等 庁舎内へのポスター・チラシの掲示、展示コーナーへの設置

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシを役場玄関や循環バスアグピー号車内に掲示・設置

広報誌によるＰＲ 広報誌に「エコモビの日」の紹介記事を掲載

ポスター・チラシの掲示・設置等 コミュニティバス車内にポスター・チラシを掲示・設置

広報誌によるＰＲ 広報誌に「エコモビの日」の記事を掲載

南知多町 ポスター・チラシの掲示・設置 ポスターやチラシを庁舎内に掲示及び設置

美浜町 ポスター・チラシの掲示・設置等 掲示板にポスターを掲示

武豊町 ポスター・チラシの掲示・設置等 町の公共施設にて「エコモビ」のポスターを掲示

豊根村 チラシの配布等 「エコモビ」に関する普及啓発資材の配布

瀬戸市

半田市

大口町

大治町

阿久比町

東浦町
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団体名 名称 取組内容

愛知県
教育委員会

メール等による告知 エコモビメールニュースを各所属に配信

名古屋市
教育委員会

ポスター・チラシの掲示・設置等 各所属にチラシ配布・ポスター掲載

愛知県私学協会 ポスターの掲示 ポスターの掲示

メールによるＰＲ 職員に対してメールで「エコモビ」をＰＲ

チラシによるＰＲ 新入学生に対してチラシで「エコモビ」をＰＲ

梅村学園
中京大学

ポスター・チラシの掲示・配布等 「エコモビ」ポスターの掲出

愛知大学 ポスター・チラシの掲示・設置等 学内掲示板にポスターを掲示

広報誌によるＰＲ 名古屋商工会議所の情報誌「ビジネス・ホット・プレス」で会員企業向けにＰＲ

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 電子メールにより「エコモビ」をＰＲ

愛知県
経営者協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 来客応対コーナーにポスターを掲示

愛知県商工会
連合会

ポスター・チラシの掲示・設置等 事務所内にポスターやチラシの設置

（一社）愛知県観光
協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示及びチラシの設置

愛知県商店街
振興組合連合会

広報誌によるＰＲ 機関誌「ぷろむな～ど」を発行し、会員等への「エコモビ」の情報提供と啓発を実施

愛知県生活衛生
同業組合連合会

ポスター・チラシの掲示・設置等 生活衛生16組合にポスター・チラシの配付及び掲示の働きかけ

愛知県
タクシー協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲示、チラシの配布。会報誌への掲載

ポスター・チラシの掲示・設置等 バス営業所・地下鉄駅等に市バス・地下鉄の利用を啓発する文言を入れたポスターを掲示

小学生向け副教材「みんなの市バス・地
下鉄」によるＰＲ

名古屋市内の小学2年生全員に7月中旬に配布。小学生の頃から市バス・地下鉄に親しん
でもらい、将来の利用につなげる目的で、地球にやさしい市バス・地下鉄などをＰＲ

東海旅客鉄道（株） ポスター・チラシの掲示・設置等 事務所内掲示スペースへのポスター掲出

名古屋鉄道（株） ポスター・チラシの掲示・設置等 名鉄主要駅にてチラシ配布

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 「エコモビメールニュース」を各社員に配布

ポスター・チラシの掲示・設置等 事務局から送付されるポスターの掲示及びチラシの設置

ポスター・チラシの掲示・設置等 社内の各所に「エコモビ」ポスターを掲出

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 事務局より送付されるメールニュース等を社内において周知

ホームページによるPR 「知って得するエコモビ実践ガイド」へ誘導するバナーを設置

愛知高速交通（株） ポスター・チラシの掲示・設置等 駅構内でポスターを掲示

名鉄バス（株） ポスター・チラシの掲示・設置等 名鉄バスセンター等にて啓発ポスター・チラシを掲示・設置配布

名鉄東部交通 ポスター・チラシの掲示・設置等 事務所、営業所内掲示板などにポスター・チラシを掲示・設置

蒲郡信用金庫 放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 当金庫ＬＡＮの掲示板へ「エコモビの日」を掲載

名古屋空港
ビルディング（株）

エコモビの社内周知 「あいちエコモビメールニュース」を社内ネットワークを通じ社員へ周知

エコモビの周知 金庫職員家族に積極的に「エコモビ」を周知

ポスター・チラシの掲示・設置等 各部署にポスターの掲示及びチラシの設置

（株）サンワ産業 社内報にて呼びかけ 社内報やミーティング時に話題として取り上げ

昭和土建（株） ポスター・チラシの掲示・設置等 事務所内にポスター・チラシを掲示・設置

（株）ナルセ
コーポレーション

普及啓発
朝礼時にエコモビの趣旨説明を行い、実践キャンペーンの参加に対しての理解を従業員に
求めた

（株）安藤工務店 「エコモビ」情報の周知・実践の働きかけ ポスターの職場内掲示・チラシの配布、社内報への掲載、朝礼での周知

（株）佐野塗工店 普及啓発 会議等でエコモビ実践キャンペーンに参加したことを周知

ポスター・チラシの掲示・設置 事務所内にポスター・チラシを掲示。各従業員にチラシ配布

エコモビの従業員への周知 朝礼、社内会議を利用して、従業員へのアンケートを実施し、周知に努めた

（株）井藤工業 「エコモビの日」の掲出
毎月の行動予定表を記入するホワイトボードに、マグネットシートで作成した【エコモビの日
『毎月第一水曜日』】を貼り、同時にエコドライブ10を掲出

田中建設工業（株） 「エコモビ」情報の周知・実践の働きかけ ポスターの職場内掲示・チラシの配布

愛知県
公立大学法人

名古屋市交通局

愛知環状鉄道（株）

中部国際空港
連絡鉄道（株）

尾西信用金庫

愛知県商工会議所
連合会

（株）長谷基業
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団体名 名称 取組内容

愛知県女性団体連
盟

普及啓発 ポスターの掲示、役員会、幹事会、総会等で啓発

名古屋市
老人クラブ連合会

ポスター・チラシの掲示・設置等 事務室にポスターを掲示するとともに、理事会等会議でチラシを配布

愛知県社会福祉
協議会

ポスター・チラシの掲示・設置等 各階掲示板及び福祉サロンにポスター・チラシを掲示・設置

愛知県国際交流
協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 あいち国際プラザ内にてポスター・チラシの掲示・設置

愛知県地球温暖化防
止活動推進センター ホームページ等によるＰＲ 当センターホームページへの関連記事・イベント情報の掲載

チラシ等の配付 愛知県地球温暖化防止活動推進員や地球温暖化対策地域協議会へのチラシ配付

ホームページ等によるＰＲ 当センターホームページへエコモビバナーの掲載

（公財）交通エコロ
ジー・モビリティ財団 「運輸・交通と環境」の作成、発行

運輸・交通分野における環境問題(地球温暖化、大気汚染、廃棄物・リサイクル、海洋汚染、
騒音等)とその対策についての包括的な情報を提供し、引き続き英語版を作成

ポスター・チラシの掲示・設置等 法人事務所、ＥＰＯ中部に、「エコモビ」のポスターの掲示やパンフレット架でのチラシを配架

公共交通機関利用の周知 各種イベント開催時に公共交通機関利用の呼びかけをホームページやチラシ等に記載

愛知県地域婦人団体
連絡協議会 ポスター・チラシの掲示・設置等 事務室にポスターを掲示するとともに、理事会等会議でチラシを配布

ポスター・チラシの掲示・設置等 境内掲示板にポスターを掲示、建物内にチラシを設置、イベント等の開催時にチラシを配布

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 事務局より送付されるメールニュース等を社内において周知

（公財）愛知県教育・
スポーツ振興財団

ポスター・チラシの掲示・設置等 事務所内にポスターやチラシを設置

東海総合通信局 ポスター・チラシの掲示・設置等 庁舎内掲示板にポスターを掲示

中部運輸局 ポスター・チラシの掲示・設置等 事務室内、庁舎内掲示板などにポスター・チラシを掲示・設置

中部地方環境事務所 ポスター・チラシの掲示・設置等 事務室内、庁舎内掲示板などにポスター・チラシを掲示・設置

（３）キャンペーン・各種イベント・各種取組などによる普及啓発

団体名 名称 取組内容

「エコ モビリティ ライフ」推進表彰の実施
「エコモビ」推進のための取組や「エコモビ」活動を積極的かつ効果的に行っている団体を
募集・表彰

「エコモビ 県民の集い」の開催
協議会構成員に加え、県民の参加を募り、「エコモビ」の意義を知ってもらうとともに、その実
践を呼びかける「県民の集い2016」を開催

市町村等と連携した実践促進事業
市町村や交通事業者などと連携・協力して、地域住民等を対象に「エコモビ」の啓発や実践
を促す実践促進事業を実施

イベントを活用したＰＲ 交通・環境イベントや展示会、研修会、シンポジウムなどを活用して「エコモビ」をＰＲ

「リニモウォーキング」の実施
「リニモウォーキング」を「新緑、秋色、早春」の計11回開催し、参加者に対して沿線の魅力
や観光資源等をPRするとともに、リニモの利用を促進

「わくわく体験リニモツアーズ」の実施
リニモの利用促進と沿線の活性化を図るため、夏休み期間中、小学生の親子を対象に、リ
ニモの体験乗車と自由研究に役立つ沿線施設の講座をセットにした体験型イベント「わくわ
く体験リニモツアーズ」を実施

リニモ沿線地域活力創出イベントの実施
リニモの利用促進と沿線の活性化を図るため、リニモや沿線の魅力、観光資源等をPRする
イベントを実施

「夏休みリニモ親子教室」の開催
小学生の親子を対象に、夏休みに、リニモ体験乗車を行うとともに、地球市民交流センター
で楽しみながら知識を深め自由研究の参考になる親子教室を実施

エコアクション推進フェアの開催
公共交通機関の利用など、地球にやさしい身近な環境配慮行動「エコアクション」を促進す
るため、エコアクションを楽しみながら学ぶことができる県民参加型の環境イベント「エコアク
ション推進フェア」を開催

「あいち地球温暖化防止戦略・あいち自
動車環境戦略推進大会」の開催

「あいち地球温暖化防止戦略」及び「あいち自動車環境戦略」の推進について、県民、事業
者の理解を深め、広く行動を呼びかけるため開催

県営名古屋空港ポスターや航空対策課
及び指定管理者ホームページで公共交
通機関利用の呼びかけ

ポスターやチラシ、ＨＰに公共交通機関を利用して来港するように案内

あいちビジョン2020への位置付け
「あいちビジョン2020」（平成25年度策定）における「重要政策課題⑫ 環境・持続可能まちづ
くり」の中で「持続可能な社会の実現に向けた県民の交通行動の変革促進」として「エコ モ
ビリティ ライフ」の推進を位置付け

愛知県消費者行政推進計画への位置
付け

あいち消費者安心プラン2019（平成27年3月策定）の実施方針に基づき、「エコ モビリティ ラ
イフ」の実現を目指した施策に協力（本プラン中の取組項目「公正かつ持続可能な社会の
実現に向けた支援」の中で「『エコ モビリティ ライフ』の推進」を位置付け）

愛知県交通安全実施計画への位置付け
平成２８年度愛知県交通安全実施計画の「交通需要マネジメントの推進」において、「エコ
モビリティ ライフ」の推進を位置付け

あいち地球温暖化防止戦略への位置付
け

「あいち地球温暖化防止戦略2020」（平成23年度策定）における「2020年に向けた取組」の
中で「環境にやさしい交通行動の普及・定着」を位置付け

あいち自動車環境戦略への位置付け
「あいち自動車環境戦略2020」（平成24年度策定）における取組内容の「交通需要の調整・
低減」に「エコ モビリティ ライフ」の推進を位置付け

あおなみ線ツアーズ
あおなみ線と沿線施設のPRを目的とした小中学生と保護者向けのイベントの実施（小中学
校の夏休み期間、春休み期間に実施）

あおなみウォーク 駅周辺を散策するウォーキングイベントを実施（春期2回、秋期3回）

環境保全の日 毎月８日を「環境保全の日」として、自動車利用を控え、公共交通の利用促進を呼びかけ

名古屋市

NPO法人
ボランタリーネイバーズ

宗教法人　光泉寺

愛知県

愛知県地球温暖化防
止活動推進センター
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団体名 名称 取組内容

名古屋市 ゆとりーとウォーク ガイドウェイバス志段味線沿線を散策するウォーキングイベントを実施（春期1回、秋期1回)

小学校での出前講座の実施
クルマをかしこく使うライフスタイル「環境と乗り物について考えてみよう！」に関する出前授
業を実施

地域公共交通利用促進事業の実施 地域公共交通の利用促進を目的としたイベントや乗換割引きっぷなどを実施

岡崎市
岡崎市公共交通利用促進キャンペーン
「公共交通に親しむ日」の実施

交通事業者などと連携した公共交通利用促進キャンペーンを実施

瀬戸市
愛環・リニモウォーキングを通じて
公共交通利用促進

新緑、秋色、早春リニモウォーキング及び愛環春のウォーキングを通じて公共交通の利用促
進を実施

瀬戸市
バス事業者と連携してバスの乗り方教室
の開催

基幹バス沿線の地域住民（高齢者・小学生）を対象にバスの乗り方教室を実施

春日井市 エコドライブ講習会 地域を対象に自動車学校で行う交通安全教室の中でエコドライブについての講話を実施

エコドライブ講習会 職員向けにエコドライブについて講習会を実施（年１回）

イベントを活用したＰＲ 各種イベントで、コミュニティバス利用促進啓発を実施

豊田市 エコ交通出前教室 エコ交通意識醸成のため、小学生にバスの乗り方などを教える教室を開催

商工会議所への働きかけ 「エコモビ」イベントの開催協力を呼びかけ

赤い電車応援団活動との連携 名鉄西尾・蒲郡線の利用促進を呼びかけ

イベントを活用したＰＲ
10月開催の「小牧市民まつり」において、来場者に公共交通の利用を促す内容のチラシや
啓発品を配布

イベントを活用したＰＲ
11月開催の「いきいきこまき」において、バスを展示し、来場者に公共交通の利用を促す内
容の啓発品や時刻表を配布

尾張旭市 イベントを活用したＰＲ
10月８日に尾張旭駅前広場で開催する「尾張旭駅前にぎわいフェスタ」において、啓発物品
を配布

田原市 イベントを活用したＰＲ
「田原市民まつり」「たはらエコフェスタ2016」において、チラシ配布等公共交通機関利用PR
及びコミュニティバス1日無料の取組を実施

長久手市 会議での働きかけ 長久手市地域公共交通会議の開催案内に公共交通機関によるアクセス方法を添付

東郷町 「エコモビ」・「コミュニティバス」のＰＲ 「こどもエコばんぱく」において、「エコモビ」や「コミュニティバス」をＰＲ

豊山町
空港利用者への公共交通利用の呼びか
け

県営名古屋空港利用者に対して、広報誌やホームページにより公共交通機関を利用するよ
う呼びかけ

東浦町 イベントを活用したＰＲ 産業まつり開催期間において、コミュニティバスの運賃を無料化

海っ子バス体験ツアー
公共交通の将来の担い手である小学生を対象に、バスの乗車体験体験ツアーを実施（年２
回開催）

海っ子バスを考える会
海っ子バス利用者を対象に、利用方法などの説明会「海っ子バスを考える会」を町内各地
区で年２回開催

海っ子バス乗り方教室 町内の高齢者を対象にバスの乗り方教室を開催

内海・山海地域交流会 内海・山海地域住民の交流会にバス１台を出展。バス利用調査アンケートを実施

愛知県公立高等
学校長会

校長会を通した普及啓発 月1回開催の校長会を通して県内の公立学校に普及啓発

愛知県小中学校
ＰＴＡ連絡協議会

総会等での呼びかけ
総会（年１回）、役員・理事会（年６回）、研修会・諸会議（随時）等の本会主催事業におい
て、参加者に公共交通機関利用を呼びかけ

祖父江町商工会
「環境に優しいヘルスツーリズム各大会」
の開催

10月上旬に「そぶえノルデックウォーキング大会」、9月下旬と11月下旬に「祖父江銀杏林セ
ラピーウォーキング」大会を開催してエコモビをＰＲ

転入者への「市バス・地下鉄路線図・利
用案内」の配布

転居という生活行動パターンの変化のタイミングに合わせて、公共交通機関に関する情報を
提供し、クルマに頼らない交通行動を促すことを目的に、区役所・支所窓口での転入手続き
の際に「市バス・地下鉄路線図・ご利用案内」を引き続き配布

交通局出張トーク
女性会等を主な対象とし、交通局の事業概要を説明する講義と交通局の施設見学を組み
合わせて実施。市バス・地下鉄事業に理解を深めていただき利用促進を図る目的で、環境
にやさしい市バス・地下鉄などをＰＲ

「市バス・地下鉄ファンクラブ　ハッチー
キッズクラブ」

平成28年度会員数：６９１名
小児用バス・地下鉄全線一日乗車券の提供、会報の発行のほか、下記の会員限定イベント
を実施
・「夏休みイベント」（藤が丘工場見学会）（夏休み期間中）
・「ファンの集い」：市バス・地下鉄クイズ大会など
・スタンプラリーの実施

「駅ちかウォーキング」 地下鉄沿線をめぐるウォーキングイベント（春7回、秋7回の計14回）を開催

「Eco（エコ）出張」の職員等への働きかけ 社員に「Ｅｃｏ（エコ）出張」のロゴ入り名刺を配布

「Eco（エコ）出張」のＰＲ 「Ｅｃｏ（エコ）出張」の浸透を目指し、広告宣伝展開をはじめ積極的に情報発信

「さわやかウォーキング」の実施 JR東海沿線をめぐるウォーキングイベントを開催

「エコモビ 県民のつどい」への協力 名鉄主要駅にてチラシ配布

「電車で、ＥＣＯ　ＭＯＶＥ。」キャンペー
ン

鉄道の環境優位性をＰＲするキャンペーン（平成18年6月から展開）の一環として、環境キャ
ンペーン「名鉄エコプロジェクト」を実施

名鉄のハイキング 電車沿線コース
名鉄電車沿線をめぐるウォーキングイベントを開催
名鉄のmanacaの利用で「μ star ポイント」をプレゼント

名古屋市交通局

東海旅客鉄道（株）

名古屋鉄道（株）

豊橋市

豊川市

蒲郡市

小牧市

南知多町
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団体名 名称 取組内容

名古屋ガイドウェイバ
ス（株）

ゆとりーとライン自然観察教室 トンボ観察会（8月予定）を実施

イベントを活用した公共交通利用促進Ｐ
Ｒ

自治体主催の市民まつりや環境イベント等でハイブリッド車両の展示やバス乗り方教室等を
実施

「小学校出前講座」の実施 「バスの乗り方教室」を実施

「沿線地域出前講座」の実施 高齢者を対象とした「バスの乗り方・交通安全教室」を実施

トヨタ自動車（株） 「トヨタ地球環境月間：６月」の活動 社内ＨＰ内で「エコライフ事例集」を紹介

イオンリテール（株）
東海・長野カンパニー 啓発事業への協力 県実施の「エコモビ」ＰＲ活動への協力として、店舗でのＰＲ活動スペースを提供

環境的に持続可能な交通の普及
「環境的に持続可能な交通（EST）」を地方自治体や交通事業者等へ浸透させるため、学識
経験者、関係団体、関係省庁等と連携した普及活動を実施

モビリティ・マネジメント教育（交通環境学
習）の普及

自治体や小中学校に対する支援を行い、継続的に実施するための拠点作りを行うとともに、
セミナー開催や手引書等を配布

交通・観光分野におけるカーボンオフ
セットの普及

事業者が自社商品・サービスにカーボンオフセットを導入する際の負担を軽減し、ＣＯ2排出
量の算定や排出枠の購入をウェブ上で可能にする支援システムの運用を行うとともに、事業
者向け説明会を引き続き開催

（公財）豊田都市交
通研究所

高齢者向けエコ交通出前教室
高齢者向けエコ交通普及資料の作成、出前教室の企画
高齢者クラブ2団体にて出前教室の開催

中部運輸局 「鉄道の日記念イベント」の開催
10月に金山総合駅において、中部運輸局、中部鉄道協会、各鉄道事業者による鉄道・索道
のイベントを開催

２　エコ通勤・エコ通学への転換促進

（１）エコ通勤・エコ通学の働きかけ

団体名 名称 取組内容

エコモビ実践キャンペーンの実施
民間事業所はじめ各種団体、行政など幅広い関係主体が11月17日から12月16日までの期
間中、「エコ通勤」を中心とした「エコモビ」に自主的かつ積極的に取り組む「エコモビ実践
キャンペーン」を実施

リニモ沿線地域における住民及び学生
への働きかけ

これまでに作成した公共交通機関の利用を促す啓発資料を配布

「リニモ沿線レンタサイクル」の実施
リニモ定期券を所持する通勤・通学者及び沿線地域を観光で訪問するリニモ利用者（ともに
中学生以上）を対象に「リニモ沿線レンタサイクル」（無料、70台）を実施

「とよはしエコ通勤」運動の実施
豊橋市役所においてエコ通期実施者に対する報酬制度やエコ通勤に関する補助制度など
を設け、職員のエコ通勤率50％を目指す、「とよはしエコ通勤」運動を実施

モビリティ・マネジメントの実施 エコ通勤への転換を目的としたモビリティ・マネジメントを実施

豊田市 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策 「エコ交通をすすめる会」による取組を実施

職員へのエコ通勤サポート事業
通勤方法が自家用車の職員が、自転車で通勤した場合に、通勤距離に応じてエコチャリポ
イント（10ポイント／km）を付与し、エコポイントに応じた報奨金（サルビア商品券）を支給

職員への自転車購入補助
自転車通勤に変更する場合の自転車の購入又は自転車通勤者が買い替える場合の自転
車の購入に対し補助

あま市 職員駐車場の有料化 職員駐車場の有料化により、公共交通機関及び自転車、徒歩での通勤を促進

大治町 町職員駐車場の有料化 職員駐車場の有料化により、公共交通機関及び自転車、徒歩での通勤を促進

蟹江町 町職員駐車場の有料化 職員駐車場の有料化により、公共交通機関及び自転車、徒歩での通勤を促進

梅村学園
中京大学

「春の交通安全」・「秋の交通安全」立哨
活動に伴う呼びかけ

「春の交通安全」（４月中旬）・「秋の交通安全」（９月下旬）立哨活動においてノーカー、安全
マナーを呼びかけ

トヨタ自動車（株）
「パーク＆ライド」利用者への通勤費補
助

就業規程にも織り込まれ、「パーク＆ライド」通勤者へも通勤定期代及び駐車場代を補助

医療法人成精会
刈谷病院

エコ通勤の促進
院内講演会の開催、ポスター掲示、チラシ配布、エコ通勤職員へのエコポイント付与制度の
変更、自転車交通費の増額

カネサン建設（株） 自転車通勤の推奨 会社近隣に在住する者へ自転車通勤を推奨。そのために駐輪場を設置

（株）長谷基業 エコ通勤の促進
従業員の通勤実態を把握、検討し、エコ通勤への働きかけの実施。自転車通勤者のための
駐輪場の整備

（株）酒伊組 エコ通勤の推進 駐輪場所の確保、自転車通勤者への通勤手当支給

自転車通勤の促進
自転車通勤規則を制定し、自転車通勤手当を支給。支給にあたり保険加入を必須とし、安
全面にも配慮（この制度を始めるにあたり、新たに駐輪場を設置）

徒歩通勤の促進 ２km未満の距離の場合、通勤手当を支給せず、徒歩を奨励

コミュニケーションアンケートの実施 毎年９月にアンケートを実施し、「エコ通勤」への意識を高めた

（公財）交通エコロ
ジー・モビリティ財団 エコ通勤優良事業所認証制度の実施

エコ通勤を積極的に推進している事業所を認証し、その取組事例を広く紹介することで普
及を促進

（公財）豊田都市交
通研究所

豊田エコ交通をすすめる会 会員事業所のエコ交通普及活動を活性化するため、情報共有会・勉強会を開催

「エコ通勤優良事業所認証制度」の普及
促進

運輸局のホームページに認証制度の概要等を掲載するとともに、パンフレットとチラシを活
用して普及促進を実施

中部運輸局優良事業者等局長表彰の
実施

今後とも優良事業者等に対する表彰を検討

前田建設工業（株）

中部運輸局

名鉄バス（株）

（公財）交通エコロ
ジー・モビリティ財団

愛知県

豊橋市

安城市
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（２）「エコ通勤デー」や「エコ通勤」運動の推進（「エコモビの日」における取組を除く）

団体名 名称 取組内容

碧南市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第２週を職員の「ノーカーデー」としてマイカー通勤を自粛

安城市 職員による「ノーカーデー」の実施
毎月、第１木曜日、第３木曜日を指定駐車場ごとに「ノーカーデー」と定め、１人あたり毎月１
回、自動車通勤を自粛し、自転車や公共交通機関を利用した通勤を実施

西尾市 職員によるエコ通勤週間の実施
市職員の通勤について、毎月第４週を「エコ通勤週間」とし、期間中1日以上、自転車・公共
交通の利用など、自家用車・バイクの単独以外の通勤を呼びかけ

大府市 職員による「ノーカーデー」の実施 毎月第１金曜日を「ノーカーデー」として、通勤時の自家用車利用を自粛

知立市 職員による「ノーマイカーデー」の実施 毎月第１木曜日を「ノーマイカーデー」として通勤時の自家用車利用を自粛

豊明市 職員による「ノーカー出張」の実施 毎週木曜日に公用車による出張を自粛

田原市 職員による「エコ通勤デー」の実施 毎月第3水曜日を「エコ通勤デー」として通勤時の自家用車利用を自粛

清須市 職員による「ノーマイカーデー」の実施 毎月10日、20日、30日を「ノーマイカーデー」として、通勤時の自家用車利用を自粛

弥富市 職員による「ノーマイカーデー」の実施 毎週水曜日を「ノーマイカーデー」として通勤時の自家用車利用を自粛

大口町
企業との連携によるコミュニティバスの運
行

コミュニティバスの路線付近にある企業と協定を締結し、コミバスを住民の足としてだけでな
く、企業の従業員の通勤の足としても活用

阿久比町 職員による「ノーマイカーデー」の実施 毎月第１水曜日を「ノーマイカーデー」として、通勤時の自家用車利用を自粛

東浦町 職員による「ノーマイカーデー」の実施 年間18回以上を「ノーマイカーデー」として、通勤時の自家用車利用を自粛

東栄町 公共交通通勤の促進 役場職員及び町民に公共交通を利用した通勤を呼びかけ

職員によるエコ通勤の実施
（車道校舎教職員駐車場の利用制限）

車道校舎（東区）教職員駐車場の利用許可対象を夜間勤務職員中心の申請制とし、昼間
勤務職員は原則として公共交通機関、自転車、徒歩等によるエコ通勤を実施

職員によるエコ通勤の実施
（名古屋校舎教職員駐車場の利用制限）

名古屋校舎（中村区）は教職員駐車場を設置せず、原則として公共交通機関または徒歩、
自転車によるエコ通勤を実施

愛知県
経営者協会

職員によるエコ通勤の実施 職員の電車・バス等の公共交通機関の利用

（一社）愛知県観光
協会

職員によるエコ通勤の実施 職員の電車・バス等の公共交通機関の利用

愛知県商店街
振興組合連合会

職員によるエコ通勤の実施 職員の電車・バス等の公共交通機関の利用

愛知県中小企業
団体中央会

職員による「エコ通勤」・「エコ出張」の実
施

職員の通勤及び出張時において、電車・バス等の公共交通機関及び自転車を利用

中部鉄道協会 職員によるエコ通勤の実施 職員全員が公共交通機関の利用で通勤

中部国際空港
連絡鉄道（株）

職員による「エコ通勤」・「エコ出張」の実
施

職員の通勤及び出張時において、電車・バス等の公共交通機関及び自転車を利用

トヨタ自動車（株） 「カーフリーデー」の実施
本社地区において、周辺道路の渋滞緩和のため、毎月、「カーフリーデー」実施部署を設定
し、通勤時のマイカー利用を自粛

蒲郡信用金庫 職員によるエコ通勤の実施 通勤時における公共交通機関の利用を促進

名古屋空港
ビルディング（株）

エコ通勤の促進 空港繁忙期を中心に、社員の通勤手段の公共交通機関利用の促進

（株）ハクセイ エコ通勤への理解・関心を深める
社員に対し、公共交通機関の経路図を提供。エコ通勤に関する啓発資料を配布し、社員に
エコ通勤を呼びかけ

エコ通勤への転換促進 マイカー通勤の従業員１１人中６人がエコ通勤（自転車通勤）に取り組んだ。

エコ通勤デーの実施
毎月第２金曜日にエコ通勤日として通勤時の自動車利用を控え、相乗り等のエコ通勤を推
進。

（株）井藤工業 社員による『エコ通勤デー』の実施
6km以内の人数を把握して、天候を考慮し、エコ通勤を奨励。2人が自転車や徒歩通勤を一
回実施。

（公財）愛知県教育・
スポーツ振興財団

職員によるエコ通勤の実施 職員の電車・バス等の公共交通機関の利用

３　パーク＆ライドの普及拡大

（１）リニモ沿線地域におけるパーク＆ライド普及推進

団体名 名称 取組内容

愛知県 パーク＆ライド駐車場の運営
リニモ「愛・地球博記念公園」駅北側の月極パーク＆ライド駐車場（306台分、月額1,500円）
を実施

（２）県内各地におけるパーク＆ライドの普及推進

団体名 名称 取組内容

パーク＆ライドの普及推進 市町村や駐車場事業者等と連携しながら、パーク＆ライドを普及推進

桃花台線旧車両基地用地の利活用によ
るパーク&ライド駐車場の運営

桃花台線旧車両基地を有効に利活用するため、中央自動車道の高速バス停利用者向けの
パーク&ライド駐車場を運営

パーク＆ライドの推進 市域周辺部の交通結節点付近におけるパーク＆ライド駐車場の利用促進

名古屋都市圏パーク＆ライド推進懇談
会における広域的なパーク＆ライド施策
の推進

都市圏全域において近隣市町村等と連携してパーク＆ライド施策の普及啓発を実施

愛知大学

稲沢建設（株）

愛知県

名古屋市
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団体名 名称 取組内容

岡崎市
コミュニティバス「まちバス」へのパーク＆
バスライドの促進

休日にまちバスで公共施設を利用した方に乗車割引券を配布し、あわせてバスへの乗り換
えのために、市役所駐車場を開放

豊田市 パーク＆ライドの推進 パーク＆ライド駐車場の有料運用（八草駅、貝津駅、保見駅、末野原駅、四郷駅）

弥富市 サイクル＆バスライドの推進
コミュニティバス「きんちゃんバス」の利便性向上のため、バス停のある６つの公共施設の駐
輪場をサイクル＆バスライド駐輪場として運用

幸田町 パーク＆ライドの推進 相見駅・幸田駅周辺におけるパーク＆ライド駐車場の運営

愛知高速交通（株） パーク＆ライドの普及拡大
自社ホームページで、愛知県等が運営しているリニモ「愛・地球博記念公園」駅北側のパー
ク＆ライド駐車場のＰＲを実施

名古屋ガイドウェイバ
ス（株）

ゆとりーとライン　パーク＆ライド・保育＆
ライド

パーク＆ライド・保育＆ライドの実施（小幡緑地駅周辺　22台）

イオンリテール（株）
東海・長野カンパニー 店舗利用型Ｐ＆Ｒ駐車場の推進

駅周辺の店舗の駐車場を活用した店舗利用型Ｐ＆Ｒ駐車場の運営(各店舗施設との調整が
必要。すでに実施店舗あり)

名鉄協商（株） パーク＆ライド用駐車場の供給 駅前駐車場のさらなる拡充

タイムズ２４（株） パーク＆ライド用駐車場の供給 駅前駐車場のさらなる拡充

４　公共交通利用の動機付け

（１）公共交通の利便性向上に向けた取組の推進

団体名 名称 取組内容

愛知県 「愛知県公共交通情報サイト」の開設
公共交通（鉄道・バス等）の路線、時刻表等の情報を利用者にとって検索が容易で分かりや
すく掲載したポータルサイト「愛知県公共交通情報サイト」を開設

豊橋市 「豊橋市公共交通マップ」の発行 「豊橋市公共交通マップ」の更新

コミュニティバス・乗合タクシーの運行 額田地域においてコミュニティバス・乗合タクシーを運行

「公共交通マップ」の改訂
岡崎市内の全てのバス路線、バス停の位置、主要施設をまとめた「公共交通マップ」を改訂
し転入者などに配布

市内コミュニティバス等運行事業 コミュニティバスの運行

「バスマップ」の改訂
「公共交通マップ」の作成

豊川市内のバス路線の時刻表や運行ルート、バス停位置などを掲載している「豊川市バス
マップ」を改訂するとともに、豊川市内の公共交通の情報を掲載した「豊川市公共交通マッ
プ」を作成し、市内の主要施設等へ配布

刈谷市 公共施設連絡バスの運行
６路線のバスを運行することにより、公共交通の利用促進及び旅客の大量輸送による渋滞
緩和を促進

知立市 コミュニティバス運行事業 コミュニティバスの運行

田原市
コミュニティバス（市ぐるりんバス）の運行
乗合タクシーの運行支援

路線バスと地域内バスとの接続調整を図り、コミュニティバスの運行及びコミュニティバス（地
域乗合タクシー）の運行支援を実施

清須市
コミュニティバス「きよす　あしがるバス」の
運行

清須市民の交通手段として、コミュニティバスを走らせることにより、マイカーの利用を減ら
し、ＣＯ２の削減を推進するとともに、さらに、利便性の向上を図るため、利用者の意見など
を参考に、ルート・ダイヤの改正を実施

あま市 コミュニティバスの試行運行 コミュニティバスの試行運行

長久手市 公共交通かわら版の発行
市内を走るＮ－バスやリニモ、名鉄バスなどの公共交通の情報について、市民の協力のも
と、利用者や市民目線で分かりやすくお知らせする、公共交通かわら版「のりゃあせ」を発行

公共交通ネットワーク見える化の推進
コンテンツプロバイダのサービスを活用して、町内のバス時刻表情報等を掲載し、公共交通
の利用促進

スマートフォンサイト作成による情報提供 バス停や時刻表、料金表などをスマートフォン対応したサイトを作成し情報提供に努める

阿久比町 阿久比町循環バス「アグピー号」の運行 町内を運行する2路線で、平成23年10月から試行運行、平成26年10月から本格運行を実施

東浦町 東浦町運行バス「う・ら・ら」の運行 ４路線（５系統）により、東浦町内の他に刈谷市及び大府市に乗り入れを行い、運行を実施

武豊町 武豊町コミュニティバスの運行 コミュニティバスの乗合タクシー停留所の増設を行う

「なごや乗換ナビ」
出発地から目的地までの市バス・地下鉄（あおなみ線・ゆとりーとラインを含む）を利用した時
刻・経路・料金を調べることができるサービスを交通局ウェブサイトで提供
（検索結果には、移動に伴うCO2排出量を表示し、マイカーと比較した削減量を表示）

市バス停留所等におけるＱＲコードでの
案内

全バス停及び全駅の券売機附近にＱＲコードを貼り付け、該当する停留所及び駅を発着す
る系統の時刻・経路・料金検索やバス接近情報などに容易にアクセスできるサービスを提供

ドニチエコきっぷ
土・日・休日（土・日・休日ダイヤ特別運行日を含む）及び毎月8日（環境保全の日）専用の
市バス・地下鉄全線一日乗車券を発行（休日のお出かけに気軽に市バス・地下鉄を利用で
きるよう、通常の料金よりお得な価格に設定）

名古屋鉄道（株） 各種企画きっぷ
名鉄電車の乗車券とその他のお得なサービス券や割引券を組み合わせた企画切符を企画
販売

エコ・ハイブリッドバスの運行 県内でエコ・ハイブリッドバスを運行

バイオディーゼル燃料車の運行 名鉄バスセンター（栄～大坪・津島駅間）で廃油を燃料としたバスを運行（6両）

路線バス停留所におけるソーラースポッ
トライトの実施

日中に太陽光パネルで発電・蓄電し、日没後人感センサーにより時刻表を照明（平成22年
度導入）するサービスを実施

名古屋空港
ビルディング（株）

空港への公共交通機関利用の促進 新聞、ラジオ、ホームページを使った広報や鉄道駅などへのポスター掲示

（株）長谷基業 公共交通の実態調査 公共交通の情報を集め利用可能かの調査、検討

豊川市

豊山町

名古屋市交通局

名鉄バス（株）

岡崎市
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団体名 名称 取組内容

公共交通利用促進
ネットワーク

「路線図ドットコム」
公共交通利用促進ネットワークが運営するウェブサイト「路線図ドットコム」により、鉄道・バス
の「路線」・「時刻表」の情報を提供

（２）公共交通利用者への優遇措置の導入・働きかけ

団体名 名称 取組内容

公共交通利用者の観覧料割引（エコモ
ビ割）の実施

愛知県美術館企画展において、公共交通利用者の観覧料割引（エコモビ割）を実施

公共交通利用者に対するサービスのＰ
Ｒ・働きかけ

ウェブサイト「知って得するエコモビ実践ガイド」に、公共交通利用者に対する様々なサービ
スを「エコモビお得情報」として掲載してＰＲ

リニモ乗車割引チラシによる割引の実施 愛知県陶磁美術館企画展において公共交通利用者の観覧料割引を実施

リニモ１日券による割引の実施 愛知県陶磁美術館企画展において公共交通利用者の観覧料割引を実施

名古屋市営交通１日乗車券・ドニチエコ
きっぷによる割引の実施

愛知県陶磁美術館企画展において公共交通利用者の観覧料割引を実施

公共交通利用者の観覧料割引の実施
あいちトリエンナーレ2016において、公共交通利用者（マナカ・1日乗車券・ドニチエコきっ
ぷ・トイカ利用者）に国際展会期中販売券の割引を実施

小学生へのコミュニティバス無料乗車券
配布

小学生を対象に、夏休み期間に使用できるコミュニティバスの無料乗車券を配布

コミュニティバスの無料乗車券配布
毎月第４土曜日、中心市街地で開催している朝市で買い物をした人を対象に、当日券と翌
月の朝市開催日に利用できる無料乗車券を配布

西尾市 名鉄西尾・蒲郡線利用促進事業
市内在住の親子や団体を対象に、名鉄西尾・蒲郡線区間内の運賃を全額補助して利用促
進を図るとともに、環境にやさしい公共交通の活用をＰＲ

蒲郡市 科学館・水族館の入館料無料
名鉄西尾・蒲郡線利用者（小中学生限定）は、科学館と水族館の入館料を無料にする特典
を実施

名古屋市交通局 なごや得ナビ
当日使用した一日乗車券の掲示で受けられる特典情報を掲載した冊子「なごや得ナビ」を
年4回（各10万部）発行し、市バス・地下鉄利用によるおでかけを促進
平成28年7月から新たに、英語版「なごや得ナビ」を年4回（各1万部）を発行

東海旅客鉄道（株） ハッピー名古屋往復きっぷ

「かえり」券の提示で名古屋周辺の「産業観光施設」の入場料金の割引特典等と「タワーズ
プラザレストラン街12・13Ｆ」、「名古屋マリオットアソシアホテル内のレストラン」、「ジェイアー
ル名古屋タカシマヤ」、「ゲートウォーク」の一部店舗で利用できる「食事・商品券（1,000円
券）」を５枚（5,000円分）セットにしたお得な切符を販売

（３）交通エコマネーの普及促進

団体名 名称 取組内容

愛知県
イベントにおけるＥＸＰＯエコマネーの発
行

「エコモビ 県民の集い」参加者にＥＸＰＯエコマネーを発行

エコデザイン
市民社会フォーラム

リニポンの発行
リニモ主要５駅改札内に設置のリーダーともりの学舎・海上の森センターに設置のリーダー
の両方タッチでポイントを発行

５　その他

（１）自転車、徒歩などによる移動の推進

団体名 名称 取組内容

自転車道の整備推進

大規模自転車道３路線（豊田安城自転車道、田原豊橋自転車道、武豊大府自転車道）の
整備を推進。また、「豊田市自転車利用環境整備計画」及び「豊橋市の自転車活用推進活
用計画」の整備計画路線として位置づけられた、国道２４８号外４路線の自転車通行空間整
備のための設計を実施。

公用自転車の利用推進
産業労働部及び愛知県美術館において共用自転車で近場への移動に自転車を利用する
など、「エコモビ」を推進

春日井市 レンタサイクルの実施 春日井市内の公共施設等７箇所に33台の自転車を配置し、無料レンタサイクルを実施

自転車利用促進に向けた取組紹介
希望者を対象に、本市が推進する「エコサイクルシティ計画」の取組内容や、自転車の交通
安全について説明会を開催

子ども向け自転車教室を開催 補助輪を外したい子ども（市内在住）を対象に、自転車教室を開催

レンタサイクルの実施
安城市内11箇所のポート（61台）体制で、無料レンタサイクルを運営（各ポートの適正台数の
見直し、傷みの激しい自転車の更新など）

自転車マップの作成・配布
市内を自転車で走るのに役立つ情報（道路状況や公共施設、市内協力自転車店の案内、
自転車利用のマナーなど）を掲載したマップを配布

蒲郡市 電動アシスト自転車購入費補助金
市民の日常の移動手段を自動車等から電動アシスト自転車に転換するため、本体購入費
の一部を補助（本体購入価格の３分の１、上限15,000円）

小牧市 レンタサイクル事業の実施
小牧駅西駐車場にて、公共交通機関の利用者を対象に登録制の無料レンタサイクルを実
施

レンタサイクル事業の実施 知立市内での移動手段として、レンタサイクル事業を実施（市内２ステーション）

三人乗り自転車貸与事業 三人乗り自転車40台の貸与事業を実施（１年間）

田原市 レンタサイクルの実施 市内公共施設等（5箇所31台）に自転車を配置し、無料レンタサイクル事業を実施

清須市
レンタサイクル事業「きよす　あしがるサイ
クル」の実施

名鉄新清洲駅に貸出・返却ポイントを設置し、レンタサイクル事業を実施また、キリンビール
名古屋工場に新たに返却ポイントを追加

公用自転車の導入
職員の近距離の用務に廃棄された自転車を積極的に利活用し、町民に自転車の持つ利点
をＰＲしながら、自転車利用の拡大を図った

三人乗り自転車貸与事業 電動アシスト自転車16台の各１台月額900円での貸与事業を実施（１年未満）

東浦町

安城市

愛知県

安城市

知立市

愛知県
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団体名 名称 取組内容

じてんしゃスクール

昨年同様、行政・警察・民間企業と連携した「じてんしゃスクール」を継続実施。なお、尾張
旭市民プールで実施するものについては、保護者への啓発という狙いを持った「親子で体
験」型を２回実施。また、小学校等の公教育の場での開催要請もあり、日進市・尾張旭市等
の小学校において、授業時間内に運動場や教室等で4回実施。

のりかたスクール

小学校低学年時からの交通マナー教育を狙いとした、親子に向けた補助輪外しスクール
「のりかたスクール」を、希望家族に、個別のスクールとして実施。名古屋市や瀬戸市から家
族約２０名が受講。自転車のエコモビ性と安全利用の重要性を、保護者に啓発。エコモビチ
ラシも配布。

森林公園植物園セーフティーサイクリン
グ

愛知県森林公園を受託管理するウッドフレンズグループと協働し、自転車を利用することの
楽しさを自然の中を走ることで理解・普及するイベントを実施。参加者は、子ども～大人が約
150名。通常は走行不可能な広大な県営森林公園（尾張旭市）の植物園内を先導スタッフ
の下、自然観察をしながら早朝サイクリングを実施。キープレフト走行など、一般公道での安
全走行マナーやルールも併せて効果的に伝えることができた。今回は、愛知県警第一交通
機動隊の「B-Force」という自転車対策小隊やパナソニック社（自転車）社・GIANT名古屋社
とも協働した。電動アシスト自転車の有効利用や安全利用の啓発活動を併せて実施した。
会場では、エコモビ表彰のパネルを掲示。

通勤通学者向けの安全利用スクール
継続して、尾張旭市や日進市の中学校数校で自転車の安全利用啓発授業「公共・交通マ
ナー実技授業」を６回実施。授業時間内に計４時間を使い、公共交通マナーの大切さや、
安全利用の理念や自転車安全操縦スキルについての実技講習を実施。

尾張旭市市民祭　市役所交通防犯ブー
ス　　　「OSCNじてんしゃスクールぬりえ
ブース」

尾張旭市役所主催の「尾張旭市市民祭」（１０月）の会場で、市役所の市民活動課交通防犯
係と協働し、「OSCNじてんしゃスクール」ブースを設置し、自転車の交通安全啓発ぬり絵
コーナーと自転車安全利用何でも相談室を開設。当日は、約６００名の方がブースを訪れ
た。エコモビ表彰のポスターなどを掲示し、エコモビに関する愛知県の取り組みや自転車の
安全利用・有効利用について啓発。

（公財）愛知県教育・
スポーツ振興財団 公用自転車の利用促進 職員の近距離用途に徒歩や共用自転車を利用して移動するなど、「エコモビ」を促進

（２）環境にやさしい自動車利用の推進

団体名 名称 取組内容

ＥＶ・ＰＨＶの普及促進
アクションプランに沿って、「あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク」の参加者との連携・協働のも
と、引き続き普及啓発や充電インフラの整備促進を行う。

燃料電池自動車（FCV）の普及促進
「あいちＦＣＶ普及促進協議会」による普及啓発活動の実施及び「愛知県水素ステーション
整備・配置計画」の推進

エコドライブの普及促進
日本自動車連盟（JAF）と連携し、事業者を対象とする「エコドライブ講習会」を開催する。ま
た、県内全ての自動車学校において、エコドライブの啓発チラシを配布する。

名古屋タクシー協会 グリーン経営講習会への参画 グリーン経営講習会への参画を通達文書により発出

交通エコロジー・モビリティ財団の「グリー
ン経営」認証の取得の支援

交通エコロジー・モビリティ財団の「グリーン経営」認証を取得し、会員の環境にやさしいタク
シー事業の展開を支援

エコドライブ・アイドリングストップの推進 全会員がそれぞれの地域で「タクシー地域計画」に基づきアイドリングストップ運転を展開

環境にやさしいタクシー車両の導入
国、地方自治体の補助制度を活用し、ＥＶ、ＨＶ、ＰＨＶ、低燃費ＬＰＧタクシー車両の導入を
推進。タクシー車両に関する先端技術・環境技術（バイフェエル）などの情報提供の実施

名鉄協商（株） カーシェアリング事業の展開 カーシェアリング事業を実施（ステーション数、車両台数を拡大）

名鉄東部交通 エコドライブ・アイドリングストップの推進 営業所内に個人別のアイドリングストップ実施率を掲示して推進

タイムズ２４（株） カーシェアリング事業の展開 カーシェアリング事業を実施（ステーション数、車両台数を拡大）

（株）秋田組 環境に配慮した事業活動 ＩＳＯ14001：2015の有効的な運用を実施

エコドライブの推進
社用車を使用した日は、自分の運転を振り返り、指定項目について自己採点を実施。また
給油毎に走行距離を記し燃費を算出、目標値を下回らないようチェック

業務中の移動での相乗り推奨 会社と現場間での移動、休憩場所への移動の際に、相乗りをするよう声掛け

（株）ナルセ
コーポレーション

社有車の燃費測定の実施
ＩＳＯ14001の環境負荷の低減への理解を深めるため、各部において、社有車の燃費測定を
行い、目標数値を掲げて管理

エコドライブへの転換促進
エコドライブ運転の推進（CO2削減）
ガソリン使用量５２９Ｌ（前年度５５２Ｌ）　４％削減

エコ自動車への切替 自社保有車をハイブリッド車（８台）・軽自動車（１台）へ切替

パーク＆ライド・カーシェアリングの活用 社用車の利用・運転時間を減らし、公共交通機関を利用し、カーシェアリングの活用の推進

（株）井藤工業 ドニチエコきっぷの活用 土日以外に毎月8日の利用を進め、クルマの利用を削減。

田中建設工業（株） エコドライブの推進 社員に燃費向上を意識させ、エコドライブを推進

運輸事業におけるグリーン経営認証制
度の実施

運輸事業における環境負荷の低減を推進するため、グリーン経営（環境負荷の少ない事業
運営）認証制度の一層の普及を促進

エコドライブの普及
エコドライブ講習認定団体への支援を継続するとともに、エコドライブ活動コンクールを開催
し普及に努めた。また、エコドライブ普及推進協議会の活動を事務局として推進し、11月の
エコドライブ推進月間にシンポジウムを開催

地域内や観光地における電動小型低速
車の活用

今後の更なる低炭素社会に対応するため、環境負荷が少なく歩行者とも共存できる新たな
モビリティとしての電動小型低速車の活用を促進

その他 従業員業務用自転車の設置と利用促進

その他 エコドライブの推進

（公財）愛知県教育・
スポーツ振興財団 エコドライブの実施 公用車運転時におけるエコドライブの実施

稲沢建設（株）

ＮＰＯ法人ボランタ
リーネイバーズ

（公財）交通エコロ
ジー・モビリティ財団

愛知県

愛知県
タクシー協会

カネサン建設（株）

ＯＳＣＮ（尾張旭・セー
フティー・サイクリスツ・

ネットワーク）
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（３）ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進

団体名 名称 取組内容

愛知県 ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進 ＩＴＳの推進を通じて、公共交通の利用促進、移動の利便性・快適性の向上を推進

みよし市 バスロケーションシステムの運用 パソコンや携帯電話で「さんさんバス」の運行情報を案内

名鉄バス（株） バスロケーションシステムの運用
携帯電話やスマートフォンを用いて、バスの運行情報等が確認できるサービスを提供（蒲郡
地区除く）

ＩＴＳ　Ｊａｐａｎ 環境ＩＴＳプロジェクトの推進 先進都市・地域事例を情報交換、共有化する場作りと相互啓発の実施

（４）協議会への加入促進

団体名 名称 取組内容

愛知県
入札等における事業者の社会的取組の
評価

総合評価競争入札及び企画競争の一部において「エコモビの推進」を評価項目に設定す
ることにより、協議会への加入を促進

※各構成員から提出していただいた取組・内容等を事務局で整理し、とりまとめています。
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