平成21年度の取組状況一覧

別添

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
スターティングキャンペーン

「エコモビレンジャー」によるパフォーマンスやクイズを実施するとともに、チラシやグッ
ズを配布

愛知県

ターミナル駅や街頭におけるＰＲ

毎月の「エコモビの日」に県内各地でグッズ等を配布

愛知県

ＰＲ資材の作成

ポスター、チラシ、グッズ（ガムパッケージ型ふせん）、タスキ、のぼりを作成し、各種イ
ベントや会議等で配布・使用

愛知県

放送やメールなどによる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

愛知県

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

広報せと（１１月１日号、３月１５日号）にて「エコモビの日」の記事を掲出

瀬戸市

イベントを活用した「エコモビの日」のＰＲ 「第３６回瀬戸市みんなの生活展」において、チラシ・啓発グッズ等を配布

瀬戸市

イベントを活用した「エコモビの日」のＰＲ 「２００９はんだふれあい産業まつり」において、「エコモビの日」のチラシ・グッズを配布

半田市

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

職員用電子掲示板で毎月第１水曜日に「エコ通勤」を実施するよう呼びかけ

半田市

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

「はんだ市報（９月１５日）」に「エコモビの日」の記事を掲載

半田市

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月１日号の「かりや市民だより」に「エコモビの日」の記事を掲載

刈谷市

イベントを活用した「エコモビの日」のＰＲ
放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

「安城サンクスフェスティバル」、「アンデンげんき２００９」、「東南海・三河地震安城市
民防災フェア」で「エコモビの日」のポスター、チラシを掲示・配布
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

安城市
西尾市

ホームページによる「エコモビの日」のＰ
市のホームページで「エコモビの日」について掲載
Ｒ

江南市

職員によるノーカーデー

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を自粛

小牧市

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月号の「広報ほのか」に「エコモビの日」の記事を掲載

新城市

市バスマップによる「エコモビの日」のＰ
Sバスマップに「エコモビの日」の宣伝シールを貼付
Ｒ
職員によるノーカーデー

毎月第１水曜日にはエコ通勤を実施するよう呼び掛ける「ノーカーデー」を実施

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

広報いわくら11月1日号に「エコモビの日」の記事を掲載

職員によるノーカーデー
放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

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
１１月以降の「エコモビの日」の前日に市役所庁舎内放送により、「エコ通勤・エコ通学」
を呼びかけ

新城市
尾張旭市
岩倉市
岩倉市
豊明市

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

１１月以降の「エコモビの日」の前日にパソコンの掲示板により、「エコ通勤」を呼びかけ

豊明市

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

広報誌（１１月１日号）に「エコモビの日」の記事を掲載

田原市

放送やメールなどによる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

田原市

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

広報誌（１１月号）に「エコモビの日」の記事を掲載

愛西市

職員によるノーカーデー

毎月第１・第３水曜日に「ノーカーデー」通勤を実施

愛西市

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

毎月「エコモビの日」の前日に、全職員へメールにてエコ通勤を呼びかけ

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

１１月以降の「エコモビの日」に館内放送により、「エコ通勤・エコ通学」を呼びかけ

弥富市

職員によるノーカーデー

毎月第１水曜日に通勤時の自家用車利用を自粛

東郷町

職員によるノーカーデー

４月・５月は毎月第４金曜日、６月からは毎月第１水曜日（エコモビの日）をノーカー
デーとして、通勤時に自家用車を利用している者に、公共交通機関・自転車・徒歩等で
通勤するよう呼びかけ

長久手町

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月号広報にて「エコモビの日」の記事を掲載

長久手町

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

「エコモビの日」の１０時と１５時に庁内放送にてＰＲ

長久手町

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月号「広報おおぐち」に「エコモビの日」の記事を掲載

大口町

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月号の「広報おおはる」に「エコモビの日」の記事を掲載

大治町

職員によるエコ通勤の日

職員を対象に10月からエコ通勤実施（毎月１、１９、第１水曜日）

幸田町

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

メールで「エコモビの日」を周知

車内放送等による呼びかけ

１０月から加入バス会社のバス車内放送等により「エコモビの日」の呼びかけを実施

広報誌による「エコモビの日」のＰＲ

１１月号の広報誌「トラックあいち」に「エコモビの日」の記事を掲載

車内放送等による呼びかけ
「エコモビの日」に係るキャンペーン

「エコモビの日」のスタート時に、名鉄電車の乗客向けに「エコモビの日」の案内放送を
実施
ナナちゃん人形前、名鉄名古屋駅でチラシ・グッズを配布（電車でエコムーブ啓発と同
時）

北名古屋市

愛知県
経営者協会
愛知県
バス協会
愛知県
トラック協会
名古屋鉄道
名古屋鉄道

車内放送等によるＰＲ、呼びかけ

エコモビポスターの車内吊広告によるＰＲや「エコモビの日」の通勤時間帯に、電車内
アナウンスによる啓発を実施

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

社内会議において「エコモビの日」のＰＲを関係者に対して積極的に行うよう依頼

車内放送等によるＰＲ、呼び掛け

「エコモビの日」のＰＲのための車内・駅構内放送を実施（平成２１年１０月５日～１０月
愛知環状鉄道
９日、１１月からは毎月第１水曜日及びその前日、前々日に実施）

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

協議会事務局から送付されるニュース、イベント情報・カレンダーを社内において周知 上飯田連絡線

イベントを活用した「エコモビの日」のＰＲ
職員によるエコ通勤デー
「エコモビの日」における運賃割引

３月７日、エキスポエコマネーまつりで会場に設置したブースにて「エコモビの日」のポ
スターを掲示
毎月第1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し公共交通機
関を利用
毎月「エコモビの日」は、尾張旭市内で運行するベロタクシーを乗車賃１００円で運行

豊橋鉄道
愛知環状鉄道

「楽チンけった」
レンタル事務局

エコスマイル
NPO法人
HOMIES

（２）電子媒体を活用した普及啓発
エコモビウェブサイトの作成

県のホームページ内に、「エコ モビリティ ライフ」の概要や実践方法、「エコモビお得情
報」、「エコモビ」の各種取組、協議会の概要などをまとめた「－知って得するエコモビ
実践ガイド－」を作成

愛知県

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

愛知県

モビリティ・マネジメントサイトによるＰＲ

サイト「みんなでトクする日常の移動を考えるプロジェクト」の周知活動（広報なごやな
ど）、サイト改良の検討

名古屋市

（３）キャンペーン・各種イベント・取組などによる普及啓発
「エコ モビリティ ライフ」促進モデル事業

コミュニティ、自治会、町内会、商店街、学校、ＮＰＯなどから「エコ モビリティ ライフ」の
促進につながる取組の企画提案を募集し、選定された５事業に対して支援

市町村が運行しているコミュニティバスに乗って、車内に掲示されているキーワードを３
つ集めた応募者から抽選で図書カードなどをプレゼント
あいちエコモビリティライフ広報キャラバ 「エコ モビリティ ライフ」を広報するためのキャラバン隊を組織し、県内各地において、
ン隊によるＰＲ
グッズ（ポケットティッシュ）の配布やのぼりにより、「エコ モビリティ ライフ」をＰＲ
沿線市町等と協力し、「モリコロパーク崖の上のポニョ展」、「わくわく体験リニモツアー
リニモの利用促進に係るイベント
ズ」、「沿線ウォーキング」などを実施
「あいち地球温暖化防止戦略」及び「あいち新世紀自動車環境戦略」の推進について、
あいち地球温暖化防止戦略・あいち新
県民、事業者の理解を深め、広く行動を呼びかけるため、平成２１年１２月１１日に開
世紀自動車環境戦略推進大会
催
「あいちコミバスラリー」

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県

カーフリー宣言

各種イベント会場等で、週1回以上車の利用を控えることを宣言

名古屋市

あおなみ線ツアーズ

海上見学コース(８月１３日)、野跡駅コース（８月１８日)を実施

名古屋市

夏休みスタンプラリーinあおなみ線・リニ あおなみ線開業５周年記念事業として、リニモとゆとりーとラインと連携して、それぞれ
モ・ゆとりーとライン
の駅や施設などを巡るスタンプラリーを実施(７月１８日～８月３１日)

名古屋市

あおなみウォーク

平成２１年１０月～平成２２年２月まで毎月１回、計５回開催
第１回 １０月２４日（土） 金城ふ頭～野跡コース 第２回 １１月１４日（土） 荒子～南
荒子コース 第３回 １２月５日（土） 名古屋競馬場コース 第４回 １月２３日（土） 荒
子～ささしまライブコース 第５回 ２月１１日（木・祝） 稲永～荒子川公園コース

名古屋市

ゆとりーとライン自然観察教室

マメナシ観察会(４月１１日)、トンボと遊ぼうin小幡緑地！(７月２５日)、木の実の観察と
ドングリ工作教室(１０月２４日)を実施

名古屋市

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

職員向けテーマ別研修

職員を対象としたモビリティ･マネジメントに関するテーマ別研修を実施

豊橋市

モビリティ･マネジメント

ＪＲ二川駅周辺の住民を対象としたモビリティ・マネジメントを実施

豊橋市

小学校での出前講座

自動車をかしこく使うライフスタイルに関する出前授業を実施

豊橋市

バスの日イベント

「とよはしバスの日 ２００９」を実施

豊橋市

岡崎市公共交通利用促進キャンペーン 秋の市民まつりの開催に合わせて公共交通の利用促進につながるキャンペーンを実
「公共交通に親しむ日」
施

岡崎市

まちバス運行２周年ありがとうキャン
ペーン

期間中（７月１７日～８月３０日）、乗車券サービス店からまちバス利用者に特典をサー
ビスするキャンペーンと最終日に抽選会を実施。まちバス川柳、こども絵日記を募集
し、公共交通に親しむ日展、ギャラリーバスにて展示

岡崎市

モビリティ・マネジメント

市内の指定の町内に、公共交通機関の利用を促進

一宮市

広報誌で公共交通機関の利用啓発

広報誌にバス利用啓発記事を掲載

一宮市

放送やメールなどによる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掲示板
に掲載し、意識啓発を実施

瀬戸市

広報誌による広報

毎月１５日号の広報誌に、公共交通機関（電車）の利用を促す記事を掲載

碧南市

イベントを活用したPR

チラシ、グッズ配布等によるPR活動を実施

刈谷市

低炭素型交通システムの構築に向けた
携帯型測定機によるモビリティ・マネジメントの実証実験
グリーンモビリティ実証実験
随時、市の広報誌やホームページを利用して、市民に公共交通を利用していただける
公共交通の維持・利用促進
ようにＰＲ

豊田市
江南市

イベントを活用したPR

市民祭において、ポスターの掲示やチラシ・啓発グッズを配布

尾張旭市

イベントを活用したPR

１１月の豊明まつりで、PRグッズ・チラシを配布

豊明市

イベントを活用したＰＲ

市民まつりにおいて、チラシ配布等公共交通機関利用促進ＰＲ及びコミュニティバス1
日無料を実施

田原市

イベントを活用したＰＲ

町のイベントにおいてブースを設置し参加者にＰＲ

東郷町

イベントを活用したＰＲ

産業まつり時にチラシ、啓発品を配布

東浦町

広報誌を活用したＰＲ

１月号の「広報ひがしうら」に「エコ モビリティ ライフ」、「コミバスラリー」の記事を掲載

東浦町

広報誌を活用したＰＲ

３月号の広報誌で「エコ モビリティ ライフ」について特集

吉良町

講演会の開催

１月開催の名鉄電車利用促進大会の中で、松本幸正先生によるエコモビリティに関す
る講演を開催

吉良町

会議での呼びかけ

年４回開催される役員・理事会時に「エコモビ」を呼びかけ

愛知県小中学校
ＰＴＡ連絡協議会

広報誌を活用したＰＲ

機関紙「ぷろむなーど」による会員等への「エコモビ」の情報提供と啓発を実施

愛知県商店街振
興組合連合会

イベントを活用したＰＲ

バスの日を中心としたバス利用促進イベント等を活用し、「環境にやさしいバス」の利
用を呼びかけるグッズ配布

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

インターネット連絡網にて呼びかけを実施

広報媒体を活用したＰＲ

「人と環境にやさしいバス」の利用を呼びかける新聞広報を実施

｢ハッチーキッズクラブ｣

｢駅ちかウォーキング｣

交通局出張トーク

小学生向け副教材｢みんなの市バス･
地下鉄｣の作成・配布
エコ出張の働きかけ
イベントを活用したエコモビのＰＲ

小学４年生～６年生を対象にした市バス・地下鉄ファンクラブ
イベント等の活動を通じ、市バス・地下鉄への理解と親しみを深め、公共交通機関の
必要性・役割を知っていただくことを目的として、平成１７年８月に結成
２１年度会員数：６６０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
「駅探検隊」（夏休み期間中）・・・地下鉄駅施設の見学
「ファンの集い」（１２月）・・・市バス・地下鉄クイズ大会など
「スタンプラリー」（３月）・・・地下鉄駅をめぐるクイズラリー
地下鉄沿線をめぐるウォーキングイベント
春６回、秋６回の計１２回開催。年間で延べ２７，２００人以上の方が参加（平均２，２６６
名）。１回の最高参加者数は２，９２０名。昨年度に比べ、平均参加者数で６０％以上増
加
区政協力委員会と女性会、合わせて９９団体で実施
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
２１年度までの名称は出前講座（平成２１年６月～２２年２月）
名古屋市内の小学３年生全員に９月上旬に配布。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

愛知県
バス協会
愛知県
バス協会
愛知県
バス協会

名古屋市
交通局

名古屋市
交通局
名古屋市
交通局
名古屋市
交通局

「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
東海旅客鉄道
社員に「エコ出張」のロゴ入り名刺を配布
「さわやかウォーキング」を愛知県内で開催する場合に、ゴール地点にエコモビチラシ
東海旅客鉄道
を設置

「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

名古屋鉄道

「エコムーブトレイン」の運行

自然豊かな町をイメージしたラッピング電車を運行

名古屋鉄道

めいてつエコセミナー

“エコムーブトレイン”を使った親子で学ぶエコセミナーを開催

名古屋鉄道

エコ通勤シンポジウムへの特別協賛

「エコ通勤」をテーマとしたシンポジウムに特別協賛

名古屋鉄道

メッセナゴヤへの出展

愛・地球博の継承事業として開催されているメッセナゴヤに名鉄グループで共同出展

名古屋鉄道

広報誌を活用したPR

民営鉄道協会発行「みんてつ」３３号、日本地下鉄協会報「SUBWAY」８０号にエコモビ
との連携を掲載

名古屋鉄道

環境保全PRラッピングバスの運行

環境保全PRラッピングバスの運行をCOP１０開催まで継続して実施

名鉄バス

小学校出前講座

バスの乗り方教室を沿線地域で継続して実施

名鉄バス

イベントを活用したＰＲ

とよはしバスの日イベント各ブースでチラシを配布

豊鉄バス

イベントを活用したＰＲ

尾張旭市の市民祭において「エコモビ」のチラシ・啓発グッズ配布・アンケートを実施

豊栄交通

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

３月２９日に投稿

「楽チンけった」
レンタル事務局

放送やメールなどによるＰＲ・働きかけ

３月２日、３日に投稿

「楽チンけった」
レンタル事務局

FMラジオによる情報提供

在住外国人のためのFMラジオ局による情報提供

愛知県国際
交流協会

「みんなのコミュニティバス」利用調査研
実際に運賃を払い乗車し、県内のコミュニティバスの利用調査
究

持続可能な豊
かな社会をつく
るネットワーク

リニモボランティアガイド養成事業

リニモや沿線地域の魅力を伝える「リニモボランティアガイド」を養成する講座を開催

リニモクリエイト

EST創発セミナー

愛知県、名古屋市、豊田市の協力を受け、名古屋市においてESTセミナーを実施

中部運輸局

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
モビリティ・マネジメントによるエコ通勤
転換の働きかけ及び手引きの作成

モビリティ・マネジメントの手法による企業向け・従業員向けのアンケートの実施及び企
業等がエコ通勤に取り組むための手引き「エコ通勤の進め方」や、働きかけ資料であ
る「かしこいクルマの使い方」等を作成

愛知県

リニモ沿線住民を対象としたモビリティ・ リニモ沿線地域において、リニモの利用促進を図るため、長久手町の住民約４，０００
マネジメント
世帯を対象としたモビリティ・マネジメントを実施

愛知県

リニモ利用者（中学生以上）を対象に、通勤・通学レンタサイクル（無料、１４０台）を実
施

愛知県

通勤・通学レンタサイクル

「エコ通勤トライアル」

市内事業所において、通勤におけるマイカー利用から公共交通機関（鉄道、バス）利
用等への転換を実践するノーマイカー運動として、「エコ通勤トライアル」（マイカー利用
を控える月間）を実施

岡崎市

エコ通勤をすすめる会の運営

参加事業所による主体的なエコ通勤の実施と継続、及びそれを通じたエコ通勤の定着
を目指すため、２回の準備会議を実施

豊田市

職員への自転車購入補助

自転車通勤に変更する場合の購入又は自転車通勤者が買い替える場合の購入に対
し補助

安城市

エコ通勤勉強会

町内企業を対象に商工会とともに第1回エコ通勤勉強会を実施

幸田町

モビリティ・マネジメントによるエコ通勤
の促進

エコ通優良事業所認証制度の普及促進、コミュニケーションアンケート実施事業所を
公募

中部運輸局

（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）
職員によるノーカーデー
職員によるノーカーデー
職員によるノーカーデー
長期レンタサイクルの社会実験
職員によるエコ通勤週間

毎月第２水曜日をノーカーデーとして庁内放送で呼びかけ
市職員の通勤手段について、毎月第２金曜日を「ノーカーデー」とし、「ノーカーデー」を
含む１週間を「ノーカーデー週間」として庁内で啓発
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して定め、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呼びかけ
１２月３日～３月３日までの３ヶ月間、企業と連携し従業員の通勤手段を自動車から自
転車に転換させる社会実験を実施（自転車の無償貸与・アンケート調査）
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・バイクのみで通勤しないよう呼びかけ

一宮市
碧南市
安城市
安城市
西尾市

職員によるノーカーデー

毎月１日、１５日に実施。通勤時の自家用車利用を自粛

江南市

職員によるノーマイカーデー

毎月１回以上をノーマイカーデーとして市職員通勤時の自家用車利用を自粛

稲沢市

職員によるノーマイカーデー

毎月第１金曜日をノーマイカーデーとして職員通勤時の自家用車利用を自粛

大府市

職員によるノーカーデー

毎月２回、職員各自で公共交通機関、相乗り、自転車、徒歩等を利用した通勤を実施

知多市

職員によるノーカーデー

毎月２回を目標にして自家用車を使用しない通勤を実施

日進市

職員によるエコ通勤デー

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

田原市

職員によるノーマイカーデー

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

清須市

職員によるノーマイカーデー

毎月１０日をノーマイカーデーとし、公共交通機関及び自転車、徒歩で通勤するように
呼びかけ

蟹江町

職員によるノーカーデー

環境及び健康増進のため、毎月１回のノーカーデーを実施

飛島村

職員によるノーマイカーデー

奇数月第３金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

職員によるノーマイカーデー
職員によるノーカーデー
職員によるノーカーデー

職員のノーマイカーデーの取組として、年間を通じ１８日を目標と定め、通勤時の自家
用車利用を自粛
毎月の金曜日のうちの２回を、ノーマイカーデーとして職員の通勤時の自家用車利用
を自粛
「いっしきエコプラン２００７」に基づき、毎月３回以上を目標に職員個々にノーカーデー
を実施

阿久比町
東浦町
武豊町
一色町

職員によるエコ通勤デー

毎月第２週及び第４週水曜日に、車を使わずに通勤する「エコ通勤デー」を実施

吉良町

職員によるエコ通勤

毎月最終勤務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

幡豆町

職員によるエコ通勤

全員が全行程またはパーク＆ライド方式での公共交通機関を使用した通勤を実施

職員によるエコ通勤

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

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

職員によるエコ出張

職員の自転車及び電車・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

職員全員が電車通勤

中部鉄道協会

職員によるカーフリーデー（対象：本社
地区勤務者）

部署ごとに月１回の実施日を設定。設定日は、極力マイカー以外の交通手段（一般交
通機関、通勤シャトルバス）で通勤

トヨタ自動車

職員によるエコ通勤

職員は公共交通機関で通勤

中部地方環
境事務所

職員によるノーマイカーデー

運輸局庁舎へのマイカー通勤禁止
支局へのマイカー通勤自粛励行（月１回以上）

中部運輸局

中部経済
連合会

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＆ライドの普及推進
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（２３１台分、月額１，
５００円）を地元市町と共同で運営

愛知県

パーク＆ライドの普及推進に係る調査

リニモ沿線の長久手町・日進市住民の移動実態やパーク＆ライドの需要動向を把握
するアンケート調査（１，５２６世帯）とともに、瀬戸市南菱野地区の住民に対して、パー
ク＆ライド駐車場の利用促進に向けたモビリティ・マネジメント（１，５５０世帯）を実施

愛知県

（２）県内各地におけるパーク＆ライドの普及推進
大型店舗の既存駐車場を活用する店舗利用型パーク＆ライドの普及。県内５店舗で
実施
名古屋都市圏パーク＆ライド推進協議会に 近隣市町村と連携しパーク＆ライドの推進を図るため名古屋都市圏東部において都
よる広域的なパーク＆ライド施策の推進
市圏パーク＆ライド駐車場登録制度の試行を実施
店舗利用型パーク＆ライドの普及推進

愛知県
名古屋市

４ 公共交通の利用に対する動機付け
（１）施設等における公共交通利用者への優遇措置の導入・働きかけ
「エコモビ割」

愛知県美術館企画展等において、公共交通利用者の観覧料割引（エコモビ割）を実施

なごや得ナビ

名古屋市内全百貨店が参加

乗車券の付加価値を高め、市バス・地下鉄の利用促進を図ることを目的として、一日
乗車券の提示で特典が受けられる施設・店舗を各種媒体で紹介するとともに、対象と
なごや得ナビ
なる飲食店舗のエリアを従前の栄エリアに加え、大須・上前津・伏見・名古屋駅・星ヶ
丘の各エリアに拡大
イオンドーム前ＳＣで、２，０００円以上のレシート及び乗車に使用したカード乗車券を
「イオンドーム前ＳＣお帰り切符」の配布
提示すると高架区間の片道乗車券を渡すサービスを実施。

愛知県
中部百貨店
協会
名古屋市
交通局
名古屋ガイド
ウェイバス

（２）交通エコマネーの普及促進
イベントにおけるＥＸＰＯエコマネーの発
総会や各種イベントにおいて、公共交通利用者にＥＸＰＯエコマネーを発行
行
公共交通の利用者が地下鉄駅等に設置したリーダーにタッチすると“ＥＸＰＯエコマ
交通エコポンの発行
ネー”が貯まり、エコ商品との交換や植樹への寄付に使用することができる交通エコポ
ンの発行
おいでんバス利用に伴うＥＸＰＯエコマ おいでんバス等（１０台）にＥＸＰＯエコマネーのカードリーダーを搭載し、バス利用者に
ネーの発行
ポイントを発行することで、バスの利用を促進
市内を運行しているコミュニティバス「あさぴー号」の利便性を向上させるため、「あいち
エコモビリティライフ促進モデル事業」に選定された「尾張旭市営バスあさぴー号を育
コミュニティバス利用者へのＥＸＰＯエコ
てる会」の協力を得て、「EXPOエコマネー」を試験的に導入し、インセンティブの付与な
マネー付与の実証実験
どの実証実験を実施。また、「EXPOエコマネー」に係るPRイベントなどで「エコ モビリ
ティ ライフ」のチラシ・啓発物品を配布
交通エコポンリーダーの設置

名古屋駅、荒子川公園駅、金城ふ頭駅及びあおなみウォーク開催時に交通エコポン
リーダーを設置し、公共交通機関利用を促進

愛知県
名古屋市
豊田市

尾張旭市

名古屋臨海
高速鉄道

５ その他
（１）公共交通の利便性向上に向けた取組の推進
「リニモビ」の運用

ＧＩＳ（地理情報システム）の地図上で、リニモ各駅に接続する路線、バス停、時刻表な
どの様々な情報が、パソコンや携帯電話から取得できるホームページ「リニモビ」を運
用

愛知県

バスのりかえマップの作成

愛環⇔バスのりかえマップ（岡崎版、豊田版、瀬戸版、春日井版）を作成

愛知県

エコ交通マップの作成

緑区でワークショップ、守山生涯学習センターで講座、天白区の池場地区でワーク
ショップを実施して、エコ交通マップを作成

豊橋市公共交通マップの更新

豊橋市公共交通マップ２００９年度版を発行

豊橋市

公共交通マップの改訂

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
転入者等に配布

岡崎市

シャトルバスの運行と利用促進

愛知工業大学が最寄駅から大学までのシャトルバスを運行させ、学生だけでなく教職 愛知県私立大
学協会
員に対してもマイカー利用を抑制。またシャトルバスに関する情報をホームページだけ （事務局：愛知
でなく、教職員向け学内冊子にも掲載し、積極的にシャトルバス利用を促進
工業大学）

乗車券サービスの向上

乗車券販売活動の拡大

情報提供スペースの拡大
転入者への市バス・地下鉄路線図・利
用案内の配布
ドニチエコきっぷ

通学要件を緩和した地下鉄学生定期券の新設、バス学生全線定期券（中学生以上）
の値下げ、バス学生全線定期券（小学生以下）の新設、バス・地下鉄共通学生全線定
期券の新設（３/１）など定期券サービスの向上とともに、夏休みなど期間限定の特別
割引きっぷを発売
イベントなどにおける乗車券販売を実施
ホテル等でのドニチエコきっぷの販売を実施
商店街・企業等の記念品などへのユリカ・一日乗車券の利用拡大
地下鉄駅において、お客様が、料金・乗車券についてのリーフレット、路線図、時刻
表、お出かけ情報などを利用しやすいよう、駅情報コーナーを充実とともに地域のイベ
ントやスーパー等集客施設で積極的に情報発信
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・利用案内を配布
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
格に設定した、土・日・休日及び毎月８日（環境保全の日）専用の市バス・地下鉄全線
一日乗車券を発売

名古屋市

名古屋市
交通局
名古屋市
交通局
名古屋市
交通局
名古屋市
交通局
名古屋市
交通局

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・ゆとりーとラインも含む）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

名古屋市
交通局

なごや地図ナビ

バス停・駅や市内の施設などから付近の地図を表示するサービスを交通局ウェブサイ
トで提供。表示されたバス停・駅から時刻表などの情報を提供し、また、表示されたバ
ス停・駅を出発地・目的地に設定することで経路検索（「なごや乗換ナビ」）とも連携

名古屋市
交通局

市バス停留所におけるQRコードでの案 全バス停にＱＲコードを貼り付け、該当する停留所を発着する系統の時刻・経路・料金
内
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
名古屋市中心部を走る基幹バス路線の沿線地域でのエコ・ハイブリッドバス導入を推
エコ・ハイブリッドバスの導入
進

名古屋市
交通局

名鉄バスマップの作成

名鉄バス

名鉄バスＭＡＰ（路線図）東部版・中部版・西部版の作成・配布

名鉄バス

（２）自転車による移動の推進
自転車道の整備推進
レンタサイクル（モグリン）

県内大規模自転車道３路線（武豊大府自転車道、豊田安城自転車道、田原豊橋自転
車道）をはじめとする自転車道の整備推進
都心外縁部のフリンジ駐車場（若宮大通駐車場）でレンタサイクルを実施。都心部への
過度な自動車流入を抑制するために、周辺駐車場の利便性を向上させる施策として
社会実験を実施

愛知県
名古屋市

コミュニティサイクル（名チャリ）社会実
験

名駅～栄地区の道路・公園・空地など３０箇所にステーションを設置し、放置自転車３０
０台を活用した自転車を貸出。実施期間は６０日間。なお、登録及び利用料は無料。ま
た、自転車の貸出、返却はスタッフにより管理。登録者数は約3万人。貸出総回数約１
０万回であり、当初、想定していた以上の成果

名古屋市

レンタサイクル

市内の公共施設等６箇所に３７台のレンタサイクルを配置し無料で貸出

春日井市

レンタサイクル
自転車マップの作成・配布

名鉄南安城駅にサイクルポートを新設し、市内１０箇所のポート（５７台）体制で、無料
レンタサイクルを運営
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市民と協働で作成し配布

安城市
安城市

自転車免許制度

市内の小学生を対象に講習会・筆記試験を行い、自転車運転免許を交付

安城市

レンタサイクル

公共交通機関の利用者を対象に、無料レンタサイクルを実施

小牧市

レンタサイクル

市内での移動手段として、レンタサイクル事業を実施（自転車は放置自転車を再利用）

知立市

レンタサイクル

無料レンタサイクルを実施

田原市

「みんなの自転車」

実施・関係機関に公共交通機関利用促進事業、およびサイクルトレインの社会実験の 持続可能な豊
かな社会をつく
広報
るネットワーク

自転車通行環境の整備

桜通で自転車走行空間の整備及び自転車道の社会実験の実施

中部地方
整備局

（３）環境にやさしい自動車利用の推進
ＥＶ・ＰＨＶの普及推進

「あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク」参加者との協働のもと、実証実験を実施し、その
結果をマスタープランに取りまとめ

愛知県

エコドライブ講習会

市民に対しエコドライブ講習会を開催

豊川市

エコカーの購入

ハイブリッド車２台、低燃費車の普通車１台、バス２台を購入

東栄町

低燃費ＬＰＧタクシー車両等の導入

平成２２年度燃料基準を達成し、かつ平成１７年排出ガス基準７５％低減レベルのＬＰ
Ｇタクシー車両、又はハイブリッドタクシー車両を導入

カーシェアリング

カーシェアリング事業を実施

愛知県
タクシー協会
名鉄協商

（４）ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進
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・快適性の向上を図る。

愛知県

環境ITSプロジェクトの推進

環境ITSのPR冊子・パンフレットを活用して、地域のITS推進団体等に対して環境ITSの
ＩＴＳ Ｊａｐａｎ
普及・広報活動を実施
※各構成員から提出いただいた取組・内容等を事務局で整理し、とりまとめております。

