
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

「エコモビの日」のＰＲキャンペーン
毎月第１水曜日に、ターミナル駅やショッピングセンターなどで「エコモビの日」のＰＲキャン
ペーンを実施

愛知県

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 愛知県

職員への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

職員による「エコモビの日」の実施 毎月第３木曜日を「エコモビの日」とし、「エコモビ」を啓発 津島市

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

西尾市

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 蒲郡市

職員によるノーカーデーの実施 職員のノーカー通勤を毎月第１水曜日に実施し、自家用車利用を自粛 犬山市

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。また、庁内でポスターの掲示、チラシを
配置

江南市

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を自粛 小牧市

市バスマップによる「エコモビの日」のＰＲ 22年度に作成したSバスマップに「エコモビの日」の宣伝シールを貼付し配布 新城市

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掛ける「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を配信することに合わせ「エコモビ」のＰＲも実施

尾張旭市

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

岩倉市

放送やネットワーク等によるＰＲ・働きかけ
「エコモビの日」前日に市役所来庁者・市職員に対して庁内放送・イントラネットで「エコモビ
の日」をＰＲ

豊明市

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「エコモビの日」PR。また、従来の毎月第
３水曜日のエコ通勤デーを周知

田原市

職員によるノーマイカーデーの実施 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 北名古屋市

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 「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

ポスター・チラシの掲示・設置等 市役所内にエコモビの日に関するポスター及びチラシを掲示し、周知 みよし市

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動車利用を自粛 東郷町

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を自粛 長久手町

放送やメール等による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

職員による「エコ通勤の日」の実施 職員を対象にエコ通勤を実施（毎月１日、19日、第１水曜日） 幸田町

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）
愛知県

経営者協会

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ 「エコモビの日」の周知、「エコモビ」推進の構内放送
愛知

高速交通㈱

職員による「エコ通勤デー」の実施
毎月第1水曜日を「エコ通勤デー」として通勤時の自家用車利用を自粛し公共交通機関を利
用

㈱エコスマイル

「エコモビの日」に運賃割引 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
NPO法人
HOMIES

（２）ＰＲ資材、広報媒体及び電子媒体を活用した普及啓発

ＰＲ資材の作成 「エコモビ」ＰＲ資材を作成し、広報活動に活用 愛知県

「エコモビ」啓発用ＤＶＤの活用 「エコモビ」啓発用ＤＶＤを活用した働きかけ 愛知県

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、県民生活プラザ広報コーナー、事
務室等において「エコモビ」ポスターを掲示

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

広報媒体を活用したＰＲ 広報番組などを通じた広報や広報誌、会報誌などに「エコモビ」関連の記事を掲載 愛知県

広報媒体を活用したＰＲ 消費生活情報紙「あいち暮らしっく」に「エコモビ」関連記事を掲載 愛知県

モビリティ・マネジメントの実施（ホーム
ページ）

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

名古屋市

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 豊橋市

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「まちバス」車内にて「エコモビ」パンフレットを随時配布 岡崎市

チラシの掲示 循環バスの車内に「エコモビ」チラシを掲示し啓発を実施 一宮市

広報誌によるＰＲ 広報誌により公共交通機関の利用を啓発 一宮市
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ポスター・チラシの掲示・設置等 継続してポスターを掲出 瀬戸市

「エコモビ」啓発用ＤＶＤの活用 市役所情報コーナーを始め、市内10か所にて月～金に１日２回上映 瀬戸市

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 半田市

広報紙によるＰＲ 広報紙に「エコモビ」の記事を掲載 津島市

ホームページによるＰＲ ホームページに「エコモビ」の記事を掲載 津島市

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 津島市

公共交通の維持・利用促進
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ようＰ
Ｒ

江南市

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 稲沢市

チラシの設置 カウンター上に設置又は公民館・市民館等に配布 東海市

チラシの設置 防災安全課カウンター、バス車内に掲示 知多市

ポスターの掲示 市役所都市計画課の窓口にポスターを掲示 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

広報紙によるＰＲ 広報紙にコミュニティバス利用促進と併せて「エコモビ」「エコモビの日」を掲載 弥富市

ホームページによるＰＲ 市ホームページに「エコモビ」「エコモビの日」を掲載 弥富市

ポスター・チラシの掲示・設置等 町内公共施設に掲示・設置 長久手町

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターを庁舎内に掲示 豊山町

広報誌によるＰＲ 広報おおぐち10月号に「エコモビ」や「エコモビの日」を紹介 大口町

広報誌によるＰＲ 「広報おおはる」に「エコモビの日」の記事を掲載 大治町

ポスター・チラシの掲示・設置等 庁舎北側廊下でポスターを掲示 蟹江町

ポスター・チラシの掲示・設置等 役場庁舎にポスターを掲示 東浦町

広報誌によるＰＲ 広報誌に「エコモビの日」の記事を掲載 東浦町

ポスター・チラシの掲示・設置等 掲示板にポスターを掲示 美浜町

ポスター・チラシの掲示・設置等 ７月に２週間、町の公共施設にて「エコモビの日」のポスターを掲示 武豊町

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターを掲示 設楽町

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスター・チラシの掲示及びポケットティッシュの配布 豊根村

広報誌によるＰＲ 「広報とよね」に「エコモビの日」の記事を掲載 豊根村

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
名古屋市

教育委員会

ポスター・チラシの掲示・設置等 平成24年度新入生にＰＲチラシを配布
愛知県

公立大学法人

業務用 「学内・事務連絡」による啓発 事務連絡「職場の省エネ歳時記」内記事で「エコモビ」を紹介（４月）
梅村学園
中京大学

ポスター・チラシの掲示・設置等 ポスターの掲出及びチラシの配布（10月上旬）
梅村学園
中京大学

ポスター・チラシの掲示・設置等 年間を通じて、附属図書館、学生ホール、本部棟にポスターを掲示し、啓蒙活動を実施 名城大学

ポスター・チラシの掲示・設置等 時宜に応じて啓発パンフレットを掲出
中部経済
連合会

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掲示
愛知県

経営者協会

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
愛知県商工

会議所連合会

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
愛知県商工

会議所連合会

広報誌によるＰＲ 機関誌「ぷろむ～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
愛知県商店街

振興組合連合会

車内放送等による呼びかけ バスの車内放送による「エコモビ」の呼びかけを実施
愛知県

バス協会

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報道を実施
愛知県

バス協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 本部事務所にポスター・チラシを掲示・設置
愛知県

トラック協会

広報誌によるＰＲ 広報誌｢トラックあいち｣11月号に「エコモビの日」の記事を掲載
愛知県

トラック協会
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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

名古屋市
交通局

ポスター・チラシの掲示・設置等 名鉄主要駅でポスターを掲示、チラシを配布 名古屋鉄道㈱

放送による呼びかけ 名鉄電車乗客向け案内放送による呼びかけ 名古屋鉄道㈱

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

環状鉄道㈱

放送やメール等による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
愛知

環状鉄道㈱

ポスター・チラシの掲示・設置等 本社玄関にポスター設置
名古屋臨海
高速鉄道㈱

ポスター・チラシの掲示・設置等 社内の各所にポスターを掲示するほか、チラシ等を設置
上飯田

連絡線㈱

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
上飯田

連絡線㈱

ポスター・チラシの掲示・設置等 駅構内でポスターを掲示
愛知

高速交通㈱

放送やメール等によるＰＲ・働きかけ
職員・関係者への「エコモビの日」を周知する回覧を実施。エコモビメールニュースの回覧を
実施

愛知
高速交通㈱

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 名鉄バス㈱

ポスター・チラシの掲示・設置等 ツアー待合室、乗務員休憩室、廊下などへ掲示 豊鉄バス㈱

バス時刻表への「エコモビ」ロゴの掲載 平成23年度作成の時刻表に「エコモビ」ロゴを掲載 豊栄交通㈱

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
名古屋市老人
クラブ連合会

「エコモビ」啓発用ＤＶＤの活用 ５月19日開催の理事総会後、エコモビＤＶＤを上映（エコモビリティライフについて話し合う）
愛知消費者

協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 各階掲示板および福祉サロンに掲示・設置
愛知県社会
福祉協議会

FMラジオ局での情報提供 FM放送等で外国人向けに「エコモビ」について情報提供
愛知県国際
交流協会

ポスター・チラシの掲示・設置等 ボランティアセンター入口前の掲示板に「エコモビの日」のポスターを掲示
愛・地球博ボラ
ンティアセンター

会報誌によるＰＲ
ボランティアセンター会報誌を通じ、ボランティアセンターの会員を対象に、「愛・地球博記念
公園をはじめ、ボランティア活動へ行く時は電車バスなどの公共交通機関をご利用下さい」
といった案内を実施

愛・地球博ボラ
ンティアセンター

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 中部経済産業局

（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

あいちエコモビリティライフ実践促進モデ
ル事業

県内の地域団体等から「エコモビ」の実践促進につながるモデル的な取組を募集し、選定さ
れた取組について、県が支援して、応募団体と共同で実施

愛知県

「エコモビ」ＰＲキャンペーンの実施
「エコモビの日」や土日祝日にエコモビＰＲラッピングをしたベロタクシーを名古屋・栄や県内
各地で運行するとともに、駅前やショッピングセンターなどにおいて啓発用ポケットティッシュ
を配布

愛知県

イベントを活用したＰＲ
各種イベントや市町村の取組等におけるブース出展やパネル展示、啓発資材の配布などに
より、「エコモビ」をＰＲ

愛知県

「県民の集い（仮称）」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（仮称）」を開催

愛知県

あいちエコモビリティライフ実践記募集事業
個人による「エコモビ」の実践を促すため、その体験談等を募集し、作品展示や公開を通じ
て、「エコモビ」の良さをＰＲ

愛知県

リニモウォーキングの開催
「リニモウォーキング」を「新緑、秋色、早春」の計３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

愛知県

わくわく体験リニモツアーズの開催
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、主に小中学生以下を対象
に、リニモの試乗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」を開催

愛知県

夏休み・リニモ親子教室の実施
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

愛知県

リニモ車両基地見学会の実施
一般県民を対象に、土日祝日に、リニモ体験乗車を行うとともに、ふだん見ることができない
リニモ車両基地の見学会を実施

愛知県

リニモ沿線魅力発見事業の実施
リニモの利用促進と沿線の活性化を図るため、リニモを使って沿線施設を訪れてもらう集客
イベントを実施

愛知県

次世代自動車シンポジウム・ニューモビ
リティ博覧会２０１１の開催

愛・地球博記念公園において、次世代自動車を実際に見たり、乗車等体験できるほか、関
係者が一堂に会する場を提供することで、次世代自動車の開発促進や普及・啓発を図る事
業を実施

愛知県

あいち地球温暖化防止戦略・あいち新
世紀自動車環境戦略推進大会

「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、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

愛知県

愛知県消費者行政推進計画への位置づけ 本計画の実施方針に基づき、「エコモビ」の実現を目指した施策に協力 愛知県

愛知県交通安全実施計画への位置づけ
平成23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、計画の
実施方針及び重点施策の中で、「エコモビ」の実現を目指した県民運動の展開を位置づけ

愛知県

カーフリー宣言
各種イベント会場等で、来場者等に週1回以上車の利用を控えることを宣言してもらう取組
を実施

名古屋市

モビリティ・マネジメントの実施（特定地
域対象）

緑区東部において、地下鉄延伸を契機として交通に関する意識啓発を行うとともに、意見交
換の場（座談会等）の開催

名古屋市

あおなみ線ツアーズ ７月～８月、３月に実施 名古屋市

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（４月２日及び秋頃実施） 名古屋市
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ゆとりーとライン自然観察教室 マメナシ観察会(４月10日)、木の実の観察とドングリ工作教室(10月23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

小学校での出前講座の実施 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

地域公共交通に関するシンポジウムの
開催

公共交通に関するシンポジウムを実施 豊橋市

イベントを活用したＰＲ 各種イベントに出展し、公共交通の利用に関する啓発活動を実施 豊橋市

地域公共交通利用促進イベントの開催 公共交通の利用に関する体験型のイベントを実施 豊橋市

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 岡崎市

会議や掲示板によるＰＲ・働きかけ
職員に対し、庁議で情報提供（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

瀬戸市

イベントを活用したＰＲ 「瀬戸市みんなの生活展」において、ポスターを掲出しチラシを配布 瀬戸市

イベントを活用したＰＲ せと・まるっと市民生活祭において、「エコモビの日」をＰＲ 瀬戸市

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
を促進するチラシを作成し、地域住民に配布

利用促進のためのグッズの作成及び配布

エコドライブ講習会
年４回自動車学校にてエコドライブ講習会を実施。講習会の中で、新しくJAF講師による講
座や電気自動車の体験も実施

豊川市

広報紙によるＰＲ 毎月15日号の広報紙に、公共交通機関（電車）の利用を促す記事を掲載 碧南市

自転車マップの作成・配布
エコ通勤への転換等に役立てるため、市民の参加により自転車走行環境等のマップを作
成・配布

刈谷市

イベントを活用したＰＲ 10月25日開催の「安城サンクスフェスティバル」に出展し、「エコモビの日」をＰＲ 安城市

イベントを活用したＰＲ イベントにおいて「エコモビの日」のポスター、チラシを掲示・配布 安城市

商工会議所への働きかけ エコモビイベントの開催協力呼びかけ 蒲郡市

赤い電車応援団活動との連携 名鉄西尾・蒲郡線の利用促進の呼びかけ 蒲郡市

イベントを活用したＰＲ
10月に開催される「小牧市民まつり」や11月に開催される「2011いきいきこまき」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

小牧市

イベントを活用したＰＲ 市内で行われるイベントにおいて、バスの利用促進をＰＲ 新城市

バス利用促進イベントの開催 １市３町村連携イベントを開催 新城市

イベントを活用したPR 「尾張旭駅前にぎわいフェスタ」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 桶狭間古戦場まつり・豊明まつりでＰＲ 豊明市

イベントを活用したPR 「にっしん市民まつり」でチラシ・啓発品を参加者に広く配布 日進市

にっしんエコファミリー制度
平成23年度から実施する「にっしんエコファミリー宣言事業」において、参加者の省エネチャ
レンジ項目に「自家用車に乗らないで公共交通機関で移動する」「１週間に１日は車の運転
を控える」を設定

日進市

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
料の実施

田原市

イベントを活用したPR 10月開催の「こどもエコばんぱく」において、「エコモビ」、「コミュニティバス」をＰＲ 東郷町

会議での働きかけ 長久手町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 長久手町

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

イベントを活用したPR
愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所主催による展示会「メッセナゴヤ2011」で地域企業、
一般にＰＲ

愛知県商工
会議所連合会

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た「環境にやさしいバス」の利用
を呼びかけ、啓発グッズを配布

愛知県
バス協会

掲示板によるＰＲ・働きかけ インターネット連絡網にて呼びかけを行うとともに常時閲覧用に貼付を実施
愛知県

バス協会

タクシー事業の「グリーン経営」認証取
得勉強会の開催

秋頃に「グリーン経営」認証取得勉強会を開催
愛知県

タクシー協会

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・利用案内」を配布

名古屋市
交通局

｢ハッチーキッズクラブ｣

23年度会員数：643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
・「施設見学会」（夏休み期間中）・・・徳重車庫の見学
・「ファンの集い」（12月）・・・市バス・地下鉄クイズ大会など
・２月頃に３回目のイベントを実施

名古屋市
交通局

｢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。
春開催の7回について終了しており、22,826名の方が参加(平均3,261名)。１回の 高参加
者数は6,308名を記録。秋は９～11月に実施

名古屋市
交通局

瀬戸市
瀬戸市地域公共交通総合連携計画、瀬
戸市地域公共交通会議による施策の推
進
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交通局出張トーク
区政協力委員会と女性会に加えて、23年度より交通局の施設見学に訪れた方を対象に実
施。施設見学の対象には66団体程度での開催を目標。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

名古屋市
交通局

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

旅客鉄道㈱

「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
東海

旅客鉄道㈱

「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。その一環として、環境
キャンペーンを実施

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

親子で学ぶエコ教室 「エコムーブトレイン」を使った「親子で学ぶエコ教室」を開催 名古屋鉄道

名鉄グループ提供ラジオ番組 ＺＩＰ-ＦＭで放送 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

イベントによる職員・関係者へのＰＲ・働
きかけ

社内・グループ内のイベントで、従業員や家族にチラシや啓発グッズを配布 名鉄バス㈱

イベントを活用した公共交通利用促進ＰＲ
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

名鉄バス㈱

小学校出前講座 「バスの乗り方教室」を実施 名鉄バス㈱

イベントを活用したＰＲ 「とよはしバスの日」ハイキングにおいて、参加されたお客様に啓発グッズを配布 豊鉄バス㈱

イベントを活用したＰＲ 平成23年度の「尾張旭ふれあいフェスタ」でチラシを配布 豊栄交通㈱

スタンプラリーの実施
尾張旭市営バスにおいてスタンプラリーを実施（あさぴー号を育てる会、尾張旭市役所と実
施）

豊栄交通㈱

「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 トヨタ自動車㈱

ブログによる呼びかけ スタッフブログで「エコモビ」を呼びかけ（３か月に１回程度、記事を投稿）
「楽チンけった」
レンタル事務局

ツイッターによる呼びかけ ツイッターで「エコモビ」を呼びかけ（毎月投稿）
「楽チンけった」
レンタル事務局

イベントを活用したＰＲ 県下６支部で消費者被害未然防止キャンペーンと兼ねて「エコモビ」のＰＲを実施
愛知消費者

協会

イベントを活用したＰＲ 11月開催の協会主催シンポジウム参加者に啓発チラシなどを配布
愛知消費者

協会

「やろまいか！愛・地クリーンアップ」参
加者を対象にした公共交通機関での参
加促進の啓発

愛・地球博記念公園の周辺道路及びリニモ沿線（公園西～八草間）の清掃活動時での公共
交通機関の利用促進（事業（活動）を年４回（５月・９月・11月・３月）開催）

愛・地球博ボラ
ンティアセンター

公共交通機関を利用した地域資源発掘
事業

「なごやのたからものさがしツアー」など、街歩きを主体とした事業で駅・周辺エリアで授業を
展開

大ナゴヤ・ユニ
バーシティ・ネット
ワーク

交通エコロジー教室の開催 愛知県、岐阜県の２か所で小学生親子を対象に体験型講座を実施 中部運輸局

「鉄道の日記念イベント」の開催 平成23年10月８日～９日に鉄道・索道のＰＲイベントを開催 中部運輸局

出前講座「バスに乗ろう！（いろいろな
バスの乗り方）」の実施

愛知県岡崎市内の小学校低学年を対象に開催（日々の生活においてバスに乗ったことのな
い小学校児童に対し、事業者及び運輸局担当者がバスの乗り方や交通安全等の啓発活動
を実施）

中部運輸局

リニモガイドツアー 引き続き養成講座を開催するとともに、連休や夏休みなどに「リニモガイドツアー」を開催 リニモクリエイト

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

県内企業・団体などへの働きかけ
21年度に作成した「エコ通勤の進め方」を活用して、県内の企業や団体、学校などに対し
て、「エコ通勤・エコ通学」の実践を働きかけ

愛知県

リニモ沿線地域における住民への働きかけ リニモ沿線地域の大学の学生を対象にしたモビリティ・マネジメントを実施 愛知県

通勤・通学レンタサイクルの実施
リニモ定期券所持者（中学生以上）を対象とした「通勤・通学レンタサイクル」（無料、140台）
を実施

愛知県

「とよはしエコ通勤」
エコ通勤実践者に対する報奨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
勤率を50％を目指す、「とよはしエコ通勤」運動を実施

豊橋市

モビリティ・マネジメントの実施 モビリティ・マネジメントを実施 豊橋市

広報紙による「エコ通勤」のＰＲ 「はんだ市報」に「エコ通勤」実施促進に関する記事を掲載 半田市

職員へのモビリティ・マネジメントの実施 職員向けのモビリティ・マネジメントの実施 津島市

交通需用マネジメント（TDM）施策 エコ通勤をすすめる会の実施 豊田市

自転車購入費補助金交付事業（市民対
象）

自動車通勤者が通勤の全部ないし一部を自転車通勤に転換し、電動アシスト自転車を購入
した場合、４万円を上限に購入費の３分の１を補助

安城市

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、ポイントに応じた報奨金（サルビア商品券）を支給

安城市

職員への自転車購入補助
自転車通勤に変更する場合の自転車の購入、また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

安城市

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

「春の交通安全」立哨活動に伴う呼びかけ 「春の交通安全」立哨活動に伴うノーカー、安全マナー呼びかけ（４月中旬）
梅村学園
中京大学
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「秋の交通安全」立哨活動に伴う呼びかけ 「秋の交通安全」立哨活動に伴うノーカー、安全マナー呼びかけ（９月下旬）
梅村学園
中京大学

「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 トヨタ自動車㈱

広報誌による「エコ通勤」のＰＲ 広報誌（エコミュート）でエコ通勤の促進をＰＲ（22年度と同程度発行）
豊田都市

交通研究所

エコ通勤の促進
自転車を駅と事業所間で利用してもらいエコ通勤を促進（22年度からの継続と新規実施事
業所）

豊田都市
交通研究所

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、新たに作成された案内パ
ンフレット・チラシを関係機関等に配布

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の実施 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 一宮市

職員によるノーカーデーの実施 市職員の通勤手段について、毎月第２週を「ノーカーデー週間」とし、庁内で啓発 碧南市

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を定め、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

安城市

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

西尾市

職員によるノーカーデーの実施 毎月１日、15日にノーカーデーを実施し、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、乗り合い
通勤の実施

月１回のノーマイカーデーの呼びかけを継続的に実施 新城市

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の実施 毎月第１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 大府市

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 知立市

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 豊明市

職員によるノーカーデーの実施
市役所の職員（保育園等一部施設を除く）を対象に、毎月任意の日に２回以上自動車を使
用せず通勤するよう呼びかけ

日進市

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 田原市

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 清須市

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 弥富市

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の実施 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の実施 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 阿久比町

職員によるノーマイカーデーの実施
職員のノーマイカーデーの取組として、年間を通じ18日を目標に通勤時の自家用車利用を
自粛

東浦町

職員によるノーカーデーの実施 毎月金曜日のうち２回をノーカーデーとして職員の通勤時の自家用車利用を自粛 武豊町

職員によるノーマイカーデーの実施
大学広報に「ECO　WORD」として「車通勤は確かに便利、でも環境のために、１週間に１度
公共交通機関で通勤してみませんか？」を掲載

名城大学

職員によるエコ通勤の実施 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
中部経済
連合会

職員による「エコ通勤」の実施 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「エコ出張」の実施 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

カーフリーデーの実施 毎月１回、各部署ごとにカーフリーデーを設定して、通勤時の自家用車利用を自粛 トヨタ自動車㈱

職員による自転車の利用 普段の移動手段に自転車の利用を推進 ㈱エコスマイル

所員による「エコ通勤」等の推進
多くの所員が通勤時及び業務時間中の移動において、通常は公共交通または自転車によ
る移動を実施

㈱都市研究所
スペーシア

職員によるノーマイカーデーの実施
運輸局庁舎へのマイカー通勤禁止
支局・事務所へのマイカー通勤自粛励行（月１回以上）

中部運輸局

職員による「エコ通勤」の実施 職員全員が公共交通機関を利用した通勤を実施
中部地方環
境事務所

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

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

リニモ沿線地域におけるパーク＆ライド
の普及推進に係る調査

リニモ駅周辺におけるパーク＆ライド推進に向けた調査等を実施 愛知県

（２）県内各地におけるパーク＆ライドの普及推進
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パーク＆ライドの普及推進に係る調査
22年度実施の駐車場実態調査による基礎データ等を活用し、効果的なパーク＆ライドの実
施手法の検討などを実施

愛知県

店舗利用型Ｐ＆Ｒ駐車場の普及 駅周辺の店舗駐車場（県内４店舗）を活用した店舗利用型Ｐ＆Ｒ駐車場を普及 愛知県

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＆ライド駐車場の整備・確保　（計50台） 名古屋市

パーク＆ライドの推進 パーク＆ライド駐車場の整備（八草駅） 豊田市

パーク＆ライドの推進 新駅周辺におけるパーク＆ライド駐車場の整備、幸田駅西駐車場の拡張に伴う駐車場整備 幸田町

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）
名古屋ガイド
ウェイバス㈱

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 名鉄協商㈱

４　公共交通の利用に対する動機付け

（１）公共交通利用者への運賃補助など

「ふじかぁ～ど」の実施
バス利用者にポイントを発行し、ポイントをためるとバス無料利用券として使用できるキャン
ペーンを実施（ポイント発行期間：平成23年7月1日～平成23年8月31日、無料券利用期間：
平成23年7月1日～平成23年12月28日）

津島市

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

西尾市

バス料金の補助 市内循環バスの利用料金を５月中の土曜日に限って市が負担し、バスの利用を促進 北名古屋市

（２）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

公共交通利用者に対するサービスのＰ
Ｒ・働きかけ

Ｗｅｂページ「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

愛知県

イベントにおけるリニモ利用特典の実施 イベント等において、リニモ利用促進に向け、リニモ利用特典を実施 長久手町

なごや得ナビ 名古屋市内の百貨店における優遇店舗の増加の推進
中部百貨店

協会

なごや得ナビ
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」の発行回数を従
前の年２回（各25万部）から年４回（各10万部）に変更して旬なイベント情報なども掲載する
ことで、市バス・地下鉄利用によるおでかけを促進

名古屋市
交通局

「イオンドーム前ＳＣお帰り切符」の配布
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

名古屋ガイド
ウェイバス

（３）交通エコマネーの普及促進

イベントにおけるＥＸＰＯエコマネーの発行 各種イベントなどにおいて、公共交通利用者にＥＸＰＯエコマネーを発行 愛知県

公共交通エコポイントの発行
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“エコポイント”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公共交通エコポイントの発行

名古屋市

おいでんバス利用に伴うＥＸＰＯエコマ
ネーの発行

おいでんバス等にエコマネーのカードリーダーを搭載し、バス利用者にエコポイントを発行
することで、バスの利用を促進

豊田市

交通エコポンリーダーの設置 あおなみウォーク開催時等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
名古屋臨海
高速鉄道㈱

交通エコポンの発行
市営地下鉄、あおなみ線の主要駅改札内に設置する無人リーダーによる公共交通利用ポ
イントの発行

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４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

エコデザイン市民
社会フォーラム

豊田市営バス利用によるポイント発行 おいでんバス等38車両に設置する専用リーダーによる公共交通利用ポイントの発行
エコデザイン市民
社会フォーラム

公共交通利用によるお買い物でのポイ
ント発行

当日の1,000円以上のレシートを認証し、店舗リーダーにタッチ。
豊田市営バス駅・バスリーダーのタッチ履歴と照合しポイント発行

エコデザイン市民
社会フォーラム

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・バス乗継ぎマップ 「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バス路線、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

エコ交通マップの作成 名古屋市内でワークショップを実施 名古屋市

豊橋市公共交通マップの更新 「豊橋市公共交通マップ2011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
者などに配布

岡崎市

コミュニティバス「まちバス」の実証運行
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
えのために閉鎖している市役所駐車場を開放

岡崎市

コミュニティバス・乗合タクシーの実証運行
額田地域の下山地区、形埜地区、宮崎地区、豊富地区（鳥川）の４地区において実証運行
を本格運行化

岡崎市

市内コミュニティバス等実証運行事業 秋頃に、市内各地域を結ぶ基幹路線および地区内を運行する地域路線の実証運行を開始 豊川市

交通需用マネジメント（TDM）施策 特定事業者向けのバス利用促進のための交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の実施 豊田市

バス回数券の利用促進 市商工会と連携し、加盟店においてバス回数券の販売とＰＲを実施 新城市

公共交通空白地域におけるコミュニティ
バス（乗合タクシー）の実証実験

平成22年度のコミュニティバス（ジャンボタクシー）の実証運行をダイヤ変更等を行い引き続
き実証運行を実施

田原市

コミュニティバス（巡回バス）の運行 巡回バスの利便性向上について検討 愛西市
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コミュニティバス「きよす　あしがるバス」
実証実験・実証運行

清須市の足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

清須市

コミュニティバスの利便性向上に係る実
証実験

平成22年度の見直しを踏まえて、４月１日から新ルート・ダイヤで運行 長久手町

阿久比町循環バスの試行運行 平成23年度後半から循環バスの試行運行（３年間）を実施 阿久比町

利便性の高いコミュニティバスの運行 本格運行を開始 東浦町

武豊町コミュニティバスの試行運行 ２ルートによる試行運行を実施 武豊町

予約バスの運行
空バスを防ぎ運行距離の短縮等を図るため、乗客の少ない昼間に運行するバスを予約バ
スとして運行

東栄町

シャトルバスの運行と利用促進
愛知工業大学で教員のマイカーによるキャンパス間（八草―自由が丘間）の移動を抑制す
るため新たにシャトルバスを運行

愛知県私立大学
協会（事務局：愛

知工業大学）

乗車券のお買い求めやすさの向上 定期券の地下鉄全駅での発売を実施
名古屋市
交通局

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・利用案内を配布

名古屋市
交通局

ＩＣカード乗車券の導入・普及促進

・他の交通機関との相互利用サービスに向けた整備（ＪＲ東海「ＴＯＩＣＡ」との相互利用を24
年春に、ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」との相互利用を25年春に、それぞれ実施）
・相互利用できる交通機関の全国的な拡大（「ＴＯＩＣＡ」、「Ｓｕｉｃａ」に加え、ＪＲ北海道の「Ｋｉｔ
ａｃａ」、ＰＡＳＭＯ協議会の「ＰＡＳＭＯ」、スルッとＫＡＮＳＡＩ協議会の「ＰｉＴａＰａ」、ＪＲ西日本
の「ＩＣＯＣＡ」、福岡市交通局の「はやかけん」、西鉄の「ｎｉｍｏｃａ」、ＪＲ九州の「ＳＵＧＯＣＡ」
との全国的な相互利用の実施（25年春）)

名古屋市交通局
名古屋鉄道
豊橋鉄道

名古屋臨海
高速鉄道

名古屋ガイド
ウェイバス
名鉄バス

ドニチエコきっぷ
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。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コードでの案内
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
交通局

サイクルトレイン サイクルトレインの試験運行（４／２９～５／８間の休日）を実施 豊橋鉄道

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 名鉄バス㈱

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
（21年3月運行開始、22年度2両→4両）

名鉄バス㈱

路線バス全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（22年度導
入）するサービスを実施

名鉄バス㈱

（２）自転車、徒歩などによる移動の推進

自転車道の整備推進
大規模自転車道２路線（豊田安城自転車道、田原豊橋自転車道）をはじめ、７路線（９箇所）
の整備を推進

愛知県

公用自転車の導入
産業労働部共用自転車を導入し、近場への移動に自転車を利用するなど、「エコモビ」を推
進

愛知県

コミュニティサイクル（名チャリ）社会実験
将来の導入に向けて、民間企業による事業運営を主体とした、持続可能な事業モデル構築
と費用対効果を検証（社会実験の予定なし）

名古屋市

レンタサイクルの実施 市内の公共施設等７箇所に42台の自転車を配置し、無料レンタサイクルを実施 春日井市

レンタサイクルの実施
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（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）

安城市

自転車マップの配布
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

安城市

レンタサイクル事業の実施
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（平成23年４月～平
成24年３月）

小牧市

レンタサイクル事業 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ステーションを設置） 知立市

レンタサイクルの実施 無料レンタサイクルを実施 田原市

レンタサイクル実証実験事業「きよす
あしがるサイクル」

市内の公共交通機関の駅、観光施設に貸出・返却ポイントを設置し、レンタサイクル事業を
実施

清須市

三人乗り自転車貸与事業 普通車10台　電動アシスト車11台　貸与開始（１年間）　　 扶桑町

三人乗り電動自転車貸与事業 電動アシスト自転車20台　 蟹江町

電動アシスト自転車購入費補助金
日常の交通手段を自転車から電動アシスト自転車へ転換するため、町民を対象に年間50
台を目処に購入補助を実施（１台当たり上限20,000円）

幸田町

ベロタクシー運行事業 ベロタクシーの運行（1万人の利用を目標とし、県内の環境イベントに積極的に参加） ㈲トナータ通信

（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」の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、アクションプランに沿って実践

愛知県

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

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、会員が環境に優しいタク
シー事業を展開

愛知県
タクシー協会

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の展開を
推進

愛知県
タクシー協会
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電気自動車充電スタンドの設置
電気自動車普及啓発のため、アピタ刈谷店・アピタ岡崎北店・アピタ長久手店、ピアゴ蟹江
に電気自動車充電スタンドを設置

ユニー㈱

カーシェアリング事業の展開 カーシェアリング事業の実施（ステーション数、車両台数を拡大） 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
地域等からの要請に対応して、環境ITSのコンセプトと具体事例（かしこいクルマの使い方）
を、関係先に紹介

ＩＴＳ　Ｊａｐａｎ

※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。
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