
令和２年度の取組結果（構成員の取組一覧）
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

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

庁内掲示板や庁内放送等により、「エコモビの日」をPR 愛知県

エコモビ実践キャンペーン期間中市役所にポスターを掲示したほか、職員が閲覧できる庁内
イントラネットの掲示板を用いて周知を行った。

岡崎市

毎週第３水曜日を市の「エコモビの日」として、庁内電子広報板に掲載し、エコモビの普及
啓発、エコ通勤の呼びかけを行った。

津島市

職員が日頃よく目にする掲示板を使用し、エコモビをＰＲした 碧南市

【未実施】月末に職員用掲示板にて職員へ周知
※令和２年度は新型コロナの状況を鑑み未実施

犬山市

庁内イントラネットで周知 豊明市

毎月掲示板にエコモビの日について掲載 北名古屋市

市職員に対してイントラネットで「エコモビの日」を掲載 あま市

「広報おおはる」にて「エコモビの日」をPR 大治町

広報紙（全戸配布）へ掲載し、広く町民へPRする 設楽町

会報誌へ情報を掲載 愛知県タクシー協会

事務所内の見やすい位置にポスターやチラシの設置 上飯田連絡線(株)

社内一斉連絡にて周知 (株)小野組

｢エコモビの日｣に合わせた、各種媒体によるPR
名古屋空港ビルディン
グ(株)

「エコモビの日」を社内メールにて展開し、従業員に周知を図っている。 藤本建設(株)

「エコモビの日」に関連するチラシを社内に掲示 (株)ハクセイ

『エコモビの日』に合わせ、掲示板など目につく所にＰＲ (株)長谷基業

メールで頂いたメールマガジン等、マーカーで色を付けて配布 田中建設工業(株)

「エコモビの日」のチラシを配布 第二制作(株)

「エコモビの日」に関する記事を掲示板に掲示し、周知した。
(株)コアズ名古屋事業
本部

ポスターの掲示、職員会で啓発 (株)ごんだ

社内用SNSに加え、安全委員会でも開催を周知 辻村工業(株)

事務所掲示版にポスター掲示 (株)桐山組

チラシの職員への回覧、メール送信
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

エコ通勤の実施を促進するため、対象者に対して詳細の説明を行った。その結果、実施率７
割以上を達成。

瀬戸市

【未実施】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施なし 半田市

毎月第１水曜日を特に地球環境を考える日としてエコライフDAYに設定。出かけるときは自転
車や公共交通機関を利用するよう啓発。

春日井市

毎月第１水曜日を「エコモビの日」とし、職員に実施を呼びかけ 蒲郡市

【未実施】月末に職員用掲示板にて職員へ周知
※令和２年度は新型コロナの状況を鑑み未実施

犬山市

庁内イントラネットで通勤・退勤時間に対応するコミバスの時刻表を掲載 豊明市

毎月掲示板にエコモビの日について掲載 北名古屋市

事務局職員によるエコ通勤の実施 愛知県タクシー協会

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 上飯田連絡線(株)

社内会議での連絡 (株)小野組

全社員参加時の工程会議で自転車通勤を呼び掛けた。 豊川舗装(株)

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

昭和土建(株)

毎月第３金曜日をｴｺ通勤日とし、通勤時の相乗りの推進 稲沢建設(株)

毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」に設定し、エコ通勤を実施した。
(株)コアズ名古屋事業
本部

各所にポスターやチラシ（事務局提供）を掲示、呼びかけ・実践 (株)西尾組

「エコ通勤デー」として毎月第1水曜日の徒歩通勤としていたが複数回実施した月もあった。
株式会社ジェイアール
東日本企画　中部支社

「エコモビ」ポスター、キャンペーンポスターの職場内掲出。
(株)ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューション
ズ中部支社

コロナ禍でエコ通勤者が少なかった 大興建設(株)

朝礼時に案内し、周知徹底した 大精建設(株)

エコモビの日を社内で周知し、実践。 (株)松本組

事務系の職員によるバス通勤 (株)桐山組

会議でエコ通勤を呼びかけ、3名が徒歩にて通勤した 山一建設(株)

掲示板、イントラネット、広報誌等に
よる｢エコモビの日｣PR

【上記以外の取組団体】みよし市、幸田町、愛知高速交通(株)、大興タクシー(株)、(株)井藤工業、マイナミ空港
サービス(株)名古屋事業所、一般財団法人日本不動産研究所東海支社、美吉建設(株)、(株)水谷組、(株)イチマル
イチ、ヒカリ・レンタル(株)、日愛工業(株)

｢エコモビの日｣におけるエコ通勤等の
実施
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
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、相乗りなどによるエコ通勤を推進

(株)渡邊組

エコ通勤デーの呼びかけ
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

（２）ＰＲ資材、広報媒体及び電子媒体を活用した普及啓発

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
愛知県及びエコモビ協議会構成員が主催するイベントでのチラシ配布、新規加入団体へのチ
ラシの送付

愛知県

環境情報紙「環境かわら版」に「エコモビ」の記事を掲載 愛知県

・県民相談・情報センターの広報コーナー、事務室、あいちNPO交流プラザ等において「エコ
モビ」ポスター・チラシ等を掲示・設置
・県営名古屋空港ポスターや航空空港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）

愛知県

事務局より配布されたチラシを関係課に配架 名古屋市

事務局から提供されるチラシの配布 豊橋市

チラシを窓口に設置した。 瀬戸市

庁舎及び市内公共施設にて、ポスター・チラシを掲示 半田市

窓口にチラシを設置し啓発 春日井市

「エコモビリティライフ」についてのチラシを情報コーナーに配架。 豊田市

各支所にポスター掲示 西尾市

担当課より、市内施設（体育館、公民館等）に掲示・配布を依頼した。 常滑市

市役所等の公共施設にポスター・チラシを掲示・設置 江南市

カウンターにポスター・チラシを配架。 知多市

庁舎内にチラシを配架 清須市

各公共施設にポスターやチラシを掲示及び設置。 あま市

ポスター・チラシを市役所内に設置 長久手市

多くの人が出入りする役場ロビー及び担当課窓口にエコモビチラシを掲示 東郷町

ポスターの掲示、チラシの配架 大治町

庁舎内においてポスターの掲示、チラシの配布をおこなった。 南知多町

事務局から送付されるチラシを配布した 武豊町

多くの方の目に触れる場所（エントランス等）への掲示 設楽町

ポスター掲示、チラシの回覧
愛知県公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会

新入学生に対してチラシで「エコモビ」をＰＲ 愛知県公立大学法人

適宜ポスター等を掲示 学校法人 愛知大学

職員・来訪者にも周知するため、事務所会議室に掲示
愛知県商店街振興組合
連合会

人目に付きやすい場所への設置および掲示 蒲郡商工会議所

会員へチラシの配布、事務局内にポスターの掲示 愛知県タクシー協会

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
・令和2年度実績85件

名古屋市交通局

チラシの配布による普及啓発活動
近鉄グループホール
ディングス(株)

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 愛知環状鉄道(株)

事務所内にポスターの掲示
中部国際空港連絡鉄道
(株)

本社及び大曽根駅においてポスター掲示
名古屋ガイドウェイバ
ス(株)

コロナ禍において、お客様が安心してご利用いただける周知を本年度は意識して実施した。 名鉄バス(株)

社内一斉連絡にて周知 (株)小野組

本社内にポスター・チラシを掲示している 藤本建設(株)

掲示した旨を社内会議にて説明をした (株)丸加木材製作所

エコモビに関するチラシを社内に掲示 (株)ハクセイ

事務所内にポスター・チラシを掲示・設置 昭和土建(株)

社内報への掲載、朝礼での周知 (株)安藤工務店

ポスターは社外の方々にも目につくような玄関ホールに掲示 (株)長谷基業

事務所内にポスターを掲示、社員にチラシを配布 第二制作(株)

毎週水曜日に定例会議を催しており車両安全運転教育と同時にチラシ等を活用して啓蒙を
図った。

セクダム(株)

ポスターを社内に掲示するとともに、チラシを隊長会議、統括責任者会議で配布した。
(株)コアズ名古屋事業
本部

各所にポスターやチラシ(事務局提供)を掲示、配布 (株)タスクールPlus

「エコモビメールニュース」メールの社内展開。
毎月1日の朝礼において「エコモビの日」の周知とイベントのＰＲを行う。

(株)ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューション
ズ中部支社

会社入口へポスターを掲示 宮田電工(株)

社内で掲示、配布した 大興建設(株)

休憩所、及び玄関等にエコモビに関するポスターを掲示、又朝礼等により呼び掛けている。 平野建設(株)

事務所窓口にポスターを掲示することで社内だけでなく社外に向けてもPRできた 大精建設(株)

社内入り口及び管理現場25か所にエコモビに関するポスターを掲示。
(株)クリーン工房　名
古屋支店

【上記以外の取組団体】日進市、名古屋タクシー協会、(株)ティー・オー・エム、吉田工機(株)、辻村工業(株)、
(株)都市造形研究所

ポスター・チラシの掲示・配布等
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

事務所内にポスター掲示 (株)川瀬電気工業所

ポスターの掲示、職員会で啓発 (株)ごんだ

目の屆くところに提示できた (株)オクミカワ

社内掲示板および社内用SNSにチラシPDFを掲載 辻村工業(株)

事業所受付にポスター・チラシを設置し、エコモビを普及
ショーボンド建設(株)
名古屋支店

事業所受付にポスター・チラシを設置し、エコモビを普及 中部化工建設(株)

社員及びお客様の目にとまるよう、会社の玄関へチラシを掲示。 岡本組(株)

見やすい場所に掲示。明るい色使いのチラシ作製に心がける。 吉永建設工業(株)

改善後の報告をメールで配信 (株)千田土木

社内にポスターを掲示 護人建設(株)

従業員が日々朝礼を行う場所にポスターを掲示することにより、エコ通勤に対する意識がた
かまりました。

九州興業(株)

来訪者を含め広く啓発できた。
(公財)愛知県老人クラ
ブ連合会

理事会等の役員会で周知
(公社)名古屋市老人ク
ラブ連合会

あいち国際プラザ内にてポスター・チラシの掲示・設置した
(公財)愛知県国際交流
協会

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
愛知県地球温暖化防止
活動推進センター

事務局内の目につきやすいところに掲示し、啓発活動に努めている。
愛知県地域婦人団体連
絡協議会

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 宗教法人　光泉寺

職員や来所者の目に留まるよう総務課の入口付近に掲示した
(公財)愛知県都市整備
協会

掲示板や会議等を活用し、ポスター掲示・チラシ配布等エコモビの啓発を行う (公財)愛知公園協会

事業所の掲示板にポスターを掲示した
ＮＰＯ法人ライフス
テーション・あいち

事務局からのチラシを目立つところに掲示、配置することによって、エコモビについてより
多くの職員・利用者様へ知っていただくことができた。

NPO法人　クオーレ

当事務所においてポスター掲示を行った。 中部地方環境事務所

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(庁内関
係課へも配信)

愛知県

エコモビメールニュースを各所属に配信 愛知県教育委員会

公共交通の利用促進を目的としたイベント情報を掲載 西尾市

配信メールを局内において周知
愛知県公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会

職員に対してメールで「エコモビ」をＰＲ 愛知県公立大学法人

「エコモビメールニュース」を各社員に配布 愛知環状鉄道(株)

あいちエコモビメールニュースの社内供覧 上飯田連絡線(株)

事務局からのメールニュースを社内において周知
中部国際空港連絡鉄道
(株)

事務局から送付されるメールニュースを活用した｢エコモビ｣に関する各種情報の周知、PR
名古屋空港ビルディン
グ(株)

事務局配信のﾒｰﾙﾆｭｰｽを各部長に転送を行い、部内での周知を図った。
(株)ナルセコーポレー
ション

『メールニュース』を印刷し、社内回覧することで、休日の公共交通機関利用の促進、動機
付けを図る

(株)長谷基業

「エコモビメールニュース」を社員に配布し共有 第二制作(株)

社内全員のﾊﾟｿｺﾝは社内LANを構築しておりｴｺﾓﾋﾞからのﾒｰﾙﾆｭｰｽを全員に配信を行った。 セクダム(株)

イントラネット掲載と同時に事務局メール記載のイベント等への参加を呼び掛けた。
株式会社ジェイアール
東日本企画　中部支社

事務局から送付されるメールニュースを活用した｢エコモビ｣に関する各種情報の周知、PR (株)タスクールPlus

社内掲示板を活用し「エコ通勤デー」の実施日を周知。
社内での参加呼びかけ。

(株)ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューション
ズ中部支社

所内会議で周知できた (株)オクミカワ

メールニュース活用と共に実施の啓発 中野建設(株)

社員休憩所掲示板等目につきやすい場所に掲示。 吉永建設工業(株)

開封通知をつける (株)千田土木

毎週木曜日の会議において、事務局からのメールニュース等を使用し、社員全員に「エコモ
ビ」に関する情報をPR。

(株)稲吉建設

「エコ交通をすすめる会」事務局として、会員事業所へ配信するメールマガジン（4回発行）
にエコモビのメールニュースで得た情報を活用

(公財)豊田都市交通研
究所

事務局から送付されるメールニュースを活用した｢エコモビ｣に関する各種情報の周知、PR 宗教法人　光泉寺

【上記以外の取組団体】愛知県市長会、愛知県町村会、刈谷市、新城市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、豊
根村、名古屋市教育委員会、愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会、愛知県商工会連合会、(一社)愛知県観光協会、中
部百貨店協会、(公社)愛知県バス協会、名古屋タクシー協会、東海旅客鉄道(株)、名古屋鉄道（株）、名古屋臨海
高速鉄道(株)、愛知高速交通(株)、豊鉄バス(株)、大興タクシー(株)、レスクル(株)、前田建設工業(株)、(株)井
藤工業、田中建設工業(株)、(株)経営技術研究所、(株)経営技術研究所、マイナミ空港サービス(株)名古屋事業
所、(株)近畿日本ツーリスト中部、一般財団法人日本不動産研究所東海支社、吉田工機(株)、(株)花井組、榊原建
設(株)、(株)水谷組、(株)チトセ、ヒカリ・レンタル(株)、日愛工業(株)、愛知消費者協会、社会福祉法人愛知県
社会福祉協議会、 ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ、(公財)ソーシャルサービス協会ＩＴセンター、中部運輸局

事務局配信のメールニュース活用
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

朝礼、社内会議で、エコ通勤への呼びかけをした。
ＮＰＯ法人ライフス
テーション・あいち

【未実施】県営名古屋空港・中部国際空港へ行く際に、公共交通機関の利用を勧める内容
を、モバイルネットあいちに掲載予定だったが、新型コロナウイルスの感染状況により掲載
せず。

愛知県

事務局より配布されたチラシを電光掲示板の広告欄に掲載 名古屋市

地域住民が主体となり、地域ごとにバスの利用促進等を目的としたバス広報を作成、配布し
た。

瀬戸市

市ホームページ及び市広報紙でコミュニティバス利用促進のための情報発信を行った。 津島市

市が毎月発行する「環境ニュース」２月号でエコモビを啓発 蒲郡市

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 江南市

市のホームページで「エコモビの日」について掲載 江南市

市内企業に対し、通勤時の公共交通利用促進のためチラシを配布 小牧市

会報誌へ情報を掲載 愛知県タクシー協会

「エコモビ」へ誘導するバナーを設置
中部国際空港連絡鉄道
(株)

弊社HPでPRしました。 (株)松本組

自社HPでの活用
(株)中日メディアブ
レーン

自社HPでの活用 (株)中日BB

市老連HPにて周知
(公社)名古屋市老人ク
ラブ連合会

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
愛知県地球温暖化防止
活動推進センター

当センターホームページへエコモビバナーの掲載
愛知県地球温暖化防止
活動推進センター

HPや広報誌への掲載等、企業・団体独自の媒体を活用したPR 宗教法人　光泉寺

「エコモビ」自転車の安全かつ有効利用のＰＲも兼ね 尾張旭市役所都市整備課が河川緑地公
園に設置した、自転車の安全運転練習の為のラインの説明動画をOSCNが主体となり制作。制
作には、地元小学校６年生児童が協力。都市整備課・市民活動課・守山警察署および交通安
全協会との連携により、OSCNが主体となり実施。制作した動画を、市役所の上記2課のサイト
よりリンクアドレス等で告知を、次年度4月以降より予定している。コロナ禍の影響も有り、
スクール等の実施が中止の中、インターネットを通じて、自転車ユーザーへの安全利用の啓
発広報が工夫した点である。

ＯＳＣＮ(尾張旭・
セーフティー・サイク
リスツ・ネットワー
ク)

PR資材の活用 「エコモビ」PR資材を広報活動に活用 愛知県

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」や市公式ウェブサイト
を活用して、広く意識啓発を実施

名古屋市

学生を対象としたモビリティ・マネジ
メントの実施

名古屋市交通局とタイアップし、学生定期券の案内チラシにより、小中学校、高校、大学の
新入生に対する公共交通の利用促進

名古屋市

大学生を対象としたモビリティ・マネ
ジメントの実施

大学と連携して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 名古屋市

社内会議を利用し、エコ通勤を呼びかけて社員の意識向上
ショーボンド建設(株)
名古屋支店

社内会議を利用し、エコ通勤を呼びかけて社員の意識向上 中部化工建設(株)

（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

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて十分な感染防止対策を講じた上で、ショッピン
グセンター等での啓発活動を実施

愛知県

【未実施】新型コロナウイルス感染症の影響でイベントが中止となったため実施せず。 豊川市

大学と連携し、市コミュニティバスの利用促進事業を実施した。学生から市民に向けて、利
用促進についての企画提案の発表のほか学生の企画提案の展示を行った。

津島市

3月にオープンした施設「こまきこども未来館」「小牧市中央図書館」において、来場者にチ
ラシや啓発品を配布

小牧市

市開催イベントにおいて民間事業路線を含めた市内を運行する路線のPRを行った。 尾張旭市

あしがるバス一日無料デー開催時のバス車内にチラシを配架 清須市

１１月の「ふるさとフェスタ」にてバス便りの配布及びパネル展示を行った。コロナ禍での
イベントだったが、パネル掲示を大きいものとし、見学者が密にならないよう気を付けた。

飛島村

「市バス・地下鉄ファンクラブ　ハッチーキッズクラブ」
令和2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
・キーワードラリーの実施

名古屋市交通局

【未実施】コロナ禍のため、本年度は未実施 名鉄バス(株)

南知多町イベントへの協賛 レスクル(株)

【未実施】自治体等に向けた「エコモビ」のPRを目的としたイベント等の企画提案は実現し
なかった。

株式会社ジェイアール
東日本企画　中部支社

【未実施】（以下コロナ禍により中止）　尾張旭市役所主催「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
置する予定だった。

ＯＳＣＮ(尾張旭・
セーフティー・サイク
リスツ・ネットワー
ク)

イベントを活用したPR

【上記以外の取組団体】愛知県町村会、(公社)愛知県バス協会、豊鉄バス(株)、あいおいニッセイ同和損害保険
(株)、(株)ティー・オー・エム、(株)一人計画、マイナミ空港サービス(株)名古屋事業所、一般財団法人日本不動
産研究所東海支社、美吉建設(株)、(株)水谷組、(一社)東海経営支援センター、愛知消費者協会

HPや広報媒体等を活用したPR

【上記以外の取組団体】(株)ティー・オー・エム、(株)Ｔｃｅｌｌ医療福祉経営コンサルタント、美吉建設(株)

社内会議での呼びかけ
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

【未実施】（以下コロナ禍により中止）　行政・警察・民間企業と連携した「親子で体験！
じてんしゃスクール」を４月と１１月に２回実施した。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、４月と１１月に
２回実施する予定だった。

ＯＳＣＮ(尾張旭・
セーフティー・サイク
リスツ・ネットワー
ク)

【未実施】（以下コロナ禍により中止）　愛知県森林公園・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
ベントを今年度も実施予定。参加者は、子ども～大人が約100名だった。通常は自転車立ち入
り禁止の県営森林公園（尾張旭市）の植物園内を、愛知県の許可の下、先導スタッフに導か
れ自然観察をしながら早朝サイクリングを実施した。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た。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自転車メーカーGIANT名古屋社も協働した。エコモビもアピールし、自
転車の有効利用や安全利用の啓発活動も併せて実施した。安全利用の啓発を土台としてエコ
モビとしての自転車の有効性を参加者にアピールの予定だった。

ＯＳＣＮ(尾張旭・
セーフティー・サイク
リスツ・ネットワー
ク)

【未実施】「ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021」でチラシの配布を予定していたが、開催中止になった
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

【未実施】「ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2020」でリニモ来場者への特典を予定していたが、開催中止
になった

(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

【未実施】「リニモたんけん隊」事業が、新型コロナの影響により未開催のため、取り組め
なかった

(公財)愛知公園協会

バスの乗り方に関する講座を小学校を対象に実施 豊橋市

　市内の小学校等を対象とした出前講座を市内計２か所で実施した。バスの乗り方や地域を
運行する路線を紹介する等、バスの利用を呼びかけた。

岡崎市

市民・交通事業者と協働し、地域住民を対象にバスの乗り方教室を開催した。 瀬戸市

【未実施】バスの乗り方教室の申込０件であったため実施せず。 豊川市

【未実施】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。 豊田市

国際交流協会と連携し、市内在住外国人に対し、コミュニティバス1台を会場に設置してバス
乗り方教室を実施

小牧市

小学生を対象に、バス車両を使用した乗り方教室兼交通安全教室を実施 豊明市

【未実施】新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し中止 清須市

バス通学を控えた年長園児を対象としたバスの乗り方教室を実施 東浦町

【未実施】新型コロナ感染防止のため令和２年度は開催せず。 南知多町

保育園と連携したバスの乗り方教室を実施した 武豊町

コロナ禍のため、本年度の実施は少なかった。 名鉄バス(株)

地域住民への教室開催 レスクル(株)

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 長久手市

コミバス発注元との定例会議実施 レスクル(株)

社外関係者との打ち合わせの際、「エコモビ」に関する説明を行い、エコ通勤等の実践を呼
びかけ

宗教法人　光泉寺

「リニモウォーキング」の実施
「リニモウォーキング」を「秋色、春風」の2シーズン開催し、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

夏休みリニモ利用促進事業の実施
リニモの利用促進と沿線の活性化を図るため、小学生の親子を対象に、沿線施設の講座を行
う体験型イベントを実施

愛知県

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

愛知県

「愛環ぶらっとウォーキング」の実施 【未実施】新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 愛知県

「愛知環状鉄道沿線　夏休み親子教
室」の開催

【未実施】新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止 愛知県

「愛環×リニモウォーキング2020」の
開催

三密を回避する形のウォーキングイベントを開催し、参加者に対して沿線の魅力や観光資源
をＰＲするとともに、愛知環状鉄道およびリニモの利用を促進

愛知県

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

あおなみウォーク
（あおなみさんぽ）

駅周辺を散策するウォーキングイベントを実施（秋期2回） 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（秋1回) 名古屋市

あおなみ線ツアーズ
【未実施】あおなみ線と沿線施設のPRを目的とした小学生と保護者向けのイベントの実施
（小学校の夏休み期間に実施）を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、中止

名古屋市

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9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

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・ご利用案内」を引き続き配布

名古屋市交通局

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

名古屋市交通局

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2024（2020年３月策定）における取組項目「公正かつ持続可能な社
会の実現に向けた支援（消費生活に関連したその他の取組との連携推進）」の中で「エコ モ
ビリティ ライフの推進」を位置付け

愛知県

愛知県交通安全実施計画への位置付け
本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」欄に、「エコ モビリティ
ライフ」を県民運動として推進するほか、エコモビの実践を呼び掛ける普及啓発活動に取り
組む旨を記載

愛知県

【上記以外の取組団体】新城市、田原市、(公社)愛知県バス協会、ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ

バスの乗り方教室の実施

【上記以外の取組団体】安城市、西尾市、新城市、田原市

社外関係者との会議、総会等での啓発

【上記以外の取組団体】中野建設(株)
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
あいち地球温暖化防止戦略への位置付
け・推進

「過度の自動車利用の抑制」と「エコ モビリティ ライフ」の推進を位置付けた「あいち地
球温暖化防止戦略2030」を推進

愛知県

あいち自動車環境戦略への位置付け・
推進

「交通需要の調整・低減」の取組内容に「エコ モビリティ ライフ」の推進を位置付けた
「あいち自動車環境戦略2020」を推進

愛知県

「あいち地球温暖化対策フォーラム」
の開催

「あいち地球温暖化防止戦略2030」について、県民、事業者の理解を深め、戦略推進のため
の行動を広く呼びかけるため開催

愛知県

２　エコ通勤・エコ通学への転換促進
（1）エコ通勤・エコ通学への転換促進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
「エコモビ実践キャンペーン２０２
０」の実施

通勤を含めた業務目的の移動についてクルマの使い方を見直すきっかけとするため、協議会
構成員を対象に、エコ通勤等への転換を促進するキャンペーンを実施

愛知県

【未実施】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施なし 半田市

エコモビ実践キャンペーンについて、庁内メールを配信。 豊田市

毎月1日・15日に「ノーカーデー」を実施 江南市

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 小牧市

【未実施】新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止 大府市

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自粛を呼びか
け

清須市

毎月、給与の支給日を「ノーカーデー」として、通勤時の自家用車利用を自粛 あま市

繁忙期を避けた日程で設定する (株)長谷基業

エコモビ実践キャンペーンに合わせてマイカー通勤を控える様呼びかけた。
(株)魚国総本社名古屋
本部

通勤手段としてマイカー通勤を禁止しており、今後も継続予定。
(株)クリーン工房　名
古屋支店

乗り合わせ等により実践しました。 (株)松本組

毎月第1月曜日をエコ通勤デーと決め実施致しました。雨天時以外は取り組む事ができまし
た。

九州興業(株)

月に一度、「エコ通勤デー」として、通勤時に自動車の利用を控え、エコ通勤を推進 (株)イチマルイチ

朝礼、社内会議で、職員に週１回はマイカーの利用を自粛するようによびかけをした。
ＮＰＯ法人ライフス
テーション・あいち

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、公共交通機関を利用す
るように呼びかける

ＮＰＯ法人愛知ネット

事業所から自宅まで直線距離が２キロメートル未満の職員に対して駐車場の利用を制限。 あま市

職員３名の少数であるが、全員公共交通機関を利用している。
愛知県公立高等学校長
会

職員によるエコ通勤の実施（公共交通機関の利用） (一社)愛知県観光協会

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

通勤時の交通事故防止と合わせマイカー通勤抑止を行った。（結果）職員全員公共交通機関
で通勤することができた。

中部鉄道協会

本社地区において毎月「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 トヨタ自動車(株)

勤務地は交通の便の良い、立地の良いであるため、可能
(株)インタラック関西
東海

ICカードを提供 第二制作(株)

入社時に本ﾙｰﾙﾌﾞｯｸを支給し内容説明を各人に実施し現在も継続中。 セクダム(株)

　原則、マイカー通勤の禁止を規定し、制度化している。
　交通の便の悪い現場への出勤時においては、相乗り通勤等のエコ通勤を実施した。

(株)コアズ名古屋事業
本部

マイカー通勤の原則禁止 (株)川瀬電気工業所

月1回以上のエコ通勤を社内通知で呼びかける。 吉永建設工業(株)

研究所の事業としてエコ通勤を推進しているため、職員の意識も高く、ほとんどの職員はす
でにエコ通勤を実施している。

(公財)豊田都市交通研
究所

通勤距離の短い職員や自宅から最寄りの公共交通機関の駅等までの距離が短い職員は駐車場
の割当を制限。

豊田市

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 あま市

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

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

新型コロナウイルス感染症への対応を含めて、時差出勤制度を導入 半田市

時差出勤制度、在宅型テレワークを導入 岩倉市

公共交通機関を利用する職員に対し時差出勤を許可 東郷町

コロナ対策により電車通勤者の時差出勤を実施 蒲郡商工会議所

時差出勤制度の新設及び実施 上飯田連絡線(株)

同じ現場の工事担当者の社有車の相乗りを行い、意識の向上を図った。
(株)ナルセコーポレー
ション

通勤細則を制定し、通勤の変更者には手当を支給する。 平野建設(株)

時差出勤制度を設け、現地調理従事者はもとより、本社および支店勤務者は、8時、8時30
分、9時と出社時間を選択、退社時間もそれに合わせて17時、17時30分、18時とした。

メーキュー(株)

従前（令和元年）より時差出勤の規定あり
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

「ノーマイカーデー」等の実施

【上記以外の取組団体】阿久比町、東栄町、(株)丸加木材製作所、中野建設(株)、辻村工業(株)、(株)イチマルイ
チ、(株)都市造形研究所

マイカー通勤・通学の禁止、制限

【上記以外の取組団体】 愛知県、愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会、愛知県商工会連合会、 三井不動産リアル
ティ(株)、 前田建設工業(株)、 (株)ティー・オー・エム、 (株)経営技術研究所、 スターキャット・ケーブル
ネットワーク(株)、 (株)近畿日本ツーリスト中部、 一般財団法人日本不動産研究所　東海支社、 (一社)東海経営
支援センター、 (株)中日メディアブレーン、 (株)中日BB

社員・職員・学生駐車場の利用制限、
有料化、廃止

【上記以外の取組団体】大興タクシー(株)

通勤制度の改正

【上記以外の取組団体】前田建設工業(株)、(株)ティー・オー・エム

6 



取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

通学定期券の購入者へ費用の全額補助。 あま市

町内の高校の入学式に出向き、通学定期の出張販売をおこなった。 南知多町

毎年4月にエコ通勤をした社員への表彰と社内ポイントを換金付与。 (株)小野組

自転車通勤促進のため、自転車通勤者に対し手当を支給 半田市

自転車通勤者へ対しても、自動車通勤者と同様に距離に応じて通勤手当を支給。 あま市

自転車通勤手当の支給、駐輪場の整備
名古屋空港ビルディン
グ(株)

エコ通勤者にはﾏｲｶｰ手当と同等を支給 稲沢建設(株)

自転車通勤への変更した場合は手当てを支給、又新規に購入した場合には一部費用を負担す
る。

平野建設(株)

自転車通勤者に対して健康増進手当を付加した。
(株)クリーン工房　名
古屋支店

通勤距離が2km以上の従業員への通勤手当支給 (株)川瀬電気工業所

通勤手当の支給、雨合羽の配布 大岳電気工業(株)

マイカーから自転車・徒歩に転換した従業員に対して通勤費を変わらず支給しました。 九州興業(株)

マイチャリ通勤規定を整備。自転車通勤者への手当支給、保険加入、ライトの支給等を実施 neuet(株)

従前より規定あり
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

自転車通勤をしている職員に自転車通勤手当を支給した。
ＮＰＯ法人ライフス
テーション・あいち

自転車通勤促進のため、屋根付きの駐輪場を設置 半田市

駅周辺に無料駐輪場を追加整備 春日井市

駐輪場の設置 (株)安藤工務店

更衣室・シャワールーム完備 (株)タスクールPlus

誰でも使える自転車を2台購入 大興建設(株)

駐輪場の設置 (株)川瀬電気工業所

駐輪場の場所の確保 中野建設(株)

シャワー室の無料使用可。 岡本組(株)

駐輪場の設置、清掃。 吉永建設工業(株)

駐輪場を舗装しました。 中一建設(株)

屋根付き駐輪場、シャワー室を設置し、自転車通勤を促進。 (株)稲吉建設

従前より駐輪場あり
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

新入社員に対してエコモビの周知、及び通勤実態を把握 (株)長谷基業

職員会で実施。現状が把握できた。 (株)ごんだ

定期的に行う事で、理解が深まった (株)オクミカワ

毎月、社員のエコ通勤の状況を調査する。その結果を年1回社内通知で掲示。 吉永建設工業(株)

コロナ対策によりテレワークを一部導入 蒲郡商工会議所

一部従業員の在宅勤務の実施による車通勤の低減 藤本建設(株)

Zoomを活用した会議の実施による車移動の低減 藤本建設(株)

新型コロナウイルス感染対策としてではあるが、必要ない限り、自宅での勤務を可としてい
る

(株)インタラック関西
東海

営業活動時において、コロナの影響も考慮し、出張自体を控え、webミーティングを多く取り
入れた。

(株)東光高岳　中部支
社

本社および支店勤務者に対し、部署毎に出社率6割を目指し、勤務計画を立てた メーキュー(株)

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 愛知県

豊田市エコ交通をすすめる会
【未実施】「豊田市エコ交通をすすめる会」による交通需要マネジメント（TDM）の取組。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。)

豊田市

社員寮の新設 寮を建設。入寮することにより、通勤が減少 (株)丸中組

豊田市全域を対象としたエコ交通促進
ＭＭの企画

豊田エコ交通をすすめる会を軸としてR3年度に実施予定のＭＭを企画し、ツールの原案を作
成（豊田市の業務委託）

(公財)豊田都市交通研
究所

自転車講習会に関する意見交換 自転車通勤促進の知見を得るために、星が丘サイクリングスクールと情報交換
(公財)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、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

「交通関係環境保全優良事業者等大臣
表彰」の候補発掘

エコ通勤優良事業所認証事業者も対象に、大臣表彰推薦候補を発掘して推薦（２年度はあい
ちエコモビ協議会が受賞に至る）。

中部運輸局

（２）業務移動時における「エコモビ」の実践

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

毎週木曜日を「ノーカー出張の日」として設定 豊明市

営業等の外出時において公共交通機関の利用、近郊は自転車の利用
愛知県ビルメンテナン
ス協同組合

不必要な車のみなおし アイシー(株)

通学定期券の購入促進

【上記以外の取組団体】田原市

従業員等への特典付与
【上記以外の取組団体】医療法人成精会刈谷病院

自転車通勤者への通勤手当支給

【上記以外の取組団体】 名古屋タクシー協会、 東海旅客鉄道(株)、 名古屋臨海高速鉄道(株)、 医療法人成精会
刈谷病院、 前田建設工業(株)、 スターキャット・ケーブルネットワーク(株)、 (株)近畿日本ツーリスト中部、
吉田工機(株)、 (株)花井組、 (株)イチマルイチ

自転車通勤を促す設備の導入

【上記以外の取組団体】 医療法人成精会刈谷病院、 前田建設工業(株)、 吉田工機(株)、 (株)花井組、 日愛工業
(株)、 ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ

コミュニケーション・アンケートの実
施

【上記以外の取組団体】 (株)安藤工務店、 田中建設工業(株)

在宅勤務、Web会議の導入
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

法人でカーシェアリングの会員となり、コスト削減も同時に実現できるため、全員で活用
(株)インタラック関西
東海

社用車を保持せず、カーシェアリングを利用
株式会社ジェイアール
東日本企画　中部支社

社用車利用申請書を作成し、極力公共交通機関の利用を促進。
(株)クリーン工房　名
古屋支店

出社後の各現場への移動は社用車の相乗りを義務化。 岡本組(株)

複数の担当者が同じ現場等へ行く場合に、社用車の相乗りを促進し、意識の向上に努める。 (株)チトセ

工事担当者が同じ現場へ出向く際、社用車の相乗りを推奨する呼びかけを行った。 (株)山口土木

事業所間の移動や近距離の出張の際に社用車ではなく、なるべく公共交通機関を使うように
啓発する

ＮＰＯ法人愛知ネット

経済産業局、芸術文化センター管理課及び美術館において、近場への移動に共用自転車を利
用するなど、「エコモビ」を推進

愛知県

近距離移動時に公用自転車を活用 半田市

職員用自転車の貸出 春日井市

職員の近距離移動手段として、公用自転車を利用 豊川市

自転車の整備・点検に心がけた。
愛知県公立高等学校長
会

金融機関など近隣の出先へは自転車を活用 蒲郡商工会議所

およそ一駅区間内の出張は徒歩及び自転車利用の推進 上飯田連絡線(株)

自転車を増車。社員が自由に使用可能。（コンビニなど） (株)丸中組

広い工事現場内の移動手段として折り畳み自転車を購入（持ち運びが可能） (株)長谷基業

常時自転車を会社に配備しており、近場については自転車利用を行った。指定したﾘｻｲｸﾙ自転
車があり寿命となった場合に於いても継続してﾘｻｲｸﾙ自転車を活用した。

セクダム(株)

近距離自転車利用継続　目標：100回/年(結果198回/年) 山一建設(株)

従業員の職務中の近距離移動手段として、社用自転車の利用促進。 (株)チトセ

公用自転車を使用した近隣への出張を推進、実践
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

業務移動時の「エコモビ」推進 会合等の往復は公共交通機関等を利用 大岳電気工業(株)

３　県内各地におけるパーク＆ライドの普及推進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

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 愛知県

・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【令和3年3月末をもって運営終了】
・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

愛知県

駅周辺におけるパーク＆ライド駐車場の運営 豊橋市

鉄道駅周辺の市営駐車場の管理運営及び設備更新 半田市

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）。 豊田市

P&R駐車場の管理・運営 西尾市

小池駅第一駐車場3台増設　11台⇒14台、小池駅第二駐車場新設　6台、前畑駐車場7台新設 豊橋鉄道(株)

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

名古屋市

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 名古屋市

市報及びHPに市営駐車場について掲載 半田市

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(株)

社用車の利用を減らし、交通機関や自転車の活用をした。 稲沢建設(株)

リニモ沿線地域以外に居住する社員に対しパーク＆ライドの普及推進を実施したが拡大な
し。

(株)コアズ名古屋事業
本部

【上記以外の取組団体】田原市、名古屋臨海高速鉄道(株)

バス停付近にバス利用者用の駐輪場を設置し、サイクルアンドバスライドの推進を実施 江南市

バス停付近にバス利用者の駐輪場を設置し、サイクル&バスライドを推進した。 飛島村

津島営業所、名古屋営業所内に駐輪場を設置 名鉄バス(株)

駅駐輪場の新増設
競輪場前駐輪場新設　43台、競輪場前第二駐輪場新設　107台、赤岩口駐輪場整備増設　200
台⇒210台、やぐま台駅駐輪場新設　60台

豊橋鉄道(株)

パーク＆バスライドの推進 津島営業所内の駐車場を活用したパーク＆バスライドを実施 名鉄バス(株)

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

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
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」を運用

愛知県

県内のコミュニティバスに関するGTFS-JPデータ整備を支援・促進するため、県内市町村の担
当者を対象に、「標準的なバス情報フォーマット」作成研修会を10月に実施（30市町・延べ
38名参加）

愛知県

サイクル＆バスライドの推進

【上記以外の取組団体】田原市、弥富市、名古屋タクシー協会

社用車の利用制限、カーシェアリン
グ・タクシーの活用

【上記以外の取組団体】 (株)一人計画、 一般財団法人日本不動産研究所　東海支社、 (株)中日メディアブレー
ン、 (株)中日BB

業務移動時における自転車利用の促進

【上記以外の取組団体】 稲沢市、 名古屋タクシー協会、 大興タクシー(株)、 (株)一人計画、 一般財団法人日本
不動産研究所　東海支社、 大精建設(株)、 (株)成瀬組、 (株)中日メディアブレーン、 (株)中日BB、 日愛工業
(株)

駐車場管理、運営等

【上記以外の取組団体】 田原市、 三井不動産リアルティ(株)、 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

パーク＆ライドの推進
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

市のＨＰに公共交通機関情報を掲載、運用した。 瀬戸市

HPに路線図・時刻表等のデータを掲載 半田市

豊川市内民間バス路線及びコミュニティバスのGTFSデータを整備し、googleへの搭載を行っ
た。

豊川市

ウェブサイト「みちナビとよた」の運営。GTFSデータを作成し、Googleマップ等にバス時刻
表データ提供。

豊田市

あんくるバス運行情報サービスの運用及びジョルダン、ナビタイム、駅すぱあと、Google
マップであんくるバスダイヤ情報等を提供

安城市

市HPに公共交通機関情報を掲載 西尾市

市HPに時刻表を掲載。 知多市

HPから時刻表検索システムへアクセスが可能。 知立市

NAVITIME、ジョルダン、Google Maps等にて情報掲載 豊明市

平成30年度から近隣市と共同し、巡回バスをGTFS化。またオープンデータとして町HPで掲
載。

東郷町

バスロケーションシステムを整備し、ホームページ上にリンクを掲載、利用者の利便性向上
をはかった。

大口町

乗換検索（NAVITIME）に新しく大口町コミュニティバスの情報を掲載し、ホームページ上に
リンクを掲載し、利用者の利便性向上をはかった。

大口町

コミュニティバスの路線・時刻表を町ホームページに掲載。GTFSデータを作成し、Google
マップ等にバス時刻表データを提供。

東浦町

１　「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）

２　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付近に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

名古屋市交通局

当社webサイト以外のコンテンツやプロバイダーへのダイヤ情報を提供。 名鉄バス(株)

会社最寄りバス停の時刻表をまとめ社員に配布 (株)ハクセイ

鉄道路線の時刻表を掲載したｳｪﾌﾞｻｲﾄを利用し、社内に時刻表を掲示。公共交通機関利用を呼
びかけた。

(株)成瀬組

【未実施】コロナ禍により公共交通機関の利用を促すことはできませんでした。 中一建設(株)

「路線図ドットコム」により、鉄道・バスの「路線」の情報を提供
公共交通利用促進ネッ
トワーク

公共交通オープンデータ提供の推進
http://www.rosenzu.com/~gtfs/

公共交通利用促進ネッ
トワーク

GTFS-JPデータ作成、Googleマップへのデータ提供支援　データ作成講習会を実施した
公共交通利用促進ネッ
トワーク

広報せとに公共交通機関情報を掲載、運用した。 瀬戸市

広報誌とともにシティバスの路線図を配布 春日井市

広報「とよかわ３月号」において公共交通の特集を掲載したことによる周知を実施。 豊川市

おいでんバス路線限定1日乗車券（名鉄EMOTIONとの提携事業）について周知 豊田市

市広報誌に公共交通機関情報を掲載 西尾市

市広報・HPにてコミュニティバス「こまくる」の路線、乗り方等を周知 小牧市

市広報誌に公共交通機関を利用した外出促進記事を掲載した。 尾張旭市

公共交通総合MAPの作成、配布 豊明市

コミュニティバスサポート隊と協働し、広報紙に適宜コミュニティバスに関する情報（ダイ
ヤ改正や団体活動の報告等）を掲載した。

大口町

コミュニティバスの運賃と路線・時刻表の配布場所などを掲載 東浦町

広報紙、町ホームページ、町１階ロビーのプロジェクターでの表示、ケーブルテレビで特集
番組の放映などで町の公共交通機関のPRを行った。

幸田町

ダイヤ改正時に更新し沿線自治体などへ配布。 名鉄バス(株)

社内の電子掲示板内で市バス時刻表へのアクセスがしやすいように改善。
(株)ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューション
ズ中部支社

全国の交通系ＩＣカード「Suica」、「Kitaca」、「PASMO」、「PiTaPa」、「ICOCA」、「は
やかけん」、「nimoca」及び「SUGOCA」との相互利用サービス（PiTaPaを除く9カードの電子
マネー相互利用サービスをあわせて実施）を実施しているmanaca、TOICAの普及を促進

名古屋市交通局、東海
旅客鉄道㈱、名古屋鉄
道㈱、豊橋鉄道㈱、愛
知環状鉄道㈱、名古屋
臨海高速鉄道㈱、愛知
高速交通㈱、名古屋ガ
イドウェイバス㈱、名
鉄バス㈱

キャッシュレス決済（PayPay）の導入 西尾市

ICカード機能付き社員証を配布 (株)タスクールPlus

市内主要バス停2か所にバスシェルターを設置 半田市

おいでんバスバス停の乗降口の拡張工事実施。 豊田市

再編時に公共施設・店舗入口前にバス停を設置し、屋根・ベンチのあるところで待機可能と
した。西尾駅・市民病院バス停にベンチを設置。碧南市の協力により碧南鷲塚バス停に待合
所を設置

西尾市

公共交通機関に関するウェブサイトの
運用、GTFS化の取組

【上記以外の取組団体】 刈谷市、 稲沢市、 新城市、 日進市、 田原市、 北名古屋市、 (株)ティー・オー・エ
ム、 (株)都市造形研究所、 (公財)ソーシャルサービス協会　ＩＴセンター

広報誌等を活用した公共交通機関情報
の周知

【上記以外の取組団体】 稲沢市、 田原市、 北名古屋市

決済手段の充実

【上記以外の取組団体】日進市、北名古屋市、名古屋タクシー協会
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

市民病院に公共交通専用のロータリー・上屋・ベンチを整備し、乗り入れを行うコミュニ
ティバス「こまくる」「とよやまタウンバス」、「名鉄バス」のデジタルサイネージを設
置。

小牧市

ベンチを２箇所設置。乗入工事を２箇所実施。 知立市

停留所の位置調整や付近の側溝に蓋をする等、停留所の安全性を確保した。 尾張旭市

コミュニティバスサポート隊と協働し、バス停に設置しているベンチのメンテナンスを行っ
た。

大口町

バス停の駐輪場１か所に屋根を設置し環境整備を図った。 飛島村

バス停の利便性向上。バス停標識の照明化やバス停に上屋やベンチを設置 名古屋市交通局

清掃などの環境整備を実施。 名鉄バス(株)

前後駅にてバス待合所を運営。 豊明市

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

愛知県

バス車両における新型コロナ対策の実
施

市コミュニティバス車両に、光触媒を用いた抗ウイルス・抗菌対策の実施 半田市

コミュニティバスの路線再編
12月に、定時制の確保、定員オーバーの解消、利便性の向上、経済性の維持を主な目的と
し、コミュニティバス「こまくる」を19路線から23路線に再編。

小牧市

コミュニティバスのダイヤ改正 令和3年2月にダイヤ改正を実施 東浦町

シャトルバスの運行 愛知県立芸術大学卒業･終了制作展での芸大通駅から大学までのシャトルバスの運行 愛知県公立大学法人

ささしまウェルカムバス実証実験への
協力

ささしまウェルカムバス実証実験への協力（協賛金、チラシ掲示、学内施設での回数券販
売）

学校法人 愛知大学

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）

名古屋市交通局

ウォーキングイベントを活用した公共
交通機関の利用促進

地元の方々と協力し、JR東海沿線をめぐるウォーキングイベントを開催することで、公共交
通機関の利用を促す

東海旅客鉄道(株)

バス利用による移動手段の確保 駅と店舗間のバス運行(例：熱田店)
イオンリテール(株)東
海カンパニー

（２）公共交通利用者への優遇措置の導入・働きかけ

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

運転免許自主返納者に対し、公共交通バス利用券を交付 半田市

シティバスが割引されるカードを交付 春日井市

申請による運転免許取消を行った方に対し、申請によりバス回数券（200円券11枚つづり）を
交付している。

豊川市

高齢者の運転免許証の自主返納及び公共交通機関の利用を促進するため、運転経歴証明書を
保有する70歳以上の市民に対して、市役所窓口で10枚のふれあいバス（コミュニティバス）
無料乗車券を交付。同時に市が作成する小冊子「市コミュニティバスの乗り方ガイド」を配
布した。

津島市

運転免許証を返納した日から２年分のあんくるバス無料乗車証をプレゼント 安城市

免許返納者を対象としたコミュニティバス等の割引制度を運用 西尾市

路線バス（知多乗合）の運賃助成を試行的に実施した。（対象：満65歳以上～74歳）
※75歳以上は運転経歴証明書保有者でなくとも助成した。

常滑市

運転経歴証明書の有無は問わず、１年以内に運転免許証を自主返納した方が対象 東海市

65歳以上の運転免許自主返納者に対し、申請によりコミュニティバスに無料で乗車できる無
料あいパスを発行。

知多市

ミニバスガイド裏面に記載。 知立市

免許返納者に対して市営バス回数券を11枚1綴を配布した。 尾張旭市

運転免許証自主返納者に対して、コミバスの定期券引換券・チョイソコとよあけの利用券を
交付

豊明市

運転経歴証明書保有者へ対して、市巡回バスの無料乗車券を交付。
免許返納を受付けた警察署に、市巡回バスの無料乗車券の交付を案内している。

あま市

運転経歴証明書を保有する町民に対し、タクシーの乗車券や交通系ICカード等を交付 東浦町

コミュニティバスの回数券を販売、運用した。 瀬戸市

名鉄グループ観光キャンペーンとタイアップし、公共交通バスの利用促進を図った 半田市

民営バス路線（市内区間限定）を含むコミュニティバス一日フリー乗車券を販売している。 豊川市

バス１日乗車券を設定。 豊田市

リニモ「1DAYフリーきっぷ」購入による割引や特典が受けられるクーポンを発行 愛知高速交通(株)

・愛知県陶磁美術館特別展と企画展において公共交通利用者の観覧料割引を実施（リニモ乗
車割引チラシ、リニモ１日券、愛環1dayパス、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）
・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）

愛知県

おいでんバス利用者に「やな」や「松平郷」で割引。バス１日乗車券利用者に提携店舗で優
待特典設定。

豊田市

生命の海科学館において、名鉄乗車駅証明書の提示で対象の小中学生は入館無料 蒲郡市なごや得ナビ
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3
回（日本語版：各9万部、英語版：各5千部）発行し、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

駅・バス停の環境改善

【上記以外の取組団体】刈谷市、日進市、大興タクシー(株)

既存施設の利用による環境改善
【上記以外の取組団体】大興タクシー（株）

運転経歴証明書保有者への補助

【上記以外の取組団体】稲沢市、新城市、田原市、名古屋タクシー協会

公共交通機関利用者への割引切符の販
売

公共交通機関利用者への割引切符の販
売

【上記以外の取組団体】安城市、東海旅客鉄道(株)
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

ゆとりーとライン　スタンプラリー ゆとりーとラインと沿線施設をめぐるスタンプラリーを実施 名古屋市

おいでんバス利用者への優遇制度 おいでんバスIC定期券利用者に環境定期制度設定（休日に100円で乗車可能）。 豊田市

５　その他
（１）自転車、徒歩などによる移動の推進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
　平成29年度より市中心部における回遊性向上と自動車に頼らないスマート（低炭素）な交
通手段整備のため、サイクルシェア実証実験を実施している。令和２年度の利用回数は新型
コロナウイルス感染症の影響を受けた時期があったにも関わらず、令和元年度とほぼ同数で
あった。

岡崎市

2020年8月より、名古屋駅〜栄中心に、シェアサイクルサービス「チャリチャリ」を提供開
始。

neuet(株)

学内にシェアサイクルポートを設置 学校法人 愛知大学

シェアサイクル自転車置き場が近隣に設置された為、営業等で利用するように指導を行っ
た。

(株)クリーン工房　名
古屋支店

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、64台）を実施【令和2年9月末
をもって終了】

愛知県

市内の移動手段として、レンタサイクルを設置 半田市

市内6カ所でレンタサイクルを実施 春日井市

駅周辺にレンタサイクルを設置、管理・運用 西尾市

清洲城を拠点とする運用方法に変更し、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
事業名：三人乗り自転車貸与事業
普通車10台　電動アシスト車14台　貸与事業を実施（１年間）

扶桑町

自転車道の整備推進
愛知県自転車活用推進計画に基づき、国道１５５号や豊橋湖西線において自転車通行空間の
整備を推進する。また、大規模自転車（田原豊橋自転車道、武豊大府自転車道等）の整備を
推進

愛知県

自転車の利活用・交通安全マナーの普
及

・モビリティ事業者（ディーラー・物流事業者等）と共同で、交通安全マナーの啓発につな
がる催しの企画を検討（交通安全教室等）
・シェアサイクルサービスアプリ内で、県・市と連携し、交通安全の啓蒙メッセージの発信
が可能

neuet(株)

公立小学校 自転車交通安全 教室
【未実施】（以下コロナ禍により中止）　尾張旭市や日進市の小学校数校で自転車の安全利
用授業を実施した。授業時間内に、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の予定だった。

ＯＳＣＮ(尾張旭・
セーフティー・サイク
リスツ・ネットワー
ク)

（２）環境にやさしい自動車利用の推進
取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

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。ま
た、県内全ての自動車学校にエコドライブの啓発チラシを配布

愛知県

エコドライブ講習会を実施　開催日（参加者）：12月17日（9名） 春日井市

職員向けにエコドライブについての講習会を実施（令和2年9月2日　50名参加） 豊川市

市が毎月発行する「環境ニュース」６月号でエコドライブを啓発 蒲郡市

車通勤者に対するエコドライブ効果の周知 愛知県タクシー協会

社内HPで毎年11月に「エコドライブ推進月間」を展開 トヨタ自動車(株)

エコドライブは公私共に実施するように伝え、実践をしております (株)エコスマイル

社内メールにて展開し、従業員に周知を図っている。 藤本建設(株)

全社員参加時の工程会議で自転車通勤を呼び掛けた。 豊川舗装(株)

毎月、社有車の燃費測定を行い、環境負荷の低減を図った。
(株)ナルセコーポレー
ション

エコドライブ運転の周知、及び燃費調査の実施 (株)長谷基業

安全大会などにエコドライブ運転促進の講習をした 稲沢建設(株)

エコドライブのメリット、方法を皆さんに回覧して周知、実践してもらうよう回覧している 田中建設工業(株)

朝礼時、エコドライブ・アイドリングストップの呼びかけ
マイナミ空港サービス
(株) 名古屋事業所

エコドライブ・アイドリングストップの周知
(株)ＡＤＫマーケティ
ング・ソリューション
ズ中部支社

急発進や急停止等をせず燃費向上を意識する 宮田電工(株)

職員会で実施。 (株)ごんだ

エコドライブ運転のチラシ（PDF)を配信 辻村工業(株)

エコドライブ・アイドリングストップの周知徹底 大岳電気工業(株)

職員に自動車通勤時や業務使用時のエコドライブ、カーシェアリング活用の推進 (公財)愛知公園協会

月に1日、日を決めてエコドライブに取り組むよう通達し、通勤時、社用車使用時に実践して
もらった。

NPO法人　クオーレ

【未実施】２年度はトラックフェスティバル（主催：愛知県トラック協会）の開催無く、イ
ベント等でのエコドライブ等の啓発は特に無し。

中部運輸局

電気自動車を公用車として活用 半田市

おいでんバス車両として、ハイブリッド車と燃料電池バスが運行中。 豊田市

電気自動車やその他低公害車を導入 蒲郡市

更新を迎える公用車には、ハイブリッド車を導入している。 飛島村

国、自治体の補助制度の周知及び申請事務の支援 愛知県タクシー協会

ハイブリッド車等、低燃費車の導入
名古屋空港ビルディン
グ(株)

社用車にプリウスを導入している。 藤本建設(株)

シェアサイクル事業の実施

レンタサイクル事業の実施

エコドライブ・アイドリングストップ
の推進、講習会の実施

【上記以外の取組団体】 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、 丸周建設(株)、 愛知消費者協会
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取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名

社長車をプリウスに切り替えた。 豊川舗装(株)

ハイブリッド車の導入を図った。
(株)ナルセコーポレー
ション

低燃費車の導入 (株)長谷基業

自社保有をHV・軽自動車などの低燃費車に切り替えた。 稲沢建設(株)

弊社の自動車についてはﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ﾌﾟﾘｳｽ等）を導入した。 セクダム(株)

ハイブリッド車など低燃費車の導入 (株)タスクールPlus

すべての社用車をハイブリッドもしくはEV自動車へ変更を行った。
(株)クリーン工房　名
古屋支店

総務部にハイブリッド車を導入 (株)ごんだ

車両購入時にハイブリッド車、低燃費車を選定する 辻村工業(株)

社有車をエコカーへ随時切替（エコカー割合79％→87％）
ショーボンド建設(株)
名古屋支店

社有車をエコカーへ随時切替（エコカー割合68％→77％） 中部化工建設(株)

社用車一台ををＨＶ車に変更。 (株)稲吉建設

PHV車の導入
(株)東光高岳　中部支
社

会員に対して、新しく購入するならハイブリッド車を推奨 愛知消費者協会

公用車にハイブリット車導入済
(公財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団

当事務所所有車両全てがハイブリッド車となった。 中部地方環境事務所

ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶの普及促進

・「令和２年度愛知県ＥＶ・ＰＨＶタウン推進アクションプラン」に沿って、「あいちＥ
Ｖ・ＰＨＶ普及ネットワーク」の参加者との連携・協働のもと、普及啓発や充電インフラの
整備促進を実施
・「あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン」の策定及び公表と事業者の取組促進の契
機とするキックオフフォーラムを開催
・「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

愛知県

充電設備設置 SCへの充電設備設置
イオンリテール(株)東
海カンパニー

（３）ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
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 愛知県

◆コロナ禍における新たな活動として、オンラインによる自治体関係者や会員企業をつなぐ
場を企画・主催した。
　・関係府省庁、自治体、特別会員、会員企業の参加による『地域のモビリティサービスを
考えるフォーラム』をオンラインで主催し、新たな地域交流の機会を提供
　・自治体、有識者、特別会員、会員企業の参加による『コミュニティプラザ　新たなコ
ミュニティづくりと公共の価値を考える ～地域の実践的取り組みから見えること～』をオン
ラインで主催し、関係人口の取組みと公共の価値を考える機会を提供

ＮＰＯ法人ＩＴＳ　Ｊ
ａｐａｎ

スマートフォンなどを用いて、バスの運行情報等が確認できるサービスを運用 豊橋市

市内を走行する全ての公共交通バスでバスロケーションシステムを運用 半田市

シティバスの運行状況が確認できるバスロケサービスを提供 春日井市

こまき巡回バスにおいて、スマートフォン等で運行情報が確認できるバスロケーションシス
テムを運用

小牧市

市HPにGTFSデータをオープンデータとして公開。 知多市

バスロケーションシステムを導入。 知立市

コミバスにて運用 豊明市

バスロケーションシステムを運用し、利用者の活用を促す 清須市

パソコン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 長久手市

平成２９年１月から導入したバスロケーションシステムを継続運行している。 飛島村

スマートフォンなどを使って、バスの運行情報などを確認できるサービスを提供。 名鉄バス(株)

R3.3.30より導入 豊鉄バス(株)

（４）ＭａａＳの普及促進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
ＭａａＳの導入に向けた検討・調査の
実施

地域公共交通などの移動手段と多様なサービスを組み合わせたＭａａＳの導入に向けた検
討・調査の実施

愛知県

（５）協議会への加入促進

取組・事業の名称 内容（詳細抜粋） 団体名
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において「エコモビの推進」を評価項目に設定することを働
きかけることにより、対象契約を拡大し、協議会への加入を促進

愛知県

組合員へエコモビについての周知及び協議会への加入を促す
愛知県ビルメンテナン
ス協同組合

会員へチラシの配布、会報誌への情報掲載 愛知県タクシー協会傘下企業・組合員への周知

【上記以外の取組団体】(公社)日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会

環境にやさしい車両の導入

【上記以外の取組団体】 稲沢市、 名古屋タクシー協会、 医療法人成精会刈谷病院、 大興タクシー(株)、 レスク
ル(株)、 三井不動産リアルティ(株)、 (株)井藤工業、 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、 (株)花井組、 (株)
成瀬組

ITS（高度道路交通システム）の推進

バスロケーションシステムの運用

【上記以外の取組団体】津島市、刈谷市、西尾市、稲沢市
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