
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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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他、職員が閲覧できる庁内
イントラネット掲示板を活用して周知を行った。(岡崎市)
毎週第３木曜日を市の「エコモビの日」として、庁内メールで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)

職員ポータル内の掲示板を利用し、エコモビをPRした。(碧南市)

職員専用ネットワークを使用しエコモビの日を周知した。(犬山市)

庁内掲示板にてエコモビの日とエコ通勤について周知した(岩倉市)

市職員ポータルサイトに「エコモビの日」情報を掲載(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)

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)

イントラネットにてPRを実施(幸田町)

掲示板によりエコモビの日ＰＲを行った。(蒲郡商工会議所)

会報誌へ情報を掲載した(愛知県タクシー協会)

イントラネットによるPR・働きかけをした。(愛知高速交通(株))

ポスターの掲示・社内会議での呼びかけ((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」についての内容を社内メールにて展開し、従業員への周知を行った。(藤本
建設(株))

社内ネットワークでのエコモビの日、エコドライブの周知(東郷町施設サービス(株))

エコモビニュースより抜粋してイントラネットに掲示広報した。(中日建設(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)

社内共有サイト　ANDPADにて掲示((株)佐野塗工店)

『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)

メールでいただいた内容で有効なものがあれば掲示板に掲載(前田建設工業(株))

「エコモビの日」に関する記事を掲示板に掲示し周知する。((株)井藤工業)

「エコモビ」ポスターの掲示(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)

職場内のイントラネット、掲示板等を利用してPR及び実践を職員に周知した。(一般財団法人
日本不動産研究所　東海支社)

ポスターの掲示、職員会で啓発((株)ごんだ)

社内用SNS、安全委員会でも開催を周知(辻村工業(株))

社内研修時に、取組みの意図と状況を伝え理解を深める((株)桐山組)

「エコモビの日」に関するチラシ等を社掲示、回覧板でPRしました((株)中日メディアブレー
ン)

「エコモビの日」に関するチラシ等を社掲示、回覧板でPRしました((株)中日BB)

支店内イントラ掲示の他、安全運転啓発と合わせて定期的に掲載(佐藤工業(株))

月一回の全体会議で周知した。((株)安井建築設計事務所　名古屋事務所)

名古屋本社全社員に対し、毎月１回「エコモビの日」を告知（全社メール）((株)新東通信)

イントラネット、社員向け掲示板でのエコモビ情報やエコモビの日の掲示をしました。((株)
名古屋リビング新聞)

エコモビの日１週間前より社内掲示案内、当日朝礼での管理職よりの全員周知。((有)和央興
業)

全社員に「エコモビの日」が周知されるよう、常時事務局内に掲示を行い、電車での移動な
どへの推奨を行った。(（株）サービスクリエイト)

ポスターの掲示(青木建設（株）)

社内掲示板による呼びかけ、周知(日本エコシステム（株）)

社内掲示板等により「エコモビの日」をPR(八洲建設（株）)

「エコモビの日」のチラシを職員へ回覧及び管理施設へメール送信、ポスターの掲示((公財)
愛知県教育・スポーツ振興財団)

月1回の全体連絡会議にて全社員に周知
（コロナ禍の場合は社内連絡板にて全社員に周知）（(株)藤和アスコン）

「エコモビ」に関するキャンペーンを実施し、エコ通勤の実践・促進を図る（愛知県）

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)

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)

毎月第一水曜日含む週をエコモビの週とし、職員にエコモビ実践を呼びかけた。(蒲郡市)

庁内掲示板にてエコモビの日とエコ通勤について周知した(岩倉市)

出退勤時間に対応したバス運行時刻を掲載(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)

庁内の掲示板でエコモビの日の1週間前、前日にエコ通勤・フレックスの活用等の依頼をし
た。(みよし市)

1月より毎月1回、「エコ通勤デー」を実施(武豊町)

全員でエコ通勤を実施した。(愛知県公立高等学校長会)

「エコモビの日」にはノーバスデーを実施した(名古屋タクシー協会)

事務局職員によるエコ通勤（アイドリングストップ等）を実施(愛知県タクシー協会)

通勤及び出張時における公共交通機関及び自転車利用の呼びかけ、実践(上飯田連絡線(株))

エコ通勤デーとして、時差出勤・自転車・徒歩・相乗などのエコ通勤を推進((株)小野組)

社員の通勤は、｢エコモビの日｣と空港繁忙期を中心に、公共交通機関への促進(名古屋空港ビ
ルディング(株))

令和３年度の取組結果（構成員の取組集計一覧表）

掲示板、イントラネット、広報誌
等による｢エコモビの日｣PR

４６団体※

｢エコモビの日｣におけるエコ通勤
等の実施

４１団体※
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1回/月開催の工事工程会議の場を利用して「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))

事務所内にポスター・チラシを掲示・設置(昭和土建(株))

エコ通勤に心がけ、マイカーの利用を制限(メディアエムジー(株))

可能な人のみ実施((株)佐野塗工店)

繁忙期を避けた時期に社内親睦会に合わせて設定することで参加者が増えた。((株)長谷基
業)

毎月第３金曜日をエコ通勤日とし通勤時の相乗り等のエコ通勤の推進(稲沢建設(株))

毎月第一水曜日を「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）を提示、呼びかけ・実践((株)西尾組)

「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))

自転車や乗り合わせなどの具体的な方法を社員で共有した。((株)松本組)

社内掲示板にポスターを掲示(辻村工業(株))

事務系の職員によるバス通勤((株)桐山組)

社員へ取組について周知しました。(岡本組(株))

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))

近距離社員の自転車によるエコ通勤の実施((株)賀真田工務店)

毎月第1・3月曜日をエコ通勤デーに設定し令和3年度は毎月取組を行うことは出来た。(九州
興業(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、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)

毎月第１水曜日を「エコ通勤デー」として、通勤時にバスを利用するほか、自転車、徒歩な
どによるエコ通勤を推進（(株)インテックス）

毎月1日を社用車を使わず公共交通機関を利用して移動をするように推進しました。((株)名
古屋リビング新聞)

社内にポスターやチラシを掲示してエコ通勤の実施を促した(下里建設（株）)

毎月０のつく日は、エコ通勤・交通安全の日（エコ＆セーフティーデー）とし通勤時の安全
運転意識と始め、自転車や徒歩、現場での相乗り推進（(株)イヤマトータルブリッジサポー
ト）

県内一斉エコ通勤への参加及び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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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
ラシの送付など（愛知県）

自転車利用促進に関する県民向け啓発チラシの配布（愛知県）

県民相談・情報センターの広報コーナーや事務室、あいちＮＰＯ交流プラザ等において、
「エコモビ」ポスター及びチラシを掲示・設置（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、ポスターの掲示(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)

都市計画課窓口にて、事務局提供のチラシの配布(安城市)

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)

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)

利用者が少ないバス路線について、沿線区民へ利用促進をはかるチラシを回覧、沿線学区の
小中学校の児童生徒にチラシを配布(小牧市)

事務局から提供されるチラシの配布(東海市)

カウンターにポスター・チラシを配架。(知多市)

事務局から提供されたチラシを窓口にて配布(知立市)

庁内に掲示(田原市)

庁舎内にチラシを配架(清須市)

ポスターの掲示及びチラシの配架を実施した。(弥富市)

窓口にチラシを設置して、市民の目にとまるようにした。(みよし市)

各公共施設にポスターやチラシを掲示及び設置を依頼。(あま市)

ポスター・チラシを市役所内に設置(長久手市)

担当課窓口にエコモビチラシを掲示(東郷町)

ポスターを庁舎内に掲示(豊山町)

ポスターの掲示、チラシの配架(大治町)

事務局から送付されるチラシを配布した(武豊町)

チラシの窓口への設置(幸田町)

役場窓口にてチラシの配布及び玄関でポスターを掲出し、来庁者へPR(設楽町)

庁内で来庁者の目につきやすい場所へ掲示(東栄町)

ポスターの掲示、チラシの配布を行った。(豊根村)

ポスターの掲示及びポスター・チラシを加盟する私立中学・高校に配付(愛知県私学協会)

送付されたポスターやチラシを掲示することができた。(愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会)

ポスター・チラシの掲示・配布等 １２４団体※
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ポスター掲示、チラシの回覧(愛知県公立高等学校ＰＴＡ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)

チラシの配付(愛知県商工会連合会)

事務局提供のチラシを事務所前のパンフレットラックに設置((一社)愛知県観光協会)

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)

「エコ モビリティ ライフ講演会」のチラシ配布による周知(愛知県中小企業団体中央会)

人目に付きやすい場所への設置および掲示を行った。(蒲郡商工会議所)

事務所にポスターを掲示。(中部鉄道協会)

協会会員専用HPに登載実施(名古屋タクシー協会)

会員事業者へチラシを配布（会員専用WEBサイトへの掲載）(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3年度実績99件(名古屋市交通局)

駅にてチラシを設置(名古屋鉄道(株))

愛知県内の主な駅でポスター掲出・チラシ配布を行った。(近畿日本鉄道(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))

「エコモビ実践キャンペーン」チラシの設置(名古屋臨海高速鉄道(株))

事務所入口にポスターやチラシの設置(上飯田連絡線(株))

事務所内にポスターを常時掲示した(中部国際空港連絡鉄道(株))

構内等でポスターを掲示した。(愛知高速交通(株))

本社及び大曽根駅においてポスター掲示
お客様の目につきやすい場所に掲示しPR効果を高める(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))

時期ごとにポスターやエコ通勤のチラシ掲示を行った((株)小野組)

バス車内、社屋入口に啓発ポスターの掲示(レスクル(株))

本社内にポスター、チラシを掲示した。(藤本建設(株))

社内連絡等で実施した。(尾西信用金庫)

エコドライブのチラシを各部署に提示掲載(東郷町施設サービス(株))

エコモビに関するチラシを社内に掲示((株)ハクセイ)

来客・打ち合わせスペースにて掲示(メディアエムジー(株))

各部署の入口に掲示する。(稲栄産業(株))

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)

社内にポスターを掲示する。((株)井藤工業)

「エコモビ」チラシの従業員への回覧、ポスターの掲示(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、隊長会議、統括責任者会議でチラシを配布した。((株)
コアズ名古屋事業本部)

社屋内にポスターの掲示((株)流行発信)

エコモビポスターを掲示した。（事務所、休憩スペース）((株)近畿日本ツーリスト中部)

「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))

ポスターを職場内に掲示するとともに、職員にチラシを配布（メール送信を含む）した。(一
般財団法人日本不動産研究所　東海支社)

社内で掲示、配布した(大興建設(株))

エコモビについての認知度の向上((株)森組)

休憩所及び玄関等にエコモビに関するポスターを掲示、又朝礼等による呼びかけをした。(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した(大精建設
(株))

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)

事務所内ポスター掲示のほか会議、研修、メールでの呼びかけ(鈴中工業(株))

社内掲示板にポスターを掲示(辻村工業(株))

社内にチラシを掲示しました。(岡本組(株))

ポスター・チラシの掲示及び配布を実施((株)花井組)

エコモビのポスターをトイレ、コピー機前の目につきやすい場所に掲示した。(吉永建設工業
(株))

エコモビ活動の認知度が高くなった(榊原建設(株))

改善後の報告をメールで配信、目につくところにチラシを掲示(（株）千田土木)

社内にポスターを掲示(護人建設（株）)

社内にポスターの掲示((株)ＡＮＤＯ)

【未実施】コロナ禍において、チラシの設置に懸念があった為、今年度は設置しなかった。
((株)チトセ)

関連ポスターを見やすい場所に掲示((株)賀真田工務店)

社内ポスター・チラシの掲示・配置しました((株)中日メディアブレーン)

社内ポスター・チラシの掲示・配置しました((株)中日BB)

社内にポスターを掲示((株)さくら総合サービス)

目立つ場所へポスターを掲示しました。((株)安井建築設計事務所　名古屋事務所)

名古屋本社社屋にポスター掲出((株)新東通信)

社内にポスターを掲示し、チラシを従業員、来客に配布。((有)和央興業)
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JTB名古屋事業部休憩室にポスターを掲示(（株）ＪＴＢ)

エコモビポスターを社内の掲示板に掲示・チラシの回覧をして周知を図った(三基工業
（株）)

エコモビのポスターを事務所内に掲示(（株）協和コーポレーション)

事務所の見える所にポスターとチラシを掲示してPR(日本エコシステム（株）)

事務局配布のポスターを社内に掲示(荏原実業(株)　中部営業所)

社内掲示板に掲示(（株）豊光設備)

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・活動推進員会議等で周知((公社)名古屋市老人クラブ連合会)

掲示板及び福祉サロンにポスター・チラシを掲示・設置(社会福祉法人愛知県社会福祉協議
会)

あいち国際プラザ内にてポスター・チラシの掲示・設置する((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)

事務所内に掲示し、スタッフ・来客者に対する普及啓発(ＮＰＯ法人ボランタリーネイバー
ズ)

ご提供いただいた啓発資料等の配布、紹介(愛知県地域婦人団体連絡協議会)

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実施((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)

毎月第一水曜日の朝礼時、エコモビ実践の呼びかけを行った。(ＮＰＯ法人クオーレ)

庁舎内にて掲示(中部運輸局)

引き続きポスター掲示を行うほか、新型コロナ感染状況を鑑みチラシ配付を検討(中部地方環
境事務所)

ポスターの社内掲示、チラシを配布(エイベックス・エンタテインメント(株)　中部支社)

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）

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)

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)

配信ニュースを局内において周知(愛知県公立高等学校ＰＴＡ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))

社内で供覧した(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))

あいちエコモビメールニュースの社内広報した。(中日建設(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、回覧、捺印してもらうことで、より確実に目を通してもらえ
た。また、この情報で休日の公共交通機関利用の促進、動機付けが図れた。((株)長谷基業)

事務局配信のメールニュースを従業員へ回覧共有、メール送信で周知(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))

事務局から送付されるメールニュースを掲示板に掲示するとともに、部署ごとに回覧等し、
周知した。((株)コアズ名古屋事業本部)

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)

事務局配信のメールニュースを遅滞なく職場に周知・PRし、職員の実践等に役立てた。(一般
財団法人日本不動産研究所　東海支社)

エコモビに関する情報通知((株)水野組)

メールの一斉配信と共に啓発(中野建設(株))

社員休憩所掲示板に掲示した。(吉永建設工業(株))

開封通知をつける(（株）千田土木)

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、「エコモビ」に関する情
報を発信。((株)稲吉建設)

従業員にメール要約文や、メール原文を転送し、周知した。(日愛工業(株))

名古屋本社全社員に対し、毎月１回「エコモビの日」を告知（全社メール）((株)新東通信)

社内メール、出張者にはグループLINEでの全社員周知。((有)和央興業)

メールニュースを社内掲示板に掲示(日本エコシステム（株）)

印刷し社内掲示板に掲示し、朝礼等で呼びかける(（株）豊光設備)

事務局ニュースを必要に応じて各構成組織に配信(日本労働組合総連合会愛知県連合会)

当センターから配信するメルマガにて各種情報の周知・ＰＲ(愛知県地球温暖化防止活動推進
センター)

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)

県民に対し、広く「エコモビ」を啓発して意義や取組を知ってもらい、実践を呼
びかけるとともに、公共交通を安心して利用できることを伝える「講演会」を令和４年１月
３１日（月）に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、対面開催
を中止。代替として動画配信を実施。（愛知県）

消費生活情報「あいち暮らしっく」や環境情報紙「環境かわら版」に「エコモビ」の記事を
掲載（愛知県）

「エコモビ」ウェブサイト【知って得するエコモビ実践ガイド】にて「エコモビの日」周知
やエコモビの効果をはじめ、公共交通利用者への様々なサービスを掲載してＰＲ（愛知県）

県営名古屋空港ポスターや航空空港課及び指定管理者ホームページで公共交通機関を利用し
て来港するよう案内（愛知県）

【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）

３３団体

愛知県,愛知県町村会,
西尾市,愛知県教育委
員会,愛知県公立高等
学校ＰＴＡ連合会,愛
知県公立大学法人,愛
知環状鉄道(株),上飯
田連絡線(株),中部国
際空港連絡鉄道(株),
名古屋空港ビルディン
グ(株),中日建設
(株),(株)ナルセコー
ポレーション,(株)長
谷基業,第二制作(株),
セクダム(株),(株)コ
アズ名古屋事業本部,
マイナミ空港サービス
(株) 名古屋事業
所,(株)ＡＤＫマーケ
ティング・ソリュー
ションズ中部支社,一
般財団法人日本不動産
研究所　東海支
社,(株)水野組,中野建
設(株),吉永建設工業
(株),(株)水谷組,
（株）千田土木,(株)
稲吉建設,日愛工業
(株),(株)新東通
信,(有)和央興業,日本
エコシステム（株）,
（株）豊光設備,日本
労働組合総連合会愛知
県連合会,愛知県地球
温暖化防止活動推進セ
ンター,ＮＰＯ法人ラ
イフステーション・あ
いち

１６団体

愛知県,岡崎市,瀬戸
市,江南市,江南市,東
郷町,豊山町,愛知県商
工会議所連合会,愛知
県タクシー協会,中部
国際空港連絡鉄道
(株),(株)松本組,コス
モ産業(株)　コスモグ
ローバルコミュニケー
ションズスクール,
（株）服部工務店,愛
知県地球温暖化防止活

HPや広報媒体等を活用したPR

事務局配信のメールニュース活用
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本市ケーブルテレビにて公共交通についての特集を放送した。環境への負荷が少ないことや
健康増進につながること等の公共交通のメリットをＰＲすることで、利用促進を図った。(岡
崎市)

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)

市のホームページで「エコモビの日」について掲載(江南市)

随時、ホームページや市広報等を利用して、市民に公共交通を利用していただけるようＰＲ
(江南市)

町ホームページ上でエコモビリティライフについて掲載(東郷町)

町広報誌による情報の周知(豊山町)

会員専用WEBサイトでのチラシ掲載(愛知県タクシー協会)

会社HPに「エコモビ」のバナーを掲載した(中部国際空港連絡鉄道(株))

弊社HPでPRした。((株)松本組)

「エコモビ」ウェブサイト【知って得するエコモビ実践ガイド】、「エコモビ」紹介動画
(ウェブ配信)をミーティングでスタッフに共有(コスモ産業(株)　コスモグローバルコミュニ
ケーションズスクール)

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)

「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した。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可能となった。ア
クセス数も徐々に増加している。(ＯＳＣＮ(尾張旭・セーフティー・サイクリスツ・ネット
ワーク))

社内外へのエコモビリティライフ活動の啓発
・社外→HPへの掲載
・社内→月１回程度の社内報への掲載、事業所のわかりやすい場所に掲示
社外への告知の普及は、数値的には測れないが今後も継続してPRは継続して行っていきたい
と考えております。
社内への働きかけについて、取り組みの賛同する社員のなかには自発的に自転車通勤を行う
者も見受けられるようになりました。(（株）服部工務店)

「エコモビ」ＰＲ資材を広報活動に活用 愛知県

小学生の課外授業で市コミュニティバスを利用した際にエコモビ啓発グッズを配布した。 津島市

エコモビ啓発グッズとして、愛環ペーパークラフト等を提供 愛知環状鉄道(株)

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

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

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

社内会議、打合せ時に健康維持・
増進の周知

社内会議・打合せを定期的に行い、周知はある程度できた。
九州興業(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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

毎月第１水曜日の「エコモビの日」に合わせ、ショッピングセンター等で啓発活動を実施(愛
知県)

公共交通を活用したウォーキングイベント時に、事務局から提供されるチラシの配布(豊橋
市)

【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)

小牧駅前のにぎわい広場で開催された環境フェアにおいて、バスの乗車体験を行うとともに
来場者にチラシや啓発品を配布(小牧市)

市主催イベント内で市内を運行する公共交通路線のPRを行った。(尾張旭市)

【未実施】新型コロナウイルス感染症を考慮して予定していたイベントが中止(清須市)

公共交通を使ったおでかけプランを考えるワークショップを開催しました。(東浦町)

町制６０周年を記念し内海駅で開催したイベントで海っ子バスを展示し、公共交通の利用促
進を図った。(南知多町)

【未実施】鉄道の日イベントでチラシを配布予定であったが、コロナでイベント中止となっ
た。(中部鉄道協会)

「市バス・地下鉄ファンクラブ　ハッチーキッズクラブ」
令和3年度会員数：677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)

子供向け制服、帽子を着用して写真撮影環境をを整え集客力を意識(名鉄バス(株))

【未実施】「親子で体験！じてんしゃスクール」を開催予定だったが、コロナ禍により中止
となった。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回予定。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
いう狙いで「親子で体験」型を、２回予定した。その際にエコモビを広報啓発予定であっ
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】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「親子で体験！森林公園植物園
OSCNセーフティー！サイクリング」を開催予定だったが、コロナ禍により中止となった。(Ｏ
ＳＣＮ(尾張旭・セーフティー・サイクリスツ・ネットワーク)

【未実施】尾張旭市役所主催、「尾張旭市市民祭（10月開催）」にてOSCNじてんしゃスクー
ル交通安全コーナーを出展予定だったが、コロナ禍により中止となった。(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」でリニモ来場者への特典を予定していたが、新型ｺﾛﾅｳｲ
ﾙｽ感染拡大に伴い、ｲﾍﾞﾝﾄの開催が中止となった((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2021」でチラシの配布を予定していたが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡
大に伴い、ｲﾍﾞﾝﾄの開催が中止となった((公財)愛知県教育・スポーツ振興財団)

名古屋市

イベントを活用したPR １２団体

愛知県,豊橋市,小牧
市,尾張旭市,東浦町,
南知多町,名古屋市交
通局,名鉄バス(株),Ｏ
ＳＣＮ(尾張旭・セー
フティー・サイクリス
ツ・ネットワーク),中
部運輸局

知県地球温暖化防止活
動推進センター,愛知
県地球温暖化防止活動
推進センター,ＯＳＣ
Ｎ(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
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【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となったため取り組
めなかった。((公財)愛知公園協会)

トラックフェスティバル（主催：愛知県トラック協会）で、エコ通勤等の制度周知のパネル
展示をおこなった。(中部運輸局)

バスの乗り方に関する講座を小学校や高齢者を対象に実施(豊橋市)

バスの乗り方や地域を運行するバス路線について学べる講座を市内計２か所で開催した。(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)

老人会などの高齢者の集まる場で、公共交通乗り方教室の実施(半田市)

【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)

乗り方教室の実施(安城市)

民生委員等に対し公共交通利用講座を開催(西尾市)

バス会社と連携してバスの乗降方法や運賃の支払い方法等についての説明及びバス車両を使
用して乗降体験を実施(江南市)

小学生を対象に、バス車両を使用した乗り方教室を実施(東海市)

幹線と連携したバス乗り方教室の実施（年２回）(田原市)

【未実施】新型コロナウイルス感染症を考慮して中止(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しました。(東浦町)

令和３年１１月２１日、岡崎市内において関係行政機関、名鉄バスと連携して高齢者を対象
に実施((公社)愛知県バス協会)

出前講座として応募のあった小学校や中学校に出向き路面電車、電車、バスの乗り方講座な
ど質疑応答を実施している。6校実施一校につき1～2時間(豊橋鉄道(株))

高齢者向け商品の紹介（春日井市の高齢者サロン、江南市で実施）(名鉄バス(株))

地域住民、小学生にバスの乗り方教室の実施(レスクル(株))

長久手市地域公共交通会議の開催案内及び、子ども向けの公共交通イベントの開催チラシ
に、公共交通機関によるアクセス方法を添付(長久手市)

社内朝礼にて発表(メディアエムジー(株))

取引先とのオンライン打合せ・社内メンバーとのオンラインMTGの推奨と実践((株)流行発信)

「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

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、沿線施設体験型イベ
ントを実施

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

「愛環ぶらっとウォーキング」の
実施

「愛環ぶらっとウォーキング」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、愛知環状鉄道の利用を促進

「愛知環状鉄道に関する絵画募
集」の実施

県内の小学生を対象に募集した絵画を車両に展示することで、愛知環状鉄道への理解と愛着
を深めるとともに、愛知環状鉄道の利用を促進

あいち交通ビジョンへの位置付け
あいち交通ビジョン（2022年2月策定）における施策の方向性「５へらす」で「環境と調和し
た自動車利用」の取組として、「エコ モビリティ ライフの推進」を位置づけ

愛知県交通安全実施計画への位置
付け

令和３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

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

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

「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

あおなみ線ツアーズ
あおなみ線と沿線施設のPRを目的とした小学生と保護者向けのイベントの実施（12月２４日
（金）に実施）

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（春期3回、秋期3回）

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1回、秋2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

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

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

「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、日本語版、英語版冊子を作成した

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した

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、
手引書等を配布し、普及を図った

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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

「エコモビ実践キャンペーン２０
２１」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推進するキャンペーンを実施

愛知県

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)

名古屋市

名古屋市交通局

(公財)交通エコロ
ジー・モビリティ財団

「ノーマイカーデー」等の実施 ２０団体

愛知県

バスの乗り方教室の実施 １４団体

豊橋市,岡崎市,瀬戸
市,半田市,豊田市,安
城市,西尾市,江南市,
東海市,田原市,東浦
町,(公社)愛知県バス
協会,豊橋鉄道(株),名
鉄バス(株),レスクル
(株)

社外関係者との会議、総会等での
啓発

３団体

長久手市,メディアエ
ムジー(株),(株)流行
発信
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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)

エコモビの日に合わせてノーマイカーデーを実施し、庁内掲示板で周知した(岩倉市)

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の依頼を行
う。(あま市)

【未実施】新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、全庁的な行事が行われなかった
ため、ノーマイカーデーの実施を見送った。(飛島村)

全職員実施(愛知県商工会連合会)

【未実施】実施を予定していたが、新型コロナ感染拡大により実施を見合わせた。(尾西信用
金庫)

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)

乗り合わせ等により実践した。((株)松本組)

一部の社員にて実施(中野建設(株))

月1回ノーマイカーデーを実施。開催日の実施が難しい場合は、別日でも良いので実践するこ
とを呼びかけた。(辻村工業(株))

月１回以上のエコ通勤を社内通知で呼びかけた。(吉永建設工業(株))

営業活動時に、なるべく社有車の利用を控え、公共交通機関を利用した((株)東光高岳　中部
支社)

月1回「エコ通勤デー」として通勤時のマイカー利用を控え、公共交通機関や自転車、徒歩、
相乗りによるエコ通勤を推進((株)さくら総合サービス)

事業所より半径1キロ以内に住むスタッフ2名、天気の良い日、体調の良い日は徒歩で通勤を
行うようになりました。（(合)Syuhari）

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)

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。(ＮＰ
Ｏ法人ライフステーション・あいち)

毎月8日（環境保全の日）をエコ通勤日として決定し、ドニチエコ切符を利用した地下鉄・市
バスの通勤を推進し、従業員のエコへの意識が高まった。(ＮＰＯ法人人財育成支援ネット)

2.5km未満の通勤者の自家用車通勤を制限(安城市)

引き続き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)

マイカー通勤の禁止を実施した。(愛知県公立高等学校長会)

全ｷｬﾝﾊﾟｽ自動車通学は禁止。
八事・ﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前ｷｬﾝﾊﾟｽはﾊﾞｲｸ(原付含)通学も禁止(学校法人 名城大学)

公共交通機関の利用を推奨し、自宅から会社までのマイカー通勤は原則禁止とした結果、CO2
排出量の削減に繋がった。(中部百貨店協会)

マイカー通勤の自粛((公社)愛知県バス協会)

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))

全社員マイカー通勤禁止(三井不動産リアルティ(株))

終日、車通勤を禁止(メディアエムジー(株))

許可なきマイカー通勤は厳禁(前田建設工業(株))

社員は原則、公共交通機関での出社がルールとして義務図けられました。((株)インタラック
関西東海)

マイカー通勤の原則禁止を継続して実施する(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)

マイカー通勤の禁止((株)流行発信)

マイカー通勤なし達成((株)経営技術研究所)

マイカー通勤の事例は無かった((株)ジェイアール東日本企画 中部支社)

マイカー通勤を禁止し、やむを得ない場合は事前の申告を必須としている。((株)一人計画)

コロナ禍により在宅勤務を推奨したことにより、「ノーカーデー」等の取組ができなかっ
た。(スターキャット・ケーブルネットワーク(株))

マイカー通勤の禁止を徹底して実践している。(一般財団法人日本不動産研究所　東海支社)

マイカー通勤者に対しての　駐車場費用負担の禁止　→かなり減った((株)アルファポイン
ト)

マイカー通勤の原則禁止((株)川瀬電気工業所)

月1回の支店内会議での「エコ通勤」推奨(鈴中工業(株))

マイカー通勤なし達成((一社)東海経営支援センター)

マイカー通勤禁止((株)中日メディアブレーン)

マイカー通勤禁止((株)中日BB)

通勤費支給細則に基づきマイカー通勤を原則禁止している(佐藤工業(株))

公共交通機関利用を継続しました。((株)安井建築設計事務所　名古屋事務所)

職業訓練生への乗用車を使用しない通学方法への推奨を行います。(（株）サービスクリエイ
ト)

許可された者を除き、マイカー通勤禁止(荏原実業(株)　中部営業所)

マイカー通勤の原則禁止(日本労働組合総連合会愛知県連合会)

自家用車両を利用した通勤を原則禁止としている(中部地方環境事務所)

原則、マイカー通勤の禁止(エイベックス・エンタテインメント(株)　中部支社)

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)

引き続き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)

マイカー通勤・通学の禁止、制限 ３４団体

安城市,あま市,愛知県
公立高等学校長会,学
校法人 名城大学,愛知
県商工会議所連合会,
中部百貨店協会,(公
社)愛知県バス協会,ト
ヨタ自動車(株),三井
不動産リアルティ
(株),メディアエム
ジー(株),前田建設工
業(株),(株)インタ
ラック関西東海,第二
制作(株),セクダム
(株),(株)コアズ名古
屋事業本部,(株)流行
発信,(株)経営技術研
究所,(株)ジェイアー
ル東日本企画 中部支
社,(株)一人計画,ス
ターキャット・ケーブ
ルネットワーク(株),
一般財団法人日本不動
産研究所　東海支
社,(株)アルファポイ
ント,(株)川瀬電気工
業所,鈴中工業
(株),(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,佐藤工
業(株),(株)安井建築
設計事務所　名古屋事
務所,（株）サービス
クリエイト,荏原実業
(株)　中部営業所,日
本労働組合総連合会愛
知県連合会,中部地方
環境事務所,エイベッ
クス・エンタテインメ
ント(株)　中部支社

社員・職員・学生駐車場の利用制
限、有料化、廃止

１１団体

豊田市,日進市,あま
市,大治町,蟹江町,愛
知県公立高等学校長

一宮市,豊田市,江南
市,小牧市,岩倉市,清
須市,あま市,愛知県商
工会連合会,(株)魚国
総本社名古屋本
部,(株)松本組,中野建
設(株),辻村工業(株),
吉永建設工業
(株),(株)東光高岳
中部支社,(株)都市造
形研究所,(株)さくら
総合サービ
ス,(合)Syuhari,ＮＰ
Ｏ法人愛知ネット,Ｎ
ＰＯ法人ライフステー
ション・あいち,ＮＰ
Ｏ法人人財育成支援
ネット
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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)

駐車場を廃止した。(愛知県公立高等学校長会)

教職員、学生の駐車場を許可制、有料化。(名古屋産業大学)

大学構内における自動車の乗入れ及び駐車に関する内規を制定している(学校法人 名城大学)

車通勤禁止のため、駐車場廃止(メディアエムジー(株))

上記同様、申告のマイカー通勤をした場合は駐車料金等は一切個人の責任とする。((株)一人
計画)

マイカー通勤者に対しての　駐車場費用負担の禁止　→かなり減った((株)アルファポイン
ト)

新型コロナウイルス感染症対策と合わせた時差出勤制度の推進(半田市)

新型コロナウイルス感染症への対応を含めて、時差出勤制度を実施(東海市)

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)

時差出勤の奨励、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、エコモビに対する意識の向上を図った。
((株)ナルセコーポレーション)

テレワークの推奨により随時改正しております(前田建設工業(株))

通勤規則を制定し、通勤の変更者には手当を支給した。(平野建設(株))

本社勤務者は、8時、8時30分、9時と出社時間を月ごとに選択し、帰社時間もそれに合わせて
17時、17時30分、18時とする。(メーキュー(株))

一定日数の在宅勤務社員に対して手当を支給(（株）ＪＴＢ)

時差出勤制度の導入(日本労働組合総連合会愛知県連合会)

従前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)

女性従業員は就業時間の10分前より退社できるようにした（交代制）（(株)藤和アスコン）

市内高校に通う高校生に対して定期券の３割助成を実施 田原市

引き続き通学定期券の購入者へ費用の全額補助。 あま市

バスにて通勤可能なスタッフ1名にバスの定期券代金を全額支給しました（(合)Syuhari） (合)Syuhari

従業員等への特典付与
毎年４月にエコ通勤を行った社員への表彰と社内ポイントを換金付与する((株)小野組)

２団体
医療法人成精会刈谷病
院,(株)小野組

自転車通勤者に対し、通勤手当を支給(半田市)

自転車通勤者への通勤手当支給(安城市)

自転車通勤者に対しても、自動車通勤者と同様に距離に応じて通勤手当を支給(東海市)

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)

通勤２ｋｍ以上の職員に手当支給(幸田町)

自転車通勤者に公共交通機関利用時と同額の通勤手当を支給(愛知県私学協会)

自転車・徒歩通勤者に通勤手当支給(名古屋タクシー協会)

自転車通勤者への通勤手当支給(名古屋臨海高速鉄道(株))

前年度までの取組を継続。(医療法人成精会刈谷病院)

自転車通勤手当の支給(名古屋空港ビルディング(株))

駐輪場の整備(名古屋空港ビルディング(株))

従前より手当の支給を継続している。(尾西信用金庫)

通勤手当を支給。(稲栄産業(株))

自転車通勤規則あり(前田建設工業(株))

エコ通勤者にはマイカー手当と同等金額の支給(稲沢建設(株))

就業規則を改正し、自転車通勤者へ通勤手当を支給(スターキャット・ケーブルネットワーク
(株))

通勤手当支給規則に規定済み。((株)近畿日本ツーリスト中部)

自転車通勤への変更した場合は手当を支給した。(平野建設(株))

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)

自転車への通勤手当支給実施((株)花井組)

通勤手当の支給(大岳電気工業(株))

2km以上の自転車通勤者への通勤手当支給(メーキュー(株))

2.0ｋｍ以上離れたところから自転車通勤する従業員に対して手当を支給(（株）ＪＴＢ)

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)

自転車通勤者が利用する駐輪場の設置(半田市)

駅周辺の有料駐輪場の再整備と利用料金の見直し(春日井市)

駐輪場の設置にあわせた自転車通勤者用の更衣室やカッパ干し場の維持(安城市)

職員用駐輪場を設置し、自転車通勤を促進する。(蒲郡市)

駐輪場および更衣室を設置済み。(蒲郡商工会議所)

前年度までの取組を継続。(医療法人成精会刈谷病院)

駐輪場指定の雨よけポートは継続使用している。(中日建設(株))

寮を建設。入寮することにより、通勤が減少した。(（株）丸中組)

自転車置き場の整備(前田建設工業(株))

更衣室や駐輪場の設置(大精建設(株))

駐輪場の設置((株)川瀬電気工業所)

駐輪場は確保済み(中野建設(株))

近距離通勤者へ、徒歩・自転車を推奨しました。全社員のシャワー室の無料使用可。(岡本組
(株))

駐輪場の更新を行いスペースを広げ、輪留めを設置((株)花井組)

知県公立高等学校長
会,名古屋産業大学,学
校法人 名城大学,メ
ディアエムジー
(株),(株)一人計
画,(株)アルファポイ
ント

通勤制度の改正 １２団体

半田市,東海市,東郷
町,上飯田連絡線
(株),(株)ナルセコー
ポレーション,前田建
設工業(株),平野建設
(株),メーキュー(株),
（株）ＪＴＢ,日本労
働組合総連合会愛知県
連合会,(公財)愛知県
教育・スポーツ振興財
団,(株)藤和アスコン

自転車通勤者への通勤手当支給 ２６団体

半田市,安城市,東海
市,あま市,幸田町,愛
知県私学協会,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,
名古屋空港ビルディン
グ(株),尾西信用金庫,
稲栄産業(株),前田建
設工業(株),稲沢建設
(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,
平野建設(株),(株)川
瀬電気工業所,吉田工
機(株),(株)花井組,大
岳電気工業(株),メー
キュー(株),（株）Ｊ
ＴＢ,(公財)愛知県教
育・スポーツ振興財
団,ＮＰＯ法人ライフ
ステーション・あいち

自転車通勤を促す設備の導入 ２６団体

半田市,春日井市,安城
市,蒲郡市,稲沢市,阿
久比町,蒲郡商工会議
所,医療法人成精会刈
谷病院,中日建設(株),
（株）丸中組,前田建
設工業(株),大精建設
(株),(株)川瀬電気工
業所,吉田工機(株),中
野建設(株),岡本組
(株),(株)花井組,吉永
建設工業(株),(株)稲
吉建設,日愛工業
(株),(合)Syuhari,日
本エコシステム
（株）,（株）豊光設
備,ＮＰＯ法人ボラン
タリーネイバーズ,(公
財)愛知県教育・ス

通学定期券の購入促進
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以前より設置していた駐輪場の清掃を行った。(吉永建設工業(株))

駐輪場周りを整備し、自転車通勤者がより使用しやすい環境を整えた。((株)稲吉建設)

自転車置き場の確保、自転車の施錠をしっかりと出来るよう、二重ロックを導入した。(日愛
工業(株))

1名のスタッフが自転車にて通勤しています。スタッフ用駐車場の一部を屋根付きの駐輪場に
しました。（(合)Syuhari）

駐輪場は以前からあり(日本エコシステム（株）)

駐輪場を継続して整備(（株）豊光設備)

社有自転車を用意し、近距離の移動に活用した(ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ)

従前より駐輪場あり((公財)愛知県教育・スポーツ振興財団)

自転車・バイク等の屋根付駐輪場の設置（雨具等の洗濯・干し場あり）（(株)藤和アスコ
ン）

社員の３分の１にあたる約60人に対してアンケートの実施(東郷町施設サービス(株))

新入社員に対してコミュニケーションアンケートを実施。
このことで、エコモビの周知、及び通勤実態を把握できた。((株)長谷基業)

職員会で実施。現状が把握できた。((株)ごんだ)

社員全員を対象に実施。意識調査を行った。(辻村工業(株))

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

昨年度の認証申請時に合わせてコミュニケーションアンケートを実施した(佐藤工業(株))

「エコモビリティ」の実践について、体験談募集((株)新東通信)

アンケートを通じてエコ通勤、エコドライブの再確認ができた(青木建設（株）)

従業員の通勤実態を把握するとともに、エコ通勤への転換を促進(（一社）ライフスキルサ
ポート協会)

アンケートに答えることにより、エコ通勤という取り組みの周知を行った(（株）鈴木産業)

定期的にコミュニケーション・アンケートの実施(エイベックス・エンタテインメント(株)
中部支社)

リニモ沿線地域における住民及び
学生への働きかけ

公共交通機関の利用を促す啓発資料の作成、配布 愛知県

啓発資料作成 転入者、新高校生に向けた公共交通機関の利用を促すリーフレットの作成 豊田市

エコ通勤の実施 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

公共交通機関利用の促進 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

車移動の低減 Zoomを活用した会議の実施による車移動の低減を行った。 藤本建設(株)

車移動の低減 在宅勤務（一部従業員）の実施による車移動の低減を行った。 藤本建設(株)

社有車の燃費の目標設定 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

社用車の相乗り実施 一部の現場で、駅から社用車での相乗り移動を実施 （株）千田土木

エコ通勤実施状況の調査
毎月末に実施状況を社内に張り出すことは出来ている。
また、社内会議、打合せ時に現在のエコ通勤者を発表している。

九州興業(株)

単身寮配置の工夫 支店事務所徒歩圏に単身寮を配置し、徒歩によるエコ通勤を推進した 佐藤工業(株)

公共交通機関利用の促進
最寄り駅（電車・バス）の時刻表を社内に掲示し、公共機関での通勤を促し、現在、自転車
及び電車通勤の人数が2である。

（有）武一塗装

社用車の相乗り実施 現場への相乗り出勤の推奨 （株）服部工務店

公共交通機関利用の促進
最寄り駅（電車・バス）の時刻表を社内に掲示し、公共機関での通勤を促し、現在、自転車
及び電車通勤の人数が2である。

（株）Takeichi

出張時の直行直帰を可能に変更 自宅から現場への直行直帰を可能にし、会社への余分な移動を削減する。 八洲建設（株）

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
促進を図った

(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」
の普及促進

中部運輸局のホームページに「エコ通勤優良事業所認証制度」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」の制度周知・候補発掘

中部運輸局のホームページに「交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰」の概要等を掲載す
るとともに、講習会等のイベント開催時に、制度周知と候補発掘をおこなった。

中部運輸局

在宅勤務の推進 在宅勤務の環境を整え、出社と在宅勤務併用を推進
エイベックス・エンタ
テインメント(株)　中
部支社

（２）出張時における「エコモビ」の実践

取組・事業の名称 結果（詳細抜粋） 実施団体名

毎週木曜日を「ノーカー出張の日」に設定(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)

公共交通機関とカーシェアリングの活用(豊橋鉄道(株))

社用車の利用なし(メディアエムジー(株))

感染症防止規制時期以外は公共交通機関により移動を推奨と実践((株)流行発信)

カーシェアリング、タクシー利用について100％行動できていた。((株)ジェイアール東日本
企画 中部支社)

社用車を廃止したため、カーシェアまたはタクシー、レンタカーなど時間や料金を計算した
うえで効率の良い手段を活用している((株)一人計画)

社用車を１台に削減し、カーシェアリング、タクシー利用を励行した。(一般財団法人日本不
動産研究所　東海支社)

公共交通機関利用のために、社員に交通系カードの貸与((株)アルファポイント)

カーシェアリングの活用((株)中日メディアブレーン)

カーシェアリングの活用((株)中日BB)

遠方出張時は公共交通機関を使用し、現地にてレンタカーを利用。((有)和央興業)

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)

社用車を保持せず、タクシー・公共交通機関を活用（エイベックス・エンタテインメント
(株)　中部支社）

社用車の利用制限、カーシェアリ
ング・タクシーの活用

１４団体

豊明市,愛知県ビルメ
ンテナンス協同組合,
豊橋鉄道(株),メディ
アエムジー(株),(株)
流行発信,(株)ジェイ
アール東日本企画 中
部支社,(株)一人計画,
一般財団法人日本不動
産研究所　東海支
社,(株)アルファポイ
ント,(株)中日メディ
アブレーン,(株)中日
BB,(有)和央興業,ＮＰ
Ｏ法人愛知ネット,エ
イベックス・エンタテ
インメント(株)　中部
支社

財)愛知県教育・ス
ポーツ振興財団,(株)
藤和アスコン

コミュニケーション・アンケート
の実施

１１団体

東郷町施設サービス
(株),(株)長谷基
業,(株)ごんだ,辻村工
業(株),吉永建設工業
(株),佐藤工業
(株),(株)新東通信,青
木建設（株）,（一
社）ライフスキルサ
ポート協会,（株）鈴
木産業,エイベック
ス・エンタテインメン
ト(株)　中部支社
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経済産業局、芸術文化センター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)

近隣の金融機関や会員事業所へは自転車での移動を行った。(蒲郡商工会議所)

近距離移動時は自転車を利用した(名古屋タクシー協会)

およそ一駅区間内の出張は徒歩及び自転車利用を推進、実践(上飯田連絡線(株))

近距離の出張時に社有自転車を積極的に利用するよう従業員自らが取り組んだ(中部国際空港
連絡鉄道(株))

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))

自転車を３台に増設し、近距離の出張・用件における利用促進を図った。(一般財団法人日本
不動産研究所　東海支社)

社有自転車を3台購入した　→　利用頻度が高い((株)アルファポイント)

近距離自転車利用及び現場内移動　目標：100回/年(結果180回/年）(山一建設(株))

近場の現場や所用に行く際は、可能な限り電動式自転車を利用する様、朝礼等で社員に呼び
かけを実施した。((株)成瀬組)

社内スタッフ全員に社有自転車の利用、徒歩、公共交通機関の活用を促進しました。((株)中
日メディアブレーン)

社内スタッフ全員に社有自転車の利用、徒歩、公共交通機関の活用を促進しました。((株)中
日BB)

全員が自転車を安心して利用できるよう定期的な保守点検をしていった。(日愛工業(株))

近距離の外出において共有自転車を利用しました。((株)安井建築設計事務所　名古屋事務
所)

近隣への移動は自転車を活用(日本エコシステム（株）)

社有自転車を用意し、近距離の移動に活用した(ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ)

公用自転車を使用した近隣への出張を推進及び実践((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 近距離移動手段（目安として地下鉄1駅区間程度）として、ウォーキングの推奨と実践 (株)流行発信

業務移動時の「エコモビ」推進 講習、会合、申請は公共機関を利用する。 大岳電気工業(株)

タクシーチケット抑制 タクシーチケットの利用を抑制し、公共交通機関での移動を推進 佐藤工業(株)

業務移動時の「エコモビ」推進
複数の人数が同一目的に行く場合は、各自運転せずに乗り合わせで行くことで、CO2の排出量
を抑える。

（有）武一塗装

業務移動時の「エコモビ」推進
複数の人数が同一目的に行く場合は、各自運転せずに乗り合わせで行くことで、CO2の排出量
を抑える。

（株）Takeichi

業務移動時の「エコモビ」推進 業務中の移動時、公共交通機関の積極利用を呼びかけ
荏原実業(株)　中部営
業所

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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

市町村や駐車場業者等と連携しながら、パーク＆ライドを普及推進（愛知県）

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）

駅やバス停におけるパーク＆ライド駐車場を運営(豊橋市)

鉄道駅周辺の市営駐車場の管理運営(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)

駅周辺における駐車場の維持(安城市)

P&R駐車場の管理・運営(西尾市)

高速バスのバス停付近に駐車場を整備し、パーク＆ライドを推進した(新城市)

公共駐車場（４カ所）の管理運営(田原市)

今年度駐車場の増減はないが、コロナ対策として、非対面でのオンライン契約導入や、空車
状況を確認できるQRコード付き看板設置(豊橋鉄道(株))

駅周辺におけるコインパーキングの運営(三井不動産リアルティ(株))

以前提出済みの駐輪場は使用しているが、駐輪場の新設や整備等新たに行ったことは無い。
(九州興業(株))

十分な広さの駐輪場を確保(社会福祉法人愛知県社会福祉協議会)

市報・HPに市営駐車場に関する記事を掲載(半田市)

ホームページ記載、車内広告及び各駅に情報提供、PR(豊橋鉄道(株))

パーク＆ライドに関するチラシの設置(名古屋臨海高速鉄道(株))

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))

休日を増やし社用車の利用を減らしできる限り公共交通機関や自転車の活用をした。(稲沢建
設(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。(弥富市)

積極的な自転車利用の促進(名古屋タクシー協会)

津島営業所、名古屋営業所に駐輪場設置(名鉄バス(株))

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

パーク＆ライドの環境の整備 津島営業所駐車場を活用したパークアンドライド環境の整備 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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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）

名古屋市

近距離の出張における自転車利用
の促進

２０団体

愛知県,半田市,春日井
市,豊川市,蒲郡商工会
議所,名古屋タクシー
協会,上飯田連絡線
(株),中部国際空港連
絡鉄道(株),セクダム
(株),一般財団法人日
本不動産研究所　東海
支社,(株)アルファポ
イント,山一建設
(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),(株)安井建築
設計事務所　名古屋事
務所,日本エコシステ
ム（株）,ＮＰＯ法人
ボランタリーネイバー
ズ,(公財)愛知県教
育・スポーツ振興財団

駐車場管理、運営等 １２団体

愛知県,豊橋市,半田
市,豊田市,安城市,西
尾市,新城市,田原市,
豊橋鉄道(株),三井不
動産リアルティ(株),
九州興業(株),社会福
祉法人愛知県社会福祉
協議会

パーク＆ライドに関する情報提
供・PR

５団体

半田市,豊橋鉄道(株),
名古屋臨海高速鉄道
(株),トヨタ自動車
(株),稲沢建設(株)

サイクル＆バスライドの推進 ４団体

江南市,弥富市,名古屋
タクシー協会,名鉄バ
ス(株)

公共交通機関に関するウェブサイ
トの運用等

２８団体

愛知県,瀬戸市,半田
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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)

豊川市内のバス路線再編に伴い、バスの時刻や経路検索に必要なGTFSデータを更新して
Googleに提供した。(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にバスの路線・時刻表等に関するデータを掲載し運用(小牧市)

ダイヤ改正や新しいバスマップを発行した際に、随時ホームページの更新を行った。(新城
市)

コミュニティバスデータをGTFS化し、市HP上に公開及びGoogle Mapに掲載
NAVITIME、ジョルダン、駅すぱあと、に情報掲載(東海市)

市HPに時刻表を掲載。時刻表データをオープンデータとして市HPに掲載。(知多市)

市HPにて時刻表検索システムとバスロケへのアクセスが可能。また、NAVITIME、ジョルダ
ン、Google Mapsにて情報掲載。(知立市)

NAVITIME、ジョルダン、Google Mapsにて情報掲載(豊明市)

７月２６日に路線・時刻改定、ＧＴＦＳ化に着手(北名古屋市)

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
を図った。(大口町)

村公式HPに飛島公共交通バスの紹介ページを掲載。利用実績や法定協議会の内容も公表。(飛
島村)

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したほか、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しました。(東浦町)

最寄りの駅・バス停の時刻表を職場に掲示し、利用を促進した。(愛知県公立高等学校長会)

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)

自社webサイト以外のコンテンツへのダイヤ情報の提供(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)

【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。(中一建設工
業(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)

広報せとに公共交通機関情報を掲載した。(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」において、豊川市内のバス路線再編することの周知を実施。(豊川市)

おいでんバス高齢者向け定期券「おでかけパス７０」について周知(豊田市)

公共交通にかんする情報を市ホームペーシに掲載(安城市)

市広報誌に公共交通機関情報を掲載(西尾市)

市広報・HPにて公共交通機関を利用する際の新型コロナウイルス感染症予防や、交通事業者
が行っている対策や隣接市町のコミュニティバスとの乗り継ぎ情報等、公共交通利用促進の
ための記事を掲載(小牧市)

ダイヤ改正を市の広報誌へ掲載した。(新城市)

市広報誌内に公共交通に関する特集記事を掲載した。(尾張旭市)

公共交通マップの作成、配布(豊明市)

広報６月号にコミュニティバスの改定特集を掲載、７月に市内全戸に路線図・時刻表を配布
した。(北名古屋市)

町広報誌、町ＨＰによる情報の周知(豊山町)

コミュニティバスサポート隊と協働し、広報紙に適宜情報を掲載した。(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しました。(東浦町)

広報紙にて、公共交通の案内を実施(幸田町)

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)

従業員全員ではないが、徐々に公共交通機関を使ったエコ通勤に切り替えてもらう従業員も
増えてきている。(九州興業(株))

コミュニティバスにＱＲコード決済を導入することについて調査・検討を実施した。(瀬戸
市)

キャッシュレス決済（PayPay）の実施(西尾市)

コミュニティバスにQRコード決済を導入(東海市)

PayPayの実証実験を開始。(北名古屋市)

交通系ICカード利用を可能とし、利便性向上を図った。(飛島村)

社用ICカードの導入(上飯田連絡線(株))

公共交通機関法人向けカードの契約、利用促進。((有)和央興業)

バス停留所の一部にて、待合スペース確保のための整備を実施(安城市)

市民病院に公共交通専用のロータリー及び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運用。(小牧市)

バス停へのベンチの設置、駅前ロータリーの整備(知多市)

停留所の状況、利用者からの要望を勘案し、環境改善を進めた。(尾張旭市)

令和２年９月供用開始のららぽーと愛知東郷に近接するバスターミナルに新たにベンチを設
置(東郷町)

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)

トの運用等
愛知県,瀬戸市,半田
市,豊川市,刈谷市,豊
田市,安城市,西尾市,
小牧市,稲沢市,新城
市,東海市,知多市,知
立市,豊明市,日進市,
北名古屋市,大口町,飛
島村,東浦町,幸田町,
愛知県公立高等学校長
会,名古屋市交通局,名
鉄バス(株),(株)ハク
セイ,(株)都市造形研
究所,公共交通利用促
進ネットワーク,(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

１８団体

瀬戸市,春日井市,豊川
市,豊田市,安城市,西
尾市,小牧市,新城市,
尾張旭市,豊明市,日進
市,北名古屋市,豊山
町,大口町,東浦町,幸
田町,(株)ＡＤＫマー
ケティング・ソリュー
ションズ中部支社,九
州興業(株)

決済手段の充実 ８団体

瀬戸市,西尾市,東海
市,日進市,北名古屋
市,飛島村,上飯田連絡
線(株),(有)和央興業

駅・バス停の環境改善 １２団体

刈谷市,安城市,小牧
市,知多市,尾張旭市,
日進市,東郷町,大口
町,蟹江町,飛島村,幸
田町,名古屋市交通局
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住民からバス停移設の要望があったため移設
バス停に設置されているベンチが破損していたため、管理者に連絡し、新しいベンチを設置
(蟹江町)

バス停留所への屋根を設置し、利用環境改善を図った。(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)

令和３年４月１日より、既存施設の待合スペースをバス待合室として併用することができる
ようにする。(瀬戸市)

前後駅にバス待合所を設置(豊明市)

バス停留所（ターミナル）へ仮設トイレを設置し、運転手・利用者への環境改善を図った。
(飛島村)

公共交通利用者に対するサービス
のＰＲ・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「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ウイ
ルス対策の実施

市が運営する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ダイヤ・コー
スの見直し

コミュニティバス「こまくる」の再編にかかる利用者アンケートを行い、見直しを実施 小牧市

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

営業車共有化による「エコモビ」
推進

営業車を1人１台ではなく共有化し、乗り合わせやスケジュール調整、公共交通機関を利用す
るなどして環境に配慮する。

八洲建設（株）

地域における外国人旅行者等の円
滑な移動の推進

地域において外国人旅行者等が目的地まで公共交通機関で円滑に移動する為、これまでの取
り組み成果や知見を広く紹介した

(公財)交通エコロ
ジー・モビリティ財団

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

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

公共交通オープンデータ提供の推
進

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

（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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

運転免許自主返納者に対し、公共交通バス利用券・タクシー利用券（どちらか１つ）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。
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)

運転免許の自主返納者へバスの回数券を支給した。(新城市)

運転免許証自主返納者に対して75歳未満の方にはコミュニティバス無料乗車証を、75歳以上
の方にはタクシー助成券（2,000円分）を贈呈(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)

運転免許証自主返納者に対して、所定の手続きによりミニバス無料乗車券を交付。また、ミ
ニバスガイド裏面に案内を記載。(知立市)

市営バス回数券を配布した。(尾張旭市)

コミュニティバス定期券又はチョイソコ回数券の配布(豊明市)

下記のいずれかを交付
①田原市ぐるりんバス無料乗車券１年分の交付
②豊鉄バス㈱元気パス（１年間）引換券の交付
③たまぽカード100ポイントの交付(田原市)

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て、市巡回バスの無料乗車券の交付を案内。(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カード等を交付しまし
た。(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)

民営バス路線（市内区間限定）・コミュニティバス共通１日フリー乗車券を販売している。
(豊川市)

おいでんバス高齢者向け定期券「おでかけパス７０」の販売(豊田市)

コミュニティバスの回数券及び定期券を販売(東海市)

1,000円で11回分の乗車が可能な回数券や、１か月全路線乗り放題の定期券（小学生：500
円、中学生：1,000円、大人：2,000円）を販売しています。
※通常、１乗車100円の運賃を頂いています。(東浦町)

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した。(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、名古屋市営交通１日乗車券・ドニチエコきっぷ、愛環１dayパ
スによる割引）（愛知県）

公共交通利用促進ネッ
トワーク

１８団体

半田市,春日井市,豊川
市,津島市,安城市,西
尾市,常滑市,稲沢市,
新城市,東海市,知多
市,知立市,尾張旭市,
豊明市,日進市,田原
市,あま市,東浦町

公共交通機関利用者への割引切符
の販売

７団体

瀬戸市,豊川市,豊田
市,東海市,日進市,東
浦町,愛知高速交通
(株)

５団体

愛知県,豊田市,安城
市,名古屋市交通局,東

公共施設や飲食店等における公共
交通利用者への割引制度

既存施設の利用による環境改善 ３団体

瀬戸市,豊明市,飛島村

運転経歴証明書保有者への補助
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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「どんぐりの湯」で割引。(豊田市)

中心市街地で定期的に開催されるホコ天きーぼー市で無料乗車券を配布(安城市)

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7月9万部、11月7万2千部、3月7万5千部、英語版：各7月1万部、11月4千
部、3月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)

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（１月末～３月末） 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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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３年度は市外からの観光客
による利用が大幅に増加し、過去最高の利用回数となった。(岡崎市)

学内にシェアサイクルボートを設置(学校法人 愛知大学)

シェアサイクルの登録を推進。登録時は会社決済できるよう情報共有を行っている。((株)一
人計画)

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)

市内2カ所でレンタサイクルを実施(知立市)

清洲城を拠点としたレンタサイクル事業を実施(清須市)

シェアサイクル同様。行先等効率化を図るためシェアサイクル及びレンタサイクルを使い分
けている。((株)一人計画)

近距離の現場への移動を自転車にて行う(大精建設(株))

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。また、大規模自転車道 （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

三人乗り自転車貸与事業の実施
事業名：三人乗り自転車貸与事業
普通車8台　電動アシスト車14台　貸与事業を実施（１年間）

扶桑町

サイクルトレインの推進
各駅のホームへ乗車位置表示や看板設置及びホームページ記載、車内広告PR実施により、コ
ロナ禍ではあるがコロナ前の数字に近く戻ってきている。

豊橋鉄道(株)

近距離移動時のウォーキング推奨 近距離移動手段（目安として地下鉄1駅区間程度）として、ウォーキングの推奨と実践 (株)流行発信

業務移動時の「エコモビ」推進 出社後の各現場へは相乗りで移動しました。 岡本組(株)

社用自転車の利用促進 (内容)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

業務移動時の「エコモビ」推進 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した。 (株)山口土木

エコ通勤の推奨 近距離の通勤者への自転車・徒歩通勤の呼びかけにより、自転車・徒歩通勤者が増加した 三基工業（株）

公立小学校自転車交通安全教室

尾張旭市の小学校７校で、市からOSCNへの委託事業として、市内小学３年生の全生徒対象に
自転車の安全利用授業を実施した。授業時間内に、自転車の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した。尚、全小学校９校
中、２校については、コロナ禍の波により、本年度は、中止となった。

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 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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(R3.10.28)(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3年9月8日　46名参加）(豊川市)

事務局職員によるエコ通勤（アイドリングストップ等）を実施(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))

エコ運転の推奨についての内容を社内メールにて展開し、従業員への周知を行った。(藤本建
設(株))

エコドライブおよびアイドリングストップの推進は継続中。
毎月の安全会議で運転指導できた。(中日建設(株))

2回/月開催の工事工程会議の場を利用して「エコドライブ・アイドリングストップ」を呼び
掛けた。(豊川舗装(株))

燃費調査の実施。
『前年度比』や『車種別の全国比』などと比較することで燃費、エコドライブを意識できる
ようにした。((株)長谷基業)

安全大会などにエコドライブ運転促進のための講習をした。(稲沢建設(株))

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)

エコドライブ等に関する動画、ミニテストを実施。(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))

社員へのメールや回覧物の配布で周知徹底した((株)東光高岳　中部支社)

ポスター掲示、朝礼での呼びかけ(丸周建設(株))

ガソリンが高騰していることもあり、エコドライブすることでガソリン節約になることを周
知した。(日愛工業(株))

朝礼時にエコドライブ・アイドリングストップの呼びかけを行った(三基工業（株）)

社内の定例会議においてエコドライブ研修を行う(下里建設（株）)

エコドライブを意識した結果、各車両燃費が上がった。(青木建設（株）)

レンタサイクル事業の実施 ７団体

半田市,春日井市,西尾
市,知立市,清須
市,(株)一人計画,大精
建設(株)

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

２９団体

愛知県,春日井市,豊川
市,稲沢市,愛知県タク
シー協会,トヨタ自動
車(株),藤本建設(株),
中日建設(株),豊川舗
装(株),(株)長谷基業,
稲沢建設(株),あいお
いニッセイ同和損害保
険(株),(株)ＡＤＫ
マーケティング・ソ
リューションズ中部支
社,宮田電工(株),(株)
ごんだ,吉田工機(株),
辻村工業(株),大岳電
気工業(株),(株)東光
高岳　中部支社,丸周
建設(株),日愛工業
(株),三基工業（株）,
下里建設（株）,青木
建設（株）,日本エコ
システム（株）,八洲
建設（株）,(公財)愛
知公園協会,ＮＰＯ法
人クオーレ,中部地方
環境事務所

市,名古屋市交通局,東
海旅客鉄道(株)

シェアサイクル事業の実施 ３団体

岡崎市,学校法人 愛知
大学,(株)一人計画
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車両管理用テレマティクスサービスを活用し、エコドライブ促進をしている(日本エコシステ
ム（株）)

全社員に通勤時のエコドライブを呼びかける(八洲建設（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)

アイドリングストップに関するリーフレットを各事業所に配布し、周知を促した。朝礼にて
定期的にエコドライブ、アイドリングストップの実施を呼びかけた。(ＮＰＯ法人クオーレ)

車両を使用する場合の業務において、エコドライブやアイドリングストップを呼びかける(中
部地方環境事務所)

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)

公用車に次世代自動車を計画的に導入する。(蒲郡市)

ハイブリッド、CNGバス、電気バスの購入に対して助成((公社)愛知県バス協会)

協会会員へのハイブリットLP車の推進(名古屋タクシー協会)

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)

前年度までの取組を継続。(医療法人成精会刈谷病院)

EVバスの導入、運行(レスクル(株))

社用車にプリウスを導入している。(藤本建設(株))

普通自動車から軽自動車への入替を順次行っている。(尾西信用金庫)

社用車の台数減少。より燃費のいい自動車に変更(東郷町施設サービス(株))

社用車はハイブリッドカーを導入(三井不動産リアルティ(株))

社長車をプリウスに切り替えた。(豊川舗装(株))

ハイブリット車の導入を図った。（3台導入）((株)ナルセコーポレーション)

より低燃費の車への移行　（ハイブリッド車からプラグイン車へ）((株)長谷基業)

自社保有車を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（ﾌﾟﾘｳｽ及びアクア等）を導入した。(セクダム(株))

契約満了に伴いハイブリット車等、燃費の良い車を社用車にした。((株)アイネス　中部支
社)

ハイブリット車を積極的に導入した((株)花井組)

ハイブリッド車等を継続的に利用した。((株)成瀬組)

ＨＶ車の導入((株)稲吉建設)

社有車に、EV、PHV車を導入した((株)東光高岳　中部支社)

電気自動車の導入(丸周建設(株))

ハイブリッド車1台導入(メーキュー(株))

ハイブリッド車に随時転換((株)新東通信)

事業拡大及びリース期間の満了に伴う社用車の入れ替えの際に、ガソリン車ではなく、ハイ
ブリッド車を導入することで、CO2の排出量を抑える。(（有）武一塗装)

事業拡大及びリース期間の満了に伴う社用車の入れ替えの際に、ガソリン車ではなく、ハイ
ブリッド車を導入することで、CO2の排出量を抑える。(（株）Takeichi)

社用車のＨＶ車導入(三基工業（株）)

社有車を順次ハイブリッドなど低燃費車へ変更(日本エコシステム（株）)

社有車にハイブリッド車を導入し、環境負荷低減を促進(荏原実業(株)　中部営業所)

社用車買い替えの際には、アイドリングストップ機能のついた車両に切り替え（2台)(（株）
豊光設備)

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)

ハイブリッド車両４台と燃料電池車両１台所有(中部地方環境事務所)

ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶの普及促進

「あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン」に基づき、ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶに対する
関心を高めるため、市町村や自動車関連業者と連携し、避難所開設訓練において給電のデモ
ンストレーションを実施
また、その成果を発信し、他地域へ展開するため、フォーラムを開催

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

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

自転車の増車 自転車を増車。社員が自由に使用可能。（コンビニなどに使用した） （株）丸中組

社用車の相乗り促進
(内容)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

チョイソコ事業への参画
アイシンとともにチョイソコ事業に参画し地域交通の課題解決および
自動車の効率的な運用方法について取り組み

（株）ＪＴＢ

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図った

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、
「エコドライブシンポジウム」を開催した。

グリーンスローモビリティの普及
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や車とも共存できる新た
なモビリティとしてのグリーンスローモビリティの普及を図った

環境に配慮した自動車利用の促進
公用車のエコ運転の実施及び園内移動には、燃費効率の良いスクーターを使用するよう心が
けた。

NPO法人フロンティア
西尾

（３）ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進

取組・事業の名称 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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）

(公財)交通エコロ
ジー・モビリティ財団

環境にやさしい車両の導入 ３５団体

半田市,豊田市,蒲郡
市,阿久比町,幸田
町,(公社)愛知県バス
協会,名古屋タクシー
協会,愛知県タクシー
協会,医療法人成精会
刈谷病院,レスクル
(株),藤本建設(株),尾
西信用金庫,東郷町施
設サービス(株),三井
不動産リアルティ
(株),豊川舗装
(株),(株)ナルセコー
ポレーション,(株)長
谷基業,稲沢建設(株),
セクダム(株),(株)ア
イネス　中部支
社,(株)花井組,(株)成
瀬組,(株)稲吉建
設,(株)東光高岳　中
部支社,丸周建設(株),
メーキュー(株),(株)
新東通信,（有）武一
塗装,（株）Takeichi,
三基工業（株）,日本
エコシステム（株）,
荏原実業(株)　中部営
業所,（株）豊光設
備,(公財)愛知県教
育・スポーツ振興財
団,中部地方環境事務
所

ITS（高度道路交通システム）の
推進

３団体

愛知県,日進市,ＮＰＯ

愛知県
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■コロナ禍における活動として、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。

1）関係府省庁、自治体、特別会員、会員企業の参加による『地域ITSフォーラム2021～新た
な人や仕事の流れを生みだす地域づくり、公共の価値を考える～』をオンラインで主催し、
地域の課題や地域づくりの具体的な取組みを知る機会を提供した

2）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　モビリティ
データ利活用の現在地を知り、社会実装に向けた課題を探る』をオンラインで主催し、日本
のデジタル化や国の動きに加えて、人流を含むモビリティデータの利活用について、現場の
取り組み状況から今の立ち位置を知り、モビリティデータの利活用を進めるための課題を探
る機会を提供した(ＮＰＯ法人ＩＴＳ　Ｊａｐａｎ)

市内を運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)

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した。
(津島市)

令和3年4月に運用開始。(西尾市)

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)

バスの現在位置や車内の混雑状況などの運行情報を把握できるバスロケーションシステムの
導入。(知多市)

HP・ミニバスガイド等を用いて利用促進に努める。広報にバスロケの使用方法についての記
事を掲載。(知立市)

コミュニティバスに運用(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)

令和３年４月より東郷町じゅんかい君にバスロケーションシステムを導入(東郷町)

町ＨＰにてバスロケーションシステムの周知(豊山町)

平成29年１月から運用しているシステムの稼働継続。(飛島村)

コミュニティバスの運行状況をリアルタイムで配信しています。(東浦町)

スマートフォンを用いて、バスの運行情報などが確認できるサービスを提供（新たに
年度末、名鉄のアプリで提供）(名鉄バス(株))

（４）ＭａａＳの普及促進

取組・事業の名称 結果（詳細抜粋） 実施団体名

Ｍａａｓの導入に向けた実証実験
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、名古
屋東部丘陵地域を対象に実証実験を実施

愛知県

（５）協議会への加入促進

取組・事業の名称 結果（詳細抜粋） 実施団体名

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

会員へエコモビの周知と協議会への加入呼びかけ (公社)愛知県バス協会

協議会への加入促進
名古屋支店での全社広報活動により、北陸支店（富山県）でのエコ通勤優良事業所の新規認
証取得（№16-0010）に貢献できた

佐藤工業(株)

※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。

※取組団体一覧（団体数で表記したもの）
１（１）
【掲示板、イントラネット、広報誌等による｢エコモビの日｣PR】
愛知県,岡崎市,津島市,碧南市,犬山市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,あま市,幸田町,蒲郡商工会議所,愛知県タクシー協会,愛知
高速交通(株),(株)小野組,名古屋空港ビルディング(株),藤本建設(株),東郷町施設サービス(株),中日建設(株),(株)ハクセイ,(株)佐
野塗工店,(株)長谷基業,前田建設工業(株),(株)井藤工業,第二制作(株),(株)コアズ名古屋事業本部,あいおいニッセイ同和損害保険
(株),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,(株)ごんだ,辻村工業(株),(株)桐山
組,(株)水谷組,(株)中日メディアブレーン,(株)中日BB,佐藤工業(株),(株)安井建築設計事務所　名古屋事務所,(株)新東通信,(株)名
古屋リビング新聞,(有)和央興業,（株）サービスクリエイト,青木建設（株）,日本エコシステム（株）,八洲建設（株）,(公財)愛知
県教育・スポーツ振興財団,(株)藤和アスコン

【｢エコモビの日｣におけるエコ通勤等の実施】
瀬戸市,春日井市,蒲郡市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,みよし市,武豊町,愛知県公立高等学校長会,名古屋タクシー協会,愛知県
タクシー協会,上飯田連絡線(株),(株)小野組,名古屋空港ビルディング(株),豊川舗装(株),昭和土建(株),昭和土建(株),メディアエム
ジー(株),(株)佐野塗工店,(株)長谷基業,稲沢建設(株),(株)コアズ名古屋事業本部,(株)西尾組,(株)ＡＤＫマーケティング・ソ
リューションズ中部支社,大興建設(株),大精建設(株),(株)松本組,辻村工業(株),(株)桐山組,岡本組(株),山一建設(株),(株)賀真田
工務店,九州興業(株),(株)渡邊組,(株)都市造形研究所,(株)インテックス,(株)名古屋リビング新聞,下里建設（株）,(株)イヤマトー
タルブリッジサポート,(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団

傘下企業・組合員への周知

バスロケーションシステムの運用 １８団体

半田市,春日井市,津島
市,刈谷市,西尾市,小
牧市,知多市,知立市,
豊明市,日進市,清須
市,長久手市,東郷町,
豊山町,飛島村,東浦
町,幸田町,名鉄バス
(株)

推進
愛知県,日進市,ＮＰＯ
法人ＩＴＳ　Ｊａｐａ
ｎ
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（２）
【ポスター・チラシの掲示・配布等】
愛知県,愛知県市長会,愛知県町村会,名古屋市,豊橋市,瀬戸市,半田市,春日井市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,常滑市,江南市,小牧
市,小牧市,東海市,知多市,知立市,田原市,愛西市,清須市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大治町,武豊町,幸田町,
設楽町,東栄町,豊根村,名古屋市教育委員会,愛知県私学協会,愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会,愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会,愛
知県公立大学法人,学校法人 愛知大学,愛知県商工会議所連合会,愛知県商工会連合会,(一社)愛知県観光協会,愛知県商店街振興組合
連合会,愛知県中小企業団体中央会,蒲郡商工会議所,中部鉄道協会,名古屋タクシー協会,愛知県タクシー協会,名古屋市交通局,東海旅
客鉄道(株),名古屋鉄道(株),近畿日本鉄道(株),愛知環状鉄道(株),名古屋臨海高速鉄道(株),上飯田連絡線(株),中部国際空港連絡鉄
道(株),愛知高速交通(株),名古屋ガイドウェイバス(株),名鉄バス(株),(株)小野組,レスクル(株),藤本建設(株),尾西信用金庫,東郷
町施設サービス(株),(株)ハクセイ,メディアエムジー(株),稲栄産業(株),(株)長谷基業,(株)井藤工業,第二制作(株),セクダム
(株),(株)コアズ名古屋事業本部,(株)流行発信,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,(株)ＡＤＫ
マーケティング・ソリューションズ中部支社,宮田電工(株),一般財団法人日本不動産研究所　東海支社,大興建設(株),(株)森組,平野
建設(株),大精建設(株),(株)川瀬電気工業所,(株)ごんだ,鈴中工業(株),辻村工業(株),岡本組(株),(株)花井組,吉永建設工業(株),榊
原建設(株),(株)水谷組,（株）千田土木,護人建設（株）,(株)ＡＮＤＯ,(株)賀真田工務店,(株)中日メディアブレーン,(株)中日
BB,(株)さくら総合サービス,(株)安井建築設計事務所　名古屋事務所,(株)新東通信,(有)和央興業,（株）ＪＴＢ,三基工業（株）,
（株）協和コーポレーション,日本エコシステム（株）,荏原実業(株)　中部営業所,（株）豊光設備,(公財)愛知県老人クラブ連合
会,(公社)名古屋市老人クラブ連合会,社会福祉法人愛知県社会福祉協議会,(公財)愛知県国際交流協会,愛知県地球温暖化防止活動推
進センター,ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ,ＮＰＯ法人市民・自転車フォーラム,愛知県地域婦人団体連絡協議会,(公財)ソー
シャルサービス協会　ＩＴセンター,(公財)愛知県都市整備協会,(公財)愛知公園協会,ＮＰＯ法人ライフステーション・あいち,ＮＰ
Ｏ法人クオーレ,中部運輸局,中部地方環境事務所,エイベックス・エンタテインメント(株)　中部支社
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