
子どもたちを対象とした
モビリティ・マネジメントの適切な実施

～乗り方教室などの出前講座の意義や実例を学ぶ～
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◆中部運輸局管内における平成29年度地域公共交通確保維持
改善事業の中で、「乗り方教室」の実施を明記した協議会

乗り方教室の実施状況

記載内容 件数
学校に出向いて子どもを対象に実施 19 23%
イベントで子どもを対象に実施 8 10%
子どもを対象に何らかの形で実施 8 10%
高齢者を対象に何らかの形で実施 12
対象は不明だが何らかの形で実施 7
記載なし 27
合計 81 100%

割合

43%

15%
9%
33%

ただ「やるだけ」になっていないか？



青森県弘前市のご紹介

人口：172,447人
面積：524.20㎢
（2018年10月1日現在）



◆地域の方々に向けて、バスを日々の暮らしに「プラスα＝
ちょい足しする」ご提案をしていく、弘南バスが独自に展
開しているモビリティ・マネジメント事業（2015年度～）

「バスぷらすプロジェクト」

▲プロジェクトロゴ

バスの相談会 バスの相談会 ＭＭ動機づけ情報ツールの作成
（弘前・まちバス便利地図）

バスの出前講座
（ＭＭ教育）



◆『一人一人のモビリティ（移動）が、個人的にも社会的にも
望ましい方向（例えば、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切

に利用する方向）へ自発的に変化することを促す、コミュニ
ケーション施策を中心とした交通政策』（土木学会より）

モビリティ・マネジメント（ＭＭ）とは？



◆『一人ひとりの移動手段や社会全体の交通流動を「人や社
会、環境にやさしい」という観点から見直し、改善してい
くために自発的な行動を取れるような人間を育成すること
を目指した教育活動』のこと

◆ＭＭ教育を通して、子どもたちにどうなってほしいのか？

社会全体にとって適切な行動を、自分からすすんで出来る子に
なってほしい

• 社会全体にとって適切な行動・・・

例：マナーを守る、他人の気持ちを考える、過度なクルマ利用を控える

ＭＭ教育とは？



社会全体にとって適切な行動を、自分からすすんで出来る子

ＭＭ教育が目指す子どもたちの姿

公共交通を利用する子



社会全体にとって適切な行動を、自分からすすんで出来る子

ＭＭ教育が目指す子どもたちの姿

公共交通を利用する子

ただ「やるだけ」で、社会全体にとって
適切な行動ができる子は育たない。
したがって、ただ「やるだけ」で、

子どもたちが過度なクルマ利用を控え、
公共交通の利用に転換するわけがない。

ＭＭ教育の適切な実施が必要



◆子どもたちの年齢や発達状況、実施場所に応じて、複数の
プログラムを用意

バス？クルマ？どっちでおでかけゲーム

乗り方教室

清掃体験

紙芝居「リンゴちゃんバスでおでかけ」

◆学校側の状況に応じて、プログラム内容のアレンジも行う

◆2016年度のスタート以来、現在26か所で実施

小学校、幼稚園・保育園、特別支援学校、放課後子ども教室、
児童センター等

子どもたちの年齢も、0歳～中学生までと幅広い

弘南バスでの事例



バス？クルマ？どっちでおでかけゲーム

◆すごろく風のオリジナルゲーム

◆（公財）交通エコロジーモビリティ財団の「交通すごろく」
を弘南バス仕様にアレンジ

◆ゲームの振り返りで渋滞・交通弱者・地球温暖化の話をした
後、問題が起こらないよう、「みんなの思いやり」が大切で
あることを伝える →実車の乗り方教室へ

◆対象：小学3年生～



乗り方教室

◆実物の車両を用いて、乗り方やマナーのレクチャー

◆これ単体ではあまり意味をなさないので、原則として、
他のプログラムと組み合わせて実施

◆対象：全年齢



清掃体験

◆自分たちの暮らしを支えている人たちがいることを知る

◆体験を通して、公共物の大切さを学ぶ

◆対象：小学校低学年



紙芝居「リンゴちゃんバスでおでかけ」

◆バスの利用方法やマナーをストーリー仕立てで紹介

弘前大学附属特別支援学校中等部での実践を契機に開発

小学3年生以上は先行事例を基に用意できたが、幼児～小学校低
学年向けプログラムは乏しかった

◆対象：3・4才児～小学校低学年



紙芝居「リンゴちゃんバスでおでかけ」

◆子どもたちの年齢や実施場所に合わせて、内容を組み替え
られるよう、複数ストーリーを用意
小学校の授業では30分のフル版

幼稚園や保育園では10分程度のマナー抜粋版

◆クイズや問いかけを挟み、飽きさせないよう工夫

◆乗り方教室でのフリップとしても使用可能



わかりやすくするための工夫

◆バスぷら博士

誰が「先生役」なのか、一目でわかる

◆教員（経験者含む）や施設職員への相談

◆模擬授業の実施



その他の工夫

◆ノベルティ



その他の工夫

◆お試し乗車券、乗り方ガイド



その他の工夫

◆特別なバス停、バス行先表示・音声

適度な遊びゴコロも必要



効果 – 行動プラン法（2016年度分）

◆おでかけ計画を実際にやりたいと思いますか？
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利用した 利用していない 無回答

◆お試し乗車券を使ってバスでおでかけしました
か？

効果 – 出前講座後の利用の有無（2016年度分）

※出前講座実施から約1か月後に追加調査
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◆お試し乗車券を使ってバスでおでかけしました
か？

効果 – 出前講座後の利用の有無（2016年度分）

※出前講座実施から約1か月後に追加調査

 実施場所によって子どもたち（保護者）の特性が異なる
ので、効果にばらつきがあるのは仕方ない

 そもそも、ＭＭは継続的に行うもので、一度の働きかけ
だけで急激な変化を生じさせることは無理

 実際の利用につなげるためには、そもそものサービス
レベルの改善も必要

ただし、出前講座をキッカケにバス利用を実践したという
声は得られており、全く効果がないわけではない。



◆どうしてそれをやるのか？その理由・根拠は？？

学習指導要領

子どもたちの年齢や発達状況、実施場所、特性、etc

• 教員やスタッフ等からの事前ヒアリングで把握

◆何を学習目標とするのか？何を伝えたいのか？？

プログラム検討時に気をつけること



清掃体験

◆自分たちの暮らしを支えている人たちがいることを知る

◆体験を通して、公共物の大切さを学ぶ

◆対象：小学校低学年

学習指導要領
小学１・２年生

「生活」授業にも
組み込みやすい



◆実施日時

2018年11月13日（火）12：50～14：20（90分）

◆学年・人数

弘前第一養護学校小学部普通学級1～3年生、17人（＋教員6人）

◆実施内容

座学（バスの中で守ってほしいこと）

乗り方教室

走行体験

運転手体験・バス車両の工夫見学（2グループに分けて交互に実施）

【動画：http://applestream.jp/movie_info?movie_genre=76&movie_id=5743】

弘前第一養護学校での実践例

http://applestream.jp/movie_info?movie_genre=76&movie_id=5743


子どもたちの状況に合わせた工夫

◆般化の困難さ



子どもたちの状況に合わせた工夫

◆「体験」を重視している学習指導要領

実際の利用に則して、運賃の支払いの際に、紙で作ったお金では
なく、実際のお金を使用

一方、運賃表の見方や運賃の計算などは、すべて割愛

支払う料金も100円玉1枚で、実際とは異なる

ここで学んでもらいたいのは、「お金が大切なものであること」
＝今回設定した学習目標の１つ（学習指導要領由来）



◆障害の状態や特性によって、学習目標が異なる

何を学習目標とするのか？
何を伝えたいのか？

＜最低限の学習目標＞
バスに対する肯定感を持ってもらう

＜実施内容＞
運転手体験・バス車両の工夫見学

子どもたちに、バスが楽しいものであることを伝える

バスを利用したいという意識醸成へとつながることを期待



◆一度学習しても、繰り返さなければ、定着しない

◆出前講座だけでなく、その前後でも学校側による「授業の
積み重ね」が必要

ただし、学校側の協力を得るのが難しい・・・

◆弥生第一養護学校では、次年度より授業計画に盛り込む形
で、授業の積み重ねも含めたプログラムを検討

◆子どもたちの状況に合わせて、少しずつ「学び」をステッ
プアップさせながら、継続的に実施する

まさにＭＭ！

「学び」を定着させるために・・・



◆保護者を巻き込むことが必要

子どもたちに「利用したい」という意識は醸成できても、実際の
利用には保護者の同伴を要する可能性が高い

理想は、保護者も出席した出前講座の実施（保護者参観など）

高校生の鉄道通学ＭＭにおける保護者向けアンケート調査の中で、
保護者と子どものコミュニケーションを促すことで、クルマ送迎
通学意図の抑制と公共交通通学意図の活性化を確認（大野・北原，2017）

◆弘南バスの場合

行動プラン法に基づくコミュニケーションアンケートの実施

バス利用方法の説明書や、お試し乗車券、時刻表等の配布

実際の利用につなげるために・・・



◆最終的に目指すのは、学校の先生が自ら実践できるように
なること

例：札幌市交通環境学習

◆先生たちにとって、公共交通は専門的な知識が必要で、
とっつきにくい

◆しばらくは、交通事業者や行政がメニューを用意し、学校
とともに協働で実施していくことが望ましい

実は、三重県には使えるかもしれないツールがある・・・！？

ＭＭ教育のこれから
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