別添１

① エコドライブ推進月間に開催される主な普及・推進活動について
【シンポジウムの実施について】
○ 北海道・函館市温暖化防止市民講座
「シンプルな暮らし・シェアする暮らしは、エコライフに通ず。
」
日時：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）
場所：函館市中央図書館 視聴覚ホール
主催：函館市、函館市地球温暖化対策地域推進協議会、
（公財）北海道環
境財団
共催：
（特非）南北海道自然エネルギープロジェクト、
（一財）北海道国際
交流センター、北海道地球温暖化防止活動推進員道南連絡会、北海
道渡島総合振興局
内容：地球温暖化に関する講演会を開催し、エコドライブなどの省エネの
取組みについて、リーフレットの配布やパネルの展示を行う。

○

東京・エコドライブシンポジウム
日時：平成 30 年 11 月 28 日（水）13：30～16：20
場所：千代田区立内幸町ホール（東京）
主催：エコドライブ普及推進協議会、（公財）交通エコロジー・モビリテ
ィ財団
内容：◇基調講演
「環境を守り、安全にもなるエコドライブ」
芝浦工業大学 工学部 教授
春日 伸予氏
◇平成 30 年度エコドライブ活動コンクール表彰式
「平成 30 年度エコドライブ活動コンクール」
（主催：
（公財）交
通エコロジー・モビリティ財団）の表彰を行う。
◇エコドライブの取組紹介
「平成 30 年度エコドライブ活動コンクール」国土交通
大臣賞受賞事業者、環境大臣賞受賞事業者、審査委員
長特別賞受賞事業者、
（株）アスア

【イベント等の実施について】
北海道
○ 北海道・エコアンドセーフティドライブパネル展
日時：平成 30 年 11 月５日（月）～７日（水）
場所：北海道庁１階 道政広報コーナー（札幌市中央区北３条西６丁目）
主催：北海道庁
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内容：エコアンドセーフティドライブに関する普及啓発パネルの展示や
リーフレットの配布を行い、エコアンドセーフティドライブに対す
る理解を深めていただく。

○ 北海道・えにわ環境・エネルギー展エコドライブ体験会
日時：平成 30 年 11 月４日（日）10:00～15:00
場所：恵庭市総合体育館（恵庭市京町１番地）
主催：恵庭市
内容：恵庭市の主催する「えにわ環境・エネルギー展」に出展し、来場者
にシミュレータを使用したエコドライブ体験をしていただくなど
エコアンドセーフティドライブに対する理解を深めていただく。

栃木県
○ 栃木県・おやまエコリサイクルフェア 2018
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
場所：小山広域保健衛生組合、小山広域クリーンセンター
主催：おやまエコリサイクルフェア 2018 実行委員会（小山市廃棄物減量
推進協議会）
協賛：63 団体（民間企業のほか、一般社団法人や協同組合を含む）
後援：小山市、小山市自治会連合会、小山広域保健衛生組合、朝日新聞宇
都宮総局、読売新聞宇都宮支局、毎日新聞社宇都宮支局、産経新聞
社宇都宮支局、東京新聞宇都宮支局、下野新聞社、NHK 宇都宮放送
局、㈱エフエム栃木、㈱栃木放送、㈱とちぎテレビ、テレビ小山放
送、FM おーラジ
内容：来場者への環境に対する意識の啓発を図る。次世代クリーンエネル
ギー自動車の実物展示を行い、エコカーの導入による温室効果ガ
ス排出量削減効果について啓発を行っている。

埼玉県
○ 埼玉県・生活を支える働く自動車 2018 交通安全・環境フェア(予定）
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）９：30～15：00（予定）
場所：埼玉スタジアム 2002 東駐車場
主催：（一社）埼玉県トラック協会
協賛：（一社）埼玉県バス協会、（一社）埼玉県乗用自動車協会
（一社）埼玉県ダンプカー協会、トヨタＬ＆Ｆ埼玉(株)
ブリヂストンタイヤジャパン（株）
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（株）ヨコハマタイヤセンター関東
ダンロップタイヤ関東（株）
後援：国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局、埼玉県、埼玉県警察本部、さ
いたま市教育委員会、越谷市教育委員会、川口市教育委員会、さい
たま市消防局
内容：エコドライブのチラシを配布し、広く県民にエコドライブの重要性
を周知する活動を実施する。

千葉県
○ 千葉県・第２６回緑区ふるさとまつり
日時：平成 30 年 11 月４日（日）10：00～12：00
場所：千葉市緑区土気町 22 番地 「昭和の森太陽の広場」
主催：千葉市
後援：千葉県千葉南警察署
内容：緑区ふるさとまつり会場にて、白バイ・パトカーの展示を行いが
ら、各種広報活動を実施する。広報活動中、エコドライブのチラシ
等を配布しながら市民に周知する。

○

千葉県・ＪＡきみつ富津地区農業まつり
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）９：30～14：30
場所：千葉県富津市新井 932 番地 34 富津公民館
主催：君津市農業協同組合
後援：千葉県富津警察署
内容：会場内に警察車両等を展示し、安全運転・エコドライブ等の呼びか
けを実施して、チラシ等の啓発物を配布する。

○

千葉県・千葉県松戸市・松戸モリヒロフェスタ
日時：平成 30 年 11 月 25 日(日)
場所：21 世紀の森と広場
主催：21 世紀の森と広場イベント実行委員会
共催：松戸市
協賛：新京成電鉄(株)、(株)千葉銀行、（医）千葉西総合病院、(株)京葉
ガス、(株)シュテルン葛飾
後援：（一社）松戸市観光協会、（公社）松戸青年会議所、（NPO 法人）
松戸子育てさぽーとハーモニー、
（公財）松戸市文化振興財団、
（公
財）松戸みどりと花の基金、（公財）松戸市国際交流協会
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内容：燃料電池自動車(FCV)の展示、導入促進活動、その他啓発活動を行
う。

東京都
○ 東京都・第 14 回あったかホールまつり
日時：平成 30 年 11 月４日（日）10:00～15:00
場所：八王子市北野余熱利用センター（あったかホール）
主催：あったかホールまつり実行委員会
内容：エコドライブシミュレータのブースを出展し、エコドライブの普及
啓発を図る。（体験者にはエコドライブステッカーを贈呈）

神奈川県
○ 神奈川県・「COOL CHOICE」啓発キャンペーン＠SC 相模原ホームゲーム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
場所：相模原ギオンスタジアム（相模原麻溝公園競技場）
主催：相模原市
内容：SC 相模原ホームゲーム会場にて、エコドライブを含む COOLCHOICE
の普及啓発を実施する。

○

神奈川県・あやせ環境展
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）10：00～15：00
場所：綾瀬市役所１階
主催：あやせ環境展実行委員会
内容：シミュレータでのエコドライブ体験やエコドライバー度チェック
を行うブースを設置する。

岐阜県
○ 岐阜県・マイカー点検キャンペーン
日時：平成 30 年 11 月３日（土）10：00～15：00
場所：道の駅「池田温泉」（池田町）
主催：岐阜県自動車整備振興会西濃ブロック揖斐支部
共催：岐阜県自動車整備振興会・
（一財）日本自動車連盟
内容：施設利用者ドライバーの希望者を対象に「無料点検」を実施し、
「点
検整備とエコドライブの必要性」について広報する。
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○

岐阜県・タイヤ空気圧点検
日時：平成 30 年 11 月 27 日（火）10:00～16:00
場所：生活協同組合コープぎふ芥見店
主催：岐阜市地球温暖化対策推進委員会
共催：（一社）日本自動車タイヤ協会中部支部、（一社）日本自動車連盟
岐阜支部
内容：買い物に訪れた市民対象にタイヤ空気圧のチェックを呼びかけ、そ
の場で空気圧をチェックするとともに適正な空気圧に調節する。

静岡県
○ 静岡県・交通安全イベント
日時：平成 30 年 11 月７日（水）10：00～15：00
場所：島田市役所
主催：島田市役所生活安心課
共催：島田警察署 交通安全協会島田地区支部 島田自動車学校
後援：ＪＡＦ静岡支部 ＤＡＩＨＡＴＳＵ自動車販売
内容：シートベルト効果体験、自動ブレーキ・スマートアシスト・エコド
ライブ体験、白バイ模擬走行等

○

静岡県・静岡県第 37 回掛川商工まつり
日時：平成 30 年 11 月３日（土）９：30～14：45
場所：ＪＲ掛川駅 他
主催：掛川商工会議所
共催：掛川市
後援：掛川観光協会 掛川みなみ商工会
内容：商工会主催の活性化イベントにおいて、パトカーを展示し交通安全
防犯広報に合せ、エコドライブチラシを配布し、一口広報を実施
する。

○

静岡県・御前崎市大産業祭
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）、25 日(日)
場所：御前崎市役所周辺
主催：御前崎市イベント実行委員会
共催：御前崎市観光協会等
後援：静岡新聞社等
内容：産業祭のイベントにおいて、パトカーの展示に合せ、エコドライブ
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の啓発活動を行う。

○

静岡県・第 47 回天竜産業観光まつり(天竜産業祭)
日時：平成 30 年 11 月３日（土）８：30～16：00
場所：天竜区二俣地内 二俣クローバー通り
主催：天竜産業観光まつり実行委員会
内容：天竜物産展開催に伴い、エコドライブのチラシを配布。

愛知県
○ 愛知県・環境フェア
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）・18 日（日）
場所：小牧市市民会館・公民館
主催：こまき環境市民会議、小牧市
内容：環境フェアの１つのブースとして「COOL CHOICE」のブースを設け、
シュミレータでのエコドライブ体験を実施する。

○

愛知県・Let’s エコアクション in Aichi
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）～18 日（日）10:00～16:00
場所：アスナル金山
主催：愛知県
内容：地球に優しい身近な環境配慮行動「エコアクション」の輪を広げる
ことを目的とした本イベントの中で、エコドライブシミュレータ
を体験するワークショップを開設。

滋賀県
○ 滋賀県・米原市環境フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）
場所：米原市市民交流センタールッチプラザ
主催：YUKKURI 米原
共催：米原市
内容：会場の一部でエコドライブ啓発のチラシやポスターを掲示する。

○

滋賀県・米原安全安心なまちづくり市民大会
日時：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝日）
場所：米原市薬草の里ジョイ伊吹
主催：米原市交通対策協議会
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共催：米原警察署
協賛：米原交通安全協会・米原安全運転管理者協会・米原市防犯自治会・
米原市暴力追放住民会議
内容：交通安全功労者・防犯功労者の表彰・講演等を行う市民大会会場の
一部でエコドライブ啓発のチラシやポスターを掲示する。

京都府
○ 京都府・エコまちフェスタ 2018
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）
場所：みやこめっせ（京都市勧業館）
主催：京都市
内容：啓発ブースにおいて，エコドライブシミュレータによるエコドライ
ブ体験や，エコドライブに関する説明及び「京エコドライバーズ宣
言」の募集を実施する。

大阪府
○ 大阪府・SDGs「地球環境」スペシャルマッチデー
日時：平成 30 年 11 月 18 日(日) 11:00～15：00
場所：ヤンマースタジアム長居
主催：調整中
内容：府民向けイベントにて、エコドライブシミュレータの体験ブースを
設置し、エコドライブについて関心をもってもらう。

兵庫県
○ 兵庫県・兵庫カーライフフェスタ
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）～30 年 11 月 11 日（日）10:00～16:00
場所：メリケンパーク（神戸市中央区）
主催：（一社）日本自動車販売店協会連合会兵庫県支部、（一社）日本自
動車連盟兵庫支部
共催：兵庫県、神戸市
協賛：（調整中）
後援：（予定）環境省近畿地方環境事務所、近畿運輸局、兵庫県警察 他
内容：最新エコカーや交通安全の関するイベント会場の神戸市ブースに
おいて、エコドライブに関する展示等の啓発を行う。
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○

兵庫県・エコドライブ啓発キャンペーン
日時：①平成 30 年 11 月 15 日(木)
②平成 30 年 11 月 20 日(火)
③平成 30 年 11 月 22 日(木)
場所：①淡路サービスエリア
②明石サービスエリア
③西宮名塩サービスエリア
主催：兵庫県
内容：エコドライブのリーフレット・グッズを配布し、県民に広くエコド
ライブの重要性を周知する活動を実施する。

島根県
○ 島根県・エコドライブ街ＰＲ活動（出雲産業未来博 2018）
日時：平成 30 年 11 月３日（土）時間未定
場所：出雲ドーム
主催：出雲市・地域温暖対策協議会（出雲市・市民・事業）
内容：出雲産業未来博 2018 の会場で、エコドライブ啓発チラシを配布。
イベント出展ブースにシミュレータを設置し、エコドライブ体験を
してもらう。会場でエコドライブ啓発チラシを配付する。

○

島根県・第１回雲南市環境会議
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）～11 月 11 日（日）
場所：雲南市役所本庁舎
主催：雲南市
共催：雲南市教育委員会
内容：環境やエネルギーに関するイベントであり、講演会やパネル及びエ
コグッズの展示に併せて、環境に良い運転をチェックしていただく
為、エコドライブ体験シミュレータを設置する。

○

島根県・ごうつ秋まつり
日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）
場所：パレットごうつ
主催：パレットごうつ
共催：江津商工会議所、桜江商工会、ＪＡいわみ中央地区本部、江津市森
林組合、漁業協同組合ＪＦしまね浜田支所江津出張所、江津市
内容：江津市地球温暖化対策推進協議会の環境ブースにおいてエコドラ
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イブに関する展示、チラシの配布を行う。また、エコドライブＰＲ
キャラクター「エコも」を活用する。

佐賀県
○ 佐賀県・市民フェスタ・2018in とす
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）
場所：フレスポ鳥栖（１階ウェルカムコート）
主催：とす市民活動センター
後援：鳥栖市
内容：鳥栖市環境保全協議会のブースにおいて、シミュレータによるエコ
ドライブ体験を実施する。

○

佐賀県・平成 30 年度 小城市エコフェスタ
日時：平成 30 年 11 月 18 日(日)
場所：三日月体育館
主催：小城市
内容：エコドライブシミュレータのブース出展を実施し、来場者にシミュ
レータを体験してもらうことで、エコドライブについての普及・啓
発を行う。

長崎県
○ 長崎県・第８回させぼ公共交通ふれあいフェスタ
日時：平成 30 年 11 月 17 日(土)
場所：佐世保駅前ひろば
主催：佐世保市地域公共交通活性化協議会
協賛：㈱ＦＭさせぼ
内容：イベント内で、エコドライブシミュレータを用いた「エコドライブ
体験会」を実施する。

熊本県
○ 熊本県・熊本県・総ぐるみくまもと環境フェア
日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）
場所：熊本市中央区下通アーケード内特設会場
主催：熊本県
共催：（特非）くまもと温暖化対策センター
内容：県が主催する環境フェアにおいて、エコドライブのチラシを配布し、
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広く県民にエコドライブの重要性を周知する活動を実施する。

○

熊本県・エコドライブ診断リレー
日時：通年
場所：熊本県内の企業・団体、個人
主催：熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議（事務局：熊本県、
（特非）くまもと温暖化対策センター）
内容：専用の機器を用いて、運転状況を数値で「見える化」し、燃料消費
量や CO2 排出量の削減に寄与する「エコドライブ診断」を企業・団
体個人で繋いでいくリレーを実施中。エコドライブに優れた企業・
団体及び個人には表彰を実施。

宮崎県
○ 宮崎県・第 58 回宮崎ガス展におけるエコドライブチラシの配布
日時：平成 30 年 11 月２日（金）、３日（土）、４日（日）
場所：宮崎中央公園
主催：宮崎ガス株式会社
共催：宮崎市地球温暖化防止活動推進センター
後援：宮崎液化ガス株式会社等関連会社
内容：宮崎ガス展内に設置された宮崎市地球温暖化防止活動推進センタ
ーのブースにおいて、エコドライブのチラシを配布し、広く県民
にエコドライブ 10 について周知させる。

【教習会・講習会について】
岩手県
○ 岩手県・岩手県・エコドライブ講習会
日時：①平成 30 年５月 26 日（土）13:30～16:30
②平成 30 年 10 月 24 日（水）13:00～16:30
③平成 30 年 11 月１日（木）13:00～16:30
場所：①自動車運転免許試験場
②陸前高田ドライビングスクール
③江刺自動車学校
主催：岩手県
内容：座学及び燃費計を搭載した車両での実習により、エコドライブを習
得するもの。
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群馬県
○ 群馬県・エコドライブ講習会
日時：未定
場所：群馬県庁
主催：群馬県エコドライブ普及推進協議会
内容：エコドライブに係る知識やノウハウに関する講話等

埼玉県
○ 埼玉県・エコトレーニング
日時：平成30年11月５日（月）13:00～17:00
場所：ファインモータースクール
主催：（一社）日本自動車連盟、九都県市環境問題対策委員会
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。技
講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインスト
ラクターから運転操作を学ぶ。

○

埼玉県・さいたま市・自動車運転免許更新者へのエコドライブ普及啓発活動
日時：平成 30 年 11 月１日（木）～30 日（金）
場所：さいたま市内各警察署
主催：さいたま市環境局
内容：自動車運転免許証の更新に訪れた方に対し、窓口で「エコドライブ
啓発チラシ」を配布することで、エコドライブの普及を図る。

千葉県
○ 千葉県・エコトレーニング
日時：平成30年11月19日（月）13:00～17:00
場所：船橋中央自動車教習所
主催：（一社）日本自動車連盟、九都県市環境問題対策委員会
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

11
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東京都
○ 東京都・エコトレーニング
日時：平成30年11月20日（火）13:00～17:00
場所：東久留米自動車教習所
主催：（一社）日本自動車連盟、九都県市環境問題対策委員会
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実技
講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインストラ
クターから運転操作を学ぶ。

神奈川県
○ 神奈川県・平成 30 年度交通環境セミナー
日時：平成 30 年 11 月９日（金）13:00～17:00
場所：かなっくホール
主催：（一社）神奈川県トラック協会・かながわエコドライブ推進協議会
後援：神奈川県交通安全対策協議会、関東運輸局、（公財）交通エコロジ
ー・モビリティ財団
内容：慶應義塾体育会自動車部（全日本エコドライブチャンピオンシップ
2017 優勝）及び（一社）アンガーマネジメント協会公認シニアフ
ァシリテーターによる講演

○

神奈川県・平成 30 年度神奈川県エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）
場所：三共自動車学校
主催：神奈川県
共催：九都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会
内容：九都県市域内に所在する事業所に勤務し、業務上日常的に自動車を
運転する方を対象に、講習会を実施する。

○

神奈川県・九都県市エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月 20 日（火）13:00～17:00
場所：東久留米自動車教習所
主催：（一社）日本自動車連盟・九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）
内容：”エコドライブ”について講義・実車講習
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○

神奈川県・エコトレーニング
日時：平成30年11月26日（月）13:00～17:00
場所：都南自動車教習所
主催：（一社）日本自動車連盟、九都県市環境問題対策委員会
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

新潟県
○ 新潟県・エコドライブ講座（座学・走行教習）
日時：事業者の希望により 10 月～12 月の間に実施
場所：事業所内
主催：新潟市
共催：新潟市地球温暖化対策地域推進協議会，新潟県地球温暖化防止活動
推進センター，にいがた市民環境会議
後援：新潟県
内容：エコモビ推進運動を 10 月～12 月に実施し，市内事業者からエコモ
ビ応援団を募集。応援団は，希望によりエコドライブ講座を受講す
ることができる。そのほか，新型リーフのＥＶ通勤モニターを実施。

石川県
○ 石川県・平成 30 年度金沢市役所地球温暖化対策実行計画公用車担当推進員
研修会
日時：平成 30 年 11 月８日（木）
場所：金沢市職員研修所
主催：金沢市環境局環境政策課
内容：金沢市職員向けのエコドライブ研修会。実地研修は行わず座学のみ。

○

石川県・金沢エコ推進事業者ネットワーク第 95 回全体会（エコドライブ講
習会）
日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）
場所：石川県安全運転研修所
主催：金沢エコ推進事業者ネットワーク
内容：金沢エコ推進事業者ネットワーク会員企業向けのエコドライブ研
修会。実地研修のみ。
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○

石川県・エコドライブ指導アドバイザー養成講習会
日時：平成 30 年 11 月 30 日（金）14:00～16:00
場所：石川県行政庁舎
主催：石川県
内容：石川県エコドライブ指導アドバイザーの養成を目的として、エコド
ライブの方法や効果について、講習会を実施する。

富山県
○ 富山県・エコライフ車塾（くるまじゅく）2018
日時：平成 30 年 10 月６日（土）、11 月３日（土）
場所：富山県運転教育センター
主催：（一社）富山県自動車会議所
共催：（一社）日本自動車連盟富山支部
後援：富山県、富山県警察本部、国土交通省北陸信越運輸局富山運輸支局
内容：地球温暖化の状況について座学をした後、通常走行を実施して走行
状況や燃費データを確認する。その後、エコドライブ 10 のすすめ
を中心に燃費向上の方策、それに付随する車両点検、エコドライブ
の効果等を座学し、エコドライブ走行と通常走行との燃費データ
の比較、検証を実施する講習会を開催する。

○

富山県・エコドライブ講習会
日時：平成 30 年度 11 月 28 日（水）９:00～12:00
場所：北日本自動車学校
主催：富山市環境政策課
内容：エコドライブに関する講義やエコドライブに関する実践走行を通
じて、エコドライブ診断を実施。

岐阜県
○ 岐阜県・シルバー・セーフティスクール
日時：平成 30 年 11 月２日（金）14：00～16：00
場所：多治見自動車学校
主催：多治見警察署
共催：東濃地区交通安全協会・土岐市役所
内容：スクール出席者に対し、空気圧チェックの重要性について講話・実
技指導。併せて「ふんわりアクセル等のエコ運転が安全運転に繋が
14
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る。
」趣旨で講話・実技指導。

○

岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月５日（月）13：00～15：00
場所：聖徳自動車学園
主催：岐阜南警察署
共催：岐阜南交通安全協会
内容：高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライ
ビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チェッ
ク」等のエコドライブについて講義を行う。

○

岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月９日（金）13：30～15：30
場所：三田洞自動車学校
主催：山県警察署
共催：西武芸地区高齢者交通安全大学校
内容：高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライ
ビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チェッ
ク」等のエコドライブについて講義を行う。

○ 岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月 12 日（月）９：30～11：30
場所：関自動車学校
主催：関警察署
共催：上之保地区高齢者交通安全大学校
内容：高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライ
ビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チェッ
ク」等のエコドライブについて講義を行う。

○ 岐阜県・シルバー・セーフティー・スクール
日時：平成 30 年 11 月 12 日（月）13：30～15：30
場所：飛騨自動車学校
主催：高山警察署
共催：高山市役所・高山地区交通安全協会
内容：スクール出席者に対し、空気圧の重要性について講話と実技指導。
併せて「ふんわりアクセル」等エコ運転について指導し、
「エコ運転
15

別添１

は安全運転に繋がる」という趣旨で講話・実技指導を実施。

○ 岐阜県・ピカピカ体験教室及び運転適正診断
日時：平成 30 年 11 月 13 日（火）13：00～15：00
場所：三里公民館
主催：岐阜南警察署
共催：岐阜南交通安全協会
内容：講話の中で「エコ運転の効能」及び「エコ運転と安全運転の関係」
について触れ、エコ運転に対する意識啓発を促す。

○

岐阜県・エコドライブ研修会
日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）14:00～15:30
場所：岐阜市役所本庁舎大会議室
主催：岐阜市地球環境課
内容：JAF 職員を講師に迎え、市職員を対象としたエコドライブについて
の講義を実施。

○ 岐阜県・シルバー・セーフティスクール
日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）９：30～11：30
場所：郡上自動車学校
主催：郡上警察署
共催：郡上地区交通安全協会・郡上市役所
内容：スクール出席者に対し、エコ運転に努めるように講話・実技指導。

○ 岐阜県・シルバー・セーフティスクール
日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）14：00～15：30
場所：岐阜市役所本庁舎大会議室
主催：岐阜市地球環境課
内容： (一財)日本自動車連盟職員を講師に迎え、市職員を対象としたエ
コドライブについて講義、省エネ診断等を実施。

○ 岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時： 平成 30 年 11 月 20 日（火）13：30～15：30
場所： 高山自動車学校
主催： 高山警察署
共催： 神岡町高齢者交通安全大学校
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内容： 高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドラ
イビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チ
ェック」等のエコドライブについて講義を行う。

○ 岐阜県・瑞浪地区高齢者交通防犯安全教室
日時：平成 30 年 11 月 21 日（水）12：30～15：00
場所：瑞浪市総合文化ホール
主催：東濃地区交通安全協会
共催：多治見警察署・瑞浪市
内容：講話の中で「エコ運転の効能」及び「エコ運転と安全運転の関係」
について触れ、エコ運転に対する意識啓発を促す。

○ 岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月 22 日（木）14：00～16：00
場所：岐阜南自動車学校
主催：岐阜羽島警察署
共催：笠松町役場高齢者交通安全対策
後援：笠松町内老人クラブ
内容：シルバー・ドライビング・スクールの受講者に対し、エコ運転につ
いての講話、「タイヤの空気圧チェック」等の教室を開催する。

○ 岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月 29 日（木）９：00～11：30
場所：大垣南自動車学校
主催：養老警察署
共催：室原地区高齢者交通安全大学校
後援：養老町交通安全対策協議会
内容：高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライ
ビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チェッ
ク」等のエコドライブについて講義を行う。

○ 岐阜県・シルバー・ドライビング・スクール
日時：平成 30 年 11 月 30 日（金）13：30～15：30
場所：三田洞自動車学校
主催：山県警察署
共催：西武芸地区高齢者交通安全大学校
17

別添１

内容：高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライ
ビング・スクールにおいて、受講者に対し「タイヤの空気圧チェッ
ク」等のエコドライブについて講義を行う。

静岡県
○ 静岡県・牧之原市エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月～平成 31 年１月
場所：㈱榛南自動車学校
主催：牧之原市
共催：㈱榛南自動車学校
内容：市内事業所の方々を対象に、自動車学校にて、エコドライブに関す
る講座・実技を含めた講習会を実施する。

○

静岡県・エコトレーニング
日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）13:00～16:30
場所：三島中央自動車学校（三島市加茂川町 13－６）
主催：（一社）日本自動車連盟、三島市、沼津市
後援：環境省
内容：燃費計とデータ記録装置を取り付けた車両を参加者が運転した際
の燃費を座学講習の前後で計測し、その結果を基に参加者に応じ
たアドバイスで環境に優しい「エコドライブ」を学ぶ。

愛知県
○ 愛知県・エコドライブ講習会（エコトレーニング）
日時：平成 30 年 11 月８日（木）13:00～16:30
場所：中部トラック総合研修センター
主催：（一社）日本自動車連盟愛知支部、愛知県
協賛：（一社）愛知県トラック協会
後援：環境省
内容：座学による講義と燃費計を取り付けた車両にインストラクターが
同乗して運転操作を行う実技講習により、エコドライブを習得す
る講習会を開催する。

○

愛知県・生物多様性とエコドライブを学ぼう
日時：平成 30 年 11 月 15 日（木） 14:00～16:30
場所：名古屋市工業研究所
18
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主催：名古屋市
内容：①中日本高速道路の生物多様性配慮事例の講演会
②JAF によるエコドライブの講演会

○愛知県・エコトレーニング
日時：平成30年11月18日（日）13:00～16:30
場所：星が丘自動車学校
主催：（一社）日本自動車連盟、名古屋市
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

○

愛知県・にしお環境大学環境学部環境講座
日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）
場所：西尾自動車学校
主催：西尾市
協賛：（株）トヨタレンタリース名古屋、（株）レインボー西尾事業部西
尾自動車学校
内容：テーマ「エコドライブ！？てなんだろう」実際に車を運転して、エ
コな運転ができるか肌で感じていただく講座です。併せて地球環
境にやさしい運転も学びます。

○

愛知県・エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月 29 日（木）、30 日（金）
場所：マジオドライバーズスクール春日井校
主催：春日井市
共催：株式会社マジオネット春日井、春日井警察署
内容：事業所、市民団体を対象に実施。エコドライブ、交通安全について、
講話と実際の運転を通じて学ぶ。

滋賀県
○ 滋賀県・「これからの、エコな車の選び方」講習会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）13：30～15：30
場所：明日都浜大津ふれあいプラザ４階視聴覚室
主催：大津市地球温暖化防止活動推進センター
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内容：代表的な車種として、ハイブリッド車、電気自動車、軽自動車、そ
れぞれの特徴・環境への配慮・コストメリット等各自のライフスタ
イルに合った車選びの情報提供、エコドライブのポイント解説

○

滋賀県・エコドライブ教習会
日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）13：00～16：00
場所：野洲市北部合同庁舎
主催：環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」・野洲市環境課
内容：省エネ運転を実践するエコドライブの普及を図るため、野洲自動車
教習所協力のもと実車を用いた教習会を実施します。また座学講習
では、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターの出前講座を活用し、
エコドライブの必要性や省エネ運転方法等の講義を受けます。

○

滋賀県・エコトレーニング
日時：平成30年11月20日（火）13:00～16:30
場所：月の輪自動車教習所
主催：（一社）日本自動車連盟、滋賀県地球温暖化防止対策自動車・運
輸部門会議
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

三重県
○三重県・「セーフティ＆エコドライブ研修」
日時：平成 30 年 11 月 12 日（月）13:30～
場所：鈴鹿サーキット交通教育センター 鈴鹿市稲生町 7992
主催：（一社）三重県自家用自動車協会
内容：自家用自動車ユーザーを対象に、環境にやさしいエコドライブの効
果を考え、実車による実技等により、交通事故防止につながる研修
を行う。

○

三重県・エコトレーニング
日時：平成30年11月14日（水）13:00～16:00
場所：伊勢市産業支援センター・伊勢志摩広域防災拠点
主催：（一社）日本自動車連盟、伊勢市
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後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

大阪府
○ 大阪府・エコドライブ実車講習会(市町村職員対象)
日時：① 平成 30 年 11 月１日(木)９：30～13：00
② 平成 30 年 11 月５日(月)９：30～13：00
③ 平成 30 年 11 月 14 日(水)９：50～13：20
場所：①吹田自動車教習所
②近畿自動車教習所
③藤井寺自動車教習所
主催： 大阪府環境保全課
後援：(一社)大阪自動車学校協会
内容：市町村職員を対象に実車講習を通じてエコドライブの技術を習得
してもらい、各自治体で実施するエコドライブ普及・啓発の参考に
してもらう。

広島県
○ 広島県・エコドライブ講習会（エコトレーニング）
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）12:30～16:30
場所：中国運輸局広島運輸支局
主催：日本自動車連盟中国支部
協賛：中国運輸局、広島運輸支局（日本自動車連盟との共催）
後援：環境省
内容：「燃費の向上」「安全運転」「円滑な交通」の３要素を考慮したエ
コドライブを身につけ、実践することが目的。
一般参加者（十数名）が座学の前後に実車走行を行い、受講による
燃費向上率を計測。

山口県
○ 山口県・エコドライブ講習会（エコトレーニング）
日時：平成 30 年 11 月 12 日(月) 13:00～16:30
場所：山口綜合自動車学校
主催：温暖化とめるっちゃネットワークやまぐち（山口市地球温暖化対策
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地域協議会）
共催：(一社)日本自動車連盟 山口支部
後援：環境省
内容：座学講習及び、燃費計を取り付けた車両にインストラクターが同乗
し運転操作を行う実技講習により、エコドライブを習得する講習会
を行う。

徳島県
○ 徳島県・エコトレーニング
日時：平成30年11月11日（日）10:00～13:30
場所：広沢自動車学校
主催：（一社）日本自動車連盟、徳島県
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

香川県
○ 香川県・省エネ運転実践講習会
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）９:30～15:30
場所：四国交通共済会館
主催：(一社)香川県トラック協会
協力：香川いすゞ自動車(株)
内容：指定のコースを平常運転で実車走行した後、座学で省エネ運転手法
を指導し、再度、同じコースを省エネ運転で走行することより、運
転者に対する省エネ運転とその結果について説明する。

○

香川県・事業所向けエコドライブ出張セミナー
日時：平成 30 年６月～平成 31 年３月の平日
場所：香川県内にある事業所
主催：香川県
共催：JAF 香川支部
内容：事業所を訪問し、エコドライブの組織マネジメントや運転テクニッ
クを説明する。
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愛媛県
○ 愛媛県・行政実務研修
日時：平成 30 年 11 月 20 日（火）
場所：西条市役所
主催：西条市
内容：新規採用職員に向け、エコドライブについて講習を行う予定

高知県
○ 高知県・H30 年度安全運転研修
日時：平成 30 年 11 月２日（金）
場所：高知市総合あんしんセンター３Ｆ・大会議室
主催：高知市財務部管財課
内容：交通安全への認識を高め，公用車事故の防止を図るため，安全運転
研修を実施し，エコドライブ啓発も併せて行う。

○高知県・初任運転者指導講習会
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）９:00～17:00
場所：一宮高知県自動車学校
主催：(一社)高知県トラック協会
協力：一宮高知県自動車学校
内容：運転の心構え、エコドライブ、危険回避の講習を実施する。

佐賀県
○ 佐賀県・エコトレーニング
日時：平成30年11月25日（日）12:30～16:00
場所：佐賀県運転免許試験場
主催：（一社）日本自動車連盟、佐賀県
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

○

佐賀県・県職員・市町職員向けエコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月 30 日(金)
場所：佐賀県庁
主催：佐賀県
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内容：エコドライブに関する講習の後、エコドライブシミュレータを体験
してもらうことで、エコドライブについての普及・啓発を行う。

宮崎県
○ 宮崎県・都城地区安全運転管理者講習におけるエコドライブ 10 の周知
日時：平成 30 年 11 月６日（火）９：40～16:00
場所：都城市 中山荘
主催：宮崎県安全運転管理者等協議会
内容：都城地区安全運転管理者講習の際にエコドライブ 10 の周知を図る。

○

宮崎県・宮崎地区安全運転管理者講習におけるエコドライブ 10 の周知
日時：平成 30 年 11 月９日（金）９：40～16:00
場所：宮崎市 ＪＡアズムホール
主催：宮崎県安全運転管理者等協議会
内容：宮崎地区安全運転管理者講習の際にエコドライブ 10 の周知を図る。

大分県
〇 大分県・安全運転管理者講習
日時：①平成 30 年 11 月６日（火）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
②平成 30 年 11 月７日（水）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
③平成 30 年 11 月 12 日（月）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
④平成 30 年 11 月 13 日（火）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
⑤平成 30 年 11 月 14 日（水）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
⑥平成 30 年 11 月 16 日（金）10：00～17：00 のうち、15:45～16:05
場所：①②大分県運転免許センター
③④⑤⑥大分県教育会館多目的ホール
主催：(一社)大分県安全運転管理協議会
内容：大分県地球温暖化防止活動推進員によるエコドライブに関する公
演、エコドライブの普及・啓発を図るマグネットシートの配布

鹿児島県
○ 鹿児島県・エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 11 月 17 日(土)
午前の部 ９:00～12：30/午後の部 13：30～17：00
場所：鹿児島県交通安全教育センター 運転技能向上センター
（鹿児島市谷山港 1 丁目 2-1）
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主催：(一財)鹿児島県環境技術協会、(一社)日本自動車連盟鹿児島支部、
鹿児島市
後援：環境省
内容：①ＪＡＦ制作エコＤＶＤを視聴していただき、エコドライブの方法
を解説
②実技指導実車を使ってアクセルワークの練習
③通常運転走行での燃費の測定
④エコドライブ走行での燃費の測定（通常運転走行と同じコースを
走行）
⑤各自の走行データを基にエコドライブについて解説

【その他】
岩手県
○ 岩手県・県南地域エコドライブ宣言キャンペーン
日時：募集期間平成 30 年９月 18 日（火）～平成 30 年 12 月 28 日（金）
場所：県南地域
主催：岩手県
内容：エコドライブ宣言をした事業者を「エコドライブ宣言事業所」とし
て登録し、登録証を交付するとともに県ホームページに掲載する。

栃木県
○ 栃木県・道路情報表示板を活用した PR
日時：平成 30 年 11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）
場所：県内各所
主催：栃木県環境森林政策課
内容：県内各所の電子式道路情報表示板のうち緊急の用に用いられてい
ないものに対し、エコドライブの実施を訴えるメッセージを表示す
る。

群馬県
○ 群馬県・エコドライブ支援装置の貸出し
日時：通年
場所：群馬県地球温暖化防止活動推進センター
主催：群馬県
内容：事業者へのエコドライブ支援事業として、環境 GS 認定事業者に対
し、エコドライブ支援装置（ECO-SAM）の貸出を実施している。
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埼玉県
○ 埼玉県・車両運行点検表による自動車管理
日時：平成 30 年 11 月 1 日(木)～平成 30 年 11 月 30 日(金)
内容：庁用車運転時に車両運行点検表を記入し、翌月初めに集計報告する。

○

埼玉県・そうか環境とくらしフェア
日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）11：00～16：00
場所：草加アコス南館７階・５階連絡通路
主催：そうか環境とくらしフェア実行委員会、草加市
協賛：アコス（株）、（株）イトーヨーカ堂 草加店、（公社）草加青年
会議所、東京ガス（株）、日本製紙クレシア（株）、ペンテル（株）、
草加工場、（株）丸井 草加マルイ
内容：エコドライブのポスター掲示・チラシ配布をして、エコドライブを
市民等に周知する。

○

埼玉県・さいたま市・九都県市エコドライブセミナーｉｎさいたま（仮）
日時：平成 31 年３月８日（予定）
場所：浦和コミュニティセンター（予定）
主催：さいたま市環境局
内容：事業所から排出される自動車由来の二酸化炭素を削減するために、
企業のエコドライブ活動担当者に対し、社内のエコドライブを推進
するための取り組み等について紹介し、企業のエコドライブ活動を
促進する。

○

埼玉県・さいたま市・自動車運転免許更新者へのエコドライブ普及啓発活動
日時：平成 30 年 11 月 1 日（木）～30 日（金）
場所：さいたま市内各警察署
主催：さいたま市環境局
内容：自動車運転免許証の更新に訪れた方に対し、窓口で「エコドライブ
啓発チラシ」を配布することで、エコドライブの普及を図る。

千葉県
○ 千葉県・ラジオ CM による広報
日時：平成 30 年 11 月５日（月）
場所：bayfm78「チバ・プリフェクチャー・アップデイツ」（朝 8:57～8:59
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放送）
主催：千葉県
内容：エコドライブ月間に係るラジオ CM を放送し、エコドライブの普及
推進を図る。

東京都
○ 東京都・区庁舎等への懸垂幕・横断幕の掲出
日時：①平成 30 年 11 月１日（木）～平成 30 年 12 月 27 日（木）
②平成 30 年 12 月３日（月）～平成 30 年 12 月 27 日（木）
場所：①区役所本庁舎、烏山区民センター
②砧総合支所、北沢総合支所
主催：世田谷区
内容：庁舎建物へ「車より 歩いてみようよ わがまちを」の懸垂幕を掲
出し、自動車の使用抑制について協力を呼びかける。

○

東京都・中野区報
日時：平成 30 年 11 月５日（月）
主催：中野区
内容：中野区報（11 月５日号）に、エコドライブ月間をＰＲする記事を
掲載。

○

東京都・リーフレットの送付
日時：平成 30 年 10 月 30 日（火）発送
場所：区内事業所・工場(約 900 箇所）宛て送付
主催：東京都中央区役所
内容：エコドライブ普及推進協議会作成のリーフレット「エコドライブ 10
のすすめ」を郵送

○

東京都・懸垂幕の掲出
日時：平成 30 年 11 月 1 日(木)～平成 31 年２月 28 日(木)
場所：本庁舎、日本橋・月島両特別出張所の３箇所
主催：東京都中央区役所
内容：「アイドリング･ストップ」の懸垂幕を掲出

○

東京都・広報活動（大気汚染防止推進月間）
日時：平成 30 年 12 月１日号
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場所：広報みなと
主催：港区
内容：エコドライブの啓発

○

東京都・エコドライブ啓発
日時：随時
場所：八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クールセンター八王子）
主催：八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クールセンター八王子）
内容：エコドライブシミュレータを活用し、エコドライブの普及啓発を図
る。（体験者にはエコドライブステッカーを贈呈）

長野県
○長野県・長野市元気なまちづくり市政出前講座「実践！エコドライブ」
日時：随時
場所：長野市内
主催：長野市
共催：長野市地球温暖化防止活動推進センター
内容：長野市市民等の団体が主催する勉強会、研修会、その他の集会等に
市職員を講師として派遣し、ドライブシミュレータによるエコドラ
イブ体験等を実施するもの

新潟県
○ 新潟県・ラジオによるエコドライブ推進月間広報
日時：平成 30 年 11 月中
場所：新潟県内
主催：新潟県警察本部
内容：県内ラジオ（ＮＨＫ新潟，ＢＳＮラジオ，ＦＭ新潟，ＦＭポート）
での広報を実施する。

○

新潟県・ラジオスポット CM 放送
日時：平成 30 年 11 月
場所：新潟県
主催：新潟県
内容：エコドライブに関するラジオスポット CM 放送を放送し、エコドラ
イブの普及・推進を行う。
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○ 新潟県・交通情報板を活用した広報活動
日時：平成 30 年 11 月中
場所：新潟県内
主催：新潟県警察本部
内容：交通情報板にスローガン等を表示させ、エコドライブ推進月間の周
知を図る。

富山県
○富山県・エコドライブ啓発
日時：通年
場所：富山県環境保全課、自動車教習所
主催：富山県環境保全課
内容：エコドライブ宣言者を募集。宣言者には、エコドライブ 10 のすす
めを掲載した「宣言カード」や「マグネットステッカー」を配布。

三重県
○ 三重県・広報誌でのエコドライブ周知
日時：平成 30 年 11 月
場所：桑名市広報誌
主催：市民環境部環境安全課
内容：市広報誌（広報くわな）11 月号に、エコドライブ啓発文を掲載

大阪府
○ 大阪府・エコドライブキャンペーン 2018
日時：＜受付期間＞ 平成 30 年 11 月１日(木)～12 月 22 日(土)
＜キャンペーン期間＞ 平成 30 年 11 月 1 日(木)～平成 31 年 1 月
22 日(火)
主催：豊中市
内容：広報誌や HP で参加を呼びかけ、申込者(市内在住者)を対象に実施。
自家用車やバイク(原付を含む)でエコドライブに取組んでいただ
き、
その状況を 1 月 22 日(火)までに所定の用紙に 2 回以上記入し、
提出いただく。特典として、指定の店舗で使用できるエコポイント
チケット「とよか」を進呈。また、同期間中に実施する「エコドラ
イブ講座」への参加推奨。
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兵庫県
○ 兵庫県・「エコドライブ推進月間」の周知
日時：平成 30 年 11 月１日（木）～11 月 30 日（金）
主催：姫路市
内容：①エコドライブに関するのぼりを市庁舎に設置、市政情報コーナー
でチラシ配布、ラジオ放送による市民啓発
②職員対象の交通安全講習会においてエコドライブの啓発

鳥取県
○ 鳥取県・エコドライブ啓発
日時：平成 30 年 11 月～12 月
主催：境港市
協賛：㈱ＤＡＲＡＺコミュニティ放送、（特非）ＥＣＯフューチャーとっ
とり
内容：地元ローカルＦＭ局において、エコドライブに関する普及啓発放送
(５分程度)を行う。さらに境港市内において、公民館や自動車関連
企業(スタンドや整備工場など)にチラシの配布及びポスターの掲
示を依頼する。

島根県
○ 島根県・ＦＭ山陰ラジオによるエコドライブ放送
日時：平成 30 年 11 月中（詳細日時不明）
場所：ＦＭ山陰
主催：出雲市
内容：エコドライブに関する内容について放送する。

○

島根県・街頭ＰＲ
日時：平成 30 年 11 月１日
場所：イオン大田
主催：大田市地球温暖化対策地域協議会
内容：啓発用リーフレットを配布し、エコドライブの取り組みを呼びかけ
る。

○

島根県
日時：平成 30 年 11 月１日（木）～11 月 30 日（金）
場所：江津市役所庁舎内
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主催：江津市地球温暖化対策推進協議会
内容：市役所庁舎内においてエコドライブ推進月間であることの周知、チ
ラシ配布を行う。

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：平成 30 年 11 月６日（火）
場所：イオン松江ショッピングセンター
主催：まつえ環境市民会議
内容：①エコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する。
②エコドライブ体験シミュレーターを設置し体験してもらう。

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：調整中
場所：調整中
主催：浜田市地球温暖化対策地域協議会
内容：街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：調整中
場所：調整中
主催：出雲市地球温暖化対策協議会
内容：街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：調整中
場所：調整中
主催：益田市地球温暖化対策地域協議会
内容：街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：平成 30 年 11 月１日（木）
場所：イオン大田ショッピングセンター
主催：大田市地球温暖化対策地域協議会
内容：街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
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日時：調整中
場所：フーズマーケットホック プラーナ店
主催：安来市、安来市地球温暖化対策地域協議会
内容：①街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する。
②エコドライブ体験シミュレーターを設置し体験してもらう。

○

島根県・エコドライブ街頭啓発活動
日時：平成 30 年 11 月１日（木）
場所：道の駅 瑞穂
主催：邑南町地球温暖化対策地域協議会
内容：街頭でエコドライブ運転の方法を説明するチラシを配布する

○

島根県・エコドライブ啓発
主催：出雲市
内容：市の広報誌、ホームページにエコドライブを啓発する記事を掲載す
る。

岡山県
○ 岡山県・エコドライブ宣言者募集の掲載
日時：平成 30 年 11 月
場所：「安全運転」誌面
主催：岡山県
内容：岡山県安全運転・運行管理者協議会連合会の会報「安全運転」11 月
号に、エコドライブ宣言者募集について掲載する。

山口県
○ 山口県
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）～11 月 24 日（土）
主催：防府市
内容：市内事業所等を対象に、エコドライブの実践、バスと
自転車を活用した通勤を呼びかける。キャンペーン賛同事業所には、
エコドライブを推進するステッカーや「エコドライブ 10 のすすめ」
のポスター・チラシを配布する。

高知県
○ 高知県・エコドライブ啓発マグネット掲示
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日時：①平成 30 年 12 月１日（土）～31 日（月），
②平成 31 年１月１日（火）～31 日（木）
【年末年始の交通安全運動の該当する月中】
場所：高知市内
主催：高知市環境部新エネルギー推進課／市民協働部くらし・交通安全課
内容：環境省間接補助「地方公共団体と連携した CO2 排出削減促進事業」
で，エコドライブ啓発マグネットを作成し，市・県の公用車や賛同
民間タクシーに掲示し，啓発を行う。市公用車所有部署には，主に
全国交通安全週間期間を含む月中（全ての日）の掲示を依頼し，可
能な場合は通年掲示を行う。

福岡県
○ 福岡県・ホームページでの啓発
日時：常時
場所：飯塚市ホームページ内
主催：飯塚市
内容：エコドライブのポイント等を掲載し、啓発を行っている。

○

福岡県・市広報紙によるエコドライブ普及啓発活動
日時：平成 30 年 11 月１日(木）
場所：大牟田市
主催：大牟田市
内容：市広報紙（広報おおむた）11 月１日号で、エコドライブの紹介や
ふんわりアクセルｅドライブの図解などの啓発記事を掲載する。

熊本県
○ 熊本県・テレビ・ラジオ CM でのエコドライブ普及推進を広報
日時：テレビ 平成 30 年 11 月
ラジオ 通年
主催：熊本県
内容：楽しんでいるモン♪くまエコ（くまもとらしいエコライフ）の年間
キャンペーンの一環としてエコドライブの普及啓発に係る CM を放
送。
テレビは、エコドライブ推進月間の 11 月に 30 本放送予定。ラジオ
は、季節ごとにテーマを変え、平成 30 年度通年で 21 本放送予定。
テレビ CM は、パソコン・スマホで「くまエコ」と検索いただき、
「秋のくまエコ」から閲覧いただけます。
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② エコドライブ推進月間以外に開催される主な普及・推進活動について

北海道
○ 北海道・（仮称）COOL CHOICE 普及啓発イベント
日時：平成 30 年 12 月 22 日（土）、23 日（日）
場所：札幌駅前通地下広場（北３条交差点広場西）
主催：札幌市環境局
内容：地球温暖化対策に資する「賢い選択」COOL CHOICE について普及啓
発するもの。（エコドライブシミュレータでのエコドライブ体験）

○

北海道・とかち・市民「環境交流会」2018
日時：平成 30 年 12 月１日(土)10:00～15:00
場所：とかちプラザ
主催：帯広市、帯広市環境保全推進会議
共催：北海道十勝総合振興局（協力）
内容：北海道環境生活部環境局気候変動対策課のブースにおいて、エコド
ライブシミュレータによるエコドライブ体験や、燃料電池自動車
(FCV)の展示を行い、運輸部門の CO2 排出抑制に向けた普及啓発を
実施する。

○

北海道・さっぽろエコドライブ活動セミナー
日時：平成 31 年１月 28 日（月）（予定）
場所：札幌エルプラザ（予定）
主催：札幌市環境局
内容：札幌市内の事業者を対象に、事業所内でのエコドライブ活動に関す
る講演や市内事業者の取組事例を紹介するセミナーを開催する

○

北海道・エコドライブ情報局
日時：平成 30 年 12 月予定
場所：MEGA ドン・キホーテ
主催：苫小牧市
内容：エコドライブについての資料を展示し、実際にシミュレータで体験
していただく。併せて、JAF インストラクターによる講演も行う。

青森県
○ 青森県・第８回青森市環境フェア 2018
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日時：平成 30 年 12 月 16 日（日）
場所：ねぶたの家 ワ・ラッセ
主催：青森市
後援：東北地方環境事務所、青森県、青森地方気象台、青森市教育委員会、報道
各社
内容：地球温暖化防止活動に取り組む各団体の取組紹介等により、地球温暖化対
策実践につなげる普及啓発イベントにおいて、エコドライブシミュレータ
の体験ブースを展示し、エコドライブの普及活動を行う。

岩手県
○ 岩手県・エコドライブ普及啓発活動
日時：常時
場所：なし（ホームページ上）
主催：岩手県
内容：県ホームページ上で燃費計の貸出の案内のほか、エコドライブのポイント
や講習会の活動報告を掲載する。

群馬県
○ 群馬県・グリーンエコフェスティバル
日時：平成 31 年 10 月（予定）
場所：前橋自動車教習所（予定）
主催：群馬県エコドライブ普及推進協議会
共催：群馬県燃料電池自動車普及促進協議会
協賛：群馬県電気自動車等普及推進連絡協議会・群馬トヨタ自動車・群馬トヨペ
ット・トヨタカローラ群馬・群馬日産自動車・群馬日野自動車・群馬三菱
自動車・富士スバル・関東マツダ群馬事業部・群馬ダイハツ自動車・群馬
ヤクルト販売・JOMO プロ関東前橋支店・若井糧穀株式会社・ぐんま安全教
育センター（順不同・敬称略）
後援：前橋市・まえばし CITY エフエム（順不同・敬称略）
内容：エコドライブ講習会やエコカーの試乗会等を実施する。

○

群馬県
日時：通年
場所：高崎市
内容：エコワット、燃費マネージャーの貸し出し
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栃木県
○ 栃木県・栃木県宇都宮市 環境出前講座
日時：随時
場所：講座受講者と相談の上決定
主催：宇都宮市役所 環境政策課
内容：小学生高学年から高校生を対象に，ＥＶの魅力体験講座（環境出前講座）
を行っています。講座内容は，➀電気自動車の試乗体験②電気自動車によ
る電源供給の実演➂電気自動車の展示（電気自動車の実物や，パネル展示
を通して，電気自動車の構造をわかりやすく説明します。）などであり，
次世代を担う子供たちに環境に優しい EV 自動車に対する意識啓発を行い
ます。

埼玉県
○ 埼玉県・環境フェスティバル 2019
日時：平成 31 年２月９日（土）
場所：市民交流センターおあしす
主催：環境ネットワークよしかわ
共催：吉川市・吉川市教育委員会
協賛：吉川工専工業会・吉川美南高等学校
内容：市内の環境学習イベント内で FCV を展示する。

千葉県
○ 千葉県・佐倉市民環境フェア
日時：平成 31 年２月 16 日（土）
場所：イオンタウンユーカリが丘
主催：温暖化防止さくら
共催：佐倉市
内容：シミュレータでのエコドライブ体験を実施する。

東京都
○ 東京都・中野区ホームページ
日時：年間
主催：中野区
内容：中野区ホームページに、エコドライブについて掲載。

○

東京都・「区のお知らせ」に掲載
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日時：平成 30 年 10 月 21 日号
場所：新聞折込 65,300 部
主催：東京都中央区役所
内容：エコドライブ 10 のすすめを区の広報紙に掲載

○

東京都・エコ＆安全ドライブセミナー
日時：平成 31 年２月 16 日（土）13:30～15:00
場所：クリエイトホール
主催：八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クールセンター八王子）
内容：エコドライブの講義に加え、自分の運転のセルフチェックを行い、安全運
転についても学べるセミナーを実施する。（参加者にはエコドライブステ
ッカーを贈呈）

○

東京都・地球温暖化防止普及啓発イベント
日時：平成 30 年 12 月９日（日）12:30～16:00
場所：オリンパスホール八王子
主催：八王子市
内容：エコドライブシミュレータのブースを出展し、エコドライブの普及啓発を
図る。（体験者にはエコドライブステッカーを贈呈）

富山県
○ 富山県・とやま環境フェア 2018
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）、14 日（日）
場所：高岡テクノドーム
主催：とやま環境フェア開催委員会（富山県、高岡市、環境とやま県民会議、（公
財）とやま環境財団）
後援：環境省中部地方環境事務所、経済産業省中部経済産業局 他
内容：エコドライブシミュレータ等を使った体験会、エコドライブ宣言者の募集、
ポスターによる周知を実施する。

静岡県
○ 静岡県・ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ
日時：通年
主催：静岡県地球温暖化防止活動推進センター
協賛：（一社）静岡県自動車会議所
内容：エコドライブを含むエコ活動を広く県民に推進するため、スマホアプリを
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公開し、エコ活動によりポイントを付与し、たまったポイントで景品を贈
る。

○

静岡県・「はじめよう！エコドライブ」の電柱広告
日時：通年
場所：静岡県内 30 箇所の電柱
主催：（一社）静岡県自動車会議所
内容：電柱公告

愛知県
○ 愛知県・環境フェスタ
日時：平成 30 年 12 月１日（土）９:30～15：00
場所：豊橋市役所（豊橋市今橋町１番地）
主催：豊橋市、530 運動環境協議会
協賛：（一社）日本自動車連盟（ＪＡＦ）愛知支部
内容：環境全般について広く啓発することを目的とした環境フェスタ内にて、エ
コドライブ啓発ブースを出展し、以下の内容を実施することで、エコドラ
イブの重要性を広く周知する。
①エコドライブ啓発グッズの配布。
②エコドライブ啓発パネルを展示。
③日本自動車連盟（ＪＡＦ）愛知支部を招き、ＪＡＦ作成オリジナルカー
ド、エコドライブ啓発チラシ、交通安全関連グッズの配布及びエコドラ
イブに関するＤＶＤの上映。

三重県
○ 三重県・エコトレーニング
日時：①平成30年12月19日（水）
②平成31年１月24日（木）
場所：伊勢市産業支援センター・伊勢志摩広域防災拠点
主催：（一社）日本自動車連盟、伊勢市
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。
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京都府
○ 京都府・京都府環境フェスティバル 2018
日時：平成 30 年 12 月８日（土）～12 月９日（日）
場所：京都府総合見本市会館（京都パルスプラザ）
主催：京都環境フェスティバル実行委員会
内容：啓発ブースにおいて，エコドライブシミュレータによるエコドライ
ブ体験や，エコドライブに関する説明及び「京エコドライバーズ宣
言」の募集を実施する。

○

京都府・エコトレーニング
日時：平成31年２月９日（土）
場所：京都府交通安全協会自動車練習場
主催：（一社）日本自動車連盟
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

大阪府
○ 大阪府・エコドライブ講習会
日時：①平成 30 年 12 月 16 日(日)10:00～11:30
②平成 30 年 12 月 20 日(木)10:00～11:30
場所：豊中市立 eMIRAIE 環境交流センター
主催：豊中市
内容：講師によるエコドライブの解説。エコドライブシミュレータ体験あ
り。

○

大阪府・安全運転講習会
日時：平成 30 年９月７日（金）～平成 30 年９月 19 日（水）の間
計7回
場所：メイシアター 他
主催：吹田市及び交通安全協会
内容：市民の方々に安全運転に関する意識を高めていただくとともに、エ
コドライブの啓発を行う。

○

大阪府・ハッピーアースデイ大阪 2019
39

日時：平成 31 年３月 23 日（土）11:00～17:00、平成 31 年３月 24 日（日）
10:00～16:00
場所：久宝寺緑地
主催：ハッピーアースデイ大阪実行委員会
共催：都市公園久宝寺緑地指定管理共同体
後援：大阪府、東大阪市、八尾市、八尾市社会福祉協議会、八尾市教育委
員会(予定)
内容：エコドライブシミュレータを用いたエコドライブの体験を通じて、
エコドライブの重要性を周知する。

○

大阪府・かどまエコフェスティバル
日時：平成 31 年２月 17 日（日）
場所：門真市立リサイクルプラザ
主催：門真市市民生活部環境政策課
内容：イベント内で、エコドライブシミュレータによるエコドライブ体験
を実施

○

大阪府・教習会・講習会
日時：平成 31 年２月中旬
場所：門真市立リサイクルプラザ
主催：門真市市民生活部環境政策課
内容：市職員を対象にエコドライブを実践するため、ドライブシミュレー
タによるエコドライブ体験を実施

○

大阪府・すいた環境教育フェスタ
日時：平成 31 年２月２日（土）
場所：メイシアター
主催：メイシアター
内容：来場者に啓発リーフレットを配布し、エコドライブの取組について
周知する。

兵庫県
○ 兵庫県・(仮）事業所向けエコドライブ講習会
日時：平成 30 年 12 月～31 年２月（日時未定）
場所：神戸市内（未定）
主催：神戸市
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内容：市内事業者を対象に、座学もしくは実車講習によりエコドライブの
知識や技術等を習得していただく。

○

兵庫県・(仮）一般市民向けエコドライブ体験会
日時：平成 30 年 12 月～31 年２月（日時未定）
場所：神戸市内（未定）
主催：神戸市
内容：市民を対象に、エコドライブシミュレータなどの活用によりエコド
ライブの効果についての啓発を行う。

奈良県
○ 奈良県・エコトレーニング
日時：平成30年12月３日（月）
場所：橿原中央自動車学校
主催：（一社）日本自動車連盟、奈良県警察本部（予定）
後援：環境省
内容：座学講習と実技講習により、エコドライブの技術を習得する。実
技講習では、燃費計を取り付けた車両を使用し、同乗するインス
トラクターから運転操作を学ぶ。

岡山県
○ 岡山県・エコドライブ講習会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）
場所：倉敷自動車教習所
主催：倉敷市
共催：（株）倉敷自動車教習所
内容：・エコドライブについての講義
・公道での通常運転とエコドライブでの燃費計測
・計測値の比較

○

岡山県・エコドライブ普及
日時：通年
場所：岡山県ホームページ
主催：岡山県
内容：年間を通じて、エコドライブに積極的に取り組む個人を「エコドラ
イブ宣言者」として募集し、宣言者にエコドライブステッカーを進
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呈する。

広島県
○ 広島県・第 26 回ひろしまトラックまつり
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）９:30～15:00
場所：中国運輸局広島運輸支局構内
主催：（公社）広島県トラック協会、ひろしまトラックまつり実行委員会
後援：中国運輸局広島運輸支局、広島県、広島県警察、広島県教育委員会、広島
市、広島市教育委員会、広島県交通安全協会、中国新聞社、NHK 広島放送
局、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフ
エム放送
内容：次世代自動車の普及やエコドライブの啓発を行うため、ブースの出展をす
る。
・電気自動車・CNG 車展示
・エコドライブシミュレータ体験
・エコドライブ等パネル展示
・エコドライブクイズ

高知県
○ 高知県・エコドライブ啓発マグネット掲示
日時：平成 30 年９月 21 日（金）～30 日（日）【秋の全国交通安全運動】
場所：高知市内
主催：高知市環境部新エネルギー推進課／市民協働部くらし・交通安全課
内容：環境省間接補助「地方公共団体と連携した CO2 排出削減促進事業」で，エ
コドライブ啓発マグネットを作成し，市・県の公用車や賛同民間タクシー
に掲示し，啓発を行う。市公用車所有部署には，主に全国交通安全週間期
間を含む月中（全ての日）の掲示を依頼し，可能な場合は通年掲示を行う。

長崎県
○ 長崎県・長崎県・長崎県・県下一斉ノーマイカー＆エコドライブウィーク
日時：平成 30 年 12 月 12 日（水）～12 月 18 日（火）
場所：県下全域
主催：ながさき環境県民会議
内容：環境負荷の少ない持続可能な社会を形成することを目的として県民、事業
者、NPO・大学、行政等で構成する、「ながさき環境県民会議」の取組とし
て、12 月の第２水曜日から１週間を統一実施日とし、徒歩や公共交通機関
42

の利用など、できる範囲でマイカー利用を控え、マイカー利用が必要な場
合はエコドライブを実施する。事務局は実施した結果を取りまとめ、参加
人数や CO2 排出削減量をホームページ等で公表する。
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