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平成25年度実施アンケートにおいて。。
自治体

学

これまで取組んだことのない自治体の７割以上が「ＭＭ教育に関心がある」
と回答

実施校のすべてで、
「 学習効果はある」、
「 今後もＭＭ教育は必要」
と回答

しかし、取組まない理由として。。

校

しかし、課題点として。。

人手不足・
・
・40.7％
教科学習や単元に結びつかない・・・14.８％

取組み方法や進め方がわからない・
・
・32.1％
どのようなことを教えたらいいかわからない・
・
・28.4％
学習効果がわからない・
・
・23.5％

参考となる資料が少ない・・・14.8％
行政や交通事業者との調整が大変・・・11.1％

予算が確保できない・
・
・16.0％

目

教科学習との関連付け方法や具体的な授業内容
などといった詳細な情報の不足

的

教員目線で参考となる手引書の作成

※平成25年度実施アンケート結果に関しては、モビリティ・マネジメント教育ポータルサイト
（http://www.mm-education.jp/index.html）に掲載しています

実施内容
表−交通環境学習との関連付けが考えられる授業

１．学校教育とＭＭ教育との親和性の整理

１年

教員に参考としてもらえるように、学習指導要領及び、エコモ財団の支援自治体、支
援校をはじめとする事例を精査し、実施可能な教科・学年を整理
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生活
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２年

◎

家庭

２．教員に対するヒアリング

道徳

札幌市でＭＭ教育を実践された教員に協力いただき、実施効果や、教員が参考とし
やすい手引書の作り方などについてヒアリングを実施

○

○

総合的な学習の時間
特別活動

○

○

※この他に、算数の授業で、バス利用者数やCO 2排出量などの指標を用いてグラフの見方や計算の技能向上に
資する学習や、道徳の授業で、
（ 公共の場などで）回りの人を思いやることが出来る人間育成に資する学習も
考えられる

成果：交通環境学習の手引書
事例として、教員が指導計画書まで作成した札幌市。府下の自治体職員や交通事業者向けの手引きを作成した京都府。交通すごろくやフードマイレージなど
短時間での取組み教材が多くあり、教員向けの研修を行っている川西市の3自治体の合計22事例を掲載
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● 金沢市、
御嵩町、仙台

市、富山市など今回掲
載できなかった自治
体等を含めた掲載事
例の充実
● 手引書普及のための

セミナーの実施
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Į૰Ʒဇ
 ஜܱោưƸŴᅹϋƴࠤࠊƷπσʩᡫƴƭƍƯᲮ࠰ဃƷδᇜƕᐯЎưᛦǂƯᎋƑǔʙǛ̬ᚰưƖǔǑƏƳ
ҥΨƕƳƍƨǊƴŴ܇ƲǋƨƪƷܖ፼ǛૅƑǔ૰ƱƠƯȆǭǹȈǛ˺ƠƨŵȆǭǹȈ˺ƷȝǤȳȈƸˌɦ
ƷᡫǓ
Ĭ܇ƲǋƷ࣬ᎋƷ්ǕƴඝƬƨ  ޒĭࠤࠊƷπσʩᡫƷഭӪƕᙸƑǔҥΨನ
Į܇ƲǋƕᐯЎưᛦǂŴᎋƑǔʙƷưƖǔŴȊȓǲȸǷȧȳೞᏡ  įҥΨƷኳƴᎋƑǛขǊǔܖ፼Ʒನ
πσʩᡫƸ܇ƲǋƨƪƴƱƬƯŴ៲ᡈƴƸƋǔƕŴƳƔƳƔᏑǍŴॖƸᙸƑƯƍƳƍǋƷưƋǔŵȢȓȪ
ȆǣȞȍǸȡȳȈƷᚇໜƔǒ܇Ʋǋƨƪƴ᧓᠆ǛॖᜤƞƤǔʙưŴசஹǁਤዓႎƴƭƳƛǔƜƱƷưƖǔܖ፼
ǛನưƖǔƱᎋƑƨŵ
ᐯЎƷᅑ༵Ŵ༵ƴǤȳǿȓȥȸǛƠƨǓŴ૰ưᛦǂǔƜƱǛᡫƠƯŴʻƷπσʩᡫƕƲƷǑƏƴᆆǓ٭
ǘƬƯƖƨƷƔƕܱज़ႎƴྸᚐưƖǔŵǇƨƦƷƜƱƱŴྵנࠤࠊƷπσʩᡫƕৼƑƯƍǔբ᫆ໜǛ᧙ᡲ˄ƚ
ƯᎋƑǔʙưசஹǁӼƚƯᐯЎƨƪƷᎋƑǛขǊǔƜƱƕưƖǔǑƏƳȆǭǹȈƷನƱƠƨŵ

ᬔưǛࡽƍƯƍǔƶ

ȷעɦᤧƕưƖƨƷƸƓ༵ƞǜǍƓƞǜ

ᶝஜᶞ



ϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϭϵϳϱᖺ

ࠤࠊƷែ᩿ᩓƷᆆǓ٭ǘǓǛᛦǂ

ଥƷʈǓཋǍǒƠƴƭƍƯჷǔ

ࠤࠊƷπσʩᡫƷڼǇǓƸଢᲮᲬ࠰ƷᬔᤧᢊƔǒڼǇǔŵƦƷࢸŴƜƷᬔᤧᢊƕൟփƷᩓƴஆǘǓŴ
ƜƷᩓʙಅǛࡽƖዒƍưࠊփʩᡫƕႆឱƠƨŵƦƷࢸŴଯԧᲯ࠰ƴƸȐǹʙಅǋڼǇǓŴࠤࠊൟƷᙲƳ
ឱƱƠƯƷࢫлǛਃƬƯƖƨŵǇƨŴࠤࠊƷႆޒƴˤƍଯԧᲮᲰ࠰ƴƸעɦᤧƕಅŵƦǕˌᨀŴעɦᤧǛ᠆
ƱƠƯȐǹƕעɦᤧǛᙀƏƱƍƏࠤƷπσʩᡫೞ᧙ዡƕᄩᇌƞǕƨŵ
ࠤࠊưƸŴπσƷʩᡫೞ᧙Ǜ̅ƬƯࠊᘑעƷܱƴᲳᲳᲟƷئƴǢǯǻǹƕӧᏡưƋǔŵƠƔƠᡈ࠰࣯ນƳ
ȢȸǿȪǼȸǷȧȳƷࢨ᪪ǛӖƚŴȐǹែዴƷǄƱǜƲǛዜਤƠƳƕǒǋʈʴૠƕƲǜƲǜถƬƯƍƘƱƍƏ
ཞඞƕዓƍƯƍǔŵ ࠰ƷȐǹʈࡨǂʴૠƸ  ႊɢʴ˷ǓƱƳƬƯƓǓŴ ࠰ǛؕแƴᎋƑǔƱ
ǄǅҞถƠƯƍǔƜƱƱƳǔŵƦƷɟ૾ưŴʴӝƸفƑዓƚŴࠊᘑעǋᙹǛਘٻƠƯƍǔƨǊƴŴែዴࡨᧈƴ
᫋ᓸƳถݲƸƳƍŵƞǒƴŴӷƴᐯѣƷ̬ஊӨૠƸኖ  ̿ƴفƑƯƍǔŵᐯѣ̬ஊӨૠƴࢨ᪪ǛӖƚǔ
࢟ưŴȐǹƷʈʴૠƸถǓዓƚŴᢸٳưƸែዴƷถݲǋڼǇƬƯƍǔŵʻࢸМဇᎍƕถǓዓƚǕƹŴʩᡫᩊൟ
ǋفƑŴᐯѣǛਤƨƳƍࠊൟƴƱƬƯƸٻƖƳբ᫆ƱƳǔƜƱƸଢǒƔƩŵែዴǛዜਤƠƯƍƘƜƱƕπσʩ
ᡫƷࢫлưƋǔɟ૾ŴМဇᎍૠƕ˦ƼपǊƹែዴƷถݲǋƱǊǒǕƳƍŵƜƷǑƏƳᅈ˟ႎǸȬȳȞƷᚐൿƷɟ
яƱƳǔǑƏƴŴࠤࠊƷπσʩᡫೞ᧙ƷǑƞǛܱज़ƢǔƜƱǛᡫƠƯŴƦƷᙲࣱƴᡐǔܖ፼ǛನሰƢǔŵ

ϯϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϯϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϮϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϮϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϭ

ࠤࠊƷπσʩᡫƴƭƍƯᎋƑǔ

Ĭܖ፼ਦݰᙲ᪸ƷˮፗƮƚ
᳕ܖݱఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟ ዮӳႎƳܖ፼Ʒ᧓ዻ᳗
ŪᇹᲮᇘਦݰᚘဒƷ˺ƱϋܾƷӕৢƍ ਦݰᚘဒƷ˺ƴ࢘ƨƬƯƷᣐॾʙᲢᲯᲣ 

ȷȐǹƴʈǔʴƕƲǜƲǜถ
ƬƯƍǔŵ     
ȷែዴƸƦǜƳƴ٭ǘƬƯƍ
Ƴƍƶŵ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϰϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ
ϰϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ



ƴƔƔǘƬƯ


ࠤࠊμ˳↝⇶⇟ʈʴૠ

ȷੋƞǜƕƍƨƦƏƩǑŵ



نੑه

ࠖƷƔƔǘǓ

 ǂŴȐǹƕŴࠤࠊൟƷឱƱƠƯӞƘƔǒМဇƞǕƯƍƨƜƱǛྸᚐƠ
Ưƍǔŵ


ȷʈӳᐯѣƱǑƹǕƯƍƨǜƩƶŵ

Ꮫ⩦ᵓᡂ

Ũ܇ƲǋƨƪƕբƍǛਤƭʙƕ
ưƖǔǑƏƴŴࠤࠊμ˳Ʒ
ȐǹƷʈʴૠƕ࠰ŷถƬƯ
ƖƯƍǔʙܱƷ੩ᅆƱƦƷɟ
૾ưŴែዴƷǭȭૠƴٻƖƳ
٭ѣƷƳƍʙܱƷ੩ᅆǛƋǘ
ƤƯƢǔŵ

 ЭǇưƴ܇ƲǋƨƪƸࠤࠊƷπσʩᡫƴƭƍƯƷഭӪƴƭƍƯᛦ

܇ƲǋƷƓǋƳѣ
ࠤࠊƷȐǹƸƍƭ᪭ưƖƯƲƷǑƏ
ƴ٭ǘƬƯƍƬƨƷƔᛦǂǑƏŵ

ᲤᙸܖƕᩊƠƍئӳƸ᳂ሁǛМဇƢǔ

ᮐᖠᕷయ䛾䝞䝇㌴ேᩘ

܇ƲǋƷƓǋƳѣ
ࠤࠊʩᡫ૰ƴᘍƬƯǈǑƏ
 ࠤƷπσʩᡫƸƍƭ᪭ƲƷǑƏ
ƴڼǇƬƨƷᲹ




 ਦݰᎍ ˱ ී࣓





ஜ ᳗

ᮐᖠᕷయ 叏吧吐㉮⾜各呄ᩘ









Ჭ࠰  உ  ଐᲢஙᲣ  ఄ





ଥƷǒƠƴƭƍƯᐻԛǛ᭗ǊǔᶝᲫ᧓ᶞ

ܱଐ



ܖ፼ޒƱδᇜƷ࣬ᎋƷ්Ǖ

ŪҥΨƷನ




ዮӳႎƳܖ፼Ʒ᧓
ž៲ᡈƳȐǹƱᅶƨƪƷƘǒƠſ
᳕ ᧓ৢƍ





èž//ſƱƸŴɟʴƻƱǓƷᆆѣᲢȢȓȪȆǣᲣƕŴ̾ʴႎƴǋᅈ˟ႎƴǋஓǇƠƍ૾Ӽǁᐯႆႎƴ҄٭ƢǔƜƱǛ̟ƢǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛɶ࣎ƱƠƨʩᡫሊŵ 

内容を教員がわかりや
すくなるように、学習構
成 の 他 、学 習 指 導 要 領
に合わせた指導目標や
教材とする利点を明記

䠍䠊᫇䛾ᬽ䜙䛧䜈䛾⯆䜢㧗䜑䜛

     ࢆࡋࡽࡃ  ۑᨭ࠼ࡿሗ

ٹৰ


ࡲࡋ࠸බඹ㏻ࡸᆅᇦࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



 ࠤǒƠƍʩᡫܖؾ፼ƱƸŴ
ž//èᏋſƴბႸƠŴžʩᡫſƷɶƴנ܍Ƣǔžᅈ˟ႎǸȬȳȞբ᫆ſǛ
ᡫơŴ࠼ƘŴؾॖᜤǍπσƷችᅕǛᣱƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯƍǔŵИሁᏋƴƓƚǔܖ፼ƱƠƯᢘƢ
ǔƜƱƕŴƜǕǇưƷᄂᆮʙ̊ሁưଢǒƔƱƳƬƯƍǔŵ



㉥Ꮠ㊰⥺ࢆṧࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢពࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛ࠊᮍ᮶ࡢ⮬ศࡓࡕࡗ࡚ᮃ



ŪႸ



ࣂࢫࡢ㌴ேᩘࡀࢇࢇῶࡾࠊ㉥Ꮠ㊰⥺ࡀከࡃ࡞ࡿ୰࡛ࡶࠊᕷࡀ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ࡚ࠊ

㸲ᖺ⏕ ͤ㸱ᖺ⏕♫࡛ࡶྍ

ȷȐǹƷʈʴૠƕƲǜƲǜǁǓŴហ܌ែዴƕٶƘƳǔɶưǋŴࠤࠊƕᙀяǛЈƠƯŴហ܌ែዴǛസƦƏ
ƱƠƯƍǔʙƷॖԛǛᎋƑǔƜƱƔǒŴசஹƷᐯЎƨƪƴƱƬƯƷπσʩᡫƷƋǓ૾ƴƭƍƯᎋƑǔʙƕư
Ɩǔŵ

ᅹႸҥΨӸ

බඹ㏻
ࢆᩍᮦ
ࡍࡿⅬ

ᑐᛂᩍ⛉

ȷࠤࠊƷπσʩᡫೞ᧙ƴ᧙࣎ǛǋƪŴॖഒႎƴᛦǂƯƍǔŵ
ȷࠤࠊƷπσʩᡫƷௐƨƢࢫлƴƭƍƯᎋƑŴᢘЏƴᘙྵƠƯƍǔŵ
ȷࠤࠊƷπσʩᡫƷᆆǓ٭ǘǓƴƭƍƯ࣏ᙲƳऴإǛᨼǊŴᛠǈӕƬƯƍǔŵ
ȷࠤƷπσʩᡫƷǑƞǛჷǓŴࠤࠊƷʴŷƷဃƷಮ܇ǛྸᚐƠƯƍǔŵ



۔ᕷࡢබඹ㏻ᶵ㛵㛵ᚰࢆࡶࡕࠊពḧⓗㄪ࡚࠸ࡿࠋ
۔ᕷࡢබඹ㏻ࡢᯝࡓࡍᙺࡘ࠸࡚⪃࠼ࠊ㐺ษ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
۔ᕷࡢබඹ㏻ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ሗࢆ㞟ࡵࠊㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
۔ᕷࡢබඹ㏻ࡢࡼࡉࢆ▱ࡾࠊேࠎࡢ⏕άࡢᵝᏊࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ŪҥΨƷႸ



ᣦᑟ┠ᶆ

ᑐ㇟Ꮫᖺ

 ࠰ဃ᳕ዮӳA៲ᡈƳȐǹƱᅶƨƪƷƘǒƠ᳗ᲢࠤࠊᇌޛƷҤܖݱఄᲣ ਦݰᚘဒ̊





   ࡕࡲࡢ࡞ࢇࡳ࠸ࡓࡾ▱ࡗࡶ    ۑ

教員のカリキュラム検討の詳細な資料とするため指導計画書を掲載

 ܱఄ ࠤࠊᇌޛƷҤܖݱఄ

㸲 ᖺ ⏕   ᐇ ㊶    

ž៲ᡈƳȐǹƱᅶƨƪƷƘǒƠſ

 ࣮࣮ࣜࢺࡢࡷࡋࢇ࡛ۼ      ۑ

短時間でも
実施可能なもの
☆で明示

ᐇ㊶ࡋࡓ⛉┠
ͤ㸦 㸧࡛ࡶ
ᑐᛂྍ⬟

ȐǹƷែዴǛസƠƯƍǔƷƸƲǜƳॖԛƕƋǔƷƩǖƏ


ỚỮễầ
МဇỂẨỦᴾ

Ƃƍ ƭ ư ǋƃ

Ŧܖݱဃưǋ
ŦƓơƍƪǌǜưǋ

ƂƲ Ɯ ǁ ư ǋƃ

Ŧɟ᧓ƴ˴ஜǋ

ƂƩ Ǖ ư ǋƃ

ŦЦᘙƕƋǕƹ

ŦࠤȉȸȠǁ

Ƃƍ ƭ Ǉ ư ǋƃ
ࠤࠊƸƩǕưǋŴƍƭưǋŴƲƜǁưǋŴƦƠƯŴƍƭǇưǋМဇưƖǔǑƏƴȐǹែዴǛᎋƑƯƍǔǜƩƶ

手引書は、モビリティ・マネジメント教育ポータルサイト
（http://www.mm-education.jp/tebiki/index.html）
に掲載しています。

