
■ヨーロッパ　2153

・オーストリア 　400
・ベルギー　　　 163
・ブルガリア　 　  39
・スイス　      　　  3
・セルビア　   　   19
・キプルス　           2
・チェコ　            85
・ドイツ　            51
・スペイン　       390
・フィンランド  　   3
・フランス　       157
・イギリス　         37
・ギリシャ　           2
・クロアチア　      32
・ハンガリー　      74
・アイルランド　   13
・アイスランド　     5

・イタリア　          29
・リトアニア　       11
・ルクセンブルク　 51
・ラトビア　         　6
・オランダ　        231
・ノルウェー　       13
・ポーランド　     127
・ポルトガル　       65
・ルーマニア　       62
・スウェーデン　    51
・スロベニア　       21
・スロバキア　         3
・トルコ　               2
・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ            5
・マケドニア旧ユーゴスラビア共和国   1

■南アメリカ　15
・ブラジル　     12
・コロンビア　    1
・エクアドル　    2

写 真 ： European Mobiity Week

公式 HP より抜粋

2009 年は2181都市 が、
ヨーロッパモビリティウィークに参加しました！

ヨ ー ロ ッ パ モ ビ リ テ ィ ウ ィ ー ク & カ ー フ リ ー デ ー

2009 実 施 状 況 報 告

2009 年のテーマ 　「Improving city climates - 都市の気候改善」　

イェーヴラ市 / スウェーデン

ヨーロッパモビリテウィーク

アワード２００９受賞 

ソウル市 /韓国

ソウル市は、２００７年より、カーフリーデーを実施。２００９年のカーフリーデーでは、

錘路と江南路の幹線道路を交通止めし、中央車線をバス専用レーン化。朝のラッシュ時には、

地下鉄、バス (都市間バス・市内バス全線）の運賃が無料化。市内は、公共の駐車場だけ

でなく、民間の駐車場も、取り組みに賛同し、樹種的に閉鎖。

■アジア  　11
・日本         9
・韓国         1
・台湾         1

■北アメリカ　2
・カナダ　　　   2



日本からも9都市が参加しました！

　日本では、2009 年、参加都市が 9 都市に増えました。 それぞれの地域での活動の広がりにより、
カーフリーデーが徐々に広まりつつあります。 この取組が、 持続可能な都市交通政策の発展に向
けた、 市民の意識変革に寄与するような活動としても普及していくために、 市民意向等を把握しな
がら進めていきたいと思います。

●自動車交通は中心市街地にとって問題だと思いますか？



●公共交通の利便性が向上した場合、 自動車から移動

手段を替えようと思いますか？

（自動車利用者のみの回答）

【カーフリーデーアンケート 2009】

実施都市 ： 上記 8 都市

調査日　 ： 各都市カーフリーデーイベント実施日
※その他アンケート結果に関しては、 カーフリーデージャパンまでお問い合せ下さい

●春日部市●

●自転車の利便性が向上した場合、 自動車から移動手段

を替えようと思いますか？

（自動車利用者のみの回答）

埼玉県春日部市。今年が初参加です。

モビリティーウィークでは、16 ～ 18 日にモビリティウィークやエコまちづくり等

の展示を行いました。

カーフリーデー（19 日）には、春日部駅東口のブロンズ通り等を交通止めにし、

青空市や落書きコーナー、警察による白バイやパトカーの体験乗車、飲酒運転疑

似体験など各種イベントが行われました。また、ぷらっと広場では、エコカーや

エコライフ商品の展示が行われました。

実施主体 ： 春日部市エコまちづくり推進協議会　　

　　

　9/16-18　MW＆CFD、エコまちづくり等の展示
　9/19　　　カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

チラシ ・ 写真 （一番右） 提供 ： 春日部市エコまちづくり推進協議会

カーフリーデーベストショット賞 !

「お休み処で水入らず」

春日部市都市計画課

ぷらっと広場

カーフリー空間での様子 カーフリー空間での様子

落書きコーナー 青空市

カーフリーデーベストショット賞 !



●さいたま市●

●横浜市●

9/16-17　MW＆CFDパネル展示
9/18　　　ノーマイカーデー
9/19　　　カーフリーデー
9/20-22　 MW＆CFDパネル展示

モビリティウィーク（9/16-22）

9/22　カーフリーデー
（関連イベント）
9/6   第４回クロフ寝物見遊山商街ウォークラリー
9/24　川崎市にて講演会「美しい地球を子供たちに」

モビリティウィーク（9/16-22）

チラシ ・ 写真 （カーフリーデーベストショット賞） 提供 ： さいたまカーフリーデー実行委員会

カーフリーデーベストショット賞 !鐘塚公園 無料シャトルバス運行
駅⇔市営駐車場 「オープンカフェ②」 さいたま市

シンポジウムの様子

実施主体 ： よこはまカーフリーデー実行委員会

　　　　（様々な団体 ・ 企業 ・ 個人による市民団体）

実施主体 ： さいたまカーフリーデー実行委員会

　　　　（市民団体、 市が事務局）

チラシ ・ 写真提供 ： よこはまカーフリーデー実行委員会

日本大通り　歩行者に開放された道路空間

ミュージック ・ パフォーマンスライブ

パネル展示 / クイズラリー

埼玉県さいたま市。今年で3回目の参加です。

モビリティウィークでは、16 ～ 22 日にパネ

ル展示をし、18 日には終日ノーマイカーデー

を実施し、職員が公共交通を利用し出勤・移

動しました。

カーフリーデー（19 日）は、例年同様、ＪＲ

大宮駅周辺・鐘塚公園で行いました。交通止

めをしてカーフリー化した道路では、警察に

よる自転車の乗り方教室が行われたり、オー

プンカフェにより心地よい空間が創出されて

いました。また、昨年に引き続き駐車場から

大宮駅まで無料バスが運行されるなど、しっ

かりとした仕組みの下、実施されていました。

神奈川県横浜市 (対象 :関内地区 )。

横浜市は今年で 6年目の実施です。

約 40 の協賛団体が協力した取り組

みとなりました。22 日のカーフリ

ーデーでは、日本大通を交通止めと

し、普段とは違う道路空間を生み出

しました。ミュージック・パフォー

マンスライブや自転車試乗、カーフ

リーデーやモビリティーウィークの

紹介等のほか、自転車安全教育も行

われました。

また、横浜公園では環境・交通に関

する展示やイベント、かえっこバ

ザール、横浜市都市整備局主催でシ

ンポジウムも行われました。その他

24 日に川崎市で「美しい地球を子

供たちに」をテーマに講演会を開催

しました。

カーフリーデーベストショット賞 !

カーフリーデーベストショット賞 !

「幸せな未来をつくるカーフリー

デー！」 井坂　洋士さん

カーフリーデーベストショット賞 !



●松本市●

●逗子市●
9/17　逗子警察署による交通パレードに自転車
　　　  パレードとして参加

9/22　カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

9/16-22　車のかしこい使い方を考える啓発週間
9/17　ノーマイカー街頭キャンペーン
9/18　ノーマイカー通勤統一実施日
9/21　アルプスあづみのセンチュリーライド2009　
9/22　カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

実施主体 ： 松本市ノーマイカーデー推進市民会議

（行政支援の市民団体）

チラシ ・ 写真提供 ： 松本市ノーマイカーデー推進市民会議

神奈川県逗子市。今年が初参加です。

22 日のカーフリーデーでは、パネリストを呼んで、自転車

とまちづくりをテーマにシンポジウムを開催しました。逗子

市の「まちづくり基本計画」にあるテーマ「歩行者と自転車

優先のまち」を推薦するため、カーフリーデーについて意見

交換を行いました。17 日には、逗子警察署による交通パレー

ドへ、自転車にのって参加しました。

長野県松本市。

松本市は今年で 6年目の実施です。

約 35 の参画団体が協力した取り組みとなりました。

モビリティウィークでは、17 日にノーマイカー街頭キャ

ンペーン、18 日には、ノーマイカー通勤、21 日には、ア

ルプスあづみのセンチュリーライド 2009 を実施しました。

カーフリーデー（22 日）では、緑町通、縄手通、高砂通

を交通止めにし、湧水めぐり、ミニ SL、新鮮市など各種

イベントが行われました。

実施主体 ： 歩行者と自転車のまちを考える会

( 市民団体）

チラシ ・ 写真提供 ： 歩行者と自転車のまちを考える会

市民アピール賞！　
カーフリーデーベストショット賞 !

交通パレードへの参加 シンポジウムの様子

カーフリーエリア　高砂通り

メイン会場でのオープニング 「まちなか大道芸」
松本市環境保全課　上條　信之さん

カーフリーデーベストショット賞 !



●名古屋市●

●福井市●

イベント ・ プロジェクト賞！　
カーフリーデーベストショット賞 !

9/16-18　官庁街への自動車自粛依頼
　　　　　  MW＆CFDのラジオ広報
9/19　      カーフリーデー新聞広報　
9/20　      カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

まちづくり貢献賞！
カーフリーデーベストショット賞 !

主催 ： モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 実行委員会 

（市民団体主導）

チラシ ・ 写真 （カーフリーデーベストショット賞） 提供 ： モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい 2009 実行委員会 

愛知県名古屋市。今年で 6回目の参加です。

モビリティウィークでは、16 ～ 18 日に官庁街への自動車自粛依頼と、モビリティウィーク＆カーフリーデーの

ラジオ広報、19 日には、新聞でカーフリーデーの広報を行いました。

カーフリーデー（20 日）は、久屋大通の延べ 300 ｍ北行きをカーフリー化し、一部に芝生道路や自転

車レーンを設置しました。市長参加の開会式とオープニングパレードを皮切りに、開放された道路空間

で、交通安全教室や自転車関連の展示、環境・交通に関する各種イベントや展示が多数行われました。

今年で３回目の参加です。

モビリティウィークでは、「通勤にクルマを使わない日」、「徒歩の日」、「バスの日」、「電

車の日」など毎日テーマを設け、各テーマに沿った展示やイベントを行い、クルマに

頼らない交通行動を啓発しました。また、交通事業者の協力を得て、期間中の運賃割

引を実施しました。カーフリーデー（22 日）は、「自転車の日」として、アップルロー

ドを交通止めにし、電動アシスト自転車展示試乗会や「ハチドリ計画 2009」エコラ

イフ・エコ実践に関する催しが行われました。また、福井駅西口広場では、交通・観光・

まちなか案内として、「モビリティセンター」を設置、レンタサイクル、自転車タクシー

試乗などしました。

実施主体 ： 名古屋カーフリーデー協議会　（行政主導）

9/16　　 　「通勤にクルマを使わない日」

9/19　　 　「徒歩の日」

9/20　　 　「バスの日」

9/21　　 　「電車の日」

9/22　　 　カーフリーデー「自転車の日」

9/19-23　「モビリティセンター」（交通・観光・まちなか案内）

　　　　　 「サイクルトレン」

9/20-22　 MW＆CFDパネル展示

モビリティウィーク（9/16-22）

「歩いてみたくなるみち」
なごやカーフリーデー協議会

チラシ ・ 写真 （カーフリーデーベストショット賞） 提供 ： 名古屋カーフリーデー協議会

カーフリーデーベストショット賞 !

交通止めの様子 市長参加のオープニングパレード 巨大お絵かき 芝生道路の創出 /気温変化体験

福井駅東口広場 /おもしろ自
転車試乗会

福井駅東口広場 /モビリティ
センタ―

カーフリーデーりんりん広場

カーフリーデーベストショット賞 !

「ピントンTVでおなじみの「ピントン」

が子どもたちのバスの先生に」　

畑　みゆきさん



●高松市●

●那覇市● 主催：2009なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会
（行政+市民団体共催）

チラシ・写真提供：2009なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

市長による街頭キャンペーン

香川県高松市。　今年で２回目の参加です。

カーフリーデー（22 日）は、美術館通り一

部区間をカーフリーエリアにしました。音

楽イベントやワークショップ、自転車イベ

ント、バイクトライアルショー、輪タクの

展示・運行、県警音楽隊の演奏パレードな

ど行なれました。通常１００円の公共レン

タサイクルが当日は無料となったり、「サイ

クルエンジョイフェスタ 2009」、「バス・鉄

道満喫カーニバル」のイベントや、快適で

人にやさしい都市交通を考えるシンポジウ

ムも開催されました。

沖縄県那覇市。今年で３回目の参加です。

モビリティウィークでは、16 日に市長のあ

いさつ、該街頭キャンペーン、カーフリー宣

言、パネル展示を行い、17 日～ 19 日は、市

民へカーフリー宣言に賛同してもらい、クル

マに頼りすぎない移動促進を実施しました。

20 ～ 22 日は、パレットくもじ前広場で、パ

ネル展示や電気自動車展示会、バスの使い

方アドバイスコーナーなどの各種イベント・

展示を行い、カーフリーデー（22 日）には、

自転車で街づくり、交通まちづくりワークシ

ョップ、市長とのフリートーク等も実施され

ました。

主催 ： カーフリーデー高松推進協議会

（行政＋市民団体による共催）

9/22　カーフリーデー
モビリティウィーク（9/16-22）

9/16-17　MW＆CFDパネル展示
9/18　　　ノーマイカーデー
9/19　　　カーフリーデー
9/20-22　 MW＆CFDパネル展示

モビリティウィーク（9/16-22）

カーフリーデーベストショット賞 !

カーフリーデーベストショット賞 !

チラシ ・ 写真提供 ： カーフリーデー高松推進協議会

開会式 /高松市長挨拶

ミニＳＬ運行おもしろ自転車試乗会

交通止めの様子

カーフリーデーベストショット賞 !

「発車しまーす。」 吉川　義春さん

「いつでも出発 OK!」

那覇市都市計画部都市計画課　金城　聡さん

カーフリーデーベストショット賞 !

会場の様子 交通まちづくりワークショップ



EC（欧州委員会 環境総局）

支援

カーフリーデージャパン

運営団体

日本での普及活動等

地方自治体、民間団体等

各国代表
（ナショナルコー
　ディネーター）

A国担当

B国担当

C国担当
　・
　・
　・
日本担当：望月真一
　
　・
　・
M国担当

N国担当
　・
　・
　・

ヨーロッパモビリティウィーク
&カーフリーデー
運営委員会

日本における
ヨーロッパモビリティウィーク
&カーフリーデー実施団体

（登録制）

【ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデーの枠組み】

【ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー　実施の目的】

　ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリー

デーは、 環境問題を都市交通の面から対

処していくため ､ また街に人中心の賑わい

を創り出していくため ､｢ 車の使い方 ｣ を見

直そうというものです ｡

　持続可能な都市交通に向けたプロジェクト

であり、単なるイベントの実施でもなければ、

社会実験でもありません。

　車優先社会から、 公共交通や自転車を中

心とした歩行者中心の暮らしづくりをめざし、

より多くの人に、 車のあり方について考えて

もらいます。 その上で、 各都市がめざすま

ちづくりに向けての、 新しい施策を開始する

機会となるのです。


