
ヨーロッパモビリティウィークへの参加都市分布図（2010年）

■アジア   11
・日本 9
・台湾 2

■北アメリカ 1
・カナダ      1

■南アメリカ 32
・アルゼンチン 1
・ブラジル  30
・エクアドル 1
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その他関連都市

実施都市ヨーロッパモビリティウィーク
参加都市数2010

ヨーロッパモビリティウィーク
参加都市数2010

2221都市2221都市

■ヨーロッパ 2177

・オーストリア 430
・ベルギー  66
・ボスニア・ヘルツェゴビナ
   5
・ブルガリア 45
・クロアチア 20
・キプロス  3
・チェコ  83
・エストニア 2
・フィンランド 2
・フランス  147
・ドイツ  52
・ギリシャ  6
・ハンガリー 96
・アイスランド 7
・アイルランド 13
・イタリア  38
・コソボ  1
・ラトビア  15

・リヒテンシュタイン 1
・リトアニア 23
・ルクセンブルク 45
・モルドバ  1
・オランダ  71
・ノルウェイ 14
・ポーランド 114
・ポルトガル 66
・ルーマニア 58
・セルビア  16
・スロバキア 4
・スロベニア 13
・スペイン  567
・スウェーデン 103
・スイス  2
・トルコ  3
・ウクライナ 2
・イギリス  43

写 真 ： European Mobiity Week

公式 HP より抜粋

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

2010 実 施 状 況 報 告

2010年のテーマ 　「Travel Smarter, Live Better -より賢く移動し、

より快適に暮らそう」　

アルマダ市 / ポルトガル

ヨーロッパモビリテウィーク

アワード２０１０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。



日本からも9都市が参加しました！

　日本では、 2009 年に引き続き、 2010 年も 9 都市の参加都市がありました。 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？

自動車交通は中心市街地にとって問題だと思いますか
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●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 2010】

実施都市 ： 上記 7 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

●仙台市●

●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）

自転車の利便性が向上した場合、自動車から移動手段を変えようと思います
か  (自動車・バイク利用者のみの回答)
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思う 思わない わからない 無回答

※一部の都市では、必ずしも、自動車・バイク利用者のみの回答ではない。

宮城県仙台市。今年が初参加です。

「せんだい都市交通プラン」の一環として行われました。

モビリティウィークでは、せんだい都市交通プラン、環境啓発の取り

組みが紹介されました。

カーフリーデー (18 日 ) は、市道表小路線と市役所前庭、市民広場で

行われました。路上での「オープンカフェ」、「ストリートお絵かき」、

セグウェイ乗車体験のほか、新設される地下鉄ルートの親子体験バス

ツアーなどが行われました。

実施主体 ： せんだいモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

　　　　　　　　仙台市

9/16-22 カーフリーデー、公共交通利用促進
　　　　　　 環境啓発などのパネル展示
9/18　　 カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

チラシ ・ 写真提供 ： せんだいモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

オープンカフェ ぬりえコーナー交通環境クイズラリー
カーフリーデーベストショット賞！

「夢中でお絵かき」
せんだいモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

カーフリー宣言ブース

カーフリーデーベストショット賞！



●春日部市●

●さいたま●

9/16-22　パネル展示等
モビリティウィーク、カーフリーデーの紹介
春日部駅付近連続立体交差事業・エコまちづくり
9/18　　　カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

モビリティウィーク（9/16-22）

チラシ提供 ： かすかべエコまちづくりモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

フリースロー大会 青空市会場 交通止めの様子

9/16-22　ポスター掲示・チラシ配布・パネル展示
9/18 　カーフリーデー
9/20 　バスの日
9/21 　ノーマイカーデー
9/25-10/22　 （コミュニティサイクル社会実験）

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！

ブロンズ通り

埼玉県春日部市。今年で 2回目の参加です。

環境都市宣言（2009 年制定）の一環として行われました。

モビリティウィークには、エコまちづくり、連続立体交差事業など

の紹介が行われました。

カーフリーデー（18 日）は、昨年は春日部駅東口の商店街が会場で

したが、今年はカーフリーエリアを拡大し、駅東口、西口の商店街

で行われました。エコカーやエコライフ商品の展示、ゲームコーナー、

小中学校児童生徒による演奏会などが行われました。

ＭＷ＆ＣＦＤ展示ブース

実施主体 ： さいたまカーフリーデー実行委員会

実施主体 ： かすかべエコまちづくりモビリティウィーク

　　　　　　　　＆カーフリーデー実行委員会

チラシ提供 ： さいたまカーフリーデー実行委員会

交通止めの様子

オープンカフェ

埼玉県さいたま市。今年で 4回目の参加です。

今年は、「自転車・バス・電車をかしこく選択、くらしや

環境に役立てよう！」と題して、クルマの使い方を見直

すきかっけづくりを目指しました。

カーフリーデー（18 日）では例年通り、大宮駅西口周辺

をカーフリーエリアとし、ＣＦＤパネル展示、ＣＦＤア

ンケート実施、参加団体の展示、ステージ、会場周辺の

通行規制、スマイルバイシクルツアー、無料シャトルバ

スの運行などがおこなわれました。

カーフリーデーベストショット賞 !

「オープンカフェ②」

さいたま市

市営駐車場からの無料シャトルバス

無料シャトルバスのバス停



カーフリーデーベストショット賞 !

「横浜市内を走る１０社のバス勢ぞろい！」

井坂　洋士さん

自動車制限速度を守ろう！キャンペーン

●逗子市●

●横浜市●
9/23 カーフリーデー
9/20 （横浜のバス交通を考えるシンポジウム）
10/3 （バスフェスタ2010）

モビリティウィーク（9/16-22）

モビリティウィーク（9/16-22）
9/16-22　「自動車制限速度を守ろう！キャンペーン」
メッセージ掲示
9/22　カーフリーデー

市民向けアピール賞！

カーフリーデーベストショット賞！

実施主体 ： 歩行者と自転車のまちを考える会

（市民団体）

　

チラシ提供 ： 歩行者と自転車のまちを考える会

神奈川県横浜市（対象地区：関内）　今年で 7回目の参加です。

カーフリーデー（23日）では、例年通り日本大通りの通行止めを行いました。

今年は、公共交通のバスに注目し、「バス再発見」のテーマのもと、バス会社

１０社によるバス車両の展示がありました。日本大通り活性化委員会、近隣

の町内会などと連携した街歩きや、イベント・アトラクションなど、取り組

みの幅が広がりました。横浜市と共催で「横浜のバス交通を考えるシンポジ

ウム」が同時開催されました。

親子向けの展示バスの体験乗車、通行止めの大通りで参加団体による踊りな

どのショーを行いました。

神奈川県逗子市。今年は 2回目の参加です。

JR 逗子駅と東逗子駅を結ぶ、市民に身近な「水

道路」を会場に、自動車、歩行者、自転車が交

通ルールを守って相互に思いやり、より快適に

暮らせる道路の利用をアピールしました。モビ

リティウィーク期間中は、「自動車制限速度を

守ろう！キャンペーン」が行われ、時速 30 ｋ

ｍ速度制限をアピールしました。カーフリーデ

ー（22 日）には、スピードガン計測体験会や子

育て自転車体験会などが行われました。

実施主体 ： 横浜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）

チラシ提供 ： 横浜カーフリーデー実行委員会

ミュージックライブ

子育て自転車体験会

自動車制限速度を守ろう！
キャンペーン

水道路

シンポジウム路線バス展示スタンプラリー終点



●松本市●

●福井市●

モビリティウィーク（9/16-22）
9/16-23　「車のかしこい使い方を考える啓発週間」啓発強化
9/16 「ノーマイカー通勤統一実施日」
　　　　　各企業による統一実施・検証
9/17 「ノーマイカーデー街頭キャンペーン」チラシ配布
9/23 カーフリーデー（雨天のため中止）

カーフリーデーベストショット賞！

福井県福井市。

今年で 4回目の参加です。

前年までは、福井駅西口やアップルロードが会場でした

が、今年は福井市の公共交通の結節点である田原町で

行われました。カーフリーデー（23 日）には、田原町

商店街 250 ｍがカーフリーエリアとなりました。田原

町駅ではモビリティセンタ―が開設されました。また、

バス事業者 3社により、公共交通運賃割引が実施され、

各社のバスによる臨時の総合バス停留所の設置がなさ

れました。自転車タクシーの試乗や県立美術館の優待

特典も実施されました。

車イスでのバスの乗り方教室、ヴェロタクシー、アシス

ト自転車、シニアカーなどの試乗体験、まちあるきフォ

トオリエンテーリングなどが行われました。

カーフリーデーベストショット賞！
「こんにちは！みなさんのお役にたち
ますモビリティセンタ―で～す！」
内田佳次さん

主催 ： カーフリーデーふくい in 田原町実行委員会

（市民団体主導）

チラシ ・ 写真提供 ： カーフリーデーふくい in 田原町実行委員会

長野県松本市。今年は、7回目の参加です。

カーフリーデー（23 日）では、今年、メインストリートである大名町通りもカー

フリーエリアとなり、大幅なカーフリーエリアの拡大が予定されていましたが、

あいにくの雨天により中止となりました。

モビリティウィークには、松本駅自由通路での横断幕やパネル展示をはじめ、市

民会議７０名により自動車ドライバー約1000台にむけて街頭キャンペーンを行い、

また、地元企業との協賛で１５００人のノーマイカーデー統一実施を行いました。

あわせて、市役所職員は１０月１日から継続してエコ通勤に取り組んでいます。

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）

9/16-22　ＭＷ＆ＣＦＤパネル展示
9/23　　 　カーフリーデー

モビリティウィーク（9/16-22）

街頭キャンペーン２
チラシ ・ 写真提供 ： 松本市ノーマイカーデー推進市民会議

自由通路でのパネル展示 自由通路でのパネル展示

街頭キャンペーン１

自由通路の横断幕

通行止めの様子

ミニ電車

オープンカフェ

パネル展示



●高松市●

●那覇市● 主催：2010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：2010なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会

クイズラリーに挑戦

香川県高松市。　今年で 3回目の参加です。

カーフリーデー（20 日）では、例年通り、美術

館通りの中央通りからフェリー通りまでの区間

が車両通行止めになりました。レンタサイクル

の当日利用が無料になるフリーレンタサイクル

が行われました。

また、世界チャンピオンによる「BMX ショー＆

体験スクール」、交通ルール・マナーに関する「○

×クイズ大会」、「おもしろ自転車」や「ミニ電車」

の乗車体験などが行われました。

沖縄県那覇市。今年で 4回目の参加です。

モビリティウィークでは、例年通り、那覇市

長参加のオープニングセレモニーを皮切りに、

「カーフリー宣言」の募集が行われ、1072 人

の署名が集まりました。小学生によるポスタ

ーコンクール、日傘により快適歩行距離を延

ばす「歩きたくなるなはのみち」プロジェクト、

移動手段ごとの所要時間を比較する実験など

が行われました。

主催 ： カーフリーデー高松推進協議会

高松市

9/16-22   交通と環境についてのパネル展示
9/12 　オープニングイベント（カーフリー宣言）
9/16 　街頭キャンペーン
9/17・18市職員カーフリー重点日
9/19 　なはまちなかウォーク（参加型イベント）
9/20 　自転車でまちめぐり（参加型イベント）
9/21 　市職員カーフリー重点日
9/22 　カーフリーデー
　　　 　歩きたくなるなはのみちプロジェクト
　　　 　（参加型イベント）

モビリティウィーク（9/16-22）

チラシ ・ 写真提供 ： カーフリーデー高松推進協議会

オープニングパレード

交通ルール ・ マナー○×クイズ大会 路上で落書きアート

ミニ電車

オープニングイベント

まちづくり貢献賞 !

市民向けアピール賞！

自転車好き集合

自転車担いでまちめぐり日傘のパレード日傘をさして歩こう

9/20　カーフリーデー
モビリティウィーク（9/16-22）

ストリートＢＭＸショー



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。


