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日本からも 8

都市が参加しました！
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●仙台市●
モビリティウィーク（9/16-22）
9/16-22

9/19

モビリティウィーク＆カーフリーデーの理念
他都市の取り組み紹介
仙台市における公共交通の利用促進の取り組み紹介
地下鉄東西線事業の紹介
宮城バスまつりでの公共交通利用促進 PR

- 関連イベント 主催：交通を考える研究会
9/20
公共の交通を考える座談会
9/4-25
バス初心者向け時刻表の掲示実験

地下鉄パネル展示の様子
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カーフリー宣言
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●さいたま市●
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座談会の様子
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モビリティウィーク（9/16-22）
9/16-22

ポスター掲示・チラシ配布
パネル展示

9/17-18

カーフリーデー

9/20

バスの日

9/21

ノーマイカーデー
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カーフリーデーベストショット賞 !
「オープンカフェ」 さいたま市

交通止めの様子

市営駐車場 駅無料シャトルバス運行

ＭＷ＆ＣＦＤ展示ブース
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●横浜市●
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モビリティウィーク（9/16-22）
9/19

グリーン・モビリティ・カフェ

9/23

カーフリーデー関連イベント

神奈川県横浜市（対象地区：関内） 今年で 8 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

9/16 「エコ・モビリティが未来を紡ぐ」( 講演 )

行止めを行いました。また、横浜公園では、環境や交通に関

9/22 「モビリティマネジメントを学ぶ」( セミナー )

するパネル展示や電気自動車・ソーラーカーの展示にはじま

9/1-9/29

り、ピンクリボン啓発活動、マンモグラフィ検診車など健康

プレ・イベント写真展

に関するものまで多岐に渡り催しが実施されました。また、
市内４大学の学生等が、市が実施しているコミュニティサイ
クル体験トークを実施しました。モビリティウィーク期間中
には、19 日には、横浜における人と環境にやさしい交通に
ついて考える「グリーン・モビリティ・カフェ」や福祉車両
展示、かえっこバザール等、実施されました。そのほか、関
連イベントとして、エコ・モビリティやモビリティマネジメ
ントに関するセミナーやフォーラムや、７月にプレ・イベン
トとして実施されたまち歩き写真展など開催されました。

カーフリーデーベストショット賞 !
「木馬かな？自転車かな？」
澤村慎吾さん

各種展示

カフェトーク

かえっこバザール
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●逗子市●

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
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交通ルールについてのアンケート・クイズ

EMW&CFD パネル展示

交通ルールの PR
䉼䊤䉲ឭଏ 䋺 ᱠⴕ⠪䈫⥄ォゞ䈱䉁䈤䉕⠨䈋䉎ળ

●松本市●
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おもしろ自転車試乗

モビリティウィーク（9/16-22）
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

9/21

「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

9/1-30

モビリティウィーク＆カーフリーデーの啓発
パネル展示＠松本駅構内

結婚式の様子

カーフリーデーベストショット賞 !

小学生によるバンド演奏

「車も通らない大名町通り（松本城メインストリート）
」
金山 博文さん
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●福井市●
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カーフリーデー横断幕
参加団体のみなさん
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ミニ電車に乗ろう

モビリティウィーク（9/16-22）
9/4 清明地区・麻生津地区でのＭＭセミナー
9/17 カーフリーデー
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●高松市●

モビリティウィーク（9/16-22）
9/19

カーフリーデー
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路上で落書きアート

エコ実験

ワークショップイベント
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●那覇市●
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主催：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）
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自転車まちめぐり

なはまちなかウォーク 2011

なはまち発見クイズラリー！

カーフリーデーベストショット賞 !
「未来のためにカーフリー宣言！」
那覇市都市計画課 金城 聡さん

モビリティウィーク（9/16-22）
9/16-22
モビリティウィーク
9/23-24
カーフリーデー
7/27-9/24 カーフリー宣言募集
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チラシ・写真提供：なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会
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EC（欧州委員会 環境総局）

運営団体

支援

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
各国代表
（ナショナルコー
ディネーター）

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）

A国担当

地方自治体、民間団体等

B国担当
C国担当
・
・
・
日本担当：望月真一

日本での普及活動等

カーフリーデージャパン

・
・
M国担当
N国担当
・
・
・
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