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ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー2021 

 

2021 
「持続可能な移動手段で、 

健康を保とう！」 
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ヨーロッパモビリティウィーク＆カーフリーデー2021 

 

モビリティウィーク＆カーフリーデー（9/16-22）は、持続可能な社会の構

築にむけ、交通を切り口に、まちづくり、環境、生活など考える環境交通週間

です。20２1 年は、世界 3,184 都市、日本国内からは、9 都市が参加しまし

た。 

 

全 国 9 都 市 が 参 加 し ま し た ！  

 

木 更 津 市 （ 初 ） ※ ・ 横 浜 市 ・ 逗 子 市 ・ 金 沢 市  

福 井 市 ・ 豊 橋 市 ・ 大 阪 市 ・ 奈 良 市 ・ 福 山 市  

 

※ 新 規 市 民 団 体 初 参 加  
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逗子市：歩行者と自転車のまちを考える会 

11 回目（市民団体参加 9 回目） 

 

歩行者と自転車のまちを考える会

は、逗子市まちづくり基本計画に掲げ

られた［交通：歩行者と自転車優先の

まち］を実現するために活動している

市民団体です。 

逗子市歩行者と自転車を優先する

まちアクションプランのなかの重点

プログラム～JR 逗子駅周辺をもっと

歩きやすく!もっと走りやすく!もっと

出かけやすく！～の実現を目指して

200９年から、ヨーロッパモビリティ

ウィーク＆カーフリーデーに参加し、

啓発イベントを行っています。（一時

期、行政主催で実施されましたが、現

在、市民主体で実施しています。） 

カーフリーデー当日は、今年も、逗

子駅前広場特設ブースにて、「車に依

存しない生活」の必要性・有効性を

PR しました。 

今年は、昨年に引き続き、ウィズコ

ロナ時代の交通意向調査、ＥＭＷパネ

ル展示を行いました。アンケートでは、

約 110 人の市民のみなさんから回答

を得て、交通に対する意識をシェアで

きる機会となりました。 

 

また、モビリティウィーク期間中に

は、市内掲示板や公共施設にポスター

掲示や、Facebook でも交通アンケー

ト PR を実施しました。 

 

◆モビリティウィークの取組み◆  

9/16-22 ポスター掲示、アンケート実施 

9/23 カーフリーデー 

 

 

 

 

   

   カーフリーデー当日の様子 逗子駅前広場のブース 
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 金沢市：金沢市 

5 回目参加 

 

金沢市では、第二次金沢交通戦略の

目指す「公共交通優先のまちづくり」、

「ネットワークでつなぐまちづくり」

を市民に広く発信するとりくみの一

つとして、カーフリーデーを実施して

います。 

今年のカーフリーデーは、新型コロ

ナ感染拡大防止のため、縮小して実施

されました。 

当日は、金沢市庁舎前広場で、バス

やタクシー車両の展示やキッズバイ

ク試乗会が行われました。会場では、

UD タクシーやエレベーター付きバス

の展示・乗車体験や、鉄道模型の展示

（金沢大学と金沢工業大学の鉄道愛

好会の製作）、バスのコロナ対策を知

ってもらうための換気の実演などが

行われました。 

 

◆モビリティウィークの取組み◆  

 

9/11 カーフリーデー 

 

 

   
カーフリーデー チラシ 
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福井市：カーフリーデーふくい実行委員会 

15 回目参加 

 

カーフリーデーふくい実行委員会

は、NPO 法人ふくい路面電車とまちづ

くりの会（ＲＯＢＡ）が中心となり、豊

かで夢のある未来にむけて、人々が安

心して利用できる路面電車やバスな

どの公共交通（ホジロバ：歩行者・自転

車・路面電車・バス）を活かしたまちづ

くりを目指し、活動を行っています。 

カーフリーデーでは、この数年、福

井市のサブターミナルである田原町

駅広場等で、カーフリーデーが開催さ

れました。田原町駅は、福鉄・えち鉄

電車駅、バス停留所があり、公共交通

を間近で見ながら公共交通の大切さ

をＰＲするには、格好の場所です。 

当日は、「クルマをおいてホジロバ

交通（歩行者、自転車、路面電車、バ

ス）でまちに出よう！」をテーマに、

例年実施の「ちょい旅（バス・電車の

フリーキップを渡しまち歩きをして

もらうイベント）」、バスの乗り方教室、

モビリティウィークセンター（バス・

電車なんでも相談・案内所）、カーフ

リーデー・ステージ、そして、「あお

ぞらえほんとしょかん in カーフリー

デー」等、盛り沢山のイベント・企画

が行われました。感染対策を講じなが

ら、たくさんの親子連れに、公共交通

優先のまちづくりについて楽しく考

えるきっかけを提供できました。 

また、近年同様、9/16～22 を「モ

ビリティウィークふくい」として県庁

ホールにて EMW をはじめ各種パネ

ル展示を、また 8/30～9/30 には「モ

ビリティマンスふくい」として市立図

書館での「公共交通図書 特集コーナ

ー」が設置され、1 か月にわたって、

長期的な啓発活動が行われました。 

◆モビリティウィークの取組み◆  

9/15-9/23  パネル展  

9/22     カーフリーデー  

8/31-9/28 モビリティマンスふくい     

「公共交通図書特集コーナー」開催

     

カーフリーデー当日の様子/ 会場全体（左）・あおぞらえほんとしょかんの様子（右） 
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豊橋市：豊橋市・豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

9 回目参加 

 

豊橋市では、公共交通を普段から利

用することの社会的意義を多方面か

ら確認することを目的とし、豊橋市と

豊橋市地域公共交通活性化推進協議

会で実施しています。 

今年は、カーフリーデーが、緊急事

態宣言期間中にあたってしまったた

め、開催が中止となりました。本来で

あれば、当日は、市の交通施策などの

パネル展示、バスの乗り方教室、ウォ

ーキングや自転車を使ったフォトラ

リーなどが計画されていました。 

一方で、モビリティウィーク期間中

には、①東三河バス整理券ラリー＆歴

史謎解きゲームの実施、②クールチョ

イス（スマートムーブ）の普及、③公

共交通利用促進動画の制作、放映、④

県境（愛知県と静岡県）の事業所に対

してモビリティマネジメントの実施、

⑤公共施設（こども未来館にこにこ）

でのカーフリーデーパネル展示、⑥市

立図書館での公共交通フェアなど、充

実した活動が行われました。 

特に、今年は、市電、バスの利用促

進を啓発する 15 秒ＣＭ2 本と、公共

交通の新しい生活様式を啓発する 30

秒ＣＭ1 本を制作して、公共交通の利

用を積極的に呼びかけました。 

◆モビリティウィークの取組み◆  

9/19   カーフリーデー（中止） 

9/8-22  図書館公共交通フェア 

9/16-22 ①東三河バス整理券ラリー
＆歴史謎解きゲームの実施、②クールチ
ョイス（スマートムーブ）の普及、③公
共交通利用促進動画の制作、放映、④県
境（愛知県と静岡県）の事業所に対して
モビリティマネジメントの実施、⑤公共
施設（こども未来館にこにこ）でのカー
フリーデーパネル展示、⑥市立図書館で
の公共交通フェア

 

    

     公共交通フェア           カーフリーデーパネル展示 
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大阪市：自転車文化タウンづくりの会 

10 回目参加 

 

自転車文化タウンづくりの会は“歩

行者も自転車も安心して通行できる

環境づくり”を求め、団体の趣旨に賛

同するたくさんの方々を集めて、自転

車で走行アピールを行っています。 

「大阪モビリティウィーク＆カー

フリーデー2021（御堂筋サイクルピ

クニック第 16 回）」では、新型コロ

ナウイルスの影響でイベントの規模

は縮小しました。 

例年、300 人近い参加者で自転車

アピール走行が行われますが、新型コ

ロナ感染拡大防止のため、今年は、オ

ンラインでの開催としました。 

「2021 年はオンラインでみんな

の「サイクルピクニック」をシェアし

よう！」と題して、写真や動画を SNS

にアップしたり、オンライン講演会

「コロナ後に向けた御堂筋の挑戦！ 

～これからの大阪のまちで自転車は

どこ走る？～」を開催し、大阪の自転

車走行環境について、みなさんとシェ

アしました。 

 

◆モビリティウィークの取組み◆  

9/20  カーフリーデー 

（御堂筋サイクルピクニック第 16 回） 

 

団体のインスタグラム上での

動画・写真シェア 
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奈良市：モビリティウィ—ク＆カーフリーデーなら実行委員会 

4 回目参加  

 

モビリティウィーク＆カーフリー

デーなら実行委員会は、奈良市（環境

政策課）を事務局とした官民の諸団体

で構成されています。 

持続可能な社会への転換を目指す

総合的な政策展開や、市の将来的な目

標である、世界遺産エリアへのマイカ

ー流入規制の実現にむけた啓発活動

としてモビリティウィークが導入さ

れ、「奈良は車で来ない方が楽しい」、

「車に乗らない方が暮らしやすい」を

市民に体感してもらうために、カーフ

リーデーを実施しています。 

昨年も新型コロナの影響を受けま

したが、啓発スタイルを工夫しながら

多様な取り組みを展開しました。 

EMW 期間中は、「モビリティウィ

ーク＆カーフリーデーなら〜今日は、

クルマをおいて出かける日〜」と題し

て、JR 奈良駅での啓発活動や、サイ

クリングや歩いて楽しむイベントが

開催されました。また、市役所、駅ロ

ビー等にて、EMW&CFD パネル展示

を行ったり、ＦＭラジオにて、モビリ

ティウィークの PR トークが日替わり

で行われました。 

9/22 のカーフリーデーでは、オン

ライン講演会を行い、奈良市長を含む

パネラーと参加者が一緒に、ならの移

動の在り方について意見を交わし、奈

良の今後の一歩につなげる機会とな

りました。 

◆モビリティウィークの取組み◆  

9/16-24  EM&CFD パネル展展示 

      ラジオでの PR 

9/20 JR 奈良駅での啓発活動等 

9/22     オンライン講演会

 

    
JR 奈良駅での啓発活動           サイクリングツアーの様子 
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今年参加登録しましたが、新型コロナの影響を受け、活動が中止になったり、縮小になった都

市をご紹介します。 

 

 木更津市：カーフリーデーきさらづ実行委員会 

初参加！ 

カーフリーデーきさらづ実行委員

会は、事務局団体・特定非営利活動法

人ディープデモクラシー・センターの

呼びかけにより集まった有志による

任意団体です。今年、初参加です。 

当初、野外でのブース出展、車両展

示、バス試乗など予定していましたが、

コロナの感染状況に応じ、規模を縮小

し、屋内において、暮らしの足と地域

の環境を考えるミニシンポジウム、

NPO・市民活動団体、交通事業者な

どによるパネル展示に変更しました。 

しかしながら、最終的には、緊急事

態宣言の延長等により、カーフリーデ

ーの開催は中止となりました。 

千葉県初カーフリーデーとして、

様々な団体、行政との協働に精力的に

準備してきたので、来年度の実施が期

待されます。 

 

◆モビリティウィークの取組み◆  

カーフリーデー中止 

（コロナ緊急事態宣言を受け） 

 

 

 横浜市：カーフリーデー横浜実行委員会 

18 年目（新規市民団体参加 2 回目） 

カーフリーデー横浜実行委員会は、

2020 年に結成された市民団体で、㈱

エクラストが事務局となっています。 

今年もカーフリーデーを計画して

いましたが、新型コロナの影響により、

カーフリーデーイベントを見送りま

した。 

モビリティウィーク期間中には、京

急線横浜駅上りホームにて、EMWPR

ポスターや EMW 紹介パネルを掲示

しました。 

◆モビリティウィークの取組み◆  

 

9/17-22 パネル掲示 

 

※横浜では、長年、NPO 法人横浜カーフリ

ーデー実行委員会が参加してきましたが、昨

年の実施をもって解散となりました。例年、

横浜市民の環境・まちづくり等における官民

学の交流の機会として、市民のみなさんに支

持されていました。その後、カーフリーデー

を惜しむ市民のみなさんの声が多く、それに

応えるかたちで、カーフリーデー横浜実行委

員会が立ち上がりました。 
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 福山市：ふくやまサイクルシティ・プロジェクト 

3 回目参加 

 

ふくやまサイクルシティ・プロジェ

クトは、自転車レンタル事業者や自転

車の愛好家などで構成され、環境配

慮・健康増進に加えて、より快適に安

全に自転車で走行できる環境をめざ

す組織です。 

 

このプロジェクトでは、各家庭に、

自転車を利用することで、楽しく、家

族が健康になり、家計や環境に優しい

ことをアピールし、多くの市民に活動

へ参加してもらうこと、また、企業や

行政へ、自転車による通勤通学が、快

適で安全に継続できる環境を提言し、

全体の健康増進、交通渋滞緩和、ＣＯ

2 排出削減を目指します。 

 

今年も、新型コロナの影響を受け、

9/18-22 のモビリティウィーク期

間中に、EMW パネル展示のみ、行い

ました。 

 

モビリティウィーク終了後には、関

係者とのシティライドも行い、来年に

むけて準備をすすめています。 

 

 

 

◆モビリティウィークの取組み◆  

 

9/18-22 パネル掲出 
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