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みんなが利用したくなる生活交通推進会議
（平成１９年１１月２２日設立）（平成１９年１１月２２日設立）

【推進会議の構成メンバー】
・学識経験者（議長）・県内交通事業者・利用者代表・山口県バス協会（事務局）・山口県（事務局）
・県内各自治体・山口県警察・商工会議所連合会・山口運輸支局（幹事長） 他

【主な事業】 【活性化プロジェクト】
推進会議のキャラクター「えこみん」 国土交通省

（１）生活交通の利用者の増加を図るための意
識啓発活動 （ホームページ制作、シンポジウ
ムの開催、キャンペーンイベントの実施等）
（２）生活交通の利用促進のための協働研究

◆「教室開催マニュアル」作成
※山口運輸支局では、平成２０
年度公共交通活性化総合プログ

ラムを活用して公共交通教室開

国土交通省

（２）生活交通の利用促進のための協働研究
（３）生活交通の活性化のために必要な事業

ラムを活用して公共交通教室開
催のあり方を検討

【平成２１年度より公共交通教室の県内展開】 ※遠足等の路線バス利用運賃以外は無料奉仕！

◆小学校の授業（生活科）や遠足、児童サークル活動にて
再生総合事業活用自治体を中心に、教育現場においてバスや鉄道モードによる教室開催を推進

１

再生総合事業活用自治体を中心に、教育現場においてバスや鉄道モ ドによる教室開催を推進
◆県内各種イベント会場にて

公共交通への意識向上を図るため、バスや鉄道などの公共交通イベントや産業祭等などで開催



■公共交通教室開催の流れ（基本）

【調 整】

・担当交通事業者の決定

日時調整 車両の手配

【申し込み】

・開催の申し込み
・日時調整、車両の手配

・プログラム案作成
・主催者による公募等

【依頼者と打合せ】

・プログラムの提案山口県バス協会
ドバ

プログラムの提案

・開催場所等現地確認

【評 価】

自治体

フィードバック

【評 価】

・教育者側からの評価

・児童からの感想文等 交通事業者 運輸支局 プレス・広報

【開催準備】【教室開催】 【スタッフ打ち合せ】
・プログラムの完成

・教材等の作成

【教室開催】

・バスは会場持込

・鉄道は現地の駅

２

【スタッフ打ち合せ】

・プログラム・教材確認

・受持ち担当者の調整



■ 公共交通教室の学習プログラム例

安全
■学習のポイント

乗り方・降り方 マナー環境・利用促進

心のバリアフリー心のバリアフリ

■学習のステップ（約１時間のカリキュラム）

２．練習 ３．実践

◆紙芝居方式のクイズ
◆安全について講義と実演

◆乗車から支払・降車まで
◆安全確認の徹底

◆実体験走行（模擬体験）
◆定時路線バスに乗車◆安全について講義と実演

◆バリアフリーの講義と実演
◆乗降方法の講義と実演

◆安全確認の徹底
◆車椅子・視覚障がい疑似
体験、介助体験 等

◆定時路線バスに乗車
◆心のバリアフリー実践
◆安全・マナー指導 等

３



■ 公共交通教室開催実績の推移

【傾向】
◆教育現場への定着とリピート開催 （定例行事化）
◆地域振興イベントにおけるブース設置の依頼◆地域振興イベントにおけるブ ス設置の依頼
◆教室終了後に利用実践（遠足やキャンプ等へ：要運賃）

年度【効 果】

開催：１９会場
参加：延べ１,９００人

H２３年度【効 果】
教室終了後における利用実績

（年間延べ３００人以上）

開催 １６会場

H２２年度

（内小学校は９校）

開催：１６会場
参加：延べ９００人

H２１年度

【課 題】
開催依頼増加に対する

スケジュール等確保

開催：７会場
参加：延べ３００人

H２１年度

【増加の要因】
◆教育関係者からの理解と評価

スケジュ ル等確保

４

◆教育関係者からの理解と評価
◆マスメディアによる報道とＰＲ効果
◆イベント来訪者の増加や口コミによる開催依頼 等マニュアルづくり

H２０年度



参考 ■公共交通教室の開催事例 １ （一般小学校低学年児童）

紙芝居方式のクイズで学習 安全な乗降方法の実演指導 車椅子乗降体験

全員が乗降練習（安全指導含む） 教室終了後、バス停に移動 定時路線バスで遠足に出発

【小学校低学年のバス教室】毎年開催
◆新入生児童の大半は 路線バスに乗 た経験が無いという事実

５

◆新入生児童の大半は、路線バスに乗った経験が無いという事実
◆バス教室終了後は、学習効果を実践すべく校庭等での体験走行、あるいは、遠足行事の場合に
は、最寄りのバス停から定時路線バスに乗車 （定時便＋続行便で対応）



参考 ■公共交通教室の開催事例 ２ （特別支援学校児童）

クイズ方式で５つの約束 繰り返し乗降体験車外マイクの使い方

みんなでチ

降車時の安全指導 ５つの約束の復習体験走行での立ち席練習

【児童の自立支援のためのバス教室】毎年開催
◆中学校へはバス通学となるため ６年生児童は定期乗車券の利用方法も学習

６

◆中学校へはバス通学となるため、６年生児童は定期乗車券の利用方法も学習
◆乗降方法と安全・マナーを中心としたメニューを繰り返し学習した後、体験走行を実施
◆後日、児童と先生は実際に路線バスに乗車して校外活動を実施 （定時路線バスを利用）



参考 ■公共交通教室の開催事例 ３ （留守家庭児童サークル）

車いす乗降体験

車椅子乗降体験バスの乗り方の説明・練習安全・マナー・バリフリを学習

模擬現金支払い体験

視覚障がい疑似体験・介助体験 バスと記念撮影 教室終了後、路線バスに乗車しキャンプ地へ

【夏休みのサ クル活動としてのバス教室】毎年開催

７

【夏休みのサークル活動としてのバス教室】毎年開催
◆教室終了後、最寄りのバス停から路線バスでキャンプ地まで移動 （定時便＋続行便で対応）
◆翌日の復路も同様に路線バスで移動 （定時便＋続行便で対応）



参考 ■公共交通教室の開催事例 ４ （各種イベント）

鉄道イベント（こども鉄道員）バスイベント（やまぐちバス博他）

車いす乗降体験

「やまぐちバス博」での教室 車両の中でのマナー学習「文化産業祭での教室」

クイズイベントで賑わう車内 イベントでのバリアフリー体験 駅階段での「心のバリアフリー」体験

【イベント会場での公共交通教室】毎年開催

８

【イベント会場での公共交通教室】毎年開催
◆幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象に開催 （誰もが楽しく学べる教材の開発）
◆多くの人出が見込まれることから公共交通への理解や利用促進ＰＲには絶好の機会



参考 ■公共交通教室の教材例 １ （座学用教材の例）

★出題クイズの一例

みんなでかんがえてみよう。
むづかしいよ。

バスはおかねがいるし、 バスカードはべんりだし、のり
かたもかんたんなのにのりかたがわからないし かたもかんたんなのに

Ｑ：バスからおりるときはどうする？ Ｑ：もうすぐとうちゃくです。どうする？Ｑ：バスがなくなるとどうなるの？

９

◆分かり易い教材（写真やマンガ絵）を使用することで、こどもたちは注目します。



参考 ■公共交通教室の教材例 ２ （復習・配布用チラシの例）

★バスの乗り方チラシ

「げんきん」ではらう のりかた

① バスにのる
② せいりけんを

とる
③ イスにすわる ④ しゅっぱつ!!

⑤ おりるバスていの
ほうそうがながれる

ちゅうごく ジェイアールバス いわくにバスいわくに しえいバス

① バスにのる
② バスカードを

いれる
④ しゅっぱつ!!

⑤ おりるバスていの
ほうそうがながれる

カードがでる

③ イスにすわる

「バスカード」ではらう のりかた

●ていりゅうしょに バ
スがついたら いりぐち
から じゅんばんに の
ろう。

◆おかねは、おりるとき
にはらうから なくさな
いようにね。

●せいりけんを とろう。

◆せいりけんは、おりる
ときまで たいせつにね。

◆せきが あいていない
ときは、にぎりぼうに
しっかりと つかまって
ね。

◆バスが うごいていると
きは、きけんだから ある
かないでね。
◆バスのなかでは、しずか
にしてね。
◆とちゅうで おとしより
や からだの ふじゆうな
ひとが のってきたら せ
きをゆずってね。

つぎは
○○です。

おおりのかたは
おしらせください。

せいりけん

ぼうちょう こうつう
うべ しえいバス

推進会議キャラクター
えこみん

2010 作製
みんなが利用したくなる生活交通推進会議

おしえて！? えこみん♪♪
えこみん

・みんなが ろせんバスに のらないと どうなるの？

・バスがいしゃは、バスを はしらせることが できなくなるよ。
・バスがなくなると、クルマの うんてんができないひとが、びょういん や かいもの、がっこう などに いくのが ふべん

になるよ。
バスがなくなると どうろを はしる クルマがふえて じこや じゅうたいが おきて かんきょうも わるくなるよ

きみも きょうからバ
ス はかせ

●バスカードを もって、
いりぐちから のろう。

◆つかったバスカードは、
どのくらい おかねが
のこっているか わかる
ように あなが あいて
るけど、０になっていた
ら あたらしいカードを
つかってね。

●バスカードを したか
らいれると うえにでる
よ。
●うえからでたバスカー
ドは、わすれずに とっ
てね。

◆バスカードのときは、
せいりけんを とらなく
てもいいよ。

◆バスが うごいていると
きは、きけんだから あ
るかないでね。
◆バスのなかでは、しずか
にしてね。
◆とちゅうで おとしより
や からだの ふじゆうな
ひとが のってきたら せ
きをゆずってね。

つぎは
○○です。

おおりのかたは
おしらせください。

カードをいれる

◆せきが あいていない
ときは、にぎりぼうに
しっかりと つかまって
ね。
◆バスカードは おとさ
ないようにね。

バスカード

ときまで たいせ にね。

⑩ バスからおりる
⑦ うんちんを

かくにん
⑧ ていりゅうしょ

にバスがとまる
⑨ おかねをはらう

りょうきんばこ

⑥ ボタンをおす

うんちんひょうじき

せんてつバス サンデンこうつう ブルーラインこうつう

・バスがきたけど、いきたいところに とまるのかな？

・バスの いりぐちにある マイクで、うんてんしゅさんに 「このバスは○○にとまりますか？」と きくことができるよ。

・バスにのったけど、１０００えんさつしか もってない！ どうしよう。

・うんてんせきの よこの「りょうがえき」で、こまかいおかねに りょうがえが できるよ。バスが とまってからにしてね。

・バスがなくなると、どうろを はしる クルマがふえて、じこや じゅうたいが おきて、かんきょうも わるくなるよ。

いりぐちのマイク

りょうがえき

ね。 も よ。

⑩ バスからおりる
⑦ バスカードを

ようい
⑧ ていりゅうしょ

にバスがとまる
⑨ バスカードで

はらう
⑥ ボタンをおす

カードをいれる

カードがでる

りょうきんひょうじ

●みぎ、ひだり、あんぜ
んを かくにんして お
りよう。

●せいりけんと おかね
を りょうきんばこに い
れよう。

◆りょうがえきで こま
かいおかねに りょうが
えすることもできるよ。

●バスが かんぜんに
とまってから せきをた
とう。

◆おりぐちは まえだよ。

◆バスのまえの うえの
ほうに うんちんが
ひょうじされるよ。
◆もっている せいりけ
んと おなじばんごうの
ところが うんちんだけ
ど、それは おとなの う
んちんだから こどもは
はんぶんで いいんだよ。

りょうがえき
●おりたいところが ほ
うそうされたら ちかく
にある ボタンをおして
ね。

◆ボタンをおすと おと
がなって ランプがつく
よ。
◆いたずらは だめだよ。

うんてんせきの よこの りょうがえき」で、こまかいおかねに りょうがえが できるよ。バスが とまってからにしてね。

・おとなの うんちんが １５０えんのときは、こどもの うんちんは いくら？ うんちんひょうじき

・せいりけんに かいてある ばんごうは なに？

・うんちんを はらうときに、どこからのったか わかるように するための ばんこうだよ。
・バスのまえの うんちんひょうじきに、せいりけんの ばんごうと うんちん（おとな）が ひょうじされるよ。
・こどもは うんちんひょうじきに ひょうじされる うんちんの はんぶんでいいんだよ。

○○バス

せいりけん

●みぎ、ひだり、あんぜ
んを かくにんして お
りよう。

●うんてんしゅさんが
あいずしたら カードを
いれてね。カードは
とってね。

◆おかねが たりないと
きは、げんきんか べつ
のバスカードと あわせ
て はらうことが でき
るよ。

●バスが かんぜんに
とまってから せきをた
とう。

◆おりぐちは まえだよ。
◆あたらしいバスカード
がほしいときは、おりる
とき うんてんしゅさ
んに おねがいすれば
かえるよ。

◆のるときに きかいに
いれた バスカードを
よういしよう。
◆バスカードは、まげた
り おったり しないで
ね。

●おりたいところが ほ
うそうされたら ちかく
にある ボタンをおして
ね。

◆ボタンをおすと おと
がなって ランプがつく
よ。
◆いたずらは だめだよ。

・こどもは おとなの はんぶんだから、１５０えんの はんぶんは ７５えん。だけど、５えんは きりあげで ８０えんだよ。

・バスにのるときは、いつも おかねを よういしなくては いけないの？

・バスカードというものを かっておけば、のるときと おりるときに きかいにとおすだけ。べんりだよ。

・やまぐちけんの いろんなバスにのれるし、とくだよ。（たとえば1,000えんのカードで、１,100えんぶん のれるよ。)

バスカード

※小学校低学年用として作成したも
のですが、高齢者からも人気です。



FinFinご静聴ありがとうございました FinFin静聴あり う ざ

推進会議が取り組む県下最大のバスイベント「第４回バス博」の模様

この取り組みについてのお問い合わせは、以下までお気軽にどうぞ！

中国運輸局 山口運輸支局 企画担当 みんなが利用したくなる生活交通推進会議中国運輸局 山口運輸支局 企画担当

ＴＥＬ：０８３－９２２－５３３５
ＦＡＸ：０８３－９２３－１０３６

http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/

みんなが利用したくなる生活交通推進会議

http://www.y-kotsu.jp/index.asp 

[事務局] 山口県地域振興部観光交流局交通政策課
p g jp g

[事務局] 山口県地域振興部観光交流局交通政策課
ＴＥＬ：０８３－９３３－３１２０
ＦＡＸ：０８３－９３３－２５２７

[事務局] 社団法人 山口県バス協会

山口運輸支局では、この活動を山口
県教育委員会の ホームページ 「やまぐ

ち教育応援団」に登録し 学校教育やこ

中国運輸局は「頼りにされる運輸局、必要される運輸局」を目指しています。

[事務局] 社団法人 山 県 協会
ＴＥＬ：０８３－９２２－５０３１
ＦＡＸ：０８３－９２５－８２４２

ち教育応援団」に登録し、学校教育やこ
どもたちの自立を支援しています。

http://shien.ysn21.jp/ouendan/detail.php?member=131


