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特集論文

滋賀県が進める小学生を対象とした交通環境学習
～将来を見据えた持続可能な公共交通の充実を目指して～
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Who are the beneficiaries of public transportation? The progress　of motorization brought about the 
decline of public transportation users, now at only about one-third of the 1960s peak. Nowadays, public 
transportation networks in suburban and rural areas can be maintained only with public subsidies. In view of 
the low birthrate and ageing population, an unprecedented phenomenon in our society, how should we tackle 
the problem of maintaining transportation systems while also promoting city revitalization? Shiga Prefectural 
Government issued “The Vision of Public Transportation of Shiga” as a fundamental plan of public 
transportation measures. Based on this plan, the government aims to create a people-friendly and 
environment-friendly public transportation network by finding the best allocation of various transportation 
means, which support citizens’quality of life, to deal with imminent changes of society and economic 
circumstances. The government developed the “Conference of Mobility Educational Program to Enrich the 
Spirit of Ohmi” in order to develop transport mobility management strategies for primary school students, 
who are the future users of transportation.

Keywords:  sustainable, Mobility Educational, primary school student, Mobility Educational Program, the Spirit 
of Ohmi

1．はじめに
滋賀県は、日本列島のほぼ中央に位置し、面積は国土の

約 1％（4,017.36km2）で、中央部に県の面積の約 6 分の 1

を占める琵琶湖（670.33km2）があり、その周囲を 1,000 ｍ

前後の高い山々に囲まれた自然環境に恵まれた地で、古か

ら東海道や中山道そして湖上交通といった交通の要衝とし

て栄えてきた歴史がある。現在も東海道新幹線、名神高速

道路、新名神高速道路、北陸自動車道といった人や物の流
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れを担う主要な交通基盤が集中する近畿、中部、北陸の 3

つの経済圏の結節点としての役割を担い発展してきた。

滋賀県の人口は戦後、85 万人前後で推移してきたが、

高度経済成長期の昭和 40 年代から増加し続け、平成 20 年

（2008 年）には 140 万人を超え、平成 27 年（2015 年）の

国勢調査において人口が 1,412,916 人で、全国で 8 つしか

ない人口増加県の一つに数え上げられ（全国で 7 番目）、

近畿地方で唯一の人口増加県となっている。また、将来人

口を支える年少人口については全国と同様に長期的には減

少傾向であるが、平成 27 年（2015 年）の国勢調査で

203,450 人、県の総人口に対する 15 歳未満人口割合は

14.5% で、全国で 2 番目に高い水準となっている（全国平

均は 12.6%。全国で 1 番高いのは沖縄県の 17.4%）。

このように、滋賀県は古来より恵まれた地理的特性によ

り、街道沿いに宿場町が発展し、鉄道が開業した近代以降

は駅を中心に市街地が形成され、現在においては県土の

49% を占める都市計画区域（1,972.74km2）に県人口の

98%（1,390.4 千人）が居住しており、さらに、鉄道駅を中

心に半径 5km 圏内に県人口の約 95% が集中するといった

駅を中心としたコンパクトなまちづくりが進められてき

た。

図 1　人口の動向（滋賀県）

今後、人口減少・超高齢化が顕在化していく段階におい

て、持続可能な活力あるまちづくりを進めていく方向性と

して、『コンパクトなまちづくり』、『個性的で魅力あふれ

るまちづくり』、『「安全」で「安心」なまちづくり』を挙げ、

そのため公共交通を中心としたまちづくりをハードとソフ

トの両面から重層的に進めていくことが求められている。

その取組施策の一つとして、平成 25 年（2013 年）12 月

に策定された「滋賀交通ビジョン」においては、環境に優

しい「エコ交通」の普及啓発の必要性を掲げ、利用者側に

立った取組策として、次世代を担う子どもに対して公共交

通に親しむ機会の提供を行うことで将来にわたって利用習

慣の定着を図ることや、公共交通に対する理解と愛情を深

めていくことを目的とする学校教育など、様々な機会を通

じた子どもたちへの公共交通利用促進啓発を促していくた

めモビリティ・マネジメントを活用した小学生等を対象と

した交通環境学習に積極的に取り組むこととしている。

 
図 2　DID 地区・人口分布の状況（平成 22年）

2．滋賀県の公共交通
2－ 1　滋賀県内の公共交通概観

交通の発展は、産業を興し文化を育む原動力であり、交

通と社会の発展とは切っても切れない関係になっている。

ここでは地理的優位性から発展してきた滋賀県内の交通

が、昭和 40 年代以降のモータリゼーションの到来により

車を中心としたライフスタイルが広範囲に定着してきたこ

とで、県内の交通がどのような状態になっているのかにつ

いて説明する。

まず、滋賀県内の地域別利用交通分担率を見た場合であ

るが、自動車を代表交通手段とする分担率については県全

体の平均が 54.9％となっており、大津 44.6%、南部 52.4%

に対して、甲賀 71.9%、東近江 67.8％、湖東 64.6%、湖北

67.9％、高島 68.3% と、自動車分担率が 60% を超えている。

また、駅までアクセスする交通手段の自動車が占める分担

率については、県全体の平均が 13.0% となっており、大津

6.7%、南部 9.8%、に対して甲賀 27.8%、東近江 27.0％、湖

東 22.3%、湖北 32.7％、高島 37.5% となっており、大津・

南部地域以外で自動車を利用する割合が高くなっている。
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▼地域別の代表交通手段　　　　　　　　　▼地域別の鉄道端末交通手段（駅までの交通手段）
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図 3　地域別利用交通分担率

次に県内のバス利用状況は、昭和 47 年（1972 年）の 1

日当たり約 17 万人の乗車人数をピークに年々減少してお

り、平成 25 年（2013 年）には 1 日当たり 5.5 万人（最盛期

の 1/3）まで落ち込んできたが、近年の業者や交通事業者

による企画乗車券の設定や利用啓発活動の成果もあり、平

成 17 年（2005 年）以降は回復傾向のトレンドとなっている。

図 4　滋賀県内乗合バス輸送実績

鉄道の状況については、県内には JR 線の東海道線、北陸

線、湖西線、草津線、私鉄線では近江鉄道、京阪電鉄、比

叡山鉄道、信楽高原鐵道が運行しており、その路線総延長

は 390.7km で、駅数は 125 駅である。その利用状況につい

ては、JR 線では、JR 西日本による新快速電車の運行や運行

ダイヤの充実が図られたことなど京都・大阪方面を含む都市

間アクセスの利便性が向上したこともあり、昭和 40 年（1965

年）の1日当たり14.7 万人の乗車人数が、平成 28 年（2016 年）

には、1日当たり31.3 万人と大幅に増加してきたが、県の東

部を運行する近江鉄道については、昭和 40 年（1965 年）に

は1日当たり約 3 万人の乗車人数が大幅に減少し、平成 28

年（2016 年）には1日当たり1.2 万人にまで落ち込んでいる。

 
図 5　県内DID地区（平成 22 年）・鉄道路線図

 
図 6　県内鉄道利用者数推移

これまで、滋賀県は交通利便性の高い鉄道駅を中心に

都市の集積を図ることで、人口が増加してきたが、今後、

大幅な人口増加が見込めない少子高齢社会の到来を見据

え、大量輸送機関である鉄道や地域を繋ぐバス路線網の

サービス水準を持続的に維持活性化していくことが必要で

ある。そのため現状の利用者を確保し増やしていく取り組

み策として過度な自動車利用を見つめ直して公共交通への

利用転換を図っていくことを促す取り組みが必要とされて

いる。
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2 － 2　滋賀交通ビジョン

次に、滋賀県の交通基本構想として平成 25 年（2013 年）

12 月に策定した「滋賀交通ビジョン」および、そこでの

小学生を対象とした交通環境学習の位置付けについて説明

する。

滋賀県の交通政策については、平成 2 年（1990 年）に

策定した「滋賀県総合交通ネットワーク構想」に掲げる「県

土 1 時間交通体系」の実現に基づき、県内外の地域との相

互連携強化を図るための交通基盤整備が進められ、平成

18 年（2006 年）には北陸線・湖西線の直流化事業の完遂

等により琵琶湖環状線が開業、平成 20 年（2008 年）には

新名神高速道路が開通することにより、県内の主要地域間

を概ね 1 時間で移動できることが現実のものとなった。

一方で、この間、車社会のさらなる進展による地域公共

交通の衰退、環境問題のグローバル化、北陸新幹線やリニ

ア中央新幹線など高速鉄道の整備進展など、交通を取り巻

く社会環境が大きく変化しており、それらに対応した新た

な諸課題に対応するため、新しい交通基本構想として、平

成 25 年（2013 年）12 月に「滋賀交通ビジョン」を策定し

た 1）。

この「滋賀交通ビジョン」は、平成 42 年（2030 年）頃

の滋賀の目指すべき交通の姿を展望し、これからの総合的

な交通政策のあり方を示すもので、滋賀と周辺圏域の広域

的発展と県民の暮らしを支える交通を基本理念として、近

畿・中部・北陸の要となって 3 圏域の広域的発展を牽引す

る広域交通と、地域が支え、地域を支える県全域の人・暮

らし・まちを結う地域交通という 2 つの視点をもって、そ

れぞれの課題解決を目指した施策を県民、交通事業者、市

町との連携のもと、県全体でビジョンの実現を目指してい

くこととしている。

小学生に対する交通環境学習は、地域公共交通の課題解

決のための施策の一つとして、県民が日常生活の様々な場

面で公共交通利用を優先して考えるよう働きかける意識改

革と当事者意識の醸成を、次世代を担う子供たちに対して、

早い段階からアプローチしていくことが、将来に渡って高

い効果が期待されることから、他府県市での取り組み状況

も参考にして、平成 28 年（2016 年）から積極的に取り組

むようになってきた。

 
図 7　滋賀交通ビジョン概要（推進のための施策）

3．小学生に対するモビリティ・マネジメント
滋賀県では、公共交通の利用促進を図るうえで、未来を

担っていく若年層の県民が公共交通を利用することの重要

性や公共交通の存在意義を理解し、行動を変容していくこ

とが肝要であると考えており、特に若年層が意識変革を行

うことで、周囲の成年層、高齢層にも効果が波及すること

を期待している。

そのため、モビリティ・マネジメントの手法を活用した

教育（以下「MM 教育」という）として若年層、特に小

学生に対して公共交通の意義や利便性を学習する機会提供

の場として「鉄道体験プログラム」と「交通環境学習」と

いう 2 つの事業を展開している。

3 － 1　鉄道体験プログラム

3－ 1－ 1　概論

1 つ目の事業として、琵琶湖を中心とした滋賀県の地理、

歴史、自然等についての学習、集団行動や公共マナー等の

社会教育の実践の場として、公共交通機関の利用体験を行

うことで、公共交通の意義や利便性の学習を目的とする「鉄

道体験プログラム」を全県的に実施している。



―17―滋賀県が進める小学生を対象とした交通環境学習（芝久生ほか）

現在では、地域・路線ごとに補助金のメニューがあり、

県内のほとんどの路線にて活用することができる。

表 1　補助メニュー一覧

 

 
図 8　体験プログラムチラシ（表）

3－ 1－ 2　琵琶湖環状線小学生体験学習プログラム

この体験学習プログラムは、平成 18 年（2006 年）10 月

に琵琶湖環状線が開業したことを契機に、将来に渡って鉄

道ファンを増やし、地域の利用者を増やしていくことを目

的として平成 19 年（2007 年）から始めたもので、湖北地

域（長浜市、高島市、米原市）の鉄道利用を促進すること

を目的としており、琵琶湖環状線を利用し、なおかつ湖北

地域で体験学習や小学校との交流事業を行うことを条件

に、鉄道運賃の 1/2 以内、500 円 / 人を上限に補助を実施

している。

また、単純に運賃を補助するだけではなく、募集時に体

験学習ができる施設を紹介する、体験学習に役立つパンフ

レットを配布する、申請手続きを簡略化する等、小学校等

が利用しやすい制度となるよう改良を重ねている。

 
図 9　体験プログラムしおり

同事業において、実施校からは「北の雪が降るような地

域と南とでは様子がかなり違うこと、地域特性が実感でき

るのが良い」「琵琶湖環状線小学生体験プログラムについ

てはほとんどの学校で認知されているのではないか」「前

任の学校でも実施していた」「保護者の負担が少ないので、

校外学習として取り入れやすい」等の感想があり、学校側

としては好意的に受け入れられている。

3 － 1－ 3　現在の利用状況と課題

図 10　体験学習の様子

しかし、実施校においては好評の声を得ている一方、直

近 3 カ年での利用者数は減少傾向であり、今後は実施内容

や周知方法も含め、改善していくことが必要と考えている。
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図 11　実施校・利用者数の推移

3－ 2　交通環境学習

もう一つの柱として、公共交通の意義や利便性を学校教育

の一環として学習してもらうこと、また鉄道だけではなくバスに

も焦点を当てて学習してもらい、地域公共交通の意義や重要性

を理解すること、また、実車を用いてバスの乗車体験を行うこ

とで、バスに対する乗車バリアを撤廃し、利用ハードルを低くし、

未来の公共交通の担い手を育成することを目的に、小学校での

出前授業を中心とした「交通環境学習」事業を実施している。

3 － 2－ 1　概論

本県での「交通環境学習」における現在の実施方法として

は、小学生等を対象とし、基本的には1コマ 45 分の授業の

中で、前半 20 分で公共交通や県単位の広域交通についての

座学を行い、後半 20 分でバスの実車を用いた体験乗車を行

うという形式をベースに、座学、体験とも決まったプログラム

を実施するのではなく、小学校の立地や学習状況、要望等に

より、コマ数も含め柔軟に内容を変更して授業を行っている。

実施する講師はテーマごとに県交通戦略課員、市町交通

担当部局職員、滋賀県バス協会事務局員、バス事業者従業

員が担っている。

3 － 2－ 2　現状と取組内容

図 12　授業の様子（座学）

図 13　授業の様子（体験乗車）

滋賀県が主体的に事業を実施し始めたのは平成 28 年度

（2016 年）からで、同年では 4 校（2 市）で出前授業を実

施した。

授業を実施していく中で、小学校より「同事業の小学校

におけるニーズの把握不足」「照会時期の不適格」等の課

題が浮き彫りになった。

そのため、平成 29 年度（2017 年）では、平成 28 年度（2016

年）の反省を活かし、「小学校における課題を解決できる

出前授業とすること」「早い時期（5 月頃～）から照会を

行うこと」を意識した事業推進を行った結果、14 校（6 市）

にて授業を実施することが出来た。

また、授業内容についても、小学校のニーズを積極的に

取り入れていくことで、「電車の乗り方」の座学や、「運転

手さんへの質問コーナー」を取り入れる等の工夫を行った。

3 － 2－ 3　結果と課題

平成 29 年度（2017 年）は、事業の効果測定を行うこと

を目的として、授業実施後に全実施校（780 名 * うち有効

回答 663 名）に対して授業後アンケートを行った。

アンケート項目としては、授業内容に関する設問が 2 問、

日常のバス利用に関する設問が 2 問、授業の効果測定に関

する設問が 2 問の計 6 問である。

授業の興味関心度にかかる「授業は楽しかったですか」

という問いに対しては 92％が「はい（どちらかといえば

はいも含む）」と回答した。

また、学習の成年・高齢層への波及効果について測定す

ることを目的に、「この授業のことを誰かに話しましたか」

という問いに対しては、40％の児童が「家族に話した」と

回答し、また 32％の児童が「友達に話した」と回答した。
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公共交通機関（バス）への利用促進にかかる効果を測定

するための問いである「バスに乗ってみたくなりましたか」

という問いについては、93％の児童が「はい」と回答して

おり、利用促進についても一定の効果が見込まれる。

アンケートの結果として興味深いのが、「誰とバスに乗っ

てお出かけしたいですか」という問いに対する回答である。

人口集積地域（草津、大津）におけるアンケート結果では、

第一グループが「友達とのりたい」という回答であったの

に対し、人口過疎地域（東近江、甲賀）では「家族と乗り

たい」という回答であった。これは、児童の普段の生活の

中で、友人との外出の際の交通手段の差異、または家族と

の外出の際の交通手段の差異が影響しているのではないか

と推察される。

3 － 3　今後の展望

上記のとおり、「鉄道体験プログラム」「交通環境学習」

ともに好意的に受け入れられているところではあるが、よ

り学習効果を高めていくために、今後は両プログラムを組

み合わせて活用していく提案や、統合した事業の創出等を

検討していく必要がある。

また、現在の取り組みはバスや鉄道といった「交通手段」

を多くフォーカスしているが、若年層が公共交通の重要性

や存在意義を理解し、行動を変容していくという目標達成

のためには、自分の居住する地域の歴史や風土、特色など

を含めたまちの成り立ちやまちづくりや、未来の交通のあ

り方等についても考えてもらう機会を提供し、より深く、

広く学習してもらいたいと考えており、そのための仕組み

やツールづくりを行っていく必要があると考える。

特に、県単位で同学習を拡大・普及していくためには、

県内どの地域でも活用できるようなベースとなりえるモデ

ルを創出していくことが必要で、それは滋賀県の地域特性

を踏まえたものであり、なおかつ現状より効果の高いもの

であることが望まれる。そのためには広域自治体である県

と地域特性を十二分に把握している基礎自治体である市

町、また交通の担い手である交通事業者が連携して事業を

推進していく必要があると考える。

4．「近江の心を育む交通環境学習の普及・検討研究会」
4－ 1　取り組み背景・課題

前項に示した通り、「交通環境学習」や「鉄道体験プロ

グラム」の取り組みは、児童に対する興味付けや親しみの

醸成に対して効果がみられるが、出前授業を実施している

行政や交通事業者、学校の意見・感想としては、見たり乗っ

たりするだけで単発的に終わっており、どれだけ効果があ

るのか分からない、小学校の授業として実施しているにも

関わらず学習になっているのかどうか分からない、といっ

たものもあり、自分たちが実施することに対してどれだけ

の効果・意義があるのかに疑問がありモチベーションも上

がりにくい状態となっていた。これに対し、効果的な取り

組みとしていくには、取り組みの意味や行政・交通事業者、

学校間での位置付けを整理・明確化し、戦略的に実施して

いく必要があった。

一方、教育に関する動向としては、滋賀県においても人

口減少や高齢化等の社会動向、自然環境等に様々な変化が

起こっており、つながりや調和のある社会を作っていくこ

とが求められる中で、自立と共生に向けた主体性や社会性

を育む教育が必要とされている状況にある。特に県教育委

員会でも、三方よしに代表されるような「近江のこころ」

を受け継ぎ、地域社会に貢献できる人づくりを行うことを

目標として掲げている 2）。

 
図 14　滋賀県の教育目標

また、全国的な教育政策においても、平成元年（1989 年）

頃から社会の変化に対応できる人間の育成が意識されるよ

うになり、それ以降自ら学び、考える力等の「生きる力」

を育成するための工夫が奨励されている。特に、平成 29

年（2017 年）の学習指導要領の改訂では、教育を通じて

未来の作り手を育む社会に開かれた教育課程を実現するた

め、知識の理解の質を深め資質、能力を育むこと、主体的・

対話的で深い学びを推進していくことが大きなポイントと

なっている 3）。
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図15　平成 29年度（2017 年）学習指導要領改訂の方向性

このような動向に対して、交通素材は身近な社会への理

解・主体性の醸成やシティズンシップ教育に有効であると言

われている。例えば、藤井らは既往の MM 教育の実施事例

からシティズンシップ教育へのアプローチの可能性を分析

し、バスなどの身近な交通を通じて児童・生徒に地域の問

題に「触れ」、「考え」、「実践し」、「貢献し」、それらの意義

を「体感」する機会を提供でき、これを通じて行政や事業

者に依存するのではなく一人の市民として主体的に取り組む

資質を育むことが期待できることを示している 4）。また、モ

ビリティ・マネジメント教育教育宣言検討委員会においても、

交通を通じて自分と社会の関わりを理解したり、自発的に行

動しようとする態度を養うことができることをモビリティ・

マネジメント教育の目的・メリットとして発信されている 5）。

以上から、交通素材には昨今課題となっている地域社会

に貢献できる人づくり等に、貢献できるポテンシャルが十

分にあるものと考えられる。このような特性も踏まえて、

これまでの取り組みを見直し、より効果的に展開していく

ことが必要となっている。

4 － 2　研究会の目的・主旨

前節までの動向や特性を踏まえ、取り組みの効果・意義

を高め、発展につなげていくには、まず学校にとって意味

があり、主体的に扱えるものとしていく工夫が重要になる

ものと考え、以下のような点を課題として整理した。

・ 交通素材が、学校教育の質的向上に資するものとなる

ように提供する

・ 学校・教師によるカリキュラムの検討、実施を支援す

る形を作る

・ 交通事業者を中心とした地域連携により推進する

これに対し、行政や交通事業者だけでなく、有識者や教

育関係を含めて検討・試行しながら、展開の基礎づくりを

行うため、平成 29 年度（2017 年）に「近江の心を育む交

通環境学習の普及・検討研究会」を設立した。

表 2　「近江の心を育む交通環境学習の普及・検討研究会」
構成員

 

上記の課題や、教育現場で “ 交通 ” が教育素材としてあ

まり意識されていない現状を踏まえ、県単位で、「交通素材、

その社会的特性を活かして滋賀の目指す人材像の実現に寄

与」できる状況を作っていくことを中心的な事業目的とし

た。なお、これにより将来的には各市町、地域の特性・課

題に応じた交通まちづくりや主体育成への教育が展開され

ることが期待できるものと考えられる。

この目的を踏まえて、本研究会は平成 29 年度（2017 年）

から平成 32 年度（2020 年）の 4 年間を活動期間として、

以下について検討していくこととした。

・滋賀におけるコンセプトを整理

・活用できる交通素材を発掘する

・その活用の仕方を検討、教材・ツールを作る

・ 学校において、MM 教育の活用を推進・支援する仕

組みをつくる

 
図 16　本研究会における取り組みの位置付け・イメージ
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4 － 3　研究会における検討（平成 29年度）

4－ 3－ 1　取り組みコンセプトに関する議論

平成 29 年度（2017 年）は、前項に示した検討内容のうち、

まず滋賀における MM 教育の学習のあり方やコンセプト

を明確化していくため、各研究会委員へ活用可能な交通に

関する資源にどのようなものがあるか、それによりどんな

学習が可能か等について意見聴取を行った。

その結果、滋賀県に多く存在している街道を用いて、公

共交通と街道から人流・物流とともに歴史や街の発達、地

域文化を学ぶことができるのではないかということや、各

地域で実施されているコミュニティバスやデマンド交通な

どの交通施策から、まちづくりについて考えることができ

るのではないかといった意見があった。

このような意見や琵琶湖、琵琶湖環状線などの存在を踏

まえると、滋賀県の交通の特性として自然や地勢、歴史と

の関わりが深く、県土や地域を繋げ、生活を支えていると

いうことがより理解しやすいものと考えられる。これを踏

まえて、滋賀の交通を通じて、地域の様子や人の暮らし・

思いを知り、社会の一員としてできることを見つけ、行動

できる人づくりに寄与することを念頭に、学校と行政や事

業者・地域が連携・協働して実施していくことを基本とし、

これを「近江の心を育む交通環境学習」というコンセプト

として整理した。

 

 
図 17　MM教育を進める基本的な考え方・コンセプト

4－ 3－ 2　素材の活用方法のイメージの検討

次に、上記のようなコンセプトに対して、どのような方

向性で進めていくかを検討するため、既に MM 教育を実

施している小学校教師へのヒアリングを実施した。ヒアリ

ングは、既存のバスの乗り方教室などの取り組みをどのよ

うにコンセプトに適うものにしていくか、および新たな視

点で交通からどのような取り組みができるかの観点から、

これまでの取り組みについての感想・課題、カリキュラム

を進めていく上で交通に関するニーズについての聞き取

り、意見交換を行った。

既存の取り組みについては、社会見学時等に公共の交通

機関に触れる機会は多いが、単なる移動手段やその使い方

としてしか触れられていないケースが多いことを把握し

た。一方では、学習指導要領の改訂に伴って、本物に触れ

る「動学」といった観点での学習も求められており、車両

の工夫の理由から社会の仕組みを知るといった学習や学校

に興味を持たれ得ることを把握した。また、新たな視点か

らは、地域の実素材を用いて実施できる学習として、地域

愛着の醸成を課題としている学校があり、街道などをこれ

につなげていける可能性があることを把握した。

 
表 3　既存の取り組みについての意見概要・課題

 

 
表 4　新たな視点についての意見概要・課題

 

以上を踏まえ、既存の取り組みの活用および新たな視点

の取り組みについて、以下のような考え方で進めていくこ

ととした。

既存の取り組みについては、これまでのバス車両や鉄道

の乗車体験の授業が、交通に触れることによりまちへの認

識、理解を深める授業展開につながるようにするため、学

校とどのようなコミュニケーションの中で、どのような形

で素材等の提供・支援をしていくことが必要かを、これま
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での実施校とともに試行・検討していくこととした。また、

新たな視点については、公共交通や街道等の資源から地域

愛着につながる地域社会の理解を醸成する素材活用のあり

方について、引き続き学校教師と意見交換を行い、試行に

つなげていくこととした。

 
図 18　既存の取り組みの活用イメージ

 
図 19　新たな視点の取り組みのイメージ

5．今後の展望・まとめ
平成 29 年度（2017 年）は MM 教育のコンセプトや検

討方針の整理等に取り組み、研究会内での議論、教育委員

会、小学校等、教員との意見交換を通じ、現状では交通と

いう素材はあまり教材としては意識されてはいないが、身

近で生活に直結するものであることから、工夫の仕方に

よって地域に対してより深い理解等に寄与し得るものであ

り、今後も検討を続け、MM 教育の取り組みが、学校のカ

リキュラムの質的向上・学校現場の活性化に寄与できるよ

うな外部支援となるよう進めていく必要性が整理できた。

本研究会事業としては、平成 32 年度（2020 年）を一つ

の区切りとして考えており、その時点においては、学校が

主体となってＭＭ教育に取り組み、そのために活用できる

交通素材ツール、実施連絡体制、フォロー体制等の整備が

完了している状態を目指すこととしている。

また、既存の取り組みについては平成 29 年度（2017 年）

で実施している 6 市から県全体の 19 市町においてＭＭ教

育が実施されている状態を目指していきたいと考えている。

新たな視点の取り組みについては、自動運転等の新技術

も普及していき、移動という概念を含む交通のあり方やま

ちづくりのあり方が現在とは変容しているであろう将来を

見据えて、子供たちにとっては自分自身の交通に対する考

え方等が育成でき、社会生活における実学として有意義な

ものにしていきたいと考えており、学校側においては教育

目標上の学習効果を高めていける環境づくりや地域とのつ

ながりが強化できるような取り組み策を検討し、実施して

いきたいと考えている。

このように MM 教育を進めていくことは、県や各市町

にとっては地域の特性、まちづくりの課題等を踏まえ、よ

り効果的、体系的なまちづくり教育の実践や公共交通への

理解の向上が進展していく素地づくりにつながるものと期

待されるものであり、また交通事業者にとっては、将来的

な利用者の確保、バスの運転手等の担い手の育成や、短期

的にはＭＭ教育の実施に伴って担当者が仕事の意義や社会

的役割を客観的に認識することで仕事に対するモチベー

ションの向上が図れる機会となる。そして、小学校等や子

ども達にとっては、目指すべき学習効果を高めるツールと

なり、将来的にも実際に活用できる知識や社会マナーを学

べることを期待している。このように、本事業に係わるす

べての者が「三方よし」となるようにＭＭ教育とそれに関

する各種事業の推進を図っていきたいと考えている。
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