
豊田市におけるエコ通勤をすすめる会の取り組み 

～エコ通勤推進組織の活動と運営課題～ 

山﨑基浩（(公財)豊田都市交通研究所），栁富美夫（豊田市都市整備部交通政策課）， 

小田康夫（豊田商工会議所総務企画部），伊豆原浩二（名古屋産業大学）， 

國定精豪（(公財)豊田都市交通研究所），加知範康（(公財)豊田都市交通研究所）， 

西堀泰英（中央復建コンサルタンツ（株）） 

「すすめる会」設立の背景と経緯「すすめる会」設立の背景と経緯「すすめる会」設立の背景と経緯

•• 渋滞対策から始まった豊田市の「エコ通勤」渋滞対策から始まった豊田市の「エコ通勤」
–– 朝夕ピークの渋滞問題（分散した大量トリップの時間集中）朝夕ピークの渋滞問題（分散した大量トリップの時間集中）

–– ソフト的な渋滞対策「ソフト的な渋滞対策「TDMTDM」にいち早く取り組んだ豊田市」にいち早く取り組んだ豊田市
（（H6H6～：社会実験、～：社会実験、H8H8：「：「TDMTDM勉強会（後に研究会）」設立）勉強会（後に研究会）」設立）

TDM 研究会の取り組みで見えてきた課題TDMTDM 研究会の取り組みで見えてきた課題研究会の取り組みで見えてきた課題

•• 官民協働の議論の場がつくられた官民協働の議論の場がつくられた
→→ 事務局と事業所との温度差事務局と事業所との温度差
→→ 社会実験実施の調整協議の場に止まる社会実験実施の調整協議の場に止まる

•• TDMTDMという概念、手法を普及という概念、手法を普及
→→ 特定の参加事業所に対して特定の参加事業所に対して
→→ しかし事業所自らの取り組みは？しかし事業所自らの取り組みは？
→→ 従業員にとっては、事業所の通勤制度も従業員にとっては、事業所の通勤制度も

ネックとなっているネックとなっている
•• 少数ながら、主体的に取り組もうという事業少数ながら、主体的に取り組もうという事業

所が出現所が出現
→→ やる気のある事業所を牽引役に！やる気のある事業所を牽引役に！

「エコ通勤をすすめる会」の設立「エコ通勤をすすめる会」の設立「エコ通勤をすすめる会」の設立

【目的】 産官の共働によりエコ通勤を推進し、豊田市内の道路交
通混雑の緩和や公共交通の利用促進、環境負荷の軽減を図るこ
とを目的とする。（各事業所が主体的・自主的に取り組む）

【目的】 産官の共働によりエコ通勤を推進し、豊田市内の道路交
通混雑の緩和や公共交通の利用促進、環境負荷の軽減を図るこ
とを目的とする。（各事業所が主体的・自主的に取り組む）

【会 長】 名古屋産業大学教授 伊豆原浩二
【副会長】 豊田商工会議所常務理事 永田勇夫
【事務局】 豊田市交通政策課，豊田商工会議所，（公財）豊田都市交通研究所

【会 長】 名古屋産業大学教授 伊豆原浩二
【副会長】 豊田商工会議所常務理事 永田勇夫
【事務局】 豊田市交通政策課，豊田商工会議所，（公財）豊田都市交通研究所

【参加条件】
1. 事業所の参加登録シートの提出。（意思の確認）
2. 原則として、豊田市内の事業所を対象。
3. 具体的な通勤問題（駐車場不足、交通渋滞等）を抱え、対策を

実施、または実施したいと考えている。
4. 事業所として、通勤問題の解決に向けた意欲がある。
5. ３ヶ月に１回程度開催の会議へのご出席が可能。
6. 自社の取り組みを会議で公表できる。

【参加条件】
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 「豊田市エコ通勤をすすめる会」の設立の背景と経緯  

 「豊田市エコ通勤をすすめる会」の活動と「ecommute（エコミュート）」 の展開 

「すすめる会」の活動と「エコミュート」「すすめる会」の活動と「エコミュート」「すすめる会」の活動と「エコミュート」

エコ通勤している理由
・公共交通利用の環境が

整っている。
・自転車が最速、かつ雨な

ら公共交通使える。
・徒歩、自転車の楽しさ。
・公共交通に慣れている。
・時間が正確。

エコ通勤していない理由
・公共交通が不便。
・クルマ以外、頭にない。
・クルマに慣れている。
・雨や荷物があると、クル

マが便利。
・業務でマイカーを使う。
・メリットがない。

【エコ通勤している人・していない人のワケ】

エコ通勤の障壁
・社内のエコ通勤への意識

がまだまだ低い。
・勤務が深夜に及ぶ。
・クルマの方が通勤手当の

負担が少ない。
・業務用車両が不足。
・駐輪場や更衣室未整備。
・クルマ通勤の環境を整え

ている。

【事業所としての問題】

なぜエコ通勤すべきか？
・駐車場の確保ができない。
・近隣住民への迷惑問題。
・法人としての環境への取

り組み。

公共交通の実態
・バスが不便（便数、路線、

時間帯、運賃）。
・バス路線の存在を知らな

い人が多い。
・バスは遅れる。
・運賃が高い。

どうしたら促進できる？
・従業員のメリット、会社

のメリットを。
・従業員の自主性→意識改

革を促すＰＲが必要。
・公共交通を使いやすくす

る（便数、路線、時間帯、
運賃）。

事業所として、何ができるか？
〔 第４回「すすめる会」までの宿題 → 持ち帰って検討 〕
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事業所として、何ができるか？
〔 第４回「すすめる会」までの宿題 → 持ち帰って検討 〕

•• これまでにこれまでに1010回の会議を開催回の会議を開催

•• 他都市事例の勉強、グループディスカッションによる問題、他都市事例の勉強、グループディスカッションによる問題、
課題の抽出課題の抽出

•• 各事業所が対策案を検討（各事業所が対策案を検討（対策案検討シートの作成対策案検討シートの作成））

•• 会員である交通事業者から会員である交通事業者から、公共交通利用策の、公共交通利用策の提案提案

「第4回すすめる会」でのグループ

ディスカッションの様子と討議結果

PR活動 「エコミュート（ecommute）」の展開PRPR活動活動 「エコミュート（「エコミュート（ecommuteecommute）」の展開）」の展開

•• 実施内容実施内容

ポスター、チラシ、クリアフォルダの作成と配布ポスター、チラシ、クリアフォルダの作成と配布

小冊子の刊行小冊子の刊行

飲食店協賛企画（タンブラーのプレゼント）飲食店協賛企画（タンブラーのプレゼント）

ラジオラジオCMCMと時報によると時報によるPRPR
WebWebサイトの設置とサイトの設置と ecommuteecommute会員の募集会員の募集

commute

ecology

economy
+

通勤する

環境

節約

ecommute
エコミュート

•• 目的目的

取組み取組みの見える化（の見える化（PRPR））→エコ→エコ

通勤を多くの人に広める。通勤を多くの人に広める。

通勤者個人の「遊び心」に訴え通勤者個人の「遊び心」に訴え
ながら、エコ通勤に対する意識ながら、エコ通勤に対する意識
を高めるを高める。。

事務局からの対策メニュー提示（自転車共同利用）事務局からの対策メニュー提示（自転車共同利用）事務局からの対策メニュー提示（自転車共同利用）

•• 鉄道駅端末交通としてシェアリング鉄道駅端末交通としてシェアリング
H21H21年度「コンビ年度「コンビ デデ ケッタ」ケッタ」：駅へのアクセス・イグレス手段とし：駅へのアクセス・イグレス手段とし

て共同利用（個人利用）て共同利用（個人利用） 。。

•• 事業所が主体となって自転車を活用事業所が主体となって自転車を活用 （口頭発表１にて報告）（口頭発表１にて報告）
H22H22年度「駅から自転車」：業務利用も含め、事業所で自転車年度「駅から自転車」：業務利用も含め、事業所で自転車

を管理しながら共同利用する仕組みの検証。を管理しながら共同利用する仕組みの検証。

※ H21年度は「あいちエコ

モビリティライフ促進モ
デル事業」として、H22年

度は「公共交通利用促
進モデル事業」として実
験を実施。

H21年度「コンビデケッタ」の

実施イメージ 

 
 

 

 

 

A さん自宅から駅へ (7:00) 

Ｂさん駅から会社へ (7:30) 

B さん会社到着 (7:45) 

A さん駅到着 (7:15) 

A さんは７：１５頃の電車に乗り

通勤先の駅へ向かう、Ｂさんは

この駅へ７：３０頃に到着 

 

 

 

 

 Ｂさん駅到着 (18:45) 

B さん会社から駅へ (18:30) 

 

Ａさん駅から自宅へ (19:00) 

Ａさん自宅到着 (19:15) 

Ｂさんは１８：４５頃の電車に乗り

自宅の最寄駅へ向かう、Ａさん

はこの駅へ１９：００頃に到着 

＜帰宅時のイメージ＞＜出勤時のイメージ＞

出勤時
の逆



 「豊田市エコ通勤をすすめる会」の取り組み実績・課題と今後の展開 

PR活動 「エコミュート（ecommute）」の展開PRPR活動活動 「エコミュート（「エコミュート（ecommuteecommute）」の展開）」の展開

•• 小冊子、ポスター、チラ小冊子、ポスター、チラ
シ、クリアフォルダの作シ、クリアフォルダの作
成と配布成と配布

ポスター（名鉄豊田市駅）

チラシとクリアファイル

小冊子

PR活動 「エコミュート
（ecommute）」の展開
PRPR活動活動 「エコミュート「エコミュート
（（ecommuteecommute）」の展開）」の展開

まずは、ミス日本ネイチャーについて

どんなことをされているか教えてください。
みなさんはミス日本と聞くと、パリッとした式典や厳粛な会議出席など、固い仕事の

イメージを持つと思いますが、私は身近なボランティア活動をたくさんしていて、先

日はCOP10が開かれる会場で名古屋市長の河村たかしさんや幼稚園児と一緒

に植樹をしました。ほかには環境保護を訴える紙芝居を、みどりの日の祝日に、公

園でたくさんの子供達を前に披露をさせてもらうなどの活動もありました。小さい子

が大好きなので、これはとても楽しかったです。

これまでの活動で印象的なことはありますか？
やはり私は豊田市民なので、おいでんまつりにてエコ活動をさせていただいたのは

とても印象的でした。お祭りではクリーンキャンペーンの隊長として関わらせていた

だきました。今年のおいでんまつりの目標は、ごみをひとつも出さないというもので

した。お祭りの最後に「今年のおいでんまつりはごみが少なかった」と言ってもらえ

たことがとてもうれしかったです。

鈴木さんにとっての豊田の街はいかがですか？
豊田はクルマのイメージがあるけれど、やっぱり緑豊かなところ。個人的なオススメ

は足助の香嵐渓です。春夏秋冬、いろんな表情を見せてくれるから好きですね。

今回、エコ通勤プロジェクトにご参加いただきましたが、

感想はいかがですか？
豊田市がエコ活動に力を入れていた

ことは知っていました。豊田スタジア

ムの近くに自転車専用道路が出きた

こともそうですよね。私も自転車が好

きで、一人で自転車をこぎながら風を

切って走ったりしています。青春して

るなという気分になるのが好きで、

時々、歌を歌いながら走ることもあり

ます（笑）。豊田市はクルマのイメージ

があるので、エコへの取り組みの印象が薄いと見られがちですが、だからこそエコ

通勤プロジェクトのように市民一人ひとりができるエコ活動を広げていくのが大切

だと思います。今回は、ポスターやこの冊子、地元のラジオ局を通じて、エコ通勤

のメッセージを届ける活動に参加させていただきました。自然保護が重要視されて

いる今だからこそ、環境問題を多くの方に伝えていくためのこうした活動をもっとし

ていきたいと思っています。

今回、ラジオCMにも出演していますがいかがですか ？
自分の声のトーンが、自分で思っているよりも高いようなので、実はちょっと恥ずか

しいです（笑）。過去にも、ひまわりネットワークさんの番組に出演させてもらったこ

とがあってその時にも自分の声を聞いたのですが恥ずかしかったですね。

【10月1日～11月30日の平日7:58～鈴木華子さんのメッセージCMが放送中】

最後に、ラブィートのリスナーに一言お願いします。
エコ通勤は、地球環境のことはもちろん、健康にも、心にもとっても良いことだと思

います。ですので、まずは一日からでも始めてみてください。そして、続けていくこと

で、一人でも多くの方に関心を持ってもらい、豊田市全体に広がって欲しいと思

います。一人ひとりが考えれば大きなことも変えられます。ぜひ、エコ通勤を始めて

ください。そして、みなさんラジオ・ラブィート聞いてください！

生年月日／1991年2月18日

出 身 地／豊田市

趣　　味／旅行、音楽鑑賞

好きな言葉／常に自分色の太陽を

好きな食べ物／すいか、メロン

さ ん鈴木 華子
すず き 　 はなこ

2010 年度ミス日本ネイチャー

誰でも簡単に参加できる
エコ通勤プロジェクト
エコミュートがスタート！

エコ通勤とは、自家用車に頼り過ぎず、公共交通機関や自転車、徒歩

を上手に使って環境にやさしい通勤をすること。また、相乗りや時差出

勤もエコ通勤と言えるでしょう。こうした活動を推進するプロジェクトが

ター。今はまだエコ通勤していない人は、まずは、週1回から始めてみて

はいかがですか。一人ひとりの活動が地球の環境を守ります。さぁ、み

【キャンペーン期間】10月1日～11月30日
上記期間内に、エコミュート会員になると、素敵な自転車や今回インタ

ビューしたミス日本ネイチャー鈴木華子さんのサイン色紙を抽選でプレゼン

ト。詳しい応募方法などは、エコミュートの公式サイトをチェックしてね。

いま、エコミュート会員になると
豪華賞品が当たるチャンス！

http://ecommute-toyota.jp

詳しい
応募方法は
webで

豊田市エコ通勤をすすめる会　事務局

豊田市　豊田商工会議所　（公財）豊田都市交通研究所

エコミュートに関するお問い合わせは　（公財）豊田都市交通研究所

TEL：0565-31-7543　E-mail:ecommute@ttri.or.jp　URL：http://www.ttri.or.jp

http://ecommute-toyota.jpエコミュート公式サイト

みんなの参加で地球環境を守りましょう。

エコミュートについて、もっと知りたい人は、

ホームページにアクセスしてください。ホーム

ページでは、エコミュート会員を募集していま

す。エコミュート会員になって月１回エコ通勤

についての報告をすると、毎月抽選でステキ

な賞品をプレゼント。エコ通勤報告は、携帯

電話からでも手軽にできます。

詳しい情報はエコミュート公式サイトをチェック！

エコ通勤　豊田

豊田市在住のミス日本ネイチャー 鈴木華子さんに

今の活動や豊田の街について聞いてみました。

ラジオ・ラブィートスペシャルインタビュー

ミス日本ネイチャー
鈴木華子さんインタビュー

INTERVIEW

•• ラジオラジオCMCMと時報にと時報に
よるよるPRPR

コミュニティコミュニティFMFM局局

ラジオ・ラブィートでラジオ・ラブィートで
時報・時報・CMCMを放送を放送

ポスター等に起用ポスター等に起用
した鈴木華子さんした鈴木華子さん
（ミス日本ネイ（ミス日本ネイ
チャー）のアナウンチャー）のアナウン
スによる放送スによる放送

PR活動 「エコミュート
（ecommute）」の展開
PRPR活動活動 「エコミュート「エコミュート
（（ecommuteecommute）」の展開）」の展開

•• WebWebサイトの設置とサイトの設置と
ecommuteecommute 会員の募集会員の募集

「豊田市交通まちづくり推「豊田市交通まちづくり推
進協議会」が主体として設進協議会」が主体として設
置していた「チャレンジ！エ置していた「チャレンジ！エ
コ通勤」サイトコ通勤」サイトに代えてに代えて

遊び心を持たせ様々な遊び心を持たせ様々な
キャンペーンを展開しながキャンペーンを展開しなが
ら、簡易な実績報告でエコら、簡易な実績報告でエコ
通勤の効果を「見える化」通勤の効果を「見える化」
するする

•• すすめる会への参加のインすすめる会への参加のイン
センティブとなるような内容センティブとなるような内容
の充実の充実 →→ 事務局の努力、事務局の努力、
主力会員の企画参画主力会員の企画参画

•• 少数精鋭を目指したが、方少数精鋭を目指したが、方
向転換すべき向転換すべき →→ 会員数は会員数は
多い方が社会的インパクト多い方が社会的インパクト
ありあり

•• 小規模事業所の方が積極小規模事業所の方が積極
的に活動しやすい的に活動しやすい →→ 経営経営
者の直接参加で具体的方策者の直接参加で具体的方策
に取り組める事業所に取り組める事業所

•• 小規模事業所を中心に、新小規模事業所を中心に、新
規会員事業所の募集規会員事業所の募集 →→ 会会
員事業所数を増やす員事業所数を増やす

•• 積極的に参加できない事業積極的に参加できない事業
所はエコミュートの展開に参所はエコミュートの展開に参
画画 →→ 年に１度は「総会」の年に１度は「総会」の
ような形を想定ような形を想定

新たな展開に向けた改編の検討（現在進行中）新たな展開に向けた改編の検討（現在進行中）
 

豊田市エコ通勤をすすめる会 

【事務局】 

豊田市、豊田商工会議所 
（公財）豊田都市交通研究所 

会員事業所 
会員事業所 

会員事業所 

各々の事業所内で

エコ通勤の促進に

取り組む 

・ 会議の企画 

・ PR 企画の実施 

・ 会員事業所サポート 

エコミュート 
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豊田市エコ通勤をすすめる会 

(仮)エコ通勤をすすめる企画委員会 

【事務局】 

豊田市、豊田商工会議所 
（公財）豊田都市交通研究所 

主力事業所 
主力事業所 

事業所としてエコ通勤に努

めることを宣言 

・ 会議の企画 

・ PR 企画の実施 

・ 会員事業所サポート 

エコミュート 

会員事業所従業員

に加えて、広く社
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の普及・促進を図

る PR 活動 
主力事業所 

・ 自社取組みに限界 → 会の

取組み企画への参画 

・ 自社で積極的に取組中 → 

事例として提示しながら 

一般会員事業所 
（多くの事業所が会員登録） 

A：優良事業所認証を目指す 
B：エコ通勤促進を宣言 
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【 すすめる会の構成の改編方針 】 

■これまでの「すすめる会」 

■これからの「すすめる会」 

取り組みの実績取り組みの実績取り組みの実績

21事業所で立ち上げ → 3事業所が新たに参画し24事業所に（H22）

新規参加事業所の中には、「エコ通勤優良事業所認証」を既に得て
いる事業所あり → 他事業所への波及効果を期待。

比較的小規模な事業所が、今後の参加意向を持つ。

21事業所で立ち上げ → 3事業所が新たに参画し24事業所に（H22）

新規参加事業所の中には、「エコ通勤優良事業所認証」を既に得て
いる事業所あり → 他事業所への波及効果を期待。

比較的小規模な事業所が、今後の参加意向を持つ。

【新たな会員事業所の参画（会員事業所数の増加）】

イベント時（産業フェスタ）に「エコ通勤」のPRを兼ねてアンケート実施。

調査員が回答をヒアリングしながら、「エコ通勤」について解説。
→ 約600名のうち半数以上の「よく知らない」人たちにPRできた。

イベント時（産業フェスタ）に「エコ通勤」のPRを兼ねてアンケート実施。

調査員が回答をヒアリングしながら、「エコ通勤」について解説。
→ 約600名のうち半数以上の「よく知らない」人たちにPRできた。

【エコ通勤のＰＲによる認知度向上】

新たな会員事業所の参画とエコ通勤のＰＲ新たな会員事業所の参画とエコ通勤のＰＲ

76 178 199 134 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく知っており他人に説明する自信がある
知っているが、他人に説明する自信はない
耳にしたことがあるが、よく知らない
まったく知らない
未回答

従業員増員計画による駐車場不足や近隣の渋滞問題への対応とし
て、エコ通勤対策を検討。→ エコ通勤プロジェクト実施

社内に「渋滞対策委員会」を設置し、関係部署が連携して検討。

従業員増員計画による駐車場不足や近隣の渋滞問題への対応とし
て、エコ通勤対策を検討。→ エコ通勤プロジェクト実施

社内に「渋滞対策委員会」を設置し、関係部署が連携して検討。

【事業所A ： 社内組織による具体的な通勤対策検討】

駐車場確保に係る負担軽減のため、自動車通勤から自転車通勤へ
の転換者に対して「エコ通勤手当」を導入。
駐輪施設を整備。 （5名が自転車に転換）

駐車場確保に係る負担軽減のため、自動車通勤から自転車通勤へ
の転換者に対して「エコ通勤手当」を導入。
駐輪施設を整備。 （5名が自転車に転換）

【事業所B ： エコ通勤促進のインセンティブ設定】

職員駐車場の約30%が不足する事態が発生。→ 新たに駐車場確保

するのではなく、駐車場分配基準を厳格化し、総量削減。
鉄道駅1km未満→1.5km未満 ／ バス停500m未満 に居住する職員
には駐車場を配分しない、など。

職員駐車場の約30%が不足する事態が発生。→ 新たに駐車場確保

するのではなく、駐車場分配基準を厳格化し、総量削減。
鉄道駅1km未満→1.5km未満 ／ バス停500m未満 に居住する職員
には駐車場を配分しない、など。

【事業所C ： 職員駐車場削減に伴う駐車場分配基準変更】

会員事業所の具体的な取り組み会員事業所の具体的な取り組み

５．運営課題と新たな展開に向けた方針５．運営課題と新たな展開に向けた方針５．運営課題と新たな展開に向けた方針

•• 提出は事務局除く提出は事務局除く2121事業所事業所
中、中、99事業所。事業所。

•• 具体的な目標設定ができな具体的な目標設定ができな
い、積極的に取り組めないい、積極的に取り組めない
事業所あり。→事業所あり。→ 既にできる既にできる

限りの対策を実施済みの事限りの対策を実施済みの事
業所や、社内運営陣の理解業所や、社内運営陣の理解
が得られない事業所も。が得られない事業所も。

•• エコミュートの冊子やポスエコミュートの冊子やポス
ターの活用はある程度されターの活用はある程度され
ていた。ていた。

•• 比較的小規模な事業所で具比較的小規模な事業所で具
体的な対応がある。体的な対応がある。

•• 新しく参加した事業所に積新しく参加した事業所に積
極的な姿勢がみられる。極的な姿勢がみられる。

「エコ通勤実践目標管理「エコ通勤実践目標管理
シート」を眺めてみるシート」を眺めてみる

と・・・と・・・

今年度の活動のために提出を依頼した管理シートの提出率、
会議の出席率ともに低調。→ 参加意欲ある事業所と無い事業

所の格差大
発会当時の趣旨である「事業所自らが主体となって積極的にエ
コ通勤に取り組む姿勢」を持った事業所が減少している。→ 今

以上に社内展開できない、経済情勢・震災対応でそれどころで
はない？
会に参加するメリットがなくなった。→ 先行する事業所は既に

手を尽くし、社内展開できない事業所は身動きとれず・・・
エコミュートの活用はある程度なされ、一般市民への訴えかけ
のツールとしても必要と考える。

今年度の活動のために提出を依頼した管理シートの提出率、
会議の出席率ともに低調。→ 参加意欲ある事業所と無い事業

所の格差大
発会当時の趣旨である「事業所自らが主体となって積極的にエ
コ通勤に取り組む姿勢」を持った事業所が減少している。→ 今

以上に社内展開できない、経済情勢・震災対応でそれどころで
はない？
会に参加するメリットがなくなった。→ 先行する事業所は既に

手を尽くし、社内展開できない事業所は身動きとれず・・・
エコミュートの活用はある程度なされ、一般市民への訴えかけ
のツールとしても必要と考える。

【現状の考察】

会の方針、運営方法について、根本的な見直しが必要。会の方針、運営方法について、根本的な見直しが必要。

エコ通勤をすすめる会の運営課題エコ通勤をすすめる会の運営課題

◆ 参加のハードルを下げ、会員数を拡大。 

◆ やる気のある事業所は「優良事業所認証」を目指す。 


