お知らせ
平成２７年５月７日
資料提供先 福山市政記者クラブ

児童が地球温暖化防止に挑戦！
～駅家西小の５年生が、環境問題に取り組みます～
福山都市圏では、渋滞緩和と地球温暖化防止を目的に福山都市圏交通円滑化総合計画
を策定し、ノーマイカーデーの通年実施方策である「備後のＣＯ2 削減『ベスト運動』」
を主体施策として推進しているところです。
今回総合計画の一環として取組んでいる小学校ＴＦＰについて、駅家西小学校において実
施することとなりましたのでお知らせします。
小学校ＴＦＰとは、習慣となっているクルマ利用を見直す“きっかけ”づくりとして、環
境問題について学習し、児童自らＣＯ2 を減らす交通行動変更プランの提案を行い、保護者の
方に実践してもらう取組みです。
なお、過去に取り組みを実施した小学校において、３年連続で環境大臣賞を受賞して
います。（別紙参照）
○開 催 日 時
STEP1 [平成２７年５月１２日（火）１０：４５～１２：２０］
（ ３～４校時 ５年生１組２組の合同授業 ）
STEP2,3 [平成２７年６月 １日（月） ８：４５～１２：２０］
（ １～２校時 ５年生１組，３～４校時 ５年生２組 ）
STEP4 [平成２７年６月１９日（金）１０：４５～１２：２０］
（
３校時
５年生１組，
４校時 ５年生２組 ）
○場所
えきやにし

福山市立駅家西小学校（福山市駅家町近田２０５－１）
※取材される場合は、事前のご連絡いただけると助かります。
※駐車場は、小学校内にあります。
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福山都市圏交通円滑化総合計画ホームページ

http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/enkatsu/best/index.html

○駅家西小学校の５年生が、地球温暖化解決に向けて取り組みます！
※１；福山都市圏交通円滑化総合計画では、学校ＴＦＰを施策の１つとして取り組んでいます。
（参考資料参照）

▼各 STEP の概要
回

概要
問題・原因を知る

STEP1

・環境問題全般と地球温暖化について知る

[地球温暖化実験]
地球温暖化実験]

・クルマから排出されるＣＯ2 が多いことを知る
対策・方法を考える
STEP2～３

・ＣＯ2 を削減するためのクルマに代わるプランの作成

提案する
STEP４

・削減効果の持続を目的とした
「かしこいクルマの使い方」を考える

【授業の様子（例）
】

STEP1
地球環境問題全般と

ＳＴＥＰ１
動機付け
STEP1 動機付け

地球温暖化について知る

問題・原因

普通の空気と排気ガスが入った
普通の空気と排気ガスが入った
容器に赤外線ランプを放射し温
ペットボトルに赤外線ランプを放
度差を計測、CO
2 による温暖化
射し温度差を計測、
CO2 による
の影響を知る
温暖化の影響を知る

を知る

STEP2～
STEP2～3
ＳＴＥＰ２
実行意図
STEP2 実行意図
クルマからのＣＯ2 を減らす
方法（行動プラン）を考える

対策・方法

保護者の方のクルマを使った行
保護者の方のクルマを使った行
動から、CO
2 を削減するための行
動から、 CO
2 を削減するための
動プランを考える
行動プランをパソコンを使って

考える

を考える

ＳＴＥＰ３
実践
STEP3 実践
自ら考えた
CO2 を削減するための
自ら考えた保護者の
CO2 を削
行動プランを整理して、保護者の
減するための行動プランを整理
方に実践してもらえるようにお願
して、 保護者の方に実践しても
いする
らえるようにお願いする

STEP4
ＳＴＥＰ４以降
効果把握等
STEP4 効果把握
地球温暖化を解決する方法
（かしこいクルマの使い方）
を考える

体験・発表・提案
する

自ら提案した行動プランによる
自ら提案した行動プランによる
ＣＯ２削減量を知り、「かしこいク
CO 2 削減量を知り、 「かしこいク
ルマの使い方」を継続してもらう
ルマの使い方」 を継続してもらう
ためのメッセージシートを作成
ためのメッセージシートを作成

参考資料

◆福山都市圏交通円滑化総合計画の取り組み
・福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会では、渋滞緩和と地球温暖化防止を目的に、ノーマイカーデーの通年実
施方策である「備後のＣＯ2 削減『ベスト運動』」を主体施策として推進しています。
・ 『ベスト運動』に、より多くの方が参加していただくため、習慣となっているクルマ利用を見直していただく“き
っかけ”として「学校ＴＦＰ」を支援施策として位置づけています。
・ 今回の取り組みは、小学校で TFP を実施するものです。

中心部
ループバス

H18 ( 2006 ) 7 月～
福山駅前レンタサイクル
スタート

中心部
レンタサイクル

バスロケーショ
ンシステム

交通情報
提供

時差通勤

H21 ( 2009 ) 2 月 21 日～
中心部循環バス路線
運行開始

H19 ( 2007 ) 6 月～
おでかけ ふくやマップ
リリース

ＴＦＰ（ Ｈ１７ ( ２００５ ) ～ ）
（トラベル フィードバック プログラム）
コミュニケーションを図りながら、自発的
な行動の変化を促し、車の使い方を考える
“きっかけ”を与えるプログラム
学校ＴＦＰの場合、児童が交通、環境問
題の学習と交通行動変更のプランづくりを
行い、保護者様へ提案させていただく手法
をとります。

TFP

フォーラム

H19 ( 2007 ) 1 月
交通まちづくりフォーラム
開催

別 紙
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š  ࠰ࡇӖច ᅦࠊޛᇌᬜܼᙱܖݱఄᲢᘙࢧࡸ   ࠰  உ  ଐᲣ
ჷǖƏ ܖǅƏ ܣǖƏ ᬜܼƷᐯ ǘƨƠƨƪƷဃ
᳸ƾǔƞƱᬜܼǛग़ƠŴᝅƔƳ࣎Ʊज़ࣱǛᏋǉؾᏋƷਖ਼ᡶ᳸ 

žྶעภଡ଼҄᧸ഥſǛμ࠰ܖƷᏋᛢᆉƷɶƴኒወႎ

ƴˮፗƮƚŴཎƴᲯ࠰ဃƴƓƍƯƸ࠰ࡇǑǓ࠰Ŵ
 %1ЪถƷƨǊŴžྶעภଡ଼҄ſƱžʩᡫբ᫆ſǛȆȸȞ
 ƱƠƨܖఄ᳀ᲢȈȩșȫȷȕǣȸȉȐȃǯȷȗȩȳᲣ
 ǛዮӳႎƳܖ፼ƱƠƯܱƠŴƦƷኽௐǛ؏עƴႆ̮Ơ
 Ư%1ЪถƷգႆѣǛޒƠƯƍǇƢŵǇƨମ࠰ࡇǑǓ
žᲿᲾᲢਤዓႆޒᲣᏋſƷᚇໜǛӕǓλǕŴ̾ŷƷ
 δᇜƷႆᢋെ᨞ƴࣖơƨؾᏋƷᛦ௹ᄂᆮŴ୍ӏѣ
 ǛᘍƏƳƲŴૼƠƍؾᏋƴݣƢǔᙻƷ࠼ƕǓŴਤ
 ዓӧᏡƳசஹƷਃƍᏋƴᝡྂƠƯƍǇƢŵ



 š  ࠰ࡇӖច ᅦࠊޛᇌϋෙܖݱఄᲢᘙࢧࡸ   ࠰  உ  ଐᲣ
ǈǜƳசஹƷਃƍƴ᳸ѣƖЈƦƏϋෙƬ܇᳸ 

ϋෙܖݱఄưƸŴ̬ؾμƷƨǊƷܖྶע፼ᚇยȗȭ
 ǰȩȠʙಅƴ࠰ࡇƔǒӋьƠŴᲯ࠰ဃδᇜƕထϋ
 ƴƓƚǔൢᝋᚇยƴዒዓƠƯӕǓኵǜưƍǇƢŵଐŷƷ
ൢᝋᚇยƸŴྶעภଡ଼҄ǛƸơǊؾբ᫆ƴݣƢǔδᇜ
 ƷᐻԛǍ᧙࣎ǛԠƼឪƜƠŴྶעภଡ଼҄ƱᐯЎƨƪǛᏋ
 ǜưƘǕǔထƷᐯǍငಅƷ᧙̞ƴƭƍƯǋᎋƑǔƖƬ
ƔƚƱƳƬƯƍǇƢŵǇƨӷఄƸ࠰ࡇƔǒؾ
 ᏋŴǨȍȫǮȸᏋǛɶ࣎ƱƠƨਤዓႆޒᏋƴӕǓኵ
 ǜưƓǓŴŴ࠰ࡇƴƸžȞǤǫȸМဇǛᙸႺƠ
Ưʚᣠ҄໗እǛЪถƠǑƏſǛᲯ࠰ဃƕܱោƠǇƠƨŵ
 ƜǕƸδᇜƕ੩కƠƨᘍѣȗȩȳƴؕƮƍƯ̬ᜱᎍƕȞ
 ǤǫȸМဇǛᙸႺƢƜƱưŴƲǕƩƚ%1ƕЪถưƖǔƔ
 ǛȡȃǻȸǸǫȸȉƴƠŴᆆѣെƷᙸႺƠƴӕǓኵǜ
ƩǋƷưƢŵǇƨžෙǛᛦǂǑƏſƕڎೞƱƳǓŴ࠼
 Ⴤ؏עʙѦŴᅦࠊޛŴעΨᐯ˟ƕɟ˳ƱƳƬƨᲬȶ
 ࠰ᚘဒưƷොቫٻƝǈɟੈѣƴƭƳƕǓǇƠƨŵ

 š  ࠰ࡇӖច ᅦࠊޛᇌଖɯܖݱఄᲢᘙࢧࡸ   ࠰  உ  ଐᲣ
 ႆ̮ᲛǨǳȩǤȕ᳸ྶעภଡ଼҄Ǜ᧸ഥƢǔƨǊƷોծሊǛᎋƑǔ᳸ 

ᐯѣƔǒЈƞǕǔ%1ƷЈЪถ૾ඥƴƭƍƯ
 ܖ፼ǛขǊŴȞǤǫȸǍπσʩᡫೞ᧙ƷɥƳМဇưŴ
 ྶעภଡ଼҄Ǜ᧸ഥƢǔોծሊǛᎋƑƯƍǇƢŵǇƨŴಮŷ
ƳȆȸȞưӲ࠰ܖƷᅹϋܾƴؾᏋƷᙲእǛኵǈᡂ
 ǉƜƱưδᇜǁƷॖᜤ˄ƚǛᘍƍŴؾЈЭಅŴȐǹ
 ˟ᅈᛦǂŴȐǹМဇᎍǢȳǱȸȈŴᛦǂܖ፼ƷǇƱǊŴ
ȆȸȞКǰȫȸȗႆᘙŴμǪȠȋȐǹǵȟȃȈƳƲƴ
 ƓƍƯƷႆᘙŴ˟ؾᜭƷ͵Ŵ̬ؾμƷƨǊƷǪȪ
 ǸȊȫƷᙌ˺ƳƲŴμࠊႎȷμႎƳئ᩿ǁᆢಊႎƴ
ӋьƠƯƍǇƢŵܖఄƱ̬ᜱᎍȷ؏עƕɟ˳ƱƳƬƨӕ
 ǓኵǈǛᘍƬƯƓǓŴ%1ƷЈЪถƷƨǊჺុᩉᆆѣ
 ƸࢻഩǍᐯ᠃ǛМဇƠƯǋǒƏƳƲŴƜƷଖɯ؏עƔ
ǒბܱƴྶעภଡ଼҄᧸ഥƷܱោƷƕ࠼ƕƬƯƍǇƢŵ
 ிଐஜٻᩗˌᨀŴዯƷǫȸȆȳ˺ٻǋδᇜƷܼࡊǍ
 ؏עƴǋ୍ӏƠŴܖғǛƋƛƯႾǨȍȷራᩓɳƼƴྶע
 ภଡ଼҄᧸ഥƷѣƕጮǓ࠼ƛǒǕƯƍǇƢŵ
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