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滋賀県庁がH29年度国土交通省近畿運輸局 

「交通関係環境保全優良事業者等表彰」受賞決定 

滋賀県では、平成25年に「滋賀交通ビジョン」を策定し、公共交通機関をはじめ低

炭素型の交通手段を利用しやすい環境を目指して、「エコ交通」の推進をすすめてき

ましたが、このたび滋賀県庁が国土交通省近畿運輸局より「交通関係環境保全優良事

業者等表彰」を受賞することが決定しました。 

当表彰は、ＣＯ２の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善への取組の成果が

顕著であった事業者や団体に対して表彰するもので、下記より表彰式が開催されます。 

                                  

１ 日時：平成29年9月20日（水）13時30分～16時20分 

 

２ 場所：大阪歴史博物館４Ｆ講堂 (大阪府大阪市中央区大手前4-1-32) 

 

３ 主催：国土交通省近畿運輸局（交通政策部環境・物流課） 

 

４ 受賞者：滋賀県庁、鏡山学区自治連合会/京都市役所 計2団体 

 

５ 表彰式概要（添付は別添資料参照） 

   13:30  開会挨拶（近畿運輸局長） 

   13:35  表彰式（出席者：西嶋滋賀県副知事他） 

   13:50  記念講演（琵琶湖環境科学センター所長 内藤正明氏） 

   14:20  交通環境活動取組事例の発表 

   15:10  パネルディスカッション 

 

６ 受賞理由：県内事業者へのエコ通勤の取組拡大・普及を推進 

 

７ その他 

  ・「エコ通勤優良事業所」とは、エコ通勤に関する意識が高く、エコ通勤に関す

る取り組みを自主的かつ積極的に推進している事業所、自治体を優良事業所と

して認証する制度。（認証機関：国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画

課、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団）。 

 

・滋賀県庁本庁舎では平成27年2月に認証を取得。Ｈ29年7月末現在、滋賀県内の

46事業所が認証取得。（都道府県別認証取得事業所数で全国4位、近畿圏内1位） 

 

・滋賀県庁本庁舎では認証取得後、庁内で「エコ通勤チャレンジ」の実施など職

員の通勤手段を鉄道やバス等の公共交通機関等への利用転換を促す取り組み等

を進めたことにより、平成28年度は平成25年度比で約177tのCO２を削減できた。 

  



ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

                          国土交通省 近畿運輸局 

 

 

                         

 

平成２９年８月１８日 

平平 成成 ２２ ９９ 年年 度度  

近近畿畿運運輸輸局局交交通通関関係係環環境境保保全全優優良良事事業業者者等等表表彰彰  

「鏡山学区自治連合会/京都市山科区役所」「滋賀県」が受賞  
 

～表彰式に併せて 
「記念講演会」「受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション」を開催～ 

 

近畿運輸局では、ＣＯ２の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善への

取り組みの成果が顕著であると認められた事業者等に対して、交通関係環境保

全優良事業者等表彰を行っており、平成２９年度表彰式を下記のとおり行いま

すのでお知らせします。 

 なお、当日は「記念講演会」「受賞者取組事例発表」及び「パネルディスカ

ッション」を併せて開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

記 
 

日  時：平成２９年９月２０日（水）１３：３０～１６：２０ 
 
    場  所：大阪歴史博物館 ４階講堂 
 
    受 賞 者：別紙「受賞者一覧表」参照 

 
※参加ご希望の方は、別添チラシにより申し込み下さい。 
 
（各受賞者の主な取り組み） 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

（所属） 交通政策部環境・物流課  

（担当） 足利、橋本 

（電話） 06-6949-6410 

滋賀県：県内事業所へのエコ通

勤の取組拡大・普及を推進 
鏡山学区自治連合会/京都市山科区役所：

モビリティ・マネジメントの実施による路

線バスの復活 

配 布 先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、大阪経済記者クラブ、陸運記者会、 

海事関係業界プレス、京都市市政記者クラブ、滋賀県県政記者クラブ 



                           【 別  紙 】 
 

平成２９年度 近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰受賞者一覧表 
 

受賞者 主な受賞事由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鏡山学区自治連合会 
京都市山科区役所 

 

 

 

 

 

「地域と連携したモビリティ・マネジメントの実施による路線バ

スの復活」 
 平成８年に完全に廃止された路線バスにおいて、地域の高齢化

が進む中で復活の声が高まり、地域住民（鏡山自治連合会）が主

体となって、京都市山科区役所と連携した粘り強い運動を実施し

た結果、平成25年3月、京阪バスにより、山科駅と鏡山学区を循環

する1日2便(午前便・午後便)の「鏡山循環系統バス」が再開され

、現在も増便に向けたＭ・Ｍの取り組みを展開中であり、長期間

にわたって活動を実践している。 

 利用促進のために、「お試し乗車券」の配布や、便利ダイヤ（バ
スの時刻表に平日・休日におけるバスを活用したレジャーやショ
ッピングに活かせるモデルコースを提案）の作成・配布を行うな
ど、様々な独創的な工夫が行われている。 
また、学区の中学生による利用促進ポスター作成、地区行事に

おけるバス利用促進周知活動を行い、単にバス復活を要求だけを
するのではなく、「バスは乗らなければなくなる」との認識のもと、
運動を継続している。現在、同バスは、地域住民の暮らしに欠か
せないものとなっており、バス復活までは自家用車を利用してい
た高齢者が、バス利用に移行することにより環境負荷低減にも大
きく貢献している。 

 
 
 

滋賀県 
 
 
 
 
 

「県内事業所へのエコ通勤の取り組み拡大・普及促進」 
県内におけるエコ通勤を拡大・普及促進するため、平

成27年3月、滋賀県本庁が府県としては近畿で初めて「

エコ通勤優良事業所」の認証を取得した（現在も府県で

は唯一）。 

県庁では、年2回（7月、11月）、エコ通勤強化月間と

してエコ通勤チャレンジ事業を実践し、期間中のエコ通

勤を呼びかけて、取組の強化を行っている。 

また、民間事業所に対して「エコ通勤に係る県内企業

実態調査」を実施し、「エコ通勤優良事業所認証取得」

に関心がある事業所に「エコ通勤コンシェルジュ」（滋

賀県職員）を派遣して、通勤実態等のヒアリングを実施

するとともに、認証制度について説明を行い、認証推奨

活動を実施している。 

 このような、県の取り組みもあり、滋賀県はエコ通勤

認定事業所数全国第4位、近畿第1位（H29.3.31現在）と

極めて優秀な実績を誇っている。 

自家用車利用から、電車・バス利用に移行することにより、環境

負荷低減（CO2削減効果177t）に大きく貢献している。 

 
 



平成２９年度
交通関係環境保全
優良事業者等表彰式

SavSave ththe EarthEarthSave the Earth

国土交通省近畿運輸局では、交通に関する環

境改善への取り組みの成果が顕著であると認

められた事業者等に対しまして、交通関係環

境保全優良事業者等表彰を行っております。

当日は表彰式と受賞者の取り組み事例の発表

を行い、更に記念講演及びパネルディスカッ

ションを開催致しますので、皆様のご参加を

お待ちしております。

日時

場所 大阪歴史博物館４階講堂
(大阪市中央区大手前 4-1-32)
大阪歴史博物館４階講堂
(大阪市中央区大手前 4-1-32)

平成２９年９月２０日(水 )
13:30( 開場 13:15) ～ 16:20
平成２９年９月２０日(水 )
13:30( 開場 13:15) ～ 16:20

定員200名定員200名定員200名入場無料入場無料入場無料
☆表彰式☆

☆パネルディスカッション☆

☆記念講演☆

滋賀県滋賀県

鏡山学区自治連合会/京都市山科区役所鏡山学区自治連合会/京都市山科区役所

「脱炭素社会における交通のあり方」

内藤 正明 氏

滋賀県 琵琶湖環境科学研究センター長

コーディネーター コメンテーター
斎藤 峻彦 氏

近畿大学名誉教授
長坂 悦敬 氏
甲南大学学長

主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会主催：国土交通省近畿運輸局　後援：一般財団法人近畿陸運協会

受賞者と学識者によるパネルディスカッションを行います。環境への貢

献のために、事業者あるいは自治体として、どのような取り組みをされた

のかを披露して頂きます。

自治連合会の積極的かつ多彩な取り組みにより路線バスを復活させ、自家
用自動車からバス利用者へ多くの住民を移行することに成功し、環境負荷
低減に大きな成果を出した。

滋賀県内のエコ通勤を推進するため、平成 27 年 3月、滋賀県本庁舎が「エ
コ通勤優良事業所」の認証を近畿の府県では初めて取得し、その後も取組
を強力に進めた結果、現在、認証事業所数は、全国第 4 位、近畿第 1 位と
飛躍的に増加し、エコ通勤によるＣＯ２削減の大きな成果を出した。



FAX：06-6543-6295

FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙FAX お申込み用紙

( 開催事務局 ) 公益財団法人関西交通経済研究センター宛

貴社名

ご住所　〒

TEL

E-mail

FAX

ご所属・お役職

通信欄

お名前

①

②

③

■会場アクセス■参加申込み方法

大阪市市営地下鉄谷町線･中央線「谷町四丁目」下車、⑨号出口スグ
大阪歴史博物館４階講堂 (〒540-0008 大阪市中央区大手前 4-1-32)

会場へは公共交通機関をご利用下さい。

参加をご希望の方は、貴社名、ご住所、電話・
FAX 番号、メールアドレスと参加者の氏名及
び所属･お役職をご記入の上、下記の方法で
お申込み下さい。

【FAX】
上記の FAX お申込み用紙に必要事項をご記入
の上、FAX06-6543-6295まで送信して下さい。

【Ｅ-mail】
a.kankou@kankouken.orgに、
必要事項をご記入の上、
送信して下さい。

締切
9月 8日 ( 金 )
先着順

締切
9月 8日 ( 金 )
先着順

国土交通省近畿運輸局　交通政策部　環境･物流課　☎06-6949-6410　
　〒540-8558 大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎４号館

公益財団法人関西交通経済研究センター　業務部　☎06-6543-6291
　〒550-0005 大阪市西区西本町 1-7-2 ウエストスクエアビル９階

◆本催事に関する問い合わせ先 ◆参加申込先

＊定員になり次第、受付を終了させて頂きます。

＊ご記入頂きました個人情報は、本目的以外一切使用致しません。
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