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①エコドライブ推進月間に開催される主な普及・推進活動について

【シンポジウムの実施について】

開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

1 東京都

2020年度エコドライブシ
ンポジウム (2020年度
エコドライブ活動コン
クール表彰式)

令和2年11月26日(木)
13:30～15:45

千代田区立内幸町
ホール （オンライン
併用）

エコドライブ普及推進協議会、（公
財）交通エコロジー・モビリティ財団

- -

エコドライブ普及連絡会
(警察庁・経済産業省・
国土交通省・環境省)

等

◇基調講演
◇2020年度エコドライブ活動コンクール表彰式
「2020年度エコドライブ活動コンクール」（主催：（公財）交通エコロジー・モビリティ
財団）について、国土交通大臣賞、環境大臣賞その他の賞の表彰を行う。
◇エコドライブの取組紹介
「2020年度エコドライブ活動コンクール」国土交通大臣賞受賞事業者、環境大臣賞
受賞事業者

【イベント等の実施について】

開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

1 青森県
ふじさき秋まつり交通安
全フェア

令和2年11月21日(土)
9:00～13:00 (予定)

青森県南津軽郡藤
崎町大字西豊田一
丁目１番地

藤崎町交通安全母の会 - - 藤崎町

◇会場内に警察車両を展示して安全運転の呼びかけを実施し、チラシ等の啓発物
を配布。
◇警察本部所管の交通安全教育車「ふれあい号」を使用し、同車に備え付けられ
ている「セーフティーナビ」(エコドライブを体験してもらうシミュレーター）を使用した
エコドライブ啓蒙活動も実施予定。

2 岐阜県 土岐市ブックフェス2020
令和2年11月22日(日)
10:00～13:00

土岐市市役所駐車
場

土岐市役所教育委員会 多治見警察署 - -
イベント会場にて警察ブースを設け、パトカー・白バイを展示するとともに、同所に
おいてエコドライブ等広報活動を実施する。

3 鹿児島県
第16回ベストエコドライ
ブ・コンテスト

令和2年11月7日(土)
8:45～16:20

鹿児島県交通安全
教育センター：運転
技能向上センター

（公社）鹿児島県トラック協会 -
南九州交通共済協
同組合

①九州運輸局鹿児島運
輸支局
②鹿児島県警察
③南日本新聞社

◇エコドライブコンテスト
◇出場資格
･公益社団法人鹿児島県トラック協会の会員事業所に勤務する従業員で、過去３
年間人身事故を起こしたことがなく、かつ、過去１年間無事故、無違反であること
･事業主からエコドライブの優秀者として推薦を受けた者
◇学科試験
一般常識10 問、運転常識10 問及び車両常識10 問
◇実科試験
競技コースにおいて、安全運転、省エネ運転及び課題運転について審査

【教育会・講習会について】

開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

1 埼玉県
2020年度第2回エコドラ
イブインストラクター養
成研修会

令和2年11月9日(月)
9:30～18:00

ファインモータース
クール 大宮校

（公財）交通エコロジー・モビリティ財
団

- - -
自動車教習所の教官を対象に、エコモ財団認定エコドライブ講習（乗用車）のイン
ストラクターに必要な知識や技術等を取得するため、座学や実技等を行う。

2 岐阜県
企業に対する交通安全
講話

令和2年11月4日(水)
13:30～14:30

中津川市駒場地内
名工建設（株）

名工建設（株） 中津川警察署 - - 従業員に対し、交通安全講話を実施し、エコドライブの広報も行うもの。

3 岐阜県
介護等職員に対する安
全巡回教育

令和2年11月6日(金)
17:30～18:30

岐阜市中西郷１－５
５岐阜県福祉事業団
岐阜県立みどり荘

岐阜県福祉事業団岐阜県立みどり
荘

岐阜北警察署 - - 職員に対して、交通安全講話を実施し、エコドライブを広報する。

4 岐阜県
介護施設等職員に対す
る交通安全講話

令和2年11月18日(水)
17:30～18:30

岐阜市中2丁目470
番地岐阜県立寿楽
園

岐阜県立寿楽園 岐阜北警察署 - - 職員に対して、交通安全講話を実施し、エコドライブを広報する。

1



開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

5 岐阜県
老人会における交通講
話

令和2年11月8日(日)
13:00～13:40

可児市桜ケ丘地区セ
ンター

可児警察署
可児市・さつき会
（老人会）

- - 老人会において交通安全講話を実施する際、エコドライブを広報する。

6 岐阜県
老人会における交通講
話

令和2年11月24日(火)
9:00～10:00

可児市川合地区セン
ター

可児警察署
川合青木会（老人
会）

- - 老人会において交通安全講話を実施する際、エコドライブを広報する。

7 岐阜県 企業における交通講話
令和2年11月24日(火)
13:30～14:30

可児市今渡地内　㈱
ワークリレーション

可児警察署 交通企画課 - -
管内の外国人運転者に対し、交通企画課の通訳により交通安全講話を実施する
際、エコドライブを広報する。

8 岐阜県
岐阜北地区交通安全協
会常任理事会

令和2年11月25日(水)
10:30～12:00

岐阜市正木１９８１番
地岐阜市正木公民
館

岐阜北地区交通安全協会 岐阜北警察署 - - 交通安全協会常任員に対して、交通安全講話を実施し、エコドライブを広報する。

9 岐阜県
岐阜北地区交通安全協
会（城西支部）交通法令
講習会

令和2年11月30日(月)
14:30～15:30

岐阜市萱場東町１－
１城西公民館

岐阜北地区交通安全協会 岐阜北警察署 - - 参加者に対して、交通安全講話を実施し、エコドライブを広報する。

10 岐阜県
企業に対する交通安全
講話

令和2年11月中
(日程調整中)

加茂郡川辺町地内
大道㈱

大道㈱ 加茂警察署 - - 交通安全講話を実施する中で、エコドライブを広報する。

11 岐阜県
シルバー・ドライビング・
スクール

令和2年11月6日(木)、
19日(木) 9:00～12:00

岐阜中津川自動車
学校

中津川警察署
中津川地区交通
安全協会

- -
高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライビング・スクール
において、受講者に対し「タイヤの空気圧チェック」等のエコドライブについて講義
を行う。

12 岐阜県
シルバー・ドライビング・
スクール

令和2年11月25日(水)
12:50～15:50

那加自動車学校 各務原警察署
稲羽東地区高齢
者交通安全大学
校

-
各務原地区交通安全協
会

高齢者交通安全大学校のカリキュラムとして行うシルバー・ドライビング・スクール
において、受講者に対し「タイヤの空気圧チェック」等のエコドライブについて講義
を行う。

13 岐阜県
丹生川校区高齢者大学
校　交通講座

令和2年11月10日(火)
13:30～15:00

丹生川支所 高山警察署 高山市役所 - -
参加者に対し、講話のなかで「エコ運転の効能」及び「エコ運転と安全運転の関係」
について触れ、エコ運転に対する意識付けをする。

14 愛知県
エコトレーニング愛知
（愛知県名古屋市港区）

令和2年11月8日(日)
13:00～16:30

名四自動車学校 （一社）日本自動車連盟愛知支部 名古屋市 - 環境省
座学による講義と燃費計を取り付けた車両にインストラクターが同乗して運転操作
を行う実技講習により、エコドライブの技術を習得する講習会

15 愛知県
エコトレーニング愛知
（愛知県みよし市）

令和2年11月10日(火)
13:00～16:30

中部トラック総合研
修センター

（一社）日本自動車連盟愛知支部 愛知県 - 環境省
座学による講義と燃費計を取り付けた車両にインストラクターが同乗して運転操作
を行う実技講習により、エコドライブの技術を習得する講習会

16 愛媛県 高齢者交通安全講話
令和2年11月20日(金)
10:00～11:30

清水町公民館 清水町公民館長 松山東警察署 - - 交通安全講話時のエコ運転に関する講話の実施

17 愛媛県
中四国農政局愛媛支局
交通法令講習

令和2年11月24日(火)
10:00～11:30、
13:00～15:30

松山地方合同庁舎 中四国農政局 松山東警察署 - - 交通安全講話時のエコ運転に関する講話の実施

18 愛媛県
愛媛県立東温高等学校
教職員に対する交通安
全講話

令和2年11月26日(木)
14:00～15:00

愛媛県東温市志津
川960番地　愛媛県
立東温高等学校

愛媛県立東温高等学校 松山南警察署 - - 交通安全講話時のエコ運転に関する講話の実施

19 愛媛県
工事関係業者の安全業
務講習会

令和2年11月中 風の博物館 山鳥坂ダム工事事務所 大洲警察署 - -
労働基準や工事業務の安全確保に係る講習会内において、交通安全講話を実施
し、エコ運転に関して説明する。

20 福岡県
シルバー・セーフティ・ド
ライビングスクール

令和2年11月9日(月)
13:00～15:20

北方自動車学校 福岡県警察・ＪＡＦ福岡支部 - - - 高齢運転者を対象に、エコドライブを含めた実車講習を実施

21 福岡県
シルバー・セーフティ・ド
ライビングスクール

令和2年11月16日(月)
13:00～15:20

田川自動車学校 福岡県警察・ＪＡＦ福岡支部 - - - 高齢運転者を対象に、エコドライブを含めた実車講習を実施

22 佐賀県
エコトレーニング佐賀
（佐賀県佐賀市）

令和2年11月29日(日)
12:30～16:30

佐賀県運転免許試
験場

（一社）日本自動車連盟佐賀支部 - -
①環境省
②佐賀県
③佐賀県交通安全協会

座学による講義と燃費計を取り付けた車両にインストラクターが同乗して運転操作
を行う実技講習により、エコドライブの技術を習得する講習会
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【その他の活動】

開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

1 茨城県
交通情報板を通じた広
報啓発活動

令和2年11月中
茨城県内主道路に
設置の交通情報板
（全17箇所）

茨城県警察本部 - - -

交通情報板に
11月　エコドライブ推進月間
やめよう　急発進・急加速
等と表示し、エコドライブ推進月間の周知を図る。

2 新潟県
ラジオによるエコドライ
ブ推進月間広報

令和2年11月中 新潟県内 新潟県警察本部 - - - 県内ラジオ（NHK新潟、BSNラジオ、FM新潟）での広報を実施する。

3 新潟県
交通情報板を活用した
広報活動

令和2年11月中 新潟県内 新潟県警察本部 - - - 交通情報板にスローガン等を表示させ、エコドライブ推進月間の周知をはかる。

4 岐阜県
イオン柳津店生誕祭に
おける広報啓発活動

令和2年11月1日(日)
13:00～16:00

イオン柳津店 イオン柳津店 岐阜羽島警察署 - -
イオン柳津店生誕祭(10月29日～11月１日)において、
岐阜羽島警察署パトカー展示ブースを設立、タイヤの空気圧チェックの重要性等
エコドライブについて広報を実施する。

5 宮崎県
ツイッターによるエコド
ライブ推進月間広報

令和2年11月中 宮崎県内 宮崎県警察本部 - - -
本年から交通企画課において、アカウント名「宮崎県警察交通部案内」で交通部ツ
イッターを開設しており、交通安全情報や交通警察活動等を発信していることか
ら、同ツイッターを活用するもの

②エコドライブ推進月間以外に開催される主な普及・推進活動について

【イベント等の実施について】

開催地
（都道府

県）
名称 日時 場所 主催 共催 協賛 後援 内容

1 静岡県
エコドライブ推進キャン
ペーン

令和3年2月 (予定) 未定 （一社）静岡県自動車会議所 - - 静岡運輸支局
（昨年度の場合）チラシ配布。事故防止に役立つ反射ネックストラップ付きLEDライ
トの配布。
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