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よる歩行時間の拡大などから歩行数の増分として算出する。

無料乗車証の利用の有無による１日平均歩行数の平均値（年齢別）
利用している

（自動車と公共交通機関の CO2 排出量
の差）
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52 週×
（自動車 1.98- 公共交通 1.61）
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無料乗車証制度による環境負荷低減効果＝ 806 トン -CO2 ／年
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全体
70 〜 74 歳
75 〜 79 歳
80 〜 84 歳
85 〜 89 歳
90 歳以上

3,862.26
4,327.36
3,907.08
3,328.35
2,748.56
2,455.36

利用していない
2,993.64
3,965.46
2,987.95
2,372.45
1,590.91
1,205.13

（単位：歩／日）

増分
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1,250.23

無料乗車証を利用することによる歩行数の増分＝ 869 歩／日
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