
 
 

 

 

                          関東運輸局交通政策部 

                          令 和 元 年 ７ 月 ３ １ 日 

                        

日本版 MaaS の「先行モデル事業」交付式を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

〇関東運輸局管内で選定された４事業（詳細は別紙参照） 

No. 事業実施主体（予定） 実施地域 実験内容等（予定） 類型 

① 日立市、茨城県、 

茨城交通㈱、 

電鉄タクシー㈱、 

㈱みちのりホールデ

ィングス  他 

茨城県 

日立市 

MaaS アプリ提供 

デマンド型交通 等 

地方都市型 

② 茨城県、つくば市、 

筑波大学、関東鉄道㈱ 

他  

茨城県 

つくば市 

MaaS アプリ提供 

キャッシュレス決済 

AI による人流予測 等 

地方都市型 

③ 前橋市、群馬大学、 

日本中央バス㈱、 

関越交通㈱、 

上毛電気鉄道㈱ 他 

群馬県 

前橋市 

MaaS アプリ提供 

オンデマンド交通 等 

地方都市型 

④ 神奈川県、川崎市、 

箱根町、 

小田急電鉄（株）、 

小田急バス（株） 他 

神奈川県 

川崎市 

箱根町 

MaaS アプリ提供 

他地域 MaaS との連携     

         等 

 

大都市近郊型 

 

 

〇手交日時等 

１．日 時：令和元年８月１日（木）１５：００～ 

２．場 所：関東運輸局 関東運輸局長室 

（横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎１７階） 

３．交付者：関東運輸局長  吉田 晶子 

４．取材等：手交時のカメラ撮りは可能です。希望される方は、取材申込用紙を送付のう 

え、当日１４：４５までに、横浜第２合同庁舎１７階エレベーターホールに 

お集まりください。 

 

 

国土交通省では MaaS 等新たなモビリティサービスの推進を支援する「新モビリティサ

ービス推進事業」について、事業の熟度が高く、全国の牽引役となる先駆的な取組を行う「先

行モデル事業」を１９事業選定したところです（６月１８日）。 

今般、補助金の交付決定にあたり、関東運輸局管内で選定された４事業について、８月１

日に、交付決定通知書を関東運輸局長より手交いたします。 

令和元年７月３１日１４時解禁 



 
 

 

   

【問い合わせ先】 
関東運輸局交通政策部交通企画課（村田、鈴木、服部、菅井） 
 （tel）０４５－２１１－７２０９  （fax）０４５－２０１－８８０７ 

 
【問い合わせ先】 

茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、群馬県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、 

埼玉県政記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、都庁記者クラブ、 

横浜海事記者クラブ、関東運輸局記者会［ハイタク等専門紙］ 



 
 
 

 

取材申込用紙 
 

日本版MaaS「先行モデル事業」交付式 
 

送付先 FAX：０４５－２０１－８８０７ 

【関東運輸局交通政策部交通企画課】 
 

取材にお越しの際は、７月３１日（水）の午後５時までにFAX にてご提出

ください。 

取材の際には、貴社腕章の着用をお願いいたします。 

 

 

取材日時・場所 

 

令和元年８月１日（木） １５：００～ 

関東運輸局 関東運輸局長室（カメラ撮り可） 

 

御社名：                            

 

 

取材ご担当者名：                        

 

 

ご連絡先（電話番号）：                     



日立地域MaaS実証実験 （茨城交通株式会社）

自家用車に依存した生活の地方におけるMaaSモデルの確立を目指し、既存の交通モードと先行して実施しているデマンドサービスや自動運転をシー
ムレスにつなぐアプリの提供、およびサービスを支える情報技術基盤を日立地域で実証する。

地方都市型

実験の概要

協議会の構成員

自家用車に依存する地方の共通の社会課題である人口減少に伴う利用者減
少により、公共交通の維持が困難となり、利便性が低下することで益々縮小
する負のスパイラルに陥っている。

特に日立地域では工場の移転による住民減少が先行して始まっており、その
傾向が顕著に出ている。

また市域が南北に長く、拠点が分散している地理的特性と高い自家用車利
用率が相まって、激しい交通渋滞とそれに起因する公共交通の遅延が利便
性の低下に拍車をかけている。

こうした背景から既存公共交通だけでの維持が困難となっており、広域での
街づくりと連携した取り組みが求められている。

地域の交通課題

MaaSアプリと複数の利用シーンに合わせたデマンド型交通を提供し、アプリ
のDL数や利用状況などをログデータから取得、分析する。
またMaaS展開時の採算性を検証するため、利用者の外出頻度の変化、公
共交通非利用者の行動転換率をアンケートから推測する。
また地域の視点から、MaaSアプリの検索データなどの利用側データと交通

事業者側のデータを集約・活用することで、市の都市計画などの政策立案へ
の活用を検証する。
MaaSデータ統合時におけるデータフォーマットの規格を検討する。

検証項目

実験内容

ジョルダン

連携協力先

茨城交通

日立製作所

日立市

茨城県電鉄タクシー

常陽銀行 茨城大学

交通事業者 自治体 民間事業者 研究機関

対象交通 路線バス、BRT、鉄道、タクシー、高速バス、レンタサイクル（予定）
想定利用者 日立市／近郊エリア居住者と来訪者
利用料金 アプリは無料で配布
実施時期 2019年11月頃～ （利便性・採算性を検証の上、来年度以降の実装を予定）

①日立地域MaaSアプリ提供

②デマンド型交通の実証

①通勤型 ②ラストワンマイル型 ③企業利用型

エリア 東海、佐和、勝田エリア 大沼団地エリア周辺 日立地域内主要拠点
対象 日立地域内の事業所に

通勤する社員
周辺居住者＋自動運
転実証参加者

日立地域内の事業所
に通勤する社員

時期 2019年11月～12月 2020年1月～2月 2019年11月～12月頃
料金 有償（予定） 無償 有償（予定）

関連データを一箇所に集約すること
でアプリ側でのデータ管理が容易に
なるとともに、一元的にデータを把握
できることで自治体の都市政策立案
や交通事業者の運行計画策定に資
するデータの提供。

みちのりHD

③MaaSデータ統合システム



顔認証やアプリを活用するキャンパスMaaS及び医療MaaS実証実験

実験の概要
モビリティイノベーションによる移動に顔認証とアプリを組み合わせ、統合的社会サービスの重点ユースケースとしてキャンパス
MaaSや医療MaaS実装に向けたコンセプト検証ならびに実証実験を筑波大学を中心とする地域で実施する。

地方都市型

◆協議会の構成

「つくばスマートシティ協議会」を設
立し、産学官が連携

民間企業

大学 自治体

〈つくばスマートシティ協議会〉

鹿島建設㈱ ＫＤＤＩ㈱ 日本電気㈱
三菱電機㈱ 関東鉄道㈱
サイバーダイン㈱ 等

筑波大学
未来社会工学開発研究センター

サイバニクス研究センター

（トヨタ自動車と筑波大学が共同で設立）

茨城県
つくば市

◆地域の交通課題

茨城県は高い自家用車依存や道路実延
長を背景に自動車事故対策、高齢者の
移動制約等に対するモビリティの在り方
が課題となっている。

◆本格的な導入に向けた
検証項目、目標値

公共交通の新たな社会サービス

・バス停の代表点に設置される顔認証を可
能とするサイネージポストを活用したバス
乗降時のキャッシュレス決済の実証実験、
AI利活用による人流予測

・匿名化した移動実態調査等を実現する
「つくばモデル」アプリの開発

・乗車待機時間を最小化するバス運行の
最適化支援システムの設計検討

◆実験内容

・バス乗降時の顔認証による病院受付、診
療費会計処理サービス

《バス移動と統合された病院受付サービス》

《乗降時の顔認証による決済》

「医療MaaS」「キャンパスMaaS」

《交通弱者のための安全な移動》

・ 「つくばモデル」アプリ活用による
交通弱者の乗降車支援、シェアサービス

対象地域

・キャンパスMaaS、医療MaaS：
顔認証とアプリ活用による予約受付
決済照合（95％以上）

・「つくばモデル」アプリ協力者
（のべ2,000名規模）

データプラットフォーム

・交通流等のビッグデータを筑波大学のスー
パーコンピュータ等を活用してIoT産学官
データプラットフォームを構築

・アプリ「つくばモデル」利用協力者の

データの学生証、教職員証、マイナンバー
カードへの連携と受容性検討

・本実証実験データの学内サービスとの
連携、統合を検討（教育、学内設備）

《筑波大学及びつくば駅周辺地区》

・スマートフォン向けアプリの
開発・展開による移動情報の
収集・共有

・予約・受付・決済までの新たな
社会サービスの創出

《スマートフォン向け「つくばモデル」アプリ》

「つくばモデル」アプリ

乗車待ち情報のバスへの事
前通知による乗車スペース
確保や介助の迅速な提供



社会実装に向けた前橋版ＭａａＳの実証

地域の交通課題

群馬県のパーソントリップ調査によると、前橋市は自家用
車分担率が75%と極めて高く、典型的な自動車依存地方
都市である。

運転手不足とも相まって路線バスのサービス水準（運行本
数等）は幹線等の一部を除き低下傾向にあり、交通ネット
ワークが有機的に作用していないため、公的補助も増加し
ている。

標準的なバス情報フォーマットＧＴＦＳの完備により全路線バスの経路検索が可能となっている前橋市において、自動運転バスを
含むさらに多くの交通モード（鉄道、タクシー、デマンドバス、自転車等）を統合したＭａａＳアプリを開発する。予約が必要となるタ
クシー、デマンドバスにはＡＩ配車システムを搭載し、一括経路検索・予約・チケッティング・決済を可能とする。

本格的な導入に向けた検証項目、目標値
➀アプリのダウンロード数（2,000ダウンロード）②オンデマ

ンド交通と他交通モードとの一括経路検索の予約実績
300件③オンデマンド交通（ワンマイル）の利用者数（20人
/日）④商業施設等との連携実績100件⑤ＭａａＳアプリ利
用者への満足度調査 「便利だと思う」に対する回答55％

地方都市型

【実験内容】
（１）スマートフォン向けMaaSアプリの構築及び実証

・鉄道、バス、オンデマンド交通、タクシー、自転車を一括で検
索・予約・決済を行える仕組みの導入。更に市内の集客力のあ
る施設と連携し、公共交通利用ポイント等の付加価値を創出。

（２）オンデマンド交通

・市内郊外部の４地区においてＡＩを活用したオンデマンド交通を
実施。ＭａａＳアプリによる、乗り換えの円滑化策を研究する。

【今回の実証実験における代表的な経路】
・公共交通不便地域（ＡＩオンデマンド交通）から都心部（自動運
転車両運行）までの効率的な乗り継ぎの実証を行う。
・医療機関（日赤病院）への相乗りと商業施設（けやきウォーク）
でのついで買いで利便性向上と経済活性化を目指す。

協議会の構成員

前橋市地域公共交通再生協議会の中に前橋版ＭａａＳ実
証委員会を設置して取り組む（前橋市、群馬大学次世代モ
ビリティ社会実装研究センター、ＮＴＴデータ、ＮＴＴデータ
経営研究所、ＮＴＴドコモ、未来シェア、ジョルダン、各交通
事業者他）



神奈川県における郊外・観光一体型MaaS実証実験 （同実証実験推進協議会）

地域の交通課題
【新百合ヶ丘周辺地域】
・駅前や商業施設周辺、一部幹線道路の交通混雑
・居住者の高齢化に伴う駅までの公共交通の利便性の

維持向上の必要性
【箱根地域】
・自動車による来訪が多く交通渋滞が発生
・箱根湯本駅周辺への人の集中による道路の過密

実験の概要 神奈川県内の郊外住宅地と観光地の双方で一体的に、複数の交通サービスや生活サービスの検索・決済等ができ
るMaaSアプリを提供するとともに、交通と生活・観光サービスがセットになったパッケージ商品をMaaSアプリ上で提供する。地域特
性を踏まえたパッケージ商品を企画・提供し、公共交通利用促進や交通混雑緩和などの地域の課題の解決を目指す。

本格的な導入に向けた検証項目、目標値
①MaaSアプリの利用実績：

ダウンロード数（２万）、決済件数（５０００件）
②MaaSのサービスとしてのユーザー評価：

満足度６０％以上、サービスの継続利用意向６０％以上

大都市近郊型

実験内容
スマートフォン向けMaaSアプリの構築・提供を通した、MaaS
アプリサービスの効果や需要に関する実証を行う。

○MaaSアプリの対象交通手段：
鉄道、バス、ロープウェイ、ケーブルカー、観光船
タクシー、カーシェア、レンタカー

○現地実証実験期間：2019年10月～2020年3月

○利用料金：
・開発したMaaSアプリの利用料は無料
・デジタルフリーパスは定額制
・タクシー、カーシェアリング、レンタカーは通常料金
・公共交通利用と生活サービスや観光施設利用等を

セットにしたMaaSアプリ専用の料金体系の提供を目指す

○他地域のMaaSとの連携に向けた取り組み
MaaSアプリケーションへの提供を前提としたオープンな共通
データ基盤「MaaS Japan」を構築し、他の交通事業者や自治
体等が開発するMaaSのアプリケーションに活用できる形態と
する。

協議会の構成員
神奈川県、川崎市、箱根町
小田急電鉄株式会社、小田急バス株式会社
小田急箱根ホールディングス株式会社


