
○AIオンデマンド交通、グリーンスローモビリティにおける、利用者登録、
利用者からの予約受付、最適な運行ルートの検索・設定・運行等の
一連の流れに必要なシステムの導入を支援

○AIオンデマンド交通等の導入に必要なシステム整備費及び利用促進等に係る経費
○AIオンデマンド交通等に利用する車両に搭載する運行管理用機器の導入費
○AIオンデマンド交通等の旅客乗降位置の標示又は標識の設置費

新型輸送サービス導入支援事業（AIオンデマンド交通、グリーンスローモビリティ）

概要

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

○最大１／３

受付端末 車載器

○一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者、地方公共団体、
これらを含む協議会



【事例】 新型輸送サービス導入支援事業
（AIオンデマンド交通）

茨城交通株式会社
（茨城県高萩市）

■特徴■

・朝と夕方〜夜は定時定路線バス、日中
は呼出型最適経路バスに切り替えて運
行することで、ユーザーのニーズに即し、
利便性を向上

■詳細■

・中型バス車両を使用

・運行時間帯：概ね8:30～15:00

（土日祝は概ね9:00～14:00）

・運賃：1乗車大人300円、小人150円

・予約方法：アプリまたは電話

出典：茨城交通プレスリリース

上信ハイヤー株式会社
（群馬県 富岡市）

■特徴■

・市内全域を対象とする「愛タク」を運行

■詳細■

・７人乗りミニバン６台（うち２台は車椅子
のままで乗車可能）

平日６台、土日祝４台体制

・１乗車100円：市内在住・在学又は在勤
者、小学生、障がい者（同伴者含む）

１乗車500円：上記以外の利用者

・運行時間：午前8時～午後5時

・予約方法：アプリまたは電話

出典：富岡市ホームページ

令和３年度

西日本鉄道株式会社
（福岡県 福岡市）

■特徴■

・路線バスとの乗継ポイント付与

・商業施設と連携し、一定額以上の買い
物で帰りに使える割引券を進呈

・アプリ限定のチケットを販売

■詳細■

・運行エリア：福岡県福岡市西区野方地区
（壱岐南エリア）

・大人：300円、 小児（6歳以上12歳未
満）、障がい者：150円

・予約方法：アプリまたは電話

出典：「のるーと」ホームページ

令和３年度 令和２年度



○ドア・ツー・ドアの移動に対し、様々な移動手法・サービス（商業、宿泊・観光、物流、医療、福祉、教育、一般行政サー
ビス等）を組み合わせて１つの移動サービスとして提供するための複数事業者間の連携基盤システムの構築に要する
経費

○MaaS事業の効果や課題の検証を行うための調査に必要な経費（当該経費のみを補助対象とはしない。）

日本版MaaS推進・支援事業

概要

補助対象事業者

○地方公共団体、地方公共団体と連携した民間事業者又はこれらを構成員とする協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／２

○協議会、地方公共団体又は地方公共団体と連携した民間事業者
が実施する、多様な主体が参画したMaaSの導入を支援



【事例】 日本版MaaS推進・支援事業
（AIオンデマンド交通に関する取組）

WILLER株式会社
（京都府 京丹後市)

■特徴■

・サブスクリプション（定額制、乗り放題）月
額5,000円／人（家族会員は月額500円
／人）

■詳細■

・実証期間：2021年6月～2023年6月

（※2022年6月時点）

・運行時間：午前8時～午後9時

・運行エリア：京都府京丹後市峰山町及び
大宮町の一部

・都度利用 １運行あたり、大人300円、

小児150円

・本実証運行に先立ち2021年３月に「日本
版MaaS推進・支援事業」の一環として
無償での運行を実施

東急株式会社
（静岡県 伊豆地域）

■特徴■

・地元住民向けに、自宅のＴＶでの配車
予約の仕組みを試行

■詳細■

・実証期間：2019年12月～2020年3月

・１日乗り放題400円

・伊豆急東海タクシーをはじめとする

地元３社が運行

・運行時間：9時～17時

・乗降場所は下田「旧市街」内の27カ所

出典：東急株式会社プレスリリース

令和元年度

出典：WILLER株式会社

令和２年度

群馬県 前橋市

■特徴■

・マイナンバーカードと交通系ICカードを紐
づけることによる、前橋市民限定の割引
サービスを提供

■詳細■

・市内３エリアを運行しているデマンド交通
の予約にはそれぞれのアプリから予約
する必要があったが、予約機能を
MaeMaaS一つに集約

・MaeMaaSにて、マイナンバーカードと交
通系ICカードの認証登録を完了させた
MaeMaaS会員は、デマンド交通乗車時
に交通系ICカード１枚で前橋市民である

ことの認証を実施し、市民割引料金での
運賃決済が適用される。

・実証期間：2020年12月～2021年3月

住民割引を実証

2021年10月～継続中

（2022年8月時点）

出典：前橋市ホームページ

令和３年度



【事例】 グリーンスローモビリティ①

東京都 豊島区

■特徴■

・大都市中心部において、池袋駅周辺を回遊する乗合バス
として、話題性のある車両デザインによるグリーンスロー
モビリティ（eCOM）を運行。

■詳細■

・運行主体：ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株）

※豊島区より委託

・運行地域： 池袋駅周辺

・利用料金： 一回券（大人） 200円

・車両：eCOM-10

・運行体系：路線定期運行

・運行開始：2019年11月

社会福祉法人悠々会
（東京都）

■特徴■

・地域の社会福祉法人が、高齢化率の高い高台住宅団地
において、買い物や外出に困っている高齢者を送迎する
ため、全国初のグリーンスローモビリティを活用した自家
用有償旅客運送を実施。

■詳細■

・運行主体：社会福祉法人悠々会

・運行地域：東京都町田市鶴川２・５・６丁目団地と 鶴川団
地センター名店街との間

・登録料：年間 500 円

・車両： ゴルフカート

・運行開始：2019年12月

※会員登録者のみ利用可。

出典：『グリーンスローモビリティの導入と活用のための手引き』



【事例】 グリーンスローモビリティ②

社会福祉法人みずうみ
（島根県）

■特徴■

・地域の社会福祉法人が、高齢化率の高い高台住宅団地
において、地域の生活に必要な移動手段として、グリーン
スローモビリティを運行。

■詳細■

・事業主体：社会福祉法人みずうみ

・運行地域：島根県松江市法吉団地ほか

・利用料金：午前の運行は無料

午後の運行は１日100円

・車両：カート型

・運行開始：2020年4月

※会員登録者のみ利用可

アサヒタクシー株式会社
（広島県）

■特徴■

・歴史的建造物が多く残る観光スポット「鞆の浦」におい
て、実証運行後４か月後に、全国初のグリーンスロー
モビリティのタクシー事業を開始。

■詳細■

・運行主体：アサヒタクシー（株）

・運行地域：広島県福山市鞆地区

・利用料金：初乗り660円

(通常タクシーと同等)

・車両：ゴルフカート

・事業開始：2019年4月

出典：グリーンスローモビリティの導入と活用のための手引き



○シェアサイクル、マイクロモビリティ等の導入に必要なシステム整備・改良費及び利用促進等に係る経費
○シェアサイクル、マイクロモビリティ等の貸出・返却を行う場所であって、舗装や柵、精算機等の設置を含めたシェアサイ
クル、マイクロモビリティ等を駐車するために必要な環境の整備・改良費

新型輸送サービス導入支援事業（シェアサイクル、マイクロモビリティ等）

概要

補助対象事業者

○シェアサイクル、マイクロモビリティ等の貸出拠点を設置し、又は管理する者

補助対象経費

補助率

○最大１／３

○パーソナルな移動を可能とするシェアサイクル、マイクロモビリティ等
を運用するために必要な機器やシステムの導入を支援

電動キックボードシェアサイクル



【事例】 新型輸送サービス導入支援事業
（シェアサイクル・マイクロモビリティ①）

名鉄協商株式会社
（愛知県 名古屋市）

■特徴■

・名古屋駅とその周辺部におけるシェアサ
イクル事業

・「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」と連携し、アプリからシェア
サイクルの予約利用が可能

■詳細■

・ポート数 110箇所 名古屋駅・栄エリア
を中心（2021.09時点）

・利用料金 最初30分165円

以降110円／30分

・スマートフォンとクレジットカードで登録

・借りたポート以外のポートに返却可能

出典：名鉄協商株式会社ホームページ

neuet株式会社
（福岡県 福岡市）

■特徴■

・福岡市内におけるシェアサイクル事業

・分単位での料金精算のため明瞭会計

■詳細■

・ポート数 福岡エリア 454箇所

（2021.12時点）

・利用料金 ベーシック 6円／分

電動アシスト付 15円／分

・スマートフォンでアプリをダウンロードし、
支払いはクレジットカードを登録

・借りたポート以外のポートに返却可能

出典：neuet株式会社ホームページ

令和３年度 令和３年度

株式会社ドコモ・バイクシェア
（東京都 １４区、他）

■特徴■

・全国広域的に事業を展開

・交通系ICカードやおサイフケータイによ
る開錠が可能

・電源工事が不要のため、容易にポートを
設置することが可能

・一日パスや月額会員制度を導入

■詳細■

・ポート数 約2,260箇所（2022.06時点）

・車両台数 約16,000台（2022.06時点）

・利用料金 165円／30分
※東京広域（14区）の場合

出典：（株）ドコモ・バイクシェアプレスリリース

令和３年度



【事例】 新型輸送サービス導入支援事業
（シェアサイクル・マイクロモビリティ②）

株式会社Luup

■特徴■

・東京、横浜、大阪、京都、仙台における
電動キックボードシェアリングサービス事
業

■詳細■

・ポート数 1,200箇所以上（2022.08時点）

・料金 基本料金50円＋15円／分

・登録したクレジットカードによる決済

出典：株式会社Luupホームページ

株式会社eBoard

出典：株式会社eBoardホームページ

令和３年度 令和３年度

長谷川工業株式会社

出典：長谷川工業株式会社ホームページ

令和３年度

■特徴■

・千葉県と大阪府における電動キックボー
ドシェアリングサービス事業

■詳細■

・海浜幕張駅から周辺の施設（幕張メッセ、
幕張海浜公園、ZOZO マリンスタジアム
等）への移動手段として導入

・大阪市西区界隈の施設（大阪中之島美
術館、中之島図書館等）への移動手段と
して導入(実証実験期間中のみ)

・LINEアプリによるアカウント登録方法

・ポート数 20箇所

・料金 140円/10分（税込）

■特徴■

・横浜市中区および西区のみなとみらいエ
リアおよび港湾エリアおける電動キック
ボードシェアリングサービス事業

■詳細■

・横浜市、および一般社団法人横浜港振興
協会協力のもと日本最大級の観光型電
動キックボードシェアリングサービス「ヨコ
ハマBAY SCOOTER｣の社会実験を実
施

・ポート数 8箇所

・料金 990円/初乗り60分

以降880円/60分（税込）



○公共交通事業者においてキャッシュレス決済（QRコード、交通系ICカード、非接触
型クレジットカード決済、顔認証等）に対応するための、所要の設備やシステムの導
入を支援

○公共交通においてキャッシュレス決済の利用を可能とするシステム導入費及びシステム改修費
○公共交通においてキャッシュレス決済の利用を可能とする端末費（旅客施設又は車両内・船内に決済端末機器（読み
取り機等）を設置する費用）

地域交通キャッシュレス決済導入支援事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体、これらを含む協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／３

非接触型クレジットカード
決済読み取り機



【事例】 地域交通キャッシュレス決済導入支援事業①

宮崎県における
MaaS実行委員会

茨城交通株式会社
（茨城県 水戸市）

出典：茨城交通（株） プレスリリース

石川県 加賀市

出典：加賀市ホームページ

令和３年度 令和３年度 令和３年度

判定

提供：宮崎県におけるMaaS実行委員会

QRリーダー
タブレット端末

■特徴■

・日本初、高速バス車内にてVisaの

タッチ決済システム機器を導入

■詳細■

・バス11 両にキャッシュレス決済機器を導入

・QRコード（PayPay、メルペイ、ｄ払い、

au PAY、LINE Pay ）、およびクレジットカード

タッチ決済対応。

・キャッシュレス決済で運賃割引を実施

■特徴■

・加賀MaaS アプリ内でQRコード等の読み取り
機能を構築（システム改修）

■詳細■

・アプリ内で利用可能な交通モード：

路線バス、乗り合いタクシー、鉄道、周遊バス

・チケッティング、アプリ決済手段導入

・乗合タクシーの決済システムと連携

■特徴■

・MaaSアプリで販売するデジタルチケット
にＱＲコードを表示させる機能を実装

・駅改札にQR読み取り端末を設置

■詳細■

・利用可能な交通モード：

鉄道、バス、乗り合いタクシー

（1日フリー乗車券も対象）

・駅係員による目視でのデジタルチケット
の有効性判定を自動化し、利用者の利
便性を向上



【事例】 地域交通キャッシュレス決済導入支援事業②

阿寒バス株式会社
（北海道 釧路市）

■特徴■

・路線バス利用の際のキャッシュレス決済
を可能とするWAON決済システムを車
両１２台に導入

■詳細■

・一部路線を除いて、乗降車時に電子マ
ネーWAONによる運賃支払いが可能

・くしろバス株式会社（※）と共同でWAON

決済が可能となり、乗り継ぎ利便が向上

※ くしろバス株式会社についても、令和３
年度同事業によるWAON導入を実施。

■特徴■

・熊本市域を中心に複数のバス事業者が
競合しているところ、熊本地域振興IC

カードを活用した共通定期券制度を導
入するためのシステムを導入

■詳細■

・定期券の利用実績による各社売上分配
機能を備えたシステムを導入し、各社の
精算を簡素化

出典：熊本都市バス株式会社
プレスリリース

南国交通株式会社
（鹿児島県 鹿児島市）

■特徴■

・九州ではじめて、非接触型クレジットカード
決済システム (VISA タッチ決済）をバス車内
に導入

■詳細■

・公共性の高い鹿児島空港と各地域を結ぶ、
空港シャトルバスに導入

・空港連絡路線４線すべてに導入

出典：南国交通株式会社プレスリリース

熊本都市バス株式会社
（熊本県 熊本市）

出典：阿寒バス株式会社
プレスリリース

令和３年度 令和３年度令和３年度



○交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする、「標準的なバス情報フォーマット」、「標準的
なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」等のGTFS(General Transit Feed Specification)形式でデータを作成し、出力
を可能とするシステムの整備を支援

○システム化・データ化による、MaaS基盤の構築

○交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする特定のデータ形式でのデータ出力を可能と
するシステム構築に要する経費

※「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」に準拠すること。

地域交通データ化推進事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体、これらを含む協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／２

システム導入



【事例】 地域交通データ化推進事業①

岩手県 西和賀町
新潟県内高速バス
ネットワーク協議会

富士急湘南バス株式会社
（神奈川県）

■特徴■

・PCやスマートフォンでバスロケ情報を提
供。

・町内観光案内所と町立病院において、
大型モニターで運行情報を表示

■詳細■

【支援対象】バスロケーションシステム導入

・PC、スマホ、スマホ以外の携帯電話から、
二次元コードまたはURLでアクセスする

・13路線5車両へ導入

・GTFS-RT対応

■特徴■

・バスの走行位置と混雑度がスマホで分か
る専用ウェブサイト「富士急湘南バスコン
シェルジュ」を導入

・CPにGTFS-JPを提供

■詳細■

【支援対象】ダイヤ編成システムの改修

・路線バス26車両に導入

・GTFS-JP対応

※ 令和3年度混雑情報提供システム等導
入支援事業でバスロケシステムを支援

■特徴■

・令和3年度に県内高速バス「ときライナー」
にバスロケーションシステム導入、令和4年
度にGTFS-RTデータを公開

■詳細■

【支援対象】バスロケーションシステムの導入

・県内高速バス「ときライナー」51台の位置
情報をデータ化

・GTFS-RT対応

出典：西和賀町HP
出典：富士急湘南バス株式会社

プレスリリース 出典：ときライナープレスリリース

令和３年度 令和３年度 令和３年度



【事例】 地域交通データ化推進事業②

三重交通株式会社
（三重県） 香川県 三豊市伊丹市交通局

■特徴■

・土地勘のない利用者にも広く交通情報を
提供するため、Google Map でバスの位
置情報や遅延時分を表示するための動的
なGTFS-RT 形式でのデータ作成・出力を
行う

■詳細■

【支援対象】バスロケーションシステムの改修

・令和２年度にデータ化対応していた伊勢エ
リアに続き、四日市・伊賀・松阪エリアの
データ化を対応

・GTFS-RT対応

■特徴■

・GTFS-JP,GTFS-RT形式によるオープン

データ化により、今後のダイヤ編成や路
線の検討に役立てるなど、運行業務全
般のDXを図る

■詳細■

【支援対象】バス車内混雑情報提供システ
ムへGTFSデータ出力機能追加構築

・全44系統、93両のデータを提供

・バスロケサービスは英語、中国語、韓国
語にも対応

・GTFS-JP、

GTFS-RT対応

■特徴■

・三豊市コミュニティバス全12路線で利用可

能なバスロケサービス（『バス予報』・『バス
予報乗換案内』）を提供

■詳細■

【支援対象】バスロケーションシステムの導入

・「近くのバス停」からも検索可能で、最短3

タップでバスの現在地情報を表示

・GTFS-JP、GTFS-RT対応

出典：三豊市ホームページ
出典：伊丹市交通局
プレスリリース

令和３年度 令和３年度 令和３年度

出典：三重交通株式会社
バスロケシステム（車載器）



○ 感染症の拡大を踏まえ、公共交通機関の混雑
緩和・利用分散を図るため、車内の混雑状況の情
報をwebやスマートフォンアプリ等で提供することを
可能とする機器・システムの導入を支援

○公共交通における混雑情報（予測を含む。）をリアルタイムに提供するシステムの導入に要する経費等
※バスにおける混雑情報の提供方法等については「公共交通機関のリアルタイム混雑情報提供システムの導入・普及に
向けたガイドライン（バス編）」に準拠すること。

混雑情報提供システム導入支援事業

概要

補助対象事業者

○公共交通事業者（鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
自家用有償旅客運送者、一般旅客定期航路事業者）、地方公共団体、これらを含む協議会

補助対象経費

補助率

○最大１／２

Transit社（カナダ）が米国等で提供するシステム



【事例】 混雑情報提供システム等導入支援事業①

十勝バス株式会社
（北海道）

相鉄バス株式会社
（神奈川県）

富士急湘南バス株式会社
（神奈川県）

■特徴■

・混雑情報を「Google マップ」と自社アプリ
「ＰＩＮＡ」で公開

■詳細■

【支援対象】乗降センサーシステム

リアルタイム混雑可視化システム

・運行エリア：十勝地方

・2系統、17車両に導入

・GTFS-JP、RT対応

（GTFS-JPはオープンデータ化済み）

■特徴■

・富士急グループのバス事業者 5 社全てに
おいて混雑情報の提供サービスを実施

同社WEBサイト内で混雑情報を公開

■詳細■

【支援対象】乗降センサーシステム、

バスロケーションシステム

・令和3年度データ化推進事業でGTFS-JP

の整備を支援

・運行エリア：神奈川県足柄地域

・38路線、26車両に導入

・GTFS-JP、RT対応

（オープンデータ化なし）

■特徴■

・既存のバスロケーションシステムに加え、
感染症対策の観点から混雑情報を提供

・相鉄バスHPやアプリ（相鉄線アプリ、相
鉄Style）で情報提供

■詳細■

【支援対象】乗降カメラ、

バスロケーションシステム

・運行エリア：相模鉄道沿線（横浜市）、神
奈川県央地域

・一般路線279車両に導入

・GTFS対応なし

出典：十勝バス株式会社 ホームページ 出典：株式会社レゾナントシステムズ
ホームページ 出典：相鉄バス株式会社ホームページ

令和２年度 令和３年度 令和３年度



【事例】 混雑情報提供システム等導入支援事業②

和歌山バス株式会社
（和歌山県）

琴参バス株式会社
（香川県）

伊丹市交通局
（大阪府）

■特徴■

・PCやスマートフォンで専用ウェブサイトを
通じ混雑情報を提供することで、乗車率の
平準化を行い、利用者に安心して乗車して
もらえる環境を整える

■詳細■

【支援対象】乗降カメラセンサーの導入

・運行エリア：和歌山市域、海南市域（一部）

・46車両へ導入

・GTFS-JP、RT対応

（どちらもオープンデータ化済み）

■特徴■

・各バス停に二次元コードを貼付し、その
バス停に接近するバスの情報をダイレク
トに確認できる仕組み

■詳細■

【支援対象】乗降カメラセンサー、

バスロケーションシステムの導入

・運行エリア：伊丹市内

・93車両へ導入

・GTFS-JP、RT対応

（オープンデータ化なし）

■特徴■

・混雑状況をアプリ「バスきよん？」やウェブ
サイト、サイネージで表示し、「バスの見え
る化」に取り組む

■詳細■

【支援対象】乗降システム車載器およびカメラ

の導入、バスロケーションシステ

ムへの機能追加

・運行エリア：丸亀市内

・16車両へ導入

・GTFS-JP、RT対応

（オープンデータ化なし）

出典：琴参バス株式会社
プレスリリース出典：伊丹市交通局プレスリリース出典：和歌山バス株式会社

プレスリリース

令和３年度 令和３年度令和３年度



○ 新モビリティサービス事業計画の策定に必要な調査や、当該計画の達成状況等の評価に係る事業への支援

○計画策定のための調査に要する経費
（協議会開催等の事務費、地域のデータ収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、
地域住民への啓発事業、短期間の実証調査のための費用等）

あ

○計画の達成状況等の評価に要する経費
（効果検証のための調査や満足度調査等のフォローアップ調査費、協議会開催、ワークショップ開催等に要する事務費）

新モビリティサービス事業計画策定支援事業

概要

補助対象事業者

○ 新モビリティサービス事業を実施しようとする者（新モビリティサービス事業者）

補助対象経費

補助率

○最大１／２



【事例】 新モビリティサービス事業計画策定支援事業①

浜通り新モビリティ協議会
（福島県 大熊町）

■特徴■

・原子力災害による被災交通空白地の解消や帰還町民の
移動利便の増進に向けて、AIオンデマンド交通の導入実
証実験を経て、事業計画を策定する。

■詳細■

【支援対象】 協議会開催費用・啓蒙活動費用・

実証実験に係る費用、アンケート調査

および分析費用、等

【計画策定時期】 令和５年度中（予定）

足柄広域新モビリティサービス推進協議会
（神奈川県 松田町）

■特徴■

・当該地域における生活交通環境へ新たなモビリティサービ
スを導入し、公共交通網の維持・充実とシームレス化の推進
によるまちづくりを実現するため事業計画を策定する。

■詳細■

【支援対象】 協議会開催費用・アンケート調査および分析費用・

新モビリティサービス事業内容の方針検討、等

【計画策定時期】 令和５年度中（予定）

出典：Instagram（ アカウント名：
大熊町×MaaS）

住民アンケート調査票
出典：松田町ホームページ

令和３年度 令和３年度



【事例】 新モビリティサービス事業計画策定支援事業②

一般財団法人 塩尻市振興公社
（長野県 塩尻市）

■特徴■

・市街地と農山村集落の共存・連携を目的とした自家用車
依存の解消および公共交通の高度化を目的とする事業計
画を策定する。

・配車アプリ等によるタクシーやオンデマンドバスの導入を
検討する。

■詳細■

【支援対象】 協議会開催費用・ アンケート調査・

データ利活用効果検証、等

【計画策定時期】 調整中

一般社団法人 田原本まちづくり観光振興機構
（奈良県 田原本町）

■特徴■

・町内路線バスの全廃を受け、自家用車依存が加速。さら
に駅周辺は狭い通りが多く、交通量の多い時間帯におけ
る交通事故の危険性が高いため、超小型EVを活用した
カーシェアリング事業を含めた事業計画を策定する。

■詳細■

【支援対象】 協議会開催費用・地域の現況調査・

アンケート調査、等

【計画策定時期】 令和５年度中（予定）

出典：塩尻市HP「AI活用型オンデマンドバス「のるーと塩尻」
の運行について」 (shiojiri.lg.jp) （2022/08時点）

地域の現況調査
出典：令和3年度完了実績報告書

令和３年度 令和３年度

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/33/11587.html
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/33/11587.html

