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掲載事例一覧

【東北地方】
（岩手・平泉町） 平泉町
（宮城・美里町） 美里町
（いわき市） 福島県警察本部

【関東地方】
（つくば市） 茨城県つくば市
（さいたま市）
さいたま市小型電動モビリティ利活用推進協議会

（横浜市） 横浜市・日産自動車㈱
（藤沢市） コボット㈱
（厚木市） 厚木市

【北陸信越地方】
（石川・加賀市） かがEV推進協議会
（長野市） 長野トヨタ自動車㈱

【中部地方】
（福井県） 福井県
（福井・坂井市）
坂井市三国超小型モビリティ推進協議会

（福井・高浜町） 高浜町
（豊田市）
豊田市低炭素社会システム実証推進協議会

（愛知・安城市） 安城市創蓄省エネルギー・
プロジェクト推進協議会

（三重・伊勢市） 電気自動車等を活用した
伊勢市低炭素社会創造協議会

【近畿地方】
（京都・南丹市）
南丹市美山観光まちづくり協会

（神戸市） 六甲産業㈱
（奈良・明日香村）
飛鳥情報交通協議会

【中国地方】
（鳥取市）
鹿野町超小型モビリティ導入推進協議会

（鳥取・米子市）
よなご超小型モビリティ導入推進協議会

（鳥取・智頭町）
智頭町超小型モビリティ導入促進協議会

（島根・海士町） (一社)海士町観光協会
（広島市） 広島市
（広島・大崎上島町） 大崎上島町

【九州地方】
（北九州市）
北九州市超小型モビリティ導入促進協議会

（福岡市）
福岡市超小型モビリティ推進協議会

（福岡・宗像市） 宗像市
（福岡・糸島市）
超小型モビリティ等観光推進協議会

（佐賀・唐津市）
唐津市超小型モビリティ導入促進協議会

（佐賀・大町町） 大町買い物サービス協議会
（長崎・五島市）
五島市EV･ITS実配備促進協議会

（熊本県）
熊本県小型電動モビリティ
導入促進協議会

（大分・姫島村） 姫島エコ
ツーリズム推進協議会

（鹿児島・薩摩川内市）
薩摩川内市

【四国地方】
（徳島・三好市） 三好市
（高松市） 高松市
（香川・土庄町） ソフトバンクモバイル㈱
（香川・小豆島町） 小豆島町
（愛媛・上島町） 上島町

【沖縄地方】
（那覇市） ゆいも推進協議会
（宮古島市） 宮古島市小型電動モビリティ等の
活用に係る社会実験プロジェクト推進協議会

【全国各地】
㈱セブン－イレブン・ジャパン

43事例



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

宮城県遠田郡美里町

平成25年度 コムス 2台

宮城県遠田郡美里町

美里町健康福祉センターにおいて、高齢者・新生児宅等への訪問支援活動を行う

際の交通課題（訪問先駐車場の確保や狭隘道路におけるすれ違い等）の解消及び町が推進

するＣＯ２削減に貢献。

福祉訪問業務への活用

業務・公務利用 日常利用 観光利用

新生児・産婦家庭
訪問を行い、子育
て相談、保健指導
等を行う。

高齢者家庭訪問を
行い、介護相談、生
活習慣病予防指導
等を行う。

超小型モビリティ

保健師

訪問支援活動

美里町内の健康福祉センターを中心とした
半径10km程度の行動範囲において活用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

福島県警察本部

平成25年度 コムス 2台

福島県いわき市

福島県いわき中央警察署（いわき市）において、東日本大震災の影響を受けて仮

設住宅での避難生活を強いられている被災者への訪問活動や防犯活動における移動手段と

して活用。

住民訪問業務等への活用

業務・公務利用 日常利用 観光利用

○いわき中央署復興支援課において超モビを使用して、市内の仮設住宅をパトロールしたり、
訪問活動を実施。

○児童に対する交通教室等においても活用。

超小型モビリティの特徴（小回りが効く、歩行者との親和性が高い）を活かした取組



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

平成25年度 コムス 2台

日本全国各地

セブン-イレブンにおいて実施するサービス（店舗購入商品の配達、電話注文され

た商品の配達、お食事配達サービスの提供）に活用。特に買い物が困難と認められる地域に

導入。

商品配送業務への活用

○企業として重視している環境負担の軽減や経営の効率化に資するような車両を導入することにより、
宅配サービスの増加に対応。

○既存の店舗や訪問先に対応できる大きさの車両を導入することにより、宅配サービスの継続的な実施
を図る。

配送用にカスタマイズされた車両

狭い場所でも駐車可能

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

コボット株式会社

平成25年度 コムス 3台

神奈川県藤沢市

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内及びその周辺における、大学を起点とした

無償カーシェア事業を実施。

大学のキャンパスを中心としたカーシェア事業の実施

業務・公務利用 日常利用 観光利用

車両の貸出、返却はシス
テムの利活用により無人
で実施することを前提とし、
事故などの緊急時には別
途、緊急体制を整備して
対応。

主に大学の職員及び
学生を対象として、大
学を起点とした半径約
3kmの範囲内におい
て無償のカーシェア事
業を実施。

11

7

2

2人以上で移動するため

体験してみたい

その他

質問11-2 2人乗りが必要、両方利用したいと答えた方、

その理由 ○学生等の新たな交通手段として活
用され、外出機会を創出することに
貢献

○学生等の外出においては２人乗り
の要望が多かった。



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

豊田市低炭素社会システム実証推進協議会

平成25年度 コムス 100台

愛知県豊田市

豊田市において公共交通と目的地間の“ラストワンマイル”を補完するシェアリン

グサービスを提供。パーソナルな乗り物と公共交通機関を最適に組み合わせ、地域内におけ

るシームレスな移動をサポートし多様な移動手段を提供。

都市交通における公共交通の補完

公共交通の「すき
間」を補完し、移動
ネットワークを提供

○豊田市内主要駅、企業、商業施設などに
おいて合計約50箇所のステーションを設置

○コムス(P・COM) 100台
○会員数 約５０００人

自動車交通分野の環境負荷低減をはかりつつ、
地域内移動の利便性を高めることに成功。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

六甲産業株式会社

平成25年度 New Mobility Concept 5～10台

兵庫県神戸市

六甲山上の牧場や宿泊施設などに導入し、点在する施設や観光エリア間の回遊、

山頂道路のドライブ向けに活用。観光客の利便性と娯楽性を高めつつ、排出ガス及び騒音の

削減を図ることで観光振興及び環境保全を図る。

大都市近接の山頂リゾート低炭素化

利用実績の分析

導入・管理が容易

■ 六甲摩耶山上エリアと外部をつなぐ道路は東西南北各１本ずつ、合計４本のみ。
→ エリア内に限定した運行管理が他所に比して容易。

■ 六甲摩耶山上の大きな集客のある施設を持つ事業者は、主に神戸市と阪神/阪
急グループ。
→ エリア内での意見がまとまりやすく、導入に伴う対応の実施が早い。

■ 男女ともにバランスよく、家族・夫婦層とカップル層の双方にもアプローチできて
おり、年齢層にもばらつきがなく幅広い層の利用となっている。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

広島県豊田郡大崎上島町

平成25年度 New Mobility Concept 5台

広島県豊田郡大崎上島町

観光者向けレンタル事業において活用し、観光客の移動手段を提供（有償）して

島内移動の利便性の向上を図る。

離島における観光の利便性向上

狭い通路が多い島内移動の利便性を向上

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

ソフトバンクモバイル株式会社

平成25年度 New Mobility Concept 6台

香川県土庄町豊島

香川県豊島で平成25年7月に開催された瀬戸内国際芸術祭に合わせて島内での

回遊性向上のため導入。充電環境にソフトバンクモバイルの“ユビ電”を活用して安全・安心に

充電できるインフラを整備。

イベントに合わせた外周約34kmの離島における観光の利便性向上

人口1000人ほどの小さな島にお
いて開催された瀬戸内国際芸術
祭にあわせてレンタルを実施し、
約700名の利用があった。

高い満足度を
得られ、将来的
なリピート層の
ニーズを感じる
ことができた。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

愛媛県越智郡上島町

コムス 3台

愛媛県越智郡上島町

離島４町村が合併した合計７つの有人島と１８の無人島で構成される上島町にお

いて、3箇所の保健センターを拠点として保健師が保健活動を行っている。従来は軽自動車を

用いて訪問活動を行っていたが、狭隘な道路が多数存在していることや駐車スペースが小さ

いことから、公務活動の円滑化のために導入。

福祉訪問業務への活用

軽自動車でも進入が困難な狭い道で
超小型モビリティの特徴が発揮

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

福岡超小型モビリティ推進協議会

コムス 2台

福岡県福岡市

福岡市早良区百道浜において観光客の観光資源及びビジネス客の移動手段とし

て有償カーシェアリングにおいて導入。スマホを介した予約システムや音声観光ガイドなども

導入し、利用者利便性の向上を図った。

開発地区における観光促進

メディア等にも取り上げられた事により、
利用状況が向上した。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

超小型モビリティ等観光活用推進協議会

平成25年度 コボット 2台

福岡県糸島市

福岡県糸島市における観光地（白糸の滝）を回遊する手段として２人乗りの超小

型モビリティを導入。林道を回遊コースとして回遊性を高めつつ、冬場の利用低迷を回避する

ため、冬期においては市街地におけるレンタル事業を行った。

観光スポットにおける新たな移動手段の提供

通常の車両では通
行が困難な林道も、
超小型モビリティを
活用することで観光
資源として活かすこ
とができた。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

福岡県宗像市

平成25年度 コムス 2台、コボット 1台

福岡県宗像市

宗像市大島の島内に点在する観光資源を訪問する観光客の周遊性を向上させる

ため、観光客の島内移動用車両として大島港ターミナル内に超小型モビリティを設置し、レン

タル事業を実施。

離島観光における回遊性の向上

○利用者の多くが島内全域を周遊
○島内滞在時間の延長に寄与

○１人乗り車両（コムス）２台及び２人乗り車両（コボット）１台を
用いて、地元との連携により運営。

○実験開始に際しては、島民への説明会や体験走行会を通じて
周知徹底及び安全確保を図った。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

熊本県小型電動モビリティ導入促進協議会

平成25年度 MC-β 19台

熊本県

熊本県における交通、エネルギー及び環境に関する課題を超小型モビリティの多

様な利用を通じて解決するため、公用車利用、観光地におけるレンタカー利用、事業者等が

活用する事業用車両及び一般市民の普段利用を確認する一般モニター利用を実施。

公用車としての利便性確認、地域住民の移動手段の提供及び観光利用促進

観光地有償レンタカー 事業用車両（訪問介護等）公用車利用

超小型モビリティを県内
に周知し、イメージ造成

超小型モビリティの観光振興に
おける可能性を確認

超小型モビリティの特性（コン
パクト）が事業の性質とマッチ

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

鹿児島県薩摩川内市

平成25年度 コムス 20台

鹿児島県薩摩川内市甑島

高齢化率が40％以上の甑島において、超小型モビリティを地域住民の移動手段

用及び観光客用のレンタカーとして活用し、地域内における市民生活の利便性の向上及び新

たな観光スタイルの確立を図る。

離島における地域住民の移動手段の提供及び観光利用促進

「市民の喜ぶエネルギー面での処方箋」を提示す
ることを目的として次世代エネルギービジョンを
策定し、市内における観光地を巡る手段はエコ
カーを主流とすることを描いている。

超モビの活用は、省エネルギーというだけではなく、コンパクト
な車体を活かして武家屋敷等の観光資源を巡る際に、狭隘な
道路で活躍している。

日常利用 観光利用業務・公務利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

岩手県西磐井郡平泉町

平成25年度 New Mobility Concept 3台

岩手県西磐井郡平泉町

平泉を訪れる観光客の移動手段として、また超小型モビリティそのものを観光資

源として活用し、地域観光の活性化に貢献。また、利用頻度が低い平日においては町民向け

レンタル及び役場職員が公用車として活用。

観光スポットにおける新たな移動手段の提供と公用車としての利用

○過年度においてはラッピングも施し、視覚的なPRも
実施。これにより観光客同士でのコミニュケーション
のきっかけにもなった。

○現在は無料でレンタルを実施している。
（将来的には有料にすることも検討）

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

長野トヨタ自動車株式会社

平成25年度 コムス 5台

長野県長野市

観光客に向けたレンタル事業を実施するとともに、軽井沢町役場等において公用

車として利用することにより、レンタル事業と公用車利用の両立の可能性ついて検証。

公用車利用と観光周遊のためのレンタル事業の両立

レンタル事業

公用車利用

○一般市民を対象とした体験試乗
会や警察署に対する試乗会を
実施し認知度の向上を図った。

○レンタルコムス利用者の利用環
境を向上させるため、コムス専
用のラウンジ等を設置。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

さいたま市小型電動モビリティ利活用推進協議会

平成25年度 MC-β 11台

埼玉県さいたま市

さいたま市内における交通不便地区や駅前における活用、営業用車両としての活

用、公用車として庁内シェアリング等、様々な取組を通じて超小型モビリティの可能性をさぐる

ための取組を実施。

公用車としての利便性確認、地域住民の移動手段の提供及び市の魅力発信事業

実施場所 人数 乗車距離 月平均

本庁舎 202人 4,501㎞ 188㎞

大宮区役所 125人 1,955㎞ 81㎞

計 327人 6,456㎞

公用車としての需要を確認するため、
各庁舎に１台配置し実証を行った。

長期シェアリング（26年4月～28年3月）
実施場所：本庁舎及び大宮区役所

駅前カーシェア・自治会シェアリ
ング事業の実施

観光資源や地元の魅力を市民等に発見
していただく、1日程度の短期貸出を実施。

以下事例

●「超小型モビリティDE市民プール」
コース 大宮、浦和区役所→大和田公園プール
結果 ⇒8組14人、走行距離 216㎞
●「超小型モビリティ×岩槻ねぎ掘り体験」
コース 岩槻区役所→ねぎグルメ→ねぎ掘り体験
費用等 1組2,000円（ねぎ食事券1,000円分等）

結果 ⇒12組23人、走行距離 466㎞

その他、2週間～2ヶ月程度自宅に配置し使用い
ただく市民モニターを実施

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

茨城県つくば市

平成25年度 New Mobility Concept 5台、コムス 5台

茨城県つくば市

超小型モビリティを活用した多様な交通サービスを検証することを目的として、市

内における複数のエリアにおいて防犯パトロール、職員の通勤、公務利用、駅前カーシェアリ

ング、観光ツアー利用等多岐に渡る事業を実施。

公用車としての利便性確認、地域住民の移動手段の提供及び観光利用促進

観光地ツアーにおける活用公用車として利用

市内での防犯パトロールや
公務用車両として利用

超小型モビリティの観光振
興における可能性を確認

駅前カーシェアリング

公募された市民の間で駅前カー
シェアリングを実施し、住民の移
動手段としての可能性を検証

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

横浜市・日産自動車株式会社

平成25年度 New Mobility Concept 50～70台

神奈川県横浜市

横浜都心エリアを中心に、国内初・超小型モビリティによる大規模ワンウェイ型

カーシェアの実証実験を実施。移動手段の多様化による利便性の向上やコミュニティの活性

化、観光エリア間でのアクセス性の向上や超小型モビリティによる集客力アップを目標として

実施。

地域内における公共交通の補完及び観光利用促進
○ オープンスペースなどを活用し、貸出・返却ステーションを整備
○ 観光客や地域住民、就業者に自由度の高い地域内移動手段を提供

○出発地以外のステー
ションでも返却可能な
日本初のワンウェイ
型カーシェア

○ステーションは公有地
や民間駐車場のオー
プンペースなどを活用
して整備

（約60か所、120車枠）

日常利用 観光利用業務・公務利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

電気自動車等を活用した伊勢市低炭素社会創造協議会

平成25年度 コムス 5台

三重県伊勢市

低炭素社会に向けた行動計画「おかげさまAction！～ 住むひとも、来たひとも

～」による、超小型モビリティの地域での利用や観光への活用

歴史と調和した観光地での回遊性向上

狭隘な伊勢の古い街並みを走行する際に超モビを活用。
観光ドライブコースを設定し、モニターツアーやスタンプラリー、レンタルモビリティを実施。

トヨタ車体 コムス NTN超小型モビリティ（同社より無償貸与）

日常利用 観光利用業務・公務利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

福井県

平成25年度 コムス 2台

福井県福井市、越前市

福井市のまちなかにおける移動手段の利便性向上及び超小型モビリティの認知

度向上のため、公務での移動や広報活動に超小型モビリティを活用。また、越前市ではコウノ

トリ飼育時の管理パトロール時の車両として活用。

公務における活用

電気自動車の特性である、ゼロエミッション、静粛性を活かし、コウノトリの見回りに活用。
観察の対象となるコウノトリへの影響を抑えることに貢献。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

坂井市三国超小型モビリティ推進協議会

平成25年度 コムス 4台

福井県坂井市

三国地域において実施しているレンタサイクル事業に超小型モビリティを加えるこ

とで移動範囲の拡大を図り、観光地の魅力及び回遊性を向上させる。また、閑散期において

は稼働率を上げるために観光協会の職員が使用し、認知度の向上に貢献する。

職員による利用及び観光地周遊での活用

○福井県が策定した重点施策
である「電気自動車等の活用
による観光負荷ゼロ」を目指
した観光スタイルの確立と観
光の活性化の実現を目的とし
たもの。

○閑散期の稼働率を上げるた
めに職員による利用も同時で
実施。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

福井県大飯郡高浜町

平成25年度 コムス 1台

福井県大飯郡高浜町

原子力に支えられる町から環境を支える町へ転換することを目的として、まちなか

の回遊性を向上させるために、観光協会やシルバー人材センターなどに対して効果検証を実

施し、その後町内事業者などに無料貸与を行った。町民の目に触れる機会を増やし認知度の

向上に貢献。

業務における活用

○観光協会、酒屋、シルバー人材センター等において車道走
行時の後続車両への影響等について検証を行った。

○庁内における住民等の利用もあわせて実施した。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

香川県小豆郡小豆島町

平成25年度 New Mobility Concept 3台

香川県小豆郡小豆島町

道の駅「小豆島ふるさと村」において観光客向けに有償レンタルを実施し、島内観

光における回遊性の向上を図ることを目的として導入。島内に先行整備されている普通充電

設備なども活用して利用環境を提供。

観光レンタカーとして活用

道の駅を起終点と
してレンタカーを
行うことで、利用
者以外の観光客
の目に触れる機
会を増やした。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

北九州市超小型モビリティ導入促進協議会

平成25年度 New Mobility Concept 4台

福岡県北九州市

明治から昭和初期にかけて反映した港の町並みが残る観光地「門司港レトロ地

区」をメインに観光客の移動手段として超小型モビリティのレンタカー事業を行うことで、観光

客の周遊性の向上及び滞在時間の延長に貢献。また、市のベッドタウンである小倉南区では

青色防犯パトロール事業、買い物支援、小倉北区では青色防犯パトロール事業を実施。

北九州市における超モビの可能性を探る様々な取組の実施

北九州市内に超小型モビリティ導入

①門司港レトロ地区をメインとした「超小型モビリティ」を活用した
観光レンタカー事業

②小倉南区の「超小型モビリティ」を活用した青色防犯パトロー
ル・買い物支援等試行事業、小倉北区の青色防犯パトロール
事業

③「超小型モビリティ」体験イベント等ＰＲ事業

福岡県北九州市

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

宮古島市小型電動モビリティ等の活用に係る社会実験プロジェクト推進協議会

平成25年度 MC-β 5台

沖縄県宮古島市

自然エネルギー（太陽光）を活用して超小型モビリティの電力供給を行うことで、エ

コで安心な地域の移動手段を確保し、地域の多様な課題に対する解決策としての有用性確認

を行った。

離島における地域住民の移動手段の提供及び観光利用促進

台風等の自然災害が多い離島地域において、災害時の非常用
電源として、超小型モビリティの活用も想定。
（下図：避難施設屋内での非常用電源としての利用実験の様子）

「エコアイランド宮古島」の実現
に向け、平時は公用車として使
用しつつ、随時市民等への体験
試乗会を開催し、超小型モビリ
ティに対する市民や観光客への
周知・啓蒙を推進。

観光が主要産業である宮古島
市において、島内のエコ関連施
設を観光施設として活用し、観
光客がこれらを超小型モビリ
ティで巡るなど、「エコアイランド
宮古島」を一層アピールする取
組を実施。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

大町買い物サービス協議会

平成25年度 コムス 1台

佐賀県杵島郡大町町

狭小道や急勾配の坂が多い大町町において、スーパー等が撤退し買物に支障を

きたしている住民に対して、協議会が運営している店舗商品の配達や移動販売に超小型モビ

リティを活用することで、買物弱者（高齢者等）に対する支援を実施。また、観光客や高齢者に

対する超小型モビリティの無償レンタルも実施した。

買い物支援

○大町町はスーパー等が撤退しているため、買い
物等の普段の生活に支障をきたす高齢者が多
かった。

○また、急勾配の坂が多く、高齢者等の買い物弱
者にとって配達や移動販売は非常に重宝され
ているが、狭小道路が多いことから、超小型モ
ビリティのコンパクトな車体を活かした。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

神奈川県厚木市

平成26年度 New Mobility Concept 1台

神奈川県厚木市

昼間は、介護現場で在宅訪問に使用し、夜間は青パトとして防犯パトロール用とし

て導入。路地裏などへのきめ細かなパトロールが可能となり安全安心の向上に貢献。

介護＆防犯パトロール

ブルーラインの
夜間防犯活動の様子

昼間においては
玉川グリーンホームで使用

昼間は介護訪問等で活用し夜間の防犯パトロールにおい
ても超小型モビリティを活用。
事業を通じて充電オペレーションについても検証を行った。

超小型モビリティの活用により、従来の巡回車両で
は通ることができなかった路地裏などにおいてパト
ロールが可能となることや、窓がないことによって防
犯活動中の声掛けが容易になること等によって、効
果的な防犯活動を実施し、地域の安全性を高めるこ
とができる。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

広島県広島市

平成26年度 New Mobility Concept 3～5台

広島県広島市

広大かつ高低差の大きい広島市郊外の開発エリア「西風新都」において、住民を

対象に集会所や公民館で超小型モビリティを貸し出し、子育て層による子供の送迎、高齢者

の外出、地域活動に活用。

幅広い年代層による日常利用

伴東集会所

沼田公民館

大塚公民館

平成27年度における駐車スポット

若葉台、伴東地区、下城ハイツは平成26年度における実証地区

■ バス路線がなく、高齢者の移動手段の充実
が課題（下城ハイツ）

■子育て世代のマイカー移動の代替手段の拡
充が課題（若葉台）

■ 急勾配で狭隘な道路が密に存在（伴東地区）

実験地区の特徴

子育て層への送迎等における活用、高齢
者の外出機会の創出などを目的

幅広い年代に応じた利用がなされ、超小
型モビリティの有効性が検証された。

軌道系交通機関の駅前にも専用駐車場を
確保し、地域内移動に加え公共交通への乗
り継ぎ利用も喚起し利便性向上を図った。

平成26年度の実証実験から買物等に

おける個人利用の頻度が高かったことを
踏まえ、地域内における個人利用を継続。

さらに、社会福祉協議会や町内会連合
会の会員等をモニターとして地域活動で
の活用の期待が高い防犯パトロールや
子どもの見守り、高齢者の在宅訪問等で
車両を共同利用し事業採算性を検証。

平成26年度

平成27年度

業務・公務利用 日常利用 観光利用

なお、共同利用にあたっては、
ＩＣＴ技術を活用したシステム
（インターネット予約、ＩＣ認証に
よる鍵の貸し出し）を使って車
両の利用調整等の地域の負担
の軽減を図った。



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

智頭町超小型モビリティ導入促進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 2台

鳥取県智頭町

町内の約90％を森林が占め、観光地が点在する町において、超小型モビリティを

活用して自然環境を保持しつつ観光客の周遊性の向上を図る。同時に、地元住民に対しても

カーシェアリングサービスを提供。

職員による利用と観光客の「森カフェ」めぐり

○ガソリンスタンドにおいて観光向け有償レン
タカーを実施。

○稼働率が下がる平日では観光協会等が業
務用としても活用。

町内に点在する喫茶店を「森カフェ」と位置づけ、
森カフェをめぐるスタンプラリーを開催。

観光客（運転者）の
負担を減らし、かつ、
観光時間を確保す
るために運転講習
に関する動画を事
前に配信。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

鹿野町超小型モビリティ導入推進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 2台

鳥取県鹿野町

鹿野城の城下町として発展し、道幅の狭い町に点在する観光資源を結ぶ手段とし

て超小型モビリティを活用することで、田園風景や趣ある町並みとの調和を図りつつ観光客の

周遊性を向上。同時に、地域住民に対してもカーシェアリングサービスを提供する。

職員の利用と観光客による城下町めぐり

○軽自動車でもすれ違いが困難な
城下町の温泉街回遊手段として、
宿泊客を対象にしたレンタル事業
を実施。

○稼働率が下がる平日などは車両
管理を担う旅館スタッフが業務に
おいて活用。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

よなご超小型モビリティ導入推進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 2台

鳥取県米子市

米子駅前を拠点として、電気自動車を用いたカーシェアリング事業の一環として超

小型モビリティを活用し、利用者の目的に応じた多様な交通サービスを提供する。

カーシェアサービスによる日常利用

鳥取発次世代社会モデル創造特区で目指す「e-モビ

リティ交通サービス」の実現に向け、新たな交通サー
ビス創出の足掛かりとなる超小型モビリティ導入実証
事業を実施することを目的に実施。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

一般社団法人海士町観光協会

平成26年度 New Mobility Concept 2台

島根県海士町

外周約50km程度の島を「島まるごと」低炭素化する取り組みの一環として、海士

町役場及び観光協会の公用車として利用し、環境への取組の周知啓蒙及び観光振興に貢献

する。

公用車としての利用と観光回遊性向上

○ 町役場の公用車及び観光客向けに各
１台導入。

○ 町役場及び菱浦港に太陽光発電に

よって得られた電力を用いた充電設備
を設置。

○ 島内における狭い道路でのメリットや

環境への取組を周知するツールとして
活用。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

飛鳥情報交通協議会

平成26年度 New Mobility Concept 17台

奈良県明日香村

史跡が点在する明日香村・橿原市・高取町の3市町村が連携し、市町村を跨いだ

運行地域を設定することで、史跡を巡る観光客の周遊性を向上。また、超小型モビリティには

タブレットを搭載して道案内や観光ナビを行うことで、幅広い年代の利用に寄与。

複数市町村を跨いだ観光周遊

○ 3市町村が連携し、「橿原・高

市広域市町村圏」を形成して協
議会を設けることで、3市町村
にまたがる運行範囲を設定。

○ 地域の観光ルート等を案内す

る専用のナビゲーションアプリ
を搭載したタブレット端末を標
準装備し、同時に運行範囲の
管理を実施。

3市町村にまたがる運行範囲

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

高松市街地モビリティ推進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 3台

香川県高松市

市の中心部に位置する病院の医師や看護師等が訪問治療等を行うための移動

手段として超小型モビリティを活用することで、都市の環境負荷を低減するとともに、狭隘な道

路の通行や駐車スペースの確保が容易になり、在宅医療サービスも向上。

在宅医療での活用

○健康福祉センター周囲の道路が狭隘であるため、
小回りがきく車両を活用することで利便性が向上。

○地域の住民への認知度向上に貢献。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

五島市EV・ITS実配備促進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 3台

長崎県五島市久賀島

狭隘かつ公共交通機関の乏しい島内における住民の移動手段として、また世界

文化遺産候補の「教会群とキリスト教関連遺産」の１つ「旧五輪教会堂」に来訪する観光客の

移動手段として超小型モビリティを活用することで、島内の周遊性を向上。

生活交通手段（兼）観光用レンタカー

島内の風力発電施設

洋上風力発電施設久賀島（五島市）における超小型モビリティの導入

○久賀島内の生活交通手段として超小型モビ
リティを貸し出し、島内地域における生活向
上手段として活用。

○観光用レンタカーとし
て活用し、観光地にお
ける回遊性の向上を
図る。

日常利用 観光利用業務・公務利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

姫島エコツーリズム推進協議会

平成26年度 New Mobility Concept 7台

大分県姫島村

公共交通機関のない島内における観光客の移動手段として超小型モビリティを活

用することで、島に来訪する観光客が自家用車をフェリーで運搬する負担を除去し、島の豊か

な自然を維持存続させつつ、島内の周遊性を向上。

島の「エコツーリズム」の推進

青空コンセント
株式会社T-プランが開発
した、太陽光発電を用い
た充電ステーションを設置。
商 用 電 力 を 使 用 せ ず
100％自然エネルギーを
用いた充電が可能。

姫島ジオパーク

日本ジオパークネットワークにより2013年
９月に認定。貴重な地質標本や渡り蝶など
の自然、祭りなど固有の文化が観光資源
となっている。

クーポンプラン
超小型モビリティを単にレンタルするのではなく、
利用者にクーポン券を付与することで、利用者の
満足度を増やし、かつ顧客単価を上げる。

Ｔ-プラン 協賛店舗

利用者

売上から支払い

広告掲載料

レンタル料

クーポン券 サービス

クーポン券

超小型モビリティにより
ゼロ・エミッションの観光
周遊が可能。島の自然を
維持しつつ、島内の二次
交通を確保することで

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

安城市創蓄省エネルギー・プロジェクト推進協議会

平成26年度 ノイエス 1台

愛知県安城市

地域の住民や商工事業者を対象に、ＪＲ安城駅を中心とした市街地において超小

型モビリティを用いたワンウェイカーシェアリングを実施することで、市内における市民の回遊

性の向上と商工事業者のコスト削減に貢献。

中規模都市における日常利用 ベンチャー企業の参入

駐車スペースエリア想定される走行エリア

ノイエス製「プリーブ」

安城市における事業のため株式会社ノイエス
により製作・導入された車両。安城市役所職員
や商工会議所職員など限られたメンバーによる
利用であったが、利用者からはデザインで高評
価を得た。公道を走行中に動作停止するトラブ
ルが発生し、安全性には改善の余地を残したも
のの、ベンチャー企業が超小型モビリティ市場に
参入する先駆けとなった。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

かがＥＶ推進協議会

平成27年度 New Mobility Concept 5台

石川県加賀市

片山津温泉、山代温泉、山中温泉の旅館やホテルのフロントで超小型モビリティ

のレンタルを可能とすることで、レンタカー専業者やガソリンスタンドのなかった温泉街におけ

る旅行客の移動手段を確保し、温泉街や周辺の観光施設における観光客の周遊性を向上。

観光地における周遊性の向上

市内にある温泉地は5～10Km感覚で点在しており、
二次交通が不足する当該地域での利用に最適。 超小型モビリティで

回遊できる範囲にお
いて観光消費がなさ
れることから、地域
観光活性化に寄与

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

唐津市超小型モビリティ導入促進協議会

平成27年度 New Mobility Concept 2台

佐賀県唐津市

平日は事業者や一般市民を対象に、休祝日は観光客を対象に超小型モビリティ

のカーシェアリング事業を行うことで、車両の稼働率を向上させつつ街なかの周遊性や日常生

活での利便性の向上に貢献。

複数業種でのカーシェア及び観光地における移動手段

時間帯 事 業 者 一般・観光

朝 新聞配達など
・買い物、通院、
・観光拠点間の移動
・各種イベント

日中
福祉関係や
環境保全に係る巡回

夕方 防犯パトロール

複数業種でのシェアリングを行い稼働時間の伸長を図りつつ、
普通乗用車での通行が不便な観光地域での異動をスムーズ
にするための手段として導入。

業務・公務利用 観光利用日常利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

徳島県三好市

平成27年度 New Mobility Concept 1台

徳島県三好市

観光地が山間部に点在する大歩危・祖谷地域において、観光地間の移動、ＪＲ主

要駅や道の駅等から観光地への移動に超小型モビリティを活用することで、狭隘な道路の通

行が容易となり、観光客の周遊性が向上。

急峻で狭隘な観光エリアでの周遊
超小型モビリティ 利用エリア

地域課題

・ 大歩危や祖谷等の観光地が山間部（狭隘で急峻な道路
を経由）に点在し、道の駅、鉄道の駅から観光地までの
公共交通機関が脆弱。

・ 山深い自然豊かな観光地へ、環境負荷の高い自家用車
で入ることへの懸念。

超小型モビリ
ティを活用しアクセ
スの向上を図る。

業務・公務利用 日常利用 観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

ゆいも推進協議会

平成29年度 New Mobility Concept 16台

沖縄県内

CO2排出の削減と超小型モビリティの認知度向上のため、ゆいも推進協議会の会

員企業2者（沖縄銀行、琉球日産自動車）が、業務用車両として複数店舗において導入すると

ともに、琉球日産自動車グループが保有するホテルで宿泊者等に貸出。

業務利用による超小型モビリティの露出・認知度の向上

業務・公務利用 日常利用

○ 使用頻度の高い業務利用シーンに、
超小型モビリティ「ゆいも」を導入する
ことでPRに貢献。街行く人々から注目
を集めている。

○ 沖縄銀行では、店舗間の移動や、顧
客訪問の際に超小型モビリティを活用。

○ 琉球日産自動車では、部品配送の
際に超小型モビリティを使用している。

○ 与那国島のホテルにおいて、貸出し
することで、観光客の周遊利便性等が
向上。

観光利用



導入地域

導入年度

類 型

導入車両

概 要

南丹市美山観光まちづくり協会

平成29年度 New Mobility Concept 2台

京都府南丹市

美山エリアの「京都丹波高原国定公園ビジターセンター」を拠点に、二酸化炭素や

大気汚染物質を排出しない超小型モビリティを導入することで、環境負荷を低減するとともに、

地域の周遊性を向上。

美山エリアの環境負荷低減・周遊性向上

業務・公務利用 観光利用日常利用

○ 美山エリアにおける公共交通機関の運行
本数は少なく、自家用車以外の移動手段
が脆弱であることが課題。

○ 環境負荷の小さい超小型モビリティを「道
の駅美山ふれあい広場」に配置。あわせて
電動アシスト自転車も導入。

○ CO2排出を削減し、美山から「環境にやさ
しい国定公園」を発信。

貸出し拠点の道の駅には、平成30
年3月に森の京都の案内所（国定
公園ビジターセンター）が開所


