
 

 

シェアリング 

 電動キックボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シェアリング 

 超小型EV 

  自動走行カート 

実施場所 播磨科学公園都市内 （兵庫県たつの市、上郡町、佐用町） 
 

２ 

 播磨科学公園都市では中心部に交通結節点を整備しており、そこを拠点とした都市内移動手段の充実を検討して
います。自動運転車など次世代モビリティの移動サービス導入に取り組み、地域住民や都市来訪者の利便性の向上
を図っていきます。 

 
：ｼｪｱﾘﾝｸﾞ超小型 EV ﾎﾟｰﾄ箇所 
 
：ｼｪｱﾘﾝｸﾞ電動ｷｯｸﾎﾞｰﾄﾞﾎﾟｰﾄ箇所 
 
：自動走行カート運行ルート 

次世代モビリティを活用した 
西播磨 MaaS 実証実験 
（西播磨 MaaS 実装プロジェクト） 

 

３ 

 

１ 



シェアリング超小型 EV 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
１人乗りの超小型EV５台によるシェアリング 

サービスを実施します。 
都市内を移動される際にご利用ください。 

期  間：1月18日(月)～31日(日) 
利用時間：9:00～18:00（1予約あたり2時間まで） 
利 用 エ リ ア：播磨科学公園都市内 
利 用 料：無料 
車  両： (株)パドック「e-mo（イーモ）」 
      トヨタ車体(株)「coms（コムス）」 
利用方法：原則西播磨MaaSによるWeb予約 
貸出返却：下記３箇所で可能です。 

貸出と返却は違う場所でも可能です。 
○芝生広場 
○理化学研究所正門 
○兵庫県立大学播磨理学キャンパス内 

備  考：ご利用には普通自動車免許が必要です。５台の内１台を用いて
シェアリングポートでのワイヤレス充電の実証を行います。 

＜試乗会＞ 
23 日(土)、24 日(日)は光都プラザにて試乗会を実施しており、そちらで

も乗車体験が可能です。（受付時間は10:00～16:30、利用料は無料） 
 

光都てくてくマーケット 
━━━━━━━━━━━━━━ 

毎月１度芝生広場周辺でマーケットが
行われます。 

無農薬野菜の販売、食べ物、ハンドメ
イド雑貨、体験イベント等を行います。 
日 時：１月23日(土)10：00～15：00 
場 所：光都プラザ(オプトピア前) 
備 考：都合により中止の可能性もあり

ます。 HPをご確認ください。 
＜兵庫県光都てくてくマーケットHP＞ 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kc12/harima/ 
tekutekumarket.html 
 (３月までの予定) 
 ○１月23日(土) 

○２月  ６日(土) 
○３月  ６日(土) 

※通常毎月第1土曜日に開催します。 
 

 シェアリング電動キックボード 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
運転の手軽さや場所を取らないサイズ感からラストマイル走行のモビ

リティとして、世界的に注目されている電動キックボードによるシェア
リングサービスの実証を理化学研究所（SPring-8/SACLA）サイト内で行
います。（サイト関係者限定） 

理化学研究所（SPring-8/SACLA）サイト内に立ち入れる方以外の方は
23日(土)、24日(日)に次世代モビリティ試乗会にて試乗が可能です。 

 
＜試乗会＞ 

開催期間：1月23日(土)、24日(日) 
体験場所：光都プラザ南側駐車場(受付はS棟１階) 
受付時間：10:00～16:30 
利 用 料：無料 
 

＜理化学研究所（SPring-8/SACLA）サイト内＞ 
期  間：１月18日(月)～22日(金)、 

１月25日(月)～29日(金) 
実施場所：理化学研究所(SPring-8/SACLA)サイト内 
実施時間：9:00～17:00 
利 用 料：無料 
貸出返却：下記４箇所に設置します。 

○理化学研究所正門 
○中央管理棟とSPring-8の間 
○SACLA入口前 
○理化学研究所食堂前 

 

  

  

次世代モビリティの活用検討 
━━━━━━━━━━━━━━ 
次世代モビリティの活用検討に向け

て、試乗会や先進的に取り組まれている
「超小型ＥＶを活用した高齢者支援事
業」の紹介を実施します。 
期  間：１月23日(土)、24日(日) 

＜実施内容（予定）＞ 
○次世代モビリティ試乗会 

・超小型EV 
・電動キックボード 
・パーソナルモビリティ 

○超小型ＥＶを活用した高齢者支援事
業の紹介 

※試乗会の受付は光都プラザ S 棟１
階、事業の紹介は N 棟１階で行いま
す。(当日現地で受付) 

※今後、兵庫県 HP 上で最新の情報を
更新します。 

e-mo（イーモ） 

coms（コムス） 

２ 

電動キックボード 

【雨天中止】 

１ 

ドローンイベント 
━━━━━━━━━━━━━━ 

日 時：2月14日(日)に延期 
場 所：光都プラザ２Ｆ会議室 

＜実施内容＞ 
小中学生を対象としたドローン体験会

(エアー・フットサル)を開催します。な
お、コロナの情勢により中止の可能性も
あります。 
 

昨年度試乗会 



自動走行カート 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
自動運転システムを搭載した公道走行可能な電動カートが、芝生

広場を出発し、住宅地内をドライバー同乗により周回します。 
路線バスに接続するダイヤで運行しますので、路線バスでの移動

の際や、買い物時等でご利用ください。 
期  間：1月18日(月)～24日(日) 
運行時間：9:00～17:00（概ね30分に1本） 
利 用 料：無料 
乗車人数： 2名 
利用方法：原則西播磨MaaSによるWeb予約 

（現地受付も事前予約がない場合は対応可） 
運行ルート：下図参照（乗降箇所は9箇所） 

備  考：『①光都プラザ』にてワイヤレス充電の実証も行います｡ 

出発式 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
日  時：1月18日(月)13:30~14:30 
場  所：播磨科学公園都市 芝生広場 
 

＜プログラム＞ 
(１) 開会 
(２) 式典主催者挨拶 
(３) 実証実験実施団体代表挨拶 
(４) 来賓祝辞 
(５) 祝電紹介 
(６) 出席者紹介 
(７) 実証実験内容説明 
(８) テープカット 
(９) 試走車出発 

○超小型EVによる試乗 
芝生広場から住宅地外周 

○自動運転遠隔監視所見学 
光都プラザ１階 

中止 

 

 

 

 

 

 

  

西播磨 MaaS 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回実施する①～③のサービスと路線バスを一括で検索でき、①～③のサービスを予約できるシステムを構築します。 
下記 URL(QR コード)からユーザー登録していただいた後にご利用が可能です。なお、免許確認が必要なサービスは、初
回利用時にシェアリング超小型 EV は貸出返却箇所の『芝生広場』で、シェアリング電動キックボードは貸出返却箇所の
『理化学研究所正門』で免許確認と各種車両の操作説明の受講が必要です。 

＜利用できる移動サービス＞ 
 種別 運行エリア 

今回実施する交通ｻー ﾋ゙ ｽ ① ｼｪｱﾘﾝｸ゙ 超小型EV 播磨科学公園都市内 
② ｼｪｱﾘﾝｸ゙ 電動ｷｯｸﾎ゙ ﾄー゙  理化学研究所(SPring-8/SACLA)サイト内 

(サイト関係者限定) 
③ 自動走行ｶー ﾄ 芝生広場～住宅地 

既存の交通ｻー ﾋ゙ ｽ 路線バス JR周辺駅～播磨科学公園都市 
 
＜西播磨MaaSのURL(スマホで予約可)＞ 

https://nishiharima.mobility-blend.com 右記QRコードからも西播磨MaaSに接続することが可能です。 

３ 

会場箇所図 

ヤマハ製電動カート 
（自動走行機能搭載） 



＜実証実験情報QRコード＞ 

 

○開催日時 
 令和３年１月24日(日) 午後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、兵庫県HP 上で最新の情報を更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催趣旨 
 我が国においては、既に本格的な人口減少社会を迎えています。加えて、地域毎の人口構造のいびつさ、人口の
偏在が際立っており、首都圏をはじめとする都市部への一極集中が国土の脆弱性を一層深刻化させています。ま
た、新型コロナウィルス感染症の蔓延は、都市部での「密」の危険性に対する警鐘を鳴らしており、働き方改革、
生活様式の変化を求める声も日増しに高まっています。これらの時代からの要請は、ここ数年叫ばれ続けている地
域創生を現実化させ、コロナ禍に起因する地方回帰の潮流を加速させるものと考えています。 
 一方、地域創生、地方回帰を実現していくには、ドライバー不足、運行事業者の経営環境の悪化に悩まされてい
る地域における移動手段の構築が不可欠です。さらに、移動手段を構築する際には、我が国が世界に発信した 2050
年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボン・ニュートラル」の国際公約にも配慮する必要があります｡ 

100年に１度の交通革命と呼ばれ、MaaS（Mobility as a Service）が世界的に進められており、「科学の街 播磨科
学公園都市」においては、これら課題を克服し、持続可能な移動手段である西播磨 MaaS の構築に向け、IT 技術を
駆使した最先端の取り組みを進めています。 

今回のシンポジウムは、これら時代潮流に即し、科学の街である播磨科学公園都市にふさわしい 10 年後のスマー
トサービス社会を考える契機とするものです。 
 

○開催場所 
 光都プラザ(オプトピアシアター)からWeb中継 

 （１）基調講演（仮題） 
○シンポジウムの開催内容（予定） 

実証実験詳細情報 兵庫県HP「次世代モビリティを活用した西播磨MaaS 実証実験」 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kc12/nishiharimamaas.html 
最新情報や当日の運行状況はこちらから 

神姫バス（株）、名古屋大学、（株）社会システム総合研究所、（株）ウエスト神姫、 
（株）丸尾計画事務所、たつの市、上郡町、佐用町、兵庫県（企業庁、西播磨県民局）、 
国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所※、兵庫県立大学※、（株）KDDI 総合研究所、関西電力（株）
（株） 

スマートシティフォーラム(昨年度開催) 

実証実験の 
実施体制 

※実施場所の提供 

兵庫県企業庁地域整備振興課  TEL 078-362-3698 

 講演名 「ポストコロナ社会とMaaS・スマートモビリティ」 
 

 （２）パネルディスカッション 
 テーマ 「10年後のスマートモビリティサービス社会を考える」 
 

お問い合わせ先 

「シンポジウム ～10 年後のスマートサービス社会を考える～」 

  

新型コロナウイルス感染症への対応について 
 
ご来場の皆様が安心してご参加いただくため、以下の対策にご理解とご協力お願いします。 
○必ずマスク等を着用し、咳エチケットの徹底にご協力ください。 
○消毒液を設置しますので、手指消毒にご協力ください。こまめな手洗いや、うがい等の予防もお願いします。 
○出発式、実証実験、試乗会において、非接触型体温計にて検温を行います。37.5 度以上の発熱が確認された場合は

入場や、試乗をお断りさせていただきます。 
○発熱がある場合や、咳などの倦怠感を有する等、体調がすぐれない場合はご来場をご遠慮ください。 
○ご来場の際に必ず【兵庫県新型コロナ追跡システム】のご登録（メールまたはLINE）をお願いします。 
 イベント当日、QR コードを会場に掲示・配布しますので、参加時に登録してください。 
 新型コロナ追跡システムの利用方法等は掲示資料や別チラシをご確認ください。 
○追跡システムの利用が困難な場合は、会場受付で来場者カードへのご記入（氏名、連絡先等）をお願いします。 
○当日はスタッフの案内等にご協力ください。万が一ご協力いただけない場合は、試乗等をお断りさせていただく場

合があります。 
 


