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（主な運行エリア）



概要説明
（松江市の概要）

人口 202,906人
(2018年12月時点)

面積 572.99k㎡

主な特産物 宍道湖のシジミ・宍道湖七珍
・和菓子・大根島の牡丹,薬用人参

（法吉地域の概要）

人口 12,588人
(2018年12月時点)

主な地域 法吉町・比津が丘・うぐいす台団地



概要説明
（リンク集）

本日の資料
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ http://mizuumi.jp/topics/584

みずうみＨＰ http://mizuumi.jp/

地域30まつえ https://www.chiiki30.jp/

※本日の発表の詳細については、みずうみＨＰをご覧下さい。



概要説明



概要説明

4人乗り車輌
9月2日～運行

7人乗り車輌
9月15日～運行



概要説明

運転者・オペレーター名簿 合計５０名の方のご登録

人員体制 オペレーター１名・運転手１名

午前 ９時～１２時半の運行

午後 １３時半～１７時の運行



運行紹介 【循環型】

【簡易ルート】
運行期間：9月2日～9月13日
運行内容：試用期間として、

簡易なルートを走行する。

写真

【うぐいす台団地】
運行期間：9月19日～9月29日
運行内容：1時間ごとの運行。

4つの停留所を巡回する。



運行紹介 【循環型】

【法吉団地】
運行期間：10月1日～10月13日
運行内容：1時間ごとの運行。

3つの停留所を巡回する。

【比津が丘団地】
運行期間：10月15日～11月2日
運行内容：1時間ごとの運行。

5つの停留所を巡回する。

写真



２．簡易ルート松江城イベント
9月15日～17日
観光スポット間の運行



２．簡易ルートいきいき祭り
10月6日

駐車場から会場までの送迎



持田公民館
10月28日

他の地域にて、出張走行



あさひ乃収穫祭
11月10日

駐車場から会場までの送迎



いずも産業未来博
11月3日

電動カートの体験試乗



淞北台実証実験
11月24日、25日

高台団地での実証実験



２．簡易ルート運行紹介 【デマンド型】 11月5日～12月16日

利用者番号・氏名・予約日時
・送迎場所を伝える

※登録は、電話・郵送・基地局記入のいずれでも可





２．簡易ルート運行上の工夫

Ａ マニュアル・運用シートの作成

Ｂ 物品、機器の購入・設置

Ｃ 広報・宣伝・アンケート

Ｄ 講習・コミュニケーション

…オペレーター作業システムの開発や、手順書作成

…IoT機器や、車内装備の追加設置

…ホームページ、アンケートの分析等

…スマートスピーカー・運転者講習、各種おもてなし



２．簡易ルート運行上の工夫 【Ａ-マニュアル・運用シートの作成】

デマンド予約記録（Excel）

即時の電話対応が必要なので、利用者名簿一覧データの検索を
素早く行えるようにした。
また、過去データを集計し、利用回数の把握と分析に活用。

走行日誌・オペレーター日誌（Google スプレッドシート）

どこででも確認できるように、データをクラウド化。
また、集計行を追加し、日別・曜日別に利用回数を把握。



…住所にGoogle Mapの

ハイパーリンクが貼られる

…表の登録番号に利用者No.を
入力し、ボタンを押せば、住所などの

データが自動入力される

…ご利用者名を検索し、
利用者No.を把握

…過去データに、今日のデータが

集計される



２．簡易ルート



スマートスピーカー

GPSロガー

ネットワークカメラ

ルーター

運行上の工夫 【Ｂ－物品、機器の購入・設置】

ポータブル
バッテリー

車内ネットワーク環境の整備

ネットワーク機器が使用可能に



【7人乗り】『セブン』【基地局】『ベース』

【4人乗り】『よん』【ご利用者宅】

タブレット

スマート
スピーカー

スマート
スピーカー

Call機
能

Call機能

Alexa アプリ

スマート
スピーカー



６．ＩoＴ環境の構築について（位置情報共有システム 概要）

URLを知っていれば、
だれでもアクセス可。

車両の位置情報の把握







バス

免許

カート

路線の減便・廃止

返納後の移動手段

身近な乗り物としての期待

利用者の声 【事前アンケート・テレビ放送】

※詳細のアンケート結果については、お手元の事前アンケート・
松江城アンケート・循環型,まとめアンケートをご覧下さい。



利用人数 【全体概要】
結果報告・総括

運行ルート名 延べ利用人数

循環ルート 423人

デマンド走行 274人

イベント走行 1,861人

総計 2,558人

（12/16時点）



結果報告・総括
利用人数 【運行ルート別】
運行ルート名 延べ利用人数
簡易ルート 96人
松江城イベント 489人
うぐいす台団地 59人

法吉団地 26人

いきいき祭り 216人

比津が丘団地 174人

運行ルート名 延べ利用人数
持田公民館 61人

出雲ドーム 600人

デマンド 274人
あさひ乃収穫祭 495人

淞北台団地 68人

（12/16時点）



結果報告・総括
利用人数 【日割】
運行ルート名 延べ利用人数
簡易ルート 8.7人
松江城イベント 163.0人
うぐいす台団地 6.6人

法吉団地 2.9人

いきいき祭り 216.0人

比津が丘団地 10.2人

運行ルート名 延べ利用人数
持田公民館 61.0人

出雲ドーム 600.0人

デマンド 8.8人
あさひ乃収穫祭 495人

淞北台団地 34.0人

（12/16時点）



結果報告・総括
利用人数 【曜日別】

曜日 延べ利用人数
月曜日 9.1人
火曜日 6.2人
水曜日 5.3人
木曜日 14.3人
金曜日 7.7人
土曜日 5.0人

スーパーの
特売日

（12/16時点）



結果報告・総括
利用人数 【ＡＭ/ＰＭ】

時間帯 延べ利用人数

ＡＭ 351人

ＰＭ 281人

ＡＭ日割 5.32人

ＰＭ日割 4.26人

AMの比率
55.5％

（12/16時点）



結果報告・総括
利用登録者数 【居住地別】

居住地 利用登録者数
比津が丘 65 人

法吉団地・法吉町 31人
うぐいす台 13 人
淞北台 17人
はなうみ苑 14 人
その他 87 人

全体は、
227人

（12/16時点）



アンケート抜粋
結果報告・総括

雨の日には助かる

年寄りにとっては、あった
方が非常に便利です。

珍しいものもあってか、
なんだか楽しい。

何度も乗車させていただ
き、ありがたい。

音楽や話をしてくれたり、
気遣いがとてもよかった。

最高。
静かでよい。



○ 新たな取組みを整理して考える

①運行する人・乗車する人、それぞれが、快適に、明るく、楽しい
空間を共有できるよう、既存のグリーン・スロー・モビリティに、
CCT(IoT機器等)を搭載した車両のこと。

※CCTとは、コミュニケーション＆ケア＆テクノロジーのこと。

②リ・ホープとは、そこに住む人達が、地域社会において、再び
希望をもって、生活できることを願い名付けました。

★Re×hope(リ・ホープ)



○ 新たな取組みを整理して考える

…Re×hopeの運行に関わる全ての業務において、障がい者自らが
創意工夫を重ね、夢や希望のある雇用の場（ネクストステージ）
を創造し、推進する職員のこと。

★Re×hopeネクストステージ推進員



○ 今後のあり方を整理して考える

〇官民連携・みんなで地域づくり推進チーム

〇エコ×ユニバーサルな松江のまちづくりを考える会

〇松北地区地域包括ケア検討会

〇グリーンスローモビリティRe×hope基地局

〇障がい者雇用・ネクストステージ推進事務局

〇観光バリアフリー移動支援・事業所間連携事務局

★Re×hope本格運行に向けての準備



★このたびは、私たちの取り組みに関心を持っていただき、ありがとう

ございます。グリーンスローモビリティは、日本各地、それぞれの地域

を照らすあかりであり、住民自らが、地域資源とは何か、地域づくり

とは何か、今後、どの様に暮らしたいのかを楽しく考えるきっかけにな

ると思います。地域社会の一端を担えるよう頑張りますので、温かく

見守って頂きますよう、宜しくお願い致します。



ご静聴ありがとうございました。


