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１．室蘭ＭａａＳプロジェクトとは

(1)地域が抱える課題
●人口減少と高齢化

• 室蘭市の人口は、ピーク時(昭和44年)18万人が約8.2
万人と半減し、高齢化が進行(高齢化率37.7%(R2.9))
しています。

●移動に係る問題が顕在化
• 高齢者の移動手段は、年齢が上がるにつれて、自家用

車の利用が減少し、家族等の送迎やバス利用が多くな
る傾向です。バス停まで行くのも難しいという声もあります。

• 室工大学生や高校生など若者でも利用しやすく、生活
が快適になる移動手段が必要です。

(2)交通事業者が抱える課題
●公共交通の利用者数が減少

• バス、タクシー、JRで構成される公共交通の利用者数は、
車社会の進展や少子高齢化により減少傾向であり、市
民の足を維持確保することが重要な課題です。

●乗務員の高齢化も深刻
• 公共交通を担う乗務員の高齢化も深刻となっており、

交通サービス継続に資する新たな取り組みも求められる
ています。

▲人口推計 ▲タクシーの乗車人員と登録台数



4

１．室蘭ＭａａＳプロジェクトとは

 情報通信技術(ICT)や、人工知能(AI)など、最新技術を活用した
新たなモビリティサービスの実験や実装が全国で行われています。

 ウィズコロナにおける買い物や通院のお困りごと、アフターコロナにおける課題
など、公共交通のあり方を検討していく必要があります。

 出典：国土交通省-都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会中間とりまとめ資料より抜粋

(3)全国的な状況
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１．室蘭ＭａａＳプロジェクトとは

室蘭MaaSプロジェクト「いってきマース」は、
  「誰もが移動に困らない街の実現のため、既存の交通手段とICT技術を活用し、
  市民にとって便利で快適な新たな移動サービスの導入と社会実装を進めること」

ことを目的としています。

▼将来の交通イメージ図

バス・タクシー等を活用した
新たなモビリティサービスの可能性 

 ニーズに合わせてバスやタクシーの
 役割分担による最適化令和2年度は、タクシーを活用した

近距離移動サービスの実証
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１．室蘭ＭａａＳプロジェクトとは

 MaaSとは、あらゆる移動手段（モビリティ）を組み合わせて、より快適な生活を実
現する「移動のしやすさ」の概念。

これまで

クルマ中心の
移動や生活

これから

既存交通

マイカー

バス

電車

タクシー

ICT技術でもっと便利に

新しい交通サービス

オンデマンド

自動運転

ICTやAIを活用した新しい技術

相乗り

あらゆる交通サービスを組み合わせ
誰もが移動に困らない生活

 MaaS（マース：Mobility as a Service） ※国土交通省資料より抜粋
  MaaSとは、出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、
  移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念
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２．令和２年度の実証概要

 令和2年度の実証事業は、買い物や通院等の移動の不便を解消するため、
タクシーを活用した近距離移動サービスの導入可能性を調査するものです。

アンケート調査3つの実証実験

事業性分析
実証評価

※実証事業は、北海道経済産業局の「令和2年度北海道西胆振地域におけるスマートモビリティの実証実験及び事業性分析等事業」として実施します。

スーパーアークス中島店
日鉄興和不動産(MORUE)
室蘭工業大学
市立室蘭総合病院

市民や交通事業者を対象

室蘭工業大学協力

室蘭市
テクノセンター
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２．令和２年度の実証概要

小さく始めるスモールスタートで実施します
実証・検証・改善をスピード感をもって実施します
持続可能なビジネスモデルとなる事業性を重視します

本事業では、タクシーを活用した3つの実証を実施します。

市立室蘭総合病院

① 買い物送迎実証

② 学生相乗り実証

③ 病院送迎実証

利用者(学生)
相乗りポイントへ

駅

ショッピングセンター

モニター宅 送迎 送迎 モニター宅

実証のポイント

正門前・明徳寮前

スーパーアークス中島店モニター宅
送迎 送迎

モニター宅



9

実証のイメージ

時期・実証ルート 協力事業者等 想定する参加者 調査内容

【1回目】
R2.11月25日(水)、
26日(木)
【2回目】
R3.1月下旬
【ルート】
アークス～自宅

スーパーアークス中島店
日鉄興和不動産
（MORUE）

【対象】公共交通の利便性が低い
地域の住民、高齢者等

【規模】合計で120人程度
【参加費】無料

【参加者】日常の交通、消費動向、満足度(普段の移
動とタクシー利用との比較、相乗り受容性の
確認等)、今後の活用意向、料金設定・
サービスに対する意見等

【事業者】アプリの操作性、オペレーション、サービスに対
する意見等

【その他】移動距離・経路等のデータ取得

３．買い物送迎実証

※当実証中は事務局が全行程でサポート（アプリ入力・同乗など）

買い物送迎実証のポイント
 普段の買い物の移動手段にお困りの方などを対象に、タクシー利用の利便性や料金設定範囲等を実証
で確認します。

①送迎申込

送迎モニター宅

スーパーアークス中島店
MORUE

スタッフ同乗

②買い物(モニター)

③アプリ入力
  (事務局)

⑤送迎モニター宅へ

送迎モニター

④送迎モニター
　 乗車

スタッフ同乗
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時期・実証ルート 協力事業者等 想定する参加者 調査内容

・R2.12月～R3.1月
・室工大～中島・駅等 室蘭工業大学

【対象】大学生
【規模】80～120人程度
【参加費】無料

【参加者】日常の交通、消費行動の変化(移動頻度・消費
金額等)、満足度(普段の移動とタクシー利用との
比較、相乗り受容性等)、今後の活用意向、料
金設定・サービスに対する意見等

【事業者】アプリの操作性、オペレーション、サービスに対する意
見等

【その他】移動距離・経路等のデータ取得

４．学生相乗り実証

※当実証は大学生によるアプリ操作を想定

学生相乗り実証のポイント
 スマホアプリの操作に慣れており、相乗りに抵抗が少ないと思われる大学生を対象に、相乗りマッチングの
評価や料金設定の許容範囲、アプリ操作性などを実証で確認します。

④目的地へ送迎

駅

①相乗りメンバーのマッチング

②タクシーを予約

タクシー会社

利用者(学生)

③相乗り地点で乗車

大学

利用者(学生)

実証のイメージ

ショッピングセンター
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実証のイメージ

時期・実証ルート 協力事業者等 想定する参加者 調査内容

・R2.12月～R3.1月
・病院～患者宅
(行き・帰りで１セット)

市立室蘭総合病院
【対象】主にバスや家族の送迎で定

期的に通院している患者
【規模】合計で10～15人程度
【参加費】無料

【参加者】日常の交通、満足度(普段の移動とタクシー
利用との比較等)、今後の活用意向、料金
設定・サービスに対する意見等

【事業者】アプリの操作性、オペレーション、サービスに対
する意見等

【その他】移動距離・経路等のデータ取得

５．病院送迎実証

※当実証中は事務局が全行程でサポート（アプリ入力・同乗など）

病院送迎実証のポイント
 定期的に病院へ通院する際の移動手段にお困りの方などを対象に、タクシー利用の利便性や料金許容
範囲等を実証で確認します。

患者(モニター)

①病院に送迎
②アプリ入力
・帰宅用タクシー手配
・次回受診時も
  同時にタクシー予約

診察終了

⑤患者自宅へ送迎

市立室蘭総合病院
⑤次回受診時の送迎へ

③タクシー手配
終了時間に合わせ手配

④乗車

(途中で買い物などもOK)

スタッフ同乗

スタッフ同乗



12

６．アンケート調査と分析評価

アンケート調査のポイント
地域住民を対象に、生活や交通の実態や新たなモビリティサービス等の意識調査をアンケート
により実施します。

 【対象】 4,000人程度（市民3,600人程度、大学生150人程度、実証モニター250人程度）
交通事業者を対象に、MaaSなどの新たなモビリティサービスに関する意識調査をアンケートやヒ
アリングにより実施します。

 【対象】 8社程度（バス1社、タクシー7社）

分析評価のポイント
実証実験、アンケート調査の結果を踏まえ、経済性や利便性などの事業性を分析します。
新たなモビリティサービスを事業化した際の採算性等の評価を実施します。
今後に向けた課題の抽出やロードマップの検討を行います。
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７．実証スケジュール

2020
 10月  11月  12月

2021(R3)
 1月  2月  3月

全体

アンケート

実証

事業性
分析・評価

事業開始 事業終了

各種アンケート送付・回収 集計・分析

買い物送迎実証(1回目)

学生相乗り実証

病院送迎実証

分析・評価

買い物送迎実証(2回目)

成果取りまとめ
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本プロジェクトに関するお問い合わせ先

【令和2年度実証に関すること】
 公益財団法人室蘭テクノセンター ℡:0143-45-1188 Mail:techno@murotech.or.jp

【室蘭MaaSプロジェクト いってきマース に関すること】
 室蘭市都市政策推進課     ℡:0143-25-2592   Mail:toshikei@city.muroran.lg.jp

誰もが気持ち良く”行ってきます！”を言える、移動に困らない快適な街を目指して…
「いってきマース」にはそんな意味が込められています。


