
令和３年度 第１回横須賀市地域公共交通会議  

 

 日 時 令和３年４月 13日（火）14 時から 

 場 所  横須賀市役所消防局庁舎４階 災害対策本部室 

 

 

次 第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委員の変更・紹介 

 

３ 議 事 

逸見地区におけるオンデマンドバス実証実験について【議決事項】 

 

４ 閉 会 



横須賀市地域公共交通会議の構成員

所属団体 役職

学識経験者 横浜国立大学 大学院教授

市職員 横須賀市 都市部長

道路管理者（市職員） 横須賀市 土木部長

一般乗合旅客自動車運送事業者 京浜急行バス㈱ 専務取締役経営統括本部長

一般旅客自動車運送事業者 臨港タクシー㈱ 代表取締役

一般乗合旅客自動車運送事業者
の組織する団体

(一社)神奈川県バス協会 常務理事

一般旅客自動車運送事業者
の組織する団体

神奈川県タクシー協会横須賀支部 事務局長

一般旅客自動車運送事業者
の組織する団体

横須賀個人タクシー協同組合 理事長

市民 ２名

一般乗合旅客自動車運送事業者
の事業用自動車の運転者が組織する団体

神奈川県交通運輸産業労働組合協議会 議長

国土交通省関東運輸局 神奈川運輸支局 首席運輸企画専門官

神奈川県横須賀警察署 交通課長

神奈川県田浦警察署 交通課長

神奈川県浦賀警察署 交通課長

交通管理者（県職員）

区分
構成員



横須賀市地域公共交通会議設置要綱 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第 183号）の規定に基づき、地域における

需要に応じた住民の生活に必要なバス、公共交通空白地有償運送等の旅客輸

送の確保その他旅客の利便の増進及び地域の実情に則した輸送サービスの実

現に必要となる項目を協議するため、横須賀市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）を設置する。  

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

 (１ ) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の実態及び運賃、料金等に関す

る事項 

 (２ ) 公共交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事

項 

 (３ ) その他交通会議が必要と認める事項 

（交通会議の構成） 

第３条 交通会議の委員は、15人以内とする。 

２ 交通会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

 (１ ) 市民 

 (２ ) 学識経験者 

 (３ ) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及び

その組織する団体 

 (４ ) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

 (５ ) 国土交通省関東運輸局 

 (６ ) 県職員 

 (７ ) 市職員 

 (８ ) その他交通会議の運営上必要と認められる者 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

（会長） 

第４条 交通会議に会長をおき、構成員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代

理する。 

  



（会議） 

第５条 交通会議の会議は、会長が招集する。 

２ 交通会議は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 交通会議の議決を要する事項については、出席委員過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、やむを得ない事由により交通会議を開く余裕のない場合において

は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を

問い、その結果をもって交通会議の議決に変えることができる。 

（代理等） 

第６条 第３条第２項第３号から第７号までに掲げる委員は、交通会議に出席

できない場合は、代理人を出席させることができる。 

２ 前項の代理人は、会議において委員の権限を有し、その出席は、委員の出

席とみなす。 

３ 会長は、交通会議の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（分科会） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、専門的な事項を調査審議するた

め、分科会を設置することができる。 

２ 分科会の構成員は、会長が指名する委員及び交通会議が必要と認める者と

する。 

３ 第４条及び第５条の規定は、分科会の会議に準用する。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（庶務） 

第９条 交通会議の庶務は、都市部都市計画課において処理する。 

（その他の事項） 

第10条  この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、

交通会議の同意を得会長が定める。 

   附  則  

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



令和３年度 AI運行バス実証実験
運行計画（案）

経済部創業・新産業支援課
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令和３年４月13日 横須賀市地域公共交通会議



背景となる施策
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ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ

最先端の情報通信技術とモビリティを活用して「産業振興」と「地域課題解決」
を目指す産学官連携の取り組み

ドローン ｵﾝﾃﾞﾏﾝド交通 自動配送ﾛﾎﾞｯﾄ

Universal Maasｲﾝﾌﾗｾﾝｼﾝｸﾞ などなど。。。

ＮＴＴドコモ及び京浜急行電鉄との
「スマートモビリティ等を活用したまちづくりに関する連携協定」

３者の連携を通じて、市内におけるスマートモビリティを活用した社会課題の解決、及び新たなビジネスの
創出を図り、その成果による「地域の活性化等」の推進を目的とする

AI運行バス
ＮＴＴドコモのオンデマンド交通システムを採用
京急電鉄グループのネットワーク（京急ストア、京急中央交通、京急バス 他）を活用
鉄道や路線バスなどの既存交通機関との結節も期待
全国初の取り組みとして、令和元年度は、横須賀共済病院の協力のもとで「病院の予約システムとの連携」
を実施



令和元年度（２０１９年度）実証実験概要
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横須賀逸見地区 2019年度実証実験

実証
パートナー

目的

運行エリア

対象者

期間

運行車両

サービス連携

一定以上の居住人口がありながら、既存の交通網が脆
弱な交通不便地域である横須賀逸見地区における、
AI運行バスによる移動需要の検証

逸見地区内(*)と、京急汐入駅、横須賀中央駅方面
の行政・商業地域をつなぐ35か所の乗降ポイント
*東逸見町1~4丁目、西逸見町1~3丁目、逸見が丘、池上町7丁目、
吉倉町1~2丁目

逸見地区の住民 約4,000世帯、約1.1万人対象
※地区住民以外は対象外

無料期間：2019年12月9日～12月26日
有料期間：2020年1月7日～2月24日

（1乗車あたり300円）

京急中央交通様の車両3台
8時~19時までの11時間運行

横須賀共済病院 診療予約 連携
京急FHaB 湘南池上店 来店クーポン 連携
管理栄養士監修レシピアプリ FitFood 連携

バス路線のない横須賀市逸見地区にて、2019年12月9日～2020年2月24日に、「生活の足」としての機能
検証と地域住民の移動ニーズ検討を主たる目的として実証運行を行いました。
2019年12月中は無償にて認知拡大を図り、年明け1月から有償化（一律300円/回）しました。



令和元年度（２０１９年度）実証実験利用実績
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AI運行バスがない場合の移動手段

徒歩自転車 自家用車
タクシー 原付バイク

53％ 24％ 15％

場所が
増える

新しい場所に行く

移動が
楽になる

何も変わらない
（使わない）
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0:09:48 0:09:27
0:10:07

0:09:39

0:06:55

0:00:00

0:05:00

0:10:00

0:15:00

8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台

時間帯別待ち時間
(全期間の運行台数別集計による乗車完了リクエストの待ち時間平均 ３台運行の11時は前後時間帯の平均値にて補充）

2台運行時 3台運行時

AI運行バス利用をきっかけとした
利用者の行動変容

地域の利用需要の発掘
サービスレベルの安定維持

有償化後も利用者増傾向

昼間時間帯は運行台数を絞って
もサービスレベル維持が可能

徒歩や自家用車からの行動転換

地域住民の外出頻
度・場所の増加

無料期間
最大180人/日
平均132人/日

有料期間
最大114人/日
平均68人/日

平均88人/日、合計5,696人の乗車実績があり、生活交通として一定のニーズがあることを確認できました。
有償化で落ち着いた利用者数は、サービスの認知が進むことで徐々に増加を続けました。アンケートでは自家用車
からの切替意向の声も聞かれるなど、時間をかけることで地域に浸透し、定着する可能性を感じさせる結果でした。

頻度が
増える



令和元年度（２０１９年度）実証実験収支概要
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【支出】

項目 金額（税込み）

ＡＩ運行バス利用料
【内訳】
・初期費用
・システム利用料（２カ月）

¥946,000

¥550,000
¥396,000

車載端末／タブレット利用料 ¥238,084

車両調達費
【内訳】
・特定大型車 １台
・普通車 ２台

¥9,267,600

¥3,322,800
¥5,944,800

コールセンター運用費 ¥4,400,000

チラシ配布費 ¥66,000

合計 ¥14,917,684 

【収入】

¥300/1人 × 5,696人 ＝ ¥1,708,800
(1人あたりの運賃) (総利用者数)

※１ 実証実験期間(計67日間)のうち、アプリでの利用は無償としていた期間が18日間あったが、
この間も、すべての利用者が、通常どおり運賃を支払ったものとして算出

※２ 小学生の運賃は半額、未就学児は無料としていたが、利用者全員が通常料金を支払ったもの
として算出

神奈川県タクシー協会の
時間制運賃による



令和３年度（２０２１年度）実施計画概要 ①
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①運行形態：オンデマンドの乗合型交通

②実施主体：横須賀市、株式会社ＮＴＴドコモ、京浜急行電鉄株式会社

③運行期間：令和３年７月中旬頃～（１ヶ月間）※新型コロナウィルスの状況により変更の可能性あり

④運行日 ：期間中は毎日運行

⑤運行時間：午前７時～午後８時までの13時間

⑥運 賃：300円、500円/回の距離別運賃（小学生半額、未就学児無料）

※逸見・池上７丁目⇔平成町は500円、その他300円

⑦利用方法：ＰＣ、スマートフォンからのWeb申込及び電話申込による完全予約制

⑧決済方法：現金 または ＱＲ決済（ｄ払い）

⑨運行車両：10人乗りワゴン車（最大乗客9 名乗車可能）×３台

⑩その他 ：乗降ポイントに目印は設置せず、Web上に名称、周辺写真及び案内文を掲載

※リヴィン前、平成町２丁目のみ京急バスのバス停を利用

朝・夕１時間ずつ延長

平成町エリアまで拡大に伴い料金新設

キャッシュレス決済を導入

【今回の検証事項：運用面、コスト面、採算面での事業化の可能性】



令和３年度（２０２１年度）実施計画概要 ②
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⑪運行事業者：以下の２社による共同運行

〇京急中央交通株式会社

〇日の出タクシー株式会社

事業免許 一般乗用旅客自動車運送事業

営業圏域 京浜交通圏

代表者 取締役社長 木村 健

開 業 昭和27年１月24日

住 所 神奈川県横須賀市久里浜２丁目12番５号

事業免許 一般乗用旅客自動車運送事業

営業圏域 京浜交通圏

代表者 代表取締役 大塚 寿幸

開 業 昭和28年９月１日

住 所 神奈川県横須賀市吉井２丁目８番10号



運行エリア ①

逸見、池上７丁目、汐入、横須賀中央エリア

平成町エリアへ

●乗降ポイント
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運行エリア ② ※令和３年度新規追加

①ノジマモール横須賀

②リヴィン前

１

2

③平成町２丁目

④島忠ホームズ・商工会議所

4

3

©OpenStreetMap contributors（https://www.openstreetmap.org/copyright/）

平成町エリア
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使用車両 ①
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①ニッサン エルグランド ジャンボタクシー（１０人乗り）

全長㎜ 5,560

全幅㎜ 1,900

全高㎜ 2,280

乗車定員名 10人

〇主な諸元



使用車両 ②
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②トヨタ ハイエースワゴン スーパーロング（１０人乗り）

全長㎜ 5,380

全幅㎜ 1,880

全高㎜ 2,285

乗車定員名 10人

〇主な諸元

〇その他バリアフリー対応



スケジュールについて
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４月

実証実験
７月中旬から
1か月間
※前後する
可能性
あり

地域公
共交通
会議

4/13

プレスリリース発信

住民向け説明会

マニュアル・制作物準備

運行テスト、研修

各種周知施策の実施周知方法検討

運輸局へ21条許可申請

5月 8月7月6月 9月 10月

利用状況の把握・統計
分析・検証



今後の方向性
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逸見・湘南池上地区における本格導入の可能性を検討

その他の検討

移動需要のボリュームを確認（該当地域へのアンケート調査を実施済み）
オンデマンド交通システムの有効性、利便性、使い勝手の検証
（定時定路線運行との比較、予約方法ごとの利用実績の比較）
独立採算前提のコスト検証
（採算ラインの確認）

【参考】 ハマちゃんバスの実績をベースに試算した採算ライン
車両１台の１日あたりの運行経費24,000円

オンデマンドシステム導入にかかる経費他 3,000円 ※運行経費の1割程度と仮定

1日1台当たりのコスト 27,000円
※1日1台あたり90人以上の乗車が必要

運行エリアの適性の確認
既存公共交通との共存・連携方法の検討

市内他地域への導入の可能性を検討
ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジの他のプロジェクトとの連携

令和３年度の実験結果につきましては、改めてご報告いたします。


