
360°EXPO拡張マップ2021年秋

関西における

未来社会の実証実験
・大阪・関西万博は「未来社会の実験場」をコンセプトにし
ており、会期中は様々な最新技術が披露されることでしょう。

・一方、関西では既に未来社会に向けた実験が始まっていま
す。各地で行われている実証実験から、今回はスマートシ
ティ関連の事業を中心とした、各地で実施されている未来社
会の実証実験をご紹介します。

躍動する
関西の
産業活動
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ロケーションマップ

兵庫県播磨科学公園都市
MaaS

兵庫県加古川市
見守り・健康・防災

大阪府四條畷市
AI・IoT・自動運転 等

大阪府大阪市
MaaS

大阪府河内長野市
医療・自動運転

京都府与謝野町
MaaS

福井県永平寺町
自動運転・MaaS

大阪府豊能町
子育て・見守り 等

京都府精華町・木津川市
デジタルツイン

和歌山県すさみ町
ドローン・減災

和歌山県太地町
AI・自動運転・ドローン

滋賀県大津市
自動運転・MaaS

TEAM EXPO2025

共創チャレンジ登録
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概要

地⽅都市が10年後も安心して暮らせる街になる

ことを目指し、マイカーがなくても快適に暮らせるよう
なAIオンデマンド交通と公共交通が連携したストレ
スのない交通システム（MaaS）を構築し、移動総
量を増加させることによって域内の経済活性化を図
る。
（R3年度 日本版MaaS推進・支援事業）

与謝野町
（京都府）

アフターコロナを見据えた都市中心部の混雑回避を

目指し、予約来店システムの導⼊・モーダルシフトのイ
ンセンティブ付与による混雑回避（中心部への来訪
ピークシフト）の効果検証を⾏う。また、⾮混雑時間
帯に関しては、情報提供・交通費の⼀部補助・マイク
ロモビリティのクー ポン提供による集客回復（外出促
進）効果の検証も実施し、集客回復と混雑回避の
最適化に向けた検討・検証を⾏う。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

大阪市
（大阪府）MaaS

将来的に普及するコネクテッドカーや自動運転と

連携した町内の移動サービスの高度化を目指し、既
に導⼊済みの自動運転サービスやデマンドタクシー
の知見も踏まえながら、車両走⾏データの活用や
運⾏時リスクを洗い出しを通じた、自家用有償ドラ
イバーのサービス品質担保や、それも含めた運⾏シ
ステム全体での安全性の向上等の効果を検証する。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

永平寺町
（福井県）

自動運転
MaaS

サイバー空間において⽔害発⽣等を仮想的に再現

して⼈や車の移動に与える影響をシミュレートし、住
⺠ワークショップなどで共有する。また、移動コワーキ
ング等の実証を⾏い、ニーズの検証、インセンティブ
の設計などを⾏う実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

精華町
木津川市
（京都府）

デジタル
ツイン

大津市の⼀部と京都市の⼀部を実験地域とし、住

⺠と観光客を利用者として想定し、自動運転バスと
四種の既存公共交通、ホテル、 観光施設、小売店、
飲食店等を便利かつお得に利用できるMaaSを提供
し、公共交通を活用した利用者の周遊を促進する。
今後は、主に住⺠を対象としたMaaSの実装に注力
して取り組んでいく。
（R2年度 日本版MaaS推進・支援事業）

大津市
（滋賀県）

地域活動や公共施設管理に地域通貨と連携した

ポイントを付与し、活動変容を調査し効果的な地域
通貨のあり⽅を検証、遠隔診療システムを導⼊し、
医師・患者のニーズや診療の信頼性向上を検証、
及び移動支援利用者の活動変容を調査し効果的
な自動運転のあり⽅を検証。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

河内長野市
（大阪府）

医療
自動運転

自動運転
MaaS

MaaS

永平寺町MaaSプロジェクト
大津市中心市街地及び比叡山周遊の活性
化を目指した大津市版MaaS実証実験

グリーン・サステナブルけいはんな事業

京都北部地域におけるMaaS実証事業
MaaS&BOPIS(Buy Online Pickup in 

Store)サービスの実証
オールドタウンの持続性を高める

先端技術実証事業

※「経済産業省 令和３年度のスマートシティ関連事業を選定しました ２.添付資料 別紙３:選定結果⼀覧」「スマートシティ官⺠連携プラットフォーム スマートシティプロジェクト（大津市）」をもとに近畿経済産業局作成。
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概要

自家用車分担率が高い当地域において、都市内

利便施設等に関する情報提供を実施すると共に、
MaaSプラットフォームと次世代モビリティによるラス
トマイル交通を組み合わせた新しいモビリティサービ
スを商業施設・オフィス・研究機関と連携したビジネ
スモデルによって展開し、⼈流の変化とサービス事業
性の検証を⾏う。
（R3年度 地域新MaaS創出推進事業）

播磨科学
公園都市
（兵庫県）

自動運転による持続可能な公共交通サービスの実

現・海域における物資輸送や鯨類調査等の実現・防
犯カメラ等を活用した高齢者見守りシステム構築の
実現。
（R3年度 未来技術社会実装事業）

太地町
（和歌山県）

MaaS

IoT等⽣活や経済活動の利便性を向上させうる

新たな技術を巧みに活用しつつ、産官学と住⺠・地
域コミュニティが参加・活動して、よりよい地域社会、
住みよい環境をデータドリブンで創り上げていく、最
適なまちづくりを進めていけるまちづくり。
（R２年度 未来技術社会実装事業）

けいはんな学研区域（田原地区）における
地域主体の持続可能なまちづくり

四條畷市
（大阪府）

３Ｄ都市モデルを活用した次世代見守りサービス

のリニューアル検討に係る実証、遠隔環境での健康
増進活動支援サービスに係るデータ連携実証及び
見守り端末（⼾別受信端末）を活用した防災避難
⾏動支援の実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

加古川市
（兵庫県）

見守り
健康・防災

多数のサービス（高齢者・子供見守り、買物困難

者支援、地域通貨、災害時避難支援等）をプラット
フォームで連携し、自治体がサービスを選ぶだけで住
⺠サービスを開始できる環境の構築。同じ課題をもつ
自治体が簡単かつスピーディーに現在30社60サービ
ス以上からスマートシティサービスを導⼊できる環境の
構築を目指す。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）
（R3年度 データ連携促進型スマートシティ推進事業）

豊能町
（大阪府）

災害時の物資運搬について、スマートフォンオー

ダーによる道の駅と避難所間のドローン物流、必
要物資量の算出の検証を⾏う実証実験。
（R3年度 スマートシティモデルプロジェクト）

すさみ町
（和歌山県）

ドローン
減災

子育て
見守り 等

AI・IoT
ドローン

等

AI
自動運転
ドローン

コンパクトスマートシティ
プラットフォームの社会実装

安全・安心を核とした加古川スマートシティ
推進事業

西播磨MaaS実装プロジェクト 自動運転やドローン等未来技術を活用した高
齢者が幸せを感じるまちづくり事業

防災道の駅中心の防災対応
高度化・自動化事業

※「経済産業省 令和３年度のスマートシティ関連事業を選定しました ２.添付資料 別紙３:選定結果⼀覧」をもとに近畿経済産業局作成。
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長期スケジュール

大阪府

河内長野市
H30年度未来技術社会実装事業採択 ※1

継続支援期間延長（令和5年3月31日まで）

大阪府

四條畷市
R2年度未来技術社会実装事業採択 ※1

和歌山県

太地町
R3年度未来技術社会実装事業採択 ※1

和歌山県

すさみ町
R3年度スマートシティモデルプロジェクト採択 ※2

京都府

与謝野町
R3年度日本版MaaS推進・支援事業採択 ※3

2021～
2022年

2023～
2024年

2025年
万博開催年

2026年
以降

活動地域 備考
長期計画

⼀部実装 本格実装

⼀部実装 本格実装

実証
実験

ドローン機能向上、
5G活用を含む
実証実験

社会実装

注：※1 「内閣官房・内閣府総合サイト 地⽅創⽣（未来技術社会実装事業について）」、「内閣官房・内閣府総合サイト 地⽅創⽣（未来技術社会実装）」をもとに近畿経済産業局作成。
※2 「国土交通省 スマートシティの実装化の推進 令和3年度先⾏モデルプロジェクト（新規） 別紙1 先⾏プロジェクト」をもとに近畿経済産業局作成。
※3 「国土交通省 令和3年度採択 日本版MaaS推進・支援事業 別紙」をもとに近畿経済産業局作成。

⼀部実装 本格実装

12月 １月 2-3月活動地域 備考
年度スケジュール

11月

サービス開始
時期（予定）

商用化に向けた
開発(2024年度)

未来技術社会実装
↓
実証実験

https://www.chisou.g
o.jp/tiiki/kinmirai/pdf
/01_miraigizyutu_gaiy
ou.pdf

https
o.jp/tiiki/kinmirai/ind
ex.html

https
p/report/press/toshi0
7_hh_000180.html

https://www.mlit.go.j
p/report/press/sogo1
2_hh_000232.html
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連絡先等

永平寺町
MaaSプロジェクト

永平寺町 総合政策課
TEL:0776-61-3942

けいはんな学研区域(田原地域)

における自動運転車を起点と
した地域主体のまちづくり

大阪府四條畷市 田原支所
TEL: 0743-78-0175

大津市中心市街地及び比叡
山周遊の活性化を目指した
大津市版MaaS実証実験

（仮称）大津市地⽅都市型
MaaS推進協議会（現在、立ち上
げに向けて準備中）

大津市建設部地域交通政策係
TEL:077-528-2736

コンパクトスマートシティ
プラットフォームの社会実装

（豊能町）

⼀般社団法⼈コンパクトスマート
シティプラットフォーム協議会
Mail：info@cspfc.info

グリーン・サステナブル
けいはんな事業

京都府
文化学術研究都市推進課
TEL:075-414-5196

安全・安心を核とした加古川
スマートシティ推進事業

加古川市 政策企画課
スマートシティ推進担当
TEL:079-427-9373

京都北部地域における
MaaS実証事業

WILLER株式会社 MaaS
Mobility Service Div
Mail:
wgm-msms@willer.co.jp

西播磨
MaaS実装プロジェクト

神姫バス次世代モビリティ推進室
TEL:079-263-7172

MaaS&BOPIS
(Buy Online Pickup in Store)

サービスの実証 （大阪市）

大阪商工会議所
産業部 産業・技術振興担当課長

TEL:06-6944-6300

自動運転やドローン等未来
技術を活用した高齢者が幸
せを感じるまちづくり事業

（太地町）

太地町役場 総務課
TEL:0735-59-2335

オールドタウンの持続性を
高める先端技術実証事業

（河内長野市）

河内長野市
総合政策部 政策企画課
TEL:0721－53－1111

防災道の駅中心の防災対応
高度化・自動化事業

（すさみ町）

すさみ町役場 地域未来課
TEL:0739-55-4801

連絡先 連絡先活動名活動名


