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湖西市企業シャトル

 

 

 

 

 

◆公開内容について

○日程： 

○時間： 

○全体スケジュール

※関係者は

【企業シャトルバスへの試乗①

       

       

              

 

     

     

 

 

 

湖西市

市内ものづくり

㈱、国立大学法人

の提供に係る

湖西市企業シャトル

公開内容について 

 令和 2 年

 13:00 ～

スケジュール 

※関係者は 12:45 に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

企業シャトルバスへの試乗①

デンソー湖西製作所

乗車予定

    

      

              

       

       

       杏林堂新所原駅南口店

        梅田地区

※以下のメンバーは

  湖西市長

  ㈱

  MONET 

                あいおいニッセイ同和損害保険㈱

豊橋技術科学大学

企業シャトルバス試乗後の住民等への取材

       （杏林堂新所原駅南口店

        デンソー湖西製作所

※デンソー湖西製作所内ロータリーにて、

材等が可能となっております

湖西市 

ものづくり企業

㈱、国立大学法人豊橋技術科学大学と連携し、

の提供に係る実証実験を公開

湖西市企業シャトル

 

年 12 月 2 日（水）

～ 15:30

 

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

企業シャトルバスへの試乗①

ンソー湖西製作所

予定メンバー：

         

        

              

       

       

杏林堂新所原駅南口店

梅田地区青空会

以下のメンバーは

湖西市長 

㈱デンソー

MONET Technologies

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

豊橋技術科学大学

企業シャトルバス試乗後の住民等への取材

杏林堂新所原駅南口店

デンソー湖西製作所

※デンソー湖西製作所内ロータリーにて、

材等が可能となっております

企業４社、

豊橋技術科学大学と連携し、

実験を公開

湖西市企業シャトル BaaS

日（水） 

:30 

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

企業シャトルバスへの試乗① ㈱デンソー湖西製作所

ンソー湖西製作所 13:15

メンバー：㈱デンソー湖西製作所

梅田地区

湖西市長

   ㈱デンソー

   MONET Technologies

                あいおいニッセイ同和損害保険㈱

         豊橋技術科学大学

                

杏林堂新所原駅南口店 13:21

青空会は、新所原駅南周辺

以下のメンバーは取材対応等可能

 

デンソー 湖西製作所

Technologies

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

豊橋技術科学大学 

企業シャトルバス試乗後の住民等への取材

杏林堂新所原駅南口店 

デンソー湖西製作所  14:17

※デンソー湖西製作所内ロータリーにて、

材等が可能となっております

、MONET Technologies

豊橋技術科学大学と連携し、

実験を公開いたします

BaaS 事業実証

  

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

㈱デンソー湖西製作所

13:15 発の便に

㈱デンソー湖西製作所

梅田地区 青空会

湖西市長 

㈱デンソー 湖西製作所

MONET Technologies

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

豊橋技術科学大学

       

13:21 降車

は、新所原駅南周辺

取材対応等可能

湖西製作所 

Technologies㈱  

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

企業シャトルバス試乗後の住民等への取材

 14:07 発

14:17 着 

※デンソー湖西製作所内ロータリーにて、

材等が可能となっております 

MONET Technologies

豊橋技術科学大学と連携し、企業シャトルバス

します。 

事業実証実験の

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

㈱デンソー湖西製作所】

発の便に乗車   

㈱デンソー湖西製作所 従業員

青空会 １０名程度

湖西製作所 

MONET Technologies㈱

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

豊橋技術科学大学 

                  

降車       

は、新所原駅南周辺で買物施設で買い物

取材対応等可能 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

企業シャトルバス試乗後の住民等への取材 

発） 

             

※デンソー湖西製作所内ロータリーにて、住民及び実証実験主催者に対する

MONET Technologies㈱、あいおいニッセイ同和

企業シャトルバス

実験の公開

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

 

   取材可能

従業員 

１０名程度 

 

㈱ 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

           

   取材ポイント

施設で買い物

         取材ポイント

住民及び実証実験主催者に対する

、あいおいニッセイ同和

企業シャトルバスを活用した

令和

公開について

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です

可能ポイント

 

            

取材ポイント②

施設で買い物 

取材ポイント③

住民及び実証実験主催者に対する

（次ページに続く）

、あいおいニッセイ同和

を活用した移動サービス

和 2 年 11 月

について 

に現場集合のため、必要に応じて取材いただくことが可能です 

ポイント① 

② 

③ 

住民及び実証実験主催者に対する

（次ページに続く）

、あいおいニッセイ同和損害保険

移動サービス

月 27 日 

 

住民及び実証実験主催者に対する取 

（次ページに続く） 

損害保険

移動サービス

 



【企業シャトルバスへの試乗② 浜名湖電装株式会社】 

     浜名湖電装シャトルバス鷲津駅 15:15 発の便に乗車  取材ポイント④ 

乗車メンバー：浜名湖電装㈱従業員 

鷲津地区 自治会関係者 ５名程度 

湖西市長 

       浜名湖電装㈱ 

       MONET Technologies㈱ 

              あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

       豊橋技術科学大学 

        

                市役所 15:18 降車      取材ポイント⑤ 

※市役所内で鷲津地区自治会関係者及び実証実験主催者への取材が可能となって 

おります 

  

○実証実験参加モニター   梅田老人クラブ 青空会 １０名程度 

             鷲津地区 自治会関係者  ５名程度 

 

○今回の実験主催者  湖西市長 影山 剛士 

                  MONET Technologies㈱ 

                  あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

㈱デンソー湖西製作所 

           浜名湖電装㈱ 

豊橋技術科学大学 

 

＜以下、参考（11 月 17 日記者会見時に発表内容の再掲）＞ 

◆BaaS 事業の目的（11/17 記者発表再掲） 

  市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。 

 

◆BaaS 事業の実証内容（11/17 記者発表再掲） 

 本実験では、市内企業 4 社が運行するシャトルバスを市民が移動の手段として利用します。

MONET Technologies㈱の配車システムを活用して、市民の予約に応じたデマンド型で運

行する他、スマートフォンから乗車予約ができる仕組みを提供します。また、運行時におけ

る事故等のリスクに対する備えとして、あいおいニッセイ同和損害保険㈱が新たな保険商品

の検討を行います。 

さらに、国立大学法人豊橋技術科学大学が、本サービスの地域への受容性や、公共交通分

担率の変化などの調査・分析を行います。 

【実証実験のポイント】 

○ものづくり企業との連携による MaaS の取組み 

○企業シャトルバスを用いて有償旅客運送する仕組みは全国初の先進的な取組み 



   ※市町村有償旅客運送制度：地域における輸送手段を確保が必要な場合に、必要な安全

上の措置を取った上で、市町村が自家用車（今回は企業バス）を用いて提供する輸送

サービス 

○将来的には、現行のコミュニティバスやデマンド型乗合タクシーとは異なる、新たな移

動サービスとなることを目指す第一歩 

 

◆【実証実験（第 1 期）】（11/17 記者発表再掲） 

１．協力企業   ・㈱デンソー（湖西製作所） 

          ・浜名湖電装㈱ 

２．期間     令和 2 年 11 月 30 日（月）から令和 2 年 12 月 25 日（金） 

３．場所     鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区 

【実証実験（第 2 期）】 

１．協力企業   ・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱ 

          （湖西サイト） 

          ・プライムアース EV エナジー㈱ 

２．期間     令和 3 年 1 月 12 日（火）から令和 3 年 1 月 29 日（金） 

３．場所     新所原駅周辺地区                 

 

◆湖西市企業シャトル BaaS 事業の実証実験モニターの募集中（11/17 記者発表再掲） 

市内協力企業の企業シャトルバスに乗車していただき、アンケート調査などにご協力いた

だける方を市役所だより、市ウェブサイトにて募集しています。 

 

 １．実施地区  鷲津駅周辺地区（古見、川尻） 

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子） 

 ２．募集期間  令和２年 11 月 16 日～令和 2 年 12 月 15 日の１ケ月程度 

 ３．募集人数  200 人 

 ４．その他   実証実験の一環としてスマートフォンを使用した乗車予約を行ってい 

ただきます。詳細については、市ウェブサイトにてご確認ください。 

 

◆その他 

○本事業は、経済産業省が行う「地域新ＭaaS 創出推進事業」の先進パイロット地域として

選定されています。 

○参考資料 別紙１ 湖西市企業シャトルＢａａＳ乗車の仕組み 

       別紙２ 路線図と時刻表 

                                      以 上 

 

≪メディアの方へ≫     ≪発表種別≫ 

� 取材をお願いします。   ☐ 記者会見発表資料 

☐ 事前告知をお願いします。 � 記者会見情報提供資料 

☐ 情報提供をします。    � 随時 

≪問い合わせ先≫ 

所属名 産業振興課 

連絡先  053-576-4560 

担当者 馬渕、伊藤、北見 


