
 

     

超小型モビリティ実証実験 

参加モニター募集！ 
 

 

 

 

内  容 

昨年度に引き続き、超小型モビリティをモニターに無償で貸し出し、防犯パトロールや子

どもの見守りなど、主に地域活動で活用していただきます。（ただし、地域活動の予約に空き

時間がある場合は、個人利用も可とします。） 

※ 詳しくは裏面をご覧ください。 

 ご利用方法 

モニターが、あらかじめスマートフォンなどのインターネット端末を使って予約したうえ

で、超小型モビリティの駐車場所である伴東集会所に設置する鍵ボックスにＩＣカード（専

用のカード）をかざして本人認証します。鍵ボックスから鍵を取り出し、車両を利用します。 

モニター募集人数  30 名程度 

モニター要件 

伴東学区社会福祉協議会の構成団体の会員で、下記の条件をすべて満たす方とします。 

・普通自動車免許（ＡＴ限定も可）を所有（運転免許を取得後 3 年以上）し、日常的に

週 1 回程度以上運転される方 

・事前に実施する安全運転講習（15 分程度）を受講していただける方 

・運転記録（走行距離、時間等）及び利用状況等に関するアンケートに回答していただ

ける方 

※安全運転講習の際、免許証の写しをとらせていただきますので、免許証を持参してください。 

また、その際、鍵ボックスに使用する IC カードを配付します。 

実験期間 平成 27 年 8 月中旬～平成 27 年 11 月中旬（予定） 

応募締切 平成 27 年 7 月 31 日（金）まで 

応募方法  

別添の参加モニター申込書に必要事項（所属団体、氏名等）を記入のうえ、伴東学区社会

福祉協議会の桑原副会長へ提出してください。 

申込先（問い合わせ先）  

広島市 都市整備局 西風新都整備部（担当：中村、古本） 電話 082-504-2659 

 

 

 

超小型モビリティとは 

軽自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能

に優れた１人～２人乗りの手軽に乗れる車両です。 

資料２－２ 



超小型モビリティ実証実験について 

 

１ 目的 

手軽で環境にやさしい乗り物である超小型モビリティを共同利用していただき、地域活動の

際の新たな交通手段としての可能性について検討する。 

２ 実施時期 

平成 27年 8月中旬～平成 27年 11月中旬（予定） 

３ 導入車両・台数 

日産自動車㈱ ニューモビリティコンセプト（電気自動車） 1 台 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 実験（走行）エリア 

  西風新都内限定(右図参照) 

ただし、山陽自動車道、広島自動車道、    
広島高速 4 号線等の高速道路は通行不可 

 ※当車両は西風新都内に限定して公道の走行が認
められていますのでエリア外を走行すると交通
違反となります。 

５ 実施方法 

[利用時間] 午前７時～午後９時 

[充電設備] 伴東集会所に設置 
(充電は必要に応じてモニターの方が行う。) 

[駐車場所] 原則伴東集会所（駐車スペースが
確保できる場合は、自宅の駐車場等でも可能） 

※予約方法や予約時間などのご利用に当たって  
の詳細については、安全運転講習の際にご説明
します。 

 

６ 保険 

   自賠責、任意保険（対人・対物、車両保険） 

は市において加入 

 

車両スペック 

車両サイズ 2340mm（全長）×1230mm（全幅）×1450mm（全高） 

乗車定員 前後二人乗り 

最高速度 約 80km/h 

車重 500kg(ドア付) 

出力 定格 8kW, 最高 15kW 

航続距離 約 100km （充電時間 4 時間） 

最小回転半径 3.4m 

注意事項 ※空調、側面の窓ガラスはありません。 

       ※後部座席はチャイルドシートを装着できないため、 

6 歳未満のお子様は同乗できません。 

車両スペック 

車両サイズ 2340mm（全長）×1230mm（全幅）×1450mm（全高） 

乗車定員 前後二人乗り 

最高速度 約 80km/h 

航続距離 約 100km （充電時間 4 時間） 

最小回転半径 3.4m 

注意事項 ※エアコン、側面の窓ガラスはありません。 

       ※後部座席はチャイルドシートを装着できないた

め、6 歳未満のお子様は同乗できません。 

車両の特徴 

◇車両がコンパクト 
運転がしやすく、狭隘な道でも対応しやすい、

駐車スペースが小 

 

◇環境にやさしい 
 エネルギー消費量は、通常の自動車に比べ 1/6

（電気自動車の 1/2）程度 

 

◇高馬力で２人乗り 
 登坂能力がある、送迎などの用途に活用 

  

 

伴駅

広島西風新都IC

沼田PA

五日市IC

広島広域公園

広島修道大学

広島市立大学

大原駅

伴中央駅

大塚駅

広域公園前駅



超小型モビリティ実証実験 参加モニター申込書（伴東学区用） 

■所属団体 

町内会・団体名  

■メンバー 

ふ り が な  

氏 名  

電話番号  

インターネット端末

利用の可否 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

インターネットを利用できる 

スマートフォンを利用できる  

利用できない 

利用目的 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

防犯パトロール  子どもの見守り 

高齢者の在宅訪問 

その他（                    ） 

安全運転講習の 

希望時間帯 

伴東学区の方の安全運転講習は、8月 10 日(月)に伴東集会所で予

定しています。参加可能な時間帯すべてにチェックを記入して

ください。調整結果は、後日、皆様へご連絡します。 

10:00 から（1 時間程度） 

13:30 から（1 時間程度） 

15:30 から（1 時間程度） 

8 月 10 日(月)は都合が悪い（予備日を 8 月 9 日(日)に予定しています。） 

 

ふ り が な  

氏 名  

電話番号  

インターネット端末

利用の可否 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

インターネットを利用できる 

スマートフォンを利用できる  

利用できない 

利用目的 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

防犯パトロール  子どもの見守り 

高齢者の在宅訪問 

その他（                    ） 

安全運転講習の 

希望時間帯 

伴東学区の方の安全運転講習は、8月 10 日(月)に伴東集会所で予

定しています。参加可能な時間帯すべてにチェックを記入して

ください。調整結果は、後日、皆様へご連絡します。 

10:00 から（1 時間程度） 

13:30 から（1 時間程度） 

15:30 から（1 時間程度） 

8 月 10 日(月)は都合が悪い（予備日を 8 月 9 日(日)に予定しています。） 

 

 
記入欄が足りない場合は裏面にご記入ください。 



 

ふ り が な  

氏 名  

電話番号  

インターネット端末

利用の可否 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

インターネットを利用できる 

スマートフォンを利用できる  

利用できない 

利用目的 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

防犯パトロール  子どもの見守り 

高齢者の在宅訪問 

その他（                    ） 

安全運転講習の 

希望時間帯 

伴東学区の方の安全運転講習は、8月 10 日(月)に伴東集会所で予

定しています。参加可能な時間帯すべてにチェックを記入して

ください。調整結果は、後日、皆様へご連絡します。 

10:00 から（1 時間程度） 

13:30 から（1 時間程度） 

15:30 から（1 時間程度） 

8 月 10 日(月)は都合が悪い（予備日を 8 月 9 日(日)に予定しています。） 

 

ふ り が な  

氏 名  

電話番号  

インターネット端末

利用の可否 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

インターネットを利用できる 

スマートフォンを利用できる  

利用できない 

利用目的 

該当する項目すべてにチェックを記入してください。 

防犯パトロール  子どもの見守り 

高齢者の在宅訪問 

その他（                    ） 

安全運転講習の 

希望時間帯 

伴東学区の方の安全運転講習は、8月 10 日(月)に伴東集会所で予

定しています。参加可能な時間帯すべてにチェックを記入して

ください。調整結果は、後日、皆様へご連絡します。 

10:00 から（1 時間程度） 

13:30 から（1 時間程度） 

15:30 から（1 時間程度） 

8 月 10 日(月)は都合が悪い（予備日を 8 月 9 日(日)に予定しています。） 

 

 

 

 

 


