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This article reports a project case about an introduction of ultra-lightweight vehicles (ULVs) in a local 

city. Recently, ULVs has been introduced in a local city not only as eco-friendly cars, but also 

community-friendly cars. These vehicles are characterized by electrification and miniaturization. It is 

likely that such modes would become increasingly popular and would also be utilized in a rental and 

sharing transportation service set up within a community. In Kitakyushu City, rental service in tourist 

area, Moji ward, safety patrol, and shopping support in Kokura-Minami ward was done in 2014. In 

addition, the authors also clarified the expectations of users regarding such a service based on a 

questionnaire survey in this report article. The results showed that these service is satisfactory, but is 

expected to be more beneficial to the local community. 
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1. はじめに 

 北九州市超小型モビリティ導入促進事業は、平成 23 年 12 

月に「環境未来都市」の認定を受けて先駆的な取組みを推進して

いる北九州市において超小型モビリティの普及や関連制度の検

討に向け、まちづくりと一体となった先導・試行導入を実施する

ものである。 

超小型モビリティは、交通の省エネルギー化に資するとともに、

高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し、生

活・移動の質の向上をもたらす。その社会導入・普及により、

CO2の削減のみならず、観光・地域振興、都市や地域の新たな

交通手段、高齢者や子育て世代の移動支援等の多くの副次的便益

が期待されている。 

そこで、北九州市では、国土交通省から平成24年6月に公表

された「超小型モビリティの導入に向けたガイドライン」1）の中

で、利活用が考えられる場面として提示された中で、「自然環境

に配慮した回遊観光への利活用」と「日常生活における利活用」

の視点から、先導・試行事業を平成24年度より継続的に実施し

ており、平成26年度は特に下記の3つの事業を実施した。 

1. 門司港レトロ地区における観光レンタカー事業 

2. 小倉南区における防犯パトロール（青色回転灯つき）試行

事業 

3. 小倉南区における買い物支援等試行事業 

 また、平成27年度の事業を一層発展させるため、上記の事業

に関連する調査を実施した。本報告は、これら平成26年度の実

践・調査の活動成果を取りまとめたものである。 

  

2. 事業概要 

2.1. 門司港レトロ・門司地区における観光レンタカー事業 

 本州と九州をつなぐ玄関口として、九州における陸、海の交通

の要衝としてまちが形成された北九州市門司区は、現在、門司港

レトロ地区を中心に、明治・大正時代から昭和初期の歴史的建造

物など、多くの魅力的な歴史的資源が保存活用され、関門海峡の

風景も含めて、北九州市を代表する広域観光拠点として、年間

220万人以上（平成23年次調査）の多くの観光客が訪れる魅力

あるまちを形成している。 

門司港地区は、関門海峡をはじめとする美しい自然景観や歴史

的な建物、公園、港の風景があり、加えて随所に眺望のポイント

が多いことから、域内を回遊する新たな移動手段が求められてい

ると同時に、門司港レトロ地区を訪れる観光客の滞在時間が短い

ことが課題となっており、新たな移動手段による回遊率の向上や、

観光エリアを拡大して滞在時間を長くする事などが課題となっ

ている。 

そこで、北九州市を代表する観光地区である門司港レトロ地

区・門司地区を訪れる観光客に、超小型モビリティを貸し出す観

光レンタカー事業を実施した。徒歩での移動が難しい地域への移

動支援や、走行中に自然を体感できる楽しさを提供することで、

回遊性向上や滞在時間の延長、新たな魅力の創出を図ることを目

的とした。平成26年度の超小型モビリティ利用実績は表1の通

りである。 

 

 

表1 門司・門司港レトロ地区の超小型モビリティ利用実績 

  営業日数 利用件数 利用率 

平日 207 143 0.7  

土日・祝日 98 152 1.6  

計 305 295 1.0  
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2.2. 小倉南区若園地区における防犯パトロール試行事業 

若園地区は、昭和35年頃から新興住宅地して発展してきたベ

ッドタウンの地域である。住宅地の中には、小倉南区役所をはじ

め消防署や警察署など行政機関や、学校や幼稚園などの教育機関

が集積している。また、隣接の北方校区には、医療センターや総

合療育センターなどがあり、医療・福祉機関が充実している。人

口は10,044人、世帯数は4,933である。65歳以上の人口は、2,755

人。高齢化率は27.4%で、小倉南区全体の高齢化率（22.5%）よ

り高い校区である。周辺には、モノレールやJRなどの公共交通

機関があるが、徒歩での移動にはやや距離遠く交通がやや不便な

地域である。 

若園地区は、小倉南区役所などの行政機関や生涯学習センター、

特別支援学校などの教育・福祉機関が集積していて高齢化率が高

い地域である。このため、子どもや高齢者、障害者等が安心して

外出できる環境づくりが地域における喫緊の課題となっている。

現在、同地区では、地域の有志による子どもの通学路の見守り・

声かけ活動がなされている。このような活動をより活性化させる

ため、平成26年度は、超小型モビリティ（青色回転灯つき）を

用いて防犯パトロールを実施した。ここで、超小型モビリティを

活用した理由としては、超小型モビリティは新しい乗り物のため、

住民の関心を集めること、犯罪が起こりやすい狭い道での移動や

窓が無いためパトロール中の声掛けが容易なこと等が挙げられ

る。 

 

2.3. 小倉南区葛原地区における買い物支援施行事業 

葛原校区は、地区画整理事業により、大型ショッピングセンタ

ーやスーパー、各種専門店が幹線道路沿いに立地している一方、

ひとつ通りに入る市道（旧国道）の北側は、急勾配の坂道が多く、

道幅も狭い土地となっている。さらに坂を上った先には、今は移

転した病院施設が残されており、周囲には、その病院施設が立地

していた名残で医療・福祉関連施設が多く分布しているが、病院

の移転に伴い、個人商店は閉店している。この地域に住む高齢者

の中には、病院内の売店で買い物していた人も多く、商店がない

今は、買い物に困難な地域となっている。また、病院の移転は、

公共交通にも影響を及ぼし、JRやバスは残ってはいるが、移転

により、市道から病院に向かうバス路線が廃止となり、移動が困

難な地域が存在する。 

人口は13,272人、世帯数は6,104である。65歳以上の人口は、

2,918人。高齢化率は22.0%で、小倉南区全体の高齢化率（22.5%）

より低いが、高齢化率30％を超える高齢化が進む地域もある。 

本事業では、外出や買い物が出来ない高齢者のために、地域住

民自らが市民センターにて「わいわい市場葛原」という出前市場

を月に一度開いている。今回はこの「わいわい市場葛原」への外

出支援や買物支援による高齢者等が気軽に楽しく外出するまち

づくり事業を実施した。 

平成26年度の活動実績は次頁の表2の通りである。買い物支

援事業は計11回、防犯パトロールは計15回実施した。また、

上記の活動の様子は下の写真に示される通りである。 

 

   

写真1（左）防犯パトロール、写真2（右）買い物支援 

 

3. 対象事例におけるアンケート調査の概要 

3.1. 門司港レトロ・門司地区における観光レンタカー事業 

本事業では、事業課題を抽出し、検討、今後の展開を考察する

べく、事業実施と同時並行して関連調査を行った。まずは、観光

地である北九州市門司港レトロ地区における移動に関する現状

調査についてのアンケート調査を実施した。超小型モビリティ観

光レンタカー事業において、利用者がどのくらいその地域に滞在

したか、実際の事業が行われた際にレンタル時間あたりにいくら

料金を支払うか、今後の移動手段としてどのような交通手段を期

待するかなど、アンケート調査を通じて明らかにした。具体的な

アンケート調査は下記に記すとおりである。 

3.1.1. 調査結果 

アンケート調査の結果を下に記す。回答者は全部で30名、性

別は男性18人、女性9人、無回答3人となっている。年代は

30代が最も多く、次いで多いのが20代となっている。 

 

 

図1 回答者の年代（左）図2 回答者の居住地（右） 

 

居住地に関しては、57%が北九州市外から訪れており、門司区

内からの利用者が 37%いることがわかる。市外から超小型モビ

リティを利用しに門司に来訪していることが特徴的である。職業

に関しては、その他を除くと、パートタイムが最も多い。 

 

 

図 3 回答者の職業（右） 

 

 また、今回の事業に関する満足度や、走行中の不具合、超小型

モビリティを利用するにあったっての滞在時間などに関する項 
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表2 小倉南区における事業実績 

日 付 時 間 実施行事 場 所 対象者 
モビリティ 

稼働台数 

4月5日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

4月30日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール講習会 若園市民センター 若園校区住民 1台 

5月3日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

5月7日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

5月21日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

6月4日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

6月7日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

6月18日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

7月2日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

7月5日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

7月16日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

8月2日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

8月20日（水） 10：00～12：00 国際環境ビジネス会議試乗会 西日本総合展示場 会議出席者 2台 

9月6日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

9月17日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

10月7日（火） 13：00～15：00 超小型モビリティ成果報告会 北九州市役所 関係者 
 

10月16日（木） 19：30～20：30 1万人防犯パトロール大作戦 若園４丁目公園 若園校区住民 1台 

11月1日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

11月5日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

11月19日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

12月3日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

12月6日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

12月27日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

1月7日（水） 14：15～15：15 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 2台 

1月10日（土） 10：30～13：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

1月21日（土） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 2台 

1月30日（月） 16：00～17：00 
北方グリーンバード（清掃活

動） 
北方市民センター 北方校区住民 1台 

2月18日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

3月4日（水） 15：00～16：00 青色防犯パトロール 若園小学校 若園校区住民 1台 

3月7日（土） 10：00～12：00 買い物支援 葛原公園 葛原校区住民 1台 

3月16日（月） 13：30～14：30 超小型モビリティ試乗会 門司港レトロ 自動車工業会 4台 
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目について聞いた結果は下記の通りである。 

 本事業に対する満足度は、とても満足している人が 44%、満

足している人が 17%と、60%以上が本事業に満足していること

が分かる。 

 

 

図4 本事業に対する満足度 

 

 超小型モビリティがなかった場合の交通手段に関して、自家用

車で移動すると回答した人が37%、レンタル自転車が30%、徒

歩が13%、自転車または行かないと回答した人が共に10%とい

う結果であった。 

 

  

図5 超小型モビリティがなかった場合の交通手段 

  

 次に、今回の滞在時間および超小型モビリティがなかった場合

の想定滞在時間を聞いた結果が下図のとおりである。超小型モビ

リティがなかった場合より今回の滞在のほうが長くなっている

ことがわかる。 

 

 

図6 今回の滞在時間および超小型モビリティがなかった場合

の推定滞在時間 

 

 また、今回の事業により観光地（門司・門司港レトロ地区）へ

の理解が深まったかどうかという問いに対しては、「はい」と回

答した人が多く 70%に及んでいることがわかる。さらに、超小

型モビリティが走行できるエリアの拡大を希望するかという問

いに対しては、「はい」と回答した人が87%にも及ぶことがわか

った。 

 

図7 観光地への理解が深まったかどうか（左） 

図8 利用地域の拡大を希望するかどうか（右） 

  

 平成26年度の本事業では、社会実験として実施しており、料

金設定について、今後も現行のまま実施するとは必ずしも限らな

い。そこで、今後有料で事業実施の際の利用意志と希望する利用

形態・料金設定について尋ねた。その結果は、下図に示すとおり

である。利用意志に関しては、利用したいと「そう思う」が64%、

「だいたいそう思う」が10%であり、利用形態は、時間レンタ

ル（シェア）67%、一日レンタルが30%であることがわかった。

また、料金設定に関しては、一日3000円を希望する人が最も多

く33％、次に4000円、5000円と回答した人がともに22%であ

った。時間レンタルに関しては、月額1000円で時間当たり500

円を希望する人が最も多く35%となっている。 

 

 

図9 有料化された際の利用意志（左） 

図10 希望する利用形態（右） 

 

表3 希望する利用料金 

利用形態 料金 人数 利用形態 料金 人数 

一日レン

タル料金 

1000円 0 時間レンタ

ル（シェア） 

月額1000円 

一時間当た

り料金 

500円 7 

2000円 0 1000円 3 

3000円 3 1500円 2 

4000円 2 2000円 4 

5000円 2 2500円 0 

6000円 0 
時間レンタ

ル（シェア） 

月額無料 

一時間当た

り料金 

1000円 2 

7000円 1 1500円 0 

8000円 1 2000円 0 

9000円 0 2500円 0 

10000円 0 3000円 0 

1万以上 0 無回答 2 

合計 9 合計 20 

 

 また、事業化されたときの利用目的、および門司・門司港レト

ロ地区で今後必要な交通手段とその交通手段で移動する移動目

的について尋ねた結果を下図に示す。事業化された際の利用目的

は、「観光・娯楽」が過半数を占め、次いで多いのが「買い物・

外食」で一方、必要とされている移動目的は、「通勤・通学・通
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院」が圧倒的に多いことがわかる。 

 

 

図11 有料化された際の利用目的と今度必要な移動目的  

 

  

3.1.2. まとめと今後の展開 

 前述の通り、本事業では、超小型モビリティを観光レンタカー

として活用し、観光地づくりに貢献することを目的としている。

本事業は、門司・門司港レトロ地区の観光地づくりにおいて一定

の成果があることが利用者の満足度や滞在時間が増加したなど

によって明らかになった。また、今後、継続的に事業化した場合

も、観光目的で超小型モビリティを利用しようと考えている人も

多いことがわかった。なお、事業形態としては、時間貸し（シェ

ア）が多く挙げられていることがわかった。さらに、事業エリア

にかんしても門司・門司港レトロ地区だけでなくエリア拡大を希

望している人が多いことも明らかになった。その一方で、当該地

域において、今後必要な移動手段目的として挙げられているのは、

通勤・通学用の交通手段であり、その交通手段として超小型モビ

リティや超小型モビリティ・シェアが挙げられていることがわか

った。これは、現在の観光目的だけでなく、より幅広い利用目的・

方法、より広い事業エリアで超小型モビリティを提供する事業に

発展させていくことの必要性を示すものである。 

 

3.2. 防犯パトロール試行事業の調査概要 

本事業では、超小型モビリティを用いた防犯パトロールの事業

課題を抽出し、検討、今後の展開を考察するべく、事業実施と同

時並行して関連調査を行った。まずは、若園校区における犯罪へ

の意識などに関する現状についての質問を訪ねた。次に超小型モ

ビリティを用いた防犯パトロール試行事業において、利用者が満

足したかどうか、また、今後、本格的な事業化が行われた際にレ

ンタル時間あたりにいくら料金を支払うか、今後の移動手段とし

てどのような交通手段を期待するかなどを、アンケート調査を通

じて明らかにした。具体的なアンケート調査は下に記すとおりで

ある。 

3.2.1. 防犯パトロール試行事業の調査結果 

アンケート調査の結果を下に記す。回答者は全部で30名、性

別は男性と女性が半々となっている。年代は70代が最も多く

47%、次いで多いのが60代の20％と、高齢者が多い。回答者の

職業に関しては、主婦・主夫が多く37%となっている。 

 

 

図12 回答者の年代（左）、図13 回答者の職業 

 

 また、今回の事業に関する認知度と満足度について聞いた結果

は下記の通りである。認知度は、知っている人が全部で 70%に

及び、知っておりかつ利用したことがある人は 23%であった。

また、本事業のことを知っている人のうち、本事業に対する満足

度は、とても満足している人が14%、満足している人が29%と、

43%の人が本事業に満足していることが分かる。 

 

 

図14 本事業に対する満足度 

 

 超小型モビリティを活用した防犯パトロールに関して、防犯効

果に寄与するかどうか尋ねたところ、そう思うと答えた人が

19%、大体そうと答えた人が24%で、合わせると43%に及んだ

一方で、今回、試行事業として無料で行ったものを、今後有料化

した場合にも利用したいかどうか聞いたところ、そう思うと答え

た人が 5%、大体そう思うと答えた人が 14%と、計 19%に留ま

ることがわかった。 

  

 

図15 防犯効果への寄与（左） 

図16有料化の際に利用したいかどうか 

  

 有料化された際の利用目的に関しては、今回の事業の主目的で

ある防犯パトロールよりも観光・娯楽目的や買い物・外食目的が

多い上に、今後必要な移動目的としては、買い物・外食目的を筆

頭に、通勤・通学・通院目的が多いことがわかった。 
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図17 有料化された際の利用目的と今度必要な移動目的  

 

3.2.2. まとめと今後の展開 

 本事業では、超小型モビリティを活用し、若園地区で防犯パト

ロール試行事業を実施した。超小型モビリティは、一定の成果が

あることが利用者の満足度などによって明らかになった。しかし、

その一方で、今後、継続的に、有料で事業化した場合、必ずしも

超小型モビリティを利用しようと考えている人が多くないこと

がわかった。さらに、事業目的に関しても、通勤・通学・通院や

観光など幅広い利用目的が期待されていることわかった。 

 

3.3. 小倉南区における買い物支援事業 

3.3.1. 買い物支援事業の調査概要 

本事業では、超小型モビリティを活用し、小倉南区葛原地区の

買い物支援に貢献することを目的としており、同時に、その事業

課題を抽出し、検討、今後の展開を考察するべく、事業実施と同

時並行して関連調査を行った。まずは、事業を実施した小倉南区

葛原地区における移動に関する現状調査についての質問を聞い

た。次に超小型モビリティを用いた買い物支援事業への満足度や

今後の事業に関することについて、アンケート調査を通じて明ら

かにした。具体的なアンケート調査は下記に記すとおりである。 

 

3.3.2. 買い物支援事業の調査結果 

アンケート調査の結果を下に記す。回答者は全部で30名、性

別は男性が14人、女性が16人である。年代は70代が27%と

最も多く、次いで多いのが60代の23%と、高齢者が多くなって

いる。 

 

 

図18 回答者の年代 

  

 利用者の居住地に関しては、63%が事業実施地域の葛原地区か

ら訪れており、それ以外の利用者は 37%に留まっている。職業

に関しては、主婦・主夫が多く20%となっている。 

 

 

図19 回答者の居住地（左）、図20 職業（右） 

  

 超小型モビリティにより外出機会が増加するか、利便性に寄与

するかどうかという質問に対しては、ともに「そう思う」、「だい

たいそう思う」と肯定的な人が半数以上に及んでいた。 

 

 

図21 超小型モビリティにより外出機会や利便性が向上するか

どうか 

 

また、今回の事業に関する認知度および満足度に関する項目の

結果は下記の通りである。本事業に対する認知度は 75%に及ぶ

一方、実際に利用した人は 29%にとどまっている。さらに、事

業について認知している人のうち、事業に対して、とても満足し

ている人が27%、満足している人が26%と、53%の人が本事業

に満足していることが分かる。 

 

 

図22 本事業の満足度 

  

今回、無料で実施した本事業の利用継続意志については、「有

料化された際に利用したかどうか」という問いに対して、「そう

思わない人」、「あまりそう思わない人」がともに26％で、合わ

せて52％もの人が有料化した際に利用継続意志がないことがわ

かる。なお、有料でも利用継続したと回答した人のうち、時間レ

ンタル（シェア）の利用形態が良いと回答した人は、82%にもお

よび、一日レンタルよりも圧倒的に多いことがわかった。有料化

された際の利用目的や今後必要な移動目的に関しては、買い物や

外食の目的が40%以上と多数を占めることがわかった。 
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図23 有料化された際の利用意志（左） 

図24 希望する利用形態（右） 

   

 

図25 有料化された際の利用目的  

 

3.3.3. まとめと今後の展開 

 本事業では、超小型モビリティを活用し、葛原地区で買い物支

援試行事業を実施した。超小型モビリティは、買い物支援試行事

業も防犯パトロール試行事業と同様に一定の成果があることが

利用者の満足度などによって明らかになった。しかし、その一方

で、今後、継続的に、有料で事業化した場合、必ずしも超小型モ

ビリティを利用しようと考えている人が多くないことがわかっ

た。さらに、事業目的に関しても、通勤・通学・通院や買い物・

外食など幅広い利用目的が期待されていることわかった。これは、

今年度実施した葛原地区での買い物支援試行事業や、若園地区で

の防犯パトロール試行事業を評価したうえで、今後新たな展開を

検討することが必要不可欠であることを示唆している。 

 

4. 今後の事業展開について 

 本年度の事業および関連調査をもとに、今後は下記の事業展開

を行っていく予定である。 

4.1. 事業実施エリアの拡大 

 平成 27 年度の事業では、基本的に前述した平成 26 年度の事

業内容を継続する。加えて、平成26年度の事業および関連調査

をもとに、事業実施エリアを下記に記すとおり拡大する。特に、

超小型モビリティの多様な需要を見込んで、北九州市の主要な都

市部である小倉駅周辺を対象エリアに加えた。さらに、西は、ス

マートコミュニティとして再開発がおこなわれてきた八幡東区

や北九州市立大学など立地する学術研究都市である若松区まで、

南は観光地でもある平尾台の方まで事業エリアを拡大する。これ

により、平成26年度に実施した観光レンタカー事業や、防犯パ

トロール・買い物支援試行事業を他地域においても実施すること

ができる。各地域の需要にあった事業を各地域で実施する。 

 

図26 平成27年度の事業実施エリア 

 

5. おわりに 

北九州市では、国土交通省から平成24年6月に公表された「超小

型モビリティの導入に向けたガイドライン」をもとに、超小型モ

ビリティ導入促進に関する、先導・試行事業を平成24年度より

継続的に実施しており、平成26年度は3年目に当たる。これま

での事業については、本稿でも記述した通り、一定の成果を得る

ことができたと考えられる一方、まだまだ改善すべき点は多い。

そこで、今後は、事業エリアを拡大させるなど、上記のこれまで

の事業を一層発展させる計画となっている。本事業に関する実

践・調査報告が、北九州市内のみならず、全国の超小型モビリテ

ィの導入促進の参考となれば幸いである。 

最後に、本事業・調査を共に実施した北九州市、NPO法人タ

ウンモービルネットワーク北九州、北九州市立大学の関係各位に、

ここに記して感謝の意を表する。 
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