
 

報道提供日 令和３年 10 月 12 日（火） 

自動運転車両による移動サービスの実現に向けた 
「ゆっくりカート」の実証実験・乗車体験を実施します 

 

概要説明 

四條畷市では、地域課題の解決に向けスマートシティの取り組みを開始しています。 
 
その一環で、田原地域内の自動運転車両による移動サービスの実現に向けて、今年度

実証実験を行います。有人による低速自動車の走行実験を通して、課題を抽出すること
が目的です。 

 
期  間   令和 3 年 10 月 17 日（日）～31 日（日） ※今回は手動運転です 

 

時  間    午前 10 時～午後 4 時 

 

ルート    グリーンホール田原～田原台センター（サンパルコ田原） 

 

 ●10 月 17 日(日)～24 日(日) 

ルート１：田原地域の歩行者専用道路を通行 

 

●10 月 25 日(月)～31 日(日)  

ルート２：公道を通行 

 

10 月 16日(土)開催 

スマートシティ推進フォーラムでは、 

田原小学校グラウンドで 

自動運転のデモ走行を行います 

 

 

― 車両の運行スケジュールなど、詳しい情報は添付のチラシをご確認ください ― 

 

報道関係者各位  

※車両はイメージです 



 

 

ゆっくりカートとは 

電動ランドカー（ヤマハ発動機製）をベースに名古屋大学が開発したもので、高精度三次元

地図を活用し、３D LiDAR や GNSS(GPS 等)を用いた自己位置測定による日本初の自動運転

カートです。 

 

 

スマートシティとは 

ICT（情報通信技術）や AI（人工知能）などの先端技術や、人の流れや消費動向、土地や施

設の利用状況といったビックデータを活用し、エネルギーや交通、行政サービスなどのインフ

ラ（社会基盤）を効率的に管理・運用する都市の概念です。 

四條畷市では、地域課題に対して先端技術を活用することにより解決を図ろうと取り組む「日

本一前向き！」コンソーシアムに協力いただき、国が推し進めるスマートシティの取り組みに

力を入れています。 

 

「日本一前向き！コンソーシアム」参画団体 

地域ボランティア団体、(株)アカカベ、(株)ウフル、NEC ソリューションイノベータ(株)、 

関西電力(株)、近鉄ケーブルネットワーク(株)、(株)グリーンファーム、ソフトバンク(株)、 

（大）奈良先端科学技術大学院大学、 YuMaKe（同）、（医）和幸会 

 

問い合わせ 
電話 0743-78-0175 

田原支所 担当：木邨（きむら）・塩見（しおみ） 

 



期間

プレ走行実験

主催

令和3年

10月17日（日）
～31日（日）

グリーンホール田原
～田原台センター

ルート

田原地域内の自動運転車両による移動サービスの実現
に向け、走行実験を通じて課題を抽出することを目的
とした実験です。※今回の実験は手動運転です。

実験目的

主催：

午前10時
～午後4時

時間

令和3年度プレ走行実験のお知らせ

※画像はイメージ

電動ランドカー（ヤマハ発動機製）をベースに名古屋大学が開発したもので、誘導線方式ではない、公道を
走行できる日本初の自動運転カート

ゆっくりカートとは



〇集合場所（乗車場所）
グリーンホール田原

または

田原台センター
※集合場所は予約完了時に
お知らせします。

〇定員/回
２名(予約先着順)

〇運行ルート
17日～24日…ルート１
25日～31日…ルート２

※ルートは変更する可能性
があります。

※荒天時は中止する可能性
があります。

＊グリーンホール田原 出発時間
10:10、11:10、13:10、14:10、15:10
＊田原台センター 出発時間
10:40、11:40、13:40、14:40、15:40
※集合場所（乗車場所）には出発時間の5分前にお越しください。

→体験終了時はアンケートにご協力ください！

運行スケジュール

四條畷市役所 田原支所 TEL:0743－78－0175
お問い合わせ

参加方法

運行マップ

グリーン
ホール田原

田原台センター

田原小学校

阪奈サナトリウム
田原荘 他

ルート1
走行ルート

ルート2

Web で の ご 予 約
フォームは、下記の
QRコードからアク
セスしてください

© OpenStreetMap contributors

実験車両に乗車されたい方は、
事前にWEB・電話のいずれかで
ご予約ください。
参加のご案内はご予約先着順となっ
ています。
乗車前の検温やマスクの着用などの
感染症対策にご協力ください。

電話予約 ☎0743－78－0175



テーマ
「新たなモビリティと健康」

日時

四條畷市
スマートシティ
推進フォーラム

主催

16(土)

13:30～16:00
田原小学校
※同時オンライン開催

第3回

場所

＠グラウンド
■自動運転車（デモンストレーション）

※雨天時は車両の展示のみとなります。
＠駐車場
■電動アシスト自転車試乗体験（ヤマハ）
■野菜直売会(グリーンファーム）
＠体育館
■歩行姿勢測定システム(NECソリューションイノベータ)
■地域見守りサービス「OTTADE！」（関西電力送配電）

■買い物支援の実証実験や技術紹介など

。

体験・展示内容

10/

「電動アシスト自転車」

NEC「歩行姿勢測定システム」

主催：

自動運転車
デモンストレーション



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、同時オンライン開催いたし
ます。
○会場参加
会場（田原小学校）までは公共交通をご利用下さい。
参加には事前の申し込みが必要です。※駐車場はございません。

○オンライン参加（Zoom）
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、
どなたでも自由に参加いただけます。
詳しい参加方法は四條畷市役所のホームページよりご覧ください。

四條畷市役所
のHP

https://www.city.shijo
nawate.lg.jp/soshiki/3

3/32427.html

最新情報

新型コロナウイルス等感染症予防対策と致しまして、 以下にご
協力ください。
１．会場入場時にアルコール消毒等手洗いにご協力ください。
２．マスクを着用してご参加ください。
３．当日、発熱や風邪のような症状のある方につきましては

参加をお控えください。
新型コロナウイルス感染症拡大状況によりましては、中止とさ
せていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※駐車場はございません。

住所 四條畷市田原台四丁目2番1号
コミュニティバスをご利用の場合は、次の便が便利です。
○[田原2] 四条畷駅 12:15発 → 田原小学校12:44着
○[田原1] 四条畷駅 12:45発 → 田原小学校13:06着
○[田原5] 忍ヶ丘駅口 12:58発 → 田原小学校13:24着

地域ボランティア団体、
(株)アカカベ、(株)ウフル、NECソリューション
イノベータ(株)、関西電力(株)、近鉄ケーブル
ネットワーク(株)、(株)グリーンファーム、
ソフトバンク(株)、（大）奈良先端科学技術
大学院大学、 YuMaKe（同）、 （医）和幸会

「日本一前向き！」
コンソーシアム参画団体

参加方法

コロナ感染症対策

参加申込
はこちら

13：00 開場

13：30 開会挨拶 四條畷市長 東 修平

第1部 13：35 ライフセーバーズの取り組み紹介 田原ライフセーバーズ代表 松田 誠二

13：50 未来を担う子どもたちの育成をめざして
～ICTを活用した田原小学校の取組み～

田原小学校 校長 上井 大介

14：05 河内長野市 南花台の取り組みについて 河内長野市総合政策部政策企画課
主査 横山 司

河内長野市社会福祉協議会
相談支援課長 土橋 崇之

14：20 コロナ禍におけるフレイル予防と健康体操
ICT機器を活用した認知症初期集中支援について

医療法人 和幸会 前原 園代

14：40 休憩

第2部 14：45 自動運転デモンストレーション/歩行姿勢測定システム/地域見守りサービス「OTTADE！」/電動
アシスト自転車試乗会/野菜直売会/奈良先端大研究紹介/買い物支援の紹介と体験/技術紹介など

16：00 終了

田原小学校へのアクセス

四條畷市役所 田原支所 TEL:0743－78－0175

お問い合わせ

「東部大阪」に「暴風警報」または「特別警報（種類は問わない）」が発令されたときは、中止とさせていた
だきます。

台風接近等による開催中止について

プログラム

グリーン
ホール田原

田原
小学校田原

中学校

戎公園

農協

ガソリン
スタンド

田原小学校(バス停)

徒歩
約2分

国道163号
至交野

至生駒

マップ


