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ヨコハマSDGsデザインセンター

～「住みたい」「住み続けたい」まちの実現を目指して～

旭区若葉台オンデマンドバス 第５回実証実験
有償での運行を新たに実施します！

ヨコハマSDGsデザインセンターは、⼀般財団法⼈若葉台まちづくりセンター、MONET Technologies株式会社と
連携し、旭区若葉台エリアにおいて、⼈の移動における社会課題の解決や新たな価値創出を可能にする新たな移動
手段として、オンデマンドバスの導入に向けた実証実験を進めています。
過去４回実施した無償での実証実験結果から、既存の公共交通ではカバーできない移動需要があることが分かりま
した。そこで第５回目となる今回は、オンデマンドバス事業の持続可能性を検証していくために、有償で運行することで
無償実施時と比較した需要動向の調査を実施します。

１ 第５回実証実験の概要
(1) 実施期間

令和４年２月１日（火）から３月25日（金）まで
(2) 運行時間

平日７時30分から19時まで
(3) 走行エリアと利用料金

若葉台地区及び近隣施設（全区間共通：小学生以下無料）
・200円区間：若葉台エリア⇔若葉台エリアの発着
・300円区間：若葉台エリア⇔上川井・霧が丘エリアの発着

：上川井・霧が丘エリア⇔上川井・霧が丘エリアの発着
※詳しくはチラシ参照

(4) 乗降地点
93地点

(5) 決済方法
乗車券または現金（乗車券は若葉台まちづくりセンターと相談会会場で購入可）

(6) 予約方法
アプリまたはWEB（裏面に詳しく記載）

(7) 利用対象
若葉台地区居住者及び近隣施設利用者など

(8) 車両
ハイエースタイプ１台 ５席（チャイルドシート１台・ジュニアシート２台を用意）

(9) 運行事業者
株式会社クワハラ

今回の取組を通じて、高齢者や子育て世代を中心とした若葉台団地の利便
性や商店街の活性化に繋げ、「住みたい」「住み続けたい」まちの実現を目指すとと
もに、オンデマンドバスの本格サービス化、持続可能な事業スキームの構築に向けた
検討をさらに進めていきます。
※本エリアは横浜市の「⼤規模団地再生モデル構築事業」の対象団地の1つです。

（参考）過去の実証実験の様子

【情報提供】 次のとおり、ヨコハマSDGsデザインセンターが記者発表を行

いましたので情報提供します。
内容に関するお問合せ：温暖化対策統括本部SDGs未来都市推進課

担当課長 田村 康治 電話：671-2477



■お問合せ先
ヨコハマSDGsデザインセンター
contact@yokohama-sdgs.jp

• 若葉台にお住まいの方、お勤めの方、若葉台にある施設をご利用の方など
• 前回の実証実験で、既にアプリをダウンロードされている方は、登録したメールアドレスとパスワードで再度ログインをお願い
します。ログインできない場合は、若葉台まちづくりセンターHP（https://wakabadai-kc.or.jp/） のお問い合わせ
ページにお問い合わせください。

• 18歳未満の方は、保護者が予約をし、備考欄に乗車されるお子様の氏名・年齢をご入力ください。また、保護者の付き
添いなしで乗車できるのは、小学生以上となります。

• iPhone（iOS11 以上）、Android（Android7 以上）、インターネット環境（Chrome推奨）をお持ちの方

若葉台オンデマンドバス実証実験は、一般財団法人トヨタ・モビリティ基金「地域に合った移動の仕組み作り」助成採択事業です。

本取組は、誰もが「住みたい」「住み続けたい」まち『若葉台』の実現を⽬指し、
各主体の連携により、郊外住宅地における⾝近な移動⼿段の充実に向けて取り組むものです。

一般財団法人若葉台まちづくりセンター MONET Technologies株式会社
ヨコハマSDGsデザインセンター 株式会社クワハラ 神奈川県住宅供給公社 横浜市

２ 利用方法

乗車アプリの利用方法（オンデマンドバス）
❶スマートフォンからApp Store またはGoogle Play ストア で専用アプリをダウンロード、または、

WEBサイト (https://ondemand.monet-technologies.co.jp/ )にアクセスします。以下の
QRコードからアプリのダウンロードをお願いします。（インターネット環境は、Google Chrome 推奨）

❷利用者情報の登録とアクセスコードを入力します。 アクセスコード「poc-wakabadai」
❸専用アプリまたはWEBサイトから、乗車したい日時や場所を入力します。
※乗車の７日前から予約可能

利用開始

〈iPhone 専用QR〉 〈Android 専用QR〉 〈WEBサイト専用QR〉

３ 利用相談会

利用条件

アプリの利用に関する相談会を実施します。
(1) 日時：実証期間中の毎週火曜日 10時から16時まで
(2) 場所：ショッピングタウンわかば内店舗

（中華料理金満園となり）

https://wakabadai-kc.or.jp/
https://ondemand.monet-technologies.co.jp/


誰 も が

住 み た い

住み続けたい
と思える「まち」に

今すぐ迎えにきて
ほしい
病院まで行きたい

明日の 8 時ごろ迎
えに来てほしい
保育園まで行きたい

本取組は、横浜市が国から「SDGs未来都市」に選定を受け、市内各地でさまざまな主体のみなさまと、
環境・経済・社会の統合的課題解決に向けて取り組むパイロットプロジェクト（試行的取組）です。

「オンデマンドバス」とは、時刻表や決まったルートを持たず、乗りたい時に行きたい場所へ行くことができる
乗合型のバスです。誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思えるまち『若葉台』に向けて、移動手段にとどま
らないサービスの提供等、本格運行を目指した検討を進めていきます。

一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金　「地域に合った移動の仕組み作り」助成採択事業

運営主体　　一般財団法人若葉台まちづくりセンター
協力 ヨコハマSDGsデザインセンター

横浜市
神奈川県住宅供給公社
MONET Technologies 株式会社

運行事業者　株式会社クワハラ

お問合せ

一般財団法人若葉台まちづくりセンター
TEL  045-921-3361
（受付時間　8：30～ 17：30/水曜日・祝日定休日）

第 ５ 回

若葉台オンデマンドバス
実証実験（有料）を行います

２/１ ３/２５TUE FRI

2022 2022

平日  7：30～ 19：00

SDGs未来都市・横浜

若葉台まちづくりセンター
（２F）

セブン－イレブン
[コンビニエンスストア]

ハックドラッグ
［薬局・処方箋］

金満園
［中華］

★

相談会会場

ご利用料金

決済方法

利用相談会

①200円区間 : 若葉台ｴﾘｱ⇔若葉台ｴﾘｱの発着
②300円区間 : 若葉台ｴﾘｱ⇔上川井・霧が丘ｴﾘｱの発着

上川井・霧が丘ｴﾘｱ⇔上川井・霧が丘ｴﾘｱの発着
※全区間共通：小学生以下は無料

乗車券（まちづくりセンター 及び 相談会会場で購入可能） 
または 現金

日時：実証期間中の毎週火曜日10：00-16：00
場所：ショッピングタウンわかば内店舗

（中華料理金満園となり）



走行エリア

● 若葉台エリア（旭区若葉台1丁目～4丁目：　　　内）
　 ※48，99は上川井エリア

● 霧が丘エリア（緑区霧が丘1丁目、3丁目～5丁目、6丁目の幼稚園、学校、クリニック）
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● 霧が丘エリア（緑区霧が丘1丁目、3丁目～5丁目、6丁目の幼稚園、学校、クリニック）

● 上川井エリア（上川井町と川井本町の幼稚園、学校、福祉施設、病院）

● 18 歳未満の方は、保護者が予約をし、備考欄に乗車されるお子様の氏名・年齢をご
入力ください。また、保護者の付き添いなしで乗車できるのは、小学生以上となります。

● 若葉台にお住まいの方・お勤めの方・若葉台にある施設をご利用の方
● iPhone（iOS11以上）、Android（Android7 以上）をお持ちの方、またはインターネッ
ト環境（Chrome 推奨）をお持ちの方

● 一般車両（1 台）：ハイエースタイプ、５席（チャイルドシート１台、ジュニアシー
ト２台の準備あり）

● コロナウイルス感染症対策として、以下についてご協力ください。
＜乗車時のお願い＞
・マスクの着用、咳エチケットへのご協力、大声での会話を控える、換気へのご理解
＜乗車を遠慮いただく場合＞
・発熱、咳、咽頭痛等の症状がある場合
・過去2週間以内に感染が拡大している国や地域への訪問歴がある場合
・また、上記に該当する者と濃厚接触がある場合
・過去2週間以内に新型コロナウィルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触が 
　ある場合

ご利用条件・環境

保土ケ谷バイパス（国道16号）

八王子街道（国道16号）

上川井小学校

横浜三育
小学校

神奈川病院

105105
101101

102102

100100

104104

乗車券の販売場所

一般財団法人若葉台まちづくりセンター 及び 相談会会場
（受付時間　8：30～ 17：30（12：00～ 13：00を除く）/水曜日・祝日定休日



一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金　「地域に合った移動の仕組み作り」助成採択事業

乗車アプリのご利用方法

❶ スマートフォンから App Store 又は Playstore で専用アプリをダウン
ロードします。
ま た、WEB サ イ ト（https://ondemand.monet-technologies.co.jp/ ）
からでも利用いただけます。

❷ 利用者情報の登録とアクセスコードを入力します。

❸ 専用アプリ又はWEBサイトから、乗車したい日時や場所を入力してください。

手順１

行き先の
登録

手順２

乗車日時の
登録

手順３

乗車日時に
バスを利用

ご利用開始

※QRコードを読み込み、アプリのダウンロードをお願いします。
※アプリをダウンロードしただけでは、利用できません
※インターネット環境は、Google Chrome 推奨

＜登録方法＞

●アプリまたは WEB サイトにアクセスしたら、「新規会員登録」ボタンをタップし、
「メールアドレス」と「パスワード」を登録してください。
●「アプリ利用規約」に同意の上、「アプリ利用規約に同意します」にチェックし、「次
へ」をタップします。
●「姓名」「電話番号」「アクセスコード」を入力し、「次へ」をタップします。
●登録完了となったら、「予約する」をタップし、「MONET の使用中に位置情報の利
用を許可しますか」と表示されたら「許可」をタップします。

※乗車の7日前から予約可能です。

アクセスコード「poc-wakabadai」

＜iPhone専用QR＞ ＜Android 専用QR＞ ＜WEBサイト専用QR＞

前回の実証実験で、既にアプリをダウンロードされている方は、登録したメールアドレ
スとパスワードで再度ログインをお願いいたします。
ログインできない場合は、若葉台まちづくりセンターHP（https://wakabadai-kc.or.jp/）
のお問合せページよりお問合せください。
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