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チョイソコとは？
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・地域の交通不便を解消し、主に高齢者の外出促進に貢献する
デマンド型交通（※）

・従来のデマンド型交通と異なり、民間企業が事業主体となり、
エリアスポンサーによる協賛を得ることで採算性を向上

・単なる運行のシステム提供に留まらず、
高齢者の健康増進につながる外出促進の“コト”づくりを推進

※予約に応じて乗降場所や経路を変更可能な交通システム

〜チョイソコの想い〜

シンボルマークに表現されている
「チョイソコ」の各文字は老若男女
な人を表し、利用者の多様性を表現
しています。
多様な人が乗り合わせる移動により、
外出を楽しみ、健康増進につながる…
そのような世の中を実現していきたい
と考えます。

シンボルマーク

車両デザイン自治体名入り



チョイソコのようなデマンド型交通が広まっている背景

“買い物弱者”とも呼ばれる

交通難民の増加
＜主な要因＞

・商業集積場所の変動
・既存公共交通の衰退
・高齢者運転免許自主返納の促進

・75歳以上運転者対象の
認知機能検査開始（2017年3月〜）

過疎地域だけではなく
都市部でも課題に
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昨今の痛ましい高齢者事故報道増加
により運転免許返納が加速化

新しい交通のしくみが必要
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チョイソコの特徴① 高齢者利用に最適化された運行システム

チョイソコは会員登録された利用者から乗車依頼を受付し、
最適な乗り合わせと経路を計算し、

目的地まで乗り合い送迎でお運びするしくみです。

受付センター
に電話する

受付センター
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チョイソコは会員登録制で、利用時には事前のお電話が必要です。
高齢者とのコミュニケーションに優れたオペレーションにより安心運行が実現。

①会員登録申込

②会員証

愛新花子

仙人塚第3資源ゴミ置場

裏：お電話時に伝える内容表：会員番号・氏名・最寄停留所

会員証が
届いたら
利用可能

③利用開始

山田花子、会員番号◯◯です。
◯◯停留所から鈴木整形外科に
9月6日の11時頃までに行きたいです。
同乗者はありません。

①名前と会員番号 ②利用希望日・時刻
③乗る場所・降りる場所 ④同乗者の有無
を伝えます。

お乗りになりたい30分前までに電話します。
（受付は1週間前から可能）

オペレーターとやりとりし
停留所に来ていただく
時刻が伝えられます。

それでは
9月6日木曜日の
10時35分に
◯◯停留所まで
来てください。

指定された日時に、
停留所に向かいます。

お名前
行き先

車が到着したら乗車し
運転手に名前と
行き先を伝え、
乗車料金を払います。

帰りの受付を
することも
できます

停留所には看板が貼ってあります

・世帯別ではなく個人別
・最寄りの停留所を記載
・緊急連絡先を記載
・アンケートに記載

チョイソコの特徴① 高齢者利用に最適化された運行システム



エリアスポンサー協賛型のビジネスモデル

（事業者・公共施設停留所）

チョイソコは地域のタクシー会社と提携し運行します。
エリアスポンサー（自治体や事業者）からの協賛・広告料により、

運営費用の一部を支えていただくことで
これまでよりも採算性高く運営を維持することが可能です。

自治体もスポンサーのひとつ

チョイソコの特徴②

地域のタクシー会社と 提携し運行することで
既存公共交通とwin-win の関係を築く

停留所
設置

豊明市の事例

5



アライアンス・パートナー
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自治体 地域事業者・病院等

会員（地域住民）

会員登録
乗車受付

協賛金

運行主体

コールセンター運行システム

地域のタクシー会社（旅客自動車運送事業者）

乗車料金

施設利用・購買

エリアスポンサー

事業主体

運行費補助

停留所設置

チョイソコは民間企業が事業主体になるのが特徴です。
（今までの地域公共交通は自治体もしくは運送事業者が主体）

主体的な企画や技術の投入が可能になります。

企画・推進パートナー

エリアスポンサー協賛型のビジネスモデルチョイソコの特徴②

上記は豊明市の事例です。
事業構造は自治体との
協議によって変動します。

運行会社が会員から
直接受領

豊明市の事例
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地域密着型コミュニケーション

実証実験を開始するにあたり、自治体様と協力し
地域住民向け説明会を多数開催し、周知・理解を高めました。
また、新聞・テレビ等のメディアにも多数取り上げていただき

情報展開が加速されました。
テレビ番組は右のQRコードから、
またはYouTube“チョイソコ”で
検索すると見られます。

チョイソコの特徴③

豊明市の事例
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会員には毎月「チョイソコ通信」を郵送し、
運行に関する更新情報をお伝えするとともに、

“お出かけしたくなる”様々な情報を発信しています。

エリアスポンサーのチラシも同封可能

地域密着型コミュニケーションチョイソコの特徴③

豊明市の事例
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チョイソコとよあけについて
豊明市内
各所に
貼られている
ポスター

よろ し く ね！
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みんな で 育てる 新し い乗り 物のカ タ チ 。
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お問い合わせ・ 資料請求

①ご利用前に書面での会員登録が必要です。

　 登録は無料です。 後日会員証が届いたら 利用可能です。

②ご利用時にはご予約が必要です。電話で日時や行き 先を 伝えます。

　 受付は平日の 8 : 3 0 ～ 1 5 : 3 0 です。 (土日祝、年末年始、夏季休日は運休 )

③ご自宅付近の乗り 場停留所から ご希望の行き 先停留所まで 、 

　 他の乗客と の乗り 合いで移動し ます。

チョ イ ソ コ ご利用方法

健康増進のた めの

乗り 合い送迎サービ ス

会員
募集中 ! !

登録無料

豊明市

スポンサー協賛による

 民間企業主導の

 デマンド 型交通を

 愛知県豊明市で

実証実験し ています



スギ薬局店舗等 様々な事業者

豊明市立図書館等 公共施設

主要駅（前後駅パルネス前後）

資源ゴミ置き場を
活用した乗降場

豊明市で公共交通として承認され、有償での実証実験を行っています。

住宅地停留所：約60箇所 目的地：約40箇所

運行概要チョイソコとよあけ
について

公園に設けられた乗降場 車両：ハイエース
グランドキャビン

客席：8席
台数：2台

道路運送法21条申請

ステップや
手すり設置
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豊明市様ご提供図

2018年7月〜
無償運行開始

（2019年4月〜有償化）

2019年4月〜
エリア拡張
有償運行

会員資格
・交通不便地域（左図色付き）にお住まいの

小学生以上の市民。
(但し64歳以下会員の行き先は公共施設停留所に限定）
(中学生以下は保護者の同意が必要)

・その他の地域（左図色無し）は65歳以上

運行日・時間
・平日の午前9時〜午後4時のみ運行
・予約時間は午前8時半〜午後4時
・土日・祝祭日・GW・お盆・年末年始は運休

運賃
・1乗車 / 200円

※但しエリアを跨ぐ場合乗り継ぎとなり、
その場合は2乗車 / 400円

運行経路・車両
・交通不便地域内（左図色付きエリア）の

住宅地停留所から事業者／公共施設／
墓地・公園停留所の間を運行

・現在の運行車両は2台

運行概要
チョイソコは愛知県豊明市で公共交通として承認され、有償実証実験を行っています。

2020年10月から4条本格運行開始予定です。

2020年10月〜
本格運行開始予定
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実際の
住宅地
停留所

住宅地停留所チョイソコとよあけ
について
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チョイソコ導入のメリットまとめ

移動が楽になった

外出の機会が増えた

免許返納後も安心

地域住民(チョイソコ会員）

自治体
市内事業者（協賛者）

外出機会創出

公共サービスの充実魅力ある街づくり
集客増と新たなサービスの開発

・自宅近くの停留所から希望時間で外出でき、
外出機会が増え、心身の健康増進に貢献

・近所の方と顔合わせの機会が増え
地域コミュニケーションが促進

チョイソコ利用で
割引のチラシ

（カラオケ事業者の例）

車内空間が交流の場

みんなと一緒に乗れて
嬉しい

・“通いの手段“確保による高齢者の固定客確保

・高齢者向けの新たな 販売促進企画

交通事業者

潜在ユーザーの発掘

・外出機会促進による利用者の増加

・提携した新たなサービス開発の創出

・街全体が“通いの場”となり魅力ある都市に

・既存交通（コミュニティバス等）に
変わる交通利便向上や不採算の改善

・高齢者によるマイカー移動負荷を軽減し
免許返納を促進、公共交通全体が活性化

地域の皆様の“四方良し”を実現
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チョイソコネット情報のご紹介

https://youtu.be/SspI0SKmbHw

NHK総合「おはよう日本」

YouTubeで
「チョイソコ」を
検索いただくと、
その他ニュースも
ご覧いただけます

https://youtu.be/aeY4zNCa2HU （32分フル版）
https://youtu.be/SmFvXV09Mbk （12分ショート版）

東海テレビ 「スイッチ！ 特集あしたのためのカルテ」

フル版（32分） ショート版（12分）

キャッチネットワーク TIME30「移動支援サービスチョイソコ」

https://youtu.be/sPFr1ShFlfQ

https://www.choisoko.jp/toyoake/

チョイソコとよあけHP

チョイソコFacebook

https://www.facebook.com/choisoko.jp/

注目

テレビ放映（YouTube）

https://youtu.be/aeY4zNCa2HU
https://youtu.be/SmFvXV09Mbk
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豊明市は、「チョイソコとよあけ」を地域公共交通より高齢福祉政策として推進
高齢者の“通いの場”への移動手段として位置づけ外出目的も併せて創出
（政策比重のイメージ 高齢福祉政策80％：地域公共交通政策20％）

豊明市健康長寿課作成資料
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豊明市は、「チョイソコとよあけ」を地域公共交通より高齢福祉政策として推進
高齢者の“通いの場”への移動手段として位置づけ外出目的も併せて創出
（政策比重のイメージ 高齢福祉政策80％：地域公共交通政策20％）

豊明市健康長寿課作成資料
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2019年グッドデザイン賞 特別賞受賞

https://youtu.be/ialTjr_iznA

BEST100
プロポーザル動画（審査委員の評価）

地域デマンド交通システムの新しい姿を提案している。
高齢者にも覚えやすいネーミングや、ICTに頼り過ぎないシステムも、
現場の声を活かしていると思われる。
疲弊する非都市部での公共交通システムに新風を吹き込むアプローチである。
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トヨタ販売店と協力して全国に展開

全国に約280社（約5,000店舗）ある
トヨタ販売店ネットワークと協力し、全国に展開活動中。

自治体 事業者・病院等

会員（地域住民）

登録・受付協賛金

受付
運行
システム

地域のタクシー会社
（旅客自動車運送事業者）

エリアスポンサー

事業主体

運行費補助

停留所
トヨタ
販売店

運行主体

日本経済新聞全国版 6月27日朝刊

トヨタ販売店様による
チョイソコ導入内定案件
・群馬県明和町（’20/4月運行開始）
・兵庫県猪名川町（’20/5月運行開始）
・鹿児島県志布志市（’20/7月運行開始）

その他数多くのトヨタ販売店と
プロジェクト推進準備中


