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１．実証実験の目的
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▶COVID-19からの早期回復

▶ 北海道における生活MaaS実装に向けての知見獲得

●路線バスのデジタルチケット化の効果

●公共交通と連携可能（可能性のある）な「サービス」･「飲食」･「小売り」の把握

●モビリティ間の連携

●減少している外出率の回復

●減少している公共交通利用者数の回復

・ＱＲコード決済の促進

・安全・安心して乗車可能な公共交通としての取組み（混雑情報）

●利用者減少により生じた公共交通の空きスペース活用（貨客混載）
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２．実証実験内容（案）

2.1 実施内容（案）

▶ 商業施設等と連携したデジタルチケットの販売

●公共交通のデジタル往復乗車チケット

●公共交通の乗り放題デジタルチケット

●商業施設・飲食施設のデジタルチケット/クーポン発行

●公共交通と商業施設・飲食施設がセットになった

デジタルチケット/クーポン発行

《実施の方向性》

＊ターゲット路線を設定し、販売。

＊商業施設・飲食施設は、ターゲット路線沿線や帯広中心部の店舗を想定。

＊公共交通と親和性のあるサービス（お酒 etc）が利用を高めるポイント
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２．実証実験内容（案）

2.1 実施内容（案）

▶ 混雑情報提供

● 国土交通省の支援（地域公共交通における感染拡大防止対策：2次補正予算：138.05億円）を活用した混雑情報
提供を本実証実験では利用方法や情報の入手方法等をwebサイトで解説・周知。

● 安心・安全な公共交通として、利用者の不安を軽減するために、日本モビリティ・マネジ
メント会議（JCOMM）等が発行している情報についてもwebサイトに掲載し、啓発。

出典：（一社）日本モビリティ・マネジメント会議

▶ QRコード決済

●路線バス・タクシーでのQRコード決済
＊十勝バス様においては、ユーザースキャン方式にて対応済み
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▶ 貨客混載の実施（都市間高速バスの活用）

２．実証実験内容（案）

2.1 実施内容（案）

《想定している実施内容》

１）料金

・貨物1つあたり大人正規運賃とする

２）期間と数量

・バス事業者から承諾を頂いた平日に

数量限定で実施

３）受付

・Webサイトから実施

４）貨物の引受・受取（案）

・帯広：「帯広駅バスターミナル」

・札幌：「札幌駅前ターミナル」または

「中央バス札幌ターミナル」

５）訴求ポイント

・速達性

サービス名 所要時間 費用

実証実験
ポテトライナー

最短3.5時間 4,100円

▼既存サービス

宅配便A社 1日 1,280円(100サイズ)

宅配便B社 1日 1,390円(100サイズ)

バイク便C社 約3時間 31,500円

バイク便D社 約3時間 60,000円

既存サービスとの価格比較

同様事例

http://www.citybus.co.jp/pc/info/417/20171207092640.pdf

ちばシティバス㈱ × 東安房漁業協同組合

●パターン１）企業等の荷物の貨客混載

帯広駅
バスターミ
ナル

札幌駅前
バスターミ
ナル
Or

中央バス
ターミナル



7

▶ 貨客混載の実施（都市間高速バスの活用）

２．実証実験内容（案）

2.1 実施内容（案）

●パターン２）物流事業者との連携による貨客混載
《想定している実施内容》

１）料金

・個当たり契約（数百円／個）＊宅配便定額料金収受

例）

1,386円＋クール料金330円＝1,716円（利用顧客より収受）

２）期間と数量

・バス事業者から承諾を頂いた平日に数量限定で実施

３）受付

・物流事業者⇒バス事業者

４）貨物の引受・受取（案）

・帯広：「帯広駅バスターミナル」

・札幌：「札幌駅前ターミナル」または「中央バス札幌ターミナル」

５）訴求ポイント

・当日配送

帯広駅
バスターミ
ナル

札幌駅前
バスターミ
ナル
Or

中央バス
ターミナル
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２．実証実験内容（案）

2.2 ターゲットとする路線

・大空団地線（十勝バス）、緑陽台・雄飛が丘団地線（北海道拓殖バス）を実証実験のターゲット

ターゲット路線・エリア 大空団地線（十勝バス）

緑陽台・雄飛が丘団地線
（北海道拓殖バス）

大空団地

雄飛が丘団地

ターゲット路線
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２．実証実験内容（案）

2.3 使用するwebアプリケーション
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２．実証実験内容（案）

2.3 使用するwebアプリケーション
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２．実証実験内容（案）

2.3 使用するwebアプリケーション
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２．実証実験内容（案）

2.3 使用するwebアプリケーション
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２．実証実験内容（案）

2.3 使用するwebアプリケーション

▶ 専用アプリのダウンロードが不要で利用出来る点。
（昨年度観光MaaS事業の課題対策）

▶ 汎用サービスではない為、デザインのカスタマイズが出来る点。
（配色などを自由に設定できる）

▶ チケット利用実績をリアルタイムで把握することができる点。

▶ 十勝地域を運行する路線バス2社はGTFS（標準的なバス情報フォーマット）形
式でのデータ整備が完了し、利用者の経路検索は既存サービス（例えばGoogle
マップ）等の活用で問題がない。

▶ 他の地域のMaaS実証実験で十分な実績がある点
《wallabee導入実績》

JR東日本 新潟MaaS実証実験「にいがた MaaS Trial」（2019）
JR東日本・東急株式会社 伊豆MaaS実証実験「Izuko」（2019～2020）
JR東日本 仙台圏MaaS実証実験「TOHOKU MaaS」（2020）
JR東日本 観光型MaaS実証実験「ググっとぐんMaaS」(2020）
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２．実証実験内容（案）

2.4 フリーパスチケットの造成とワーキンググループの設置

▶JR北海道・十勝バス・北海道拓殖バスで利用可能な共通フリー乗車券の販売

▶十勝圏の商業施設・飲食施設・観光施設・イベントで活用可能なクーポン等と連携

■ 商品企画（案）（＊ワーキングにて詳細を検討・決定）

１）料金

２）フリー乗車券の種別（1日券）

３）販売箇所

４）フリー乗車券での乗降可能なフリーエリアの設定

※（JR）根室本線：新得‐浦幌間（計16駅）

※（路線バス） 北海道拓殖バス および 十勝バスの十勝管内全路線

５）利用者特典

＊商業施設・飲食施設・観光施設・イベントでの特典

⇒十勝バスの日帰り路線バスパックによる目的地との連携
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２．実証実験内容（案）

2.4 フリーパスチケットの造成とワーキンググループの設置

《参考事例：はこだて旅するパスポート＆フリーパス》

価格 （2日間用）おとな3650円、こども1810円、
（1日間用）おとな2690円、こども1340円

フリーエリア
【JR】函館本線の函館～森間（渡島砂原経由も含む）
【函館バス】函館市内・北斗市内・七飯町・鹿部町全線、砂原線（森

駅前～砂原東3丁目）、濁川線、函館～知内線（バスセン
ター～木古内駅前）、快速松前号（函館駅～木古内駅前）

【函館市電】全線
【道南いさりび鉄道】全線

発売箇所 JR北海道の主な駅（函館・五稜郭・桔梗・七飯・大沼・大
沼公園・森・八雲・長万部・奥津軽いまべつ・木古内・新函
館北斗）ツインクルプラザ函館支店
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シームレス交通戦略推進会議

十勝圏公共交通フリーパス検討WG（新設）

（構成員（案））
・北海道旅客鉄道株式会社
・十勝バス株式会社
・北海道拓殖バス株式会社
・帯広商工会議所
・帯広観光コンベンション協会

（オブザーバー）
・北海道運輸局（帯広運輸支局）
・帯広市
・北海道十勝総合振興局

（事務局）
・北海道総合政策部

役割分担

２．実証実験内容（案）

2.4 フリーパスチケットの造成とワーキンググループの設置
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２．実証実験内容（案）

2.5 広報・周知（案）

取組内容 ターゲット 広報・周知方法

① 大空団地線デジタル往復乗車チケット 大空団地居住者

▶Webサイト（関係者リンク含む）

▶SNS（facebook・twitter等）

▶バス車内ポスター掲示

▶バスターミナルフライヤー設置

▶回覧版（フライヤー）

▶協力店舗ポスター掲示

▶協力店舗フライヤー設置

② 大空団地線限定乗り放題デジタルチケット 大空団地線沿線住民

③ 雄飛が丘線デジタル往復乗車チケット 雄飛が丘団地居住者

④ 雄飛が丘線限定乗り放題デジタルチケット 雄飛が丘線沿線住民

⑤ 商業施設・飲食施設デジタルチケット 十勝圏全体

⑥ 公共交通＋商業施設・飲食施設デジタルチケット 十勝圏全体

⑦ JR＋路線バスフリーパスチケット 十勝圏全体

▶Webサイト（関係者リンク含む）
▶SNS（facebook・twitter等）
▶JR駅ポスター掲示
▶JR駅フライヤー設置
▶バスターミナルポスター掲示
▶バスターミナルフライヤー設置
▶JR車内広告
▶路線バス車内広告
▶都市間高速バスフライヤー設置
▶パブリシティ

⑧ 経路検索（google maps活用） 十勝圏全体 ▶webサイト（関係者リンク含む）
▶SNS（facebook・twitter等）

⑨ 都市間高速バス貨客混載 札幌圏・十勝圏
▶webサイト（関係者リンク含む）
▶SNS（facebook・twitter等）
▶パブリシティ

⑩ MaaSの取組み全体 十勝圏全体
▶webサイト（関係者リンク含む）
▶SNS（facebook・twitter等）
▶パブリシティ
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２．実証実験内容（案）

2.6 効果検証方法（案）

把握内容 データ取得方法

① デジタルチケット販売枚数 ・ジェイアール東日本企画からのデータ提供

② デジタルチケット購入属性 ・ジェイアール東日本企画からのデータ提供

③ JR＋路線バスフリーパスチケット販売枚数 ・JR北海道からのデータ提供

④ 路線バス利用者数（昨年度利用者数含む） ・十勝バス及び北海道拓殖バスからのデータ提供

⑤

利用者アンケート
（項目）
▶属性（性別・年齢・自家用車保有の有無 等）
▶外出率
▶公共交通利用頻度
▶連携した商業施設の利用
▶公共交通利用の不安感 等

・webサイトにてアンケート調査実施
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３．実証実験スケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月

上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

シームレス交通戦略推進会議

十勝圏公共交通フリーパス検討WG

デジタルチケット実施準備

フリーパスチケット実施準備

貨客混載実施準備

混雑情報提供

広報・周知活動

実証実験

効果検証

運用ルールの検討 運輸局への申請

チケット内容確定

マスタ原稿作成・承認 環境構築／実装開始

動作確認・実装完了

試験開始・リリース
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４．本会議の構成員のみなさまへのお願い

▶ 広報・周知

▶ 新たなチケット造成

・各機関の施設等でのポスター掲示・フライヤー設置。

・ホームページやSNS等での、バナー掲載・情報発信。

・ターゲットエリアでの回覧板等での情報提供。

・公共交通のデジタルチケット

・複数の公共交通が連携したチケット

・公共交通と商業施設・飲食施設が連携したチケット･クーポン

＊アイデアも含めて頂戴したい。

▶ 都市間高速バスによる貨客混載

・仕組みの検討と実証


