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１.これまでの地域公共交通の取組
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２. デジタル的交通の見える化：MaaSの実現

(1) MaaSとは？

Mobility as a Serviceの略。

飛行機、JR、地下鉄、市電、高速ﾊﾞｽ、路線ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ）、ﾚﾝﾀｶｰ、ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ、自動運転、自動車、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ、ｼｪｱｻｲｸﾙ等のあらゆる交通が

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ化により、あたかも一つのｻｰﾋﾞｽのように繋がって検索され、近い将来一括で予約ができ、将来的には一括して電子決済が一つのｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ上で可能になる。
上記のあらゆる交通があたかも一つのｻｰﾋﾞｽのように繋がるの意味。

(2) MaaSの背景

・ﾊﾞｽ利用の少ない子供・高齢者などの住民
には「乗り方・降り方」を分かりやすく示し、

不安を解消することからｽﾀｰﾄ

・ﾊﾞｽ利用を目的別にMAPに表示することで、
利用者の不安解消と明確な利用方法を

明示

(1) 不安解消 (2) 目的提案 (3) ｱﾅﾛｸﾞ的交通の見える化

・半日、1日など時間、ﾙｰﾄ、料金を示す「交通の見える化」により、

利用しやすい交通の提示と新たな需要の発掘

(1) 公共交通を身近に便利に（不安解消のための情報をｾｸﾞﾒﾝﾄした具体的な公共交通の乗り方教育、目的別ﾊﾞｽ路線図の利用）
(2) 交通の見える化（半日・1日・24時間・2日ﾌﾘｰﾊﾟｽ）【※中心市街地・十勝管内・東北海道（観光交通にも公共交通の利用、ﾊﾞｽとﾀｸｼｰ

のｺﾗﾎﾞによる商品化の見える化を行ない、二次交通としての観光交通を生活交通と一体化して活用）】

○交通手段の選択肢拡大

○ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟでｼｰﾑﾚｽなｻｰﾋﾞｽの提供
利便性の向上

○高齢者の移動手段の確保

○運転事故の減少

○都市・地域の活性化

誰もが移動しやすい

豊かな社会の実現

○様々な移動に伴うﾃﾞｰﾀの把握が可能に

○都市内の移動の全体最適化
ｽﾏｰﾄｼﾃｨの実現

○混雑緩和や空間利用の効率化

○CO2排出の抑制、地球温暖化対策、環境負荷の低減

まちづくりやｲﾝﾌﾗ整備、

都市や地域のあり方に影響

ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟで

ｼｰﾑﾚｽな移動の実現

移動需要・交通流の

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、供給の効率化

MaaS 交通（需要側）の変革交通（供給側）の変革

都市・地域の変革出典：国土交通省
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情報の統合
予約・決済

の統合

ｻｰﾋﾞｽ提供

の統合
政策の統合統合なし

大都市型 大都市近郊型 地方都市型 地方郊外・過疎地型 観光地型

地域
特性

・人口：大
・人口密度：高
・交通体系：鉄道主体

・人口：大
・人口密度：高
・交通体系：鉄道/自動車

・人口：中
・人口密度：中
・交通体系：自動車主体

・人口：低
・人口密度：低
・交通体系：自動車主体

・人口：－
・人口密度：－
・交通体系：－

地域
課題

・移動ﾆｰｽﾞの多様化へ対応
・潜在需要の掘り起こし
・日常的な渋滞や混雑

・ﾌｧｰｽﾄ/ﾗｽﾄﾏｲﾙ交通手段の
不足

・イベントや天候等による局所
的な混雑

・自家用車への依存

・公共交通の利便性・事業採
算性の低下

・運転免許返納後の高齢者、
自家用車非保有者の移動手
段不足

・自家用車への依存
・地域交通の衰退
・交通空白地帯の拡大

・運転免許返納後の高齢者、
自家用車非保有者の移動手
段不足の深刻化自家用車へ
の依存

・地方部における二次交通の
不足、観光交通の実現

・急増する訪日外国人の移動
円滑化

・多様化する観光ﾆｰｽﾞへのき
め細やかな対応

北海道の地域性を考慮した独自の北海道「MaaS」が必要

○連携データの範囲及びルールの整備
○データ形式の標準化
○API仕様の標準化・設定の必要性
○データプラットフォームの実現
○災害時の情報提供等データの公益的利用

MaaS相互、MaaS・交通事業者間の
データ連携の推進

○事前確定運賃について
○サブスクリプション（定額制）について
○ダイナミックプライシングについて
○現時点のMaaSに関する法制上の整理
○MaaSの展開を見据えた制度のあり方の検討
○決済について

運賃・料金の柔軟化、
キャッシュレス化

○都市・交通政策との整合化
○多様なモード間の交通結節点の整備
（拠点形成）

○新型輸送サービスに対応した走行空間の整備
（ネットワーク形成）

○まちづくり計画への移動データの活用

まちづくり・
インフラ整備との連携

(3) MaaSの意義

(4) MaaSの段階（ﾚﾍﾞﾙ）

(5) MaaSの種類

十勝

「MaaS」

北海道

「MaaS」

東北海道

「MaaS」

自動運転

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ・
ｼｪｱｻｲｸﾙ

鉄道ﾊﾞｽ
（高速、路線、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

ﾀｸｼｰ

旅客船

観光地型

「MaaS」

出典：国土交通省

出典：国土交通省

出典：国土交通省



３.地域間のヒト・モノの流動の拡大①（北海道「MaaS」）

道内7空港

一括民間委託による連携

北海道新幹線との連携

旅客輸送と

貨物輸送の相互流用

3

世界から北海道へ

首都圏から北海道へ

(1) ﾋﾄ･ﾓﾉの流動拡大/旅客輸送と貨物輸送の相互流用（道路、鉄道、港湾、空港の一体利用による総合交通体系の確立により地域間
のﾋﾄ・ﾓﾉの流動の拡大を図るとともに、地方部における旅客輸送と貨物輸送の相互流用を促進する）

(2) 北海道新幹線との連携（北海道新幹線と道内交通機関の連携により、開業効果を十勝・帯広圏へ波及させる）
(3) 北海道内7空港一括民間委託による空港間の連携
(4) 十勝港の強化（備蓄基地、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ等の整備による十勝港の役割拡大を図る）
(5)物流拠点としての機能強化（北海道内における位置的優位性を活かした効率的な物流の構築、労働時間等の改善と雇用の確保）



４.地域間のヒト・モノの流動の拡大②（東北海道「MaaS」、十勝「MaaS」）

▼ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ降車等からﾊﾞｽ,JR乗換え時 ▼自家用駐車場からﾊﾞｽ乗換え時

▼阿寒湖ｴﾘｱでのMaaS実証実験（STEP1）
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十勝圏域でのSTEP2
（ﾓﾃﾞﾙ拠点の拡大）採択へ

備蓄基地ﾄﾗｯｸ
ﾀｰﾐﾅﾙ

ﾄﾗｯｸ
ﾀｰﾐﾅﾙ

複数交通ﾓｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ化
（交通ﾓｰﾄﾞﾞ間の連携）

ﾀｸｼｰ・

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

高速ﾊﾞｽ

路線ﾊﾞｽ・

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ・

ｼｪｱｻｲｸﾙ

ﾚﾝﾀｶｰ・

ｶｰｼｪｱ

JR

自動運転

十勝圏域でのMaaS
実証実験の実現へ

出典：国土交通省



(1) MaaSを活用し、飲食店・物販店・医療機関・健康産業・公共施設等のあらゆるｺﾝﾃﾝﾂと交通が連携することにより、新たなｻｰﾋﾞｽの展
開が可能（ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ上での検索・予約・決済の際に、交通も一括検索・予約・決済）

(2)十勝圏域においては、食・自然（ｶﾞｰﾃﾞﾝ）・温泉等の豊富な地域資源との連携により、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの集客に期待
(3)自動運転ｻｰﾋﾞｽ実施により、人件費の削減や交通弱者（移動制約者）対策、新たなまちづくりに繋がる

５.MaaSと商業・観光・他分野との連携
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利用者

出
発
地

目
的
地

・通院やｻｰﾋﾞｽ受給時におけ
る交通手配の利便性向上

医療・福祉

多様なｺﾝﾃﾝﾂとの連携

・ﾜﾝﾀｲﾑの移動をﾊﾟｯｹｰｼﾞ化

・宿泊施設や飲食店とｱｸｾｽ
手段をﾊﾟｯｹｰｼﾞ化すことに
より、旅行の利便性が高ま
る

観光

・運送形態の変化によるｺｽﾄ
削減

・交通弱者（移動制約者）に
対する送迎ｻｰﾋﾞｽの展開

物販

・新たなｻｰﾋﾞｽ展開に対する
融資や出資

金融

・交通利便性向上による不動
産、地価の上昇

・住居移転時におけるﾀｸｼｰ、
ﾚﾝﾀｶｰの手配

住居

食（ﾁｰｽﾞ、十勝ﾜｲﾝ 他）、農業（牛肉、豚肉 他）、温泉、藤丸百貨店、道の駅、畑ｶﾞｲﾄﾞ、なつぞら、ﾛｹｯﾄ など

十勝圏域における連携のｷｰﾜｰﾄﾞ

北海道内7空港一括民間委託

観光MaaS
（観光ｺﾝﾃﾝﾂとの連携）

生活MaaS
（生活ｺﾝﾃﾝﾂとの連携）

etc.

ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘで一括予約・決済

飛行機、JR、地下鉄、市電、

高速ﾊﾞｽ、路線ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ、
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ）、
ﾚﾝﾀｶｰ、ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ、自動運転、
自動車、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ、ｼｪｱｻｲｸﾙ 等

自動運転

鉄道ﾊﾞｽ
（高速、路線、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）

ﾀｸｼｰ

旅客船 ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ・

ｼｪｱｻｲｸﾙ

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ



(1) 複数交通ﾓｰﾄﾞ乗換え案内ｱﾌﾟﾘ（交通ﾓｰﾄﾞ間の連携強化、利便性の向上）
(2) 複数交通ﾓｰﾄﾞﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ（ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑなどの導入を図り、公共交通の乗りやすさと、乗り換え等の利便性向上）

(3) ICT化/Wi-Fi（情報発信ｼｽﾃﾑなどICTの有効利用、ICｶｰﾄﾞ化）
(4) 看板・表示物での効率的な誘導（誘導しやすい看板の利用、分かりやすい看板の利用）
(5) 災害時、異常気象時における交通ﾓｰﾄﾞ間の運行状況等の情報共有

６.地域交通のサービスレベルをさらなる高みへ
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(1) IT交通の見える化

・出発地と目的地

を地図上でﾀｯﾌﾟ

するだけでﾊﾞｽ

の発着時刻、乗

り換え、料金な

どが表示される
「乗り換え案内ｱ

ﾌﾟﾘ」でより便利
な交通の実現

【乗り換え案内ｱﾌﾟﾘ】

・「ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼ ｽﾃﾑ」の導入によりﾊﾞｽ待ちの い

らいら解消/ ﾊﾞｽをより利用 しやすく

【ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ】

Wi-Fi

SPOT

Wi-Fi

SPOTWi-Fi

SPOT

Wi-Fi

SPOT
Wi-Fi

SPOT

【ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの違いによる

ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ】

・ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ

・地域密着・日本国内、大都市圏

【Wi-Fi化】

・固定施設に加え、

ﾊﾞｽやﾀｸｼｰの移動
機関の中でも自由

にWi-Fiを利用。

・｢乗り換え案内ｱﾌﾟ

ﾘ」の利用もより便
利に

QRｺｰﾄﾞ決済 ﾍﾟｲﾍﾟｲ ｱﾘﾍﾟｲ ﾗｲﾝﾍﾟｲ

【ICｶｰﾄﾞ化、二次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ化の電子決済】

・地域密着型ｱﾌﾟﾘでの検索によ

り、正確な情報取得による交通
利便性の更なる向上

・目的地まで円滑に誘導可能となるよう、ｽﾏﾎ等を活用した乗換案内ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝやICｶｰﾄﾞ・二次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ等による電子決済の導入により、観光振興として公共交通を活用した観光
ﾊﾟｯｹｰｼﾞの造成や、情報発信により公共交通等の二次交通の利用促進に繋がる

SAPICASuica PASMO Kitaca
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・最適なｱｸｾ・主要方面別の時刻表や各交通機関の運行
情報等、ｽ手段をICT化により検索

・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの快適かつ円滑な移動、滞在のためにも
多言語化は必須

・国道、道道、市町村道が連携した道路ﾈｯﾄﾜｰｸとしての効率的な誘導

・公共施設やﾎﾃﾙ、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、観光地等への案内とも連携、連動を図り、分かりやすく効率的な誘導・案内の実現

・連携、連動が図られた看板標識

１ ２

４

６

10

３

５

７

８

４

６

３

５

７

８

９

11

11

９

10

２

１

・高速道路のﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ

(4)看板・表示物での効率的な誘導(2) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ

(3) 多言語化


