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業務
内容

・道の補助系統である広域的幹線系統を運行する乗合バス事業者の生産性向上を図るため、当該系統を対象としたバス利用者の利用促

進につながる取組を１社１系統以上で実施する。なお、交通事業者や関係市町村等が連携した取組を目指し、道内の他の乗合バス事業

者等が実現可能な効果的な取組を行う。

・利用促進対策モデル事業を実施する系統及び乗合バス事業者は、別途、道が設置する有識者会議の意見を踏まえて決定する。

実施
方法

バス事業者アンケート調査結果（第2章）におけるモデル事業への参加意向、および取組実績や地域連携の状況に基づき、選定する乗合
バス事業者の候補を抽出。道が設置する有識者会議における意見を踏まえて最終決定を行った。

３-１ 現状・課題を踏まえたモデル事業の位置づけ

【現状】 【課題】 【モデル事業として展開】

●車両数の減少
（Ｈ27年3,637台／ピーク比85.6％）

●人口減少・少子高齢化
（Ｈ27年ピーク時より30万人減）
（Ｈ27年高齢化率29.0％）

●モータリゼーションの進展
（Ｈ28年1.9人／台 ※全国2.1人／台）

●外国人観光客の増加
（H28年230万人／H24年比約5倍）

●バスサービスの改善

⇒乗りやすい環境の整備

⇒ICT活用
⇒ICカード整備

●バス利用対象者の拡大

⇒観光需要の取り込み

●路線の適正化

⇒まちづくりと一体となった

公共交通の見直し

●免許更新制度の改正
（75歳以上、免許更新時に認知機能検査
義務付け）

●外国人観光客FITの増加
（来日個人手配59.1％）

●運賃収入以外の収益確保

⇒貨客混載

⇒多様な主体からの資金獲得 等

●輸送人員（利用者）の減少
（Ｈ27年18.7万人／S47年比31.1％）

●経常収支率の低迷
（Ｈ27年92.8％ ※全国乗合バス97％）

●貨客混載の推進

バス利用の促進に向けて

●バス利用の機運醸成（機会の創出）

⇒モビリティ・マネジメント

⇒目的地提案（バスパック等）

⇒高齢者の運転免許自主返納

新たな収入の確保

●特定路線フリー切符とクー

ポンがセットになった『あ

ばしりフリーパス』の販売

●十勝管内路線バス乗り放題

『VISIT TOKACHI 

PASS』の販売

道内バス事業における生産性向上に関する

現状・課題の整理結果（第２章）から、

特に短期的効果が期待できる取組として、
「バス利用対象者の拡大」に資するモデル
事業を行った。

特に、インバウンドも含めて、増加する観光
需要（域外からの需要）をと取り込むこと
による、生活路線の利用者増・収支改善・
生産性向上の可能性を検討した。

具体的には、十勝管内でのインバウンドの
取り込みを目的としたバス『VISIT 
TOKSCHI PASS』（十勝バス・拓殖バス
の共同）、網走での周遊観光でのバス利

用、特に空港・駅からの二次交通への誘導
を目的とした『あばしりフリーパス』の企画を
行った（販売は事業者主体）。

※「バス利用対象者の拡大」以外に有効と

思われる取組については、他地域事例など

も参照しつつ、第６章で整理している。
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３-２-１ 事業概要

３-２ 路線バス乗り放題『VISIT TOKACHI PASS』の販売（十勝バス・拓殖バス）

十勝管内において、十勝バス・拓殖バスの協働により、2社の路線が乗り放題となるチケット(外国人旅行者対象）『VISIT 

『TOKACHI PASS』を企画・販売。

ターゲット
台湾、中国、香港がメイン
英語、繁体字、簡体字のチラシを作成

対象路線 十勝管内の十勝バス・拓殖バス全路線（都市間バス・定期観光バスは除く）

期 間 平成29年11月１日～

販売金額
1日券（6枚綴り）1,500円（小人750円）

2日券（12枚綴り）2,500円（小人1,250円）※綴りを使いきった場合、表紙の提示で乗車可能

販売箇所 帯広駅バスターミナル、帯広空港、市内ホテル

利用方法 路線バスに乗車し、降車する際にチケットを運賃箱投入

【ターゲットの設定】
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十勝管内観光総入込数と外国人宿泊客数の推移

総込総数（千人） 外国人宿泊客数

・十勝管内の観光総入込数はＨ28年度に大きく減少に転じＨ24年度並み
・そのうち外国人宿泊客数は（減少に転じたものの）H24年度比で28％増
・国別の内訳は台湾、中国、香港の順でこれらで全体の8割を占める。
これらをメインターゲットに設定

▲十勝管内外国人宿泊客数の国別割合

▲効果把握（どの路線に乗ったか）のため

にチケット制（1乗車1枚）を採用
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３-２-２ 周知活動

・パスの使い方、バスの乗り方などの基本情報に加え、モデルコースとして然別湖、糠平源泉郷、幸福・愛国、ばんえい競馬場への行き方・時刻を掲載

▲札幌駅での配布

（北海道情報センター）

（１） リーフレットの作成

（２） リーフレットの配布・PR活動 ※一部

・札幌駅 北海道情報センター

・北海道国際交流・協力総合センター

・帯広駅、帯広駅の観光案内所

・道の海外事務所（ASEAN事務所、上海事務所、ソウル事
務所、 サハリン事務所）

・道が実施する海外イベント（経済部観光局国際観光等）

例）シンガポールサイクリングイベント／台中チャレンジショップ

／タイ投資セミナー／台湾マラソンEXPO／マレーシア観光
セミナー／ドイツベルリンITB

・道内留学生ネットワーク

・JETプログラムセミナー（道内のALTおよびCIR）
・自治体国際化協会

・JICA北海道（帯広）
・帯広畜産大学（国際・地域連携課）

・十勝川温泉観光協会（音更町）

・その他管内各自治体（企画、観光担当課）

施設／イベント 配布先

人的ネットワーク
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（３） webでの掲載（リリースの効果と波及）

japan times 中国系総合情報サイト 旅行代理店サイト（多言語対応あり）

この他、時事ドットコム、十勝毎日新聞web版、北海道ニュース&タイムリーなどに掲載

④ SNSを活用した配信
・台湾向けに北海道情報を発信する「パワーブロガー」として影響力のある方に、パスのＰＲ動画の作成・配信を依頼
【参考】平成29年12月時点でfacebookページへのいいね数約63,000、平成30年3月上旬時点で約82,000
・平成29年12月21日配信／再生44,000回以上／投稿へのいいね2,061人／シェア211件 （平成30年3月5日時点）
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３-２-３ 販売実績

●平成29年11月9日～平成30年2月28日の約4ヶ月で176枚
（1日券151枚、2日券25枚）
●売り上げ金額 289千円
●帯広空港での販売枚数は3枚のみ。市内ホテルは０枚。
●11月、12月は数枚程度。2月だけで135枚。
●国別では、タイ23.4％、中国17.5％、台湾14.6％、香港10.5％
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▲VISIT TOKACHI PASSの販売枚数

（月別・事業者別）

国籍 人数 割合

タイ 40 23.4%

中国 30 17.5%

台湾 25 14.6%

香港 18 10.5%

シンガポール 15 8.8%

マレーシア 13 7.6%

インドネシア 8 4.7%

アメリカ 8 4.7%

フィリピン 4 2.3%

韓国 3 1.8%

バンコク 3 1.8%

ニュージーランド 2 1.2%

オーストラリア 2 1.2%

▲VISIT TOKACHI PASSの

国別販売枚数

３-２-４ 利用実績

●チケット着札枚数430枚（＝延べ利用回数）
●1人あたりのバス利用回数2.4回／人（430÷176=2.4）
●利用が多かった路線は、然別湖線297枚、広尾線47枚、十勝川線25枚
※然別湖では冬期間に「しかりべつ湖コタン」を開催来訪者約4万人（1月27日～3月21日）
※広尾線沿線には、旧幸福駅・旧愛国駅などの人気観光スポットがある

路線 人数 割合

然別湖線 297 69.1%

広尾線 47 10.9%

十勝川線 25 5.8%

糠平線 10 2.3%

南商線 10 2.3%
▲VISIT TOKACHI PASS

利用路線（上位5路線）

３-２-５ 効果測定

・管内全路線で利用可能なことから、全バス利用者数における寄与（影響）度を測ることは難しい。

・最も利用者（着札枚数）の多かった『然別湖線（拓殖バス）』に着目して効果の一端を分析・推計した。

◆条件整理
・輸送量・平均乗車密度：横ばい傾向（H24年度～H28年度実績）

・運行便数：平日8便（4往復）、休日7便
・2月の運行便数：
８便×20日＋７便×８日
＝216便
・2月のパス着札枚数232枚
（パスでのバス利用者数のべ232人

◆仮定
・H29年度の平均乗車密度：4.4（過年度並み）
と仮定

・平成30年2月の平均乗車密度：10と仮定

◆効果の推計
・1便あたりのパス利用者数
：232人/216便＝1.1人
1便あたり11％増！
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事業者の所感
●十勝バスの乗り放題きっぷの販売初年度実績（Ｈ23年度同一期間）206枚と比して、対象を限定した販売にも関わらず予想以上に売れた。
●外国人利用者は年々増加傾向だが、パスができたことでバスを利用する外国人がこれまで以上に増えていると感じる。

11％増
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３-３-１ 事業概要

３-３ 『あばしりフリーパス』の販売（網走バス）

女満別空港線や網走駅に乗降する観光客等を主な対象に、網走バスの主要路線が乗り放題となり、沿線の観光施設等の特典

クーポンがついた『あばしりフリーパス』を販売

ターゲット 観光客等

対象路線
・女満別空港線・美幌線 （女満別空港～おーろらターミナル） ・観光施設めぐり線 （おーろらターミナル～北方民族博物館）

・網走市内線全線 ・小清水・斜里線 （網走駅～北浜、白鳥公園入口）

期 間 平成30年1月19日～

販売金額
2日券 2,000円（小人1,000円） 3日券 3,000円（小人1,500円）

※クーポンはそれぞれ8枚 ※参考：女満別空港～網走ＢＴバス料金は往復で1,820円

販売箇所 女満別空港観光案内所、網走観光協会（網走駅、道の駅）、東横イン網走駅前

利用方法 ・路線バスに乗車し、降車する際にチケットを運賃箱投入 ・クーポンは各施設で一人1枚利用可能。

ク ー ポ ン
対象施設

・オホーツク流氷館 ・博物館網走監獄 ・北方民族博物館 ・モヨロ貝塚館 ・松尾ジンギスカン呼人支店 ・網走観光ホテル

・北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート ・網走湖畔温泉もとよし ・網走湖荘 ・軽食喫茶ジィジ ・道東観光開発（砕氷船内売店）

・道の駅「流氷街道網走」売店 ・YAKINIKU網走ビール館 ・カラオケ歌屋２店舗（本店・潮見店） ・寿し安

・パス１枚あたりにクーポン８枚

・特典のある施設で利用されたクーポンを保管することで、使われた

路線の傾向を把握

▲あばしりふーパスのクーポン対象施設（一部）
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３-３-２ 周知活動

・パスの使い方、クーポン対象施設・内容を掲載 ・購入者には別紙として利用可能路線とクーポン対象施設の最寄バス停の路線図を提供
・英語版のチラシ、掲示用のポスーを作成

（１）チラシ・ポスターの作成
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（２）プレスリリース ※一部

・道政記者クラブ（20社）：北海道新聞、読売新聞、ＮＨＫ、ＨＢＣ 等

・オホーツク総合振興局記者会など（17社）：北海道新聞社網走支局、網走タイムズ、経済の伝書鳩網走支店 等

・関係市町村（6市町）：網走市、北見市、大空町、小清水町、美幌町、斜里町
・新聞・雑誌・フリーペーパー（26社）：置戸タイムス、津別新報社、北海道日刊スポーツ、月刊クオリティ、東京交通新聞社、

（株）KADOKAWA 北海道ウォーカープラス編集部 等

・ネット系（6社）：バストリップ編集部、北海道ファンマガジン編集部、北海道紀行編集部 等

・関係団体（5団体）：日本バス協会、北海道バス協会、北海道観光振興機構 等

（３）webでの掲載（リリースの効果と波及）
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３-３-３ 販売実績

●平成30年1月19日～2月28日の41日間で304枚 （2日券225枚、3日券75枚） ●売り上げ金額 673千円
●販売箇所は女満別空港で66％、網走駅で14％ ●流氷シーズン（2月2日接岸初日）に増加

●観光施設めぐり線（おーろらターミナル～北方民族博物館）、女満別空港線沿線で、バス停から近い施設の利用が多い
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▲あばしりふりーパスの販売実績（箇所別）

クーポン対象施設 1月 ２月 計

博物館網走監獄 15 128 143

道の駅「流氷街道網走」 10 103 113

砕氷船「おーろら」 ー － 67

オホーツク流氷館 4 62 66

北方民族博物館 6 48 54

網走湖荘 10 36 46

モヨロ貝塚館 7 24 31

網走観光ホテル 0 12 12

寿し安 3 8 11

合計 558

▲クーポン利用状況（１０以上の場所のみ抽出）

３-３-４ 効果測定
網走における観光需要の取り込みにおいて、特に女満別空港・網走駅の交通拠点から二次交通（バス）に誘導することを目標にあばし

りフリーパスを販売した。そこで、特定の路線で評価しやすい「女満別空港線」に着目して効果を分析・推計した。

◇女満別空港線と観光施設めぐり線の変化について
・女満別空港線（以下空港線と略記）と観光施設めぐり線（以下施設めぐり線と略記）は、観光入込数に強く影

響されるため、基本的に両路線の増減は連動する。 ※事業者ヒアリングより
・Ｈ29年度は、空港線14％増に対して、施設めぐり線２％減と逆行していることから、「フリーパスを使っ
て施設めぐり線を利用した人が多い」と考えられる。 ※クーポンの利用状況も、上位はすべて施設めぐり線沿線施設

となっている。

◇販売箇所について
・３分の１が空港以外で売れており、空港-まちなか間の往復利用をベースとしない、網走駅や道の駅など
まちなか発のバス利用も存在したと考えられる。
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事業者の所感
●施設めぐり線については、既存の1dayパスも含めてフリーパスの影響度を継続的に見ていく必要があるが、
総論としては女満別空港線の利用促進、沿線施設の活性化に寄与できる良い取組みだった。


