
1



会社名 ： 北海道拓殖バス株式会社

創立 ： 昭和36年 北海道拓殖鉄道（新得～上士幌間運行の鉄道）より分離独立

事業内容 ： 乗合バス（一般路線バス・都市間高速バス・空港連絡バス）

貸切バス（一般貸切バス・スクールバス）

特定バス（幼稚園送迎バス）

タクシー（ワゴンタクシー） 等

事業区域 ： 帯広市を中心とした「十勝地方の北西部」を主に運行

営業所 ： 音更本社・鹿追・新得・上士幌・千歳（貸切専門）

グループ企業 ： 株式会社然別湖畔温泉ホテル（風水）・北海道拓殖鉄道株式会社
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★拓殖バスの乗合バス事業

【一般路線バス】
帯広市・音更町・鹿追町・清水町・新得町・士幌町・上士幌町

【コミュニティバス】 【帯広空港連絡バス】
音更町・新得町・清水町 市内各ホテル～とかち帯広空港

【都市間高速バス】

帯広～札幌「ポテトライナー」5社共同運行

帯広～旭川「ノースライナー」3社共同運行

帯広～釧路空港「スイーツライナー」当社単独 2018年8月1日より運行
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名前 ：木川 陽介 37歳 独身

経歴 ： 1982年 兵庫県尼崎市の下町生まれ。

2006年に京阪バス入社 大阪府枚方市に引っ越し。

入社後1年間、枚方営業所勤務の後は、本社経営企画室にて、ダイヤ

作成および路線計画担当として、11年間勤務。バイクのツーリング等で

幾度となく訪れた「北海道」の魅力に完全に憑りつかれる。

奥尻町以外の北海道内市町村はすべて回り、一番の憧れであった、

十勝「音更町」への移住を実現するとともに、北海道拓殖バスに入社。

現在、営業課勤務。➡ 当社のチラシやポスター関係は、大体私の手作り。

ここ最近のトレンド ： 9月中旬、旅行先の愛媛県で自損事故。左ミラー壊滅被害。

➡その2日後…。修理中の代車（新車の試乗車）で信号待ち中、

後ろからオカマ掘られる。壊滅的被害その2。

でも、行き帰りの新日本海フェリー内のビンゴ大会で1等当たる！
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都市間高速バス：帯広 ～ 札幌・旭川・釧路空港

一般路線バス・コミュニティバス・帯広空港連絡バス：十勝管内1市6町

帯広

釧路空港

旭川

札幌

都市間高速バス運行路線 一般路線バス運行エリア

十勝北西部の1市6町
内を運行

大きなPRは行ってい
ない「地味」な会社で
すが、十勝の方々の
日常生活の足・都市
間移動の足として、支
えられてきました。

一般路線バスについ
ては、ほぼすべての
路線にて、国・道・市
町村からの運行補助
を受けて運行してい
ます。
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帯広市

音更町

士幌町

上士幌町

鹿追町

新得町

清水町
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帯広市中心部 北西部

①一中・療養所線

帯広市中心部 南西部

②南商業高校・帯広の森線

音更町

③雄飛が丘・音更高校線

④中鈴蘭線

鹿追町・清水町・新得町

⑤鹿追・新帯・然別湖線

士幌町・上士幌町

⑥上士幌線

①

②

③

④
⑤

⑥
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【ソフト面での取り組み】

「VISIT TOKACHI PASS」の通年発売
（十勝管外旅行者向け・訪日外国人向け）

・1日 or 2日間 十勝エリアの一般路線バス・帯広空港連絡バス

が乗り放題（拓殖バス・十勝バス共通）

・1日券 大人1,500円、2日券 大人2,500円

（例）帯広～然別湖 片道1,680円 → ビジットトカチパスで

片道利用だけでもお得！

・遠距離利用で特にお得になることから、郊外への観光スポット

（然別湖、鹿追、池田、中札内等）へのバス利用を促進。

・オンライン予約も可能。（現地支払い・券引換え）
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【ソフト面での取り組み】

「HOKKAIDO BUDGET BUS PASS」も利用可
（訪日外国人向け）

・3日 or 5日間 十勝エリアだけでなく、道央・道南・旭川

富良野地区を中心とした一般路線バスだけでなく、

都市間バスも乗り放題（道内各会社共通）

・3日券 大人11,000円、5日券 大人17,000円

・予約制の都市間バスについては、事前に専用サイト

より予約が必要。
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【ソフト面での取り組み】

「神田日勝記念美術館」鑑賞バスパック

「大草原の小さな家」ランチバイキングバスパック

・「VISIT TOKACHI PASS」が浸透しているため、手広くは

広げていないが、鹿追町に位置する、上記2施設との

お得なバスパックを発売。

・神田日勝記念美術館

➡NHK連続テレビ小説「なつぞら」の登場人物モデル

・大草原の小さな家

➡鹿追の旬の食材を多用したバイキングは地元でも人気
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【ソフト面での取り組み】

・帯広駅バスターミナルを起点とした、目的

地別バス案内図を作成、バスターミナル

に配架。のりばへの案内図設置も検討。

（北海道庁の十勝シームレス交通戦略

会議の取り組みの一環：右図）

・帯広の観光スポットとして、一二を争う、

人気の「北の屋台」。観光客も多く来店。

私の行きつけのお店等に、チラシや

ポスターを設置してもらったり。（奥の手）
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【ハード面での取り組み】

十勝牧場・白樺並木道の入口に

「白樺並木前」バス停新設
・地元の人にとっては当たり前の風景でも、

観光客（特に内地）は、「非日常的」な風景。

・「白樺並木道」というポテンシャルのある

観光スポットに至近。バスは目の前を通るのに、バス停が無い勿体なさ。

➡北海道好きな関西人である私の目を通して、バス停新設提案。

・訪日外国人を中心に、多くの方にご利用いただいている。（多国語チラシも作成）

➡観光客のバス周遊性のアップ。

時刻表の多言語化（他、然別湖・神田日勝記念美術館前等）

バス停新設後に、ダンプカーに
突っ込まれることもありました…。➡
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【ハード面での取り組み】

釧路空港LCC初就航に合わせた都市間高速バス

路線「スイーツライナー」の新設
・LCC「Peach」関空～釧路線就航にあわせ、釧路空港～帯広駅間の

都市間高速バス「スイーツライナー」運行開始。

・ポテトライナー（帯広～札幌）、ミルキーライナー（帯広～新千歳）に続き

おいしそうな名前の高速バスが爆誕！でも十勝の魅力を端的に表す。

・関西からは遠い地であった「ひがし北海道」にリーズナブルに行ける。

➡ 航空便が「帯広～羽田」のみ（通年運航）であり、道外の他地域から

の集客が弱い十勝。関西から十勝へのアクセスとして、ルート確保。

・Peachと連携し、Peach利用者にはバスの運賃が割引となる制度も導入。
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【ハード面での取り組み】

釧路空港LCC初就航に合わせた

都市間高速バス路線

「スイーツライナー」の新設
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【ハード面の取り組み】

釧路空港LCC初就航に合わせた都市間高速

バス路線「スイーツライナー」の新設

・関西方面へのPRとして、使えるところは使っとこう（笑）

元職場の京阪バスと調整のうえ、バス車内でのバー

ター的広告の掲出・案内所等でのチラシの配架を依頼。

他、奈良交通様、神姫バス様との連携。

・今後、関西でのイベント等での帯同（ブース出展）等、

積極的に参加していきたい。

拓殖バス車内、京阪バスの定期観光バスのポスター掲出（右上）
逆に京阪バスで、当社スイーツライナーのポスター掲出（右イメージ）
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【ハード面の取り組み】

ダイヤデータのオープンデータ化・グーグル

マップへの掲載

・神ツール、ダイヤ編成支援システム「その筋屋」

を利用して、国土交通省が進めている標準化

フォーマット（GTFS-JP）で自力でデータ作成。

・ホームページ上でこのダイヤデータを一般公開。

誰もが利用できる。

・このGTFS-JPデータを利用して、グーグルマップに

掲載申請。現在、グーグルマップの経路検索にて、

当社バス情報が表示される。
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【ハード面の取り組み】

ダイヤデータのオープンデータ化・グーグル

マップへの掲載

・グーグルマップは全世界で最も多く利用される

経路検索ツール。

・グーグルマップ以外にも、Yahoo!路線検索・

駅すぱあと（ヴァル研究所）、ナビタイム等の

コンテンツプロバイダにも当社はデータ提供。

・十勝では、十勝バスも含め、データ整備。

今後の「MaaS」展開に向けての下準備が整う。
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地元小学校へバス乗車体験の出張授業

・帯広市と連携し、市内各小学校へバスの乗り方授業、

バスターミナルの見学等、公共交通に興味を持って

もらう取り組みを実施。

➡ 「1世帯に数台の車」の所持が当たり前の十勝。

子供の頃から「バス」という移動手段を知ってもらう。

・毎月第3日曜日、帯広市内在住の小学生を対象に、

帯広市内区間の利用に限り、通常小児運賃が「無料」で

乗車できる取り組みを実施。
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帯広郵便局内の待合スペース開放

・帯広市、郵便局および十勝バスと連携し、帯広郵便局付近のバス停

よりバス利用の際は、郵便局内の待合スペースにてバスをお待ち

いただける取り組みを実施。

➡特に冬は 「極寒」の十勝。

雪や雨の日でも快適なバス

待ち環境を。

・今後、他の郵便局にも拡大模索。
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①帯広市内の観光スポットを路線バスで回る際の周遊性の低さ

・帯広競馬場、帯広美術館、おびひろ動物園、人気スイーツ店等、市内に観光スポットが点在。

・現行のバス路線網は、基本的に帯広駅より放射状に路線が展開している。

・複数の観光スポットに向かう場合、一旦帯広駅まで戻ってから次の目的地に…という形となって

おり、路線バスで回る場合、周遊性・利便性が非常に低い状況。

②土休日 観光利用増↑ バス便数減↓

・特に郊外方面は、土休日のバス便数がガッツリ減少。

ただ、補助金の絡みもあり、本数は増やせない。

・現行本数の中で、観光スポットを効率的に回れるような

ダイヤの考慮。➡ ただし限界あり。
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帯広市作成バスマップ➡

①帯広市内の観光スポットを

路線バスで回る際の周遊性

の低さ

➡ 地元利用も同様

帯広市内の路線網を見て、

皆様、どう感じるでしょうか。

配布の「おびひろバスマップ」

を参照ください。

卸売市場

競馬場

柳月トスカチーナ

ウエモンズハート

ビート資料館・麦音

真鍋庭園

帯廣神社

美術館

動物園
JICA

畜大・ﾌｧｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾞ
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③帯広駅バスターミナル「おびくる」内のデジタルサイネージ

・2018年5月、帯広駅バスターミナル「おびくる」オープン。

・19基のデジタルサイネージ（モニター）にて、発車案内、都市間高速バスの満空案内、

窓口案内のほかに、宣伝動画等を放映。

【課題点】

・モニターの情報の字が小さくて見づらい。

➡特に運賃情報等、高齢者の方は厳しい。

・天井が高いため、モニターの設置位置が上になり見にくい。

➡実際の友人の声。
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③帯広駅

バスターミナル

「おびくる」内

デジタル

サイネージ

真ん中の経由地の字が小さくて見づらい。👆
（特に運賃部分）＋ 英語表記が縦書き。

モニターは全部で
１９基。
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④運賃の高さと乗継制度の未整備

・均一制や特区制運賃を採用する大都市圏に比べ、運賃が高い（その他地区も同様のこと）。

➡地元、観光とも、利用を敬遠する一因になっていると思われる。

・十勝管外旅行者向けに「VISIT TOKACHI PASS」は発売しているものの、各路線間の乗継

割引等の制度が無い。「VISIT TOKACHI PASS」を利用する程でもないが、複数のスポット

（路線）をバスでめぐる場合、乗車した路線分だけ運賃が掛かる。

➡シームレスの観点からも、別途、検討が必要か。

⑤バスに限らず、十勝地区全体としての魅力発信

・十勝エリアは魅力が詰まっているが、各関係先の一体感・まとまりがないように感じる。

➡道内の他地区に比べて、観光に対しての売り込みが弱いと感じることもあり。
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①観光スポットに近接したバス停の新設等

・観光施設だけではない、十勝の大自然を感じられる風景の中への停車

・すでにある観光スポットだけはなく、逆におすすめの風景スポットを売り出す。

➡白樺峠（然別湖手前）、士幌付近の風景等

②路線や販売券種（パック・割引券等）の再編、見直し等による資源の選択と集中

・実際の利用状況と比較しても、「供給過多」「利用僅少」となっている路線・券種がみられる。

・後述の一件明細データの活用も踏まえ、これまで手を付けられていなかった

部分での減便・廃止等も視野に入れ、観光等でのご利用が見込める路線、

資源（便）を集中的に投入する。また、シンプルな券種形態

（VISIT TOKACHI PASSを主軸）としていく。
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③バス車内QRコード決済の導入

・来年度（2020年度）をめどに、運賃箱を更新予定。

同時に、QRコード決済端末を設置検討。

➡ スキャン方式ではなく、バーコード方式。

お客様がバス備付けのバーコードをスキャンして金額を打込む形ではなく、

バーコードをスマホ画面に表示し、運賃箱の端末に接触させることで決済を行う。

コンビニでのQR決済と同様の形。多区間決済OK（バーコード式整理券機の導入）

・ICカードは、導入時・リプレイス時等、金が掛かる ➡ 弱小の当社では導入

できない。QRコードであれば…。

・若者や、他国のインバウンド等も気軽に乗車できる。

➡ ただし、新規利用者だけでなく、既利用者の利用頻度を上げる仕組みを。

京阪バスの某部長が
よく言ってました…。

↓
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③バス車内QRコード決済の導入 ・・・ からのデータ活用

・今回の運賃箱更新・QRコード決済導入により、「一件明細」、いわゆる「ビッグデータ」が取得可能。

・これまでの当社では、実態調査（流動調査）の特定の1日のデータしかなかった。

・QR決済分のみではなく、バーコード式整理券機の導入により、現金・回数券利用等もデータが

取得可能。

➡ 路線の見直し等を行うにも、確実なデータが無かったこれまでと比べ、よりお客様のニーズ

に沿った対応ができると考えている。
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