
学び合い、磨き合う地域公共交通セミナー（2020.1.22）
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〜バスデータの活⽤と業務改善の取り組み〜バスデ タの活⽤と業務改善の取り組み
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自己紹介

• 中津川市定住推進部定住推進課

柘植 良柘植 良吾（1978年生まれ）
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• 近の主な担当業務
 IT化推進室（2009 4 2012 3） IT化推進室（2009.4〜2012.3）
 庁内事務のIT化

 広報広聴課（2012.4〜2015.3）
 広報紙、HP、報道対応広報紙、 、報道対応

 定住推進課（2015.4〜）←Now!
 公共交通 公共交通



自己紹介

公共交通担当として取り組んでいること
地域公共交通網形成計画を策定（内製） 地域公共交通網形成計画を策定（内製）
 計画事業の⼀環で利⽤促進に⼒を⼊れる
 GTFS-JP整備（内製） ＆オープンデータ化
 北恵那バス（⺠間）︓市内で乗合バス専業北恵那バス（⺠間）︓市内で乗合バス専業
 市コミバス︓市内９地区で運⾏
 オープンデータの活⽤ オ プンデ タの活⽤
 わかりやすく使いやすい公共交通情報の発信
 地⽅バスの活性化 業務改善 地⽅バスの活性化・業務改善



中津川市の取り組みを全国に発信！

自己紹介

中津川市の取り組みを全国に発信！

• 2018.08 岐⾩県地域公共交通協議会（岐⾩市）
• 2018.09 交通ジオメディアサミット（東京⼤学）

2018 11 国⼟交通省中部運輸局シンポジウム（名古屋市）• 2018.11 国⼟交通省中部運輸局シンポジウム（名古屋市）
• 2018.11 国⼟交通省九州運輸局シンポジウム（福岡市）
• 2019.01 国⼟交通省九州運輸局・宮崎県セミナー（宮崎市）

総務省 地域活性化⼤賞（東京都）• 2019.03 総務省ICT地域活性化⼤賞（東京都）
• 2019.06 総務省東海総合通信局セミナー（名古屋市）
• 2019.08 広島県公共交通移動活発化検討会研修会（広島市）
• 2019.07 FOSS4G 2019 Niigata（新潟市）
• 2019.10 市町村職員中央研修所（千葉市）
• 2019.11 総務省東北総合通信局セミナー（秋⽥市）



地域公共交通網形成計画

中津川市地域公共交通網
形成計画策定（2018 3）形成計画策定（2018.3）
 今ある公共交通網を維持し

ていこう
 定住推進のために公共交通 定住推進のために公共交通

にできることは︖

地域公共交通網形成計画は職員⾃
ら作成。交通の計画としては異⾊
の⽅針を掲げる“定住推進課”所管の の⽅針を掲げる定住推進課 所管

特長を活かした施策設定



地域公共交通網形成計画

計画に基づいて実施する20事業
①定住を⽀える公共交通①定住を⽀える公共交通
②観光と利⽤促進 … 経路検索の充実
③運転⼿不⾜の解消 公共交通の取り組み

移住相談×運転⼠説明会（東京）進路選択中の中学３年⽣に向けて配布



標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

路線バスの経路を調べる手段
インタ ネット経路検索サ ビス︓41 3%インターネット経路検索サービス︓41.3%

出典︓内閣府世論調査（2016.12）



標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

バスが走っているのに検索されないが走 て るの 検索されな

走っていないのと同じ！
移動⼿段の選択肢にならない︕
利⽤機会を失う⼀因に︕利⽤機会を失う 因に︕
観光地がなかったことに︕
多⾔語での案内の充実が急務︕多⾔語での案内の充実が急務︕



標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

Google経路検索 公開までの軌跡

2018.01～
 業務の合間にGTFS-JPの作成開始業務 間 作成開始
2018.03～
 GTFS-JPの確認、修正、完成確認、修正、完成
2018.05
 市コミュニティバス公開市 ミュ ティバス公開
 オープンデータ化（市）
2018 072018.07
 北恵那バス公開
 オープンデータ化（北恵那バス）オ プンデ タ化（北恵那バス）

スマホで検索できます︕



GTFS JPの整備方法

標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

GTFS-JPの整備方法
バス事業者 → 専⾨家に相談がおすすめ

 事業者所有のダイヤ編成システム
 その筋屋（無償で⾼機能） その筋屋（無償で⾼機能）

⾃治体 → エクセルベースがおすすめ
 ⻄沢ツ ル ⻄沢ツール
 ⾒える化共通⼊⼒フォーマット

その筋屋 ⾒える化共通⼊⼒フォーマット



インターネット経路検索

Google経路検索で馬籠行きのバスを知る

◆北恵那バス⾺籠線利⽤者アンケート

Q:⾺籠⾏きのバスをどのように知りましたか︖（複数回答有）



北恵那交通株式会社

頑張っている北恵那交通

北恵那交通株式会社
乗合バス専業（中津川市内だけで営業）
⾞両数20台、運転⼠29⼈
バス停198か所 15路線27系統バス停198か所、15路線27系統



頑張っている北恵那交通

“変えていこう”という思い

BeforeBefore
職人技のダイヤ編成
紙媒体 情報提供紙媒体の情報提供

AfterAfter
ICT活用で業務効率化
GTFS JPも生成GTFS-JPも生成



10月の消費税改定 9/20に登録

頑張っている北恵那交通

10月の消費税改定 ←9/20に登録

認可後、⾃社でデータ整備に取り掛かる



リ タイ ト すぐに反映

頑張っている北恵那交通

リアルタイムアラート ←すぐに反映
台⾵19号対応◎



臨時便 行 時 内に

頑張っている北恵那交通

臨時便の運行 ←48時間以内には公開

菓⼦まつりの臨時便運⾏。イベント案内告知アラートも



GTFS JPはオ プンデ タにして公開

頑張っている北恵那交通

GTFS-JPはオープンデータにして公開



公共交通オープンデータの活用

経路検索だけじゃない経路検索だけじゃない

デ タの活用へデータの活用へ



公共交通オープンデータの活用

“経路検索に載せる”業務が発生！
ただでさえ⾊んな業務があるのに…ただでさえ⾊んな業務があるのに

経路検索に載せるだけなら

データを作る（余分な?!）仕事が増えるだけ



公共交通オープンデータの活用

簡易バスロケーションサービス
リアルタイムで運⾏情報を案内リアルタイムで運⾏情報を案内



公共交通オープンデータの活用

坂下診療所デジタルサイネージ

GTFS-JP GTFS-リアルタイム



公共交通オープンデータの活用

QGIS
 オ プンソ スのGIS オープンソースのGIS

ソフトウェア
 無料でありながら、有

料・⾼額なGISにも引
けを取らない機能

GTFS-JPを取り込む
路線図を作成

GTFS JPを取り込む



公共交通オープンデータの活用

バス停時刻表の張替え作業

バス停位置がわからない⼈でも楽々作業



公共交通オープンデータの活用

配布用時刻表・バス停時刻表の出力

路線時刻表 停留所時刻表



公共交通オープンデータの活用

GTFS-JPデータを用いた電子申請

出典︓太⽥恒平⽒「GTFS-JPデータを⽤いた乗合バス事業の電⼦申請に向けた基礎検討」



公共交通オープンデータの活用

バスロケデータを用いたダイヤ改正

出典︓太⽥恒平⽒「ここまできた︕標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）」



デ 整備 始 「 活性化

公共交通オープンデータの活用

データ整備から始まる「バスの活性化」
ワンソース・マルチユースワ ソ ス マ チ ス



全国に広がる公共交通オ プンデ タ化

公共交通オープンデータでよりよい公共交通を

全国に広がる公共交通オープンデータ化



公共交通オープンデータでよりよい公共交通を

オープンデータ化
 外部の⼈がGTFS JPを 外部の⼈がGTFS-JPを

使って、便利なサービス
を勝⼿に作って 世に出を勝⼿に作って、世に出
してくれるかもしない

公共交通利便性向上に公共交通利便性向上に
 ⾃分だけでやらなくても

組 ⻘バスなう︕
https://sonohino-kibunshidai.org/aobus_now/index.php

みんなで取り組む



公共交通オープンデータでよりよい公共交通を

オープンデータにしても大丈夫かな？

という心配という心配

特に問題は出ていません
そもそも公開されてる情報公開 情報
 時刻表、バス停の場所、ルート
内製なら随時更新可能内製なら随時更新可能
 更新することで精度を⾼める
活⽤した⽅が有意義活⽤した⽅が有意義

中津川市HP



公共交通オープンデータでよりよい公共交通を

仲間は全国にいます！
必ずしもITに精通している必要はありません必ずしもITに精通している必要はありません

アイデアソン Facebookグループ
「GTFS/バスオープンデータ友の会」



公共交通オープンデータでよりよい公共交通を

ひとりでできることは限られる
みんなで知恵を出し合う
柔軟なアイデアで課題を解決柔軟なアイデアで課題を解決

よりよい公共交通をよりよい公共交通を

みんなで作っていきましょう！みんなで作っていきましょう！


