
定住を推進するために
公共交通にできること

岐阜県中津川市定住推進課 柘植 良吾

広島県公共交通移動活発化検討会
標準的なバス情報フォーマット利活用セミナー（2019.8.28）

～経路検索の充実に向けた取り組み～
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自己紹介

• 中津川市定住推進部定住推進課
柘植 良吾（1978年生まれ）
r-tsuge@city.nakatsugawa.lg.jp

• 最近の主な担当業務
IT化推進室（2009.4～2012.3）

庁内事務IT化

広報広聴課（2012.4～2015.3）
広報紙、HP、報道対応

定住推進課（2015.4～）←Now!
公共交通
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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）

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（民間）：市内で乗合バス専業

市コミバス：市内９地区で運行

データを活用した地方バス活性化・業務改善

中津川市の取り組みを全国に発信！
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自己紹介

裏の顔？
総務省地域情報化アドバイザー

標準的なバス情報フォーマット広め隊

その筋屋公認講師

一般社団法人最先端田舎中津川理事

ICT地域活性化大賞優秀賞受賞 グリーンスローモビリティの実証運行
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• 岐阜県南東部
名古屋から約1時間半

• 国調人口→78,883人
高齢化率 31.7%

• 面積→676.45㎢
琵琶湖より大きい

• リニア中央新幹線
2027年開業

岐阜県駅、車両基地

岐阜県駅ができるJR美乃坂本駅周辺

中津川市はこんなところ

JR+新幹線で４時間
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• モータリゼーションどっぷり
車がないと不便

2.33台/世帯（全国1.41台/世帯）

• バス利用者は減少傾向
民間路線バス（幹線）
北恵那バス（中津川市内全域）

東鉄バス（恵那市⇔中津川市）

濃飛バス（下呂市⇔中津川市）

市コミュニティバス（支線）
９地区で運行

中津川市の公共交通網

中津川市はこんなところ
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第25位
2019住みたい田舎ベストランキング
人口10万人未満の小さなまち 総合部門

定住推進課の仕事
移住定住の推進

空き家の活用

婚活支援

交通対策 など

定住推進課のお仕事
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• 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

中津川市地域公共交通網
形成計画策定（2018.3）

地域公共交通網形成計画
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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

②観光と利用促進 … 経路検索の充実

③運転手不足の解消

移住相談×運転士説明会（東京）

公共交通の取り組み

地域公共交通網形成計画

進路選択中の中学３年生に向けて配布
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訪日外国人客数は右肩上がり

出典：日本政府観光局（JNTO）
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中津川市の観光地・中山道馬籠宿
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中津川駅前でバスを待つ外国人旅行者

中津川駅前には大勢の訪日外国人
旅行客が集まる

バスを利用する方が多い

大きな荷物を背負っている

中津川市の観光地・中山道馬籠宿
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中津川市の観光地 中山道・馬籠宿
江戸から43番目の宿場町

©Google

中津川市の観光地・中山道馬籠宿
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中津川市の観光地 中山道・馬籠宿
石畳が敷かれた「坂の宿場町」

年間68万人が訪れる

坂道の途中のお宿 民芸品を売るお店

中津川市の観光地・中山道馬籠宿



22

欧米からの来訪者が多いのが特徴

Q:国籍は？
3日間合計8便でアンケートを実施

（N=117）

◆北恵那バス馬籠線利用者アンケート

取り組みのきっかけ

欧州
33%

豪州
17%

北米
15%

日本
24%
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©Google
Q:馬籠から先、どちらに行きますか？

外国人の回答を抽出（N=89）

バスで馬籠宿→多くが妻籠宿へ

妻籠宿へ
82%

中津川市の観光地・中山道馬籠宿
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なぜ、ど田舎に外国人旅行者が集まるのか？

SAMURAI ROAD

観光案内所では「熊よけの鈴」が貸し出される

中津川市の観光地・中山道馬籠宿



25

イギリスで有名女優が
中山道を紹介

欧米で知名度が上がり
来訪者が急増

中津川市の観光地・中山道馬籠宿
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路線バスの経路を調べる手段
インターネット経路検索サービス：41.3%

取り組みのきっかけ

出典：内閣府世論調査（2016.12）
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取り組みのきっかけ

以前は、中津川駅から馬籠宿への行き方を

インターネットで検索すると・・・

検索結果
経路が見つかりません

車で行くか

徒歩で行くか

徒歩で1時間58分…
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田舎にしては結構ある方

北恵那バス馬籠線の運行本数
馬籠宿行き 平日12本 休日11本

中津川駅行き 平日13本 休日12本

取り組みのきっかけ
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取り組みのきっかけ

バスが走っているのに検索されない

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！

観光地がなかったことに！

多言語での案内の充実が急務！



31

標準的なバス情報フォーマット
国土交通省が2017年３月に策定

GTFS形式に準拠（世界標準）

日本のバス用にアレンジ

標準的なバス情報フォーマットの整備
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どうすればGoogleマップに載るの？
GTFS-JPを整備

Googleに利用申請（オンライン）

Googleにデータをアップロード

Googleでの審査

Googleで公開

まずはGTFS-JPの整備からスタート

やってみました！
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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

自治体 → エクセルベースがおすすめ
西沢ツール

見える化共通入力フォーマット

やってみました！

その筋屋

見える化共通
入力フォーマット



34

やってみました！

2018.01～
業務の合間にGTFS-JPの作成開始

2018.03～
GTFS-JPの確認、修正、完成

2018.05
市コミュニティバス公開

オープンデータ化（市）

2018.07
北恵那バス公開

オープンデータ化（北恵那バス）

Google経路検索 公開までの軌跡

スマホで検索できます！
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JR→

北恵那バス→

名古屋鉄道→

中部国際空港→馬籠宿の検索結果
Englishにも対応しています！

やってみました！
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Google経路検索（GTFS-リアルタイム）

遅延表示 アラート

やってみました！
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Google経路検索で馬籠行きのバスを知る

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）

◆北恵那バス馬籠線利用者アンケート

経路検索ができるということ
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経路検索ができるということ

8/22の馬籠行き北恵那バスのようす
相変わらず外国人観光客でいっぱい
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経路検索ができるということ

Google経路検索をしていた！

のぞき見ゴメンナサイ！
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夏の日のできごと
名古屋の大学生4人組

Google経路検索して来てくれたらしい

雄大な滝が美しい付知峡 キャンプや川遊びでにぎわう付知川

経路検索ができるということ
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生活路線が観光路線にもなり得る
住民と観光客の利用で公共交通を支える

普段は主に地元高齢者が乗る市コミュニティバス

経路検索ができるということ
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インターネットで経路検索ができる

観光客への対応だけでなく、

住民の利便性向上にもつながる

県外地域
経路検索
サービス

観光目的地

自宅

観光客
など

住民

経路検索ができるということ
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当初の思惑

「コミュニティバスのデータ整備をしてみよう」

それだけでは利便性の向上は限定的

①自分の街の取り組みだけではダメ

データ整備の課題①
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人の移動に境界は関係なし

• すべての公共交通が経路検索できる
＝公共交通網

• 広域的な対応が必要

データ整備の課題①
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②データをどのように整備するか

知識がない

人員の余裕がない

お金もかかる

データの確認は？

データ整備の課題②

データの内製？委託？
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③データを継続して更新できるか
時刻やルートが変わったら自分でメンテ
ナンスできる？

人事異動で担当が変わったら…

データ整備の課題③

更新されないまま放置され、

迷惑を受けるのは利用者！
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データ整備の課題③

岐阜県某市で起きていたこと
担当者が頑張ってデータ作った！

４月に異動しちゃった・・・。

10月にダイヤ改正がある！
どうしよう・・・後任者はひとりで悩む

• データ整備を支援する仕組み
• 専門家の協力が成功への近道
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④GTFS-JP整備→経路検索ができて
喜んでいるだけになってない？

担当者が変わったら終了

無理やり整備したデータは維持できない

データ整備の課題④

紙地獄からの脱却

データを作るのが仕事

データを活かしていく仕事
業務改善や省力化

利用者への情報発信 など
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⑤オープンデータにしても大丈夫かな？
という心配

データ整備の課題⑤

特に問題は出ていません
そもそも公開されてる情報

時刻表、バス停の場所、ルート

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
中津川市HP
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データはできた

データの活用へ

公共交通オープンデータの活用
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クリスマスバスの事例

公共交通オープンデータの活用
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公共交通オープンデータの活用

クリスバスバスのバスロケーションサービス
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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

公共交通オープンデータの活用
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坂下診療所デジタルサイネージ

公共交通オープンデータの活用

GTFS-JP GTFS-リアルタイム
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バス停看板のデータ、張替え作業

公共交通オープンデータの活用

バス停位置がわからない人でも楽々作業
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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

公共交通オープンデータの活用
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バス事業者の生産性向上に取り組む

Before

職人技のダイヤ編成
紙媒体の情報提供

After

ICT活用で業務効率化
GTFS-JPも生成

公共交通オープンデータの活用
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私たちが目指すこと

経路検索への掲載

オープンデータ数を稼ぐ

地域公共交通網を守る

なんのためにデータ整備・
オープンデータ化するの？
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私たちが目指すこと

公共交通情報の露出機会増加、情報の伝達

住民・観光客の乗車機会増加に貢献

公共交通の認知度向上

３

衰退傾向の
公共交通網
の維持

２

１

４

公共交通の利便性向上

データ整備・オープンデータ化は手段
「わかりやすく、使いやすい」公共交通
サービスの提供



72

公共交通で安心して
移動できる街に

いつまでも定住できる街に！
住みたくなる街に！

私たちが目指すこと


