
国土交通省九州運輸局 地域公共交通シンポジウム 
 

「 お客さま密着！で地域に貢献する十勝バスの取組み 」 

～  ４０年ぶりの利用者増加の実例 ～ 

                  平成２５年１１月２８日（木） 

                  十勝バス株式会社 

                  代表取締役社長 野村 文吾 



一般乗合バス 
（ １０７両） 

ジャンボハイヤー 
 

福祉ハイヤー 
 

介護事業 
 

一般貸切バス 
（ １６両） 

１．十勝バス  会社概要 

 設      立  大正１５年 

 資  本  金  ５,０００万円 

 従業員数  ２７０名 

 車  両  数  １２９両 

（ ６両） 



(１) 事業規模等 

１市１８町村 中の 
  １市１３町村 

 十勝管内１４市町村をカバー 

 年間４７０万km走行 

２．十勝バスのこれまでの経緯 



(２) 十勝管内のバス利用者の推移 路線バスの輸送量と市補助金の推移
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 S４４年２，３００万人をピークに 

  現在は１/５以下に 

２．十勝バスのこれまでの経緯 
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第二次心生5カ年計画（H20～） 

… … 

第一次自主再建計画（H2～H5） 

第二次自主再建計画（H6～H10） 

各年度毎単年度計画（H11～H14） 

第一次心生5カ年計画（H15～H19） 

営業収入50％減 

人件費60％削減 

(３) 経営改善の推移：段階的な経営合理化 

 資産売却 

 車両更新引き延ばし 

 人件費削減 

 

２．十勝バスのこれまでの経緯 



(１) 営業強化を１つの停留所から始める 

 
西地区 

駅前 

十勝バス本社 

ここの停留所 

３．戦略的な営業強化 



(２) 路線バス沿線住民宅に戸別訪問 

どうして、バスに乗って 
頂けないのですか？ 

３．戦略的な営業強化 



 (３) 『丌安』を解消するために 
           『バスの乗り方』を説明 

（バスマップ：8万部作成・全世帯配布） 

３．戦略的な営業強化 



 (４) 『丌安』を解消するために『あいさつ』や 
               『マイク活用』を徹底 

３．戦略的な営業強化 



(５) エリアを絞った目的別時刻表 

３．戦略的な営業強化 



(６) 対象者を絞った情報発信 

３．戦略的な営業強化 



(７) 目的提案 ： 日帰り路線バスパック 

路線上の施設 
＋ 

路線バス 
 

を組合せた企画商品 

３．戦略的な営業強化 



平成２３年度 ： 一般生活路線 １０.５％増 

平成２３年度 ：  路線バス全体 １４.３％増 

平成２４年度 ： 一般生活路線 １１.７％増 

         （前々年度対比 １２．２p増) 

平成２４年度 ：  路線バス全体 １２.４％増 

         （前々年度対比 １６．５p増) 

 (１) ４０年振りに利用客数が増加 全国初！ 

４．営業強化の成果 



(２) 全国のバス事業者との連携のため 

日経ビジネス 
２０１２年７月９日号掲載 

北海道新聞 全道版 １面 
２０１２年１０月２１日掲載 

４．営業強化の成果 



ＮＨＫ 特集  
「サキどり↑逆境からの復活！未来をつくる路線バス」 

 ２０１３年１月２０日放映 

(２) 全国のバス事業者との連携のため 

日本テレビ「心ゆさぶれ！先輩 ＲＯＣＫ ＹＯＵ」 
再現ドラマ化 ２０１３年５月１１日放映 

４．営業強化の成果 



東武鉄道系 関越交通 視察 ２０１２年６月１４日 

(３) 全国の地方の路線バス事業者が視察 

４．営業強化の成果 



(４) 国土交通省が地方の実情をヒアリング 

国交省役職者２８名参加 
２０１２年９月４日 ９０分間 

国土交通省 総合政策局 
公共交通政策部 
部長 渡邊一洋 

４．営業強化の成果 



ＥＳＴ交通環境大賞  
奨励賞 受賞 
 ２０１３年２月２２日 

国際交通安全学会賞 

国際交通安全学会  
業績部門賞 受賞 
 ２０１３年４月１２日 

(５) 国の機関による表彰の最高賞を受賞 

４．営業強化の成果 



   (６) 国土交通省が 
         地方の実情に合った施策を 

国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 平成２５年２月１４日 

創設！ 
４．営業強化の成果 



脚本家 まき りか 氏による 
『  KACHI BUS  』 ミュージカル化 決定！ 

２０１４年１月５日～１３日  
＠下北沢 本多劇場 

十勝毎日新聞 
２０１３年６月１日掲載 

おまけ 



 (１) 二次交通充足地域の創造 

十勝圏二次交通活性化推進協議会 設立総会 
２０１３年３月２８日開催 

十勝毎日新聞  
２０１３年３月２９日掲載 

始動！ 

十勝毎日新聞 ２０１３年７月３０日掲載 

５．さらなる成果を求めて 



コミュニティ構築 

会員制度の仕組み 

 

サポート体制 

ライフスタイル提案 

 

 (２) 『 町内会 』への連携の広がり 挑戦！ 

５．さらなる成果を求めて 



挑戦！    (３) 産学連携による 
     目的地検索クラウドシステム開発 

 バス会社のノウハウ提供・コンサル 

バス会社独自のノウハウ投入 
利用者目線のシステムコンサル 

 

 設計・開発・クラウド環境提供 

クラウドシステム 
低コスト運用 
柔軟性・データ蓄積 
高可用性 

 経路探索アルゴリズム解析・開発 

アプリケーション 
アルゴリズム連携 

時刻表・路線図 
運賃等データ提供・確認 

システム設計・確認 
コンサルテーション 

５．さらなる成果を求めて 



 (１) 『非顧客』に顧客でない理由を聞いた 

    → 真の原因は『丌便』ではなく『丌安』 

    → 顧客の現実とサービス提供者の現実の大きな乖離 

 (２) 小さく行動を開始した 

    → 小さな検証→方法の多様化→他の路線への活用 

 (３) バスは移動の手段であり目的ではない 

    → 顧客が求める真の価値 → 『ドリル』ではなく『穴』！ 

 (４) 知識は行動して初めて成果となる 

    → 知識は使われなければただの情報 

 (５) 新たな価値を創造しての新商品の開発 

    → 強みを組合せ・組み直し 

 

６．まとめ 

→ アウトプット 

→イノベーション！ 



十勝バス株式会社 代表取締役社長 野村 文吾 

ご清聴、ありがとうございました 
 

国土交通省九州運輸局 地域公共交通シンポジウム 
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