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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。今日は職業奉仕委員会主
催の移動例会です。本日は野村文吾会員の会社
十勝バス㈱さんにお邪魔しての移動例会とな
りますが、赤字続きのバス会社事業を黒字化し

た野村会員の企業努力と工夫については会員皆様の多くが
知るところであります。今日はその現場に来てその雰囲気
を感じてもらえればと思います。駅前から路線バスに乗っ
て来て頂いた会員皆様は如何でしたか?　随分久しぶりに路
線バスに乗車された方が多かったのではないでしょうか。
特にこの1〜2年は、札幌のIT会社と共同開発したバスの運
行状況と行先等を携帯電話で検索できるシステム開発等、
更に会社は発展しているようですので、後でその辺のお話
は聞けると思います。
　又、藤森SAAには本日の昼食のインデアンカレーを特別
にご用意して頂いております。これも職業奉仕だと頭が下
がる思いです。
　本日は3班に会員の皆様を分けて、会社を見学させて頂く
時間の都合上、大変簡単ではありますが、これで会長報告と
させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■プログラム 職場奉仕委員会

「十勝バス㈱職場訪問例会」
 十勝バス株式会社　代表取締役社長　野村　文吾 様
　野村社長のご挨拶に続き、3班に分かれ、下記の通りロー
テーションで視察させていただきました。
① 十勝バスの『新しい取組み』の説明
　 「路線バスとICTを活用した観光振興について」
 十勝バス株式会社 事業本部　本部長　長沢　敏彦 様
② 勤務付け・点呼の仕事見学（1、2名体験）　
③ 整備・洗車等の施設見学（屋外）　

【新しい取組みについて】
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３ ４０年振りに利用客数が増加３．４０年振りに利用客数が増加

２０１１年度 ：一般生活路線 １ ０.５％増

平成２３年度 ： 路線バス全体 ４ ３％増平成２３年度 ： 路線バス全体 ４.３％増

２０１２年度 ：一般生活路線 １１.７％増２０１２年度 ： 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)

５．バスとタクシーの連携による二次交通の
『見える化』と『ネットワークの創造』！

十勝圏二次十勝圏二次
交通活性化
推進協議会
設立総会設立総会

２０１３年３月
２８日開催

十勝毎日新聞２０１３年７月３０日掲載
３

開発の背景

⽬的地へ⾏きたいが、具体的なバス停の名前が分からないので、検索できない

バスを利⽤しない理由

バスの時刻表が複雑で⾒⽅が分からない、また複数ある路線の場合はより複雑
乗り⽅や⽬的地への⾏き⽅、かかる所要時間等が不明確
バスの乗り換えなどが発⽣した場合の経路などが分かりにくい
観光や出張等で馴染みのない⼟地に来た場合、乗り⽅、所要時間、価格など
不明なことも多いため、違う交通⼿段を使ったほうが安⼼

バスの乗り⽅を
どうやって調べるか不安

⽬的地に
どうやって⾏くのか不安

到着時間は
どのくらいかかるのか不安

このようなバス利用者のお客様の不安を解決できるサービス

k ikmokuik.com

７．もくいくの機能②

９．バスロケーションサービスの機能

⼆種類の表⽰機能

5分後に到着

いたします。

地図での位置情報のみならず

バス停をタップすると検索系統
の到着予定時間を表示

地図での位置情報のみならず、
バス停での位置情報表⽰

バスがあと何分後に到着するかも表⽰バスがあと何分後に到着するかも表⽰
到着予想時刻とバス停位置表⽰機能については2⽉下旬リリース予定

１１．観光アプリ～旅をつくって発信する～観光ア リ 旅を く 発信する

バス路線検索 観光地検索・プラン作成

どこにいる?ど に る?
来るの?
どこにいく?
位置情報提供で
不安をさらに解消

バスロケーション

スマホアプリ版
でも展開

利便性向上

でも展開

利便性向上
ビジネス客・観光客

利用促進

観光者への路線バスを
利用した観光を加速

帯広ロータリークラブさま

「路線バスとＩＣＴを活用した観光振興について 」

十勝バ 取り組み～ 十勝バスの取り組み ～

平成２８年３月１６日（水）

十勝バス株式会社十勝バス株式会社

今後は『イ バウ ド 』対策が必要１３．今後は『インバウンド 』対策が必要

①インバウンドはバス停の名称を知らない①インバウンドはバス停の名称を知らない

②インバウンドはバス停の位置を知らない

③インバウンドは目的地名や住所は分かっている

④マップとの連動で、バスとバス停の位置の確認が必要

⑤インバウンドのＦＩＴ（個人）化に向けて対策が必要⑤インバウンドのＦＩＴ（個人）化に向けて対策が必要

2016年に観光アプリ・もくいく・バスロケを多⾔語化
５

年に観光アプリ もくいく バス ケを多⾔語化
(⽇本・英語・中国・韓国・フランス)対応予定

１．十勝バスの事業エリア１．十勝バスの事業エリア

１市１８町村 中の１市１８町村 中の
１市１３町村

∗ 十勝管内１４市町村をカバー

∗ 年間営業走行キロ４８０万km

４ 生活交通と観光交通の『見える化』が必要！４．生活交通と観光交通の『見える化』が必要！

路線上の施設＋路線バス
お互いの強みを

組合せた企画商品組合せた企画商品

観光交通と生活交通の
一体化により体化により

生活交通を支える

利用者数の推移
２０１０年度：２,１００名
２０１１年度：２ ６００名２０１１年度：２,６００名
２０１２年度：３,２００名
２０１３年度：４,０００名２０１３年度：４,０００名
２０１４年度：４,５００名

６．産学官金連携による、目的地検索６．産学官金連携による、目的地検索
『 もくいく＆バスロケ 』開発！

バス会社のノウハウ提供・コンサル時刻表・路線図
システム設計・確認バス会社のノウハウ提供 コンサル

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

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

経路探索アルゴリズム 設計 開発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

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

７ もくいくの機能①７．もくいくの機能①

機能 例バス停検索・住所検索だけでなく地図をタップして時刻検索が可能!!

iOS,Androidアプリ・WEB
多言語化対応(インバウンド向け)

地図検索
住所検索
⽬的地検索

機能一例

多言語化対応(インバウンド向け)
バス会社無料
自社にてメンテナンス
バスへの不安解消

⽬的地検索
バス停検索
復路検索
乗り⽅
周辺情報バスへの不安解消

自社サイト提供

周辺情報
通過バス停表⽰
運⾏情報表⽰

出発地タップ 目的地タップ出発地タップ 目的地タップ

検索

５

８ バスロケ連動～路線バスの不安解消～８．バスロケ連動 路線バスの不安解消

知らない路線バスに乗るための大きな三つのハードル(不安)
1.乗り場・乗り方がわからない
2既に通過したのか これから来るのかわからない

検索結果とバスロケーション機能の連携

2.既に通過したのか、これから来るのかわからない
3.バスが行きたい方向に向かっているのかわからない

バスロケ検索結果

検索結果とバスロケーション機能の連携

乗りたい系統のバスがどこまできているのか
自身が乗ったバス位置確認可能

「もくいく」と「バスロケ」で
「初めての不安」を解消し、
乗りやすい環境を提供

５

１０．バスロケーションサービスの特長

管理者画⾯・各種ログ

■バス会社の管理者がバス位置情報を⼀括表⽰
■スマートフォンの状況等が監視可能
■運転時間・経路・遅延等様々な情報を保有
デ タ蓄積 分析可能■データ蓄積・分析可能

運転⼿ 操作 切運転⼿の操作は⼀切不要

運転⼿がバス設置のスマホに近づくと、スマホアプリが系統を⾃動判別しサービスを運転⼿がバス設置のスマホに近づくと、スマホアプリが系統を⾃動判別しサ ビスを
開始 ※運転⼿がタッチする仕様もあります。

１２． 『東北海道広域観光周遊ルート 』をカバー１２． 『東北海道広域観光周遊ル ト 』をカ

網走港紋別空港

オホーツク総合振興局

網走 知床

※東北海道の全ての路線バス会社に
『もくいく』導入決定！

中標津空港

女満別空港

旭川空港

上川総合振興局 北見

網走 知床

旭川

摩周

東北海道広域観光
周遊ルート

「アジアの宝 悠久の

釧路空港

標 港

十勝総合振興局 釧路総合振興局･根室振興局
富良野

阿寒湖温泉

川湯温泉上川
層雲峡美瑛広域観光拠点地区

主要広域観光ルート

広域観光促進地域

連携

自然美への道
ひがし北・海・道」

※シーニックバイウェイ
等 観光コンテンツとの

連携

新千歳空港
帯広空港

釧路空港

釧路港

札幌

帯広

十勝川
温泉トマム 釧路

主要ゲートウェイ施設

観光コンテンツとの連携交通の見える化、Wi-Fi

連携連携

帯広空港

informationinformation

Wi-Fi
SPOT

スマホでの情報収集

訪日外国人

６

ご清聴 ありがとうございましたご清聴、ありがとうございました

十勝バス株式会社

２ 十勝管内のバス利用者の推移
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【視察風景等】

例会日 / 水曜日 12:30 〜 13:30　　例会会場 / ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 小林　義幸・副委員長 / 工藤　　稔
　委　員 / 髙橋　猛文・和田　賢二・高原　　淳・神山恵美子・渡部　　聡・加藤　健吾
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

　例会開催に際しましては、駐車場への誘導案内、職場視

察、施設見学など大勢の皆様に大変お世話になりました。十

勝バス㈱の社員の皆様、本当にありがとうございました。

■会務報告 小沢　昌博 幹事

①第6分区 Intercity Meeting（IM）開催のご案内

　日　時　3月25日（金）午後2時30分登録受付

　場　所　北海道ホテル

　〜スケジュール〜

　帯広例会　14：00〜14：40　　閉会式　17：00〜17：30

　開会式　　15：00〜15：30　　懇親会　17：45〜19：30

　フォーラム　15：40〜17：00

※尚、帯広東RCは、3月22日（火）の繰下げ例会と致します。

　　 帯広西RCは、3月24日（木）の繰下げ例会と致します。

　　 帯広南RCは、3月28日（月）の繰上げ例会と致します。

　　 帯広RCは、4月　6日（水）の繰上げ例会と致します。

※帯広RC例会時、昼食はでませんが、ケーキやお茶等をご用

意しております。

②帯広RC、次年度第1回クラブ協議会開催のご案内

　日　時　3月16日（水）午後7時

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

　会　費　2,100円

③帯広RC、3月30日（水）の例会は、休会と致します。

④ 帯広南RC、3月21日（月）の例会は、祝日のため休会と致

します。

　帯広東RC、3月29日（火）の例会は、休会と致します。

　帯広西RC、3月31日（木）の例会は、休会と致します。

■次週のプログラム予定

3月23日（水）「『ロータリーの友』って意外にすごい！」

 佐藤　真康 会員（ロータリー情報・記録保存委員会）


