
令和２年１月２１日
北海道交通企画課

道南地域におけるＩＣＴを活用した
地域交通利便性向上事業の

現在の取組状況について（案）
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資料１



１ 事業の現在の取組状況について
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事業の概要とねらい

・Ｇｏｏｇｌｅマップによる経路検索やウェブ上で乗り放題券の購入・利用による利便性向上

・各交通事業者が協力しながら、地域交通の基礎となるＧＴＦＳデータを整備し、今後のさら
なる活動の発展を期待。

ＤｏｈＮａ！！について

○道南地域の交通事業者と道が連携・協力し、地域交通を便利に使える仕組みとして、Ｇｏｏｇｌｅマップに
よる経路検索と乗り放題チケットのウェブでの購入・利用を実現する仕組みを総称して「ＤｏｈＮａ！！」
（ドーナ！！）という。

ＤｏｈＮａ！！のねらい

＋
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道南地域におけるＩＣＴを活用した地域交通利便性向上実証実験事業の概要

Googleマップ
経 路 検 索

定額企画乗車券の
ウェブ上での
購入・決済・使用

連携

協力

推進

地域交通の利用者増と収益向上を図るため、道南地域の交通事業者と道が連携・協力のもと、駅や空港、フェリー

ターミナル等からの二次交通の機能を高め、住民はもとより観光客も地域交通機関でスムースに目的地に移動できる環

境を整備し、実証実験を通じて課題と今後の方向性を整理する。

スマホなどの情報端末で

お得な企画乗車券情報

この路線では江差松前周遊フリーパスが利用

できます。

購入はこちらから

道南地域の交通事業者

OSAKABUS GROUP

函館タクシー株式会社
函 館 帝 産 バ ス

＋

行 政

北海道、渡島管内市町村、檜山管内市町村

受託事業者：ウェルネット株式会社

・道南地域においてGoogleマップでの経路検索とスマホ等による定額企画乗車券のウェブ購入・
利用を可能とする地域交通イノベーション「ＤｏｈＮａ！！」（ドーナ！！）を導入。
・Googleマップに路線バス、鉄道、フェリー、路面電車の経路を順次掲載していくとともに、乗
り放題チケットをウェブ上で購入できる仕組みを構築していく。

ポイント

多言語対応で、外国人も！

２月以降

各交通事業者

の 経 路 を

順 次

掲 載 予 定

購入できる

乗り放題

チケットは

順次拡充

していきます

イメージ

ウェブ上で
購入できます！

Googleマップからも

購入サイトへリンク！



実施の流れ

道南地域におけるＩＣＴを活用した
地域交通利便性向上実証実験事業

令和２年１月30日～２月２９日

道南地域（渡島＋檜山）の路線バス、鉄道、路面電車、
フェリーをGoogleマップに掲載していく。

スマホ等の情報端末で購入・利用できるチケットは順次
拡大を検討。

○ 実証実験期間は１月３０日（木）～２月２９日（土）

○ 実証実験期間終了後の「ＤｏｈＮａ！！」継続について鋭意検討中

○ 実証実験期間中に、順次、Googleマップで検索できる経路を順次拡大していく
○ スマホ等の情報端末で購入できる定額企画乗車券も順次拡大予定。

ウェブ限定の定額企画乗車券も販売する。

実証実験期間終了後の
「ＤｏｈＮａ！！」の継続を検討中！

２月からＧｏｏｇｌｅマップに
順次掲載。

販売中！ ウェブサイト
内でＰＲ中！

順次パワーアップ予定

令和２年３月１日～

など

実証実験期間 ＤｏｈＮａ！！の継続を検討中！

Googleマップ範囲拡大！
購入できるチケット拡大！
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Googleマップへの掲載について

○ バス会社４社、フェリー会社４社がＧＴＦＳを作成し、自社によるＧｏｏｇｌｅマップ掲載にチャレンジ

○ Ｇｏｏｇｌｅマップへの掲載を希望する交通事業者が全国的に増加しており、Ｇｏｏｇｌｅ社内での処理
が追いついていない状況。
○ １月３０日から１００％は難しい。各社が順次、Ｇｏｏｇｌｅマップに掲載していき、内
容を充実させていく。

実践的ＧＴＦＳ研修会

○１２月１２日 実践的ＧＴＦＳ研修会～フェリー編～

津軽海峡フェリー、青函フェリー（共栄運輸、北日本海運）が
受講し、ＧＴＦＳ作成方法を習得。

○１２月１３日 実践的ＧＴＦＳ研修会～バス会社編～

北海道観光バス、大沼交通が受講し、ＧＴＦＳ作成方法を習
得。

○１２月２０日 実践的ＧＴＦＳ研修会出前講座①
ハートランドフェリーが受講し、ＧＴＦＳ作成方法を習得。

○ １月 ９日 実践的ＧＴＦＳ研修会出前講座②
函館タクシーが受講し、ＧＴＦＳ作成方法を習得。

Ｇｏｏｇｌｅマップへの掲載状況
１月20日（月）現在

Googleにアップロード連絡済

テスト環境で最終確認中
（googleのテスト環境提供待ち含む）
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大沼交通、ハートランドフェリー、函館市電

函館バス、函館タクシー、北海道観光バス、
津軽海峡フェリー、青函フェリー



ウェブアプリケーションについて

コンテンツ

・購入サイトへのリンク
・事業の趣旨
・よくある質問

コンテンツ

・経路検索
・会員登録
・乗り放題チケット購入
・旅するパスポートと千年手形のＰＲ
・フェリー予約システムへのリンク

○市電・バス共通１日乗車券

○市電・バス共通２日乗車券

○市電１日乗車券

○市電24時間乗車券
○函館バス専用１日乗車券カンパス

○はこだて旅するパスポート

○江差・松前周遊フリーパス千年手形

※今後、ウェブ上での購入・使用を

検討中

リンクを設置しＰＲ

購入できる乗り放題チケット
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２ 事業のプロモーションについて
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事業のプロモーションの全体像
○ せっかく良い物ができても使っていただけないと意味がない。
多くの人に「ＤｏｈＮａ！！」を知っていただき使っていただくためには

プロモーションが大事。

○ １月２２日（水）にプレスリリースを予定

○ ２２日（水）以降は、チラシやポスター、ＳＮＳでの発信などにより積極的なプロモーションを展開

○ チラシやポスターの設置について各社様にもご協力をお願いいたします！
○ そのほか、各社様の広報媒体によるプロモーションをお願いいたします！

※写真素材などは当方から提供可能

・北海道から、道政記者ク
ラブ（主要な報道機関）と
その他各種メディアへリ
リース

・渡島総合振興局が同時
プレスリリース

・ウェルネットが国土交通
省記者クラブにリリース

・チラシ 10,000部
・ポスター 400部

・北海道庁公式ブログ「超旬！ほっかいどう」
・北海道メールマガジン
・道公式Ｔｗｉｔｔｅｒ
・動画を制作し道公式チャネルなどで発信
・渡島総合振興局公式インスタグラム

「おしまと言います」
・檜山振興局公式フェイスブック

「檜山の旅」
・ＦＭいるか

その他のプロモーション(検討中）プレスリリース チラシ・ポスター

各社様へ依頼事項
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事業のプロモーションについて ～プレスリリース～

リリース先

・交通関係専門新聞紙、青森市地方紙

・観光関係フリーペーパー、エリア情報フリーペーパー、交通関係専門誌、ビ
ジネス雑誌、ＩＴ情報誌
・ケーブルテレビ／ラジオ
・交通関係ネットニュース、ローカルネットニュース、観光情報ウェブサイト
・国土交通省関係部署、交通関係団体
・国内航空会社、海外航空会社
・空港ビル会社、旅行会社
・各国政府観光局 など

○新聞社

北海道新聞社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、日本経済新聞札幌支社、共同通信社札幌支社、時事通
信社札幌支社、釧路新聞札幌支社、室蘭民報札幌支社、十勝毎日新聞札幌支局、苫小牧民報札幌支社、産経新聞札幌支局、水産経済新聞
北海道支局、日本農業新聞北海道支社、日刊工業新聞札幌支局、北海道建設新聞社、函館新聞札幌支社
○テレビ局
ＮＨＫ、ＨＢＣ、ＳＴＶ、ＨＴＢ、uhb、ＴＶｈ

渡島道政記者会
○新聞社

北海道新聞社函館支社、朝日新聞函館支社、毎日新聞函館
支局、読売新聞函館支局、日本経済新聞函館支局、共同通信
社函館支局、時事通信社函館支局、函館新聞社
○テレビ局

ＮＨＫ函館支局、ＨＢＣ函館放送局、ＳＴＶ函館放送局、ＨＴＢ函
館支社、uhb函館支社、ＴＶｈ

道政記者クラブ

その他メディア

交通毎日新聞社、日本合同通信社、海運経済新聞社、日本海
運集会所、観光経済新聞社、ジェイツ・コンプレックス、カーゴ・
ジャパン、物流ニッポン新聞社、マリタイム・デイリーニュース
社、トラベルジャーナル、日刊自動車新聞社、新日本流通新聞
社、都市計画通信社、日本海事広報協会、トラベルビジョン、
東京交通新聞社、輸送経済新聞社、水産経済新聞社、日本海
事新聞社、旅行新聞社、海事プレス社、通運情報社、港湾新
聞社、航空新聞社、自由通信社、運輸新聞社、輸送新聞社、
内航新聞社、日刊航空

○新聞社・ネットニュース

朝日新聞社、産経新聞社、東京新聞社、日本経済新聞社、北海道新聞社、読
売新聞社、日刊工業新聞社、交通新聞社、室蘭民報社、中部経済新聞社、ロ
イター通信社、神戸新聞社、日本農業新聞、河北新報社、四国新聞社、山陽
新聞社、信濃毎日新聞社、静岡新聞社、共同通信社、時事通信社、西日本新
聞社、毎日新聞社、日本工業新聞社、ジャパンタイムズ、十勝毎日新聞社、ブ
ルームバーグ、京都新聞社、中国新聞社、南海日日新聞、南日本新聞社、埼
玉新聞社、熊本日日新聞社、新潟日報社、北國新聞社
○テレビ局

テレビ東京、日本テレビ、北海道テレビ、ＮＨＫ、毎日新聞社、テレビ朝日、ＴＢ
Ｓ、フジテレビ、北海道放送

国土交通省交通運輸記者会
国土交通記者会
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事業のプロモーションについて ～チラシ～

送付先

市町村

関係施設

・渡島檜山管内の市町村企画部署
・渡島檜山館内の市町村観光部署
・渡島檜山管内の各市町村観光協会

・函館市内のＴＳＵＴＡＹＡ
・渡島檜山管内のコープさっぽろ店舗
・渡島檜山管内のラッキーピエロ各店舗
・渡島管内のイオン、青森市内のイオン
・イトーヨーカドー函館店、青森店

・函館市内図書館
・函館市内競馬場

金融機関

・北洋銀行支店
・北海道銀行支店
・うみ街信用金庫本店・支店
・郵便局、簡易郵便局

宿泊施設

・函館市内、函館周辺のホテル、
旅館

その他民間企業

チラシ印刷枚数

10,000枚

各社様には、バスターミナルや駅、フェリーター
ミナルなど、各社で設置できる場所へのチラシ設
置をお願いいたします。
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事業のプロモーションについて ～ポスター～

送付先

市町村

関係施設

・渡島檜山管内の市町村企画部署
・渡島檜山館内の市町村観光部署
・渡島檜山管内の各市町村観光協会

・函館市内のＴＳＵＴＡＹＡ
・渡島檜山管内のコープさっぽろ店舗
・渡島檜山管内のラッキーピエロ各店舗
・渡島管内のイオン、青森市内のイオン
・イトーヨーカドー函館店、青森店

・函館市内図書館、競馬場
・渡島檜山館内の公立高校
・渡島檜山館内の自動車学校
・渡島檜山館内の医療施設

金融機関

・北洋銀行支店
・北海道銀行支店
・うみ街信用金庫本店・支店
・郵便局、簡易郵便局

宿泊施設

・函館市内、函館周辺のホテル、
旅館

その他民間企業

ポスター印刷枚数

400枚

各社様には、バスターミナルや駅、フェリーター
ミナルなど、各社で設置できる場所へのポスター
設置をお願いいたします。
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３ 利用者アンケート案
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利用者アンケートについて

○今後、「ＤｏｈＮａ！！」に関する取組を継続していくにあたり、改善が必要な点や課題を確認するた
めに利用者アンケート調査を実施する。

アンケートの方法

２種類のアンケートを実施する。

・バスターミナルなどで紙のチケットを購入した
方向けにハガキを手交し回答を求める。

・アンケート対象者
紙の乗り放題チケットを窓口で購入した方

・「ＤｏｈＮａ！！」ウェブサイト上で、Google
フォームによりアンケート調査を実施する。
・アンケート対象者
ＤｏｈＮａ！！ウェブサイトを利用した方
※最終的にチケットを購入しなかった方も含む

アンケート①

アンケート②

アンケート① アンケート②
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アンケート①ウェブサイト利用者向け質問項目（案）
セクション１

（１）お客様の年齢を教えて下さい

10代／20代／30代／40代／50代／60歳以上／その他

（２）この実証実験をどこで知りましたか？

インターネットで検索して／Googleマップからのリンク／ポスター／チラシ／交通事業者などのホームページで／その他

（３）以下の中でご利用されたことがある１日乗車券や周遊券を教えてください（複数回答可）

市電・バス共通乗車券（１日・２日）／函館市電専用１日乗車券／函館バス専用１日乗車券（カンパス）／

はこだて旅するパスポート／江差・松前周遊フリーパス（千年手形北海道）

（４）ＤｏｈＮａ！！のようにＷＥＢで１日乗車券や周遊券が購入できることに魅力を感じますか？

はい／いいえ

（５）ＤｏｈＮａ！！を利用して乗車券をお買い求めになられましたか？
はい → セクション２へ ／ いいえ → セクション３へ

セクション２

ＤｏｈＮａ！！をご利用いただいたお客様にご質問いたします。
（１）ＤｏｈＮａ！！を利用して購入された乗車券はどちらですか？（複数回答可）
市電・バス共通１日乗車券／市電・バス共通２日乗車券／
函館市電専用１日乗車券／函館市電専用24時間乗車券／
函館バス専用１日乗車券（カンパス）

（２）ＤｏｈＮａ！！を利用していかがでしたか？近いものをご選択ください。
とても満足した／おおむね満足した／可もなく不可もなかった／
不満な点があった／大いに不満だった

（３）ＤｏｈＮａ！！をご利用いただいて、良かった点を選んでください（複数回答
可）
スマホ１台で購入も利用も済む／いつでもどこでも購入できる／
今いる場所から最寄バス停が探せる／24時間タイプの乗車券が買える／
Googleマップからのお得なチケットとして紹介されている／その他

（４）ＤｏｈＮａ！！をご利用いただいて、良くなかった点を選んでください。（複数
回答可）
操作が分かりづらい／画面の反応が悪い／検索が分かりづらい／
紙と運賃などが変わらない／決済手段が少ない／その他

→セクション４へ

セクション３

ＤｏｈＮａ！！をご利用にならなかったお客様にご質問いたします。
（１）ＤｏｈＮａ！！を使わなかった理由を教えてください（複数回答可）
使う機会がなかったから／難しそうだったから／
安全性に不安を感じたから／通信量が気になったから／
紙のチケットと変わらないから／紙のチケットの方が安心だから／
その他

→セクション４へ

セクション４

今後のＤｏｈＮａ！！についての質問です。
（１）ＤｏｈＮａ！！は期間限定の実証実験として実施していますが、今後
もＷＥＢで乗車券が購入できることが望ましいと感じていますか？
はい／いいえ／どちらとも言えない

（２）ＤｏｈＮａ！！に実現してほしい機能があれば教えてください。（複数
回答可）
乗車券（片道）／乗車券（往復）／定期券／経路検索機能／
レンタカー手配機能／宿泊予約機能／その他
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アンケート②窓口購入者向け質問項目（案）

（１）お買い求めの周遊券や１日乗車券があることを事前にご存じでしたか？

知っていた／知らなかった（窓口や乗務員に教えてもらった）

→「知っていた」と回答した方は何で知りましたか？

インターネット／チラシ／ポスター／観光雑誌／その他（ ）

（２）いまお買い求めになったチケットと、道南地域で購入したことがあるチケットをおしえてください。

市電・バス共通乗車券（１日・２日）／函館市電専用１日乗車券／函館バス専用１日乗車券（カンパス）／

はこだて旅するパスポート／江差・松前周遊フリーパス（千年手形北海道）

（３）お買い求めの１日乗車券・周遊券が、スマートフォンで購入・表示ができたら、使ってみたいと思います。

思う／思わない

→思わない場合はその理由を教えてください

難しそうだから／スマートフォンを使っていないから／紙のチケットが安心だから／インターネットが嫌いだから

めんどくさそうだから／その他（ ）

（４）どんな乗車券があったら便利だと思いますか？
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