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５-１ 観光需要の取り込みによる利用促進についての課題

５-１-１ 観光需要に特化した新規利用者の獲得 ～網走モデル事業結果から～

●冬道の運転が不安な高齢者層、道外者、車離れの若年層、FITのインバウンドなど、公共交通を軸に旅行計画をたてる層は確実に存在し、

今後の高齢者およびインバウンド増加を考えると公共交通を軸とした観光需要はさらに増加すると考えられる。

●その中で、現状における路線バス利用における（観光を主とした）域外の利用者数を把握し「域外の利用者を○％増やせば、○％くらい生産

性が向上する」という指標を得なければ、網走のモデル事業のように売上の過不足を厳密に評価できない。

●一方で、モデル事業期間中においては、女満別空港線の現金収入も増え、パスの売り上げもある程度確保され、また空港「以外」でも売れて

いたことから、「空港－まちなか間の長距離路線の往復（1,820円）」をベースとした利用「以外」の需要も取り込めたことは、「周遊観光におけ

るバス利用／空港・駅などの交通拠点からの二次交通への誘導」に寄与できたと考えられる。

●この「周遊観光におけるバスへのニーズ／二次交通のニーズ」を踏まえると、網走のように観光スポットが散在している地域では、このニーズをさ

らに創出していくことで、生産性の向上（収入増）を加速していくことができると考えられる。また、圏域レベルで複数事業者が共同し、対象エ

リアの広域化を進めることでより多くのニーズに対応する、より多様なモデルルートを提案することが可能となる。

※網走の例で言えば、対象路線の拡大、クーポン対象施設の拡大を通じて、ニーズの幅を確保する、さらにニーズに沿ったモデルルートを提案することなどが考えられる。

５-１-２ インバウンド需要に特化した新規利用者の獲得 ～十勝モデル事業結果から～

●北海道におけるインバウンドは増加傾向にあり、この需要をバス事業に取り込むことで生産性向上（少なくともバス利用の下支え）が期待できる。

※特に、中国は国際条約（ジュネーヴ条約）に加入していないため、日本での運転ができないことから、バス利用ニーズが高い。

●十勝のモデル事業の結果、パスに関する情報の浸透が進むほど、パス売上は増加傾向にあり、一人あたり2.4回バスを利用していることから、

観光スポットまで往復利用のみに留まらず、「周遊観光におけるバス利用」に寄与したと考えられる。

●「周遊観光におけるバス利用」は、エリア内を運行している事業者が連携し、エリア全域をカバーしているという点が重要であり、交通事業者間の

連携・共同の重要性を示唆している。

●特に、観光スポットとして訴求力の高い場所が長距離路線にある場合、割安感がでやすいため販売・利用が伸びる傾向があると考えられる。

●一方、「割安感」だけでなく「 これ１枚あれば大丈夫！というわかりやすさ・シンプルさ」も強みとなる。

●今回のモデル事業の成果を踏まえ、新たなモデルルートを継続的に提案していくことが重要となる。（季節や観光スポットの旬に応じた提案など）
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５-１-３ 情報発信について ～乗車券等の「商品PRの強化」に向けて～

＜全 体＞

●バス事業者の情報発信は、自社HP、自社SNS、地元メディアへの投げ込みに留まることが多く、情報発信において、観光協会や行政との連

携が不十分な事業者も多い。

●国内外問わず、特にweb・SNSでの配信（特に動画配信）が重要な現状において、その重要性を理解し、また、実現（配信）できる人材をバ

ス事業者の内部に育成することが必要。

●同時に、国・道・市町村・バス協会などとの連携を強化しながら、情報発信チャンネルの確保、情報の質の向上について検討していくことが必要。

＜インバウンドへの対応＞

●対象となる国や地域でのＰＲ強化や、国・道・振興局・市町村など行政と広く連携した海外プロモーションの場の活用などが必要。

●特にアジアへのＰＲについては、ブログやSNSの影響力が強いため、台湾ガールのような「発信源」をいかに確保するか（または育てるか）が重要。

※中国では、情報統制の影響で国外から情報を届けることが難しいという課題もある。

●道央圏のバス事業者７社で運営する外国人旅行者向け「Inter City Bus Pass」の販売を委託されている（株）HINATA（本社：香港）

のように、現地での発信力があり、「予約・問い合わせ」にも対応できる企業・サイトとの連携も要検討であるが、コスト面での課題がある。

５-１-４ バス事業者の体制について ~特にインバウンド対応について～

●情報発信の方法にも通じるが、バス事業者自身が海外向けのチャンネルを持っていることは少ない。

●また、インバウンド需要の取り込みにおいて、「問い合わせに対応できるか、情報発信を主体的にできるか」といった言葉の壁におけるハードルは

依然高いままである。

●都市部においては留学生のアルバイト活用も考えられるが、地方部では多言語対応可能な観光協会（または観光関係者）等と連携して対応

するしかないのが現状と言える。

●いずれにしても、「海外向けチャンネルが少ない、人材が少ない」状況では、「誰かと連携」することが重要となる。これは、バス事業以外でも同

様であるため、バス事業に限らず地域全体の観光施策として対応を検討する、行政や観光業界全体との連携が必要となる。
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５-２ 合同就職相談会についての課題

＜共同開催に際して＞

＜イベント周知＞

＜プログラム構成＞

●同じ地域のバス事業者は、運行においても求人においてもライバル関係にあり、就職相談会の共同開催には、中立的な第三者が共同開
催のメリットを唱えて調整することが必要。

●バス運転手確保は、地域のバス路線維持に関わる重要な課題であり、イベント周知においても自治体の理解と協力を得ることが重要。
また、様々な主体の協力を得るためには、イベント開催に向けてスケジュール感をもって余裕を持った準備が必要。
●バス運転手希望者の特性に応じた広報ツールの活用が重要。
（例：若者→ＳＮＳ、ＷＥＢ 女性→女性向けフリーペーパー 中高年→新聞、テレビ）

●各種プログラムは同時に参加することができないので、より多くの参加者が複数のプログラムに参加できるように構成の工夫が必要。
●女性参加者、遠隔地参加者など、多様な参加者確保のためには、一時保育や駅からの送迎、午前／午後の２回開催などの工夫が必要。

＜実施後の課題検証＞

●イベント実施後は、各バス事業者における課題を整理し、改善に向けた検討を行う場を設けることが重要。

５-３ 若年層の確保・育成についての課題

＜確保について＞

●高校・大学での求人活動を勢力的に行うために、学校の就職担当者に理解される内容が伴った資料の作成が必要。

●学生等の若者がバス運転手に興味を示す内容にするために、若者が「仕事に何を求めているのか」を把握した上で、「どのように社会の役に

経つのか／勤務体系はどうなっているのか／どんな職場環境なのか」などを明示することが必要（親が納得するためにも必要）。

＜育成について＞

●各社が目指す「良い運転手」を明確化し、漫然と研修・業務を行うのではなく、「何に役立つ仕事なのか」を意識し、伝えることが重要。

●離職率を下げるためにも、社内でのフォローアップの体制（定期的な面談、小規模の懇親会等）をつくることが必要。
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５-４ モデル事業の成果を踏まえた課題の整理

生産性向上について

５-１から５-３の課題を、生産性向上、運転手確保それぞれについて整理する。

バス利用
対象者
の拡大

観光需
要の取り
込み

マーケティング ●現状の把握・目標の設定

企 画 / 周 知

●ターゲットの明確化：交通拠点での二次交通（バス）への誘導を通じた周遊観光など
●魅力を高める継続的な工夫：対象エリア・路線の拡大／“旬”をとらえたモデルコースの柔
軟な設定

●プレスリリースおよびwebを活用した情報発信戦略の徹底

連 携
●バス事業者間の連携：同一エリア内を複数事業者で運行している場合は必須条件
●自治体等との連携：観光施策としての位置づけ／情報チャンネルの共有・情報の波及
●観光スポットとの連携：特典付与／PRへの協力

運転手確保について

運転手
の掘り起
し & 研
修・養成
制度の
充実

合同就
職相談
会・運転
体験会

企 画 ・ 構 成
●多様なプログラムに参加できる構成への配慮：重複進行をしないなど
●参加者への配慮：駅からの送迎、一時保育の設置など

周 知
●希望者（ターゲット）に応じた広報ツールの活用：若者向けとしてのSNS、女性向けと

して地元フリーペーパー、広く浅いところでの自治体広報誌の活用など

連 携
●自治体等との連携：「公共交通」を守る取組みとして連携
●第三者との連携：中立的第三者によるバス事業者間の調整

若年層
の確保・
育成

情報の整理と
ツールの整備

●「会社・仕事を知ってもらう、若者が知りたいことを伝える」ツールの整備
●（そのための）情報整理：ドライバーまでの道のりの明文化、キャリアアップの道のりなど

目 的 と 意 味
の 明 確 化

●研修を通じて目指すものの明確化：どんな運転手を目指すのか、など
●研修の意味の明確化と提示：管理者側での意味の確認と研修生の理解の促進
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５-５ バス利用促進策において今後望まれる取組方向

●バス利用者対象者の拡大

観光需要の取り
込み

域内での需要喚起に加えて、域外から訪れる観光客を路線バスの新たな顧客として取り込むことで生産性向上を期
待できる。個人旅行・ＦＩＴが増加している中で、域内の周遊観光に路線バスが活用される可能性が高い。事業者
間協働による乗り放題乗車券や、観光施設と連携した特典の付与などにより、この「路線バスを活用した周遊観
光」のニーズを取り込むことが必要。（モデル事業参照）

関連する取組
や留意点

＞空港・駅からの二次交通としての機能強化とＰＲ、手ぶら観光などのポーターサービスの実施

＞域内を運行する複数の事業者共同による企画乗車券の販売

＞観光施設と連携した企画乗車券の販売

＞これらを活用し、「季節・人気（旬）に応じたモデルルート」の継続的な提案

＞空港、航空会社、ＪＲなど他事業者と連携したＰＲ

＞webの活用、メディア活用・連携など、情報発信機能・人材の強化と連携

＞インバウンド対応（言葉の壁のハードル）：観光施策として市町村・観光施設等と幅広く連携

＞インバウンド対応を含めた「わかりやすい情報発信」の強化

●バスサービスの改善

乗りやすい環境
の整備

一般に、待ち時間の環境やバス車内環境への不満が、バス利用への「抵抗」として上げられることが多いことから、
バス待ち環境の整備や、車内環境の利便性向上といった設備面での対応を推進することが必要。

関連する取組
や留意点

＞コンビニや商業施設など、沿線店舗・施設と連携した「バス待ち環境」の改善

＞路線バスへのWiFi設置

ICT活用
スマートフォンの普及により、利用者の路線やダイヤの検索方法は大きく変化していることから、利用者の情報端
末に適したHPの作成が必要。また、積雪寒冷地である北海道においては、冬期間バス待ち環境が劣悪となることか
ら、バスロケーションシステム等のシステム整備が必要。

関連する取組
や留意点

＞HPのスマートフォン対応

＞標準的なバス情報フォーマット（GTFS）の作成とコンテンツプロバイダへのデータ提供

ICカード整備
ICカードの整備により、運賃支払時の利用者の利便性は向上する。また、ICカード整備で、バス利用者のODを常
時観測可能となることからデータ分析の観点においても有効性が高い。

関連する取組
や留意点

＞データ分析とマーケティングの実施



第５章 利用促進・運転手確保に係る課題等の分析 29

●路線の適正化

まちづくりと一
体となった公共
交通の見直し

コンパクトシティ、小さな拠点などの議論に代表されるように、都市の形、まちづくりと一体となった公共交通網の
あり方が重要。長期的な取組みであるが、行政や他のバス事業者、他の交通モードとも連携しながら、データの整理
や計画づくりなどを行っていくことが重要。

関連する取
組や留意点

＞駅前ターミナルの改修、道の駅の新設、大型商業施設の開業などと連携した路線網の検討

＞地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施計画・立地適正化計画

＞住民との意見交換会の設置

●バス利用の機運醸成（機会の創出）

モビリティ・マ
ネジメント

バスを利用する機会のない人については「バスを知ってもらう・使ってもらう」ことが重要となる。乗り方、路
線・運賃の調べ方などの基本情報の提供、バスマップによる路線の周知に加え、小中学生、通勤者、高齢者、来訪

者など対象にあわせた情報の整理と発信など、バス利用意図を醸成する工夫、バスを使う機会の創出（きっかけづく
り）が必要。

関連する取組
や留意点

＞目的地提案型の情報発信（目的別時刻表・バスパックなど）

＞高齢者の運転免許自主返納の推進に合わせたバス利用の提案（高齢者向けの啓発活動、インセンティブ付与など）

＞小学生向けの出前教室（バスの乗り方教室など）

＞学生（通学）、通勤者向けのＰＲ活動（通学カタログの整備、ノーマイカーデーの普及など）

＞商業施設、商店街等と連携したバス利用へのインセンティブ付与

貨客混載
沿線人口が少なく利用者が少ない路線などにおいては、「人（乗客）」による運賃収入だけでなく「もの」を運ぶ
ことによって収益を一定程度確保することが期待できる。物流事業の効率化とあわせて、バス事業者、物流事業者
双方におけるメリットが拡大できるスキームを検討し、貨客混載の推進をしていくことが重要。

関連する取組
や留意点

＞物流事業者間の連携（共同配送による荷物の集約）

＞路線バスの運行経路・ダイヤと物流ニーズのマッチング

＞行政や沿線施設・店舗等との連携（荷受場所の確保、買い物難民対応など）

●運賃収入以外の収益確保
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５-６ バス運転手確保において今後望まれる取組方向

●幅広い運転手希望者の掘り起こしに向けて

●女性運転手の採用に向けて

運転体験・合同就
職相談会の開催

路線バスの運転を体験できる機会やバス事業者に個別に相談できる機会を提供することは運転手を職業とするこ
とを検討する上で有効。また、他のバス事業者と「共同」により実施することは、バス事業者を比較検討するこ
とが可能となるため、集客効果の向上が図られるとともに、募集コストの圧縮につながる。以上を踏まえ、バス
事業者単体ではなく、地域の複数のバス事業者が「共同」で、かつ関連市町村等と「連携」し就職相談会を実施
することが必要。（モデル事業参照）

関連する取組や
留意点

＞イベントPRにおいては、国・道・市町村・バス協会等の関係団体との連携

＞バス運転手希望者の特性に応じた広報ツールの活用

（例：若年者→ＳＮＳ、ＷＥＢ 女性→女性向けフリーペーパー 中高年→新聞、テレビ）

高校･大学･専門学
校等への学校訪問

これまでの中途採用市場においての運転手募集の他、若手の運転手の確保を図っていくため、高校・大学への学
校訪問などを実施することが必要。

関連する取組や
留意点

＞バス事業者のHP内の採用ページの刷新（若年層向け採用ページの作成）

＞労働条件や賃金の明示

＞若年層向けドライバー募集ツール（モデル事業参照）

＞保護者向け説明会

＞キャリアパスの見える化

＞インターンシップの受け入れ

●若年層の運転手の採用に向けて

女性向けPRや女性
限定の体験会・座
談会の開催

女性運転手の確保を図っていくために、女性をターゲットとしたPRや女性限定の運転体験会、現役の女性バス運
転手との座談会等を実施することが必要。

関連する取組や
留意点

＞バス事業者のHP内の採用ページの刷新（女性向け採用ページの作成）

＞労働条件や賃金の明示

＞求人情報サイトの活用

＞女性の目線でのバス運転手の仕事紹介やイメージアップツール

＞女性専用施設の準備（お手洗い・更衣室・休憩室等）

＞柔軟性のある勤務シフトの設定
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●U･Iターンの転職者の採用

バス運転手に特化
した就職イベント
への参加

バス事業者の運行エリア内に居住する方のみをターゲットとした運転手募集には限界がある。そこで、大都市圏
（東京・大阪・名古屋等）で開催されるバス運転手に特化した就職イベントに参加し、U・Iターンの転職希望者や
北海道への移住希望者の採用を図ることが必要。

関連する取組や
留意点

＞バス事業者のHP内の採用ページの刷新（U・Iターン向け転職採用ページの作成）

＞労働条件や賃金の明示

＞求人情報サイトの活用

＞市町村との連携によりU･Iターンや移住促進等の事業と連動して実施

＞入社支度金制度、住居探し等の支援制度の拡充

＞大都市圏での面接の実施

若手育成プログラ
ムの作成

高校の新卒生を採用した場合、大型二種免許取得までに3か年の年月が必要となる。3年間で新卒採用者のモチ

ベーションが下がり、離職といったことにならないような魅力ある研修と資格取得までのプロセスの明確化が必
要（モデル事業参照）。また、社会の多様化に伴い、高等教育機関への進学率が高まっており、専修学校、大学

卒、第二新卒などのバス運転手採用を拡大していくことが必要。

関連する取組や
留意点

＞他社やグループ企業等の人事交流による幅広な研修の実施

＞バス運転手からのキャリアアップなど将来のビジョンを示す

●若年層の育成やモチベーションの維持・向上に向けて
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道内乗合バス事業者が生産性向上と

運転手確保に向けて、検討→企画→

実践→改善→検証のサイクルを循環さ

せる上で必要となる要素を「マーケティン

グ、情報発信・広報、共同・連携」とい

う視点から整理した。

◆全 体
バス路線を持続的に運行していくために

は、バス事業者だけでなく、市町村を
はじめ地域の関係機関が共同・
連携をしながらバス事業の生産性向上
と運転手確保などの取組を進めていくこ

とが必要。

◆生産性向上策
地域のバス路線の現状や課題を把握

するとともに、そのデータをベースにした
路線振興やバス交通の最適化を目指

し、市町村をはじめ他の交通事業者や

関係団体などとも共同・連携を図り
ながら取組を進めていくことが必要。

◆運転手確保策
これまでの運転手採用の方法に加え、

若年層や女性などをバス運転手の
ターゲットを広げるために採用情報
の充実を図り、ターゲットに応じた発
信力を強化するなど創意工夫をしな
がら取組を進めていくことが必要。

マ ー ケ テ ィ ン グ 市場を知り、価値を創造し、市場に働きかけ、効果を確認

情報発信・広報 自社のサービスや強み（魅力）をターゲットに応じて情報発信

共 同 ・ 連 携
市町村、地域住民、同業他社、他の交通機関などとの共同・連携の取組

学校、病院、商業施設、観光施設などとの共同・連携の取組


