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中間報告 



コミュニティバスとは 

• 「地方公共団体等がまちづくりなど住民福祉の向上を図るた
め交通空白地域・不便地域の解消、高齢者等の外出促進、公
共施設の利用促進を通じた『まち』の活性化等を目的として、
自らが主体的に運行を確保するバスのこと」（国土交通省） 

• 全国の約88％の自治体で運行 
• 福岡県内40市町で有償コミュニティバス運行（昨年末時点） 
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コミュニティバスが抱える課題と期待 

• 人的課題 
• “ 一人（ひとり）交通局 ” 
• 専門部署なし、担当職員1名、他業務との兼務 
 

• 財政的課題 
• 平成27年度福岡県内平均収支率 21.76％ 
• 国や県からの補助金で赤字補填 

 
• コミュニティバスが「地方創生」の鍵に 

• 地域公共交通活性化再生法の改正（平成26年11月） 
• まちづくりの一端を担う 

 

3 



課題解決：バス運行の“見える化” 
• 乗客の利用状況 

• 利用者数、利用目的、年齢層 等 
• バスの運行状況 

• 時刻表との差異、“間引き”運転 
 

（参考）“見える化”の現状 
• 調査コンサル業者頼み 
• 数年に一度（ダイヤ改正前） 
• 1週間程度の乗り込み調査に多額の支出 
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研究目標 
• 独自の運行管理支援システムを実用化 

• 担当職員者向け運行状況・利用状況の把握＋バス利用客
向け運行状況の提供 

  → 行政プロセスの改善へ 
• 汎用機器（モバイルデータ通信機能付きタブレット端

末）を使用 
  → より低コスト・容易に実用的システムを構築 
 

→ 地域創生・地域活性化を支える社会インフラ整備
に貢献 
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6 コミュニティバス運行管理支援システムの
構成および利用イメージ 

•タッチ位置バス停の特定 
•ACEによる収集データのDB管理 

 

③路線/バス停位置データ
取得アプリ 

③時刻表/路線/バス停データ
簡易作成VBAツール 

•タッチ時刻 
•タッチ位置（GPS） 
•選択肢（回答） 
•乗降客数 
•定期的な現在位置 
（GPS） 

•アンケート調査結果 
•乗降客数調査結果 
•バス運行状況 
•③GTFSフィード •バス運行状況 

•GTFS各種データ 

②乗降客数記録用 
アプリ「SHINGU」 

①タッチ数計測用 
アプリ「ASHIYA」 



新宮町 × 九産大 

森 信二   鴨川 大貴 青木 優太 
小宮 麻美  菊池 貴文 橋本 大佑 

 沓脱 彰太 
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コミュニティバス運行管理支援システムの
構成および利用イメージ 

•タッチ位置バス停の特定 
•ACEによる収集データのDB管理 

 

③路線/バス停位置データ
取得アプリ 

③時刻表/路線/バス停データ
簡易作成VBAツール 

•タッチ時刻 
•タッチ位置（GPS） 
•選択肢（回答） 
•乗降客数 
•定期的な現在位置 
（GPS） 

•アンケート調査結果 
•乗降客数調査結果 
•バス運行状況 
•③GTFSフィード •バス運行状況 

•GTFS各種データ 

②乗降客数記録用 
アプリ「SHINGU」 
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アプリ「SHINGU」 
• 昨年度からの開発を引き継ぎ 
 

• バス運転手向け 
 

• バス停ごと及び1便合計の 
  乗降者数計測 
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想定されるゴール 
• マリンクス向けのバスロケーションシス
テムを実装した上でその実証実験を行い、
本格導入の見通しを得る 
 

• 既存のGTFSフォーマットに加え「標準的
なバス情報フォーマット」へ対応させた
データを作成する 
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計画 
• 乗降客数調査 

• 引き続き調査を行う 
• ５月以降自治体からの依頼によりスタート 
 

• 標準的なバス情報フォーマットへの対応 
• GTFSのデータは保持しているためフォーマットに
対応した改良に努める 

• １０月以降、本格的にスタート 
 

• 第１回打ち合わせ 
• ５月８日に第１回目の打ち合わせを行った 
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アプリ「SHINGU ミニ」 
• アプリSHINGUの仕様を引き継ぎ 
 

• バス運転手向け 
 

• 小型のコミュニティバス向け 
 

• バス停ごと及び1便合計の乗車、 
  または降車のどちらかの利用者数を計測 
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SHINGUミニアプリ画面 
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調査確認Webページ（開発中） 

・検索条件 
・選択日付 
・バス停 
・ルート 
・乗車人数 
・降車人数 
 

表示 



コミュニティバス運行管理支援システムの
構成および利用イメージ 

•タッチ位置バス停の特定 
•ACEによる収集データのDB管理 

 

③路線/バス停位置データ
取得アプリ 

③時刻表/路線/バス停データ
簡易作成VBAツール 

•タッチ時刻 
•タッチ位置（GPS） 
•選択肢（回答） 
•乗降客数 
•定期的な現在位置 
（GPS） 

•アンケート調査結果 
•乗降客数調査結果 
•バス運行状況 
•③GTFSフィード •バス運行状況 

•GTFS各種データ 

②乗降客数記録用 
アプリ「SHINGU」 
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③乗換案内データGTFSフィードの導入 
• GTFS（General Transit Feed Specification）フィード 
  － Google社提案の世界標準の交通系オープンデータ 
• コミュニティバスの利便性向上 
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－ 経路案内の中でGoogleマップ上に 
    バスの各種情報を表示 
－ 土地勘のない観光客への即応 

• 平成28（2016）年11月18日に 
   一般向け公開 
 ※コミバスでは西日本初 



GTFSフィード導入の検証 
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日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計
903 934 6048 7885 818 838 4960 6616 577 737 5857 7171 620 882 6794 8296

日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計
921 1094 6816 8831 893 836 5855 7584 829 726 6555 8110 1019 1083 7318 9420

前年同月比増減（人） 18 160 768 946 75 -2 895 968 252 -11 698 939 399 201 524 1124
前年同月比増減（％） 2.0% 17.1% 12.7% 12.0% 9.2% -0.2% 18.0% 14.6% 43.7% -1.5% 11.9% 13.1% 64.4% 22.8% 7.7% 13.5%

H28.3

H29.3

H27.12

H28.12

H28.1

H29.1 H29.2

H28.2

日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計
835 928 5529 7292 1485 1284 5105 7874

日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計
993 1249 6181 8423 1164 1388 7022 9574

前年同月比増減（人） 158 321 652 1131 -321 104 1917 1700
前年同月比増減（％） 18.9% 34.6% 11.8% 15.5% -21.6% 8.1% 37.6% 21.6%

日祝 土曜 平日 計 日祝 土曜 平日 計
1300 949 6143 8392 2012 1210 6572 9794

前年同月比増減（人） 307 -300 -38 -31 848 -178 -450 220
前年同月比増減（％） 30.9% -24.0% -0.6% -0.4% 72.9% -12.8% -6.4% 2.3%

H29.4 H29.5

H27.4

H28.4 H28.5

H27.5• GTFSフィード導入 
• バス H27年11月中旬、渡船H28年2月下旬 

• 渡船への導入後、相らんど線の利用客増加 
• 外国人観光客の増加を確認（バス運行業者へ

の聞き取り） 
 

• 増加の原因 
• 数年前CNNで「猫の島」と紹介後、外国

人観光客が増加 
• Googleマップにバスおよび渡船が登場す

ることで、乗客を呼び込むことができた 



コミュニティバス運行管理支援システムの
構成および利用イメージ 

•タッチ位置バス停の特定 
•ACEによる収集データのDB管理 

 

③路線/バス停位置データ
取得アプリ 

③時刻表/路線/バス停データ
簡易作成VBAツール 

•タッチ時刻 
•タッチ位置（GPS） 
•選択肢（回答） 
•乗降客数 
•定期的な現在位置 
（GPS） 

•アンケート調査結果 
•乗降客数調査結果 
•バス運行状況 
•③GTFSフィード •バス運行状況 

•GTFS各種データ 

②乗降客数記録用 
アプリ「SHINGU」 
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バスロケーションシステム 
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開発システムの概要 

 バスに設置したタブレットから10秒ごとに送られる現在地の情報を使用 

  →バスの位置情報をデータベースACEから取得し、Webページに表示 

 

 Webページでの表示内容 

  →バスのリアルタイムな位置情報 

  →バス停の位置情報とバス停ごとの時刻表・行先 

  →利用者の現在地情報 

  →任意のバス停の時刻表一覧 

  →利用者からの最寄りのバス停の情報 
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須恵町 × 九産大 

安河内 ひとみ 有満 光佑 
印藤 寛朗   後藤 恭平 
        薮下 隆司 
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コミュニティバス運行管理支援システムの
構成および利用イメージ 

•タッチ位置バス停の特定 
•ACEによる収集データのDB管理 

①タッチ数計測用 
アプリ「ASHIYA」 

 

③路線/バス停位置データ
取得アプリ 

③時刻表/路線/バス停データ
簡易作成VBAツール 

•タッチ時刻 
•タッチ位置（GPS） 
•選択肢（回答） 
•乗降客数 
•定期的な現在位置 
（GPS） 

•アンケート調査結果 
•乗降客数調査結果 
•バス運行状況 
•③GTFSフィード •バス運行状況 

•GTFS各種データ 
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アプリ「ASHIYA」 
• 以前より引き継ぎ開発 

 
• バス利用者向け 

 
• 各停留所の利用目的調査 
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想定されるゴール 
• コミュニティバスの利用目的を把握する
ための、利用客向け独自アプリを使った
調査を実施し、結果データを入手できる
こと 
 

• 新たに国土交通省が設定したバス乗換案
内データ形式を導入すること 
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計画 
• 利用目的を把握するための調査 

• 新規で通年実施で調査を行う 
• １０月以降、新規路線で調査 
 

• 国土交通省が設定したバス乗換案内データ形式の導入 
• 国土交通省のフォーマットに対応したデータの作成 
• １０月以降、本格的にスタート 
 

• 第１回打ち合わせ 
• ５月８日に第１回目の打ち合わせを行った 
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進捗状況（アプリ ASHIYA） 

 須恵町での調査に必要な機材の準備 

      ⇩ 

アプリが正常に動作できることを確認済 

 
 アプリの表示文字サイズの 
 大きさの自動調整機能を追加 

 
 10月以降の新規路線導入予定に向けて、 
 須恵町と調査内容や日程などの詳細を検討  
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進捗状況（データ確認ページの開発） 

 アプリASHIYAから送られてくるバス停とバス番号の表示はできた 

 今後は、時刻の差と最寄駅の表示を追加 
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補足：宗像市営公共交通へのGTFSフィー
ド導入 

 宗像市営の公共交通 
 ふれあいバス、コミュニティ

バス 

 大島渡船、地島渡船 

 

 8月末にGTFSフィードを完成、
納入 
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