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2018年度実施内容



2018年度実施内容

1. オープンデータ 作成作業
2. 事業者向けGTFSデータ作成更新Webサービス
3. 観光オープンデータ整備
4. 観光施設APIプラットフォーム構築
5. GTFSデータAPIプラットフォーム構築
6. サンプルアプリケーション
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Google Mapにて
八重山・宮古圏域の交通データが公開（利用）が始まっています
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ラボ サンプルアプリ



２次交通データ整備状況（八重山）

6

八重山

コミバス 与那国町 ○

路線バス

有限会社カリー観光 ○
東運輸株式会社 ○
有限会社竹富島交通 ＊
西表島交通株式会社 ○

船（民間）

有限会社安栄観光 ○
八重山観光フェリー株式会社 ○
合資会社福山海運 ○
有限会社船浮海運 ○
（資）浦内川観光 ○

その他 株式会社 由布島（水牛） ＊

＊（現時点でGoogleマップの掲載規約に合致しない）
定時運行対象外もしくは事例ない等より
Googleトランジットサービスチームと交渉中

（２０１９年５月２２日時点）



２次交通データ整備状況（宮古）
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宮古島

コミバス 多良間村 ＊

路線バス

合資会社共和バス ○
株式会社八千代バス・タクシー ○
宮古協栄バス合資会社 ○
中央交通株式会社 ○

船（民間）
合名会社大神海運 ○
合資会社 多良間海運 ○

＊（現時点でGoogleマップの掲載規約に合致しない）
定時運行対象外もしくは事例ない等より
Googleトランジットサービスチームと交渉中

（２０１９年５月２２日時点）



２０１９年度の予定

1. 全県交通オープンデータ 作成
2. OTTOPの開設
3. オープンデータ利活Hackathonの開催
4. 観光情報の収集と提供
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２次交通データ整備状況（本島）
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（２０１９年５月２２日時点）

圏域 業態 事業者 路線（H29）
協力

データ拠出
GoogleMap公開

本島、その他離
島

モノレール 1 沖縄都市モノレール株式会社 那覇空港駅～首里駅（15駅）

路線バス
2 那覇バス 株式会社 沖縄本島主要路線（80路線） 自社取組 自社にて公開

3 株式会社 琉球バス交通 沖縄本島主要路線（80路線） 自社取組 自社にて公開

4 沖縄バス株式会社 沖縄本島主要路線（45路線） ○ 作成中

5 東陽バス株式会社 沖縄本島主要路線（16路線） ○ 作成中

6 合同会社 やんばる急行バス 那覇空港～本部までの１路線 ○ ○※

7 平安座総合開発株式会社 伊計島、浜比嘉島等とうるま市を回る１路線 ○ 作成中

8 有限会社カリー観光 那覇空港～宜野湾、北谷のホテルまでのリムジンバス ○ 作成中

9 伊江島観光バス株式会社 伊江島内１路線 ○

10 とかしき観光バス合同会社 渡嘉敷島内１路線

11 沖縄エアポートシャトル有限責任事業組合 那覇空港～恩納～美ら海水族館までの１路線 ○ ○※

コミバス 12 国頭村役場 有料コミュニティバス ○

13 東村役場 無料コミュニティバス ○

14 沖縄市役所 有料コミュニティバス（２ルートあり） ○

15 読谷村役場 有料コミュニティバス（３ルートあり） ○

16 北谷町役場 有料コミュニティバス（２ルートあり） ○

17 中城村役場 有料コミュニティバス（４ルートあり） ○

18 座間味村役場 有料コミュニティバス（３ルートあり） ○

19 粟国村役場 有料コミュニティバス（２ルートあり） ○

20 伊平屋村役場 有料コミュニティバス ○

21 久米島町役場 有料コミュニティバス（４ルートあり） ○

船（町村） 22 伊平屋村役場 本島（運天港）～伊平屋島 ○ 公開準備

23 伊是名村役場 本島（運天港）～伊平屋島 ○ 公開準備

24 伊江村役場 本島（本部港）～伊江島 ○

25 座間味村役場 本島（泊港）～座間味島 ○

26 渡嘉敷村 那覇事務所 本島（泊港）～渡嘉敷島 ○

27 粟国村役場 本島（泊港）～粟国島 ○

船（民間） 28 久米商船株式会社 本島（泊港）～渡嘉敷島～久米島 ○

29 合名会社水納海運 本島（渡久地港）～水納島 ○ 作成中

30 有限会社神谷観光 本島（平敷屋港）～津堅島 ○ 公開準備

31 久高海運合名会社 本島（安座真港）～久高島 ○

32 大東海運株式会社 本島（泊港）～南大東島・北大東島 ○

33 マリックスライン株式会社 那覇～本部～奄美～鹿児島 ○

34 マルエーフェリー株式会社 那覇～本部～奄美～鹿児島 ○
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動的
データ

通知の情報提供 運休や運行変更等の
告知

現在テスト中。
OTTOP公開に合わせてフィードサービ
スを提供予定

リアルタイムの運
行状況

リアルタイムの位置
情報、運行状況

現在テスト中。
宮古、八重山圏域にて実験協力事業者と
検討中

２次交通動的データ整備状況
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OTTOPの開設
オープンデータのメンテナンス、データの質の向上に向けた取組



Okinawa Transit and Tourism Opendatabed Platform (OTTOP) の公開
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オープンデータプラットフォームは、データを保管し、提供するためのサイトを公開。

このサイトを訪れれば県
内の観光2次交通に関する
データが入手することがで
きたり、入手方法がわかる

Okinawa Transit and Tourism Opendatabed Platform



GTFS作成ツールによる更新（ツールの公開）
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2次交通データ 更新（例）
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① OTTOP WEBサイトやEXCEL等を活用しデータを更新

② 更新データをOTTOP環境でテスト

③ オープンデータとしてGoogleマップなどへフィード開始

問題なし

不備あり



2次交通データ 更新（例）
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エクセル等で、停留所順に到着・通過時刻表を作成

大きく経路や時刻を変更する場合 軽微な時刻や料金を変更する場合

コピー＆ペースト WEBサイトにて直接修正



2次交通データ 更新（例）
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停留所も同様にWEBサイトやEXCEL等のファイルから更新します。



2次交通データ 更新（例）
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データテスト用の経路検索アプリケーションを使ってテスト



交通事業者・観光2次交通API利活用ハンズオンの開催
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交通事業者向けハンズオンの開催（合宿、定例）

担当者を集めたF2Fで勉強会ベースでの実際のGTFSの作成の仕方の講習・ハンズオ
ンを主体とした営み

八重山勉強会（第一回実施済 5/23 ）
時刻表の編集は、量が多い場合、フォームはスプレッド形式だと操作が楽、（料金の入力フォームも同
様）

上り、下りの扱いが分かりづらい

レイアウト崩れ等は適宜修正必要

ワーディングの適宜見直し

比較的にシンプルに構成されているように見えるので受け入れやすい担当者多いのでは。

宮古勉強会（第一回実施予定 6/5 ）

観光2次交通API利活用ハンズオンの開催（定例）

hackers-champloo2019にて日程、内容を県内IT技術者への紹介（6/29）

OOLスペシャリスト育成プログラムにて県内の大学生と共に利活用アプリ開発

コミュニティ運営方針検討

コミュニケーションツールの利用

各事業者がコミュニケーションツールを利用可能なように整備



観光2次交通Hackathon企画
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2019秋から冬OTTOP Hackathonを予定
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Pre-hack Term

9 10 11 12

Pre-hack Event
In NAHA

5days hackathon

Pre-hack Event
In Tokyo

1 2

Post-hack Term

Hackathon in NAHA

Hackathon in ISHIGAKI

Registration

（ ）
検討中



OTTOP プレハック期間：プレハックオープンイベント開催

 東京、那覇にて実施
 オリエンテーション
 API インプット
 アイデアソン
 ソーシャライズ

 ゴールは課題（テーマ）の共有
 プレハックオープンイベント後

 Slack channel開設、適宜ニュース等を流す
 各人はAPIやサンプルいじる等でプランニングする
 チームをビルドアップする
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2019秋



5days Hackathon

期間（12月初旬予定）
1st day of OOD Hackathon start
Last day of OOD Hackathon End

石垣・那覇2拠点で実施するのも一つのアイデア
登録申し込み

5-10チーム、11月初旬締め切り
メンター割り振り

ポストハック期間
インキュベーション
トライアルサービス
マッチング等

22

2019冬予定
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観光情報の収集と提供



2019年度観光情報関連整備方針
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情報カテゴリ 実施方針 目標件数 実施内容

公共的な施設や海岸・
ビーチ・岬等のパブ
リックな観光スポット、

各地域の行政、観光協会
と連携
（協力OCVB）

約400件 各地域観光協会を中心とした
勉強会の実施
観光協会より情報収集

レンタカー営業所情報 レンタカー協会様等と連
携して営業所情報の収集

約100事業者程度 名称、位置、予約サイトへの
リンク等を検討
基本のリスト整備

宿泊施設 沖縄県ホテル協会 、沖縄
県ホテル旅館組合と連携
して収集

約1000件程度 名称、位置、予約サイトへの
リンク等を検討

イベント等 OCVB様と協力して実施 約350件 名称、位置、期間等を検討



観光情報の各種サービスへのフィード
Google マイビジネスへの情報のフィード

Google マイビジネスに、既に情報登録がされているか自動的にチェックを行う
既にGoogle マイビジネスに登録している事業者との調整を行う
OCVB様や委託事業者を検討の上、各施設の同意を取る作業を行う

Schema.org for Tourismフォーマットの出力を行えるようにする
従来ある観光情報サイトへの公共交通含めた情報の提供

主な想定先：おきなわ物語、たのしま、八重山ナビ
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