
別紙１

令和4年1月31日

協議会名： 北海道生活交通確保対策協議会

評価対象事業名： 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

道南バス株式会社 室蘭市内線②など全16系統

利用者の動向や地域の要望に
応じ一部の路線でルートや運行
回数の見直しを行なった。
運行情報の提供や啓発・周知活
動等は継続して実施した。
（日高沿岸線）
ＪＲ日高線鵡川～様似間の鉄道
事業廃止後の沿線住民の移動
手段の確保と高校への通学・通
院等の利便性を高めるため、令
和３年４月１日から運行経路及
びダイヤの見直しを実施した。

A
概ね計画どおり事業は適切に
実施された。

函館バス株式会社
大野線②など全21系統
車両減価償却費等国庫補助金

　一部の路線で、沿線住民、利
用者のニーズにあわせ、運行回
数や運行時刻の見直しを図っ
た。

Ａ

　新型コロナウィルスによる利用
人員の減少等による影響で厳し
い状況が続いたが、利用実態に
合わせた運行の見直しの実施
等を行うことにより、概ね計画に
沿った事業は実施できた。

Ａ

　広域的・基幹的２１系統を維持
することで、地域全体の生活交
通ネットワークの確保につな
がっている。

　沿線住民、利用者のニーズにあわせたダイヤ・停留所
の設置を実施するとともに、必要に応じて、生活交通の
維持のため、ルートや運行回数等の見直しを実施する。

A
16系統の運行により地域住民
の足となる生活交通は確保され
ている。

沿線自治体と連携して利用促進に取り組むほか、持続可
能な生活交通とするため関係自治体とルートや運行回数
の見直しについて協議を行ない、運行の効率化を図る。

ニセコバス株式会社 小樽線など全３系統

ダイヤ改正時に合わせて、ホー
ムページへの掲載及び各社新
聞折込を実施し、利用促進に努
めた。また、バス事業者による情
報発信だけではなく、各自治体
においても利用促進策（情報発
信・住民説明等）を実施。

A
計画通り適切に実施されてい
る。

A ほぼ目標が達成されている。

引き続き、沿線自治体と連携して住民への利用促進PR
等を行い、乗車人員の向上を図るとともに、路線毎の分
科会において利用促進策、ダイヤの見直し等を検討。ま
た、検討するにあたり、利用実態調査を実施して利用客
の動向やニーズの把握にも努める。

夕張鉄道株式会社
新夕張駅前～新札幌駅前線な
ど全４系統

沿線自治体との協議により一部
系統で停留所新設に伴う経路変
更の実施。

A
計画通り事業は適切に実施され
た。

A
全4系統を維持できており地域
全体の生活交通の確保に繋
がっている。

沿線市町の利用者ニーズを反映させつつ、関係自治体と
の協議を行い運行の効率化を図る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

新型コロナウイルス感染症の影
響による利用人員の減少で厳し
い状況が続いたが、利用実態に
合わせた運行の見直し等を行
い、事業は概ね適切に実施され
た。

④事業実施の適切性

A

⑤目標・効果達成状況

沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、必要に応じてルートや運行
回数等を見直し、運行の効率化を図る。

北海道中央バス株式会社 滝新線など全23系統 A

広域的・基幹的系統である23系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっている。

利用動向に応じたダイヤ設定を
実施した。



①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

A

広域的・基幹的系統である３系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっているが、この
状況が続くとなれば、維持可能
かどうか、不安である。

沿線利用者のニーズを反映させつつも、持続可能な生活
交通とするため、利用実態を基に関係自治体と協議の
上、運行時刻やルートの見直しを図る。

根室交通株式会社
中標津線など全３系統（共同運
行１系統含む）

利用実態調査を実施。GTFSの
活用により利便性の向上を図っ
た。

A
コロナウイルス感染症の影響等
により運行出来ない便もあった
が概ね計画通りに実施された。

A

広域的・基幹的系統である10系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっている。

沿線利用者のニーズを反映させつつ、利用しやすく安心
できる生活交通とするため、必要に応じて関係自治体と
協働し、運行の効率化を図る。

阿寒バス株式会社 阿寒線など全４系統 ウェブ予約サイトの強化を実施。 Ａ

依然として、コロナ禍により厳し
い状況ではあるが、当初の運行
計画どおり事業は適切に実施さ
れた。

Ａ

広域的・基幹的系統である４系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっている。

沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつ、持続可
能な生活交通とするため必要に応じて関係自治体と協議
し、運行の効率化を図る。

くしろバス株式会社
別保線など全10系統（共同運行
１系統含む）

利用実態調査を実施 A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

A

広域的・幹線的系統である６系
統を維持できており、管内の住
民の通学・通勤・通院等の生活
交通ネットワークが確保できて
いる。また、地域住民との公共
交通に関するワークショップを開
催し公共交通に対する理解を深
めてもらうとともに、生活交通
サービスの改善が図られた。

継続したコロナ対策の強化と、路線再編等による持続可
能な生活交通ネットワークづくりについて、沿線自治体と
協議を深める。また、引き続き、地域住民とのワーク
ショップを開催し、生活交通サービスの改善を行い、バス
利用の促進及び収支改善を図る。

北海道拓殖バス株式会社 緑駒線など全８系統

GTFS-RT（バスロケーションシス
テム）を導入することで遅延等運
行状況の提供を開始した。
利用状況・走行環境に合わせた
運行時刻の見直しを実施し、旅
客利便の向上を図った。

A
計画のとおり事業は適切に実施
された。

A

新型コロナウィルスによる影響
で旅客減などの厳しい状況が続
いたが、緑駒線など全8系統の
維持がなされており、324千人の
生活交通の確保が図られた。

今後も沿線利用者ニーズを把握し、持続可能な生活交
通とするため沿線自治体と協議の上、運行ルートや運行
時刻・便数等を見直し、運行の効率化を図る。

十勝バス株式会社
芽室線など全６系統
車両減価償却費等国庫補助金

系統毎の分科会では、路線維持
を目指した利用増・利便性向上・
効率化に向けた協議を実施し、
自治体と連携している。

A
計画のとおり事業は適切に実施
された。

あつまバス株式会社 千歳線など全４系統
関係自治体と協議を行い。ダイ
ヤの見直しを実施。

A
計画どおり適切に実施されてい
る。

A

地域住民の生活交通として重要
な千歳線・苫小牧線３系統の維
持ができており、地域全体の
ネットワークの維持につながっ
ている。

沿線住民・利用者のニーズに合わせダイヤ・停留所の設
置を行うとともに、生活交通の維持をする為、運行の効
率化を図る。

北海道北見バス株式会社
温根湯線など全11系統
車両減価償却費等国庫補助金

ホームページの路線・時刻検索
などの周知方法を見直し利用者
の利便性向上を図った。

A
計画どおり適切に実施されてい
る。

A

生活に欠くことのできない基幹
的系統である11系統を維持出
来ており、地域住民の交通手段
を確保している。

地域利用者のニーズを反映したルートに変更する等利用
促進に努め、また、運行回数の見直し等により、運行の
効率化を図る。



①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

A

広域的・基幹的系統である旭川
線を維持できており、その地域
全体の生活交通ﾈｯﾄﾜｰｸの確保
につながっている。

沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、必要に応じてルートや運行
回数等を見直し、運行の効率化を図る。

ふらのバス株式会社 旭川線

利用促進として新型コロナウイ
ルス対策としてバス車内清掃・
消毒活動の継続実施に加えて、
感染防止対策として、数台にプ
ラズマクラスターの取付を行い、
より感染防止対策を徹底する。

A

新型コロナウイルスによる利用
人数の減少等による影響で厳し
い状況が続いたが、計画どおり
適切に実施されている

A

広域的・基幹的系統である10系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっている。

沿線市町村の利用者ニーズを反映させつつも、持続可
能な生活交通とするため、必要に応じてルートや運行回
数等を見直し、運行の効率化を図る。

北紋バス株式会社 雄武線など全４系統
沿線自治体と連携し
ニーズに合った運行体系の
構築に取り組んだ

A
今般のコロナ禍においても地域
住民の足の確保の為対象系統
を維持する事が出来た

網走バス株式会社 女満別空港線
バスロケーションシステムによる
情報発信を強化した。

A

コロナ過の中、フライトの減便に
より運休する便もありましたが、
効率のよい運行を実施すること
ができた。

名士バス株式会社

沿線市町の利用者のニーズ把握・反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、必要に応じて運行回数、運
行時刻を見直し、運行の効率化を図る。

利用実態調査に基づき、運行回
数の見直しを実施。

空知中央バス株式会社 滝深線など全４系統 A

新型コロナウイルス感染症の影
響による利用人員の減少で厳し
い状況が続いたが、利用実態に
合わせた運行の見直し等を行
い、事業は概ね適切に実施され
た。

基本的系統である3系統を維持
できている。

A

広域的・基幹的系統である4系
統を維持できており、その地域
全体の生活交通ネットワークの
確保につながっている。

恩根内線など全３系統 Ａ
計画どおり適切に実施されてい
る。

Ａ
沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、必要に応じてルートや運行
回数等を見直し、地域住民の足を維持・確保する。

新型コロナ対策として車内清
掃、消毒作業、感染防止対策と
して乗客にマナーエチケットによ
るマスクの着用を促し、着用して
いないお客様に対しマスクの提
供と防止活動を促している

沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、今後も継続的に関係自治体
と協議を行うなど、必要に応じてルートや運行回数等の
見直しを行い、路線の効率化と改善を図る。

関係市町村の担当部署責任者
と個別に協議を行い、地域住民
から寄せられている意見、要望
等の有無、内容の確認を行い、
適切に対応した。

広域的・幹線的系統である3系
統を維持できており、留萌管
内、幌延町、北竜町、秩父別
町、深川市、旭川市の地域住民
の生活交通ネットワークの維持
につながっている。

沿岸バス株式会社
幌延留萌線など全３系統（共同
運行１系統含む）

事業は概ね計画通り実施され
た。

A A

A
今般のコロナ禍においても対象
系統維持することができた。

関係自治体と連携を密にし、PRを強化するとともに、観
光客利用等の促進を図る。

A

西紋地区唯一の公共交通機関
としてまた、今般のコロナ禍にお
いても対象系統の維持確保が
できており、あわせて地区全体
の交通ネットワークの確保につ
ながっている。

沿線自治体と連携を密にし、必要に応じて、利用者ニー
ズに合わせた運行形態、維持可能な運行形態など、
様々な面からの事業の見直し、効率化を図る。

道北バス株式会社
名寄線など全10系統
（共同運行１系統含む）
車両減価償却費等国庫補助金

令和３年度より、ノンステップバ
スを導入するため、ルートの変
更を行ない利用者の利便性向
上を図った。（名寄線2系統）

Ａ
計画どおり適切に実施されてい
る



①補助対象事業者等 ②事業概要
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新篠津交通株式会社 北新線

　起点及び終点となる新篠津温
泉（道の駅を兼ねる）との企画で
あるバス乗車による入浴料金の
割引『バス割り』を継続した。

A
計画通り事業は適切に実施され
た。

A
　計画運行回数を維持すること
が出来た。

　コロナ禍前より前々回は20％、前回は30％と輸送人数
の減少が続いているが事業継続に取り組む。

Ａ

広域的・幹線的な系統を維持で
きており、当該地域全体の生活
交通ネットワークの確保につな
がっている。

沿線自治体と連携し利用促進に取り組むほか、鉄道との
接続を考慮したダイヤ設定とするなど、利便性の向上に
努める。

ジェイ・アール北海道バス
株式会社

長沼線など全３系統

（長沼線）
鉄道との接続を意識したダイヤ
設定など利便性向上を図った。
（日勝線）
令和３年４月１日から、静内～様
似間の日勝線②を新設。日勝線
①と併せてＨＰでの情報提供を
継続したほか、毎月乗降調査を
実施し利用実態の把握に努め
た。

Ａ

新型コロナウイルスの影響によ
る利用者の大幅な減少が見ら
れたが、概ね計画通り適切に実
施された。

運行の維持ができており、その
地域全体の生活交通ネットワー
クの確保につながっているが、
新型コロナウィルス感染症の影
響により利用者の減少となっ
た。

公共施設を結んでいる路線であることを周知するととも
に、駅への接続など住民が利用しやすいダイヤを構築
し、利用者増を図る。また、利用者の状況に合わせた運
行経路・バス停等の検討を行う。

有限会社　下段モータース
あいの里金沢線など全２系統
車両減価償却費等国庫補助金

A

旭川電気軌道株式会社

計画どおり事業は適切に実施さ
れた。

（あいの里金沢線）
ＪＲへの接続を考慮したうえで、
夏冬でダイヤを分けた。
（月形当別線）
ＪＲへの接続を考慮したうえで、
夏冬でダイヤを分けた。

沿線市町村の利用者のニーズを反映させつつも、持続
可能な生活交通とするため、必要に応じてルートや運行
回数等を見直し、運行の効率化と利用者増を図る。

いで湯号

平成31年度より、利用者からの
要望を反映し、ルートの延伸等
を行った為、現在はその動向を
分析中。

A
計画どおり適切に実施されてい
る

A

A

あいの里金沢線・月形当別線を
維持できており、地域住民の生
活交通ネットワークの確保につ
ながっている。



事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

別紙１－２

評価対象事業名： 地域間幹線系統確保維持改善事業

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

【目的】
　広大な面積を有する北海道は、中心市町村と周辺地域による多くの日常生活圏で構成されていることから、各圏域
における広域的・幹線的なバス路線である地域間幹線系統を維持することにより、地域住民の日常生活の足を確保す
る。

【必要性】
　北海道は、国土の約22％を占める広大な面積の中に179の市町村を有し、各市町村は鉄道、バス、航空などの公共
交通機関により結ばれているが、面積が広大かつ集落が散在している道内を網羅する乗合バスは、地域住民にとって
必要不可欠な生活交通手段として重要な役割を担っている。
　多くの市町村において過疎化が進み、乗合バスの利用者が恒常的に減少し、今後、赤字路線の拡大が危惧される
中、その安定的な維持・確保が課題であるが、広域行政圏の中心市町村及びこれに準ずる市町村である38市町と周
辺市町村を結ぶ広域的・基幹的路線144系統を維持することにより、他の路線を含め、地域全体の生活交通ネットワー
クを確保する。

協議会名： 北海道生活交通確保対策協議会

令和4年1月31日


