
 

 

地域公共交通確保維持事業の定量的な目標 
地域公共交通確保維持改善事業の実施に当たり、以下の目標を設

定する。 

【目標】浜益区予約運行型の年間利用者数 

平成 28年度 浜益区予約運行型   3,019人 

北方面     479人（1便あたり 5.1人） 

南方面     500人（1便あたり 4.9人） 

東方面     195人（1便あたり 3.9人） 

厚田方面  1,845人（1便あたり 3.0人） 

平成 29年度 浜益区予約運行型   5,990人 

北方面     960人（1便あたり 5.0人） 

南方面     960人（1便あたり 4.8人） 

東方面     380人（1便あたり 3.8人） 

厚田方面  3,690人（1便あたり 3.0人） 

平成 30年度 浜益区予約運行型   5,965人 

北方面     931人（1便あたり 4.9人） 

南方面     959人（1便あたり 4.7人） 

東方面     370人（1便当たり 3.7人） 

厚田方面  3,705人（1便あたり 3.0人） 

※参考 平成 26年度診療所調査（新たな公共交通利用希望者） 

 スクールバス（北方面） 

  平日 20.2人/週間（1便あたり 5.1人） 

 スクールバス（南方面） 

  平日 19.5人/週間（1便あたり 4.9人） 

 スクールバス（東方面） 

  平日 7.8人/週間（1便あたり 3.9人） 

※参考 平成 26年度バス乗降調査 

 中央バス札幌浜益線    平日 5.0人/日 （1便あたり 2.5人） 

 ※浜益支所ヒアリング調査 

 浜益中学校⇔厚田中学校間部活動支援人数 7名/日 
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予約運行型バス運行計画（案）

月 火 水 木 金 札幌方面幹線バス 浜益方面幹線バス

雄冬　　　　　 5：40 雄冬　　　　　 5：40 雄冬　　　　　 5：40 雄冬　　　　　 5：40 雄冬　　　　　 5：40

幌　 　 　　　　6：00 幌　 　 　　　　6：00 幌　 　 　　　　6：00 幌　 　 　　　　6：00 幌　 　 　　　　6：00 中央バス札幌浜益線

幌　　　　　　　　6：15発

厚田支所　 　　7：01発

厚田支所 　　6：55 厚田支所 　　6：55 厚田支所 　　6：55 厚田支所 　　6：55 厚田支所 　　6：55 札幌ターミナル8：33着

厚田支所　　 7：15 厚田支所　　 7：15

厚田支所　　 7：25

浜益　　　　　 8：00 浜益　　　　　 8：00

浜益　　　　　 8：05 浜益　　　　　 8：05 沿岸バス　はぼろ号 中央バス札幌厚田線

本社ターミナル6：20発 札幌ターミナル6：45発

厚田支所　　 8：20 厚田支所　　 8：20 雄冬　　　　　　 8：10発 厚田支所　　　 8：17着

雄冬 　　　　　8：40 濃昼　　　　　 8：35
実田橋　　　　8：30
浜益温泉　　 8：58

雄冬 　　　　　8：40 濃昼　　　　　 8：35 浜益　　　　　　 8：25発

浜益　　　　　 9：15 浜益　　　　　 9：15 浜益　　　　　 9：05 浜益　　　　　 9：15 浜益　　　　　 9：15 厚田支所　　　 8：58発

浜益　　　　　 9：15
浜益温泉　　 9：22

浜益　　　　　 9：15
浜益温泉　　 9：22

浜益　　　　　 9：15
浜益温泉　　 9：22

浜益　　　　　 9：15
浜益温泉　　 9：22

札幌ターミナル10：10着

浜益温泉 　　11：20
浜益 　　　　　11：27

浜益温泉　　 11：20
浜益　　　　　 11：27

浜益　　　　 11：20
浜益温泉　 11：27

浜益温泉 　　11：20
浜益 　　　　　11：27

浜益温泉　　 11：20
浜益　　　　　 11：27

実田橋　　　 11：39

雄冬 　　　　　12：02
雄冬　　　　　 12：05

濃昼　　　　　 12：07
雄冬 　　　　　12：02
雄冬　　　　　 12：05

濃昼　　　　　 12：07

厚田支所　　 12：22 厚田支所　　 12：22

厚田支所　 13：00

厚田支所　　 13：25 厚田支所　　 13：30

中央バス札幌厚田線

浜益中学校　15：40 浜益中学校　15：40 浜益中学校　15：40 浜益中学校　15：40 浜益中学校　15：40 札幌ターミナル14：40発

厚田支所　　　 16：12着

厚田中学校　16：20 厚田中学校　16：20 厚田中学校　16：20 厚田中学校　16：20 厚田中学校　16：20

厚田支所　　 16：30 厚田支所　　 16：30 厚田支所　　 16：30 厚田支所　　 16：30 厚田支所　　 16：30

幌　　　　　　　17：15 幌　　　　　　　17：15 幌　　　　　　　17：15 幌　　　　　　　17：15 幌　　　　　　　17：15 沿岸バスはぼろ号

幌　　　　　　  17：20 幌　　　　　　  17：20 幌　　　　　　  17：20 幌　　　　　　  17：20 幌　　　　　　  17：20 札幌ターミナル16：10発

厚田支所　　　 17：13着

浜益　　　　　　 17：43着

厚田支所　　 18：05 厚田支所　　 18：05 厚田支所　　 18：05 厚田支所　　 18：05 厚田支所　　 18：05 雄冬　　　　　　 18：02着

厚田支所　　 18：15 厚田支所　　 18：15 厚田支所　　 18：15 厚田支所　　 18：15 厚田支所　　 18：15 中央バス札幌浜益線

札幌ターミナル16：45発

浜益支所　　 18：50 浜益支所　　 18：50 浜益支所　　 18：50 浜益支所　　 18：50 浜益支所　　 18：50 厚田支所　　 　18：11着

幌　　　　　　　　19：01着

雄冬　　　　　 19：25 雄冬　　　　　 19：25 雄冬　　　　　 19：25 雄冬　　　　　 19：25 雄冬　　　　　 19：25
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