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地域内フィーダー系統確保維持計画変更届出書 

 

 

 

 平成２９年９月２９日付け国総支第４４号で国土交通大臣より認定された地域内フ

ィーダー系統確保維持計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出しま

す。 

 

 

○ 変更日 

  平成３０年４月２８日 

 

 

○ 変更箇所 

 計画書 

１．地域公共交通確保維持改善事業に係る目的・必要性  

  ３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体  

  16．協議会の開催状況と主な議論  

  表 1 接続する補助対象地域間幹線系統等との接続確保策  

  運行系統図  

 

○ 変更理由 

平成３０年４月２８日より道の駅石狩「あいろーど厚田」が北海道中央バスの札

幌厚田線の結節点となるため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した生活交通確保維持改善計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 

 

 



１．地域公共交通確保維持改善事業に係る目的・必要性

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）

策定日　平成29年８月７日
変更日　平成30年３月７日

（名称）石狩市地域公共交通会議

生活交通確保維持改善計画の名称

石狩市生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）

石狩市（市町村自家用有償旅客運送事業者）

　石狩市浜益区内を運行する公共交通の利用者は、区内の人口減少などを契機として減少の一途を辿っ
ており、北海道中央バスの札幌浜益線（定期定路線）は浜益区の区間が不採算路線となり、平成28年3月
をもって廃止となった。
　また、石狩市全体の高齢化率は30.0％（平成27年時点）であるのに対し、浜益区の高齢化は52.8％（平成
27年時点）と高齢化が著しく進行している様子が見受けられ、高齢社会における地域住民の生活交通の確
保が重要である。
　このようなことから、事業採算性を意識しながら高齢者等の交通弱者の「生活の足」を確保するための、
利便性が高く、将来に亘って持続可能な公共交通体系を構築する必要がある。
　そのため、石狩市浜益区における高齢社会や住民ニーズに即し、かつバス交通に関する財政負荷の軽
減のため、浜益区内全域を網羅するとともに、幹線バス（北海道中央バス・沿岸バス）との接続を目的とし
た、持続可能な公共交通体系を平成28年4月より導入し、区民の生活利便性の向上を図ることを目的とす
る。
　平成30年4月28日より道の駅石狩「あいろーど厚田」が北海道中央バスの札幌厚田線の結節点となるこ
とにより、待合施設の充実が図られ、利用者の利便性の向上に繋がる。

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果

（１）事業の目標

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】浜益厚田間乗合自動車運行事業の年間利用者数
　　平成30年度(H29.10～H30.9）　1,688人

（２）事業の効果

・石狩市浜益区における公共交通を維持することにより、高齢者等の交通弱者の買い物・通院等の生活に
係る移動を確保することができる。
・地域間幹線系統との接続により、広域的な移動を支援することができる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

・平成28年4月の運行開始からの実績の把握、分析をし、さらには平成29年6月に行った浜益厚田間乗
合自動車に関するアンケート調査の結果に基づいて、運行系統のエリアの見直しや時刻表を利用実態
や利用者ニーズに合わせ改正する。（石狩市）
・浜益区・厚田区は高齢化率が非常に高いことから、高齢者にも分かりやすい利用方法の周知など工夫
を凝らした広報活動を行う。（自治会回覧等を利用）（石狩市）
・浜益地域協議会との連携及び情報提供（石狩市）
・石狩市のホームページでの広報（石狩市）
・道の駅石狩「あいろーど厚田」の待合スペースにトイレ、自動販売機、公衆電話及び掲示板等を設置
（石狩市）

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び
運行予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

石狩市（市町村自家用有償旅客運送事業者）



地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法
【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】

該当なし。

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの
運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要
【地域間幹線系統のみ】

該当なし。

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村
に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧
【地域間幹線系統のみ】

該当なし。

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期
及びその他特記事項
【地域間幹線系統のみ】

該当なし。

11．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要
【地域内フィーダー系統のみ】

12．車両の取得に係る目的・必要性
【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ
うとする場合のみ】

該当なし。

13．車両の取得に係る定量的な目標・効果
【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ
うとする場合のみ】

該当なし。

14．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車
両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようと
する場合のみ】

該当なし。

15．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における
収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用し
た利用促進策）
【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし。

16．協議会の開催状況と主な議論

・平成29年5月23日（火）平成29年度第１回石狩市地域公共交通会議
　　生活交通改善事業計画の計画策定について
・平成29年8月7日（月）平成29年度第２回石狩市地域公共交通会議
　　石狩市生活交通確保維持改善計画の提出について
　　自家用有償旅客運送の変更及び更新登録申請について
・平成30年1月16日（火）平成29年度第３回石狩市地域公共交通会議
　　地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について
・平成30年3月７日（水）平成29年度第４回石狩市地域公共交通会議
　　地域内フィーダー系統確保維持計画変更について
　　自家用有償旅客運送の変更登録申請について



担当者連絡先　
（ 住 所 ）
（ 所 属 ）
（ 氏 名 ）
（ 電 話 ）
（ e-mail ）

・浜益区の全世帯を対象に浜益厚田間乗合自動車（ワゴン車によるデマンド交通）に関するアンケート調
査を平成29年6月に実施した。
・アンケート調査実施にあたり、浜益区地域協議会において意見を伺った。
・調査結果を本計画に反映し、運行エリアの変更や時刻表の改正を行った。
・地域公共交通会議には各種団体の他、浜益区民から利用者及び住民を代表する委員に参加いただい
てお り、会議での議論を反映して計画を作成した。

17．利用者等の意見の反映状況

mayumi.tamai@city.ishikari.hokkaido.jp

18．協議会メンバーの構成員

関係都道府県 　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道石狩振興局地域創生部地域政策課長
関係市区町村 　　　　　　　　　　　　　　　　　　石狩市環境市民部長
交通事業者・交通施設管理者等　　　　　　　 北海道中央バス株式会社石狩営業所長
地方運輸局 北海道運輸局札幌運輸支局　　首席運輸企画専門官
その他協議会が必要と認める者　　　　　　　 厚田区自治連合会代表、浜益自治会連合会代表、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人北海道バス協会専務理事、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道地方交通運輸産業労働組合協議会副議長、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般公募２名

石狩市花川北６条１丁目３０番地２
石狩市環境市民部広聴・市民生活課
玉井　真弓
０１３３－７２－３１９１
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成30年度

起点 経由地 終点
　運行態様
　の別

 基準ロで
 該当する
 要件

　接続する補助対象
　地域間幹線系統等
　との接続確保策

基準ニで該当
する要件
（別表７のみ）

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

① ③

① ③

北海道中央バス㈱札幌厚
田線道の駅石狩「あい
ろーど厚田」及び厚田支
所停留所、沿岸バス㈱は
ぼろ号浜益区各停留所に
接続

区域運行

区域運行石狩市 (２) 浜益東方面 浜益 浜益区

厚田支所 41 日 41.0 回石狩市 石狩市 (１) 浜益南北方面 浜益温泉 浜益区

石狩市 (３) 厚田方面 雄冬 浜益区

厚田支所 13 日 13.5 回

厚田支所 244 日 297.0 回 区域運行 ① ③

日 回

日 回



雄冬

千代志別

床丹

幌

群別

浜益

柏木

毘砂別

送毛

濃昼

実田
御料地

厚田方面

浜益厚田乗合自動車運行系統図

厚田

浜益温泉

道の駅石狩「あいろーど厚田」拡大図



雄冬

千代志別

床丹

幌

群別

浜益

柏木

毘砂別

送毛

濃昼

浜益南北方面

浜益厚田乗合自動車運行系統図

厚田

浜益温泉

道の駅石狩「あいろーど厚田」拡大図



浜益

柏木

毘砂別

送毛

濃昼

実田
御料地

浜益東方面

浜益厚田乗合自動車運行系統図

厚田

浜益温泉

道の駅石狩「あいろーど厚田」拡大図



●浜益予約運行型時刻表 (予約があった場合のみ運行します。） 浜益南北方面 厚田方面

※時間は目安で、希望到着時間・到着場所・経由地に応じ前後します。 浜益東方面

月 火 水 木 金
参考

札幌方面幹線バス
参考

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 中央バス札幌厚田線

厚田支所　 　　7：00発

あいろーど厚田　6：50 あいろーど厚田　6：50 あいろーど厚田　6：50 あいろーど厚田　6：50 あいろーど厚田　6：50 札幌ターミナル8：42着

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

幌　 　 　　　　7：50 幌　 　 　　　　7：50 幌　 　 　　　　7：50 幌　 　 　　　　7：50 幌　 　 　　　　7：50 中央バス札幌厚田線

厚田支所　 　　8：50発 中央バス札幌厚田線

札幌ターミナル10：27着 札幌ターミナル6：45発

あいろーど厚田　8：40 あいろーど厚田　8：40 あいろーど厚田　8：40 あいろーど厚田　8：40 あいろーど厚田　8：40 厚田支所　　　 8：22着

厚田支所 　　8：45 厚田支所 　　8：45 厚田支所 　　8：45 厚田支所 　　8：45 厚田支所 　　8：45 沿岸バス　はぼろ号

厚田支所 　　9：00 厚田支所 　　9：00 厚田支所　　 8：45 厚田支所 　　9：00 厚田支所 　　9：00 本社ターミナル6：20発

あいろーど厚田　9：05 あいろーど厚田　9：05 あいろーど厚田　8：50 あいろーど厚田　9：05 あいろーど厚田　9：05 厚田支所　　　 8：58発

濃昼　　　　　 9：15 濃昼　　　　　 9：15 濃昼　　　　　 9：15 濃昼　　　　　 9：15 札幌ターミナル10：10着

浜益 　　　　　9：45 浜益 　　　　　9：45 御料地         9：45 浜益 　　　　　9：45 浜益 　　　　　9：45

雄冬　　　　　10：15 雄冬　　　　　10：15
実田　　　 　　10：00
柏木　　　   　10：10

雄冬　　　　　10：15 雄冬　　　　　10：15

浜益温泉　　 10：20
浜益支所　　 10：30

浜益支所　   10：30
浜益温泉　   10：40

浜益　　　　　 10：45 浜益　　　　　 10：45 実田       　   11：00 浜益　　　　　 10：45 浜益　　　　　 10：45

浜益温泉　　 10：55 浜益温泉　　 10：55 浜益温泉　　 10：55 浜益温泉　　 10：55

浜益温泉 　　12：05 浜益温泉 　　12：05 あいろーど厚田　12：10 浜益温泉 　　12：05 浜益温泉 　　12：05

浜益 　　　　　12：15 浜益 　　　　　12：15 厚田支所　   12：15 浜益 　　　　　12：15 浜益 　　　　　12：15

雄冬　　　　　 12：45 雄冬　　　　　 12：45 雄冬　　　　　 12：45 雄冬　　　　　 12：45

中央バス札幌厚田線

あいろーど厚田　13：55 あいろーど厚田　13：55 あいろーど厚田　13：55 あいろーど厚田　13：55 厚田支所　 　14：10発

厚田支所　　 14：00 厚田支所　　 14：00 厚田支所　　 14：00 厚田支所　　 14：00 札幌ターミナル15：47着

5:30

8:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00



月 火 水 木 金
参考

札幌方面幹線バス
参考

浜益方面幹線バス

幌　　　　　　　15：20 幌　　　　　　　15：20 幌　　　　　　　15：20 幌　　　　　　　15：20 幌　　　　　　　15：20 中央バス札幌厚田線

浜益　　　　 　15：30 浜益　　　　 　15：30 浜益　　　　 　15：30 浜益　　　　 　15：30 浜益　　　　 　15：30 札幌ターミナル14：40発

あいろーど厚田　16：10 あいろーど厚田　16：10 あいろーど厚田　16：10 あいろーど厚田　16：10 あいろーど厚田　16：10
厚田支所　　　 16：17着

厚田支所　 　16：15 厚田支所　 　16：15 厚田支所　 　16：15 厚田支所　 　16：15 厚田支所　 　16：15 沿岸バスはぼろ号

厚田支所　　 16：20 厚田支所　　 16：20 厚田支所　　 16：20 厚田支所　　 16：20 厚田支所　　 16：20 札幌ターミナル16：10発

あいろーど厚田　16：25 あいろーど厚田　16：25 あいろーど厚田　16：25 あいろーど厚田　16：25 あいろーど厚田　16：25
厚田支所　　　 17：13着

浜益支所 　  17：05 浜益支所 　  17：05 浜益支所 　  17：05 浜益支所 　  17：05 浜益支所 　  17：05 浜益　　　　　　 17：43着

浜益支所     17：05 浜益支所     17：05 浜益支所     17：05 浜益支所     17：05 浜益支所     17：05 中央バス札幌厚田線 雄冬　　　　　　 18：02着

あいろーど厚田　17：45 あいろーど厚田　17：45 あいろーど厚田　17：45 あいろーど厚田　17：45 あいろーど厚田　17：45
厚田支所　 　17：55発

厚田支所　　 17：50 厚田支所　　 17：50 厚田支所　　 17：50 厚田支所　　 17：50 厚田支所　　 17：50 札幌ターミナル19：32着

厚田支所　　 18：35 厚田支所　　 18：35 厚田支所　　 18：35 厚田支所　　 18：35 厚田支所　　 18：35 中央バス札幌厚田線

あいろーど厚田　18：40 あいろーど厚田　18：40 あいろーど厚田　18：40 あいろーど厚田　18：40 あいろーど厚田　18：40
札幌ターミナル16：50発

厚田支所　　 　18：31着

浜益支所　　 19：20 浜益支所　　 19：20 浜益支所　　 19：20 浜益支所　　 19：20 浜益支所　　 19：20

雄冬　　　　　 19：50 雄冬　　　　　 19：50 雄冬　　　　　 19：50 雄冬　　　　　 19：50 雄冬　　　　　 19：50 ※あいろーど厚田＝道の駅石狩「あいろーど厚田」

14:30

18:00

18:30

19:00

15:00

16:00

16:30

17:00

17:30

15:30


