
 

 

第 2 回  

 

今金町地域交通協議会 
（今金町地域公共交通確保維持改善協議会） 

 

議 案 
××××××××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×日 時 ： 平成２５年７月２９日（月） 

 １３時３０分 

××××××××××××××××××      場 所 ： 今金町役場２F会議室 

 

 

 



 

次       第 

 

１．挨 拶 今金町地域公共交通確保維持改善協議会長 外崎 秀人 

 

 

２．報告事項等 

報告第 1号「地域公共交通確保維持改善事業」交付決定について 

 

 

３．議    事 

議案第１号 今金町地域公共交通実証調査概要について 

議案第２号 実証調査業務業者選定について 

議案第３号 実証調査におけるダイヤ・路線・料金等の設定について 

議案第４号 実証調査のスケジュール（案）について 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

今金町地域公共交通確保維持改善協議会 委員名簿 

任期 平成２５年４月２６日～平成２７年３月３１日 

ＮＯ 役職 委員名 所属 

１ 会長 外 崎 秀 人 今金町長 

２ 委員 水 口   猛 国土交通省北海道運輸局函館支局 

３ 委員 中 山 俊 彰 国土交通省北海道運輸局函館支局 

４ 委員 川 村 秀 明 北海道檜山振興局 

５ 副会長 富 沢 昭 雄 自治会町内会連合会 

６ 委員 境 田 藤 太 今金町老人クラブ連合会 

７ 委員 加 藤 秀 明 今金町民生委員児童委員協議会 

８ 監事 中 野 君 代 今金町女性団体連絡協議会 

９ 委員 水 本   宏 八束連合自治会 

１０ 監事 辻   紀 英 今金町社会福協議会 

１１ 委員 寺 田   誠 函館バス株式会社 

１２ 委員 松 本 年 弘 有限会社 東ハイヤー 

事務局  

山 田   薫 

松 村 康 弘 

遠 藤 盛 人 

早 坂   靖 

佐 藤   創 

町まちづくり推進課長 

同課長補佐 

同主幹 

同係長 

同主査 

庁舎内ワーキング委員会 

保健福祉課・教育委員会事務局・国保病院 等  

 

 

 

 

 



 

 

報告第 1号 



 



 

 



 

 

収　　　　入

項　　　目 金　　　額

運送収入 126,000 200円×３１５人×２(往復）

国庫補助金 1,000,000

計 1,126,000

支　　　出

項　　　目 金　　　額

1.5時間×4便×3500円/時間×３８日 平日運行 798,000

1.5時間×２便×3500円/時間×８日 土曜運行 84,000

（30㎞×4便×３８日）÷4㎞/ℓ×140円 平日運行 159,600

（30㎞×２便×８日）÷4㎞/ℓ×140円 土曜運行 16,800

小　　　計 1,059,000

諸　経　費 67,000 6.25% 66,188 円

計 1,126,000

合　　　計 1,126,000

事業名 金額

実証調査 1,126,000

合計 1,349,143

協議会の開催 20,832

コピー用紙　（Ａ４　500枚×5冊=7,371円）×2箱＝14,742円　

ラベルシール12面　100枚入×1部＝4,410円　

ふせん　20個　1箱　1,680円

今金町生活交通ネット
ワーク計画のとりまと

め
100,673

生活交通ネットワーク計画書の製本や保存用等　消耗品

ＣＤ－Ｒ　７００ＭＧ　50枚入　2,499円　

色上質紙　（Ａ３　500枚×３冊＝6,982円）×2箱＝13,964円

フラットファイル　200枚入　10,500円

コピー用紙　（Ａ４　500枚×5冊=7,371円）×10箱　＝73,710円

説明

上記のとおり

モビリティマネジメント
の実施

101,638

時刻表及び路線図作成用・アンケート用紙等　消耗品費

色上質紙　（Ａ３　500枚×３冊＝6,982円）×4箱＝27,928円

コピー用紙　（Ａ４　500枚×5冊=7,371円）×10箱　＝73,710円

今金町八束・白石方面実証調査予約型バス運行委託事業試算（案）

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

人　件　費 882,000

燃　料　費 177,000

882,000

176,400

説　　　　　　　　　　　　　　　明

地域公共交通調査事業



議案第 1号 

今金町地域公共交通確保維持改善協議会における実証調査の概要 

 

■実証調査の目的  

平成２４年度実施した「今金町地域交通サービス導入調査事業」で明らかになった今後 

の方向性について、本運行に向けた実証調査及び検証等を平成２５年度実施します。 

実証運行調査は、北海道運輸局、北海道、今金町、交通事業者、地域住民、で構成する 

「今金町地域公共交通確保維持改善協議会」を設立して国の補助金を活用し持続可能な運行

体制等の整備構築に向けて検討を進めるため、実際にバスを運行する実証運行を実施する。    

 

■実証運行調査の期間  

平成 25年 9 月 2日（月）～9月 30 日（月）月~土（日・祝日除く） 

    平成 26年 2月 1 日（土）～2月 28 日（金）月~土（日・祝日除く） 

   

■実証運行調査のエリア（１系統） 

八束・白石地区方面 （別紙路線図参照） 

 路線延長：15.0 ㎞（片道） 

 所要時間：45分（片道） 

 運行日： 月～土（日祝日除く） 

 

■実証運行の主な内容 

 ■デマンドバス（完全予約制）の運行 

 

 

 

 

 

 

 

■スクールバスの有効活用 

 

 

 

 

 

 

・函館バスの幹線瀬棚線（長万部～せたな）運行については、改善を図りながら守っていく。 

・幹線運行とスムースに乗り継ぎできる小型車両等のフィーダー線運行を行う。 

・フィーダー線運行は、デマンド（完全予約制）で乗り合いハイヤーまたは小型車両による

不定運行を検討する。事前予約がない場合は、その便の運行はしません。 

・デマンド運行（完全予約制）は、1 回エリア内 有料で利用できます。 

  料金設定は今後協議会で決定します。 

・スクールバスの一般乗客との混乗化・幹線バスとの接続連携を図る 

・スクールバスの運行は、学校が休校の場合（土日、夏休み、冬休み等）は、運行しない。 

・スクールバスの利用料金は無料、児童生徒に合わせた停留所のみの乗車が原則です。 

デマンドバス・スクールバスどちらかを利用する場合は、必ず東ハイヤーに予約が必要です。 

実証実験中は、患者バスの運行はしません。 



平成 2５年度実証運行調査を踏まえ、今後本運行に向けた検証等を行う 

新しい地域交通のイメージのひとつ 

 

２）デマンド型交通システム 

   時刻や目的地など、複数利用者の要望に応じて経路やダイヤをその都度定め

て運行する乗合型の交通サービスです。基本路線を定め、利用頻度の低い地域

には予約に応じてのみ運行する迂回型と、路線網を定め、利用者の予約状況に

応じてその都度経路設定をおこなうエリア型があります。 

  

 

 

 

 

 

せたな 

長万部 

市街地 

Ａ地区 

Ｂ地区 

【フィーダー線運行】 

乗り合いハイヤーまたは 

小型車両によるデマンド運行（予約制） 

バス停では幹線運行バスと接続・乗り継ぎできる 

※フィーダー線とは、幹線バス運行に対

して、その枝となるような路線のこと。

幹線に接続する路線。 



議案第 2 号 

 

 

今金町地域公共交通実証調査業務業者選定について 

 

 

このことについて、調査業務業者の選定については地元バス事業者で

ある有限会社 東ハイヤーと委託業務契約を締結し調査事業を実施し

たい。 

 

 

選定の理由 

 地元バス事業者として地域住民や地域の実情をよく把握している有

限会社 東ハイヤーに業務委託することにより、今回の実証調査がスム

ースに行われるため。 

また、デマンドバスの運行及びスクールバスの一般混乗化を合わせて

実施するため、すでにスクールバスの運行委託業務で契約をしているこ

とも選定の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第３号 

 

■実証調査のエリア（１系統） 

八束・白石地区方面 （別紙路線図参照） 

 路線延長：15.0 ㎞（片道） 

 所要時間：45 分（片道） 

 運行日： 月～土（日祝日除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 利用料金 １区間 片道 ２００円とする。

（ただしスクールバス利用は無料） 

 



■スクールバスに一般乗車する場合の注意点 

○学校が休みの時は運行しません！ 

（土日、祝日、夏休み、冬休み、臨時休校等は運行しません。） 

東ハイヤー予約センターにお問い合わせください。 

○一般の方がバスを利用する場合は行きも帰りも出発 30 分前に連絡願います。 

○児童生徒も一般も無料で乗車できます。 

○帰りの 2便・3便・5便は児童生徒の下校者がいない場合予約があればデマン

ド運行します。 

○町内の学校に通学する児童生徒が利用するバス停のみの停車となります。 

■デマンドバスの利用についての注意点 

○完全予約制です 

 定期便と違い一人も予約がない場合は、運行しません。 

利用したい便の出発 30分前までに東ハイヤーに連絡してください。 

 最寄りのバス停まで何時くらいに到着するか確認してください。 

○バス停留所までの送迎です 

予約してバスを乗る場合は最寄りのバス停留所でお待ち願います。 

帰りも同様です。 

○利用料金について 

 エリア内片道 ２００円で利用できます。下車するときにお支払い願

います。 

 

■実証調査の便数・ダイヤ・ 路線・料金 イメージ（案） 
   ※イメージは、これまで運行していた患者輸送バスの路線とスクールバスを組み合わせた路線です。 

 

行 き 

1 便 スクールバスの一般混乗   毎週 月～金 （土日・祝日、夏休み、冬休み、春休み等は運行しません。） 

7:07 7:09 7:12 7:13 7:15 7:22 7:23 7:30 7:35 7:42 7:47 7:50 7:55～ 

初田会館 惣蔵宅 境田宅 坂井宅 水口宅 木島宅 西宅 尾野宅 沢口宅 今金ターミナル 今金小学校 今金中学校 国保病院・道銀・郵便局・ 

Ａコープ・あったからんど等停車予定 

                                                   ※バスターミナル接続→ 北桧山方面（7:48）長万部方面（8:20）→ＪＲ接続 Ｓ北斗 3 号 長万部発 9:43 

2 便 デマンドバス（完全予約制） 毎週 月～土（日曜日・祝日は運行しません） 

8:10 8:15 8:20 8:23 8:29 8:33 8:36 9:44 9:47 9:52 8:57 8:59 9:04 9:07 9:17 ９：２５～ 

八鈴西宅 八束小池宅 にごり川入口 八束向井宅 白石寿の家 白石田中宅 白石横平宅 八束野田宅 八束浜田宅 八束楠原宅 山崎宅 初田会館 八束山本宅 森川宅前 今金ターミナル 国保病院・道銀・郵便局・ 

Ａコープ・あったからんど等 

停車予定 

                                                       ※バスターミナル接続→ 北桧山方面（10:12）長万部方面（9:25） →ＪＲ接続 北斗５号 長万部発 10:49 

 

 

帰り 

１便 デマンドバス（完全予約制） 

 

※ＪＲ Ｓ北斗６長万部着 1０:３９→ バスターミナル接続  北桧山方面（12:25）  

２便 スクールバスの一般混乗 

 

３便 スクールバスの一般混乗 

 

４便 デマンドバス（完全予約制） 

16:40 16:45 16:48 １6：5０ １６：５５ 一般乗客で帰り予約がある場合のみ運行する。 

 国保病院 アイン薬局 ひだまり 今金ターミナル あったからんど 

※ＪＲ Ｓ北斗１２長万部着 14:24→ バスターミナル接続 北桧山方面（15:43） 長万部方面（16：47）  

５便 スクールバスの一般混乗 

 

 

６便 デマンドバス（完全予約制） 

１９：１5 １９：２０ 一般乗客で帰り予約がある場合のみ運行する。 

 今金ターミナル あったからんど 

※ＪＲ Ｓ北斗 16 号長万部着 16:53→バスターミナル接続 北桧山方面（18:35） 長万部方面（1９:03）八雲方面（18:37） 

12:25 12:30 1２:33 １２：35 １2：30 一般乗客で帰り予約がある場合のみ運行する。 

 国保病院 アイン薬局 ひだまり 今金ターミナル あったからんど 

14:40 14:45 下校する児童生徒宅へ 

一般乗客がいる場合はその近く停留所へ 今金ターミナル 今金小学校 

1５:50 15:55 16:05 下校する児童生徒宅へ 

一般乗客がいる場合はその近く停留所へ 今金ターミナル 今金小学校 今金中学校 

17:05 17:10 下校する中学生宅へ 

一般乗客がいる場合はその近く停留所へ 今金ターミナル 今中小学校 



議案第４号  

実証調査のスケジュール（案）について 

 ■ 各小中学校・ＰＴＡ等には、事前に実証調査に伴う説明済 

 ■ 各地区老人クラブ等にも実証調査の概要説明済 

 

 

 

※実証調査終了後、利用状況や利用者アンケートを 

分析や検証し、第 3 回地域交通協議会へ報告する。 

7月29日 第2回地域交通協議会開催
実証調査の内容決定等（時刻表・路線・料金等）

8月2日 広報いまかね及びまちづくり
情報誌等で実証調査住民周知

8月上旬 ■ 実証調査委託業務契約締結
実証調査に伴う詳細確認

（時刻表・路線図・利用方法作成）
■ 庁舎内ワーキング会議 随時

（実証調査に伴う最終確認）

■ 八束・白石地区住民説明会
（実証調査概要説明等路線図等住民へ配布。）

8月16日 町内回覧（八束・白石）実証調
査最終周知チラシ配布

9月2日～30日 八束・白石で実証調査実施
スクールバス、デマンドバスの運行
実証調査（利用状況、利用者アンケ
ートの実施等）


