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第4章 計画の目標及び目標達成のための施策 

  

4－1 計画の目標 

 

本計画の達成状況を評価するための評価指標及び現況値・目標値を以下に示す。 

 

基本方針１ 公共交通のサービスレベル向上 

 

(1)路線バス利用者数 

路線バス利用状況を把握するための評価指標として、市内完結路線における路線バス年間利用

者数を設定する。 

表 4-1 路線バス利用者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

市内完結路線における路線 

バス年間利用者数 
3,350,075人 3,450,600人 

路線バス利用者数は近年増加傾向

であるが、人口は減少局面に入って

いることから、概ね 3％の増加を目

標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 3,369,900 人 3,389,900 人 3,410,000 人 3,430,200 人 

 

(2)公共交通での通学者数 

高校生等の通学の利便性向上について把握するための評価指標として、通学定期券年間販売

数を設定する。 

表 4-2 公共交通での通学者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

通学定期券年間販売数 12,158人 12,523人 
路線バス利用者数同様、概ね 3％の

増加を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 12,230 人 12,303 人 12,376 人 12,449 人 
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基本方針２ 生活と交通の拠点の整備 

 

(3)デマンド型交通27利用者数 

デマンド型交通の利便性向上について把握するための評価指標として、あいのりタクシー及びあ

いのりバスの年間利用者数を設定する。 

表 4-3 デマンド型交通利用者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

あいのりタクシー及び 

あいのりバスの年間利用者数 
16,504人 16,510人 

デマンド型交通利用者数は近年横

ばいとなっており、人口は減少局

面に入っていることから、概ね現

状維持を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 16,510 人 16,510 人 16,510 人 16,510 人 

 

                                                   
27 デマンド型交通：需要応答型の交通。利用する際に事前予約制とすることで、運行の効率化を図る。 



 

‐57‐ 

 

基本方針３ 市民だけでなく、来街者にも分かりやすい情報提供の実施 

 

(4)路線バスの観光目的利用者数 

企画乗車券（バスパック等）の利用状況について把握するための評価指標として、バスパック年間

利用者数を設定する。 

表 4-4 路線バスの観光目的利用者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

バスパック年間利用者数 5,195人 6,995人 
現況の増加傾向から、概ね 300 人/

年の増加を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 5,795 人 6,095 人 6,395 人 6,695 人 

 

(5)訪日外国人の路線バス利用者数 

バスロケーションシステムの普及並びに多言語化の状況について把握するための評価指標として、

バスロケーションシステムの外国語表示閲覧数を設定する。 

表 4-5 訪日外国人の路線バス利用者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

バスロケーションシステムの 

外国語表示閲覧数 
― 9,000ビュー 

十勝総合振興局管内の外国人宿泊者数

の概ね10%の利用を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 1,800 ﾋﾞｭｰ 3,600 ﾋﾞｭｰ 5,400 ﾋﾞｭｰ 7,200 ﾋﾞｭｰ 
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基本方針４ 利用促進施策の推進 

 

(6)高齢者の路線バス利用者数 

高齢者の路線バスの利用状況について把握するための評価指標として、高齢者の路線バス利用

者数を設定する。 

表 4-6 高齢者の路線バス利用者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

70歳以上の路線バス利用者数 

※高齢者おでかけサポートバス年間利用者数 
955,020 人 1,002,800人 

今後、高齢者人口、高齢化率ともに増

加が見込まれることから、概ね 5％の

増加を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 964,385 人 973,841 人 983,391 人 993,034 人 

 

(7)ノーカーデー参加者数 

ノーカーデーの取組状況について把握するための評価指標として、ノーカーデー年間参加者数

を設定する。 

表 4-7 ノーカーデー参加者数 

把握する指標 
目標値 

将来目標値設定の考え方 
現況（H27） 将来（H33） 

ノーカーデー年間参加者数 6,169人 6,350人 
路線バス利用者数同様、概ね 3％の

増加を目標とする。 

年度別 

目標値 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

目標値 6,210 人 6,240 人 6,280 人 6,320 人 
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4－2 目標達成のための施策及び事業 

4－2－1 公共交通のサービスレベル向上 

 

(1)利用実態やニーズを踏まえた効率的な路線の再編とダイヤの見直し 

 

① バス路線の再編 ≪地域公共交通再編事業≫      

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・バス OD 調査28やアンケート調査の結果等を踏まえ、既存のバス利用者のニーズを踏まえつつ、

運行の効率化により、持続可能な公共交通の確保に向け、バス事業者の採算性の向上を目指す。 

・路線の再編に際しては、市内のバス事業者間で統一されていない系統番号や行き先表示等の整

理、帯広駅バスターミナル内の発着場所の見直しを行う。 

《路線再編にあたっての基本的な考え方》 

・帯広駅周辺は、半径約 1km に市役所や帯広第一病院、イオン帯広店などの施設が立地してお

り、帯広駅端末ではなく、帯広駅を経由することで利用者ニーズを満たしている路線が存在し

ていることから、交通拠点である帯広駅を中心としたネットワークを基本としつつも、利用者

ニーズを踏まえた運行経路とする。 

・また、公共施設や医療施設等についても、公共交通でのアクセス向上を図る。 

・本市と周辺町村を結ぶ地域間幹線系統及び、市内の生活拠点を結ぶ基幹的な役割を果たす路線

について経路の見直しを行い、利用者にとってわかりやすく、利便性の高い運行体系とする。 

・平成 30 年に移転を予定している帯広厚生病院は、市内の主要観光施設の一つである帯広競馬

場に隣接することから、観光需要と通院需要に対応した路線について検討する。 

・運行収支が悪く、利用者数の極めて少ない路線については、運行方法も含めた抜本的な見直し

を促進する。 

・一定の運行便数があるものの利用者が極端に少ない区間は、運行経路を含めたサービスレベル

の見直しを行う。 

▼想定事業スケジュール 

H29：路線検討、路線再編の実施（10月～） 

H30：路線再編の見直しの実施（10月～） 

 

                                                   
28 ＯＤ調査：人や物，自動車などが移動する起点 origin から終点 destination までを一体として把

握する調査。起終点調査とも。 
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② バスダイヤの見直し ≪地域公共交通再編事業≫    

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・「①バス路線の見直し」のタイミングに合わせ、通勤、通学、通院、買い物等の移動ニーズに

合った運行ダイヤに再編する。 

・二次交通としての機能を強化すべく、ＪＲや都市間高速バスのほか、市街地ととかち帯広空港

間を結ぶ空港連絡バスとの接続についても見直しを行い、生活交通に留まらない、利便性の向

上を目指す。 

▼想定事業スケジュール 

H29：ダイヤ検討、ダイヤ再編の実施（10月～） 

H30：ダイヤ再編の見直しの実施（10月～） 

 

 

(2)定時性の確保等 

 

① 定時性の確保等に向けた検討           

[ 想定事業主体：交通事業者、帯広市] 

・冬期間における路線バスの遅延について、遅延が発生しやすい時期や路面状況、降雪時の除雪

状況などの現状を把握する。 

・バスの遅延に対する利用者の不安・不満を解消するため、バスの到着情報を提供するバスロケ

ーションシステムの普及（※4-2-3(1)①にて詳細後記）を推進するほか、安全運行の確保を図

り、降雪状況に応じた円滑な除排雪の実施やバス専用レーン導入及び、未整備の都市計画道路

の整備といった道路環境の向上など、定時性の確保に向けた対応策の検討を行う。 

 

▼想定事業スケジュール 

H29～：バスの遅延状況の把握、対応策の検討（以降、検討状況に応じ実施） 
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(3)待合環境の改善 

 

① 待合環境の改善に向けた検討         

[ 想定事業主体：交通事業者、帯広市] 

・買い物や通院などで利用する利用者にとって、バスの待ち時間を快適に過ごせる環境づくりは

重要となることから、待合環境の改善を促進する。 

・待合環境の改善にかかる事業者負担を抑える観点から、店舗スペースを待合所として活用する

事例や、地域との協働による待合環境改善などの可能性について検討を行う。 

・待合時間を見える化する対策として、バスロケーシ

ョンシステムの普及を推進する。 

 ※4-2-3（1）①にて詳細後記 

 

《参考事例》 

横浜市では、コンビニエンスストアチェーンと連携

し、店舗内にバス接近表示機（タブレット型）を設

置しており、待合スペースとして活用している。 

 

（出典）平成 25 年度 利用者・バス事業者双方にとって利便性が高いバス停留所の 

あり方についての調査業務報告書（国土交通省北海道運輸局） 

▼想定事業スケジュール 

H29～：待合環境改善の検討（以降、検討状況に応じ実施） 

 

 

② 帯広駅バスターミナル待合所の老朽化対策 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・帯広駅バスターミナルは、帯広市及び十勝圏における二次交通の要の施設であるが、待合所の

老朽化が進行していることから、公共施設マネジメントの考え方を踏まえ、老朽化対策を進め

る。 

・老朽化対策を実施する際には、現在の窓口業務や案内機能、休憩機能に限らず、バリアフリー

や今後、増加が想定される訪日外国人に対応した多言語表記の実施など、利便性の向上を図る。 

▼想定事業スケジュール 

H29～：老朽化対策の実施 
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(4)新しい運賃制度の検討 

 

① ＩＣカード29システム導入の検討          

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・ＩＣカードシステムは、小銭の用意が必要ないため、運賃支払い時の利便性を向上させるとと

もに、支払い時間の短縮により定時性の確保にも効果があると考えられている。 

・また、ＩＣカードの導入は、通学において事業者を跨いで乗継をする場合の共通通学定期券や

乗継割引の導入など弾力的な運賃制度の導入が可能となるほか、収集データによる利用実態の

把握など、効率的な運行に向けて幅広い活用が期待できることから、他地域の導入事例を参考

にし、また事業者の導入コストの大きさを考慮に入れながら導入の検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

      

参考：ＪＲ東日本 Suica        参考：旭川電気軌道 Asaca 

（出典）ＪＲ東日本ホームページ及び旭川電気軌道ホームページ 

▼想定事業スケジュール 

H29～：ＩＣカードの導入に向けた検討（以降、検討状況に応じ実施） 

 

 

 

                                                   
29 ＩＣカード：（交通系）IC カードは、公共交通機関で運賃の支払いに利用できる IC カードのこと。 
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4－2－2 生活と交通の拠点の整備 

 

(1)生活交通の確保 

 

① 乗り継ぎ拠点の設置 ≪地域公共交通再編事業≫  

[ 想定事業主体：交通事業者、帯広市] 

・帯広市の交通の中心である帯広駅と、郊外型商業施設や学校が集積している地区を乗り継ぎ拠

点として、それら交通拠点の周辺の生活交通と合わせ一体的な交通利便の向上を図る。 

・乗り継ぎが円滑となるよう、運行ダイヤの調整や、停留所の集約などを行い、交通結節点とし

て利用しやすい環境づくりを行う。 

▼想定事業スケジュール 

H29：乗継円滑化の検討、関係機関との調整 

H30：運用開始 

 

② デマンド型交通30の利便性向上 ≪地域公共交通再編事業≫  

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・既存のデマンド型交通である「あいのりタクシー」及び「あいのりバス」について、運行区域

や運行便数等の改善といった利用者ニーズへの対応により、利便性の向上を図る。 

・郊外部だけでなく、市街地においても路線運行が非効率であると考えられる地区については、

バス事業者や地域住民等と連携して地域ニーズを把握しながら、デマンド型交通の導入を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：あいのりタクシー           参考：あいのりバス 

▼想定事業スケジュール 

H29：サービス改善の検討、実施 

 

                                                   
30 デマンド型交通：需要応答型の交通。利用する際に事前予約制とすることで、運行の効率化を図る。 
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③ 多様な移動手段の連携による利便性向上 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・バス停を交通結節点として捉えた場合、アクセス手段としては徒歩や自転車が想定される。自

転車は、路線バスと競合する手段として見られることもあるが、バス停への駐輪スペース整備

やバス車体へのラック設置等、自転車の利用環境を整備することにより喚起される需要も存在

すると考えられる。 

・また、高齢者や身体の不自由な方がバス停から自宅や目的地まで移動する際など、タクシーと

連携することにより、利用者負担が軽く、ドアツードア性の高いサービスが提供できると考え

られる。 

・生活交通の利便性向上に向けて、路線バスと自転車、タクシーなど、多様な移動手段の連携を

促進する。 

▼想定事業スケジュール 

H29：連携方策の検討、関係機関との調整 

H30：運用開始（以後、利便性向上に向けたサービス改善の実施） 
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4－2－3 市民だけでなく、来街者にも分かりやすい情報提供の実施 

 

(1)交通情報発信の機能充実 

 

① バスロケーションシステム31等の普及 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・バスの位置情報を提供するバスロケーションシステムや乗り換え案内アプリについて、利用者

への普及に向けた取り組みを推進する。 

・「待合環境の改善に向けた検討」や「帯広駅バスターミナル待合所の老朽化対策」といった施

策と連携し、集客施設や交通結節点等におけるデジタルサイネージの設置などにより、情報発

信機能における利便性向上を図る。 

・今後増加が予想される訪日外国人に対応するため、多言語化を推進する。 

▼想定事業スケジュール 

H29：運用開始（以後、利便性向上に向けたサービス改善の実施） 

 

(2)バス利用の基本情報の提供 

 

① 分かりやすいバスマップの作成 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・路線バスを利用する上で基本的な情報となるバス

路線や運賃、支払い方法などを掲載している「お

びひろバスマップ」について、本計画に基づく再

編等に合わせた見直しを行い、発行する。 

・発行に際しては、日本語のみならず、多言語化に

ついても検討を行う。 

 

 

参考：おびひろバスマップ 

▼想定事業スケジュール 

H29：路線再編によるバスマップの作成・配布 

H30：路線再編及び内容見直しに伴うバスマップの作成・配布 

 

                                                   
31 バスロケーションシステム：ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板や携帯電

話、パソコンに情報提供するシステム。 
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② 分かりやすい時刻表の作成 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・路線図と時刻表が一体的に確認できる

など、初めて市内の路線バスを利用す

る人にも、日常的に利用している人に

も使いやすく分かりやすい時刻表の作

成を推進する。 

 

 

 

 

 

参考：北海道拓殖バス㈱時刻表 

▼想定事業スケジュール 

H29：時刻表掲載内容の整理、時刻表の作成・配布 

H30：路線再編の見直しに伴う時刻表の作成・配布 

 

③ 施設ごとの情報提供機能の充実 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・鉄道駅やバスターミナル、停留所などの交通施

設のほか、公共施設内など待合環境として活用

可能な施設において、バスの運行に関し提供さ

れるべき必要な情報を整理し、情報提供機能の

充実を図る。 

 

 

 

参考：利用者にとって利用しやすいバス停留所の例 

（出典）平成 25 年度 利用者・バス事業者双方にと

って利便性が高いバス停留所のあり方についての調

査業務報告書（国土交通省北海道運輸局） 

▼想定事業スケジュール 

H29～：情報提供内容の検討、情報提供の随時実施 
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(3)インバウンド観光32への対応 

 

① 外国人観光客に分かりやすい案内表示の整備 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・人口減少に伴う公共交通の利用者減少が

懸念されることから、利用増加に向け、

外国人観光客にも分かりやすい公共交

通の案内表示を整備する。 

・案内表示の整備は、バスターミナル内の

案内表示のほか、バスマップや車両方向

幕の多言語化、バス停のナンバリングな

ど、必要性も含め広く検討を行い、必要

に応じて実施する。 

 

 

参考：札幌駅周辺バスのりば図（一般社団法人北海道バス協会） 

▼想定事業スケジュール 

H29～：案内表示内容の検討及び随時実施 

 

② 企画乗車券（バスパック等）の利用促進 ≪地域公共交通再編事業≫ 

[ 想定事業主体：交通事業者 ] 

・市内のバス事業者が企画、販売しているバスパックについ

て、さらに利用促進を図るべく、バスターミナルだけでな

く、駅や空港での情報発信を強化する。 

・路線バスの利用促進と中心市街地の活性化を図るべく、バ

ス事業者と商業者が連携して取り組みを行っている「買物

バス券」について周知を拡大し、利用促進を図る。 

 

 

 

  

 

参考：日帰り路線バスパック（十勝バス） 

▼想定事業スケジュール 

H29：バスパック等の利用促進の実施（継続） 

                                                   
32 インバウンド観光：地域の外から入ってくる旅行のこと。訪日外国人旅行のことを指す場合もある。 
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4－2－4 利用促進施策の推進 

 

(1)モビリティ・マネジメント33（MM）施策の展開 

 

① 小学生向けＭＭの実施 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・ 小学校における交通環境学習について、授業

で活用できる教材の提供等により、小学校に

おける自主的なＭＭ教育の実践を図る。 

・ 平成 19 年から継続的に実施している行政、

バス事業者等による「出前講座」について、

今後も連携して取り組みを実施していく。 

 
 

▼想定事業スケジュール 

H29～：交通環境学習の実施（継続） 

 

② 中学生向けＭＭの実施 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・高校や専門学校等に進学する市内の中学３年生を対象に、路線バスの利用方法や自宅から進学

先までの公共交通での通学方法、環境問題を始めとする動機付け情報等の提供を行い、公共交

通での通学を促進する。 

▼想定事業スケジュール 

H29～：利用促進策の検討及び随時実施 

 

③ 高校生向けＭＭの実施 

 [ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・市内の高校に通学する高校生を対象に、路線バスの利用方法や環境問題、交通事故の危険性等

の動機付け情報等の提供を行い、公共交通での通学を促進する。 

▼想定事業スケジュール 

H29～：利用促進策の検討及び随時実施 

 

                                                   
33 モビリティ・マネジメント：地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩な

どを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の

取り組み。 
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④ 住民向けＭＭの実施 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・地域住民を対象に、再編路線の概要や利便性が向上されると考えられる項目等について情報提

供を行い、路線再編の周知と利用促進を図る。 

・市内への転入者に向けて、帯広市の公共交通網や利用方法などを周知するパンフレットの作成

等を検討する。 

▼想定事業スケジュール 

H29～：利用促進策の検討及び随時実施 

 

⑤ 高齢者向けＭＭの実施 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・環境面だけでなく、健康、安全、費用の面から

公共交通への理解を深めてもらい、自発的な交

通手段転換を促す出前講座について、平成 21

年から継続的に実施している「帯広市高齢者学

級（帯広市寿学級）」のほか、地域の交流サロ

ン等における実施について、今後も行政・事業

者が連携して取り組みを進めていく。 

 
 

▼想定事業スケジュール 

H29～：出前講座の実施（継続） 

 

⑥ ノーカーデーの取り組み 

[ 想定事業主体：帯広市、交通事業者 ] 

・帯広市環境基本計画に基づき設立された帯広市環境保全推進会議により、平成 16 年 7 月から

実施している、毎月第 1 金曜日の「ノーカーデー」の取組について、今後も、市役所を含む官

民の団体の協力のもと、地域住民の理解を深めるよう継続的に環境配慮行動の取り組みを進め

ていく。 
 

▼想定事業スケジュール 

H29～：取り組みの実施（継続） 
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4－3 事業スケジュール 

H29 H30 H31 H32 H33

バス路線の再編 交通事業者
路線検討
再編実施

再編実施

バスダイヤの見直し 交通事業者
ダイヤ検討
再編実施

再編実施

定時性の確保等 定時性の確保等に向けた検討 交通事業者、帯広市

待合環境の改善に向けた検討 交通事業者、帯広市

帯広駅バスターミナル待合所の老朽化対策 帯広市、交通事業者

新しい運賃制度の検討 ＩＣカードシステム導入の検討 交通事業者

乗り継ぎ拠点の設置 交通事業者、帯広市
検討
調整

デマンド型交通の利便性向上 帯広市、交通事業者

多様な移動手段の連携による利便性向上 交通事業者
検討
調整

交通情報発信の機能充実 バスロケーションシステムの導入 交通事業者

分かりやすいバスマップの作成（継続） 帯広市、交通事業者

分かりやすい時刻表の作成 交通事業者

施設ごとの情報提供機能の充実 交通事業者

外国人観光客に分かりやすい案内表示の整備 交通事業者

企画乗車券（バスパック等）の利用促進（継続） 交通事業者

小学生向けMMの実施（継続） 帯広市、交通事業者

中学生向けMMの実施 帯広市、交通事業者

高校生向けMMの実施 帯広市、交通事業者

住民向けMMの実施 帯広市、交通事業者

高齢者向けMMの実施（継続） 帯広市、交通事業者

ノーカーデーの取組（継続） 帯広市、交通事業者

公共交通の
サービスレベル向上

利用実態やニーズを踏まえた
効率的な路線の再編と
ダイヤの見直し

運行継続

運行継続

検討（検討状況に応じ実施）

待合環境の改善
検討（検討状況に応じ実施）

実施

基本方針 施策項目 施策メニュー 想定実施主体
想定事業スケジュール

検討（検討状況に応じ実施）

生活と交通の
拠点の整備

生活交通の確保

運用開始

改善検討、実施

運用開始

市民だけでなく、
来街者にも分かりやすい
情報提供の実施

運用開始

バス利用の基本情報の提供

作成配布

作成配布

検討、随時実施

インバウンド観光への対応
検討、随時実施

実施継続

検討、随時実施

検討、随時実施

実施継続

実施継続

利用促進施策の推進
モビリティ・マネジメント（MM）
施策の展開

実施継続

検討、随時実施
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4－4  計画の達成状況の評価 

 

本計画の策定にあたっては、市民や交通事業者、行政などで構成する帯広市地域公共交通活性

化協議会において、本市の今後の公共交通のあり方に関する調査・検討を行ったことから、達成状

況の評価は、帯広市地域公共交通活性化協議会において実施する。 

評価は、計画目標と定めた指標を基に、PDCA サイクルにより実施し、必要に応じて計画に基づく

事業の実施内容に反映する。 

 

 

  

図 4-1 PDCAサイクルのイメージ 

 


