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所　　　属 職　　　名 氏　　名 第1回出欠

十勝バス株式会社 事業本部長 長沢　敏彦 出席

北海道拓殖バス株式会社

業務部営業課長

小森　明仁 出席

毎日交通株式会社 専務取締役 千葉　和也

代理

　運行課長　有坂　泰全

大正交通有限会社 代表取締役 道見　茂美 出席

十勝地区バス協会 事務局 若森　克芳 出席

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会

十勝地区交通運輸産業労働組合協議会

副議長 久保　真司 出席

十勝地区ハイヤー協会 常務理事 塚本　俊二 出席

帯広市町内会連合会 副会長 齋藤　雅俊 欠席

北海道運輸局帯広運輸支局

首席運輸企画専門官

笹治　忍 出席

北海道十勝総合振興局 地域政策課長 小林　達也

代理

　主任　奈良岡　良太

帯広開発建設部道路計画課 道路計画課長 瓜生　和幸

代理

　上席道路計画専門官　美馬　大樹

帯広警察署交通第一課 課長 谷地田　勇 欠席

帯広市　政策推進部企画課 課長 石井　健一

代理

　主査　千葉　優作

帯広市　市民環境部環境都市推進課

環境担当調整監

榎本　泰欣 出席

帯広市　保健福祉部高齢者福祉課 課長 五十嵐　ゆかり 出席

帯広市　商工観光部観光課 課長 大林　健一 出席

帯広市　都市建設部都市計画課 課長 大橋　貴 出席

帯広市教育委員会　学校教育部企画総務課

課長 佐藤　克己 出席

帯広市　商工観光部 部長 相澤　　充 出席

まちづくり担当調整監

吉田　　誠 出席

課長補佐 村井　和徳 出席

経営支援係長 中田　英二 出席

主任補 屋仲　聡一郎 出席

事務局

（帯広市　商工観光部商業まちづくり

課）
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                     平成平成平成平成２２２２８８８８年度事業年度事業年度事業年度事業報告報告報告報告            

 

 

平成２８年 

  ４月１３日  平成２８年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請 

 

   ６月 ７日  平成２８年度第１回協議会開催 

          ・平成２７年度決算・監査報告 

          ・平成２８年度予算（案） 

    ・帯広市地域公共交通網形成計画（原案）について 

    ・帯広市地域公共交通再編実施計画策定調査事業について 

 

  ９月２１日  平成２８年度第２回協議会開催 

    ・帯広市地域公共交通網形成計画（原案）の変更点について 

    ・路線再編の基本方針及びアンケート調査について 

 

９月３０日  市民及び市内通学高校生を対象としたアンケート調査 

 

 １１月３０日  平成２８年度第３回協議会開催 

    ・帯広市地域公共交通網形成計画（原案）の変更点について 

    ・路線再編の基本方針及びアンケート調査について 

 

平成２９年 

  １月２５日  平成２８年度第４回協議会開催（書面協議） 

    ・地域公共交通確保維持改善事業・事業評価案について 

 

  ３月３１日  帯広市地域公共交通網形成計画 策定 
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平成２８年度　収支決算書

収入の部 (単位:円）

項　　目 予算額 決算額 増　△　減 備　　　考

補助金 4,582,440 4,536,000 △ 46,440

計 4,582,440 4,536,000 △ 46,440

支出の部 (単位:円）

項　　目 予算額 決算額 増 △ 減 備　　　考

事業費 4,582,440 4,536,000 △ 46,440

計 4,582,440 4,536,000 △ 46,440

地域公共交通再編実

施計画策定調査

業務委託料

地域公共交通確保

維持改善事業費

補助金
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会 計 監 査 報 告 書 

 

  

  平成２８年度帯広市地域公共交通活性化協議会の会計について、 

関係帳簿及び収入・支出証書の監査を行った結果、その処理 

がいずれも適正であることを認めます。 

 

 

平成２９年６月６日 

 

 

  監査委員  北海道十勝総合振興局 地域創生部  

地域政策課長  小林 達也 

資料資料資料資料 ４４４４ 



平成２９年度事業計画（案） 

 

１ 分かりやすいバスマップの作成 

 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、支払方法などを掲載してい

る「おびひろバスマップ」について、バス路線やダイヤの見直しに合わせた見直しを行い、

配布する。 

 

 

２ モビリティ・マネジメント施策の展開 

 

【小学生向け】 

・平成 19 年度から小学校における交通環境学習として実施している行政、バス事業者等によ

る「出前講座」について、今年度も継続して実施する。 

 

【中学生向け】 

 ・高校、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としてリーフレ

ットを作成、提供し、公共交通での通学を促進する。 

 

 【高校生向け】 

 ・市内の高校に進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としてリーフレットを作成、提供し、公共交通での通学を促進する。 

 

 【転入者向け】 

  ・市内転入者へ向けて、帯広市の公共交通網や利用方法などを周知するリーフレットの作成、

配布を実施する。 

 

  【高齢者向け】 

  ・環境面だけでなく、健康、安全、費用の面から公共交通の理解を深め、自発的な交通手段

転換を促す出前講座について、「帯広市高齢者学級」等を対象に、今後も継続して実施する。 
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平成平成平成平成２９２９２９２９年度事業実施年度事業実施年度事業実施年度事業実施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬 上旬 中 下旬

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

バス路線の再編

バスダイヤの見直し

定時性の確保等 定時性の確保等に向けた検討

待合環境の改善に向けた検討

帯広駅バスターミナル待合所の老

朽化対策

新しい運賃制度の検討 ICカードシステム導入の検討

乗り継ぎ拠点の設置

デマンド型交通の利便性向上

多様な移動手段の連携による利便

性向上

交通情報発信の機能充実 バスロケーションシステム等の普及

分かりやすいバスマップの作成

分かりやすい時刻表の作成

施設ごとの情報提供機能の充実

外国人観光客に分かりやすい案内

表示の整備

企画乗車券（バスパック等）の利用

促進（継続）

小学生向けＭＭの実施（継続）

中学生向けＭＭの実施

高校生向けＭＭの実施

住民向けＭＭの実施

高齢者向けＭＭの実施（継続）

ノーカーデーの取り組み（継続）

3月

待合環境の改善

生活交通の確保

事業項目

4月 5月 6月 7月 8月

バス利用の基本情報の提供

インバウンド観光への対応

モビリティ・マネジメント（ＭＭ）

施策の展開

12月 1月 2月9月 10月 11月

出前講座の実施

出前講座の実施

路線・ダイヤ再編の検討

路線・ダイヤ再編の一部実施

作成

（交付決定後）

配布

取り組みの実施

表示内容の検討・随時実施

利用促進の実施

掲載内容の整理、時刻表作成・配布

情報提供内容の検討・随時実施

サービス改善の実施（随時）

乗継円滑化の検討・関係機関との調整

インターネット予約システム作成

システム運用開始

作成

配布

新施設 設計

工事入札

解体・新築工事

遅延状況の把握

対応策の検討

改善の検討

導入の検討

連携方策の検討・関係機関との調整
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平成２９年度　収支予算書（案）

収入の部 (単位:円）

項　　目 前年度予算額 本年度予算額 増　△　減 備　　　考

計 4,582,440 642,000 △ 3,940,440

支出の部 (単位:円）

項　　目 前年度予算額 本年度予算額 増 △ 減 備　　　考

計 4,582,440 642,000 △ 3,940,440

事業費

地域公共交通再編

実施計画策定調査

業務委託料

4,582,440 0 △ 4,582,440

0 598,000 598,000 バスマップ作成委託料

0

4,582,440 △ 4,284,440

バス事業者負担金

150,000円

帯広市負担金

194,000円

負担金 0 344,000 344,000

298,000

44,000 44,000
公共交通利用促進リー

フレット作成消耗品費

地域公共交通確保

維持改善事業費

補助金

補助金
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帯広市地域公共交通網形成計画に基づく事業について 

 

１ バス路線の再編・バスダイヤの見直しについて 

 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。 

 

【想定スケジュール】 

 平成２９年 ６月～  路線・ダイヤの再編検討 

      １０月～  路線・ダイヤの一部再編実施 

 平成３０年１０月～  路線・ダイヤの再編実施 

 

 

 

２ 帯広駅バスターミナル待合所の改築について 

 老朽化した現在の帯広駅バスターミナル待合所を建て替え、従来のバス乗車券などの販売

とレンタサイクルの貸し出しに加えて、観光情報の発信等も行う施設として新設する。 

 

【想定スケジュール】 

 平成２９年６月下旬  実施設計完了 

      ７月下旬  仮設バス待合所設置・開設（帯広駅バスターミナル三角地帯） 

            ターミナルバス乗り場の一部を帯広駅北側ロータリーに移転 

      ７月末～  現待合所の解体工事 

      ８月上旬  新施設の工事着工 

 平成３０年３月中旬  新施設完成 

      ５月中旬  新施設供用開始 

 

 

 

３ デマンド型交通の利便性向上について 

 「あいのりタクシー」及び「あいのりバス」の利便性向上を図るため、インターネット予

約サービスを導入する。 

 

【想定スケジュール】 

 平成２９年８月～   予約フォーム制作 

     １０月中旬  ホームページ公開 
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