
地域公共交通に関する市民説明会

【内容】
1 北広島市地域公共交通計画(案)について・・・・・・・・・・・・2P

2 ＪＲ北広島駅及びＦビレッジ周辺地区交通戦略(案)について・・・3P

3 さんぽまち・東部線の路線再編(R5.4.1～)について ・・・・・4～15P

令和4年12月15日(木)
15：00～16：00
北広島市 企画課
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1 北広島市地域公共交通計画(案)について
1 計画策定の目的 →持続可能な公共交通の形成

→現計画が令和４年度で終了することに伴う策定

2 計画期間 →令和5～9年度(5年間)

3 主な施策 (★は新規掲載の施策)
(1) 市内完結バス路線「さんぽまち・東部線」の在り方の検討
(2) 交通空白・不便地域の足の確保
(3) 公共交通に係る情報発信
(4) 鉄道とバスの接続性の確保
(5) バスの定時性や乗降環境の確保
(6) バス・タクシー助成券等の利用促進の実施
(7) 社会情勢の変化による移動需要への対応
(8) ＪＲ上野幌駅のバリアフリー化
(9) ★ＪＲ新駅整備

4 今後のスケジュール
R4.12.7～Ｒ5.1.5 パブリックコメントの実施中
R5.2～3月 計画の決定
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2ＪＲ北広島駅及びＦビレッジ周辺地区交通戦略(案)について
1 戦略策定の目的
→ＪＲ北広島駅周辺とＦビレッジ周辺について、
連担性を持った交通と連動した一体的な
まちづくりの推進

2 戦略期間 →令和5～9年度(5年間)

3 主な施策
(1) 公共交通の利用促進
(2) ＪＲ新駅(交通結節点)の整備
(3) 国道274号線⇔Ｆビレッジ間の道路整備
(4) エルフィンロードの有効活用と、

未開通区間の早期整備に向けた取組
(5) 歩行空間の整備
→ＪＲ新駅やＪＲ北広島駅西口の歩行者デッキ

4 今後のスケジュール
R4.12.7～Ｒ5.1.5 パブリックコメントの実施
R5.2～3月 戦略の決定

本戦略の対象区域における将来像
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3 さんぽまち・東部線の路線再編(R5.4.1～)について



①北海道中央バスが運行

②東部地区と北広島団地地
区を運行

③令和元年１０月１日に、路
線再編し、昼間や夜は、循環
線となった路線

④令和２年度運行分
：約４千万円の赤字

⑤移動需要に応じたバス路線
に、改めて再編（令和５年４月
１日～）

さんぽまち・東部線とは
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▲ 5,742千円▲ 7,545千円
▲ 11,362千円

▲ 15,857千円

▲ 24,163千円

▲ 16,186千円
▲ 17,208千円

▲ 22,175千円

▲ 26,140千円
▲ 34,151千円

▲ 40,801千円▲ 45,000千円
▲ 40,000千円
▲ 35,000千円
▲ 30,000千円
▲ 25,000千円
▲ 20,000千円
▲ 15,000千円
▲ 10,000千円
▲ 5,000千円

0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2

収支（各年度の赤字額）

592,000人

568,000人

551,000人

532,000人 479,000人

563,000人 564,000人

564,000人

558,000人
510,000人

340,000人

人
100,000人
200,000人
300,000人
400,000人
500,000人
600,000人
700,000人

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2

利用者数（各年度）

★令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用者数が大幅に減少

各年度の収支 及び 利用者数の推移
（さんぽまち・東部線）

令和元年9月30日までは路線再編前の北広島団地線
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再編その１(昼間)

【循環線を単純化】
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3 さんぽまち・東部線の路線再編(R5.4.1～)について



▶ 北広島団地地区と東部地区内で、それぞれ先回りが存在し、複雑。

▶ 広島線が、「駅～中央通り～高台町4」で往復、１時間に１本ずつあるため、中央通りの方は、

1時間に3本駅方面行きがあるが、緑陽通りの方は、1時間に1本(上記の1便目のみ)であり不便。

昼間の循環線の現状について

※９時台～１５時台までの、各1時間のうちで、走行する３便分
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駅→山手町→駅 駅→山手町→駅
→美沢ＳＣ→総合体育館
→東部中→市役所→駅

駅→山手町→駅→市役所
→東部中→総合体育館
→美沢ＳＣ→駅

１便目
24分間

美沢ＳＣ
先回り

東部中
先回り

緑陽通り
先回り

緑陽通り
先回り

中央通り
先回り

２便目
55分間

３便目
55分間

発着



▶ 広葉町と美沢ショッピングセンター部分の走行を廃止し、単純化して総合体育館側へ走行。

▶ 東部中へ行く循環も、単純化し、東部中周辺は、広島線と走行場所を合わせる。

(東共栄2、美咲き野を走行しない)

▶ 緑陽通りの方の駅方面行きの利便性向上(中央通り先回りを２便/ｈ へ) 9

【北広島駅行き循環】
駅→山手町→駅

【総合体育館行き循環】
総合体育館→駅→山手町→駅
→総合体育館

【東部中行き循環】
東部中西→駅→山手町→駅
→東部中

１便目
24分間

２便目
45分間

３便目
46分間

中央通り
先回り

中央通り
先回り

緑陽通り
先回り

※９時台～１５時台までの、各1時間のうちで、走行する３便分

昼間の循環線を単純化【R5.4.1～再編後】

発着

発
着

発着
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再編その２(夕方以降)

【帰宅用の便の利便性向上】

3 さんぽまち・東部線の路線再編(R5.4.1～)について



▶ 「緑陽通り先回り」と「中央通り先回り」でそれぞれ２便(計４便)が存在。

▶ 「緑陽通り先回り」→中央通りの駅側(若葉町など)で降りる方が、非常に少ない。

▶ 「中央通り先回り」→緑陽通りの駅側(白樺町、南町など)で降りる方が、非常に少ない。

１６時台以降の循環線の現状について

※１６時台以降、各1時間のうちで、走行する４便/ｈ
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緑陽通り
先回り
1周24分

中央通り
先回り
1周24分

×２便/ｈ 駅→山手町→駅 ×２便/ｈ



▶ 乗客が少ない部分は、回送へ →１８時台以降、駅方面行きの利用者が、圧倒的に少なくなるため、

山手町まで行った後は、回送で駅まで戻り、帰宅者用の便に特化

▶ 現状４便(循環)/ｈを、５～６便(片道)/ｈに増便できる見込み→通勤通学者の利便性向上

・夕方以降 → 以下のとおり、片道運行とし、帰宅者用の便に特化 → ５～６便/ｈ

(18時頃までは駅方面行きの便も確保予定)
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駅→山手町→駅へ回送

帰宅用の便の利便性向上 【R5.4.1～再編後】

×３便又は２便/ｈ ×２便又は３便/ｈ
駅→山手町→駅へ回送

回送5分

中央通り
12分

緑陽通り
12分

回送5分
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3 さんぽまち・東部線の路線再編(R5.4.1～)について

路線の一部廃止と停留所名の変更
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路線の一部廃止と停留所名の変更

停留所名称
「Ｆビレッジ入口・総合体育館」
への変更に向けて調整中

共栄町3丁目7：10発の北広島駅
行きが、1日1便あり、乗車人数
3人程度

→路線再編に合わせて廃止
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●路線を単純化 → 乗りやすくなる

→ 目的地への速達性の向上

●通勤通学者の利便性向上(便数増)

●赤字額の削減 → ２千万円弱の削減効果

路線再編による効果


