
別紙資料１ 

 

令和３年度赤井川村地域公共交通活性化協議会事業報告・決算について 

 

１．事業報告 

（１）協議会の開催 

 令和３年度第１回協議会 

  日  時：令和３年６月１１日 午前１０時３０分～午前１１時４０分 

  出席委員：１４名、委任状４名、代理出席２名、随行者１名 ※内 Wed参加４名 

  説明・協議事項 

○赤井川村地域公共交通活性化協議会役員の指名について 

○赤井川村地域公共交通活性化協議会財務規程に定める監事の選任について 

○令和２年度赤井川村地域公共交通活性化協議会事業報告・決算について 

○令和２年度赤井川村地域公共交通活性化協議会決算監査報告について 

○令和３年度赤井川村地域公共交通活性化協議会事業計画（案）・予算（案）について 

○赤井川村・余市間 市町村運営有償運送（交通空白輸送）の運行状況について 

○北海道中央バスの運行状況について 

○令和３年度地域公共交通実証運行ルート案について 

○地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

 令和３年度第２回協議会 

日  時：令和３年８月２７日 午前１０時３０分～午前１１時１０分 

  出席委員：１４名、委任状７名、代理出席２名、余市町（オブザーバー）１名 

 ※内 Web３名 

  説明・協議事項 

   ○赤井川村・余市間 市町村運営有償運送（交通空白輸送）の運行状況について 

   ○北海道中央バスの運行状況について 

   ○赤井川村地域公共交通実証運行について 

 令和３年度第３回協議会 

日  時：令和３年１０月５日 書面開催 

  出席委員：２５名 

  説明・協議事項 

   ○赤井川村地域公共交通実証運行路線の変更について 

   ○観光庁補助事業を活用した民間バス会社による小樽・キロロ間の実証運行について 

 令和３年度第４回協議会 

日  時：令和３年１１月２４日 書面開催 

  出席委員：２１名 

  説明・協議事項 

   ○自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送）の更新について 

 令和３年度第５回協議会 

日  時：令和３年１２月２８日 午後１時３０～午後２時５０分 

  出席委員：１４名 委任状４名、代理出席３名、随行者１名 ※うち Web２名 

  説明・協議事項 



○第２回協議会（令和３年８月２７日）以降の経過報告について 

○地域公共交通実証運行の結果について 

○観光庁補助事業を活用した「キロロ・小樽線」ほかの実証運行の状況について 

○赤井川村地域公共交通計画案について 

○地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

○今後のスケジュールについて 

 令和３年度第６回協議会 

日  時：令和４年２月２４日 午後１時３０～午後３時２０分 

  出席委員：１５名 委任状７名、代理出席２名、随行者１名 ※うち Web３名 

  説明・協議事項 

○地域公共交通の利用状況について（中央バス・日祝代替運行バス） 

○令和３年度赤井川村地域公共交通活性化協議会補正予算について 

○令和４年４月からの新たな公共交通運行体制について 

○赤井川村地域公共交通計画案について 

○今後のスケジュール等について 

○その他 

 令和３年度第７回協議会 

日  時：令和４年３月２３日 書面会議 

  出席委員：２４名 

  説明・協議事項 

○赤井川村地域公共交通計画の策定について 

○自家用有償旅客運送（福祉有償運送）について 

 

（２）赤井川村地域公共交通実証運行 

実証運行期間 令和３年１０月１日～令和３年１１月３０日 ２ヵ月間 

  運行受託事業者・車両  

   (有)赤井川ハイヤー  赤井川村スクールバスにて運行 （日曜、祝日） 

   運行協力事業者 キロロリゾート 持込車両にて運行 （上記以外） 

  運行便数 ４往復８便／日 

  運行ルート 

   北海道中央バス「赤井川線」ルートに常盤バス停からキロロリゾートトリビュートポート

フォリオホテルまで延伸 

   余市駅から黒川 12丁目、協会病院まで延伸 

   カルデラ温泉を経由する便を創設 

  結果概要 

   ○１０月の利用者数は５７９人 １日あたりの平均利用者数は１８．７人 

○１１月の利用者数は５６９人 １日あたりの平均利用者数は１９．０人 

○１０月、１１月往路（赤井川村→余市町）利用者７３７人、復路（余市町→赤井川村）

利用者４１１人であり、往路の利用者は復路に比べて約 1.79倍が多かった。 

○１便（6:00キロロ発 6:45余市駅着）の利用が多く、通学、通院による平日の利用が

特に多かった。 

 



○４便（10:40余市協会病院発赤井川行き）５便（11:40道の駅発余市行き）の空車が多

かった。 

○赤井川村民だけなく、余市町民の利用も一定数みられた。 

 

（３）赤井川村地域公共交通計画策定支援業務 

  ①住民懇談会開催支援 

   ・実証運行前 

  ９月１４日（火） １０名 都住民センター 

    ９月１５日（水） ２１名 健康支援センター 

    ９月２１日（火）  ４名 落合住民センター 

    ９月２５日（土）  ６名 河村商店（高校生、保護者対象） 

    ※実証運行運転手向け説明会 ９月７日（火）開催 

   ・実証運行後 

    １２月１８日（土） ７名 河村商店（高校生、保護者対象） 

    １２月２０日（月） ４名 落合住民センター 

    １２月２１日（火） ６名 健康支援センター 

    １２月２１日（火） ６名 都住民センター 

    ※実証運行運転手意見交換会 １２月９日（木）開催 

 

  ②赤井川村地域公共交通計画（案）の作成 

   赤井川村地域公共交通計画策定 

※令和４年３月２３日開催赤井川村地域公共交通活性化協議会にて決定 

 

  ③実証運行支援 

   ビンゴ式アンケート調査 分析 

   ※結果村ホームページ掲載 
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・赤井川村民だけでなく、余市町民の利用もみられる。
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２．決算報告 

 

歳 入 

（単位 円） 

款 項 目 当初予算 補正後 

予算額 

決算額 不用額 説明 

補助金 補助金 国庫補助金 958,000 958,000 958,000 0  

  道補助金 0 1,300,000 1,300,000 0  

  村補助金 5,738,000 2,706,000 2,706,000 0  

繰越金 繰越金 繰越金 55,620 55,620 55,620 0  

諸収入 諸収入 諸収入 380 380 11 369  

計 6,752,000 5,020,000 5,019,631 369  

 

歳 出 

 

（単位 円） 

款 項 目 当初予算 補正後 

予算額 

決算額 不用額 説明 

事業費 事業費 事業費 6,452,000 4,960,000 4,935,200 

 

(内訳) 

2,582,300 

 

2,167,000 

 

185,900 

24,800  

 

 

実証運行業

務委託料 

計画策定支

援業務 

実証運行事

業費（備品

等） 

 

 事務費 事務費 100,000 10,000 5,280 4,720  

 

予備費 予備費 予備費 200,000 50,000 0 50,000  

計 6,752,000 5,020,000 4,940,480 79,520  

 

 

歳入決算額 5,019,631円－歳出決算額 4,940,480円＝次年度繰越額 79,151円 
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