●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H26.11.20 第２分科会

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・帯
広運輸支局・北海道拓殖バス㈱・十勝総合振 鹿追町役場
興局

・平成２６年度生活交通路線収支実績及び平成２７年度見込みについて
・新帯線②における覚書について

H26.11.19 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・帯広運
輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱・十勝 士幌町役場
総合振興局

・平成２６年度収支実績及び平成２７年度収支見込みについて
・糠平線における覚書について

H26.5.23 地域協議会 協議会構成員

十勝総合振興局

・地域間幹線系統確保維持地域計画書の策定について
・生活交通路線確保維持地域計画書（広域交通生活路線等）の策定について
・北海道交通ネットワーク総合ビジョンの改訂について
・公共交通経路検索サービスにおける路線バス運行情報の充実に向けた取組につい
て

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
幕別町役場
広尾町・帯広運輸支局・十勝バス㈱・十勝総合
忠類総合支所
振興局

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H26.5.12 第５分科会

◎帯広市・芽室町・帯広運輸支局・十勝バス
㈱・十勝総合振興局

本別町役場

・平成２５年度収支改善計画報告表について（振り返り）
・平成２６年度収支改善計画報告表について（策定）
・平成２５年度補助金実績及び平成２６、２７年度予測について
・確保維持地域計画書について
・ＪＲの特急減便・減速の影響について

H26.5.12 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄
町・◎陸別町・浦幌町・帯広運輸支局・十勝バ 本別町役場
ス㈱・十勝総合振興局

・平成２５年度収支改善計画報告表について（振り返り）
・平成２６年度収支改善計画報告表について（策定）
・平成２５年度補助金実績及び平成２６、２７年度予測について
・確保維持地域計画書について
・ＪＲの特急減便・減速の影響について

H26.5.9 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・帯広運
輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱・十勝 士幌町役場
総合振興局

・平成２６年度地域間幹線系統維持計画について
・十勝バス(株)糠平線について

H26.5.1 第２分科会

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・帯
広運輸支局・北海道拓殖バス㈱・十勝総合振 鹿追町役場
興局

・平成２６年度地域間幹線系統確保維持計画について
・鹿追町の「子どもバス利用券助成」等について

H25.12.20 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄
町・◎陸別町・浦幌町・帯広運輸支局・十勝バ 本別町役場
ス㈱・十勝総合振興局

・JRの特急減便・減速に伴う十勝バス帯広陸別線の影響と今後の対応について

H25.11.26 第２分科会

帯広市・◎音更町・鹿追町・新得町・清水町・北
海道拓殖バス㈱・十勝総合振興局
音更町役場
※帯広運輸支局欠席

・平成２５年度生活交通路線収支実績及び平成２６年度見込みについて
・新帯線②における覚書について

H26.5.13 第３分科会
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

H25.11.21 第１分科会

出席者（◎は事務局）

場

所

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・帯広運
輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱・十勝 士幌町役場
総合振興局

H25.5.17 地域協議会 協議会構成員

十勝総合振興局

議

題

・平成２５年度収支実績及び平成２６年度収支見込みについて
・糠平線における覚書について

・地域間幹線系統確保維持地域計画書の策定について
・生活交通路線確保維持地域計画書（広域交通生活路線等）の策定について

H25.5.13 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
幕別町役場
広尾町・帯広運輸支局・十勝バス㈱・十勝総合
忠類総合支所
振興局

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H25.5.10 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・本別町・足寄町・◎陸
別町・浦幌町・帯広運輸支局・十勝バス㈱・十 本別町役場
勝総合振興局

・平成２４年度収支改善計画報告表について（振り返り）
・平成２５年度収支改善計画報告表について（策定）
・平成２４年度補助金実績及び平成２５、２６年度予測について
・確保維持地域計画書について

◎帯広市・芽室町・帯広運輸支局・十勝バス
㈱・十勝総合振興局

・平成２４年度収支改善計画報告表について（振り返り）
・平成２５年度収支改善計画報告表について（策定）
・平成２４年度補助金実績及び平成２５、２６年度予測について
・確保維持地域計画書について

H25.5.10 第５分科会

本別町役場

H25.5.8 第２分科会

帯広市・◎音更町・鹿追町・新得町・清水町・帯
広運輸支局・北海道拓殖バス㈱・十勝総合振 音更町役場
興局

・平成２５年度地域間幹線系統確保維持計画について
・新得町コミュニティーバス運行について

H25.4.18 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・帯広運
輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱・十勝 士幌町役場
総合振興局

・ダイヤ改正について
・平成２５年度地域間幹線系統維持計画について
・十勝バス(株)糠平線について

H25.2.14 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道 音更町役場
拓殖バス㈱

・平成２５年度上士幌高校通学生徒数について
・平成２４年度・平成２５年度収支見込みについて

H24.11.27 第２分科会

帯広市・◎音更町・鹿追町・新得町・清水町・帯
広運輸支局・北海道拓殖バス㈱・十勝総合振 音更町役場
興局

・平成２４年度生活交通路線収支実績及び平成２５年度見込みについて
・新帯線②における覚書について

H24.11.22 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２４年度収支実績及び平成２５年度収支見込みについて
・糠平線における覚書について
・乗降実態調査について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

H24.5.21 地域協議会 協議会構成員

場

所

十勝総合振興局

議

題

・地域間幹線系統確保維持地域計画書の策定について
・生活交通路線確保維持地域計画書（広域交通生活路線等）の策定について

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・◎足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝総合振興局・帯広 足寄町役場
運輸支局・十勝バス㈱

・平成２４年度収支改善計画報告表について
・平成２３年度補助金実績及び平成２４年度（２５年度）予測について
・確保維持地域計画書について

H24.5.9 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝総合振興局・帯広運輸
足寄町役場
支局・十勝バス㈱

・平成２４年度収支改善計画報告表について
・平成２３年度補助金実績及び平成２４年度（２５年度）予測について
・確保維持地域計画書について
・協力市町村による振り返りについて

H24.5.7 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝 大樹町役場
バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H24.4.26 第２分科会

帯広市・◎音更町・鹿追町・新得町・清水町・十
勝総合振興局・帯広運輸支局・北海道拓殖バ 音更町役場
ス㈱

・平成２４年度地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統）３カ年計画につい
て

H24.4.25 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２４年度地域公共交通確保維持改善事業３カ年計画について
・糠平線の覚書について

H24.2.6 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２４年度上士幌高校通学生徒数について
・ダイヤ改正案について
・平成２４年度・平成２５年度収支見込みについて

H24.1.31 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝 広尾町役場
バス㈱

・乗降調査・アンケート調査の結果について
・今後の収支見込について

H23.11.30 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
勝総合振興局・帯広運輸支局・北海道拓殖バ 清水町役場
ス㈱

・平成２３年度生活交通路線収支実績及び平成２４年度見込みについて
・新帯線②における覚書について

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２３年度収支実績及び平成２４年度・平成２５年度収支見込みについて
・糠平線における覚書について

H24.5.9 第４分科会

H23.11.9 第１分科会
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

H23.7.26 地域協議会 協議会構成員

場

所

十勝総合振興局

議

題

・平成２３年度の国庫補助路線（生活交通路線維持確保地域計画）について
・平成２４年度の国庫補助路線（地域間幹線系統確保維持地域計画）について
・平成２３年度の準生活交通路線等（生活交通路線維持確保地域計画（準生活交通
路線等））について
・路線・運行系統の廃止について

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝 更別村役場
バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H23.7.5 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・地域公共交通確保維持改善事業について
・平成２３年度生活交通路線維持確保計画について
・地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系）３カ年計画について

H23.7.5 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・◎足
足寄町消防総合庁
寄町・陸別町・浦幌町・十勝総合振興局・帯広
舎
運輸支局・十勝バス㈱

・平成２２年度報告書について
・平成２２年度補助金実績及び平成２３年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・平成２３年度帯広陸別線の補助金交付に関する覚書について

H23.7.5 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝総合振興局・帯広運輸 足寄町消防総合庁
支局・十勝バス㈱
舎

・平成２２年度報告書について
・平成２２年度補助金実績及び平成２３年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H23.6.29 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
勝総合振興局・帯広運輸支局・北海道拓殖バ 清水町役場
ス㈱

・平成２３年度生活交通路線維持確保３カ年地域計画について

H22.12.21 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
勝総合振興局・帯広運輸支局・北海道拓殖バ 清水町役場
ス㈱

・平成２２年度生活交通路線収支実績及び平成２３年度見込みについて
・平成２２年度収支改善計画策定路線の中間報告について
・新帯線に係る覚書について
・交通基本法（案）について

H22.11.17 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２２年度収支実績及び平成２３年度収支見込みについて
・平成２２年度収支改善計画策定路線（生活交通路線）の状況について
・糠平線における覚書について
・交通基本法（案）等について

H23.7.11 第３分科会
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

H22.9.3 第３分科会

H22.8.16 第３分科会

出席者（◎は事務局）

場

所

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝 更別村役場
バス㈱

議

題

・広尾線の路線一部変更について

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
広尾町コミュニティセ
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝
・広尾線の路線一部変更について
ンター
バス㈱

H22.5.19 地域協議会 協議会構成員

十勝総合振興局

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・生活交通路線維持確保３カ年地域計画について

H22.5.11 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・◎本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝総合振興局・帯広 本別町役場
運輸支局・十勝バス㈱

・平成２１年度補助金実績及び平成２２年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・平成２２年度帯広陸別線の補助金交付に関する覚書について

H22.5.11 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝総合振興局・帯広運輸
本別町役場
支局・十勝バス㈱

・平成２１年度補助金実績及び平成２２年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H22.5.10 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
勝総合振興局・帯広運輸支局・北海道拓殖バ 清水町役場
ス㈱

・平成２２年度生活交通路線維持確保３カ年計画及びアセスメントについて
・収支改善計画策定路線について

H22.4.23 第１分科会

帯広市・音更町・士幌町・◎上士幌町・十勝総
上士幌町山村開発
合振興局・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道
センター
拓殖バス㈱

・平成２２年度生活交通路線維持確保３カ年計画について
・計画登載路線における収支試算について

H22.4.20 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町、◎
中札内村農村環境
広尾町・十勝総合振興局・帯広運輸支局・十勝
改善センター
バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H21.12.3 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・◎新得町・清水町・十
新得町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・平成２１年度収支改善計画策定路線（新帯線）の振り返りについて
・平成２１年度生活交通路線維持費補助金実績及び平成２２年度試算報告について
・新帯線に係る覚書について
・新帯線等各路線の負担協議・路線のあり方について

H21.11.18 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バ 音更町役場
ス㈱

・平成２２年度収支見込みについて
・平成２１年度収支改善計画策定路線（生活交通路線）報告表（上士幌線、音上線）に
ついて
・糠平線における覚書について

H21.5.18 支庁協議会 協議会構成員

十勝支庁

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・「芽室線」、「音上線」、「上士幌線」、「三条高校スクール線」運行系統の廃止に伴う
生活交通確保対策について
・生活交通路線維持確保３カ年地域計画について

H21.5.14 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町、◎ 中札内村農村環境
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱ 改善センター

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H21.5.12 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

本別町役場

・平成２０年度補助金実績及び平成２１年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H21.5.12 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・豊頃町・◎本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支 本別町役場
局・十勝バス㈱

・平成２０年度補助金実績及び平成２１年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H21.5.11 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バ 音更町役場
ス㈱

・平成２１年度生活交通路線維持確保３カ年計画について
・計画登載路線における収支試算について

H21.5.8 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・◎新得町・清水町・十
新得町役場
勝支庁・帯広運輸支局・北海道拓殖バス㈱

・平成２１年度生活交通路線維持確保３カ年計画及びアセスメントについて
・収支改善計画策定路線について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H20.11.27 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・◎新得町・清水町・十
新得町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・平成２０年度収支改善計画策定路線（然別湖線）の振り返りについて
・平成２０年度生活交通路線維持費補助金実績及び平成２１年度試算報告について
・新帯線等各路線の負担協議・路線のあり方について

H20.11.14 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バ 音更町役場
ス㈱

・平成２１年度収支見込みについて
・平成２０年度収支改善計画策定路線（生活交通路線）報告表（上士幌線）について
・糠平線における覚書について
・上士幌市街地における路線経路の変更について

H20.5.13 支庁協議会 協議会構成員

帯広市役所

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・「糠平線」運行系統の廃止に伴う生活交通確保対策について
・生活交通路線維持確保３カ年地域計画について

H20.5.12 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・◎新得町・清水町・十
新得町役場
勝支庁・帯広運輸支局・北海道拓殖バス㈱

・平成２０年度生活交通路線維持確保３カ年計画及びアセスメントについて
・「然別湖線」の収支改善計画策定路線について

H20.5.8 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
更別村役場
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H20.5.7 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

豊頃町役場

・平成１９年度補助金実績及び平成２０年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H20.5.7 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・◎豊頃町・本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支 豊頃町役場
局・十勝バス㈱

・平成１９年度補助金実績及び平成２０年度予測について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H20.4.23 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バ 音更町役場
ス㈱

・平成２０年度生活交通路線維持確保３カ年計画について
・計画登載路線における収支試算について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H20.2.27 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
更別村役場
広尾町・十勝バス㈱

・「広尾線」のダイヤ改正について

H20.1.29 第２分科会

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・十
鹿追町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・平成２０年度生活交通路線維持対策費試算とその対策について
・各自治体の負担割合について

H20.1.23 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・「上士幌線」のダイヤ改正について
・「糠平線」の生活交通再生路線補助について

H20.1.11 第２分科会

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・十
鹿追町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・平成１９年度生活交通路線維持対策費補助金実績について
・平成２０年度シミュレーションとその対策について
・各自治体の負担割合について

H19.11.28 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・◎豊頃町・本別町・足
豊頃町役場
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・十勝バス㈱

・平成１９年度生活交通路線に係る報告について
・平成１９年度生活交通路線維持補助金について

H19.11.27 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

音更町役場

・平成２０年度収支見込みについて
・平成１９年度収支改善計画策定路線（生活交通路線）報告表について
・「糠平線」における覚書について

十勝支庁

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・「浦幌線」廃止に伴う生活交通確保対策について
・生活交通路線維持確保３カ年地域計画について

音更町役場

・「糠平線」の生活交通再生路線補助申請予定について
・「上士幌線」の運行回数の見直しについて
・「糠平線」における覚書について

H19.7.2 支庁協議会 協議会構成員

H19.6.28 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱

音更町役場
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H19.5.29 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
更別村役場
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H19.5.28 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

豊頃町える夢館

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H19.5.28 第４分科会

帯広市・幕別町・池田町・◎豊頃町・本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支 豊頃町える夢館
局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H19.4.18 第１分科会

帯広市・◎音更町・士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱

音更町役場

・糠平線の見直し方向と費用負担について

H19.3.27 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝バ
ス㈱・北海道拓殖バス㈱

士幌町役場

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・十勝バスの運行回数等の見直しについて（糠平線・上士幌線）

H19.2.15 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱

士幌町役場

・十勝バスの運行回数等の見直しについて（糠平線・上士幌線）

H19.1.17 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
清水町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・平成１８年度生活交通路線維持費補助金実績報告について
・平成１９年度のシミュレーションとその対策について
・各自治体の負担割合について

H18.12.1 第４分科会

帯広市・幕別町・◎池田町・豊頃町・浦幌町・十 池田町社会福祉セ
勝支庁・十勝バス㈱
ンター

・十勝バス「浦幌線」について
・地域公共交通会議の設置及び運営について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

H18.11.10 第１分科会

出席者（◎は事務局）

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

H18.7.4 支庁協議会 協議会構成員

場

所

議

士幌町役場

・平成１８年度生活交通路線維持費補助金について
・平成１９年度収支見込みについて
・高額補助金交付路線報告表について

十勝支庁

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・十勝支庁における「生活交通路線維持３カ年計画」の策定等について

H18.6.14 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

帯広市役所

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H18.6.14 第４分科会

帯広市・幕別町・◎池田町・豊頃町・本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支 帯広市役所
局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H18.6.2 第２分科会

帯広市・音更町・鹿追町・新得町・◎清水町・十
清水町役場
勝支庁・帯広運輸支局・北海道拓殖バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・アセスメントの内容について
・乗降調査書（然別湖・鹿追・新得線）について

H18.6.1 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・北海道拓殖バ 士幌町役場
ス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H18.5.29 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・幕別町・大樹町・◎
更別村役場
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・北海道拓殖バス㈱

・「上士幌線」の減便について

H18.2.8 第１分科会

題

士幌町役場
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

帯広市・幕別町・◎池田町・豊頃町・本別町・足
池田町社会福祉セ
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支
ンター
局・十勝バス㈱

・「帯広陸別線（仮称）」運行概要の説明
・生活交通路線維持確保３カ年計画の変更について

H17.12.27 第１分科会

音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支庁・十勝
バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・平成１８年度共通定期券発行システム更新補助金交付に関する覚書について
・路線バスを活用したスキー＆スノーボードツアーについて
・拓殖バス「上士幌線」の減便について
・平成１８年度３カ年計画の協議にあたって

H17.11.16 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・本別町・
士幌町役場
足寄町・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・平成１７年度運行実績に伴う自治体負担について
・平成１８年度収支見込みについて
・共通定期券発行システムの更新について

H17.8.9 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

士幌町役場

・上士幌線の共同運行について
・路線の再編について（糠平線・上士幌線・足寄急行線・音上線）

H17.7.1 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・十勝支
庁・十勝バス㈱

士幌町役場

・路線の再編について（糠平線・上士幌線・足寄急行線・音上線）

寿御苑

・十勝支庁生活交通確保対策協議会設置要綱の改正について
・十勝支庁における「生活交通路線維持３カ年計画」の策定等について
・地域交通会議について
・バス運行対策費補助制度に係る要望について

H18.1.13 第４分科会

H17.5.30 支庁協議会 協議会構成員

士幌町役場

H17.5.16 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・忠類村・大樹町・◎
忠類村役場
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H17.5.12 第４分科会

帯広市・幕別町・◎池田町・豊頃町・本別町・足
寄町・陸別町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支 帯広市役所
局・十勝バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・地域交通会議の設置並びにコミュニティバス及び乗合タクシーの許可基準の弾力化
について
・ふるさと銀河線廃止に伴う生活路線の確保の取組みについて
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

H17.5.12 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・本別町・
足寄町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス
士幌町役場
㈱・北海道拓殖バス㈱

・足寄急行線について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H17.4.15 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・本別町・
士幌町役場
足寄町・十勝支庁・帯広運輸支局

・足寄急行線の存続に向けた支援策について
・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H17.4.11 第２分科会

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・十
鹿追町役場
勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

支庁協議会 帯広市・音更町・士幌町・上士幌町・本別町・足
H17.3.29 （関係市町 寄町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱・ とかちプラザ
村）
北海道拓殖バス㈱・交運労協

題

・足寄急行線が廃止された場合における生活交通確保策について

H16.11.11 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・足寄町・
士幌町役場
十勝支庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・平成１６年度運行収支実績について
・拓殖バス系統再編について（上士幌線・足寄急行線・音上線）

H16.8.19 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・忠類村・大樹町・◎
忠類村役場
広尾町・十勝支庁・十勝バス㈱

・ダイヤ改正及び路線の一部変更について（広尾線・中札内線）

H16.6.28 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・足寄町・
士幌町役場
十勝支庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・バス系統再編について（糠平線・上士幌線・足寄急行線・音上線）

H16.5.24 支庁協議会 協議会構成員

・準生活交通路線維持補助金（道単独補助）に係る補助基準の経過措置
・道路運送法第８０条第１項に基づく過疎地有償運送の取扱いについて
帯広グランドホテル
・十勝支庁地域における「生活交通路線維持確保３カ年地域計画」の策定について
・特別指定生活路線に係る協議について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

H16.5.14 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

帯広市役所

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・生活交通路線維持対策事業補助金について

H16.5.14 第４分科会

帯広市・◎幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足
寄町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝 帯広市役所
バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・生活交通路線維持対策事業補助金について

H16.5.13 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・足寄町・
士幌町役場
十勝支庁・十勝バス㈱・北海道拓殖バス㈱

・系統別利用実績調査結果について（糠平線・上士幌線・足寄急行線・音上線）
・バス系統再編検討方法について

H16.5.11 第３分科会

帯広市・中札内村・更別村・忠類村・大樹町・◎ 大樹町多目的航空
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱ 公園飛行管制棟

・生活交通路線維持確保３カ年計画について

H16.4.21 第１分科会

帯広市・音更町・◎士幌町・上士幌町・足寄町・
士幌町役場
十勝支庁・北海道拓殖バス㈱

・生活交通路線維持確保３カ年計画（H16～H18）について
・系統別利用実績調査について（糠平線・上士幌線・足寄急行線・音上線）

H15.5.21 支庁協議会 協議会構成員

・ＪＲ北海道バス（株）における「日勝線」の存続について
・十勝支庁地域における「生活交通路線維持確保３カ年地域計画」の策定について
帯広グランドホテル ・市町村自主運行（８０条許可）に係る地域協議会での協議について
・路線の廃止を伴わない運行系統の廃止等手続きに係る地域協議会の協議等について

・路線の休廃止申出後の運行主体検討にあたっての透明性の確保について

H15.4.16 第５分科会

◎帯広市・芽室町・十勝支庁・帯広運輸支局・
十勝バス㈱

H15.4.16 第４分科会

帯広市・◎幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足
寄町・浦幌町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝 帯広市役所
バス㈱

帯広市役所

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・生活交通路線維持対策事業補助金等について

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・生活交通路線維持対策事業補助金について
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●十勝地域生活交通確保対策協議会・分科会開催状況一覧
開催年月日

協議等名

H15.4.15 第３分科会

H15.4.9 第２分科会

出席者（◎は事務局）

場

所

議

題

備

考

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
帯広市・中札内村・更別村・忠類村・大樹町・◎
大樹町経済センター
・生活交通路線維持対策事業補助金等について
広尾町・十勝支庁・帯広運輸支局・十勝バス㈱

帯広市・音更町・◎鹿追町・新得町・清水町・十
鹿追町役場
勝支庁・帯広運輸支局・北海道拓殖バス㈱

H14.5.27 支庁協議会 協議会構成員

・生活交通路線維持確保３カ年計画について
・生活交通路線維持対策補助金等について

・北海道生活交通路線維持対策事業費補助金の考え方について
・十勝バス（株）における「新得線」及び「池田線」の廃止について
帯広グランドホテル ・ＪＲ北海道バス（株）における「日勝線」の一部廃止の申し出について
・十勝支庁における「生活交通路線維持確保３カ年地域計画」の策定について
・分科会の設置について

H13.10.30 支庁協議会 協議会構成員

帯広グランドホテル

・十勝支庁生活交通路線維持対策事業費補助金の考え方について
・十勝支庁地域における「生活交通路線維持確保３カ年地域計画」の策定について

H13.6.25 支庁協議会 協議会構成員

帯広グランドホテル

・「生活交通路線維持確保３カ年計画」の作成に係る国庫補助対象路線の選定につ
いて

H13.3.29 支庁協議会 協議会構成員

・十勝支庁生活交通確保対策協議会の設置について
・国の新たな補助制度について
帯広グランドホテル
・道の新たな補助制度について
・十勝支庁地域の生活交通確保に関する事項について
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分科会立ち上げ

協議会立ち上げ
（北海道・十勝支庁・管内
市町村・帯広運輸支局・十
勝バス㈱・北海道拓殖バ
ス㈱・交運労協）

