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表１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者

北海道 北海道中央バス株式会社 滝新線 地域間幹線 7,663.0

北海道中央バス株式会社 滝川美唄線 地域間幹線 6,672.0

北海道中央バス株式会社 滝川奈井江線 地域間幹線 5,364.0

北海道中央バス株式会社 岩見沢美唄線 地域間幹線 9,073.0

北海道中央バス株式会社 焼山線 地域間幹線 3,683.5

北海道中央バス株式会社 上砂川線 地域間幹線 524.0

北海道中央バス株式会社 芦旭線 地域間幹線 9,454.0

北海道中央バス株式会社 月形線 地域間幹線 7,816.5

北海道中央バス株式会社 万字線 地域間幹線 5,960.0

北海道中央バス株式会社 長岩線① 地域間幹線 8,849.5

北海道中央バス株式会社 長岩線② 地域間幹線 6,365.0

北海道中央バス株式会社 三川線 地域間幹線 8,409.5

北海道中央バス株式会社 札幌・栗山線 地域間幹線 7,656.5

北海道中央バス株式会社 滝川浦臼線 地域間幹線 3,211.5

北海道中央バス株式会社 札幌・夕張線 地域間幹線 6,267.0

北海道中央バス株式会社 歌志内線 地域間幹線 4,683.0

北海道中央バス株式会社 滝芦線① 地域間幹線 16,986.5

北海道中央バス株式会社 滝芦線② 地域間幹線 4,509.0

北海道中央バス株式会社 三笠線① 地域間幹線 71.0

北海道中央バス株式会社 三笠線② 地域間幹線 390.5

北海道中央バス株式会社 札江線 地域間幹線 10,658.5

北海道中央バス株式会社 千歳線① 地域間幹線 92.0

北海道中央バス株式会社 厚田線 地域間幹線 9,935.0

北海道中央バス株式会社 石狩線① 地域間幹線 345.0

北海道中央バス株式会社 石狩線② 地域間幹線 992.5

北海道中央バス株式会社 積丹線① 地域間幹線 16,858.5

北海道中央バス株式会社 積丹線② 地域間幹線 16,756.5

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名
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都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名

北海道中央バス株式会社 神恵内線① 地域間幹線 3,395.5

北海道中央バス株式会社 神恵内線② 地域間幹線 5,780.0

北海道中央バス株式会社 神恵内線③ 地域間幹線 8,550.0

ニセコバス株式会社 小樽線 地域間幹線 6,758.0

ニセコバス株式会社 小沢線① 地域間幹線 1,756.0

ニセコバス株式会社 小沢線② 地域間幹線 695.0

ニセコバス株式会社 雷電線 地域間幹線 2,833.0

夕張鉄道株式会社 南部～新札幌駅前 地域間幹線 9,205.0

夕張鉄道株式会社
本社ＢＴ～新札幌駅
前

地域間幹線 11,704.5

夕張鉄道株式会社
栗山駅前～新札幌駅
前

地域間幹線 3,662.5

函館バス株式会社 大野線① 地域間幹線 297.0

函館バス株式会社 大野線② 地域間幹線 128.5

函館バス株式会社 大野線③ 地域間幹線 154.5

函館バス株式会社 大野線④ 地域間幹線 166.0

函館バス株式会社 七飯線 地域間幹線 187.0

函館バス株式会社 函館鹿部線① 地域間幹線 598.5

函館バス株式会社 函館鹿部線② 地域間幹線 5,106.0

函館バス株式会社 函館長万部線 地域間幹線 19,716.0

函館バス株式会社 七飯大野循環線 地域間幹線 1,054.5

函館バス株式会社 下海岸線① 地域間幹線 2,993.5

函館バス株式会社 下海岸線② 地域間幹線 9,266.5

函館バス株式会社 旭岡団地線 地域間幹線 390.0

函館バス株式会社 木古内松前線 地域間幹線 15,598.5

函館バス株式会社 砂原線 地域間幹線 2,297.0

函館バス株式会社 川汲鹿部線① 地域間幹線 4,115.5

函館バス株式会社 川汲鹿部線② 地域間幹線 3,619.5

函館バス株式会社 下海岸線③ 地域間幹線 2,293.5
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都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名

函館バス株式会社 鹿部海岸線 地域間幹線 1,590.5

函館バス株式会社 桧山海岸線① 地域間幹線 7,921.5

函館バス株式会社 瀬棚線 地域間幹線 22,127.0

函館バス株式会社 函館江差線 地域間幹線 9,130.5

函館バス株式会社 上磯線 地域間幹線 357.5

函館バス株式会社 函館木古内線② 地域間幹線 6,465.5

函館バス株式会社  桧山海岸線② 地域間幹線 2,540.0

函館バス株式会社  函館松前線（松前号） 地域間幹線 7,131.0

函館バス株式会社 小砂子線 地域間幹線 4,392.0

道南バス株式会社 室蘭市内線② 地域間幹線 14.0

道南バス株式会社 登別・苫小牧線 地域間幹線 6,520.0

道南バス株式会社 室蘭・洞爺湖線① 地域間幹線 5,781.5

道南バス株式会社 室蘭・洞爺湖線② 地域間幹線 12,183.0

道南バス株式会社 室蘭・伊達線 地域間幹線 798.5

道南バス株式会社 有珠線① 地域間幹線 2,907.0

道南バス株式会社 留寿都･倶知安線① 地域間幹線 6,124.0

道南バス株式会社 日高沿岸線① 地域間幹線 7,219.0

道南バス株式会社 日高沿岸線② 地域間幹線 5,580.5

道南バス株式会社 京極線① 地域間幹線 2,795.5

道南バス株式会社 胆振線② 地域間幹線 3,601.0

道南バス株式会社 胆振線① 地域間幹線 10,271.5

道南バス株式会社 胆振線 地域間幹線 4,463.0

道南バス株式会社 洞爺湖温泉線 地域間幹線 598.5

道南バス株式会社 豊浦線 地域間幹線 1,483.0

道南バス株式会社 室蘭・登別温泉線 地域間幹線 554.5

道南バス株式会社 洞爺湖温泉線② 地域間幹線 1,305.0

あつまバス株式会社 千歳線 地域間幹線 3,271.5
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都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名

あつまバス株式会社 苫小牧線① 地域間幹線 5,777.5

あつまバス株式会社 苫小牧線② 地域間幹線 5,014.5

あつまバス株式会社 苫小牧線③ 地域間幹線 4,001.0

十勝バス株式会社 芽室線 地域間幹線 1,999.5

十勝バス株式会社 帯広陸別線 地域間幹線 39,410.0

十勝バス株式会社 南商あかしや線 地域間幹線 2,729.5

十勝バス株式会社 広尾線 地域間幹線 47,460.5

十勝バス株式会社 上士幌線 地域間幹線 11,317.5

十勝バス株式会社 十勝川温泉線 地域間幹線 1,797.5

北海道拓殖バス株式会社 緑駒線 地域間幹線 531.0

北海道拓殖バス株式会社 然別湖線 地域間幹線 7,067.5

北海道拓殖バス株式会社 鹿追線 地域間幹線 2,337.5

北海道拓殖バス株式会社 新帯線 地域間幹線 5,236.0

北海道拓殖バス株式会社 上士幌線 地域間幹線 4,980.5

北海道拓殖バス株式会社 音上線 地域間幹線 3,897.5

北海道拓殖バス株式会社 雄飛ヶ丘団地線 地域間幹線 1,041.0

北海道拓殖バス株式会社 中鈴蘭循環線 地域間幹線 1,569.0

くしろバス株式会社 昆布森線1 地域間幹線 2,395.5

くしろバス株式会社 別保線 地域間幹線 2,138.0

くしろバス株式会社 遠矢線 地域間幹線 4,165.0

くしろバス株式会社 白糠線1 地域間幹線 17,665.0

くしろバス株式会社 白糠線2 地域間幹線 8,695.5

くしろバス株式会社 霧多布線 地域間幹線 17,822.0

くしろバス株式会社 たんちょう線 地域間幹線 2,931.5

くしろバス株式会社 南北線1 地域間幹線 4,296.5

くしろバス株式会社 豊美線2 地域間幹線 713.5

くしろバス株式会社
根室交通株式会社

根室線（釧路線） 地域間幹線 14,397.0
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都道府県
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確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
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運行系統名

阿寒バス株式会社 阿寒線 地域間幹線 1,861.0

阿寒バス株式会社 鶴居線 地域間幹線 3,526.0

阿寒バス株式会社 標津標茶線 地域間幹線 18,457.0

阿寒バス株式会社 釧路羅臼線 地域間幹線 11,214.5

根室交通株式会社 中標津線 地域間幹線 5,376.0

根室交通株式会社 中標津空港線 地域間幹線 8,556.0

北海道北見バス株式会社 温根湯線 地域間幹線 5,529.5

北海道北見バス株式会社 勝山線 地域間幹線 4,313.5

北海道北見バス株式会社 置戸線 地域間幹線 2,567.0

北海道北見バス株式会社 陸別線 地域間幹線 15,689.0

北海道北見バス株式会社 美津線 地域間幹線 7,101.0

北海道北見バス株式会社 美幌療養所線 地域間幹線 3,748.5

北海道北見バス株式会社 湧別線 地域間幹線 3,107.0

北海道北見バス株式会社 紋別線 地域間幹線 6,629.5

北海道北見バス株式会社 留辺蘂運動公園線 地域間幹線 4,004.0

網走バス株式会社 美幌線 地域間幹線 4,078.5

網走バス株式会社 小清水線 地域間幹線 4,316.5

網走バス株式会社 斜里線 地域間幹線 4,033.0

網走バス株式会社 女満別空港線 地域間幹線 4,935.0

網走バス株式会社 常呂線 地域間幹線 3,960.5

網走バス株式会社 サロマ湖栄浦線 地域間幹線 4,128.0

北紋バス株式会社 雄武線 地域間幹線 3,842.5

北紋バス株式会社 滝上線 地域間幹線 6,381.0

北紋バス株式会社 遠軽線 地域間幹線 3,508.5

北紋バス株式会社 興部線 地域間幹線 2,793.0

道北バス株式会社 名寄線（急行） 地域間幹線 15,878.0

道北バス株式会社 名寄線（普通） 地域間幹線 18,218.5
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都道府県
（市区町
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運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名

道北バス株式会社 愛別線(比布経由） 地域間幹線 4,523.0

道北バス株式会社 ぴっぷスキー場 地域間幹線 1,757.0

道北バス株式会社 江丹別線 地域間幹線 223.0

道北バス株式会社 白金線 地域間幹線 6,257.0

道北バス株式会社 美瑛線 地域間幹線 1,690.5

道北バス株式会社 当麻線 地域間幹線 651.0

道北バス株式会社 愛別線（永山経由） 地域間幹線 1,218.5

道北バス株式会社 層雲峡線 地域間幹線 10,039.5

ふらのバス株式会社 旭川線 地域間幹線 8,957.5

沿岸バス株式会社 豊富留萌線 地域間幹線 17,428.5

沿岸バス株式会社 幌延留萌線 地域間幹線 15,191.5

沿岸バス株式会社 遠別留萌線 地域間幹線 9,590.0

沿岸バス株式会社 羽幌留萌線 地域間幹線 5,398.0

沿岸バス株式会社 留萌小平線 地域間幹線 1,458.0

沿岸バス株式会社 羽幌古丹別線 地域間幹線 670.0

沿岸バス株式会社 留萌別苅線 地域間幹線 3,900.5

名士バス株式会社 恩根内線 地域間幹線 4,081.0

名士バス株式会社 下川線 地域間幹線 1,165.5

名士バス株式会社 興部線 地域間幹線 7,707.5

宗谷バス株式会社 浜頓別2 地域間幹線 6,910.0

宗谷バス株式会社 雄武 地域間幹線 5,307.5

宗谷バス株式会社 新天北1 地域間幹線 7,686.0

宗谷バス株式会社 新天北2 地域間幹線 17,955.0

宗谷バス株式会社 新天北3 地域間幹線 16,408.0

宗谷バス株式会社 利尻１ 地域間幹線 1,612.5

宗谷バス株式会社 利尻2 地域間幹線 1,698.0

空知中央バス株式会社 和 地域間幹線 1,915.0
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都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
確保維持事業
に要する国庫補
助額（千円）

地域間幹線／
地域内フィーダー
の別

運行系統名

空知中央バス株式会社 滝深 地域間幹線 3,515.5

空知中央バス株式会社 深旭 地域間幹線 4,191.5

空知中央バス株式会社 沼田 地域間幹線 2,029.0

空知中央バス株式会社 深滝 地域間幹線 4,697.0

てんてつバス株式会社 達布留萌線 地域間幹線 4,072.0

ジェイ・アール北海道バス株式会社 長沼線① 地域間幹線 4,975.5

ジェイ・アール北海道バス株式会社 日勝線 地域間幹線 5,578.0

ジェイ・アール北海道バス株式会社 長沼線② 地域間幹線 2,019.5

有限会社新篠津交通 北新線 地域間幹線 7,217.5

沿岸バス株式会社
道北バス株式会社

留萌旭川線 地域間幹線 30,660.5

有限会社下段モータース あいの里金沢線 地域間幹線 1,614.0

旭川電気軌道株式会社 いで湯号 地域間幹線 7,604.0

1,077,408合 計


