
2021年３月３日

アクションプランの取組状況

令和２年度第３四半期（10月～12月）のアクションプランの取組状況をご紹介します。

アクションプランに対する地域の皆様のご理解とご協力に深く感謝を申し上げます。新

型コロナウイルスの感染拡大の影響により、10月下旬から警戒ステージが引き上げられ、

引き続き感染拡大防止への取り組みが求められますが、地域の皆様と一体となって線区の

活性化に取り組んでまいります。

※ アクションプランについては当社ホームページに掲載していますのでご参照ください。

１．取組状況について

○ 第３四半期（10月～12月）も新型コロナウイルスの影響で地域の皆様が計画されていた
各種イベントが中止となり、アクションプランの取組も多くを中止せざるを得ませんでし
た。

○ そのような状況ではありますが、「北海道鉄道140年記念列車」や「くしろ湿原ノロッ
コ号」延長運転にあわせ、地域の皆様がご利用のお客さまへの歓迎おもてなしを実施して
いただき、鉄道の利用促進に取り組みました。

○ 地域の皆様のご理解とご協力に深く感謝を申し上げます。

２．今後の進め方について

○ 新型コロナウイルス感染の影響により、今後もアクションプランの取組への影響が続く
と想定されますが、感染防止に最大限留意しながら、引き続き地域の皆様と取り組んでま
いります。

○ アクションプランの検証を行う際には、新型コロナウイルスが及ぼした影響を踏まえた
検証となるように進めてまいります。



釧網線（釧路～網走間） 花咲線（釧路～根室間）

石北線（旭川～網走間） 宗谷線（旭川～稚内間）

北海道140年記念列車お出迎えの実施
（11月14日撮影・稚内駅）

11月14日、15日、北

海道鉄道140年記念

列車として特急宗谷を

多目的特急車両「はま

なす」編成で運行しまし

た。稚内駅ではお出迎え、

歓迎横断幕の設置など

を行い、宗谷線の魅力を

ＰＲしました。

「冬のＪＲ石北本線フォトギャラリーコンテスト」 の開催

北海道140年記念列車おもてなし実施
（10月25日撮影・網走駅）

北海道鉄道140年記念
列車として10月24日、
25日に特急オホーツクと
特急大雪を多目的特急
車両「はまなす」編成で運
行しました。旭川駅と網走
駅では、ご当地キャラク
ターや自治体の皆様によ
るお出迎えとお見送りを実
施し、石北線の魅力をＰ
Ｒしました。

「くしろ湿原ノロッコ号」川湯温泉駅まで延長運転

（10月3日撮影・川湯温泉駅）

「鉄ちかサイクル特集｣の制作、釧網線観光スポットをＰＲ

川湯温泉駅は、お客様に大
変好評であることから「くしろ
湿原ノロッコ号」を当駅まで
延長運転しました。標茶駅
ではノベルティの配付やご当
地キャラクターが出迎え、川
湯温泉駅では、弟子屈町
産ワイン試飲会を開催する
など、地域の皆様によるおも
てなしを行いました。

浜中町地域公共交通網形成計画の実施

(10月撮影・茶内駅)
オホーツク総合振興局が、
釧網線の利用促進のた
め、鉄道とレンタサイクルを
組み合わせた旅の提案を
行う「鉄チちかサイクル特
集」を制作しました。網走
駅、浜小清水駅、知床
斜里駅、清里駅などにチ
ラシを設置し、期間限定
の割引キャンペーンを行う
など、利用促進に取り組
みました。

浜中町は、町民の交通手
段確保のため地域公共交
通網計画を策定し、10月
１日よりバス運行を開始
しました。「茶内駅」と「霧
多布温泉ゆうゆ」を結ぶ町
営バス（霧多布湿原
線）は、花咲線の全ての
列車と接続するよう改善さ
れ、お客さまの利便性が
向上しました。

石北線の維持存続及

びマイレール意識の醸成

を目的とし、ＪＲ石北本

線フォトギャラリーコンテス

トを開催しました。12月

1日からは冬の写真の募

集を開始し、石北線への

関心を高める取り組みを

１年を通して継続実施

しています。

10月18日、士別駅にて

駅業務体験学習を実施

しました。小学生11名が

改札や放送案内などの

駅の業務を体験し、楽し

みながら鉄道の仕事につ

いて学び、鉄道への関心

を高めていただきました。

士別駅で駅業務体験学習を実施
（10月18日撮影・士別駅内）

2021年８月５日にＪＲ根
室本線全通100周年を迎え
るにあたり、タブロイド紙「花
咲 点と線」記念特別号を発
行しました。花咲線100年の
歴史やファンからのお祝いメッ
セージ等を盛り込んだタブロイ
ド紙は、沿線の根室駅、厚
岸駅、釧路駅のほか、札幌
駅と新千歳空港駅に設置し、
花咲線をＰＲしました。

「地球探索鉄道花咲線」タブロイド紙の発行



富良野線（富良野～旭川間） 根室線（滝川～新得間）

室蘭線（苫小牧～岩見沢間） 日高線（苫小牧～鵡川間）

公共交通利用促進ポスター作成・掲示
（11月22日イベント開催）

苫小牧市は公共交通の

利用促進のため11月22

日「JRヘルシーウォーキン

グ2020」の苫小牧開催

にあわせ、会場までの鉄

道やバス時刻を掲載した

ポスターを作成し、日高線

沿線の駅及び公共施設

に掲出しました。

むかわ町は、令和元年度

から苫小牧市内から北海

道鵡川高校へのスクール

バス通学を取り止め、定

期券助成を実施し、ＪＲ

利用へシフトする取り組み

を行っています。令和２年

度下期も61名の生徒が

ＪＲを利用しています。

定期券助成による列車通学を下期も継続
（10月22日撮影・鵡川駅）

10月17日、18日『北

海道鉄道140年記念

号で行く「炭鉄港」を

巡る旅』にあわせ、JR

室蘭線活性化連絡

協議会、炭鉄港推進

協議会や観光協会等

と連携し、停車駅にて

沿線地域の特産品販

売やPRイベント等を実

施しました。

一部列車を運休して線路集中メンテナンスを実施
（11月９日撮影・沼ノ端～追分間）

地域が主体となった団体臨時列車お出迎えイベント実施
（10月18日撮影・追分駅）

鉄道施設を維持するた

めに11月９日～13日、

追分駅～沼ノ端間で

一部列車を運休し、線

路集中メンテナンスを実

施しました。約2,000

本の木製マクラギを交

換して線路の状態を改

善しました。

観光ルート充実を目的と
して、9月の土・日・祝
（計８日間）に運行し
たトマムと富良野エリアを
結ぶモニターバスについて、
ご利用者アンケートの集
計・分析を行い、地域の
関係者と次年度の運行
について、改善点や利用
促進策などを協議しまし
た。

令和３年度モニターバス運行に向けた検討実施

ご利用の少ない踏切の見直し
（11月撮影・赤平市内）

旭川駅内スペース活用の

取組として、10月1日から

11月3日まで旭川駅東コ

ンコースにピアノを設置しま

した。鉄道利用以外の方

も気軽にご利用できるス

ポットとして大変ご好評を

いただきました。

10月10日に富良野線

120周年記念企画として

観光列車「「山紫水明」

号を使用した旭川から富

良野への日帰り団体ツ

アーを実施しました。停車

駅では、ご当地キャラク

ターや沿線の皆様によるお

出迎えとお見送りを行いま

した。

「駅ピアノあさひかわ」の実施
（10月1日撮影・旭川駅）

富良野線120周年記念日帰り団体ツアーの実施
（10月10日撮影・上富良野駅）

根室線赤平～茂尻間
の「21線踏切」について、
赤平市と協力し踏切の
利用調査を行い、ご利
用が少ないことが確認さ
れ、地域の皆様のご理
解を得られたことから、
11月25日をもって廃
止しました。

５ 自由記入

乗車日 コメント（ほぼ原文）

9/5 本日、初日ということで、たまたま利用でき、とても助かっています。
車がなくても、こういうバスがあるととても便利だと思います。
途中の幾寅駅も、ぽっぽやで有名な駅とは知らずに立ち寄りましたが、思った以上に楽しめました? ?
道の駅も思わず買い物してしまいました☆
色々と連れていってもらえて楽チンでした。
ありがとうございました。

9/5 ちょうど希望の行く先に無料で行くことができて車がなかったので助かりました? ?

9/5 運賃が値上がりして、家族でJRやバスに乗るととても交通費がかかるので大変だと思っていました。
そのためなるべく遠出は控えていたので今日はとても助かりました。ありがとうございます。
予約するのに手間取ってしまったのと、乗車場所に来てくれるのか不安がありましたが当日の朝に電話がか
かってきたので安心しました。

9/5 モニターバスは途中の停車地で降りて少し観光や買い物できるのが良い。
移動しながら楽しめるコンテンツをこれからも充実してほしい。

9/5 JRトマム駅で乗車したい。

9/5 復路のバスもあるとありがたい。

9/12 JRやバスでの移動を当初考えましたが、このプランを見て、とても便利だと思い、予約しました。
レンタカー利用しない方に、とてもおすすめだと思います。
トマム往復便があると、もっと人気が出るコースだと思います。

9/13 申し込みの際、乗車場所の申告が不要である点が不安に感じる
既存の村営バス、JR代行バスと連携したモデルプランがあるとよい

9/19 立ち寄れて良かったです。ありがとうございました。
トマムからの交通手段悩んでいたので助かりました。

9/19 快適だった
ありがとうございます

9/20 富良野に行きたいと考えていましたが、なかなか行きづらいと思っていたところ渡りに船という感じでした。
便利だと思うので、ぜひ恒常化してほしいです。

9/20 車を運転できない観光客にとってはこのように宿泊所と主要な駅を結んでくれるバスはとてもありがたいです。
電車を使って移動したいですが、なかなか時刻が限られているので、その間を埋めてくれるような時刻にしても
らえると使いやすいです。
また、幾寅駅や道の駅など、このバスがなければ寄る予定はなかったので案内していただきいい機会になりま
した。富良野から美瑛にまで行けるとさらにありがたいです。

9/20 ガイドさん、ありがとうございました?

9/21 道の駅に立ち寄って頂いたのでとても良かったです。
車を持っていない人にとってはとても便利なバスでした。
この日は客が私のみで、周りに聞いてもこのバスの事を知らなかったので、もっと宣伝すればお客様入られるの
ではないかとも思いました。
今日は、ご利用させて頂きありがとうございました?

9/22 予約時に乗車地と降車地を選べるようにした方が良い。
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１ 属性

（１）性別・年代

• 男女の割合は、「男性」が6名（25.0％）、「女性」が18名（75.0％）となっている。

• 年代の割合は、「20代」が10名（41.7％）と最も多く、「30代」「40代」がそれぞれ5名
（20.8％）、「10代」が3名（12.5％）となっている。
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（２）居住地

• 道内が6名（25.0％）、道外が18名（75.0％）となり、最多は「東京都」で6名（25.0％）
となっている。
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道内 道外

（３）職業

• 「会社員」が16名（66.7％）と最も多く、「公務員」「その他（団体職員）」がそれぞれ2名
（8.3％）となっている。
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ト マ ム 富 良 野 モ ニ タ ー バ ス
アンケート調査結果

2 0 2 0 年 1 0 月

富 良 野 美 瑛 広 域 観 光 推 進 協 議 会
ふ ら の バ ス 株 式 会 社
北 海 道 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

○ 調査目的

根室線アクションプランの具体的取組として、地域イベントや富良野線120周年イベントと連
動し観光ルートとしての交通体系確保や充実に向けた検討を行うため。

○ 調査対象及び調査期間

2020年〔令和2年〕9月5日（土）から９月22日（祝・火）までの土休日8日間の期間中
に、モニターバスの利用者を対象に行った。

○ 調査方法

モニターバスの車内にて、乗務員が調査票を配布し、降車時に回収した。

○ 調査項目

性別、年齢、居住地、仕事等の回答者の属性に関する項目、認知方法や乗車後の移動手
段、途中停車地の満足度等の項目を設定し調査した。

○ 調査票配布数及び有効回答枚数

・ 調査票配布数? 25枚

・ 有効回答枚数? 24枚（回収率96.0％）
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