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１．森町における地域・公共交通の現状
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（１）森町における人口推移

出典：国勢調査、森町人口ビジョン

☑森町の人口は、減少傾向にある一方で、高齢化率は増加傾向となっている。
☑森町人口ビジョンでは、人口減少抑制に向けた施策の実施による、緩やかな減少傾向を予測しているが、
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、R7（2025）年に12,425人まで減少すると予測されている。



１．森町における地域・公共交通の現状
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（２）森町各地区における人口分布の状況

出典：国勢調査

地区名
H27人口
（人）

H27人口密度
（人/㎢）

本町地区 9,137 152.4

石倉地区 566 28.7

濁川地区 271 5.6

駒ヶ岳・赤井川地区 974 9.2

砂原地区 4,998 68.5

全体 15,946 215.7

☑本町市街地が位置する本町地区に人口が集中しているほか、砂原地区でも人口が比較的多い。
☑一方で、砂原地区や駒ヶ岳・赤井川地区では、幹線道路から離れた地域にも人口が分散している。



１．森町における地域・公共交通の現状
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（３）森町各地区における高齢者分布の状況

出典：国勢調査

地区名
H27

高齢化率（％）

本町地区 33.7%

石倉地区 37.3%

濁川地区 36.2%

駒ヶ岳・赤井川地区 46.9%

砂原地区 33.7%

全体 34.7％

☑北海道の平均高齢化率29.1％を森町全地区が上回っており、高齢化の進行が深刻化している。
☑町内でも、とりわけ駒ヶ岳・赤井川地区の高齢化が著しい。



１．森町における地域・公共交通の現状
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（４）森町内における都市機能施設の立地状況

☑町内の生活関連施設（商業・医療・公共施設）の多くは、本町市街地に集積しており、各地区から市街地
まで移動する必要がある。

出典：国勢調査

森 砂原

全体図



１．森町における地域・公共交通の現状
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（５）森町内を運行する公共交通網の運行状況

出典：国勢調査

☑森町の公共交通網はJRのほか、函館バス、都市間高速バスが運行している。
☑本町市街地において、バス路線は病院のみ接続している。

凡例 運行主体 系統番号 路線名 所要時間
自 函館バスセンター 上 4便
至 長万部ターミナル 下 4便
自 函館バスセンター 上 1便
至 森駅前 下 0便
自 三岱入口 上 1便
至 函館バスセンター 下 0便
自 森駅前 上 1便
至 函館バスセンター 下 0便
自 渡島信用金庫本店 上 2便
至 三岱入口 下 1便
自 森駅前 上 2便
至 砂原東３丁目 下 3便
自 森駅前 上 3便
至 砂原東３丁目 下 2便
自 森高校 上 1便
至 砂原東3丁目 下 1便
自 札幌駅前ターミナル 上 5便
至 湯の川温泉東 下 5便
自 札幌駅 上 12便
至 函館駅 下 12便
自 函館駅 上 5便
至 長万部駅 下 3便
自 森駅 上 3便
至 長万部駅 下 1便
自 森駅 上 2便
至 大沼駅 下 1便

JR北海道 函館本線

263分

175分

74分

48分

51分

函館・中央・
道南・北都

高速はこだて号 360分

42分

323 砂原線 52分

123分

321 濁川線 33分

313
快速森・函館線
（休日）

84分

194分

311 函館・森線 90分

区間 便数

函館バス

310 函館・長万部線

312 快速三岱線（平日）

322 砂原線

324 砂原線



《公共交通勢力圏の設定について》
バス：300ｍ
ＪＲ：1,000ｍ

１．森町における地域・公共交通の現状
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（６）森町内における公共交通カバー範囲の状況

出典：国勢調査

地区名
人口
（人）

公共交通
勢力圏

人口（人）

公共交通
勢力圏
人口割合

本町地区 9,137 7,339 80.3%

石倉地区 566 402 71.0%

濁川地区 271 137 50.6%

駒ヶ岳・赤井川地区 974 380 39.0%

砂原地区 4,998 4,117 82.4%

合計 15,946 12,375 77.6%

☑全体の約８割の町民が公共交通を利用できる環境にある。
☑一方で、駒ヶ岳・赤井川地区や濁川地区は公共交通を利用できる町民が比較的少ない。



１．森町における地域・公共交通の現状 （７）森町で実施している交通支援策

☑森町では、町民の生活の足の確保に向け、民間交通事業者への補助の他、高齢者や障害者等を対象とした
外出支援サービス事業など、全６事業を展開しており、総経費として、年間約7,500万円の拠出している。

支援策名 支援内容
R元年度経費
（千円）

地方バス生活路線維持
費補助金

函館バス株式会社が運行する３路線（函館・長万部線、砂
原線、濁川線）に対して、地域のバス路線の運行を維持す
るため補助金を交付

8,031

外出支援サービス事業
（福祉タクシー等）

函館バスや町内タクシー等の利用券を満80歳以上、身体
障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳
1・2級を保有する町民を対象に年間12,000円/人分を助成

8,635

外出支援サービス事業
（福祉有償運送）

利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する事業所間等の
送迎を利用する低所得者を対象に利用料金の一部を助成

307

外出支援サービス事業
（生きがい活動支援通
所事業分）

介護保険の対象とならない１人暮らしの高齢者等が日常動
作訓練、レクリエーション、給食、入浴などのサービス提
供を受ける際の通所交通費を助成

181

障害者社会復帰施設等
交通費

障害者総合支援法による就労移行支援又は就労継続支援事
業所、または地域活動支援センターに公共交通機関で通所
する方（身体・知的・精神障害者）へ交通費を助成

460

スクールバス運用経費
町内小中学校に通う児童・生徒の通学等を支援するため、
スクールバスを運行（委託費、燃料費、修繕費等）

57,270

合 計 74,884

№8



２．地域・公共交通の現状から見える姿（課題設定案）
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【石倉地区の現状・問題点】
・地区内を運行するバス路線は、本町地区の主要施設へ接続
がほぼされておらず、利便性は低い

【砂原地区の現状・問題点】
・海岸線沿いの国道及び道道から駒ヶ岳の麓付近まで住宅
地が点在しており、麓付近、かつ、バス路線の終点であ
る沼尻漁港以南は交通空白地域

・本町地区と結ばれているバス路線は、道道を中心に運行
しているものの日中時間帯の利用は少ない

・地区内を運行するバス路線は、病院施設のみ接続してお
り、買い物施設などには接続していない

【駒ヶ岳・赤井川地区の現状・問題点】
・農地が広範囲に広がっており、国道から
離れた地域は空白地域

・一部地域は函館市が生活圏

【本町地区の現状・問題点】
・森町の市街地で主要施設が集積している一方で、バス路線は病院のみの接続
・市街地内でも空白地域が存在

本町地区拡大図

森町役場

国民健康
保険病院

ラルズマート

ホクレンショップ

本町地区拡大図

【森町全域の現状・問題点】
・町内には民間バス路線のほか、ＪＲ、スクールバス、福祉有償運送などが運行しているものの、スクールバス（学生のみ）
や福祉有償運送（高齢者のみ）は利用属性が限定

・全バス路線共通で日中時間帯の利用が少ない、また、町内各地区に空白地域が存在

【森町全域の課題】
・公共交通利用に対する町民の気運醸成や市町村有償運送による新たな公共交通の導入（交通事業者への委
託）など、町民が積極的に公共交通を利用しようと思える取り組みの展開に加え、地域の資源を総動員し
た公共交通網を構築することが必要

森町の公共交通の
問題点・課題

森町各地区の
公共交通の
問題点・課題

森駅

【石倉地区の課題】
・石倉地区から広域バス路線を活用した本町地区
までの生活移動の確保

【砂原地区の課題】
・国道以南及び沼尻漁港以南の生活移動の確保

【駒ヶ岳・赤井川地区の課題】
・空白地域における移動手段の確保
・町民の生活圏に応じた交通の検討
が必要

【本町地区の課題】
・主要施設間を繋ぐ生活移動の確保による本町地区の生活利便性の向上が必要

【濁川地区の現状・問題点】
・地区内に低密度に人口が分布しており、多くは交通空白地域
・本町地区へのバス便数も限られており、利便性は低いが、福
祉有償運送団体によって、月に１回、買い物支援を実施

【濁川地区の課題】
・空白地域における移動手段の確保
・本町地区内施設へのアクセス手段の充実

これら課題の深掘及び町民ニーズの反映を
行うことを目的に、各種調査を実施



３．今年度実施を予定している調査等スケジュール
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

バス乗降調査

JR乗降調査

町内公共交通に関する
地域意見交換会

住民アンケート調査 準備 実施 とりまとめ

準備 実施 とりまとめ

準備 実施 とりまとめ

準備 実施 とりまとめ



４．各種調査の概要
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（１）バス乗降調査の概要

調査対象
函館・長万部線、函館・森線、快速三岱線、
快速森・函館線、濁川線、砂原線（計６路線８系統）

調査時期
令和２年９月中旬（平日・休日の２日間で実施）
※悪天候時は調査を延期する

調査方法
利用者数調査：バス停毎の利用者数を目視によりカウント
利用実態調査：ビンゴ式アンケート票を用いた調査
※いずれの調査も調査員がバス車両に乗車し実施

調査項目

基本情報 ：路線名、運行便
利用状況 ：バス停別乗降人数、利用者別乗降場所、乗継

の有無、利用目的等
利用者属性：性別、年齢、職業

《ビンゴ式アンケート票（イメージ）》
事例：浜中町

路線名 系統番号 自 至 平日 休日

函館バスセンター 長万部ターミナル 4 4

長万部ターミナル 函館バスセンター 4 4

函館・森線 311 函館バスセンター 森駅前 1 1

快速三岱線 312 三岱入口 函館バスセンター 1 0

快速森・函館線 313 三岱入口 函館バスセンター 0 1

濁川線 321 森駅前 三岱入口 1 0

砂原東3丁目 森駅前 3 2

森駅前 三岱入口 2 2

砂原東3丁目 森駅前 1 1

森駅前 砂原東3丁目 1 1

砂原東3丁目 森駅前 1 0

森駅前 砂原東3丁目 1 0

20 16

砂原線

合計

函館・長万部線 310

322

323

324



４．各種調査の概要
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（２）ＪＲ乗降調査の概要

調査対象 ＪＲ函館本線（町内１１駅）

調査時期
令和２年９月中旬（平日・休日の２日間で実施）
※悪天候時は調査を延期する

調査方法

利用者数調査：駅毎の利用者数を目視によりカウント
利用実態調査：ビンゴ式アンケート票に加え、WEBアン

ケートでの実施
※いずれの調査も調査員がＪＲ車両に乗車し実施

調査項目

基本情報 ：運行便
利用状況 ：駅別乗降人数、利用者別乗降場所、乗継の

有無、利用目的等
利用者属性：性別、年齢、職業

《ビンゴ式アンケート票（イメージ）》
事例：浜中町



４．各種調査の概要
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（３）町内公共交通に関する地域意見交換会の概要

対象 町内５地区（本町地区、砂原地区、駒ヶ岳・赤井川地区、石倉地区、濁川地区）に居住する町民

開催時期 令和２年１２月中

開催方法
各地区で参加者を募集（広報やSNS、各会合等での周知）し、森町の公共交通に関しての議論を
実施

議論テーマ
・地域概況及び各種調査結果に基づいた公共交通の実態の共有について
・町内及び広域的な詳細な移動実態の把握について
・町民が使いたいと思える生活移動支援施策について

《座談会形式による意見交換会の実施イメージ》 事例：釧路町



４．各種調査の概要
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（４）町民アンケートの概要

調査対象 15歳以上の森町民 2,000世帯

配布時期 令和２年８月中下旬

調査方法
郵送配布・回収
※より多くの町民から意見を抽出するため、１世帯につき２票配布
※回収率３０％を想定

設問項目
①回答者の属性（年齢、性別、居住地など）
②日頃の移動手段（通勤・通学、買い物、通院、私用の４目的）
③新たな公共交通に対する考え方

詳細はアンケート調査票でご説明いたします。


