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 用 語 解 説                                            
 

あ 
歩いて暮らせるまちづくり 

ここでは、自家用車を利用しなくても、公共交通ネットワークを生かして、

誰もが日常生活に支障なく安全で快適に暮らすことができるようにするまち

づくりのことをいう。 

 い 
一般会計補助 

ここでは、建設改良の財源となるもの以外の一般会計繰出をいう。 

 う 
運転シミュレーター 

模擬運転台での操作に合わせた走行映像が前方のスクリーンに投影され、列

車運転が体験できる鉄道乗務員の教育用の訓練機器。 

え 
営業収支 

企業の主たる営業活動に伴う収支。地下鉄事業及び路面電車事業では、乗車

料収入、広告料収入等の営業収入と人件費、経費等の営業支出の差となる。 

 LED 

発光ダイオード。LEDを使用した照明器具は、蛍光灯などと比べると省エネル

ギー効果が高い。 

お 
大通交流拠点 

 駅前通と大通が交差する、都心の中心性を象徴する拠点。人びとの多様な交

流を支援し、都心内の中心性を象徴的に表現する「サッポロ広場」の形成を

目標としている。 

 現在、地下鉄南北線大通駅コンコースにおいて、大通交流拠点の中心的な施

設である大通交流拠点地下広場の整備を進めている。 

オストメイト 

人工肛門や人工膀胱の保有者の方。 

か 
回生電力貯蔵装置 

列車のブレーキ時に発生する電力（回生電力）を貯蔵し、付近を走行する列

車に貯蔵した電力を供給する装置。 

換気塔 

トンネル内の換気を行うために、地上部に設けている吸排気施設。トンネル

内での火災時の煙の排出先の誘導にも使用する。 

緩和型土地利用計画制度 

 まちづくりに貢献する取組に応じて土地の利用に関する規制を緩和すること

によって、まちづくりの目標の実現を図るもの。 

く 
繰出基準 

公営企業は独立採算制が原則とされているが、地方公営企業法では、「その

性質上、企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」、「そ

の公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみを

もって充てることが客観的に困難であると認められる経費」などについては、

例外的に補助金などの方法により一般会計などが負担するという経費負担の

原則について規定されている。 
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この経費負担の原則について、具体的に定めたものを繰出基準といい、毎年

度、総務省から地方公共団体に通知される。 

この基準に該当するものを「基準内繰出」、それ以外のものを「基準外繰出」

という。 

なお、基準内繰出については、その一部について、地方交付税措置などがあ

る。 

け 
経営健全化計画 

地下鉄事業における資金不足の計画的な解消やその発生を抑制し、安定的か

つ良質なサービスを実現するための計画。札幌市交通局では、一般会計から

の支援を受けながら、経営改善に向けた自助努力を行うこととして計画を策

定し、平成16年度に総務省の指定を受けた。 

経営資源 

ここでは、事業経営の基盤となる「ヒト」「モノ」「カネ」及び「情報」（知

的財産）などの無形資産の総称をいう。 

 経常収支 

営業収支に、一般会計繰出金などの営業外収入と企業債利息などの営業外支

出を加味した収支。 

減価償却費 

 建設改良費を取得時点で一括して費用計上するのではなく、建設改良により

取得した固定資産の耐用年数に応じて各年度に割り当てた費用のこと。会計

処理上の費用。 

建設改良 

建設または購入による固定資産の新規取得、あるいは固定資産の価値または

耐用年数を増加させるような改良のこと。 

建設債 

 建設改良費の財源に充当するために発行する地方債のこと。 

ゲートウェイ 

 玄関口のこと。 

さ 
サイドリザベーション方式 

 歩道側を走行する軌道整備方式 

し 

 

市営企業調査審議会 

 市の公営企業の運営方針や財政に関することなどについて、調査審議を行う

機関。総会のほかに交通、水道、下水道及び病院事業ごとの部会で構成され

ている。 

資金手当債 

建設債以外の地方債であり、資金不足を補う場合など、一定の条件のもとで

発行することが認められている地方債のこと。ここでは、地下鉄事業特例債、

資本費平準化債、資本費負担緩和債をいう。 
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資金不足 

 事業年度の末日時点で見込まれる現金の支出に対して、その時点での現金又

は現金化することができる収入・資産が不足すること。 

資本費負担緩和債 

 地下鉄事業については、建設費が巨額であることなどにより、資本費（減価

償却費、支払利息）の負担が極めて重く、多額の資金不足を生じる傾向があ

る。こうした資本費負担の緩和を図ることを目的として、発行が認められて

いる地方債のこと。 

上下分離制度 

ここでは、市が施設等を保有しながら別の事業者が運行を担う制度をいう。 

信号保安装置 

運転の安全を確保し、特に衝突などの事故を防ぐための装置。主なものとし

て、自動列車停止装置（ATS）、自動列車制御装置（ATC）がある。 

せ 
生産年齢人口 

 15歳以上65歳未満の人口。 

制振軌道化 

 線路を改良することによって、振動や騒音の抑制を図ること。 

そ 
創世交流拠点 

 大通と創成川との交差部に位置し、地下鉄駅やバスターミナルが立地する交

通結節点。多様な機能集積や公共空間の面でこれまでにない価値を創出し、

都心のにぎわいを質的にも区域的にも拡大し、新たなまちづくりを先導する

ことを目指している。 

損益勘定留保資金 

 減価償却費など、会計処理上は費用として計上しているが、実際には現金の

支出を必要としない費用のこと。 

ち 
超高齢社会 

総人口に占める65歳以上人口が21％を超える社会のこと。なお、7％以上14％

未満を「高齢化社会」、14％以上21％未満を「高齢社会」と呼ぶ。 

て 
デジタルサイネージ 

 電子看板。ディスプレイに映像や情報を表示する広告媒体。 

と 
トータルデザイン 

 施設や設備全体を共通のコンセプトでデザインすること。 

な 
内水氾濫 

堤防などの内にある土地に降った雤などが、排水施設等の能力を超えること

によって発生する洪水のこと。 

ね 
年少人口 

 14歳以下の人口。 

は 
バリアフリー化 

高齢者や障がい者の方などが、社会生活をしていく上で障壁となるものを除

去すること。 
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バス発着施設 

札幌市内の地下鉄駅に併設しているバス発着施設は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

ひ 
ヒヤリ・ハット情報 

ヒヤリとしたり、ハッとするなど、結果として事故には至らなかったものの、

事故に直結してもおかしくない危険な事例のこと。 

 ヒューマンエラーマネジメント 

ヒューマンエラー（人的ミス）が起きにくい、または起こしたとしても大き

な事故に繋がりにくい環境をつくることを目的とした取組。 

ほ 
ポイント 

 車両の進路を切り替える装置。転てつ器。 

る 
累積欠損金 

営業活動の結果生じた欠損金（赤字）のうち、前年度から繰り越した利益な

どで処理できなかったものが累積したもの。 

れ 
レストスペース 

 休憩する場所のこと。札幌市交通局では、レストスペースとして、地下鉄大

通駅地下2階の東西線東改札内と東豊線南改札内にテーブルや椅子を設置し

ている。 

ろ 
老年人口 

 65歳以上の人口。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻生 北34条 北24条 さっぽろ

大通 澄川 真駒内
宮の沢 発寒南 琴似 二十四軒

西28丁目 円山公園 白石 南郷7丁目

南郷18丁目 大谷地 新さっぽろ

東豊線 環状通東 月寒中央 福住

南北線

東西線
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 札幌市営地下鉄事業 10か年経営計画の取組（平成 16～25年度）                        
 

１ 収支改善目標の達成状況                                

   計画に基づき、経営健全化や増収の取組を実施してきた結果、5 つの指標全てに

ついて、目標を達成することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画事業等の取組結果                                

   計画事業に加え、様々な計画外事業も実施し、安全運行の確保やサービスアップ

などに取り組んできました。 

 

 

 

１ 安全で安心して利用できる地下鉄 

主な取組 主な実施内容 

安全運行管理室、事

故防止検討委員会

の機能強化 

●H18.9に安全管理規程を制定し、安全管理体制を強化 

●安全監査の実施（H19.8～） 

☆ヒヤリ・ハット運動開始（H20.9～） 

安全運行確保の 

ための訓練の実施 

●駅構内火災訓練、列車火災訓練等の実施 

☆関係各所と連携した大規模列車火災訓練の実施（H24～） 

（交通局174人、（一財）札幌市交通事業振興公社48人、

消防局33人、北海道警察15人） 

火災対策の推進 

●避難通路の整備 

（H19:幌平橋、H20：すすきの駅、中島公園駅） 

☆ホーム防火シャッター、防火戸設置（13駅） 

浸水対策の推進 

☆止水シート（ウォーターゲート）の配置 

（札幌市洪水ハザードマップの浸水区域に該当する 

26駅） 

☆止水板設置（H24：幌平橋駅、H25～：中の島駅） 

● 計画事項 

☆ 新規事項 

（単位：億円、数値は消費税を除く）

(15年度)
評価

(計画対比）

7億円好転

3億円好転

11億円好転

全額解消

11億円好転

（平成２５年度までに全額解消）

効 率 化 ・ 増 収 策 の 展 開

（１０年間で約２７５億円の収支改善）

（１０年間で１５％改善）

経 常 収 支 の 改 善

（平成１８年度決算から黒字維持）

不 良 債 務 の 解 消

収支改善目標

営 業 収 支 の 改 善

（１０年間で１６４％改善）

償 却 前 営 業 収 支 の 改 善

（10か年計画（見直し後）の指標）
10か年計画

（見直し後）
実績

10　年　目
（25年度見込）

0

286

5948

203

66 73

206

0 275

0

176

▲ 99

実施前年度

▲ 31

25

…
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地震対策の推進 ●高架部橋脚の耐震補強工事 

非常列車停止ボタ

ン及びインターホ

ンの設置 

●東豊線13駅、東西線17駅を整備（全駅整備） 

ホーム柵の設置 ●東西線（H21.3）、南北線（H25.3） 

車両保守に関する

技術継承 
☆マニュアルや実務教習システムなどの構築 

   

 

２ 快適で利用しやすい地下鉄 

主な取組 主な実施内容 

バリアフリー化の

推進 

●車いす対応身障者用トイレ、オストメイト対応トイレ、点

字タイル、出入口・改札口・トイレの音響案内設備、駅構

内及びトイレの触知図、点字料金表などを全駅整備 

●全49駅にエレベーターを設置 

案内標識などの改

修 

●全駅で駅ナンバリング表示を実施 

●駅付近案内図の情報の充実 

利用しやすい料金

の設定 
●ドニチカキップの発売（H16.10～） 

ICカードの導入と

券売機、改札機、精

算機の更新 

【SAPICAの利用開始】 

●地下鉄  ：H21.1～ 

☆バス、電車：H25.6～ 定期券以外 

[]バス、電 H26.2～ 定期券 

新たな改札口の設

置 

●すすきの駅、中島公園駅に新たな改札口とエスカレーター

を設置（H20） 

施設の改修、改良 

☆トイレ改修（9駅） 

☆トイレットペーパーを全駅設置 

☆エレベーターの更新（二十四軒駅：3基） 

新型車両への更新 ●東西線16編成、南北線3編成を更新 

女性と子どもの安

心車両 
☆南北線（H20～）、東西線（H21～） 

授乳ボックス（ミル

ポ）の試行設置 
☆東豊線大通駅に試行設置（H23.5～） 
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 ３ 生産性の高い地下鉄 

主な取組 主な実施内容 

工場業務の外注化

拡大 
●H17までに職員14人を削減 

駅業務の完全委託

化と業務体制の効

率化 

●H16～20で29駅の委託を実施（全駅実施） 

管理部門の職員削

減 
●効果的・効率的な組織の見直しにより、職員15人を削減 

ワンマン運転の実

施 
●東西線（H21.4）、南北線（H25.4） 

ICカード化による

経費の削減 

●ICカード化による磁気カード作成費及び委託店販売廃止

による委託販売手数料の削減 

経費・建設改良費の

仕様や積算の見直

し 

●庁舎清掃業務の仕様見直しや駅清掃業務の清掃区再編に

よる一般競争入札の拡大等により委託料を削減 

利用促進に向けた

取組 

●プロスポーツチームとの連携（ファイターズ号の運行） 

●映画配給会社などとのタイアップの強化 

駅構内の有効活用 
●セブンイレブン地下鉄大通駅店（H17.5～） 

●元気ショップ（H18.12～）  

その他資産の有効

活用 
●東部市税事務所（本局庁舎：H22～） 

広告の拡充と新規

広告媒体の開発 

●ホーム柵ステッカー、グランボードの導入 

●アドピラー、車内放送広告の拡大 

広報誌、ホームペー

ジなどの活用 

●お客さまサービスの向上及び透明性の高い経営を目指し、

積極的な情報提供を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

  ４ 環境にやさしい地下鉄 

主な取組 主な実施内容 

地下鉄の利用促進

による環境負荷の

低減 

☆環境負荷低減の観点から、市営交通の利用促進と繰り返し

使えて環境にやさしいSAPICAへの利用転換を図るため、

「乗ってコ！プロジェクト」を実施 

環境マネジメント

システムによる積

極的な環境配慮 

●オフィスにおける節電、ゴミ減量を推進 

駅舎設備の改良等

に併せたエネルギ

ー効率の向上や節

電対策 

☆ホーム駅名標識・シンボルマークのLED化 

☆電照広告枠のLED化 

☆駅照明設備のLED化（新さっぽろ駅） 

☆回生電力貯蔵装置の導入（鉄北変電所、中の島変電所） 

環境に配慮した新

制服の導入 

☆グリーン購入法に適合する環境に配慮した仕様の新制服

の導入、旧制服の製品の原材料等へのリサイクルの実施 

  

 

５ 市民と共に創造する地下鉄 

主な取組 主な実施内容 

お客さまの声の活

用 

●南北線乗車位置案内表示板の色名を表示し、視覚障がい者

にも判断が容易にできるように改善するなど、お客さまか

らの声を取り入れたサービスを提供 

☆「女性と子どもの安心車両」導入検討時や車内での携帯電

話仕様ルールの検討時などに、アンケートを実施し、お客

さまの声を的確に把握 

地域団体、企業など

との連携 

●「情報発信ボード」を全駅に設置（49 箇所） 

☆東西線 6000 形車両引退イベントとして、「キャンバスト

レイン」を約 1 か月間営業運行 

☆駅の個性化（スポーツチームの応援装飾：福住駅 等） 

札幌市の施策との

連携 

☆バスセンター前駅における 500ｍ美術館の設置 

☆メトロギャラリーを 10駅に設置 
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意見募集実施の概要                                  

１ 公表資料 

 ・札幌市交通事業経営計画(案) 本書  

・札幌市交通事業経営計画(案) 概要版 

 

２ 意見の募集期間 

 ・平成 26年(2014年)4月 1日(火)～4月 30 日(水)までの 30日間 

 

３ 公表場所 

（１）市役所等での配布 

・交通局本局庁舎 3 階 経営計画課      ・電車事業所 

・札幌市役所本庁舎 2階 市政刊行物コーナー ・各区役所(総務企画課) 

・各まちづくりセンター           ・地下鉄各駅 

・路面電車車内(概要版のみ) 

 

（２）札幌市ホームページによる公開 

・http://www.city.sapporo.jp/st/keieikeikaku/keieikeikaku.html 

 

４ 意見数等 

 （１）提出者数     29名及び札幌市営企業調査審議会交通部会 

 

 （２）意見の受付方法別内訳 

提出方法 郵送 FAX ホームページ メール 合計 

提出者数 9 2 15 3 29 

構成比 31％ 7％ 52％ 10％ 100％ 

 その他、平成 26 年 3 月 19 日開催の札幌市営企業調査審議会交通部会(7 名出席)で

委員から意見を受付。 

 

 （３）提出者居住地・所在地別内訳 

中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 

9名 3名 3名 2名 1名 4名 

清田区 南区 西区 手稲区 市外 不明 合計 

 1名 2名  2名 2名 29名 

※ 札幌市営企業調査審議会交通部会の委員を除く。 

 

 

 

 

 パブリックコメント手続 
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 （４）意見件数 90件 

 

  ・意見の内訳 

項目 件数 構成比 

第 1 基本的な考え方   

  策定目的   

  位置付け   

  札幌市の交通事業を取り巻く状況   

  地下鉄事業の現状   

  路面電車事業の現状   

  経営理念   

  経営方針   

  財政運営の方向性 2件 2％ 

  地下鉄事業と路面電車事業の目指す乗車人員 2件 2％ 

第 2 事業計画   

 計画期間の主な取組   

  １ 安全の確保 3件 3％ 

  ２ 快適なお客さまサービスの提供 37件 41％ 

  ３ まちづくりへの貢献 24件 27％ 

  ４ 経営力の強化 4件 5％ 

 収支の見通し 4件 5％ 

 業績指標   

 進行管理   

[参考]   

 用語解説 1件 1％ 

 札幌市営地下鉄事業 10か年経営計画の取組   

その他 13件 14％ 

合計 90件 100％ 
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意見に基づく当初案からの変更点                           

 

頁数 修正前 修正後 

P.16 

地下鉄事業と路面電車の

目指すべき乗車人員 

(記載なし) 【目指す乗車人員のイメージ】 

図 (現状) 

地下鉄：58.3 万人 

路面電車：2.2万人 を加筆 

P.24 

2 快適なお客さまサービ

スの提供 

 

③お客さまがよりご利用

しやすくなる取組を進

めます。 

 

定期券の利用拡大に向け

た取組 

 

類似意見他 1 件有 

公共交通機関の利

用の促進を図るため、

利用回数の制限なく、

途中下車も可能な定

期券の利便性向上に

取り組みます。 

また、将来の顧客に

結び付く学生の利用

増を図るため、地下

鉄・路面電車の通学定

期券の販売見直しを

行います。 

公共交通機関の利用の促進を図るた

め、利用回数の制限なく、途中下車も可

能な定期券の利便性向上に取り組みま

す。 

また、将来の顧客に結び付く学生の利

用増を図るため、通学定期券の見直しを

行い、これまで通学利用のみに限定して

いた通学定期券を地下鉄・市電について

は利用目的を問わず販売します。 

P.25 

3 まちづくりへの貢献 

 

①公共交通の利用促進に

つながる取組を実施し

ます 

 

バス事業者との連携 

(記載なし) 札幌市の公共交通ネットワークは、大

量公共交通機関(地下鉄等)を基軸とし

て配置し、後背圏からバスネットワーク

を各駅に接続させることを基本として、

乗継割引制度や IC カードの共通化等に

より、バス事業者との連携強化に取り組

んできました。今後もバス事業者と協力

しながら、お客さまサービスの向上や公

共交通機関の利用促進に取り組みます。 
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頁数 修正前 修正後 

P.26 

３ まちづくりへの貢献 

 

① 公共交通の利用促進に

つながる取組を実施し

ます 

 

乗継施設の整備等について 

(記載なし) 「札幌市総合交通計画」(平成 24年 1

月策定)では乗継施設等について、機能

維持を図るとともに改修時には利用者

の利便を更に高めるよう検討する必要

があるとし、また、新たな整備検討にあ

たっては、駅の規模、周辺の交通状況、

施設整備の実現性等を踏まえて検討す

る必要があるとしています。 

札幌市総合交通計画に基づき、乗継の

円滑化等機能向上や交通環境の改善を

目指した取り組みの一つとして、平成

23 年度より東豊線栄町駅近接地に栄町

駅交通広場の整備が進められています。 

P.26 

3 まちづくりへの貢献 

 

① 公共交通の利用促進に

つながる取組を実施し

ます 

 

◆まちづくりと連携した空

間整備 

 

駅前通においては、

狸小路停留場の新設

及び西 4 丁目停留場

(内回り)の移設によ

り、今まで以上のにぎ

わいを生み出します。

また、西 15 丁目の再

開発事業などと連携

し、待合スペースの充

実を目指します。 

駅前通においては、狸小路停留場の新

設及び西 4 丁目停留場(内回り)の移設

により、今まで以上のにぎわいを生み出

します。また、札幌市では南 1 西 14 地

区における民間事業者による再開発と

連携し、建物内部に停留場の待合スペー

スも兼ねた公共性の高い空間の創出を

目指します。 

用語集 (記載なし) バス発着施設について記載 
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意見概要とそれに対する札幌市及び交通局の考え方                    

 

第１ 基本的な考え方 

１ 財政運営の方向性について 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.14 

路面電車事業について、民営になれば廃

止されるおそれがあるので、このまま札幌

市が運営してほしい。 

路面電車事業については、経常赤字が続いてお

り、将来にわたって事業を継続するためには、こ

れまでの市直営体制の継続は困難であると考え

ており、市直営体制に替わる経営形態として、市

が主体的に路面電車をまちづくりに活用しなが

ら、効率的な運行と利用者サービスの向上を図る

ことができる上下分離制度が適当と判断したと

ころです。 

路面電車事業を持続可能な経営形態とするた

め、上下分離制度の導入に当たっては、安全運行

の確保をはじめ、運送事業者における効率的運

行、その経営体制など、様々な観点から検討を進

めていきます。 

P.14 

路面電車事業への上下分離制度導入に

当たって、運行を担う会社については、行

政からの関与に左右されにくい自主的な

経営を行うことができ、また、まちづくり

にも積極的に関与できる経営体制を目指

すべき。 

 

２ 地下鉄事業と路面電車の目指す乗車人員について 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.15 

地下鉄事業の目指す１日当たり乗車人

員について、目標 60 万人の算出根拠が乏

しく、具体性に欠ける。 

この計画の収支見通しでは、地下鉄事業の乗車

人員は、今後の人口推移から減尐していくものと

想定しています。しかし、交通事業者としては、

「ゆたかなくらし」と「まちの発展」を支えてい

くために、乗車人員の増加に積極的に取り組んで

いく必要があると考え、市民と交通局が共有する

わかりやすい目標として 60万人を掲げていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

第２ 事業計画 

  計画期間の主な取組 

１ 安全の確保 

② 安全性向上のための取組を推進します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

各地下鉄における非常用出入口・階段に

ついて、利用したことがあれば非常時に役

立つと思われるので年に数回開放してほ

しい。 

交通局では、定期的に火災訓練を実施していま

す。平成 25年 11月には消防・警察と連携し、一

般市民の方も参加していただき、列車火災を想定

した訓練を実施しました。 

いただいたご意見につきましては今後の訓練

内容の参考とさせていただきます。 
 

③ 施設の安全性を強化します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

地下鉄駅構内における水漏れについて

改善すべき。 

地下鉄の躯体の防水対策について南北線はア

スファルト防水、東西線・東豊線はシート防水で

設計しています。 

漏水は躯体防水のキズより浸透しているもの

であり、発生源を特定することは困難であるた

め、樋による導水を主に行っています。 

ホーム柵が設置されてから乗降口に整

然と列ができ、乗客の意識・改善に役立っ

ていると思う。 

東西線及び南北線への可動式ホーム柵の設置

に続いて、平成 28年度末までに東豊線全乗降口

にホーム柵を設置し、安全性を強化していきま

す。 
 

２ 快適なお客さまサービスの提供 

① スムーズな輸送サービスを提供します。 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.22 

コスト削減のため自動改札機の更新の

際、片側専用の改札機を設置してほしい。 

また、ラッシュ時に改札を入場用と出場

用と区別できないか。 

類似意見他1件有 

自動改札機については、改札機を通過できる人

数を考慮した台数が必要となることから、各駅や

混雑時等の利用状況を踏まえますと、片側専用改

札機など新たな形態の改札機を設置しても、現状

と同数の改札機の設置は必要と考えています。 

また、ラッシュ時間帯など混雑が著しい一部の

駅において、改札機の一部を一定時間、入場専用

または出場専用としてご利用いただく方法が改

札口の混雑緩和に有効であると考えており、実施

しています。 

P.22 

早朝の利用者のために、地下鉄の始発時

間を繰り上げすべき。 

日々、営業終了から始発列車が運行するまでの

間は、地下鉄の安全運行に欠かせない車両、線路

等の保守・点検作業を行っており、安全水準を維

持する観点から、現状においては始発時刻を繰上

げることは難しいものと考えています。 

いただいたご意見につきましては、他の事業者

の動向や社会情勢等を見極めながら検討してま

いります。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.22 

バスのダイヤはパターン化され、わかり

やすさの向上が図られているが、地下鉄の

ダイヤはバラバラであり、バス乗継の利便

性向上には改善の余地がある。 

大量輸送機関である地下鉄の運行ダイヤを作

成する際には、各時間帯におけるお客さまの利用

状況を考慮して、運行本数及び運行間隔を設定し

ています。その運行間隔についても、各列車の混

雑率の平均化を図るために等間隔運転を基本と

しています。ご意見のように時刻表を毎時間同じ

時刻に揃えますと、等間隔運行が保てなくなり、

列車ごとの混雑率に不均衡が生じるため、結果と

してお客さまの利便性の低下につながることか

ら、実施は難しいと考えます。 

なお、バスとの乗り継ぎについては、地下鉄の

ダイヤを改正するにあたり、事前にバス事業者に

対してダイヤを提供し調整を図っている他、各駅

に地下鉄接続バスの最終発車時刻を掲示するな

ど、バス事業者との情報交換を行っています。 

今後も乗継等の利便性向上に向け改善に努め

てまいります。 

P.22 

路面電車のダイヤを、朝夕を除く日中は

すべて５分間隔で運行すると、混雑緩和に

なるほか、時刻表がシンプルになるため、

利用者にメリットがあると思う。 

路面電車は、日中約 7分間隔で運行しておりま

すが、この運行間隔を短縮するには、乗務員を増

員する必要があるため、今後のお客さまの利用状

況等を踏まえながら、慎重に検証させていただき

たいと考えます。 

なお、輸送力をアップした新型低床車両の増車

にあわせ、混雑緩和が図れるよう効果的な運用方

法を検討していきます。 

路面電車の低床車について、朝夕等混雑

する時間帯において一部座席を取り払う

表示を目にしたことがあるが、現在行われ

ているのか。 

朝ラッシュの時間帯の混雑解消のため、当該時

間帯は一部車椅子スペースの座席をたたんだ状

態での利用についてご協力いただくよう案内表

示を行っています。 

路面電車の西線では、満員で乗車できな

い「積み残し」が恒常化しているが、改善

点として計画で触れられていないのは問

題だと思う。 

路面電車の保有車両数と安全性を考慮の上、現

在の運行間隔としているところですが、朝ラッシ

ュの時間帯における一部停留場の混雑に伴い、ご

迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げま

す。 

増便については、西 4丁目停留場における車両

の折り返しに限界があるため、最も混雑が予想さ

れる一部停留場において、職員が車内のお客様に

乗り残し防止にご協力いただくための声掛けを

行う等の対応を行っているところです。今後、輸

送力をアップした新型低床車両の増車にあわせ

て、当該車両の朝ラッシュ時間帯における効果的

な運用方法を調査してまいります。 

また、ループ化後においては、逆回り等の混雑

解消に資するご利用案内ができるように努める

とともに、運行ダイヤの改善の余地について慎重

に検証していきます。 

 

 

 

 



64 

② 快適な環境を整備します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.23 

地下鉄駅のトイレの便座が冷たいのは

当たり前のことで、贅沢に慣れ過ぎている

のではないか疑問である。 

お客さまの更なる利便性向上のため、さまざま

な世代の方が、快適、スムーズに利用できるよう

階段等の整備やトイレ内の設備について検討し

ています。その項目の一つとして、各駅の洋式ト

イレに温水洗浄便座を設置することを計画して

います。 

 

③ お客さまがよりご利用しやすくなる取組を進めます 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.24 

市が助成している福祉乗車券・助成用ウ

ィズユーカード・敬老パスを SAPICA に統

一したほうが良いと思う。 

類似意見他1件有 

保健福祉局において、福祉乗車証と助成用ウィ

ズユーカード、敬老パスについて IC カード(助成

用 SAPICA)に変更することを検討しています。 

P.24 

SAPICA普及のため、10％のポイントに加

え 10,000円チャージすることで、500 ポイ

ント付与するのはどうか。 

SAPICA については、札幌市交通局のほか、バス

事業者などと「札幌 ICカード協議会」を共同で設

立し、ポイントを含めた各種サービス内容に関し

て協議を行い、事業内容を決定しています。 

SAPICA ポイントサービスは、乗車料金の 10％が

自動的にポイントとしてたまり、乗車料金以上に

たまったポイントは、自動的に乗車料金に使用さ

れるもので、お客さまにお手数をかけることなく

ご利用いただける仕組みとしています。 

ご提案のありました、10,000円チャージ時の500

ポイント付与については、SAPICA はポイントが優

先的に使用される仕組みのため、例えばサービス

分の 500 ポイントのみ使用した後に、チャージし

た 10,000円の払戻しをされますと、結果的に払戻

し手数料 200 円のご負担のみで、ポイントによる

500 円分の乗車料金を使用できることとなります。 

このためチャージ時にポイントの付与は難しい

ものと認識していますが、SAPICA には、クレジッ

トカードから自動的にチャージされるオートチャ

ージサービスや、紛失時の再発行サービスが可能

であるなど、磁気カードにはない利便性がありま

すので、SAPICA 普及促進に向けて、これらの点の

PRに努めていきます。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.24 

共通 1DAY カード等の１日乗車券を

SAPICAに搭載できないのか。 

SAPICA で共通 1DAY カード等のサービスを提供

する際には、カードに必要な情報を記録すること

となりますが、カードの記憶容量に限りがあるた

め、運用面及び経費面での課題等について、SAPICA

を共同で運用しているバス事業者などと検討する

必要があります。いただいたご意見につきまして

は今後の参考とさせていただきます。 

P.24 

地下鉄の旅客案内表示は統一感がなく、

広告などと区別がつきづらいほか、張り紙

などは美観を損ね情報過多になる例も散

見される。 

また、未だに英語表記のないものもある

ほか、方面・路線図表示など必要不可欠な

ものが、必要な場所にない。 

計画にサインデザインマニュアルの制

定などの具体的施策を盛り込み、公共交通

優先の街、国際観光都市、創造都市にふさ

わしい統一された旅客案内表示を実現し

てほしい。 

      類似意見他 1件有 

地下鉄の旅客案内表示の配色や表示方法につい

ては、開業時からできるだけ統一感を持たせてき

ましたが、時代の移り変わりの中で、不足する表

示内容の追加や補助標識の設置などで、統一感が

失われている面もあり、英語表記も含め、ユニバ

ーサルデザインやバリアフリーガイドラインに沿

った整理が必要と認識しています。 

しかし、全駅の案内表示の改修には多くの費用

を要するため、今後、ハード面だけではなく、駅

係員による案内などのソフト面も含めて、検討し

て行きたいと考えています。 

 

P.24 

忘れ物センターについて、忘れ物はどの

くらいの期間保管しているのか知りたい。 

忘れ物センターでは 3 か月間保管しています。

ただし、現金や高額なものなどは、忘れ物センタ

ーで 10日間前後保管し、その後警察での保管とな

ります。 

P.24 

どサンこパスを年末年始も使えるよう

にしてほしい。 

計画の本文にもあるとおり、どサンこパスにつ

きましては利用日を拡大し、年末年始にもご利用

いただけるよう見直しを行いました。 

P.24 

ドニチカキップ、どサンこパスをゴール

デンウィークやお盆の期間にも使えるよ

うにしてほしい。 

類似意見他1件有 

ドニチカキップ、どサンこパスは利用者の尐な

い土曜、日曜、祝日の利用促進を目的として発売

しているため、ゴールデンウィークやお盆の期間

の平日については、平日ダイヤで運行しているこ

ともあり対象日としていませんが、平成 26年度よ

り 12 月 29 日から 1 月 3 日までの期間も対象日と

して利用範囲を拡大する予定です。いただいたご

意見は今後のサービス向上の参考とさせていただ

きます。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.24 

ドニチカキップは、割引のしすぎではな

いか。SAPICA限定価格と通常価格の 2本立

てはできないのか。 

SAPICA については現在、乗車料の 10％分をポ

イントとして付与していますが、SAPICA限定価

格として、例えば SAPICA でドニチカキップのサ

ービスを提供するには、カードの記憶容量に制限

があるため、運用面や経費面での課題等につい

て、SAPICA を共同で運用しているバス事業者な

どと検討する必要があります。また、土日祝限定

の割引率アップなどについては、経営への影響に

加え、技術面や機器改修に係る経費など多くの課

題があるため、難しいと考えられますが、いただ

いたご意見につきましては今後の参考とさせて

いただきます。 

なお、ドニチカキップは地下鉄の利用者数が尐

ない土曜、日曜、祝日に利用促進を図ることを目

的とした 1日中乗り放題の企画乗車券であるた

め、通常の一日乗車券よりも割引率を高く設定し

ています。 

P.24 

料金の値下げや企画乗車券の新規発売

について検討してほしい。 

類似意見他2件有 

料金の値下げや企画乗車券の新規発売につい

てはサービス向上や需要喚起につながる取組で

すが、市営交通事業の経営は依然として厳しい状

況が続いていることから、今後の経営状況を勘案

しつつ、慎重に判断していかなければならないと

考えています。 

いただいたご意見につきましては今後の参考

とさせていただきます。 

P.24 

北海道旅客鉃道株式会社（以下「JR北海

道」という。）との連絡定期・乗車券を販

売してほしい。SAPICAが JRでも利用可能

になれば 1つの ICカードで乗車できて便

利だと思う。 

類似意見他1件有 

JR 北海道との連絡定期については、定期券の

制度が異なることや、機器の導入・改修に多くの

費用を要するため、課題が多い状況ではあります

が、連絡乗車券については、平成 25 年 6 月 22

日から札幌市営地下鉄や市電においても Kitaca

を始めとする他の交通事業者などが発行する 10

種の IC カードが利用いただけるようになってい

ます。 

SAPICA の JR エリアでの利用については、当面

は地域の公共交通ネットワークの重要な役割を

担う JR北海道との相互連携を図るため、Kitaca

エリアにおける SAPICAの利用を目指していま

す。その実現に向けては、Kitacaエリア側の改

札機などの駅務機器を改修する必要もあるため、

JR北海道の経営判断となる部分もありますが、

今後も JR北海道と協議を継続していきますの

で、ご理解をお願いします。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.24 

乗継割引とウィズユーカードのプレミ

アムが同時に適用になる二重割引は制度

の不備であり、これらの是正をしないま

ま、市民議論も無く、明確な根拠も示さず

ウィズユーカードを廃止することは納得

できない。 

きっぷが残るのであれば、今の改札で使

用できるウィズユーカードは残すべき。 

類似意見他2件有 

地下鉄、バス及び路面電車の乗継割引の制度

は、郊外の方が都心まで来る際の負担軽減や地下

鉄を基幹とする公共交通ネットワークの維持を

目的に昭和 48年に導入しております。一方、プ

レミアム付きウィズユーカードは、平成 7年にカ

ードの普及促進や、サービス向上を図るために導

入し、利便性を損なうことがないよう 1枚のカー

ドで乗継割引を適用したものであり、導入目的が

異なることから、ご理解をお願いします。 

なお、ウィズユーカードは、平成 26年 2月 20

日に路面電車・バスにおける SAPICA 定期券サー

ビスが始まるなど SAPICA での交通系サービスが

出揃ったことに伴い、繰り返し使える SAPICA へ

の移行による、年間約 15 トンの使い捨てカード

の削減といった環境負荷の低減や、年間約 3億円

のカード作成経費の削減、そのほか SAPICA との

二重コスト解消のため、ウィズユーカードの廃止

及び SAPICA へ一本化を決めさせていただいたと

ころです。 

この決定にあたっては、SAPICA の導入検討と

合わせて、議会において様々な議論をいただいた

上で進めてきたものであり、また、平成 25 年度

札幌市行政評価外部評価においても、SAPICA の

普及促進や導入効果発現の観点から、早期にウィ

ズユーカードから SAPICA に切り替えていくべき

とのご指摘をいただいています。 

P.24 

SAPICAは手続きが面倒で乗車の記録も

出ない。乗車以外の機能は不要であり、交

通機能を第一に考えて Kitaca と一本化す

べき。 

また、IC カードの開発経緯や相互利用で

きない理由の説明がない。 

類似意見他2件有 

SAPICA の導入経緯ですが、交通局では老朽化

した磁気改札機などの機器更新が平成 16年度以

降に必要となることから、更新費用の低減が図ら

れる ICカードの導入について検討を行い、その

結果、お客さまサービス（オートチャージ、紛失

した際の再発行など）の向上だけでなく経営の効

率化にも寄与し、さらに環境への配慮として、ウ

ィズユーカード等の廃棄物を削減できる IC カー

ドの導入を決定しました。また、札幌市としても、

ICカードの特長である多機能性を活用し、「公

共交通事業の活性化」、「市民の利便性向上」、

「地域経済の活性化」、「環境負荷の低減」を図

ることを掲げ、公共交通を基盤として市民生活を

より豊かにする ICカードの導入を札幌市全体と

して決定したものです。 

JR エリア等での SAPICAの利用については、当

面、地域の公共交通ネットワークの重要な役割を

担う JR 北海道との相互連携を図るため、Kitaca

エリアにおける利用を目指し、今後も JR 北海道

と協議を継続してまいりますので、ご理解のほど

よろしくお願いします。 

なお、SAPICA については、地下鉄駅の券売機

などで購入や入金することが可能で、地下鉄駅の

券売機では SAPICAの利用履歴を直近 20件分まで

表示・印字することが可能となっています。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

公共交通を利用した人にメリットがあ

るシステムを構築してほしい。 

交通局では、公共交通をご利用いただくお客さ

まにメリットがあるシステムとして、地下鉄・市

電・バスとの乗継割引制度を設けているほか、バ

ス事業者と共同で運用している SAPICA では、乗

車料として利用された金額の 10％がポイントと

してたまり、乗車料として利用できるようになっ

ており、ご利用いただいたお客さまにメリットの

あるシステムとなっています。 

他にも、交通局主催の利用促進イベントで

SAPICA をご提示いただいた場合に特典を設ける

など、様々な形で市営交通の利用促進の取組を行

っていますが、いただいたご意見も参考にしなが

ら、引き続き市営交通をご利用いただいたお客様

にメリットを感じていただけるような仕組みを

検討していきます。 

各世帯に路線図や時刻表を配布するな

ど、バス、市電、地下鉄の利用促進に努め

るべき。 

市内の公共交通の時刻表や乗継経路、運賃等の

情報をインターネットで配信する「えきバス・ナ

ビ」を運営しているほか、コールセンターによる

電話案内サービス(えきバス・テル)などのサービ

スがあります。今後も配信サービスの充実を図る

ほか、ご利用方法等の周知について改善してまい

ります。 

さっぽろ駅に案内機能の拠点を整備し、

外国人対応のみならず、他地域からの来訪

者への対応、定期券販売やグッズ・企画券

販売を行うスペースを確保すべきである。 

 札幌駅付近の観光案内機能として、札幌市と北

海道、JR 北海道の 3 者が連携して、JR 札幌駅 1

階西側コンコース北口に『北海道さっぽろ「食と

観光」情報館』を整備しています。ここでは英語・

中国語・韓国語に対応可能なスタッフを配置し、

観光客や札幌市民への「観光案内」及び「食の魅

力」を発信するとともに、グッズ販売も行ってい

ます。 

 また、定期券発売については、ジェイ・アール

北海道バスのバスチケットセンターアピア店で

取次発売を行うとともに(磁気券のみ)、地下鉄の

緑色の券売機では地下鉄や市電の SAPICA 定期券

(一部の定期券を除く。)を購入することが可能で

す。 

ホーム電光掲示板の表示を時刻表示に

変えてほしい。 

機器の更新に合わせて発車時刻の表示となる

よう改修を予定しており、東豊線は平成 27年度、

南北線は平成 36年度、東西線は平成 39年度の計

画としています。 

学生定期券の料金が高すぎる。中学生、

高校生、大学生の料金を分けて設定すべ

き。 

通学定期券の金額については、他の公営地下鉄

事業者の平均的な割引率である 60％の割引率(1

か月定期)により算定しています。今後とも経営

状況を踏まえながら適正な料金設定をしてまい

りたいと考えています。 

なお、平成 26年 4月からは地下鉄の通学定期

券の利用可能範囲を拡大しているところであり、

今後も利便性の向上に努めてまいります。 
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３ まちづくりへの貢献 

① 公共交通の利用促進につながる取組を実施します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.25 

地下鉄駅とバスターミナルの構造につ

いて、通路が長く動線が複雑等使いづらい

点が多々見られる。また、バスターミナル

の多くは専用ターミナルと考えられるが

使いやすくするための改善対策が行われ

た箇所はあまり見られない。 

 

バスターミナルの今後の在り方について、札幌

市全体で検討していく予定となっています。 

いただいたご意見につきましては今後の参考

とさせていただきます。 

P.25 

麻生バスターミナルは発車後に右折信

号を 4回以上通過する等、無駄な停車が多

く時間を要する。また、石狩方面への中央

バス停留所は屋外の公道上にあり、乗継割

引も使えない。一方で大型イベント時だけ

に使われ、通常は使われることがない臨時

バスレーンがあり、無駄である。 

 バスターミナルでの発着は、バスの経路等を考

慮したバス事業者の判断によりますが、バス事業

者にお客さまの声としてお伝えいたします。 

なお、ご指摘のあった大型イベント時に使用さ

れている臨時バスレーンについては、普段通学専

用バスの降車場として使用しています。 

 また、乗継割引については、原則として札幌市

内までとなっています。ご理解をお願いします。 

P.25 

宮の沢バスターミナルは一度地下を経

由しなければいけない構造となっている

ため、バスの待ち時間を有効活用して買い

物等する際には不便である。横断歩道を使

えない構造は利用者の動線を無視してい

る。 

 宮の沢バスターミナルは、乗降客と発着するバ

スとの事故の防止及びバスの定時性確保の観点

から、歩行者が施設内の車路を横断することがで

きない構造となっています。 

 ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いしま

す。 

P.26 

路面電車の現在の路線や環状化の計画

は、一部の住民にしか便益が寄与せず、全

く利益を享受できない市民も多い。路面電

車は環状通に軌道を敷設し、地下鉄と連係

しなければ、整備効果は低いのではない

か。 

 札幌市では路面電車のまちづくりへの活用を

目的に路線を延伸すべきと考え、将来の人の動

き、地域特性、まちづくりの状況などを総合的に

検証し、「都心地域」「創成川以東地域」「桑園

地域」の 3地域を延伸検討地域としています。 

 また、現在は幅広い市民議論も踏まえ、札幌駅

周辺、大通、すすきのを結ぶ路線の延伸に向け、

まずは駅前通でのループ化を先行して整備する

こととしています。 

P.26 

 路面電車のループ化をやめてほしい。 

 今後、札幌市は、超高齢・人口減尐社会の到来

が予測されており、暮らしや産業、低炭素社会を

支える都市整備が必要となります。 

 路線のループ化については、人や環境にやさし

く、魅力や賑わいを創出する特性を持つ路面電車

を都心のまちづくりに大きく貢献させていくた

めの都市整備であると考えています。 

P.26 

路面電車のループ化について、対外的に

PR していくべき。 

路面電車の取組については、平成 25年 5月の

新型低床車両のデビューイベントをはじめとし

て市民の方々へ PRを行っています。 

 平成 27年にはループ化の開業を予定している

ため、いただいたご意見を参考にしながら今後も

様々な機会を設けて PRを行いたいと考えていま

す。 
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② 地下鉄駅周辺などの機能向上を促進します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.28 

さっぽろ駅及び札幌駅前通地下歩行空

間の混雑緩和のため、地下鉄さっぽろ駅の

連絡通路を撤去してほしい。 

さっぽろ駅の連絡通路の柵撤去については、ま

ちづくりにおける位置づけや財源確保等、内部検

討を行っているところであり、引き続き実施時期

なども含め、関係部局も交えながら検討を進めて

いきます。 

 

③ 環境対策に取り組みます 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.29 

節電で改札機を止めるより、地下鉄駅の

照明を削減すべき。 

地下鉄駅の照明については、お客さまの安全を

最優先に考え、視覚障がいのある方に配慮しつ

つ、安全上支障のない明るさが確保される範囲で

節電しています。 

なお、節電による改札機の一部停止について

は、お客さまの利用に支障が出ないよう、各駅に

おける利用者数の増減や時間帯等を考慮し実施

していますので、ご理解をお願いします。 

大通駅の東西線のりばの階段に掲げて

いる路線図をコスト削減のために電光式

をとりやめて東豊線と同様の非電光式に

見直してほしい。 

ご意見のあった路線図についてですが、電照広

告と一体構造となっており、路線図のみを非電照

化することは難しい状況にあります。ご理解をお

願いします。 

環境対策として市電中心の交通体系を

実現してほしい。 

札幌市では、路面電車をはじめとした各交通モ

ードの連携により、公共交通を軸とした交通体系

の実現を目指しています。 

その中で、環境にやさしい路面電車は、交通機

関としてだけではなく、まちづくりへの活用が新

たな役割として求められており、札幌市では、「都

心地域」「創成川以東地域」「桑園地域」を延伸

検討地域として路線の延伸に関する検討を行う

こととしています。 

路面電車について VVVF 車両が数両ある

ようだが、回生ブレーキを使用していない

ように感じている。回生が利用できない機

構なのかは不明であるが、庁舎の太陽光発

電よりは交通事業者として優先的に取り

組むべき。 

ブレーキ時にモーターで発電した電力を架線

に戻す回生ブレーキシステム付きの VVVF インバ

ーター制御装置を 8500 形車両 6 両、新型低床車

両 A1200形車両 3両の計 9両で採用しています。 
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④ すべての人にやさしい施設整備を行います 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.31 

路面電車の新車導入の際に、レトロ調車

両(3300 形なみの 2 ステップ)を導入して

ほしい。 

 路面電車の車両については、交通バリアフリー

法により、新車導入にあたっては、車両の床面と

停留場の段差をできる限り平らにするなど、バリ

アフリー化基準への適合義務が定められていま

す。 

このため新車はバリアフリー対応の低床車両

を導入しています。 

P.31 

 路面電車の新型低床車両導入の際は、座

席数の増設と席配置の見直し(従来のよう

な横向き座席等)、入口位置を後方に変更

するなど、利用者の意見を取り入れた上で

検討してほしい。 

          類似意見他 2件有 

新しく車両を製造する際には、バリアフリーの

観点から低床車両の導入が求められています。新

型低床車両ポラリスについてもバリアフリーを

基本とし、路線や運行・施設面の条件を加味し設

計・製作しています。 

低床車両は通路を車輪と車輪の間に設けるた

め限られた通路幅になること、また、先頭車では

座席を車輪上部に設けるため座席配置が対面に

なるなど構造的な制約がありますことについて、

ご理解をお願いします。 

今後の車両導入に当たっては、いただいたご意

見を参考に、誰にでも利用しやすい低床車両とな

るよう検討を進めていきます。 

P.31 

北 24 条駅は公共施設が多いため、ホー

ムにエスカレーターを設置してほしい。公

共施設側の出入り口には動線の妨げにな

るためエレベーターは不要。 

エレベーター及びエスカレーターについては、

適切な設置の考え方や増設の必要性、優先順位を

整理した上で、関係部局と連携しながら、計画を

策定し、順次増設していきます。 

路面電車のステップについて、補助ステ

ップが付いていない車両は段差が高く、乗

りづらいため、全車に補助ステップをつけ

てほしい。 

平成 21 年度に乗車口が 2 段となっていた車両

について、乗車口の段差解消のため、全車補助ス

テップを設置しました。その他の車両は乗車口が

3段になっており、比較的段差がゆるく、また、

段差のスペースの関係上、更に補助ステップを設

置することは困難な形状となっています。ご理解

をお願いします。 

白石区複合庁舎移転整備事業との連携

協力の際に、駅駐輪場の整備は利用者の利

便性を考慮した設計としてほしい。 

現在地下鉄白石駅駐輪場は容量が十分

で放置自転車も尐なく、良い状態を保って

いる。しかし、その駐輪容量の大半は白石

区複合庁舎移転先にあるため、白石区複合

庁舎建設中に代替の駐輪場も確保しなけ

ればならないことや、白石区複合庁舎完成

時の地下駐輪場の容量と利便性も十分考

慮する必要がある。 

白石複合庁舎の駐輪場については、駐輪環境と

乗継利便性に配慮することを前提に計画してい

ます。また、建設中の代替駐輪場においても、利

便性等が著しく低下しないよう関係機関と調整

していきます。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

主要駅の混雑解消への取り組みの姿勢

が全く放置されている。 

南北線さっぽろ駅のホーム・コンコース

の混雑緩和のためホームの増設や、大通駅

の南北線・東西線の乗換え通路の輻輳状況

の改善、及び特に東豊線各駅の長いホーム

の使われない部分の列車の止め方につい

て、再検討が必要である。 

さっぽろ駅や大通駅の混雑解消のため、ホーム

等の増設や拡張については、施設構造や費用面な

どで大きな課題があり、非常に難しいものと認識

しております。 

なお、車両の停止位置については、各駅の階段、

エレベーター、エスカレーター等の利用実態を踏

まえ、お客さまの利便性を考慮した上で決めてお

りますので、ご理解をお願いします。 

いただいたご意見につきましては今後の参考

とさせていただきます。 

地下鉄駅名について、バスセンター前駅

を創成川イースト駅に、西 11 丁目駅を裁

判所前に改名するか、副駅名として付ける

ことを検討してほしい。 

駅名の変更については、現駅名が、既に広く市

民等に浸透しているため、地域住民等の意向も含

め、相当な理由が必要であり、また、駅標識や機

器等の改修に多額な費用もかかることから、慎重

に検討する必要があります。 

ご意見のあった駅については、これまでに現駅

名に対する否定的な要望がないことから、現時点

では駅名の変更等は難しいものと考えます。 

しかしながら、いただいたご意見を参考に、今

後、利用者及び市民のご意見を踏まえ検討させて

いただきます。 

現在冬期限定で運行されている路面電

車の雪ミク電車は、観光客の利用拡大等が

期待できることから、通年で運行してほし

い。 

雪ミク電車は、市電の会及びクリプトン・フュ

ーチャー・メディア株式会社と連携し、実施して

いますが、雪ミクは冬期間運行することをイメー

ジしたデザインとしているため、雪ミク電車とい

う枠組みで通年運行することは難しい状況にあ

ります。 

 

４ 経営力の強化 

① 効率的で実行力のある経営を目指します 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.33 

地下鉄駅業務は、札幌市交通事業振興公

社が受託していると聞くが、他都市では JR

の子会社に受託させているケースもある。

札幌でも JR 北海道と連携した方式が考え

られても良い。札幌市交通事業振興公社の

役割について計画で触れるべきである。 

札幌市交通事業振興公社は、交通局の経営健全

化を図るにあたり、業務の効率的な執行等のため

当局の直営業務であった地下鉄駅業務や定期券

発売業務等を委託している団体であり、交通事業

に関する高い専門知識と業務経験を有していま

す。これら委託業務は、安全で快適な輸送サービ

スの提供を目的とした公益性・公共性・専門性が

高い業務であるため、本計画においても、今後と

も当該団体と連携して事業を実施していくこと

としていますが、より良い業務執行体制を目指

し、引き続き検討を進めていきます。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.33 

平成 15 年と平成 25 年度を比較した際

に、なぜ平成 25 年度に管理職の人員数が

増加しているのか。管理職を減らし、はじ

めて市民は交通局のやる気を理解すると

思う。 

 交通局では、平成 4年以降、経営健全化に向け

た取組を進める中で、管理職についての見直しを

進めてきており、平成 25年度までに 50名の削減

を行ってきました。(係長以上の役職者 平成 3

年度 115名→平成 25年度 65 名)。 

役職者数については、業務量の変化などから年

度ごとに若干の増減はありますが、今後とも効率

的な組織体制の維持を目指しながら、安全で確実

な輸送サービスの提供、さらには、お客さまサー

ビスの向上やまちづくりへの貢献を果たしてま

いります。 

 

② 人材育成・技術継承を計画的に進めます 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

路面電車の運転手について、旅客対応が

以前よりも良くなっている感じを受けて

いる。時間で動いている、神経を使う大変

な仕事だが、サービス業と自覚し継続して

ほしい。 

地下鉄及び路面電車の両事業で、毎年定期教育

訓練を実施しています。路面電車については、小

集団教育に取り組んでおり、いろいろなテーマで

研修を行っています。接遇については、お客様に

どのように心配りをすればいいのか等話し合っ

ています。今後もよりよい接遇ができるよう努力

していきます。 

 

③ 関連事業を推進し、増収を図ります 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.35 

地下鉄駅売店の業態等を含め駅構内・タ

ーミナルでの関連事業・収益事業のあり方

を再検討すべき。 

駅構内・ターミナル施設の活用のあり方につい

ては、お客様の利便性やニーズを踏まえた業種業

態の店舗等の設置を第一に考え、民間事業者を主

とした募集を継続し、附帯収入の確保に努めてい

ます。 

 

収支の見通し 

１ 地下鉄事業 

② 個別項目の見通し 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.36 

収支の見通しを見ると一般会計補助で

黒字を確保していることがわかる。民営的

手法を検討願いたい。 

計画本文にもあるとおり、平成 25年度までは

地下鉄建設時の資本費負担の一部について財政

支援を受けてきましたが、今後は資金収支を見通

しながら出来る限り財政支援を受けずに自立し

た経営を行います。いただいたご意見につきまし

ては今後の参考とさせていただきます。 
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２ 路面電車事業 

① 乗車人員の見通し 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.40 

路面電車の乗車人員の見通しについて、

沿線の生産年齢人口をどのように見込ん

だ上で算出しているのか。路面電車沿線で

は、生産年齢人口は平成 35 年程度まで増

加するのではないか。 

路面電車の乗車人員は、路面電車沿線のほか、

全市の人口推計を加味したうえで、ループ化など

の特殊要因を考慮して推計しています。 

なお、乗車人員の推計では、平成 27 年度以降、

利用者に占める生産年齢人口の割合は減尐して

いくものと見込んでいます。 

 

② 個別項目の見通し 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

P.40 

路面電車の乗車料金が 200円は尐々高い

と思う。消費税が 10％と仮定したとしても

180～190円がいいところなのではないか。 

路面電車事業は将来にわたり安全で確実な輸

送サービスや時代に合ったサービス等への対応

を限られた経営資源の中で計画的に行っていく

必要があるため、本計画においては運賃水準の検

討を行い、平成 27年 10月に 200円の運賃改定を

想定しています。 

いただいたご意見につきましては今後の参考

とさせていただきます。 

P.40 

路面電車の料金を 200円に値上げするこ

とにより利用率の低下が懸念される。潜在

需要の掘り起こしのため、市内の行事等に

合わせて 1か月間 100円に値下げしてみて

はどうか。 

料金の値下げや企画乗車券の新規発売につい

てはサービス向上や需要喚起を図る取組ですが、

路面電車事業の経営は依然として厳しい状況が

続いていることから、今後の経営状況を勘案しつ

つ、慎重に判断していかなければならないと考え

ています。 

いただいたご意見につきましては今後の参考

とさせていただきます。 
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その他 

 

意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

地下鉄・市電を交通の拠点として民間バ

スと連携をとった交通計画が必要であり、

市民が利用しやすい公共交通網を作成し

てほしい。 

類似意見他 1件有 

札幌市では、将来的な人口減尐、尐子高齢化の

急速な進展などの課題に対応するため、将来交通

に対する基本的な考え方及び 10年間の短・中期

に実施する交通施策を取りまとめた「札幌市総合

交通計画」を平成 24年 1月に策定し、現在、こ

れに基づく様々な施策を推進しております。今後

市内各地域から地下鉄駅などの拠点にアクセス

するバスネットワークの確保など、各交通機関が

相互に連携した市民にとって使いやすい公共交

通ネットワークの構築に努めていきます。 

市民に公共交通機関を利用してほしい

というならば、まず札幌市職員はやむを得

ない事情を除き自家用車通勤を自粛すべ

きだ。 

特に学校の職員は中学校や小学校の狭

い敷地内に自家用車を駐車しているが公

共交通機関での通勤が面倒だということ

なのだろう。市職員の自家用車通勤を禁止

し、代わりに使い勝手の悪い公共交通機関

が強化されれば、自家用車通勤が減り、利

用者も増えるはずだ。 

札幌市職員は、勤務場所や勤務時間などの状況

が多岐に渡るため、一律に自家用車による通勤を

制限することは困難ではありますが、日常生活に

おける積極的な公共交通機関の利用について、市

職員に対し呼びかけていきます。 

西岡や澄川から南 30条西 12丁目付近に

移動する際に遠回りしなければならない

のは、ミュンヘン大橋ができる前の交通体

系を見直していないためではないか。 

バス路線の見直しについて、公共交通として維

持していくだけの需要が見込まれることが必要

であり、バス事業者としての経営上の観点からの

判断となります。札幌市としては、利用者のニー

ズや利用実態などの地域特性に応じて、効率的で

使いやすい地域公共交通ネットワークを構築す

るための検討を交通事業者と連携しながら進め

ていきます。 

南回りの環状のバス路線がないのは、市

の政策のミスではないか。札幌市全体のバ

ス路線を見直してほしい。 

JRや路面電車との相互乗り入れのため、

地下鉄をゴムタイヤから鉄車輪に変更し

てほしい。 

類似意見他 1件有 

JR 等と相互乗り入れのためにゴムタイヤから

鉄車輪に変更することについては、車両を新たに

製作しなければならないことや線路設備等の大

規模改修が必要となり、莫大な費用がかかりま

す。また、複数年営業休止した上での改修工事が

必要となるため非常に難しいものと判断してい

ます。 

観光利用の視点が欠落している。市民以

外の利用も乗車人員増のためには重要な

要素であることから、札幌市の考え方を記

載してほしい。 

乗車方法や乗車券の購入方法、料金の支払い方

法や乗継方法などの周知について見直し、市外か

らの利用者や観光客にも対応した、よりわかりや

すい内容・表示を行い、利用方法の周知に努めま

す。 

また、札幌市では北海道新幹線の札幌延伸効果

を波及させるため、市民生活や経済・観光などを

支える円滑な交通ネットワークの強化・構築を目

指しています。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

今回のパブリックコメントの告知方法

が不明確で不徹底、わかりにくく、市民や

利用者からの意見聴取をしようとしてい

るのか、その積極性がほとんど感じられな

い。地下鉄駅や車内でのポスター掲示が無

く、きっぷ売場に概要版が置かれていてよ

うやく判明した。また、計画案「本編」の

配布を拒否する駅員も存在した。これらに

ついて強く改善を求める。 

今回パブリックコメントを実施するにあたり、

札幌市のホームページや広報さっぽろ 4月号に

て意見を募集している旨掲載したほか、各報道機

関への情報提供や札幌市市民自治推進室が行っ

ているメールマガジンに掲載するなどしてお知

らせいたしました。いただいたご意見を参考に、

駅の対応を含め、改善に努めていきます。 

記載内容が市営交通や札幌市だけに限

定されており、札幌市と北海道庁の関係や

JR 北海道や各バス事業者との連携など市

営交通と外部との関係について記載がな

い。特に市営交通は JR北海道とどのよう

に連携していくつもりか項目を設けて記

載すべきである。 

また、本計画が交通局限定であるという

なら、市長部局の総合交通部局との整合性

や道央交通圏との関連性についての章も

おこして、記載すべきである。 

本計画については、札幌市の交通に関する個別

計画等を策定・実施するうえでの指針である「札

幌市総合交通計画」の趣旨を踏まえた計画となっ

ています。 

 

将来像の指摘も不明確。例えば札幌市が

市政重点施策と位置付け積極誘致する北

海道新幹線延伸時の対応等についての記

載や目標について記述すべきである。 

北海道新幹線延伸時の対応については「札幌市

まちづくり戦略ビジョン(戦略編)」にて札幌延伸

効果を道内に波及させるため、交通ネットワーク

の強化などにより、市民生活や経済・観光などを

支える円滑な交通ネットワークの構築を目指す

として整理しており、交通局としても関係部局と

ともに交通ネットワークの強化に努めていきま

す。 

 

市営企業審議会等での議論が不徹底で

ある可能性が高い。外部委員の委嘱方法が

不適切であり、本計画についても根本的問

題を積み残しするような記載になってい

る。これまでの利用者の不満がどこにあっ

てどのように改善すべきか議論がなされ

ていない。このような点の是正のためには

審議会の運営や人選の有り方等根本的な

見直しが必要と考える。 

 札幌市における市営企業調査審議会の委員は

学識経験層、経営者層、世論代表、利用者層など、

広く各界各層の人材により構成されており、総務

局で委嘱し、市の要綱に従って運営しています。

本計画策定にあたっては、各委員の方々にはそれ

ぞれの観点でご審議をいただき、ご意見をいただ

いています。 
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意見の概要 札幌市及び交通局の考え方 

路面電車において両替ができなくなっ

た場合に運転手の判断で、客を無料で降車

させていることがあるが、その件数を教え

てほしい。 

高額紙幣の両替が出来ない場合は、次回ご乗車

の際に、今回の料金と合わせてお支払いいただく

ようご案内しています。このような対応を行って

いる件数は把握していませんが、ごく尐数である

と認識しています。現状においては、高額紙幣の

両替機を車載することは経費的に困難であるた

め、乗務員の手持ち紙幣のみでは両替に限界があ

る旨ご理解いただき、ご乗車の前に小銭をご用意

いただきますようご協力をお願いします。 

なお、事前にチャージしておけば、札幌圏の地

下鉄・バス・路面電車の改札機や運賃箱のカード

読み取り部にタッチするだけでご乗車いただけ

る SAPICA を発売しておりますので、こちらのご

利用もご検討いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


