令和４年９月１４日
保護者の皆様へ
北海道教育大学附属釧路義務教育学校長
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ダイヤ改正について（お願い）

平素は本校の教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
過日お知らせしました通り，１０月からくしろバスのダイヤが改正されます。
くしろバスからのダイヤ改正に関わる見解は，以下の通りです。
ダイヤ改正の概略について（くしろバス）
◎今回のダイヤ改正については、コロナ禍に伴う大幅な減収に追い打ちをかけるように燃料費の高騰が長く続い
ており、収支の改善を早急に実施しなければ、会社自体の存続にも影響を及ぼすことが現実味を帯びてきたた
めです。 5 月中旬から延べ約 2 か月に亘る乗降調査を実施し、各路線についての現状を調査した結果を踏ま
え、減便及び経路変更など行うものです。
60 下校便運行取りやめ
・令和元年度調査時には、登校 40～50 人、下校 2０人前後ほどの乗車がありましたが、令和 4 年度調査時には、
登校 20 人前後、下校 12～14 人と激減しており、登校便はそのままとし、下校便は運行できる乗車人数では
ないと判断しました。
16 白樺春採ショッピングセンター線
17 白樺線 【湖陵高校経由】 (旧 白樺曙団地線)
・乗降調査の結果、17 番よりも 16 番の方が 1 便当たりの乗車人数が ( 17 番約 8 人、16 番約 16 人) 多かっ
たため、運行回数を 16 番へシフトします。
・乗降調査の結果、桜ヶ岡入口及びスカイロード停留所での乗降は非常に少なく、春採 SC 付近及びコープさっ
ぽろ中央店への移動が非常に多く見られたため、17 番の経路変更を決断 (曙団地入口停留所については、55
南北線、3-2 武佐線、が運行しており、影響が少ないと判断) しました。しかし､この経路変更で収支の改善が
できなった場合、17 番については系統の廃止を検討していかなければなりません｡
上記のように，提示されているダイヤ改正案は，多くの保護者の皆様・お子様に乗り継ぎやバス停変更，お迎え下校
の必要が生じるなど，多大な影響を及ぼす内容となっております。学校としては，子供たちの安全・安心な登下校のた
め，利便性の高い交通手段を確保すべく働きかけてまいりましたが，１０月から，従来の方針通りダイヤ改正を実施
する旨，くしろバスより通知がありました。変更点は下記の通りとなります。
なお，確定したダイヤは，９月１５日（水）にくしろバス HP 上に公開されるとのことです。
減便に伴う居残りなど学校の体制や，バス路線，バス停の廃止による代替措置のお知らせなど，くしろバスに情報
提供をいただきながら，出来る限り周知・連絡させていただくとともに，子供たちが安全に，安心して登下校できる体
制を維持するため，保護者の皆様と連携しながらよりよい方法を模索していきたいと考えております。
保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
記
①

下校６０番バス（１５：３０）を廃止

② 下校１７番バスを減便
現行
・１３：２０（４時間授業対応）１４：５０（５時間授業，６時間授業Ｂ対応）１５：１０（６時間授業Ａ対応）
１０月改正ダイヤ
・１３：３０（４時間授業対応）１５：３０（６時間授業Ａ対応） ＊５時間授業，６時間授業Ｂ対応バスの減便
③ 下校１７番バスの経路を変更
・
「桜ケ岡入口」「スカイロード」「曙団地入口」を経由しません
・
「桜ケ岡通」
「桜ケ岡２丁目」
「陸橋」
「春採中学校」「春中横」
「春採５丁目」
「春採 SC」
「春採アイスアリーナ」
「コーチャンフォー」
「永住住宅」
「春採７丁目」を経由するよう変更になります
＊ダイヤ改正，乗り換えの相談，定期券の対応等にかかわるお問い合わせは，くしろバス（３６－８１８１）までお願
いいたします。
ここからは，くしろバス１０月ダイヤ改正に関わる学校としての対応を掲載します

くしろバス

ダイヤ改正にともなう対応

下校時刻ごとに，以下のように対応します
１３：０５下校の場合（４時間授業）
旧６０の行き先方面への乗り継ぎ

１～ １３：０５
３年 さようなら

１３：４５
１８駅着

１３：１８
１８発車

武佐・貝塚方面 ２・３・５５ １３：５０など
釧路町方面 １０・２５・３５・１０２ １４：００など

１３：３３
１７発車

１４：１０
１７駅着

１３：３３
５３発車

１４：００
５３駅着

１３：１５
お迎え下校

芦野・桂木方面 ５５・６３・１０１・１０２ １４：０５など
公立大・美原方面 １２・６５・１０２ １３：４５など
＊武佐方面は，学校からの距離が近いため，乗り継ぎは
かなり遠回りになります。

◆１８が駅に先着するため，乗り継ぎがある児童は１８を利用する前提で紹介しています。
◆他の乗り継ぎパターンもありますので，くしろバスまたは学校にご相談ください。
旧６０の行き先方面への乗り継ぎ

４～ １３：０５
６年 さようなら

待機・居残り

１３：３３
１７発車

１４：１０
１７駅着

武佐・貝塚方面 ２・３・５５ １４：４０など

１３：３５
お迎え下校

１３：３３
５３発車

１４：００
５３駅着

芦野・桂木方面 ５５・６３・１０１・１０２ １４：３５など

１４：０３
１８発車

１４：３０
１８駅着

釧路町方面 １０・２５・３５・１０２ １４：３５など

公立大・美原方面 １２・６５・１０２ １４：１５など
＊武佐方面は，学校からの距離が近いため，乗り
継ぎはかなり遠回りになります。

◆１７が駅に先着するため，乗り継ぎがある児童は１７を利用する前提で紹介しています。
◆他の乗り継ぎパターンもありますので，くしろバスまたは学校にご相談ください。
バス停の変更が必要な場合の対応（下校時刻問わず同様）

旧１７「桜ケ岡入口」 利用者
⇒ 新１７・１８「益浦入口」を利用可能
旧１７「スカイロード」利用者
⇒ 新１７・１８「桜ケ岡通」「桜ケ岡２丁目」を利用可能
旧１７「曙団地入口」 利用者
⇒ 新１７
「永住住宅」を利用可能
＊１８を利用可能な方は，１８利用を推奨します。（比較的空いているため）

スカイロード

300ｍ
桜ケ岡入口
永住住宅

桜ケ岡２

300～400ｍ
桜ケ岡通
益浦入口

300～400ｍ

曙団地入口

益浦入口
１４：３０下校の場合（５時間授業・６時間授業Ｂ）

旧６０の行き先方面への乗り継ぎ

全 １４：３０
学年 さようなら
１４：４５
お迎え時差下校

１５：１０
１８駅着

１４：４３
１８発車
待機
居残り

１５：０３
５３発車

待機・居残り

武佐・貝塚方面 ２・３・５５ １５：２０など
釧路町方面 １０・２５・３５・１０２ １５：２５など

１５：３０
５３駅着

芦野・桂木方面 ５５・６３・１０１・１０２ １５：２５など

１５：３３
１７発車

１６：１０
１７駅着

公立大・美原方面 １２・６５・１０２ １５：１５など
＊武佐方面は，学校からの距離が近いため，
乗り継ぎはかなり遠回りになります。

◆１７に乗車するためには，１時間の居残りが必要になります。乗り継ぎが必要な児童はもちろん，その他
の児童もなるべく１８・５３を使って下校するよう計画してください。
Ex：１７「春中横」
「春採５丁目」
⇒ １８「望洋住宅」下車を検討
Ex：１７「住吉郵便局」
「富士見３丁目」 ⇒ １８「三慈会病院」下車を検討
◆１７でなければ下校できないと思われる児童の下車バス停は，以下の通りです。これらのバス停を利用す
る児童は，
「お迎え下校」または「１時間の居残り」となります。下校方法をご検討ください。
「春採 SC（新設）
」
「春採アイスアリーナ（新設）」
「コープさっぽろ中央店」
「コーチャンフォー（新設）」
「永住住宅（新設）
」
「春採７丁目（新設）
」
「みなみ病院」「緑ヶ岡５丁目」
「湖陵高校」「工業高校」
「鶴ヶ岱２丁目」
「市立病院」
「幣舞中学校」
◆１８が駅に先着するため，乗り継ぎがある児童は１８を利用する前提で紹介しています。
◆他の乗り継ぎパターンもありますので，くしろバスまたは学校にご相談ください。
◆やむを得ず居残りをする場合，居残り中の過ごし方についてご家庭でお子様と相談をしておいてくださ
い。学校でも居残り中の過ごし方について子供たちに指導し，内容を保護者の皆様と共有する予定です。

１８と１７で

比較的近接しているバス停

１７ 春採５

300ｍ

600～700ｍ
１７ 春中横

１８ 三慈会病院
１７ 富士見３
１７ 住吉郵便局

１８ 望洋住宅

益浦入口
１５：１０下校の場合（６時間授業Ａ）

旧６０の行き先方面への乗り継ぎ

全
１５：１０
学年 さようなら
１５：３０
お迎え時差下校

１５：５０
１８駅着

１５：２３
１８発車
１５：３３
１７発車

１６：１０
１７駅着

１５：４８
５３発車

１６：１５
５３駅着

武佐・貝塚方面 ２・３・５５ １６：３０など
釧路町方面 １０・２５・３５・１０２ １６：００など
芦野・桂木方面 ５５・６３・１０１・１０２ １５：５５など
公立大・美原方面 １２・６５・１０２ １６：０５など
＊武佐方面は，学校からの距離が近いため，
乗り継ぎはかなり遠回りになります。

◆１８が駅に先着するため，乗り継ぎがある児童は１８を利用する前提で紹介しています。
◆他の乗り継ぎパターンもありますので，くしろバスまたは学校にご相談ください。

ここまでに紹介した乗り継ぎ方法は，釧路駅での乗り継ぎを想定したものです（子供たち
にとって，ある程度わかりやすく，安全に乗り継ぎができると思われるため）。他のバス停で
の乗り継ぎが可能な場合もありますので，必要に応じてくしろバスにお問い合わせくださ
い。
学校では，１０月のダイヤ改正前に各家庭に下校方法についてのアンケートを実施し，お
子様の下校方法把握に努めていくとともに，居残りの方法についても整理してお知らせした
いと考えております。よろしくお願いいたします。

バスを利用する児童や保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけします。
下校についての不安がある場合は，学校にご相談ください。
なお，ダイヤ改正に関わるお問い合わせはくしろバスまでお願いします。
学校としては，今後もくしろバスと連携しつつ，お子様の下校について対応
してまいりますので，ご理解とご協力をお願いします。

