
コミュニティバス冬季実証運行　利用者アンケート（H28.2.8～H28.3.9実施）

件数 日 時 性別 年代 乗車場所 下車場所 行き先・目的
行きの

交通手段
帰りの

交通手段
行きまたは帰りに

バスを利用しない理由
普段の

交通手段
前回（秋季）
乗車したか

前回（秋季）
乗車しなかった理由

利用しての
　感想・要望

1 2/8 女 70 働く婦人の家 岩内協会病院 通院 バス 徒歩
・時間が合わないから、
　合えば使いたい

タクシー、徒歩 いいえ ・使う機会なかった ・車内暖かい

2 2/8 女 50 東山セイコーマート 大井医院・北内科 郷土館 バス バス 自転車、徒歩 はい ・逆周りの路線があると便利

3 2/8 女 70 東山団地３号棟 岩内協会病院 通院 バス バス タクシー はい
・便数はこんなになくてもいい
・病院の診察時間に間に合えばいい

4 2/8 男 80 北海信用金庫 岩内協会病院 通院 バス バス 徒歩 はい ・使う機会なかった

5 2/8 男 48 北海信用金庫 小林整形外科 仕事 バス 徒歩
バス、タクシー、

ハイヤー
いいえ ・時間が分からなかった ・良かった

6 2/8 女 60 島野郵便局 働く婦人の家 銀行、その他 バス バス（他路線） はい ・とても便利です

7 2/8 男 西保育所 岩内バスターミナル 通勤 バス 徒歩 ・時間が合わないから 徒歩 はい ・良かった

8 2/8 男 80 大浜団地 大井医院・北内科 買い物 ハイヤー はい ・ありがとうございます

9 2/8 男 70 小塚商店 前田医院 買い物 バス ハイヤー
・買い物の後の時間が
　合わないから

いいえ
・是非、継続できるようにと願っています
・助かります

10 2/8 女 東山団地３号棟 ハローワーク 帰宅 バス ハイヤー ・不便だから
ハイヤー、
知人の車

はい ・時間帯もよく、これからも利用したい

11 2/8 女 30 大浜団地 東山団地３号棟 親の元へ バス 徒歩
徒歩、

タクシー
はい

・東山～大浜間は、往復にしてもらえると
　助かります

12 2/8 男 80 島野郵便局 岩内協会病院 通院、買い物 バス バス バス（他路線） はい ・いち早く、通年運行を望みます

13 2/8 女 60 西宮園円山通り 岩内協会病院 見舞い、買い物 バス 徒歩
・買い物帰りに時間の
　合うバスがなかった

車、ハイヤー、
徒歩

いいえ
・自転車か車を利用し
ていた

・大変乗り心地が良いです
・運転手さんも言葉がけが大変良いと
　思います
・ありがとうございました

14 2/9 女 50 岩内バスターミナル 東山セイコーマート 買い物 バス 徒歩 ・買い物しながら帰るため
徒歩、

主人の車
はい

・片道だけの利用でも助かります
・続けていただきたい

15 2/9 女 50 東宮園団地 ホテルENVY 銀行、買い物 バス バス 車、徒歩 いいえ ・車があったため

・大変便利で、車のない人やお年寄りに
　とってはなくてはならない交通手段だと
　思います。是非、続けて欲しい
・運転手さんが親切で良かった

16 2/9 女 70 岩内保健所 岩内協会病院 通院、買い物 バス バス
徒歩、

タクシー
はい

・私は障害者なので大変ありがたく思って
　います
・続けてもらいたいと思います

17 2/9 男 60 岩内バスターミナル 郷土館 帰宅 タクシー バス 車 いいえ
・時間帯が合わなかっ
たから

・運行回数が増えるといい

18 2/9 女 70 東山団地３号棟 病院、買い物他 バス バス タクシー、徒歩 はい ・大変助かります

19 2/10 女 10 郷土館 タニグチ住設 習い事の帰り バス バス はい ・野束道営団地にも停まって欲しい
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20 2/10 男 10 郷土館 岩内協会病院 習い事の帰り バス バス
徒歩、
自転車

はい ・バスが回る範囲を広げて欲しい

21 2/10 女 40 郷土館 林商店

22 2/11 男 70 岩内バスターミナル 尾崎商店 帰宅 バス バス
徒歩、

車（家族）
はい

・降車ボタンを座席に着いたままで押せる
　位置に変更して欲しい

23 2/11 女 10 東山セイコーマート 西宮園円山通り 買い物 徒歩 バス 徒歩 はい ・野束道営団地に停まって欲しい

24 2/11 女 40 東山セイコーマート 西宮園円山通り 買い物の帰り 徒歩 バス ・行きの時間にバスがない
徒歩、
自転車

はい ・セイコーマートのバス見えづらかった

25 2/11 男 50 岩内バスターミナル 岩内町役場 町内観光 徒歩 バス 車 いいえ
・忙しくて乗る機会
　がなかった

・楽しかった
・もっと便数を増やして欲しい
・逆コースも欲しい
・ノッキング寸前の速度とギアで運転して
　いるので、乗り心地は最悪だった

26 2/11 男 60 東山団地３号棟 岩内保健所 娯楽施設 バス 徒歩 ・時間が不規則だから 徒歩 はい ・乗車人数は少ないけど、あれば便利

27 2/11 男 80 西宮園円山通り 西宮園円山通り 買い物 バス バス バス はい ・バス停を野束団地に一箇所欲しい

28 2/11 女 70 東山団地３号棟 東山団地３号棟
病院、買い物、

郵便局
バス バス

徒歩、バス、
タクシー

はい ・歩かなくて良かったです

29 2/12 女 70 東山団地３号棟 東山団地３号棟
病院、銀行、

買い物他
バス バス

自転車、徒歩、
タクシー

はい ・とてもありがたいです

30 2/12 女 60 タニグチ住設 岩内町役場 岩内町役場 バス 徒歩 ・色々寄るので 車、徒歩 いいえ ・仕事をしていたので ・とても良い手段です

31 2/12 女 60 東山団地３号棟 岩内協会病院 病院 バス ・便利

32 2/15 女 80 タニグチ住設 タニグチ住設 自宅 バス バス 徒歩、
バス（他路線）

はい ・ありがたいです

33 2/15 女 80 西保育所 いわない眼科 通院 バス バス はい
・大変助かりました
・これからも宜しくお願いします

34 2/16 女 60 東山団地３号棟 岩内協会病院 バス バス はい ・とても便利です

35 2/16 男 40 ハローワーク 岩内バスターミナル 飲み会 バス タクシー 徒歩、タクシー いいえ
・利用する機会がな
かった

・すごく便利で良いと思う（運転手も好感が
　持てる）
・夜はもう少し料金が高くても良いと思う
・車が少し大きいかも
・また利用したい

36 2/16 女 60 岩内協会病院 東山団地３号棟 買い物 バス バス はい

37 2/17 女 30 小林整形外科 ファミリーボウル岩内 外食 バス 徒歩 ・バスの便がないため 車 いいえ
・家の近くにバス停が
なかった

・バス内があたたかくて良かった
・安く移動できるのでまた利用したいです

2 ページ



件数 日 時 性別 年代 乗車場所 下車場所 行き先・目的
行きの

交通手段
帰りの

交通手段
行きまたは帰りに

バスを利用しない理由
普段の

交通手段
前回（秋季）
乗車したか

前回（秋季）
乗車しなかった理由

利用しての
　感想・要望

38 2/17 女 60 郷土館 岩内協会病院 見舞、買い物 バス 徒歩、タクシー 徒歩、タクシー はい
・石山内科に行っていますが、ハロー
　ワーク前の外、菜の花薬局前でも停車
　して欲しいです

39 2/17 男 50 岩内バスターミナル ハローワーク 買い物他 バス 徒歩 ・本数が少ない 徒歩 はい ・今後も続けて欲しいです

40 2/17 女 40 東山セイコーマート 西宮園円山通り 帰宅 送りの車 バス 徒歩 はい

・歩かなくてもよいので助かります
・冬場の運転大変そうですが運転手さんの
　技術がスゴイですね（とくに宮園郵便局
　カド曲がり）

41 2/18 女 70 マルハン 車 はい

42 2/18 女 40 岩内バスターミナル 西宮園円山通り 帰宅 送りの車 バス 徒歩 はい

・必ずしも急ぎの時ばかりではないので
　歩きより便利
・遅い時間の便は、病院・役場２回も回ら
　なくてもよいかと思う

43 2/18 女 50 東山団地３号棟 岩内協会病院 病院
自転車、
タクシー

いいえ

44 2/18 女 60 岩内協会病院 東山団地３号棟 病院、買い物

45 2/19 男 40 小塚商店 岩内フードセンター 飲み会 バス タクシー
・帰りにバスが運行して
　いないから

徒歩、タクシー はい

・保健所と婦人の家が近いので、婦人の家
　の停留所はいらない
・前回も要望したが、逆回りがほしい
・金曜日の夜だけ、９時くらいまで運行して
　ほしい
・タニグチ住設の道路、役場から出るところ
　がすごく揺れるのでなんとかしてほしい

46 2/19 女 70 岩内バスターミナル タニグチ住設 買い物 徒歩 いいえ ・歩いていたから
・年も取り、歩くのが不自由なので、
　又宜しくお願いします

47 2/20 女 80 大浜団地 岩内協会病院 病院 バス バス はい
・本当にありがたいです
・これからも続けて欲しいです

48 2/20 男 50 尾崎商店 岩内協会病院 買い物 バス 徒歩 ・丁度よい時間のバスがない 徒歩 いいえ
・用事と時間が合わな
い

・もし運行したら雨降りには使うと思います
・降りる時にボタンを押すんですね

49 2/20 女 50 岩内バスターミナル 西保育所 私用、買い物 バス バス バス、徒歩 はい

・便利（子育て中の親子など）
・高齢者、障害者の方などには、とても
　やさしいと思いますので、続けていく事が
　良いと思います

50 2/21 女 60 西宮園円山通り 岩内協会病院 買い物 バス バス 徒歩、タクシー いいえ
・乗車場所と乗車時間
がよく分からなかった

・とても便利で乗車料金も安くて良かった
　です
・病院や役場に行くのに便利だし是非とも
　続けてください
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51 2/21 男 民宿太平 ファミリーボウル岩内 買い物 バス 徒歩
・帰りの時間帯にバスが
　ない

バス いいえ ・寒くなかったので ・交通手段がないのであると助かる

52 2/22 女 40 東山セイコーマート 西宮園円山通り 帰宅 送りの車 バス 徒歩 はい

53 2/25 女 60 宮園団地 岩内協会病院 買い物 バス バス いいえ
・こちらに住んでいま
せんでした

・とても良いと思います
・お年寄りの方が病院に通うのもタクシー
　では負担が大きいのですし、子供に
　とっても車社会の中、バスに乗ったり
　お礼を言ったりの経験は良いことだと
　思います

54 2/25 女 50 林商店 岩内大浜医院 友達に会いに バス バス ・バス時間がない時は車 バス、車 はい

55 2/25 女 東山セイコーマート 岩内フードセンター 仕事 バス タクシー タクシー はい ・よかったです

56 2/26 女 70 東山団地３号棟 岩内町役場 病院、買い物 徒歩 いいえ ・よくわからなかった ・大変便利です

57 2/26 女 10 八幡通サンクス 岩内バスターミナル 家 バス バス 徒歩 いいえ ・知らなかったから
・すごく良い
・郵便局（本局）とかでも停まってほしい

58 2/26 女 60 小塚商店 前田医院 銀行 バス バス 車 はい
・ありがとうございます
・助かります

59 2/26 女 80 東山団地３号棟 岩内協会病院 買い物、病院 バス バス
ハイヤー、

徒歩
はい

・大変便利で有難いと思います
・又お願い致します

60 2/27 男 90 東宮園団地 東宮園団地 路線一廻り バス バス 車 はい
・自分の目的としている場所に停留所が
　あるので大変利用しやすい

61 2/27 女 70 東山団地３号棟 岩内協会病院 郵便局 バス バス 徒歩 はい
・良かったです
・助かりました

62 2/28 女 60 東山団地３号棟 前田医院 買い物 バス バス バス、タクシー はい ・便利で良かったです

63 2/28 女 50 宮園団地 岩内バスターミナル 仕事 バス タクシー ・時間的にバスが無い 徒歩 はい
・冬の間はすごく良い
・これからも運行してほしいです

64 2/28 女 40 岩内協会病院 西宮園円山通り 買い物、帰宅 バス バス バス、徒歩 はい
・東ルートに役場の前を２回通るより、
　井筒歯科の通りも回ってみては

65 2/28 女 10 ハローワーク 岩内協会病院 買い物 バス バス 徒歩 はい

66 2/28 女 40 ハローワーク 岩内協会病院 病院、買い物 バス バス 徒歩 はい
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67 2/28 女 60 東山団地３号棟 岩内協会病院 買い物 バス バス はい

68 2/29 女 40 前田医院 タニグチ住設
帰宅

（仕事の帰り）
徒歩 バス ・時間が合わない 徒歩 いいえ ・安いし良いと思います

69 2/29 女 30 岩内協会病院 ハローワーク 買い物、帰宅 徒歩 バス ・時間が合わない はい
・逆回りがあって欲しい
・今回は朝７時台があるので通勤にも
　利用してみたい

70 3/1 男 70 岩内協会病院 東宮園団地 買い物、帰宅 バス バス 徒歩、車 はい
・利用しやすいので続けて下さい
・福祉センターの所にも寄ってほしいです

71 3/1 男 70 東宮園団地 岩内協会病院 病院、買い物 バス バス 徒歩、車 はい

・利用しやすい
・便利で良い
・行き帰りもバスを利用するので続けて
　下さい

72 3/1 女 30 岩内バスターミナル ハローワーク 買い物、帰宅 バス バス
徒歩、

バス（他路線）
はい

・３才の子供がいるので、歩きだと大変
　なのでバスがあったらものすごく助かり
　ます

73 3/1 女 30 ハローワーク ハローワーク 買い物 バス バス 徒歩 いいえ ・自転車が使えたため
・ハローワーク前で停まるので便利で
　利用しやすいです

74 3/4 女 70 岩内協会病院 東宮園団地 買い物 バス バス ハイヤー はい ・お金がかからなくて助かる

75 3/4 男 60 東宮園団地 岩内町役場 散歩 バス バス 徒歩、車 はい
・老人福祉センターにとまってもらえれば、
　お風呂に入るのにすごく乗る

76 3/4 女 60 岩内大浜医院 岩内協会病院 郵便局 バス 徒歩 ・帰るのに使いづらい 原付、車 いいえ ・原付に乗れたから ・停留所を細かく停まってもらえればいい

77 3/4 女 60 東宮園団地 小林整形外科 通院 バス バス
タクシー、
自転車

はい
・婦人の家より西崎歯科に停まって欲しい
・郵便局や千葉外科へも行きやすい

78 3/4 女 50 岩内協会病院 東山団地３号棟 買い物 バス バス 徒歩、タクシー いいえ ・使う機会がなかった
・便利
・停まる場所の間隔広くして欲しい

79 3/4 女 70 宮園団地 岩内町役場 買い物 バス バス 徒歩 はい ・ずっと続いて欲しい

80 3/4 女 50 大浜団地 岩内協会病院 通院 バス タクシー ・歩く事が大変 タクシー はい ・助かる

81 3/4 男 50 タニグチ住設 岩内バスターミナル 会合 バス タクシー ・夜中なので タクシー いいえ ・機会がなかった
・大変助かります
・ぜひ、継続して下さい

82 3/4 女 30 前田医院 ハローワーク 帰宅 徒歩 バス ・時間が合わない 徒歩、タクシー はい
・早く通年運行して欲しいです
・バス停が分かりづらいので改善して
　下さい
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83 3/4 男 70 前田医院 東宮園団地 買い物 バス バス 徒歩、車 はい
・便利で良いと思います
・福祉センターにも寄って欲しいです

84 3/5 女 60 タニグチ住設 前田医院 バス バス 車 いいえ
・知っていたが機会が
　なかった

・自分達が車を運転出来なくなる事を
　考えれば、この様な交通手段は絶対
　必要

85 3/5 女 80 岩内バスターミナル タニグチ住設 車 バス バス（他路線） はい ・ありがたく思っています

86 3/6 女 60 岩内バスターミナル 岩内協会病院 お見舞い バス 徒歩
・協会病院から自宅が
　近いため

徒歩 いいえ ・不便そうに感じた

・たまたま余市から着いて病院へ行く
　ためにタクシーでと思ったが、バスが
　すぐ発車するとの事で乗ってみました
　が、急ぎならタクシーを利用するかと
　思いました

87 3/6 女 40 岩内バスターミナル 小塚商店 帰省 バス タクシー いいえ

・とても便利で助かりました
・このまま継続してもらえると助かります
・年老いた両親も、もう車の運転が難しく
　なっていますので、この様なバスが
　あると助かると思います
・これからもよろしくお願いします

88 3/6 女 40 岩内バスターミナル みどりヶ丘団地 帰宅 徒歩 バス
・自宅からまちに行く便は
　時間がかかるため
　歩いた方が早い

徒歩、自転車 いいえ
・まちの方へ行く用事
がなかった

・便利
・往復運行ならなお良いのですが

89 3/7 男 40 北海信用金庫 小林整形外科 通勤 バス 徒歩 ・運動のため 徒歩 いいえ
・小林整形外科がな
かったため

・通勤時と帰宅時に利用させてもらい
　良かった
・１ヶ月とは言わず、ずっと継続して下さい

90 3/8 女 60 郷土館 岩内町役場 申告他 バス バス タクシー、徒歩 はい
・これからも運行して欲しい
・視力が悪く花粉症の為助かります

91 3/8 女 60 タニグチ住設 岩内大浜医院 通院、友達の家 バス バス タクシー はい
・円山の終便の後に、円山方面に回って
　欲しい
・円山線が15:20以降に走って欲しい

92 3/8 女 70 岩内保健所 前田医院 通院、お見舞い バス バス ハイヤー はい ・自由に降りられるようにして欲しい

93 3/8 女 60 小塚商店 岩内バスターミナル 倶知安へ（病院） バス ・タイミングが合えばバス タクシー はい ・人乗ればいいな

94 3/8 女 70 大井医院・北内科 前田医院 買い物 バス バス ハイヤー いいえ
・バスに慣れなかった
・時間が合わなかった

・慣れると便利
・ずっと続けて欲しい

95 3/8 男 70 西宮園円山通り 岩内フードセンター 銀行 バス バス ハイヤー はい

96 3/8 女 60 東山団地３号棟 ホテルENVY 銀行、買い物 バス バス 徒歩、タクシー はい ・続けば良い

97 3/8 男 70 東山団地３号棟 岩内協会病院 買い物 バス バス 徒歩 いいえ ・自転車があったから ・ルートが遠回りになっている

98 3/8 女 70 東山団地３号棟 岩内協会病院 買い物 バス バス タクシー はい ・家の近くにとまって欲しい
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99 3/8 女 60 みどりヶ丘団地 東宮園団地 帰宅 徒歩 バス ・バスだと遠回りだから 徒歩 はい

・間隔短く
・他の路線の到着とコミュバスの発車が
　全く同じなので、乗り継ぎしやすくなれば
　良い

100 3/8 女 60 東宮園団地 岩内バスターミナル 札幌へ バス バス 徒歩、タクシー いいえ ・出かけることなかった
・延長して欲しい
・バス２台にして東西分けて欲しい

101 3/8 女 60 東山団地３号棟 前田医院 商品、買い物 バス バス はい
・膝も悪いので大変助かりました
・これからも、長期続けてほしいです

102 3/8 女 80 宮園団地 岩内協会病院 買い物 バス バス はい ・助かります

103 3/8 女 70 宮園団地 岩内協会病院 バス バス はい ・助かります

104 3/9 女 40 東山セイコーマート 西宮園円山通り 仕事から帰宅 送りの車 バス 徒歩 はい

・１ヶ月利用して運転手の方が丁寧で
　とても乗り心地が良かったです
・こんな方が町中走って下さると町が明るく
　なりますね
・老人や子供など弱い立場の人はバスが
　あると本当に助かります
・新しい人の流れができるのは良いこと
　だと思います
・ぜひ、コミュバス実現させてください
・お願いします

105 3/9 女 50 東宮園団地 岩内フードセンター 通勤 バス 徒歩
・帰りは時間が合わない
　ため

徒歩、自転車 はい

・天気の悪い日はとても助かりました
・疲れて歩くのがキツいので冬は特に
　バスがあるとうれしいです
・ドライバーの「気を付けて」の声がけも
　良かったです
・夜の便は町に行く時の（外食など）
　タクシー代わりに利用しました

106 女 80 西宮園円山通り 岩内協会病院 買い物、病院 バス バス はい

107 女 70 小塚商店 岩内大浜医院 通院、買い物 バス バス 徒歩 はい ・回り道でも乗ってて楽しい
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