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高齢者生活支援サービス 

事業者 事業内容 金額等 利用者数 
町の支 

援状況 
備考 

NPO「ゆい」 移送ボランティア 

・病院等への移動のための送迎 

１時間７００円 利用者と NPO

で直接やり取

り 

なし  

NPO「ゆい」 通院介助ボランティア 

・病院内の付添い(院内介助や会計のお手伝い・診察室内の介助) 

１時間７００円 利用者と NPO

で直接やり取

り 

なし  

NPO「ゆい」 配食サービス 

・月曜日と金曜日の夕食を配食 

１食４５０円 利用者と NPO

で直接やり取

り 

なし  

NPO「ゆい」 ミニミニデイ「ひだまり」 

・陣屋町民家にて、第１・３火曜日開催 

・作業療法など取り入れて活動 

４５０円 利用者と NPO

で直接やり取

り 

１０人程度と

聞いている 

なし  

あすなろ学園 配食サービス 

・朝食、昼食、夕食どの時間でも対応 

・食事の内容も相談に応じることができる。(薄味や脂分の相談

など) 

４５０円～ 

の設定で、要相談 

利用者と NPO

で直接やり取

り 

なし  

高齢者下宿 高齢者のすまい 

・グループホームと併設している高齢者下宿。 

・なごみ2部屋 

・あかり10部屋 

月75,000円 

冬期間10月～4月は、

5,000円の暖房費が

プラスされる。 

現在満床 なし  

ベンリー１ 便利業 

・室内清掃など 

金額は、範囲によっ

て要相談 

利用者と NPO

で直接やり取

り 

なし  
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待合所設置箇所

設置主体 設置住所
土地

所有者
設置年 設備 事業費 設置主体 設置住所

土地
所有者

設置年 設備 事業費

小砂子 椴川 椴川 1南 1
函館・江差線 江差ターミナル 両 砂川 1南 2
小砂子 砂川 砂川 1南 3

函館・江差線 柏町 片 柏 1南 4 土地所有者(個人) 柏町53-3 民有地 木造待合所、椅子
二見アパートの向側。個人所
有の建物を無償使用貸借契

函館・江差線 五勝手(国道沿い) 片 南浜 2街 1 函館開発建設部 南浜68-2 国道用地
軽量鉄骨造待合所、
鉄骨造風除けフェン
ス、椅子

国道沿い

五勝手(石山商店前) 江差町 南浜192 民有地 木造待合所、ベンチ
石山商店向い側
土地借上契約締結

函館・江差線 運動公園前 片 南が丘 2街 2 南が丘自治会 南が丘7-74地先 江差町
木造雨除け屋根、ベ
ンチ

金谷宅前

函館・江差線 技術専門学院前 南が丘 2街 3

函館・江差線 南が丘団地 片 南が丘 2街 4 南が丘自治会 南が丘道路用地 江差町
木造雨除け屋根、ベ
ンチ

町営南が丘第１団地付近

函館・江差線 江差営林署前 片 南が丘 2街 5 南が丘自治会 南が丘道路用地 江差町
木造雨除け屋根、ベ
ンチ

町営南が丘第３団地付近

函館・江差線 円山町 円山 2街 6
函館・江差線 江差中学校前 円山 2街 7

檜山海岸線 江差駅下 両 海岸 2街 8 江差町 南浜130-2 江差町 S48 木造待合所、ベンチ 函館開発建設部 南浜125-2 国道用地
鉄骨造屋根付き風除
けフェンス

国道沿い

函館・江差線 橋本町 橋本 2街 9

稲見 茂尻町 両 茂尻 2街 10 江差町 茂尻町18 江差町 S49 木造待合所、ベンチ 函館開発建設部 茂尻町14 国道用地
鉄骨造屋根付き風除
けフェンス

国道沿い

檜山海岸線 江差駅前 陣屋 2街 11
江差八雲 檜山振興局裏 陣屋 2街 12

檜山振興局前
函館・江差線 新地町 新地 2街 13
稲見 鴎島入口 津花 2街 14
函館・江差線 姥神町フェリー前 姥神 2街 15 ベンチ 国道沿い

函館・江差線 中歌町 片 中歌 2街 16 江差町 中歌町193-1 江差町 H5
鉄筋コンクリート造雨
除け屋根

国道沿い。役場前

函館・江差線 愛宕町 両 愛宕 2街 17 江差町 愛宕町67 S48 木造待合所、ベンチ 函館開発建設部 愛宕町73番地先 国道用地 木造待合所、ベンチ 国道沿い

函館・江差線 大澗（江差） 両 大澗 3北 1 江差町 大間95番地先 国道用地 木造待合所 函館開発建設部 大間14番地先 国道用地
軽量鉄骨造待合所、
ベンチ

国道沿い

函館・江差線 泊 片 泊 3北 2 江差町 泊町236 H5 木造待合所、ベンチ 1,329,215

函館・江差線 尾山 両 尾山 3北 3 江差町 尾山町58地先 国道用地 H10 木造待合所、ベンチ 1,698,900 函館開発建設部 尾山町58地先 国道用地 H10
鉄骨造屋根付き風除
けフェンス

国道沿い道の駅近隣

函館・江差線 伏木戸 両 伏木戸 3北 4 江差町 伏木戸町102番地先 国道用地 H22 木造待合所、ベンチ 1,134,000

檜山海岸線 江差高校前 柳崎 3北 5

函館・江差線 江差高校入口 両 柳崎 3北 6 江差町 柳崎町41番地先 国道用地 S60
鉄骨造待合所、ベン
チ

1,500,000 江差町 柳崎町 国道用地 S58
鉄骨造待合所、ベン
チ

1,180,000 国道沿い。上り待合所寄附

函館・江差線 江差病院前 両 柳崎 3北 7 北海道 伏木戸535-2 北海道 H10
軽量鉄骨造屋根付き
風除けフェンス、ベン
チ

北海道 伏木戸535-2 北海道 H10
軽量鉄骨造屋根付き
風除けフェンス、ベン
チ

函館・江差線 柳崎 柳崎 3北 8
檜山海岸線 水堀 片 水堀 3北 9 江差町 水堀273番地先 国道用地 S58 木造待合所、ベンチ 550,000 国道沿い
稲見 農協前 水堀 3北 10
檜山海岸線 えさし荘前 片 水堀 3北 11 江差町 水堀67番地先 国道用地 S53 木造待合所、ベンチ 国道沿い

檜山海岸線 五厘沢 両 五厘沢 3北 12 江差町 五厘沢町 国道用地 S58 木造待合所、ベンチ 800,000 江差町 五厘沢町78番地先 国道用地 S58 木造待合所、ベンチ 440,000 国道沿い。上り待合所寄附

稲見 越前 両 越前 3北 13 江差町 越前町104 江差町 木造待合所、ベンチ

稲見 越前神社前 片 越前 3北 14 江差町 越前町205番地先 道々用地 H25
軽量鉄骨待合所、ベ
ンチ

457,800

稲見 中網神社前 片 中網 3北 15 江差町 中網町 道々用地 H25
軽量鉄骨待合所、ベ
ンチ

420,000 寄附

稲見 下小黒部 片 小黒部 3北 16 不明 小黒部89-1 民有地 木造待合所
稲見 小黒部 小黒部 3北 17

稲見 朝日中通 片 朝日 3北 18 江差町 小黒部1番地先 道々用地 S47 木造待合所、ベンチ

稲見 鰔川 鰔川 3北 19

備考線名 停留所名 有無 町 区分 no
ターミナル方向行き(上り) 逆向き(下り)
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所管課 施設名 委託先 委託料(年額) 月額 積算根拠

財政課 椴川担い手ｾﾝﾀｰ 椴川町町内会 66,000 5,500

財政課 柏町母と子の家 柏団地町内会 66,000 5,500

財政課 緑丘福祉の家 円山町内会 66,000 5,500

財政課 対鴎館 上野町内会 66,000 5,500

財政課 大澗寿の家 大澗町内会 66,000 5,500

財政課 伏木戸寿の家 伏木戸町内会 66,000 5,500

財政課 田沢憩いの家 田沢町内会 66,000 5,500

財政課 越前寿の家 越前町内会 66,000 5,500

財政課 中網老人憩いの家 中網町内会 66,000 5,500

財政課 小黒部寿の家 下小黒部町内会 66,000 5,500

財政課 鰔川寿の家 鰔川町内会 66,000 5,500

財政課 五勝手生活館 五勝手町内会 66,000 5,500

財政課 泊生活館 泊町内会 66,000 5,500

財政課 柳崎児童館 柳崎町内会 66,000 5,500

財政課 朝日児童館 朝日町内会 66,000 5,500

財政課 陣屋集会施設 宮川武義 120,000 10,000
過去の管理人作業時間の年間平均時
間数×北海道最低賃金＝年額委託料

建設水道課 町会所 中歌町内会 120,000 10,000 町内会と協議により決定。

町民福祉課 南が丘ふれあいセンター 南が丘自治会 780,000 65,000

町民福祉課 コミュニティーセンター水堀会館 室井美惠子 780,000 65,000

町民福祉課 老人福祉センター 大沢千恵子 450,000 37,500
月平均稼働日数×1日当の平均稼働
時間数×北海道最低賃金×諸経費加
算＝月額委託料

年間稼働日数×1日当の平均稼働時
間数×北海道最低賃金×諸経費加算
＝年額委託料

管理人手当月額5,000円×事務費１
０％加算＝5,500円(月額)

集会施設等委託料一覧
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檜山管内各町スクールバス運行状況調べ 

◎車両及び運行を委託しているもの 

単位：千円 

町 名 委託車両 路線数 委託料（概算） 備 考 

江差町 

大型バス 2台 

小型バス 1台 

タクシー1台 

４路線 27,000

休日における部活便 80 日間 

帰路３回運行 

乙部町 
小型バス 1台 

ワゴン車 1台 
２路線 13,900

中学校のみで帰路は２回運行

今金町 

小型 2台 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 1 台 

ハイヤー 

４路線 24,000

部活のみの運行なし 

せたな町 

大型 2台 

中型 2台 

小型 1台 

ハイヤー 

５路線 59,800

部活動はスクールハイヤーで

対応 

 

 

◎町が車両を所有し運行しているもの 

単位：千円 

町 名 所有車両 路線数 委託・賃金ほか 備 考 

上ノ国町 小型バス 2台 ２路線 12,000
運転委託 

 

厚沢部町 ワゴン車 4台 ４路線 6,000
運転委託 

 

奥尻町 町有バス ３路線 12,600
賃金 

 

今金町 
中型 1台 

ワゴン車 1台 
１路線 5,000

部活のみの運行なし 

賃金 

せたな町 
中型 1台 

小型 2台 
２路線 4,500

部活動・小学生帰路はスクー

ルハイヤーで対応、運転委託
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