
平成２８年度裾野市地域公共交通活性化協議会（第２回）議事録 
 
１．開催日時 平成２８年１月６日（金）午後３時～午後５時 
２．開催場所 裾野市役所 ４階 ４０１会議室 
３．出席者 

  委員    小林 浩文会⾧ 蜂谷 和幸副会⾧ 
 佐々木 盛次監事 菊田 祐一郎委員 
 宮崎 愼一委員 古田 多津彦委員 
 根上 松太郎委員 望月 康男委員 
 松本 夛吉委員 渡邊 康一委員 
 渡辺 光也委員 古谷 雄一委員  
 植田 利男委員 中川 智敏委員（代理） 
 平野 洋一委員 高橋 伸一郎委員 
 藤井 敬宏委員 大澤 浩委員（代理） 
 中川 晋吾委員（代理） 戸栗 一泰委員（代理） 
 鈴木 成幸委員 木佐森 雅裕委員（代理） 
 米山 茂樹委員 青山 勉委員 
 鈴木 正次委員 杉山 善彦委員  
 中村 章秀委員 土屋 弘海委員 
  事務局 石井課⾧ 服部主幹 
［企画政策課］ 中村主任主査 舘山主事 
 
４．議題 

（１）乗り合いバス路線の維持確保について 
（２）平成 29 年度の市自主運行バス路線について 
（３）地域間幹線系統に係る事業評価について 
報告事項 

・裾野市地域公共交通網形成計画策定に向けた取組み 
 

５．議事の概要 
 （１）単独継続困難申し出路線及び退出意向申し出について、原案のとおり承認された。 
 （２）平成 29 年度の市自主運行バス路線について、原案のとおり承認された。 
 （３）地域間幹線系統に係る事業評価について、原案のとおり承認された。 
 
６．傍聴人 10 人 
 
７．会議経過 別紙のとおり 
  



７．会議経過（別紙） 

①開会 

②企画部長挨拶 

 小林企画部⾧よりご挨拶をいただきました。 
④議事 

 ・協議事項（１）乗り合いバス路線の維持確保について 

   事務局より概略の説明を行ったのち、富士急行（株）様及び富士急シティバス（株）様より単独
継続困難申し出路線及び退出意向申し出路線についてのご説明をいただきました。賛成多数で原案
のとおり承認されました。 

ご説明の概要は以下の通りです。 
・富士急行（株）様  
  単独維持困難として、６０−2 の十里木線の二路線に関して説明します。 
  十里木線は９月末に静岡県生活交通課対策協議会に単独維持困難として届出を行い

ました。運行目的としては御殿場市と裾野市の須山、十里木を結び、朝夕の通勤・通学
及び高齢者の通院に利用手段を提供しています。朝は十里木から須山小学校の小学校へ
の通学手段となっています。また十里木地区や須山地区から鉄道や他の公共交通機関へ
の接続によるネットワークを形成する要素となっています。 

  運行回数は６往復で、利用人員は平成２８年では平日一日あたり約 150 人となって
います。そのうち広域交通として、御殿場市から裾野市は３２人、裾野市から御殿場市 
は２０人となっています。平成２６年度の利用者は 47,038 人で欠損額が 12,904（千円）、
平成 28 年度の利用者は 47,449 人で欠損額が 11,967（千円）となっています。 

  平成 27 年度に広域幹線として位置づけられ、６往復中４．５往復は富士サファリパ
ークを経由していますが、今年度は悪天候で利用者が減少し欠損額が増加しました。観
光利２９、朝夕の生活需要を維持している状況です。 

  平成 29 年１０月から３０年の運行は、市や県補助をいただきながら維持していきま
す。ご理解お願いします。 

 
・富士急シティバス（株）様 
  桜堤線は９月に単独維持困難を届出しました。三島駅から三島駅北口、⾧泉の中土狩

地区、桜堤地区を通って裾野駅に抜ける路線です。 
  運行目的としては三島市⾧泉町、裾野市を結ぶ基幹路線として位置づけています。ま

た三島駅、裾野駅の周辺や鉄道に接続した通勤利用が多くみられる路線でもあります。
この周辺の道路が順次整備されたことから、地元の要望があり、平成２４年の 4 月から
運行を開始した路線であり、今までの交通の空白地帯を解消した意味も持っています。 

  運行の状況は、平日の往路が１５便で復路が１２便、土休日は往路復路ともに９便で
す。また平成２８年 4 月より最終便の時間が２０時１０分から２０時３５分に設定しま
した。 

  利用人員は、平日が約 150 人で年間、約 43,400 人の利用で、収支の状況はここ三年



間 800～900 万の欠損額となっています。今年から国と県の補助をもらい、今後も運行
を継続していく予定です。 

  北口の周辺の開発は進んでおり、裾野市では高齢者の利用も多いですが、桜堤線は比
較的若い人の利用が多いです。今後、いろいろな施策に取組み、若い人の取り込み、通
勤通学の交通手段として利用されるようにしてまいります。 

 
・富士急シティバス（株）様 
  退出意向路線として須山線の説明をします。須山線は三島駅から裾野駅を通り、須山

街道経由で須山に至る須山発着の路線と、三島駅から途中の下和田上まで運行する二系
統で構成されています。 

  運行の目的としては、三島市から裾野市を縦断する幹線系統であり、沿線から裾野駅
や三島駅や他の公共交通に接続する、通勤通学を中心とした公共交通ネットワークを構
成しています。また、高齢者を中心に、病院への通院手段として地域の足として位置付
いています。裾野市では、須山地区からの、鉄道やバス等の他の公共交通機関への接続
によるネットワークを構成しています。 

  運行の状況は、須山発着が平日で 9 往復、土曜日が５往復、日・休が４．５往復で、
下和田発着は平日で４．５往復、土・日・休日が２往復です。 

  利用人員は平日が約 570 人で、地域間利用として、三島市内から裾野市内の事業所
等への通勤や、裾野市内から三島市内の病院への通院等でご利用いただいています。 

  収支状況としては、須山線がここ３年間、1600～1800 万円の大きな欠損額をだして
います。また、下和田発着は、須山発着に比べ路線短いため欠損額は少ないですが、400
万円程の欠損額が出ています。 

  今後の運行案として、季節便の平日１４時３０分と須山発の平日１７時００分の一往
復便に関して平成２９年の４月から減便します。平日１４時３０分は、他の系統との時
間が接近しており、利用客が少ない状況です。須山発の平日１７時００分は、利用され
ている区間が主に裾野駅から三島駅となっており、他の競合系統が需要を満たすと考え
られます。 

  
  下和田の発着便については、現在下和田線は不規則な運行をしているため、運行経路

を見直します。現在、三島駅から下和田への路線は、下和田に入るために、呼子団地を
右折し、セブンイレブンからサークルＫを通り、背越で左折して下和田の集落に入るル
ートとなっており、非常に分かりにくい状況です。平成２９年度はその先の帝人アカデ
ミー富士のロータリーを利用させていただき、そこでＵターンすることで行きと帰りの
ルートが同じようになります。距離が延びる分、時刻は若干の変更がありますが本数は
変わらないです。運行経路が分かりづらかった系統が、三島市から下和田に来るときは
北向き、下和田からは南向きと利用者にも分かりやすい運行になります。 

 
  東急線は裾野駅から東急千福が丘に至る路線です。平成２２年までは三島駅から直接



乗り入れていましたが、平成 22 年の秋からこれを裾野駅からとし、路線の半分ほど削
っています。利用がなかなか伸びていかない路線でもあります。 

  運行の目的は福が丘から、裾野駅への通勤通学、高齢者の通院等に利用されている状
況です。運行回数は、平日で６．５往復、土休日で４往復です。平日片道復路のみ御宿
経由の便が１便あります。 

  利用人員は平日約 48 名で、収支の状況は、ここ３年間は 400 から 600 万円の欠損額
です。 

  今後の運行については、東急千福が丘から御宿を通りに裾野駅に至る、東急千福が丘
を１９時０５分発、裾野駅に１９時２８分着予定の一便について、運行を廃止します。
調査 の結果、ほとんど利用客がみられない路線であります。また地域住民と説明会を
行い、ご了解をいただいています。 

  ご理解をいただきたいと思います。 
 
・富士急行（株）様 
  申し出番号４１−２の御殿場線と２０−1 の御殿場線の状況と再編についてご説明

いたします。 
  運行状況としては、御殿場線は三島駅から裾野市内を経由して、御殿場駅に至る２２

キロの広域幹線系統です。運行回数は、富士急行（株）が一日７往復、富士急シティバ
ス（株）が同じく７往復となっています。朝７時代から夕方２０時第まで、毎日１４往
復となっております。 

   利用人員は１日約 480 名で平成２８年度は年間 15,025 人でした。収支の状況は富
士急行（株）が約 2,100 万円の欠損額、富士急シティバス（株）が同じく約 2,100 万円
で合計、4,000 万円強の赤字となっています。国庫補助が５３％入り、約 2,300 万円を
支援していただいており、自社負担が約 1,950 万円となっています。 

  ３年前富士山の世界遺産登録に合わせて、１２往復を１４往復に増便しています。御
殿場駅から河口湖行のバスと親和性があるため、そちらと合わせて再編増便をいたしま
した。 

  平成２５年度の利用人員は１日平均 370 人でしたが、現在は約 480 人と 100 名強増
えています。一方で、今回減便する便は平均５人以下の便となっているます。 

  欠損額も平成２６年度以前の約 3,300 万円から約 4,200 万と 1,000 万円程欠損額が増
えています。地域の負担もやわらげたいと考えています。 

 御殿場線の今後の運行については、多系統と競合する路線の運行回数の減便、また休日
の利用がほとんどない夜間便について平日のみとします。 

  具体的には三島駅から裾野駅、御殿場駅に向かうバスでは、三島駅９時５０分発の富
士急行（株）の便、三島駅１７時２５分発の富士急シティバス（株）の便を減便し、三
島駅１９時０５分発の富士急シティバス（株）の便は土休日を運休し、平日のみの生活
交通として再編します。 

  ９時５０分の便は、三島駅から１名の利用、裾野駅から３名程度になりますが、広域



トリップの利用は少ない状況です。須山線９：５５分と、すそのーるの富岡・深良循環
で 代替えできると考えています。 

  １７時２５分の便は、東レあたりでは１０名前後の利用がありますが、石脇口で利用
が途切れます。その後、裾野駅から１名程利用されていますが、市町間のまたぎの利用
は少ない状況です。須山線の三島駅１７時１０分発、または１７時４０分発、もしくは
桜堤線の１７時２０分発など代替手段が確保できます。 

  １９時０５分の便は、三島駅から１０人ほどの利用があり、徳倉から少し下がり、２
人～５人の利用ですが、平日は利用があります。また、御殿場駅まで人員が続いていま
す。一方、土休日は、平均乗車密度は１．５人であり、土休日分のみを減便します。こ
の減便に関しても、桜堤線や須山線である程度補完ができると考えています。 

 
  次に御殿場から裾野駅、三島駅に向かうバスについてです。 
  １７時５０分の便は、御殿場駅から２名の利用がありますが、藤岡で０名になり、岩

波駅から利用が主です。さらに土休日は２人程の利用であり、土休日は廃止する予定で
す。 

  １９時３０分の便は、岩波駅から１人の利用ですが、石脇口で利用がなくなり、また
三菱前から１人乗りますが、平日は１人程の利用で、平均の利用人員は１人を切るため、
終日減便とします。 

  
  今回の減便で、世界遺産登録前の平成２５年度と同じ１２往復に戻します。結果、平

日は１２．５往復、土休日は１１．５往復になります。再編にあたって、運行経路は２
万９千キロ分削減でき、約 1,100 万円の経費が削減できるという計算になっており、無
駄な運行の削減につながると考えています。 

  ご理解をお願いします。 
 
  また委員よりご意見・ご質問をいただきました。概要は以下のとおりです。 
・平野委員 須山線を帝人（株）富士教育研修所まで延⾧する理由はありますか。また、現在まで延

⾧されていなかった理由はありますか。 
・富士急シティバス（株）様 
 帝人（株）富士教育研修所まで延⾧する理由は、研修の貸し切り以外のバスの利用が見

込めることから、またロータリーを使わせていただくことで、下和田での複雑な運行経
路をとる必要がなくなり、分かりやすい運行経路をとれるようになることからです。 

 今までは、民間企業の所有地であるため交渉をしていませんでした。施設側からも前向
きな意見をいただいております。 

 
・根上委員 帝人（株）富士教育研修所のロータリーを使いはじめるということは、将来的にはその

先の須山下和田間の廃止が考えられているのではないでしょうか。代替ルートや案につ
いては須山地区からも協力したい。 



・小林会⾧ 須山線はすぐに廃止ではありません。今後地域の皆さまと一緒に地域の公共交通につい
て考えていく必要があります。 

 
・木佐森委員 減便は２０１７年４月からでしょうか。 
・事務局 ４月３日からの予定です。 
 
・木佐森委員 市民への十分な周知をお願いいたします。また、利用者が０人の路線がまだ見受けられ

ます。継続してモニタリングし、必要なら減便を行う必要があると考えます。 
 
・古田委員 千福が丘はニュータウンとして周囲から独立した場所です。現在、千福が丘の自治会⾧

が将来的なバス路線の撤廃を回避するように利用促進に努めています。減便ではなく、
住民の利用促進につながるような前向きのアドバイスや方策をバス会社や市役所から
いただきたい。 

・小林会⾧ そのような相談は市の方にも来ています。地域住民と一緒に考えていきたいと思いま
す。 

・中川委員 タクシー会社として、バスの代替手段に関して協力していきたい。 
 
 ・協議事項（２）平成 29 年度の市自主運行バス路線について 

   事務局より説明を行ったのち、賛成多数で原案どおり平成 29 年度の市自主運行バス路線が承認さ
れました。 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局  市自主運行路線は、岩波線、裾野駅南循環線（すそのーる富沢・桃園循環）、裾野駅

南循環線（裾野―る茶畑・平松循環）、裾野駅北循環線（すそのーる富岡・深良循環）、
青葉台線の５路線が運行しています。 

 
  岩波駅線は、岩波駅から今里を経由し、下和田に向かい、岩波駅に戻ってくる路線で、

朝１便夕方３便運行しています。高校生の通学や、企業に勤務している人の通勤に利用
されています。下和田と岩波駅を結ぶ、唯一の路線です。 

  すそのーるは裾野駅を基点にした循環線です。 
  富沢・桃園循環は、利用目的としては、裾野駅へのアクセス、裾野駅周辺での買い物、

日赤病院等への通院で、利用者は高齢者が中心です。裾野駅以南には、バス路線がほと
んどなく、本路線が貴重な交通手段になっているため、自主運行をしております。 

  茶畑・平松循環は、利用目的としては、青葉台団地や県営茶畑団地から、裾野駅への
アクセス、朝夕は通勤や通学に利用されており、また裾野駅周辺での買い物、通院など
生活交通として必要な路線です。 

  富岡・深良循環は、西地区から裾野駅へのアクセスを担っています。御殿場線の東側
の唯一のバス路線です。路線バスが南北を走っているなｋで、東西への運行しているた
め、富岡から市中心部の公共施設へのアクセスを確保しているなど、利便性の高い路線



です。 
  青葉台線は平日１往復で、茶畑・平松循環を補完しています。 
 
  三年間の収支状況ですが、今年度の数値は９月までの実績の単純の倍にしたものであ

り、参考としての数値です。岩波線は利用者が若干の減少傾向にありますが、その他は
安定した利用実績になっています。 

  今後の運行は、平成２９年度では現状の便を維持します。また地域公共交通網形成計
画の策定にあたり、再編を含めた検討をしていきます。 

 
  また委員よりご意見・ご質問をいただきました。概要は以下のとおりです。 
・宮崎委員 深良地区にお住まいの周りの高齢者に話を聞くと、深良支所やＪＡすそのし深良を通る

ルートを希望しています。多くの方々が訪れる場所のため、市民文化センターで折り返
すのではなく、ルートに組み込んでほしい。 

・事務局   現在、地域公共交通網形成計画を策定中であり、その中で利用が見込めるまた市民の
方々が利用しやすい路線について検討していきます。 

 
 ・協議事項（３）地域間幹線系統に係る事業評価について 

   木佐森委員よりご説明をいただき、賛成多数で原案どおり地域間幹線系統に係る事業評価につい
て承認されました。 

  また委員よりご意見・ご質問をいただきました。概要は以下のとおりです。 
・藤井委員 評価をＡＢＣで行い、またその内訳を見える化している取組みとして大変興味深いで

す。合計７９点中５２点でＡ評価とありますが、この５２点の基準はなんでしょうか。
また各内訳の評価は何を基準にしているのでしょうか。 

・木佐森委員 全ての基準に関して今お答えすることはできませんが、例えば、広域トリップの状況に
関しては、平成２２年度の国勢調査を基準としています。また、収支率に関しては、補
助事業として５５％以上の実績収支率でなければ補助がおりないという平成２３年度
以前の基準を利用しています。 

 
 ・報告事項 裾野市地域公共交通網形成計画策定に向けた取組み    
  事務局より要綱に基づき、説明がありました。 
 
 ・その他 

  また委員よりご意見・ご質問をいただきました。概要は以下のとおりです。 
・松本委員 裾野駅のエレベーター工事が始まったことに感謝いたします。 
 
・望月委員  この会議の中で、ＪＲ御殿場線の深良新駅に関しての報告がないです。現状どうなっ

ているのでしょうか。 
・事務局 深良新駅の構想に関しては、都市計画マスタープラン等の市の計画には現在も含まれて



おります。ただし、実現に向かってのハードルはかなり高いことをご了承ください。 
以上 

 


