
開会  

 

＜課長＞ 

定刻となりましたので、ただいまから、平成 28 年度裾野市地域公共交通活性化協議

会 第 3回 を開催します。 

会議成立についてご報告いたします。委員総数 31 人のうち、代理出席を含め 23 人参

加されており、過半数に達しておりますので、裾野市地域公共交通活性化協議会要綱第

7条第 2項の規定により、本日の会議は成立となります。 

では、次第に沿って進行しますので、円滑な会議の進行にご協力お願いします。 

はじめに、本協議会の会長であります裾野市企画会長 小林よりご挨拶申し上げま

す。 

 

会長挨拶  
 

＜会長＞ 

皆さん改めましてこんにちは。お忙しいところ、年度末にお集まりいただきありが

とうございます。 

本日は活性化協議会第 3 回目ということで、次年度の網形成計画策定のために、次

年度事業計画並びに予算案をご審議いただくというのが第一の目的でございます。 

また、本年度実施している基礎調査について、中間報告を行ってまいりましたが、

本日、既にお渡ししているとりまとめ結果の冊子についてご説明申し上げます。 

もう一つ、協議事項の二つ目として、計画の策定にコンサルタントを入れる予定で

すので、事業者の選定方法についてもお諮りしたいと思っております。 

限られた時間ではございますけども、よろしくお願いいたします。 

 

＜課長＞ 

ありがとうございました。 

本来であれば、本日協議会にご出席いただいております皆様方についてご紹介させ

ていただくところでございますが、時間の都合上、本日配布しております名簿により紹

介と代えさせていただきます。 

それでは、裾野市地域公共交通活性化協議会要綱第 7 条第 1 項の規定に基づきまし

て、議事の進行につきましては会長が行うこととなっておりますので、これからの議事

の進行につきましては会長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

協議事項（1）平成 29 年度事業計画（案）について  



 

＜会長＞ 

それでは次第の 3議事に入ります。 

協議事項（1）、平成 29 年度事業計画案について、計画案と予算案については相互に

関連がございますので、一括して事務局から説明を求めます。 

＜事務局＞ 

それでは、事前に配布させていただいております資料 No.1 をご覧ください。 

平成 29 年度事業計画案及びそれに伴うスケジュールについて説明させていただきま

す。 

まず事業計画案の 1、活性化協議会の開催についてです。 

来年度当協議会を 7月、10 月、12 月、3月と 4回の開催を予定しており、主の協議事

項としては地域公共交通網形成計画の策定についてご意見いただくこととなります。 

12 月の協議会についてはバスの運行計画についてと例年通りの協議となっておりま

す。 

全 4回の開催を予定しておりますが、内容によっては書面での開催となることもござ

います。 

次に、ニ、裾野市地域公共交通網形成計画策定についてです。 

2 枚目のスケジュールと対応する形になっておりますので、並べてご覧ください。 

網形成計画策定に伴い、協議会としてこのような事業の実施を予定しております。 

補助金の申請を 4 月半ばに行い、5 月に交付決定を受け、それから事業者選定に入り

ます。事業者の選定方法については協議事項の 2でご説明させていただきます。 

その後に 1回協議会を開催いたしまして、事業者決定の報告、改めての計画策定に係

るスケジュールや事業内容の共有、協議を行います。 

その後、協議内容を踏まえつつ、基本方針と目標の検討、ワークショップの開催、運

行基本計画案の作成、具体な事業の検討、事業評価方法の検討を経過し、計画の素案を

作成します。その素案をもってパブリックコメントを実施し、お寄せいただいた意見を

参考にして、最後に計画案を作成し、最後の 3月の協議会にて諮らせていただきたいと

思います。その間に 2回ほど協議会を開催させていただき、内容について共有し、ご意

見伺う機会を設けます。 

この 4回の協議会以外にも、必要に応じて書面協議等の形をとり計画に係る重要事項 



をご協議いただく可能性がございますことを申し添えます。 

事業者の選定方法として公募型プロポーザルを予定しているため、その事業者の企画

内容によっては若干の内容変更は想定されますが、概ねこのような内容で事業を実施し

ていきます。 

それでは次に資料 No.2、平成 29 年度裾野市地域公共交通活性化協議会予算書案をご

覧下さい。 

歳入につきましては、1 款 1 項 1 目、負担金としまして、329 万円、裾野市からの負

担金でございます。 

2 款 1 項 1 目、補助金としまして、141 万円、地域公共交通調査事業補助金、国から

の補助金でございます。 

3 款 1 項 1 目繰越金については 0円です。 

4 款 1 項 1 目、雑入としまして、2 千円、預金利息等で、歳入合計 470 万 2 千円でご

ざいます。 

続きまして歳出でございます。 

1 款 1 項 1 目、会議費としまして千円、1 款 2 項 1 目、事務費としてまして、同じく

千円でございます。 

2 款 1 項 1 目、事業費としまして、469 万 8 千円、これは先の 1 款運営費と合わせ、

本協議会が主体となって計画を策定するにあたり、それに係る支援業務を公募する際の

費用でございます。1款 2款合わせて 470 万円が公募型プロポーザルの上限額となりま

す。 

続きまして、3款 1項 1目、償還費としまして、千円、これは次年度平成 30 年度へ予

算を繰り越さず、年度末に市へ余剰金を返還するもので、公募による差金を想定したも

のでございます。額が確定し次第、流用いたします。 

最後に、4 款 1 項 1 目、予備費としまして、千円計上させていただき、歳出合計 470

万 2 千円でございます。 

なお、科目間の流用は認めさせていただきます。以上で平成 29 年度予算案につきま

して、説明を終わらせていただきます。 

 

協議事項（1）協議～採決  

 

＜会長＞ 

ただいまの事務局からの説明について質疑はございますか。 

その他になにかご意見ございますか。ないようですので、皆様にお諮りします。ただ

いま説明を受けました（1）平成 29年度事業計画案についてご了承いただくということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 



ありがとうございます。それでは、平成 29 年度事業計画案につきまして原案のとお

り承認されたということにいたします。 

次に、予算案についてお諮りいたします。予算案について、説明がありましたとおり

に承認するということでご異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。それでは、事業計画案、予算案について承認されましたので、

ただいまの説明通り、承認するということで決定いたします。事業計画案と予算案の案

の部分の削除をお願いします。 

なお、裾野市地域公共交通活性化協議会財務規定 第 2条第 2 項の規定に基づきまし

て、当該予算書の写しを裾野市長へ提出いたしますので、併せてご了承ください。 

 

協議事項（2）平成 29 年度地域公共交通調査事業 事業者選定について  

 

＜会長＞ 

それでは、引き続き協議事項（2）、平成 29 年度地域公共交通調査事業 事業者選定

について、事務局から説明を求めます。 

＜事務局＞ 

資料に基づき説明 

 

協議事項（2）協議～採決  

 

＜会長＞ 

ただいまの事務局からの説明について質疑はございますか。 

＜渡辺委員（商工会長）＞ 

プロポーザルの金額足して 1300 万とあるが、公募の段階で業者に対してはこれでやり

ますよと言ってしまうのか、それとも、業者がこれでできますよという提案との兼ね合

いがあるんでしょうか。1300 万という大きな金額で、有効に使わないといけないと思

いますので、教えてください。 

＜事務局＞ 

ご質問の件につきましては、まず、公募の仕方については、HP 等で周知するのですが、

上限額として、それぞれ 470 万、822 万と設定させていただきます。提案型の公募にな

るので、この仕様だとこのような事業がいいのではないかという提案をいただき、審査

のなかで上限額を超えないような事業ついて検討するという形になります。 

また、相互に連携を図ることで、ある程度費用を抑えられるのではないかというとこ

ろも考えているので、そこも提案をいただき、併せて審査をしていくことになります。 

＜渡辺委員（商工会長）＞ 



上限ということで、業者が 1,000 万でできるということであればそれでやらせるとい

うことですね。 

最初から1,300万という金額を出してしまうとそれで金額を出してしまうという懸念

があるが、あんまり安くやるというのも変だし、その辺の適正価格というか、モノを作

るわけではないから違うとは思うけども。 

1,000 万でできるというのであれば予算も余るし、そのほうがいいような気もします

けど。 

いずれにせよ、無駄がないようにお願いします。 

＜中川委員（三ツ輪交通）＞ 

2 点教えてください。 

H29 にまちづくり課と合わせて 2 つ調査をするということですが、もしかしたらかぶ

る部分もあるのではないかと思いまして、この 2つのプロポーザルは別の業者になる可

能性もあるかと思いますが、調査が重複している部分につきましては調整してどちらか

を省くとかという方法について教えてください。 

また、選定された業者と我 （々委員）はどう繋がっていくのかがわからないのですが、

例えばワークショップの開催とかあると思いますけど、そういったワークショップのや

り方について意見をいう機会があるのか、それとも計画案の段階で内容について意見を

言うのか、その辺の繋がり方を教えてください。 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

一つ目について、2 つの事業を 1 つのプロポーザルでやるということの意図は、一つ

はおっしゃるとおり内容的に被る調査もございますので、そこを一括してやりたいとい

うことがございますし、もう一つは相互に関連する計画ですので、同じ方向を向いてな

いといけないということがございます。 

これは2つの計画の調査を一つのコンサルに委託するという趣旨を含んでおりますの

で、両方の提案を受けて、どのようにやるのかということを審査しながら、一つの業者

を選定いたします。 

二つ目の本協議会とコンサルとの関係ですが、当然委員の皆様の意見を聞きながら計

画を策定していくのですが、プロポの段階で、承認いただいた事業についてどういった

ことができるのかという提案をいただくものですから、いただいた提案を踏まえて、一

緒に作っていく形になります。 

ワークショップも予定しているので、そういった場では委員の皆様にもご参加いただ

き、公共交通事業者や利用する市民の方、地域の事情に詳しい方とつなぎ合わせる役目

としてコンサルには動いてもらい、皆さんの意見も取り入れながら計画を策定してまい

ります。 

＜木佐森委員（地域交通課）＞ 

来年度は、裾野市の公共交通についての現状や課題の補足をするような調査をすること



は考えているのでしょうか。 

＜事務局＞ 

今年度実施した基礎調査の内容をとりまとめておりますので、そこからもう一歩深い

分析を来年度やっていきたいと思っております。 

調査の中で、アンケートやヒアリングをやっておりますが、もう少し踏み込んだ形で、

住民の方との利用者目線での意見交換の結果を反映できればと考えております。 

＜木佐森委員（地域交通課）＞ 

わかりました。 

計画をつくっていく中で、現状と課題を整理していくというのが非常にポイントだと

考えておりまして、裾野市でどういった課題を抱えているのか、その裏返しが施策とい

う形になると考えております。 

なので、バスの利用がどのような状況になっているのか、沿線がどういう状況になっ

ているのか、運行状況はどうなっているのか、そのようなところは詳細に調べていただ

き、整理をする必要があると思います。 

網形成計画をつくるということは、地域全体の公共交通を見直すということになるこ

とから、事業者の路線も含めてネットワークとして考えていくことが重要になると思い

ますので、ワークショップで地域の意見を聞くことも重要なことだと思いますが、そう

いったことを踏まえながら、もう少し丁寧に現状と課題についてやっていただければと

思います。 

＜事務局＞ 

後ほど説明いたしますが、今年度事業で、基礎調査を実施しております。その中で、

基本的なアンケート等は実施しているので、一般的な課題は理解はしているつもりで

す。 

網形成計画を策定するにあたり、もう一段階踏み込んで、地域の中でどう考えている

か、乗らない方についてもどう考えているかについて、ワークショップで意見を聞き、

計画を策定していきたいと考えております。 

＜会長＞ 

その他なにかご意見ございますか。ないようですので、皆様にお諮りします。ただい

ま説明を受けました（2）平成 29 年度地域公共交通調査事業 事業者選定について、ご

了承いただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。ただいまの説明通り、承認するということで決定いたします。 

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  

 

＜会長＞ 

それでは、続きまして報告事項、裾野市地域公共交通網形成計画策定に向けた取組み



について、事務局から説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

説明 

 

報告事項 質疑  

 

＜会長＞ 

それでは、ただいまの報告について、何かお気づきの点、ご意見等ございましたらお

伺いしたいと思います。 

＜望月委員（老人クラブ）＞ 

高齢化率の関係で、一番新しい高齢化率の、区単位のものは出せないですか？ 

急速に高齢化が進んでおり、私が住んでいるところも例に漏れないため、現在の数字

が知りたい。 

それから、乗り合いタクシーの件で、私が住んでいる深良は高齢化率がトップなので、

デマンドが成功すれば私のところでも取り入れられるかなと思いましたが、ああなって

しまったので、できれば、これからの乗り合いタクシー的なことをなんとかうまくでき

ないだろうかとお願いしたい。 

伊豆の国市では、年齢の制限はあると思いますが、年間一万円のタクシー券を出して

いる。使い方として、1回の使用上限がないもの。今裾野でもすそのーるが通っていな

いところに千円の券を交付しており、1回の使用につき100円のみという制限があるが、

そういうところの金額の検討をお願いしたい。 

また、敬老会で出している商品券を、タクシーも使えるようにしていただけないだろ

うか。グランドゴルフとかに行く際に使用できると助かる。すぐにすぐ答えがほしいと

いうものではないが、よろしくお願いしたい。 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

最初のご質問にあった高齢化率ですが、最新のデータはございますので、地区ごとに

分析して資料化したものを後日皆様にお送りさせていただきます。 

デマンドの話ですが、葛山で実施した乗り合いタクシーについてはこちらの協議会で

も議論させていただいた結果、利用者が少ないということで本格運行にはならなかった

という経緯がございますが、今回の網計画策定に合わせて、バスで公共交通がカバーで

きないエリアがあるということが見えてくるようでしたら、新たな手段で繋ぐ必要があ

るということも考えておりますので、来年度の調査を進めていくうえで、そういったこ

とも検討してまいります。 

＜望月委員（老人クラブ）＞ 

すそのーるを運営するにあたって、車両の購入から維持管理等含めて、どうやってい



るかはわかりませんが、それをやめて、先ほどの助成券事業をやった場合の比較という

ものはやったことがあるのでしょうか。 

＜事務局＞ 

すそのーるについて、この会議で見直しをかけていくつもりであり、その前に事務局

のほうで事前に比較ということはやっていないので、網計画を策定していく中でそのよ

うな議論を当協議会で行ってまいりたいと思います。 

また、デマンドの関係ですが、市主導でやるとなかなかうまくいかないため、地域で

実施の意向をまとめていただき、その段階で市が話をさせていただければうまくいくと

思いますので、ご要望がございましたらご活用いただければと思います。 

＜渡辺委員（商工会長）＞ 

公共交通という冠がついて JR が入っていないというのは、経緯は伺ったものの、やは

り市民の立場として納得できないと思う。やはりこれからも働きかけをしていき、委員

という立場じゃなくても、オブザーバーという立ち位置で、このような会議を催してい

るということを理解していただき、将来的に是非参加していただけるようにしてもらい

たい。やはり地域の中で JR 抜きで考えられないと思うため、前向きな理解を求め、新

年度に向け、委員からの提言ということでひとつよろしくお願いします。 

＜事務局＞ 

JR については機会を見て働きかけをしていきたいと思います。 

＜藤井委員（有識者）＞ 

まず報告のところからですが、基礎調査ということで丁寧にまとめられております

が、もう少しというところで、私は学生に指導するときに、例えば「満足」と「不満」

とか、あるいは「利用する」とか「利用しない」とかといったときに、色使いというと

ころで、「満足」は問題がなく、「不満」に問題があるよねといったときに、どちらかと

いうと「不満」を赤要素にして、「満足」を青にするといって視覚的に訴える。それか

ら、「利用する」といったときに青で、「利用しない」といったときに赤にするといった

ように、色遣いを統一するといったところが本来の見せ方だと思う。 

今回路線バスとすそのーるで満足と不満の色遣いが全く逆になっているので、そうす

るとパッと見たときに視覚的に入ってくる印象も丸っきり変わってしまうということ

になるので、是非これは統一していただけるといいなと思う。 

特に、それ以外の項目の中でも、例えば、運転免許の有無といったところですが、市

として、このコンサルデータをどのように扱うといったときの意識の問題ですが、例え

ば、80 歳以上の方、免許を返納された方たちが多いと、そういった方たちを公共交通

で支えるといったことを考えると、80 歳以上で免許を持っていないといった層に焦点

をあてたいのか、もしくは、公共交通を利用するにあたっても、裾野は自動車の利用率

が高いんだとすれば、公共交通のケアをするのはエリア的に難しいことから、自家用車

の運転をある程度頑張ってもらうという考え方をすると、頑張れる年代のところの見せ

方を中心にするのか、そういうところです。想いといったところを図表の中に表してい



ただいた方が、次年度の網形成計画の着眼点としての視点がわかりやすいかなと思いま

すので、是非色遣いは統一感をもって作っていただけるといいと思います。 

それから、先ほどのタクシー券の件ですが、私伊豆の国市の公共交通会議にも入って

いるので、そういった中で過去の例をお話しすると、タクシーチケットは全国的にもい

ろんな自治体が実施している。そんな中で伊豆の国市は 2 万円でスタートしたのです

が、高齢者の方は年々増えていき、そうすると、市の税金でフォローしていくと、基本

的に目減りする。例えば、今年は 2 万円でやったが、来年度は総予算でいくと 1 万 9

千円になる。そうすると、住民の方から公共交通に対して市は政策的にマイナスのこと

をするのかという苦情が来た。そういったことがあるので、タクシーチケットを増額し

た場合に、市の財政負担が大きくなるということで、他の公共交通とのバランスをとっ

たやり方に変えようということで、現状のやり方に変わった経緯がある。 

それから、タクシーチケットについては他の自治体においては不正利用が非常に多い

というパターンもある。実際に免許を返納した方たちが移動できないといったところで

使ってほしいのに、どうやら自分は使わないからと家族の方に使ってもらうといったケ

ースがあり、本人特定型にしないとだめだということで、やめてしまった自治体もある。 

それから、千葉県の八千代市の例だと、交通空白地域にお住いの労働世帯、独居老人

の方たちに、タクシーチケットを提供する。その方たちは、市内の移動というだけでな

く、生活圏が市の縁辺部にある場合は、他市に移動するという場合もある。例えばここ

でいうと裾野から御殿場へ買い物に行ったりだとか、三島に行ったりだとかということ

になるかもしれませんが、そういったようにタクシーチケットの市外への利用というこ

とも認めるようなことも展開しました。これは自治体の生活圏の違いといったところで 

どういう利用を考えるのかということでタクシーチケットの運用を考えるというこ

ともあります。ですので、1万円、あるいは 2万円、それがいいのか、あるいは制限が

いいのか、あればあっただけ出せばいいのかといったところもあるのかもしれません

が、本当に地域にとって必要なものをどう提供するかといったところを、検討しないと

いけないのかなと思います。 

それから、少し話が戻ってくるんですが、この立地適正化計画と網形成計画の策定に

合わせてということで、本来は都市計画マスタープランや市の総合計画といった全体の

上位計画に基づいて、立地適正化計画というのがちょっと長いスパン、20 年もしくは

30 年先の裾野の未来を考えようということで位置付けている。その全体像を結び付け

るために、じゃあ公共交通どうするのと考えるので、本来は立地適正化計画が先にでき

ていて、それに網形成計画をどう擦り付けようと考えるが本来のスタンスなんですが、

この裾野の場合はそれが同時並行的というよりちょっと逆転になっているということ

で、どちらかというと、網形成計画の場合には直近の 5 年くらいのスパン、今困ってい

る人たちのケアをしながら市の将来像と擦り付けをしなくちゃいけないという、そうい

う難しい側面を持っている。ですので、かなりボトムアップ型というますか、下から上

げていく。次年度のワークショップを通して、地域の声を聴くような形のものを手に入



れようとしている。これは良いことなんですが、地域のことを聞くことによって、5 年

くらい先の交通問題を解決には結びついていく、ただし、立地適正化で考えている、人

の緩やかな誘導といったものを考えたとき、この都市配置にどれだけ近づけていくのか

といったことを、常にチェックするようなスタンスで、こういう公共交通の全体像を考

えていかなきゃいけない。そういったことを考えると、先ほどの白黒の資料の方で提示

されていますが、交通の拠点のイメージをすると、例えば 83P ですが、将来の都市構造

がありますよと、それに対して公共交通の軸はある程度考えてるんですということは、

都市計画マスタープランに基づいた形で、表されてはいたんですが、こういったものを

ちゃんと実現するためのプランと、直近 5年のプランといったものをやはり事務局の方

である程度区別をして、持っておく。それを常にこの網形成計画を策定する上の、ある

意味交通の部門の上位の計画に対して、今どういう地域に入って何をしているのかとい

うことを是非枠組みとしてとらえていただけるといいなという気がいたします。その中

で、需要予測といったものをやられている。人口推計ということも取り入れられている。

これは人口推計はそもそも今いる方たちの平成 22 年のデータからの積み上げで、現状

傾向が動いていくとこういう形になりますという、ある意味現状ありきのベースのスタ

ンスですね。それに対してこの立地適正化計画のところで、都市機能誘導であるとか、

居住誘導であるとか、人が住むとか暮らすとかといった機能が配置されておりますの

で、そういったところの集約人口といったものがどう動いていくのかというは、前提条

件といいますが予見として与えられて初めて公共交通はそれに基づいて需要予測がで

きてくるという形になるので、そう考えると、今回お示しいただいた交通需要予測とい

ったところはあくまでも現状ベースからの発展ということになるので、やっぱり将来

20 年先の立地適正化ができたときの都市配置になったときに、新たな需要といったも

のがどういった形で生まれてくるのかというところをある程度想定した数値みたいな

ものを、是非次年度の立地適正化計画と網形成計画との連動調査の中で、少し明確化し

ておいた方がその後の 5 年ごとのスパンで地域に入っていくような交通問題を考える

上では役立つと思いますので、そういう対応をしていただければと思います。 

そういった中で、自動車の依存率が高いのであれば、この地域の人たちはまだまだ公

共交通入らないけれど、若い世代が多くて車の利用も多いんだから、ぜひそう言った面

では車利用で頑張ってねといったようなエリアがあっていいかもしれない。ただ、車が

利用できない子供たちや老人の方たちが多いエリアに対しては手厚い対応をしないと

いけない。じゃあそれが子供たちであれば学年が地域の中でどれだけ上がってくるのか

というのも見えてきますので、そういった年齢構成も地域の映り込みといったところも

使える、いったようにある程度組み込んだ中で検討していかなければいけない。という

ことになりますので、次年度はそういった意味では地区別の中に入り込んでいったとき

にその地区が抱えている 5 年後、10 年後といったところの問題点みたいなところを住

民の方たちと一緒になって考えていく、そういう丁寧な対応していただければありがた

いかなということであります。 



以上修正のところと、今後の対応のお願いといったところで少しお話をさせていただ

きました。 

＜会長＞ 

ありがとうございました。その他、よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまいただいたご意見等を、また次年度の計画策定に生かしていくよ

う十分に配慮をお願いします。 

それでは予定の議事については終了しましたので、進行を事務局の方に戻します。 

 

その他 

 

＜課長＞ 

ご審議ありがとうございました。いろんなご意見いただきましたので、真摯に受け止

めまして次年度以降の策定に生かしていきたいと思います。 

それでは戻りまして次第の 4、その他ということでございます。 

お手元に路線バスの時刻表をいただいたということでございますので、富士急行さん

の方から説明をお願いしたいと思います。 

＜古谷委員（富士急行）＞ 

～説明～ 

＜課長＞ 

ご説明ありがとうございました。 

その他といたしまして、皆様方から何かご意見等ございますでしょうか。 

～意見なし～ 

先ほどから話にありましたけれど、次回の活性化協議会開催ですが、7 月を予定して

おります。プロポーザルをその間にさせていただいて、事業者の選定をして、また計画

策定に係る内容についてご協議いただくというような格好になって参ります。 

7 月 8 月くらいからワークショップを開催していくという運びになりますので、また

ご協力をお願いしたいと思います。 

閉会 

 

＜課長＞ 

それでは時間となりましたので、以上をもちまして、平成 28 年度裾野市地域公共交

通活性化協議会第 3回を閉会させていただきます。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 


