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平成２９年度裾野市地域公共交通活性化協議会（第１回）議事録 
 
１．開催日時 平成２９年７月３１日（月）午後１時３０分～午後３時３０分 
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 酒井 保副会⾧ 
 堀合 喜義監事 柿田 英明委員 
 大庭 満治委員 大島 静明委員 
 横山 芳文委員 鎌野 公種委員 
 片山 正三郎委員 岩崎 正子委員 
 藪下 亮治委員 渡邊 康一委員  
 渡辺 光也委員 杉山 文孝委員 
 中川 智敏委員（代理） 大川 雅光委員（代理） 
 藤井 敬宏委員 髙田 譲治委員 
 中川 哲也委員 杉本 文和委員 
 藪田 丈夫委員 鷺坂 太一委員（代理） 
  米山 茂樹委員 鈴木 正次委員 
 加畑 勝之委員 土屋 敏彦委員 
 中村 章秀委員 土屋 弘海委員  
   
  事務局 石井 敦 服部 和彦 
［企画政策課］ 中村 健児 舘山 崇史 
 
４．議題 

報告事項 

・事業者の紹介及び平成２８年度裾野市地域公共交通網形成計画策定に向けた基礎調査結果の概要 
協議事項 

（１）裾野市地域公共交通網形成計画検討内容及びスケジュール 
（２）地域公共交通の構築に係る基本方針と目標 
（３）住民の意見聴取のためのワークショップの開催概要（案） 

 
５．傍聴人 ４人 
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６．会議経過（別紙） 

①開会 

②会長挨拶 

 小林企画部⾧よりご挨拶をいただきました。 
③委員及び出席者の紹介 

④議事 

 ・報告事項 事業者の紹介及び平成２８年度裾野市地域公共交通網形成計画策定に向けた基礎調査

結果の概要について 

   事務局より概略の説明を行ったのち、藤井委員より立地適正化計画についてのご説明をいただ
きました。 

ご説明の概要は以下の通りです。 
・藤井委員  
  都市計画マスタープランを裾野市においても策定しておりますが、その中でも立地

適正化計画を組み込んでいこうと謳われております。立地適正化計画とは、国土交通
省の取り組みの中で出てきた計画であり、日本全国で 340~350 の自治体が策定してお
ります。おおよそ 20~30 年ほどの時間軸をもち、緩やかにコンパクトにしていこうと
いうもので、例えば青森市では冬場の除雪がつらく、住民の皆様が広域に住んでいる
とインフラコストが非常にかかってしまう。そういったことであれば、都市型の集約
にしてコストを、都市生活を再生する方に力を入れ、コンパクトな街にすることによ
り「住み方」を改善しようとするものもあります。その中で、コンパクトシティネッ
トワークというもので「住む場所」「働く場所」をできるだけ集約化し、公共交通で結
んでいこうという考え方です。その条件の 1 つとしては、市街化区域のなかに都市機
能や居住機能を 20~30 年ほどの時間軸の中で、緩やかに誘導していくというものがあ
ります。裾野市の場合は非常に特徴的な市であり、市街化調整区域の中に 40％を超え
る人が住んでいます。この人たちを市街化区域の中に誘導していくのはかなりしんど
い話です。こういった状況では、「住まい方」をどう位置づけるかが重要になります。
現在、立地適正化計画を全国で取り組んでいるという話をしましたが、政令指定都市
を除くと、立地適正化計画と公共交通網形成計画を取り組んでいる平均的な人口規模
は、10~11 万人ほどの都市です。公共交通網形成計画のみ取り組んでいるものの平均
は 5 万人ほどの都市です。以上より、裾野市は本来、公共交通網形成計画だけでなん
とかなりそうな都市形態をしていることになります。しかし、市街化調整区域に住ま
れている方、集落といった中で、昔町村合併をした関係もふまえて、非常に拠点が広
がっています。それどう位置付けていくのかということも検討していかなければなら
ず、都市全体の集約型都市の方向性を考えなければなりません。したがって、5 万人
ほどの都市ではありますが、立地適正化計画と公共交通網形成計画をあわせて検討し
なければなりません。本来であれば、立地適正化計画を先に策定してから、公共交通
網形成計画を擦りつけていくのですが、今回逆になっています。策定時期の問題もあ
るかもしれえませんが、市街化調整区域に住んでいる人たちが多いということもあり
ますので、このあと紹介されていくワークショップといったところで、地域の方々が、
地域の足についてどういう方向性を持っているのか、住民としてできるようなことは
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何かを、住民の皆様と一体化して考えていかなければなりません。公共交通網形成計
画のなかで、地域の特性を生かした交通網とはどういったものなのかをワンステップ
で考えたうえで、次の 5 年先といった計画に移動していくのではないかと思います。 

 
 ・協議事項（１）裾野市地域公共交通網形成計画検討内容及びスケジュール 

・協議事項（２）地域公共交通の構築に係る基本方針と目標 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局  裾野市地域公共交通網形成計画検討内容及びスケジュールについてご説明させてい

ただきます。網形成計画の策定のための手引きに則り整理していきますと、地域公共
交通の現状・課題の整理につきましては、平成 28 年度の基礎調査で整理されている
ものであります。今年度につきましては、（１）地域データ等の分析に基づく基本方
針と目標の検討。（２）住民の意見聴取なためのワークショップの開催支援。（３）公
共交通システム運行基本計画（案）の策定。（４）目標を達成するために行う具体的
な事業の検討。（５）裾野市地域公共交通網形成計画（案）のとりまとめ。（６）パブ
リックコメントの実施支援。（７）裾野市地域公共交通活性化協議会の運営支援。と
いった流れになっております。 

 
 今年度、立地適正化計画との関連もありますので、誘導区域と整合をとりながら
基本方針等を修正していきます。昨年度調査結果で定めた方針を基本として、今後追
加していくべきものを追加していきます。 

 
  具体的には、「すそのーるの見直し」、「裾野駅島と三島駅との直行便」、「新たな公

共交通システム」、「既存バス路線の再編」といったものを検討してまいります。 
 

今後の協議会の日程については、第 2 回を 10 月 27 日の午後。第３回を 12 月 18
日の午後。第 4 回を 3 月 26 日の午後を予定しております。 

 
・事務局  地域公共交通の構築に係る基本方針と目標についてご説明させていただきます。計

画に記載する記載事項として、地域公共交通の活性化及び再生の促進の関する基本方
針というものがございます。この基本方針に基づき、記載事項を網羅しております。 

 
計画区域につきましては、鉄道（JR 御殿場線）、民間路線バス、すそのーる及びタ

クシー相互の連携を図り、一体的に推進する必要があるため、裾野市全域といたしま
す。但し、公共交通ネットワークの形成に当たっては、隣接自治体の公共交通機関と
の連携など広域的な視点により検討いたします。 

 
基本方針といたしましては、①広域アクセスに配慮しつつ、公共交通機関の機能分

担と拠点機能の強化によるネットワークの再構築を目指す。②観光振興や商業活性化
などまちづくりと一体となった公共交通サービスの展開を目指す。③「地域が支え、
育てる」持続可能な公共交通の確立を目指す。３つの基本方針により持続可能な公共
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交通の再構築を目指します。 
 
計画期間につきましては、別途策定中の「立地適正化計画」との整合を図りつつ、

将来都市構造のあり方と連携を図った最適な公共交通ネットワークの形成を目指すこ
とが重要で、平成 30 年度～平成 34 年度といたします。なお、国土交通省で制定し
ている地域公共交通マスタープラン（地域公共交通網形成計画）の計画期間は原則５
年程度と位置付けられております。 

 
裾野市内の公共交通網は、幹線交通システム、支線交通システム及び補完交通シス

テムの３段階に「階層化」を行い、各公共交通システムが有機的に接続する乗継拠
点・乗継ポイントの設置により、適切な役割分担のもと緊密に連携しながら、利便性
向上と効率的な運行を目指したネットワークの再構築を目指します。市民文化センタ
ーより以南エリア（深良交番北～深良和市）に新たな乗継拠点となり得る営業所の整
備と、路線バスのルート再編について検討してまいります。 

 
「地域公共交通に関する基本方針」において掲げた各方針の進捗度合いの評価が可

能となるよう、基本方針ごとに目標の達成状況を明確化するための目安となる評価指
標と目標値を定めております。乗継拠点３箇所（裾野駅、岩波駅、市民文化センター
周辺）、乗継ポイント３箇所（支所：深良、富岡、須山）の６箇所。商業施設や観光
施設等と連携した公共交通利用者に対するサービスを、平成 30 年度から年に１件の
ペースで実施。乗り方教室や地域公共交通のＰＲや活性化イベントを、平成 30 年度
から年４回程度、延べ 20 回実施としております。 

 
  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。 
・土屋委員 須山の視点から、将来の公共交通のあり方を考えていくうえで、藤井委員からコンパ

クトシティという考えの中で、裾野市は調整区域の集落をまとめるのは難しいという
話であるが、地域に何も手当をせず現状を見て計画を策定するのか、須山のような集
落を将来的にはどういった地域にしようかといったことを市がある程度考えて策定す
るのか。例えば、須山を観光地域にするとか位置づけを明確に考えていただきたい。
このままいけば確実に過疎化と高齢化率は上がります。今回の計画ではないが、こう
いったことも考えて公共交通網形成計画を造っていくべきである。調整区域であって
も、計画として考えていただきたい。 

・小林会⾧  立地適正化計画の方では裾野市の特性としては調整区域に拠点があり、その点を踏ま
えてコンパクトシティを考えていかなければならない。これが１つのベースになり、
公共交通網形成計画は現状がベースとなる。5 年ごとに見直していくというのは、今
何ができるのかということから始めていかないと、まちづくりの方とずれてしまいま
す。今お話に合った観光と、生活交通をリンクさせ路線を維持する方法がないかとい
うことが、基本方針として案が出されています。今後も WS も含め住民の意見を聞き
ながら方針を定めていく。 
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・事務局 会⾧がおっしゃられたように課題は多くあり、公共交通網形成計画は 5 年スパンで計
画していくため、立地適正化計画で拠点を定めてから検討するということができませ
ん。ですので、WS も含め住民の意見を聞きながら現状を踏まえてやっていかなけれ
ばなりません。 

 
・加畑委員  立地適正化計画は市街化区域内だけの話ではないため、その周辺にある既存の集落と

の拠点につきましても、計画の中では述べていこうと考えておりませので、皆様の意
見を聞きながら考えていこうと思っております。 

 
・渡邊委員 新たな乗り合い拠点としてインフラ整備で費用がかかると思います。データで見てみ

ますとバスを増やすような計画であると思いますが、路線を増やすことで赤字路線が
出たりすると思われるため、公共交通を充実させるのはいいと思いますが、関連計画
と併せて計画していかなければならないと思います。 

 
・事務局   今回の計画では、バス路線を増やすということではなく、既存路線の調整や、デマン

ド等利便性を高めるもので、再編するものであります。 
 
・鷺坂委員 資料 1 について、広域的な交通結節点である JR 三島駅へのアクセス強化というのは、

バス利用者の聞取り調査や調査報告書も拝見したのですが、「利用しないと思う」と回
答した人も 43％程度おり、なかなか無視できない数字ではないかと思います。JR 三島
駅へのアクセス路線というのは既定なのか、今後 WS 等の実施により検討するのかお
聞かせいただきたい。 

 
・事務局   地方創生の中で定住促進も含めて、三島駅利用による首都圏への通勤の足として考え

ており、政策的な意味も踏まえて検討しております。 
 
・中川委員 資料 3 の（２）について、文化センターの乗り継ぎ拠点を設置するのはなぜなのか。

ハブのようなイメージなのか。営業所は富士急様なのか教えていただきたいです。 
 
・事務局   ハブ機能を持たせるのはかなり有益であり、市の中心部に位置するため、営業所を設

けることで、交通結節点としてはいいものになると考えております。営業所は具体的
にどこかということはありません。 

 
・大庭委員 資料 3 の公共交通のカバー人口について、実際の利用人数はどの程度か把握できてい

ますか。 
 
・事務局   1 日あたりの利用人数は裾野駅利用、岩波駅利用ともに 3,000 人は超えているが、利

用者が市民だけではないということから、カバー率としてはありますが具体的な数値
は把握できておりません。 
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・大庭委員 目標値が現状維持とは、このままでいいということなのか。 
 
・事務局   資料 1 について現状の動向を見てみますと、需要推計で鉄道駅は 1 ㎞、バス停は 300m

のカバー率が 46,000 人であるといった数値でございます。 
 
・小林会⾧ 人口の 9 割をカバーというのは住んでいるエリアをカバーしようというのが目標とし

て挙げておりますので、路線の維持さえできればこの目標は達成できます。 
 
・柿田委員  資料 1 について、アンケート結果で 54％の人が渋滞の解消とはどこの道路なのか。エ

コ通勤キャンペーンの実施の成果はどうか、中身がわかれば教えていただきたい。 
 
・事務局   通勤バスの実施をしておりますが、どの程度の成果なのかは把握できておりません。

外から裾野に入っていることだけは把握できております。 
 
・柿田委員 工業団地が増えてきて、交通渋滞が増えている可能性もあります。企業に協力してい

ただき、調査して把握した方がいいのではないか。 
 
・事務局   企業さんへの依頼というのは可能ですので検討させていただきます。 
 
・柿田委員 高田委員にお聞きしたいが、信号機の時間の調整はできないのか。 
 
・高田委員 全体の信号を調節しなければいけないため簡単にはできません。平日休日や朝夕の混

雑時も考慮しながらやっております。 
 
・大島委員 資料 3 について、新たな交通システムの導入としてデマンドとありますが、以前のデ

マンドの失敗は何であったのか、なぜ利用しなかったのかを教えていただきたい。 
 
・事務局 区民の皆様の意見では使うと言ってくれているが、実際には 4 人だけであり、あれば

いい程度で、実際には利用しなかったことが原因としてあります。 
 
・大島委員 同じ失敗になるのではないでしょうか。 
 
・事務局 使っていただくために上手く PR や環境づくりが必要でありますので検討していきま

す。 
 
・大島委員  昔ノーカーデーや公共交通利用を促していた。はじめのうちは実行できていたが、残

業や女性は危険などの問題が出てきました。通勤に困っているのは現状であるため、
調査をすることは必要であると思われます。 

 
・柿田委員  バスは時刻表通りに動いておりますか。 
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・大川委員 時刻表通りに動いております。朝は 5 分程度の遅延することはありますが、昼間は通

常の時間で動いていることがほとんどです。 
 
・鎌野委員 今後高齢化がさらに進んでいく中で、免許返納等の面からも公共交通は充実していた

だきたいです。運動公園にバスが通っておらず、利用交通手段がないため大会を催す
際に不便であり、開催をやめることもあり得る。 

 
・事務局   当然考慮して計画を策定しますので、検討していくうえでご意見を頂戴できればと思

います。 
 
 ・協議事項（３）住民の意見聴取のためのワークショップの開催概要（案） 
   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局  地域住民の公共交通に対する意見・要望等を幅広く収集し、循環路線バス「すその

ーる」や裾野駅等と三島駅との直行便バス、公共交通空白地域の解消に資する新たな
公共交通システム及び既存バス路線の再編といった公共交通システムの望ましい運
行方式（ルート、エリア、ダイヤ等）を検討する際の参考とするため、ワークショッ
プを開催いたします。 

 
        10/8（日）に西地区・東地区、10/7（土）に富岡地区、9/24（日）に深良地区・須

山地区を想定しており、時間等については今後ご相談させていただければと思いま
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。 
・中川委員 本当に困っている人の意見を多く取り入れることが重要であると思いますので、中学

生などとなっておりますが、高齢者の方を中心に集めていただければと思います。さ
らに、WS で文化センターの乗り継ぎポイントの話を設けることも検討していただき
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 
・事務局   参加者は中学生にこだわっているわけではありませんので、高齢者にも誘致いたしま

す。WS で乗り継ぎポイントの話を設けるというものも検討いたします。 
 

 ・その他 

  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。 
・事務局 WS の開催の際に団体の皆様に、是非とも参加のお声掛けをお願いします。 
 
・藪田委員  現在、高齢・赤字路線等、問題が多くあり、補助金等も多く出せず企業さんに苦労

を掛けておりますが、貨客混載のような事業もありますのでそういった工夫の提案が
できればと思います。 
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・藤井委員 前提条件として収支率というキーワードがありますが、収支率だけで議論することは
難しいため、定量的なデータ・ニーズは把握しなければなりません。路線バス自体で
収支率が 49.6%ということで、補助金がかなり投入されている。このことは民間のバ
ス事業者自体もなかなか単独で公共交通として成し得ないという状況にあります。さ
らに、「すそのーる」は 16.6%であり、通常であればやめる選択肢が出る数値であり
ます。再編するにあたって、核となる共通認識を持ち目標を定めることが重要だと思
います。本当に困っている方々を把握するためにも住民協議会・住民協働というもの
を作っていかなければならないと思います。さらに、中学生にもワークショップを実
施するとあり、スクールバスの問題で高校選択にも影響してくることがありますの
で、是非実施していただきたいと思います。さらに、パークアンドライドという考え
方もありますので、どこに拠点を置くかというのもこの計画の中でイメージしていく
ことも重要です。裾野市の場合は、立地適正化計画と公共交通網形成計画の策定が逆
となっておりますが、第一ステップ（今年度策定業務）として、立地適正化計画に擦
りつけていくようなイメージで、タイムスケジュールを組んでいければいいと思いま
す。 

以上 


