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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２回）議事録 
 
１．開催日時 平成２９年１０月２７日（金）午後１時３０分～午後３時 00 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 柏木 博光委員（代理） 
 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 渡辺 学 委員 
 植田 利男委員 髙橋 伸一郎委員  
 中川 智敏委員（代理） 大倉  篤 委員 
 藤井 敬宏委員 渡辺 佑至委員 
 石橋 澄一委員 杉本 文和委員 
 藪田 丈夫委員 倉澤 秀樹委員 
  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  
   
  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 

・公共交通について話し合うワークショップに結果について 
協議事項 

（１）裾野市地域公共交通網形成計画骨子案について 
（２）市内バス路線退出申出さん件について 

 
５．傍聴人 2 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 公共交通について話し合うワークショップに結果について 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局    須山地区、深良地区、富岡地区、西地区、東地区それぞれにおいて地域住民の公

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した。プ
ログラムの中に、「公共交通を学ぼう」とテーマを設定し、ワークショップに移る前
に現状を把握してもらってから、市民の皆様にご意見を頂戴いたしました。 

 
 須山地区では、「「すそのーる」の運行エリア拡大・導入」「タクシーの相乗りの推進」

「タクシー券（利用回数制限）の発行」「ヘルシーパーク送迎バスの市民混乗」「デマ
ンド運行の導入」といったご意見をいただきました。地域で実践できる取り組みとし
ては、「公共交通を月１回利用する日をつくる」等のご意見を頂戴いたしました。 

 
 深良地区では、「「すそのーる」の運行エリア拡大・導入（目的別ルート、車両の小型

化）」「有線によるコース案内放送」「タクシー割引券の発行」「利用する人の時間帯に
合わせた運行」といったご意見をいただきました。地域で実践できる取り組みとして
は、「深良駅周辺のまちづくりの推進」「募金活動等を行い、バスやタクシーなどをも
っと便利に」等のご意見を頂戴いたしました。 

 
 富岡地区では、「自動運転車の導入」「バス事業の自由化」「路線バスの小型化（マイク

ロバス）」「運行本数の増便」「運賃の低額化、無料（地域で負担）」「バス停の増設」「地
域毎に交通を考える」「カーシェアリングの普及（各地区）」「道路整備に合わせた路線
バスルートの変更」「目的以外（通勤、通学）のバスの廃止」「「すそのーる」の増便」
「有償ボランティア運転手の育成」といったご意見をいただきました。地域で実践で
きる取り組みとしては、「Ｕber 方式による運行、ボランティア運転」「通勤時にバスを
使う」「規制を廃止する運動」「バスサービスの拡張」「運転手の確保」等のご意見を頂
戴いたしました。 

 
 西地区では、「免許返納者への優遇措置の拡充（バス運賃割引、タクシー券等）」「「す

そのーる」、路線バスのルート見直し」「「すそのーる」利用が少ないバス停の廃止」「バ
スの小型化による便数増加」「タクシーの相乗り推進、タクシー券の発行」「バス停に
駐車場・駐輪場の整備」「乗降場所の集約化」「バス停時刻表の見やすさ改善」といっ
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たご意見をいただきました。地域で実践できる取り組みとしては、「公声かけあっての
お出かけ」「ニーズ調査（利用目的、目的地などの明確化）」「「すそのーる」乗車券配
布による体験」等のご意見を頂戴いたしました。 

 
 東地区では、「利用者の意見を聞く」「運行ルートの希望調査（毎年）」「「すそのーる」

小型化による料金の低廉化」「「すそのーる」・東地区を２ルートで運行（ワゴン車）、
増便」「タクシーの相乗り推進」「バス運転手の収入アップ」といったご意見をいただ
きました。地域で実践できる取り組みとしては、「学校へのポスター掲示」「ポスター
掲示（公民館等）による利用の呼び掛け」「募金活動」「公民館に時刻表・停留所の掲
示」「なるべく利用する」等のご意見を頂戴いたしました。 

 
 ・協議事項（１）裾野市地域公共交通網形成計画骨子案について 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局  裾野市では、「平成 28 年度集約都市形成支援事業に係る基礎調査（平成 29 年２月）」

の中で、公共交通に関する現況整理や、移動実態やニーズ等を把握するため各種調査
を行い、課題や方向性（案）について検討を行った。本業務では、過年度調査結果や
別途策定中の「立地適正化計画」との整合を図りつつ、将来に渡って持続的かつ安定
的に維持・発展するため、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
トワークの形成に資する「裾野市地域公共交通網形成計画」を策定することを目的と
いたします。 

 
事業 17 までにワークショップの意見を踏まえて、計画に反映しておりますが、骨子
案といたしましては、この後の路線バスの退出の面でご説明しますが、市内の公共交
通の現状が考えていたものと大幅に変更する可能性がございますので、骨子案も状況
に合わせて計画を変更していく予定であります。それを踏まえたうえでご意見をお願
いいたします。 

 
  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。 
・中川委員 わかる範囲で教えていただきたいのですが、事業としてはボリュームが多いですが、

優先度等はあるのでしょうか。また、この事業をやればその後この事業に取り掛かる
ことができるようなことがあれば、教えていただきたい。 

 
・事務局 骨子案の面で策定しているところでございまして、事業の優先度は当然ついてきます

が、今後変更の可能性が非常にあるため、現段階では把握できておりません。 
 
・鎌野委員  基本方針の②に観光振興や商業活性化などまちづくりと一体と書いてあるが、商業活

性化となると、区画整理事業が縮小している中で、このような計画が立てられるのか
伺いたい。また、老人会からの意見として、バス・タクシーの利用券を出していただ
けるのは有難いが、実際１人ではバスは乗らないので、10 人程度で乗車できるタクシ
ー等を検討してほしい。 
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・事務局   基本方針②の観光振興や商業活性化などのまちづくりに関しまして、市の方として区

画整理事業は平成 41 年の完成ということで、現在動いているところでございます。
この計画自体は、立地適正化計画・コンパクト＆ネットワークと併せて、計画を策定
しております。公共交通網形成計画自体は５年スパンで考えていくうえで、当然商業
活性化の中で進んでいきという認識でありますので、抜くわけにはいかないというの
が現状であります。また、老人会からの意見に関しては、ジャンボタクシーのような
ものを検討していかないといけないという考えでございます。 

 
・鎌野委員 病院等の問題について、現在の「すそのーる」は全て日赤病院の辺りに停まりますか？

必ず日赤病院に停まらないといけない。「すそのーる」が走っていないところをどう対
策するかを、今後特に考えていかないといけないと思ったからであります。 

 
 
・協議事項（２）市内バス路線退出申出案件について 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局   バス事業者がバスを廃止する際の手続きについてご説明させていただきます。退出

申出を協議会において、地区幹事会を開催いたします。その後に分科会で議論するも
のであり、裾野市の場合は裾野市地域公共交通活性化協議会が分科会に当たります。
12 月 18 日に路線バス退出の件について、ご協議いただきます。 

 
・富士急バス   御殿場駅・裾野駅入口、三島駅線の事業縮小について、経緯といたしましては、バ

スの IC カードシステム等の利用環境整備への投資や、増収を図るため富士山の観光
需要も取り込むべく様々な地用促進策、平成 26 年４月輸送力増強やバスフリーパス
設定等を講じておりますが、依然として利用の低迷が続いております。近年のバス運
転士不足の状況下、現状の事業規模を維持することが困難となりましたので、平成３
０年度に事業を縮小せざるを得ないと判断し、９月に退出申出をしたものです。すべ
てを廃止するのではなく、３分の１以上の減便ということで挙げさせていただいてお
ります。経営状況としましては、御殿場駅―三島間で１日の往復運行回数が、富士急
行で 6.5 回、富士急シティバスで 6.0 回、土休日は富士急行で 5.5 回、富士急シティ
で 6.0 回となっております。平成 26 年から 28 年の収支状況で、26 年から 27 年の間
で利用者が増えておりますが、一度輸送量増強し毎日１４往復実施したためでありま
す。平成 28 年は横ばいとなっており、富士急行としては 2,000 万円弱の赤字となっ
ております。富士急シティバスに関しても欠損額 2,100 万ということで、国と県から
補助金をいただいておりますが、２社の合計欠損額が 2,000 万弱かかっている状況で
す。そこで考えておりますのが、御殿場―三島駅間では富士急行で 1.5 回、富士急シ
ティバスで 0 回、土休日は富士急行で 1.0 回、富士急シティで 0 回としております。
また、裾野駅―三島駅間では系統分割といたしまして、富士急行で 0 回、富士急シテ
ィバスで 4.0 回、土休日は富士急行で 0 回、富士急シティで 2.0 回としております。
実施スケジュールといたしまして、平成 29 年 10 月～平成 30 年１月に静岡県生活交
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通確保対策協議会における「退出意向」に係る協議を実施としており、平成３０年か
ら新計画にて運行スタートとしております。 

 
・シティバス  須山発着の路線につきまして、退出の申出をさせていただいております。当路線に

つきましては地域の移動特性、御殿場方面へのアクセスも含め地元との協議を今後さ
せていただき、路線の再編を含めての検討をさせていただきたいです。また、生活需
要だけではなく観光需要との混乗による収支の改善も考慮しつつ、路線の再編も含め
検討を進めて参ります。また、東急線につきましては、昨年度までの収支として 575
万円の欠損額であり、裾野市から 300 万円弱の補助を受けており、当路線も退出申出
しております。千福が丘線の今後の運行につきましては、地元自治会を交え協議中で
ございます。 

 
  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。 
・事務局    骨格となる路線以外の路線が出ましたので、かなりの変更があると思います。骨子

案の２ページの基本方針について、立地適正化計画と一緒になっているものは、変更
はありませんが、３，４ページ目の公共交通のあり方というのが変わってくるのかな
と思います。地域の中で協議しているため、継続していきたいがお金がないところで
ございます。バスのドライバー不足やドライバーの 55 歳以上が半数であり、将来的に
は減少してしまうという問題もあり、骨格の部分を維持しないといけないので、市の
意見は骨格だけは守りたいと思うところであります。 

 
・柿田委員  桜堤線の状況について、新幹線を利用する場合、便利であると思うがどうなるのか

教えていただきたい。新幹線利用者がどうなのかも含めてお願いします。 
 
・シティバス  明確な回答はできませんが、当初は７、８本の便でした桜堤線は、現在、倍の便数

であります。新幹線利用を考慮した要望も多かったのですが、極力答える形で現在の
ダイヤとなっていますが、偏りがあり、朝の１、２便は需要がありますがそれ以降は
減っています。そのため、赤字路線となっており、再編が必要であると考えています。 

  
・柿田委員  裾野駅以降を桜堤線にして、新幹線利用をターゲットにしたら効果はあるのでしょ

うか？ 
 
・シティバス  御殿場線が短縮系統になった場合には、そちらを補填する意味で４、５本の運行見

込みを現在持っています。 
 
・横山委員  基本路線が少なるということですが、裾野市内のバス事業者に乗合免許を取得して

頂き、小型化のようなもので空白時間帯だけでも、交通弱者のために計画できないの
か教えていただきたい。 

 
・藪田委員   今回の場合、可能といえば可能であるが、乗合の許可を取得するに当たって、この
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ような会議で票を取って申請していただければ、それに伴い別事業者が路線を組むこ
とはできます。しかし、事故等の問題により免許を取るのが難しいことや、小型化を
する場合バリアフリーに対応しなければならない等の難点があります。 

 
・事務局    基幹交通のメインであるので対策を考えているとこだが、人がいないため案が出て

こないというのが現状であります。運転手の確保が必要ではありますが、なかなか難
しいところでございます。 

 
・岩崎委員   ワークショップの中で全地区において「すその―るの見直し」とあるので、もっと

真剣に皆さんに考えていただきたいと思います。ボランティア運転手等と書いてある
が、すごく重要だと思います。 

 
・事務局    平均乗車人数が少ないところの再編を考えており、基幹路線がある段階では考えが

あったのですが、基幹路線が消えてしまうことと運転手不足等が危惧されます。再編
については必ずやると考えております。「すそのーる」の出だしで商業活性化というの
も含めて考えていかなければならないと思います。意識啓発に関しましては、一番難
しいところではありますが、有償ボランティア等も含めてもう一度考えていきます。 

 
・中川委員   昼間の便数を減らすということですが、どの程度の方が利用できなくなるのかお教

えいただければと思います。 
 
・富士急バス  今年６月に乗降調査結果では、御殿場駅～三島駅が 130 人程度、三島駅～御殿場駅

が 150 人程度と、利用が厳しくなると思われます。御殿場駅～三島駅までの区間は 22
㎞と⾧路線なため、乗車範囲が狭いお客様が多いためと思われます。 

 
・シティバス   定量的な数値はとってはいないが、既存の路線と増便路線である程度吸収できる

と考えております。 
 
・大倉委員   事業再編後、裾野駅～三島駅間を平日で４回となっていますが、一定の利用がある

ということですが時間帯はどのくらいの時間帯でしょうか。また、須山線の観光需要
とありますが、具体的な考えを教えていただきたい。 

 
・シティバス  須山線の今後については、須山から御殿場方面を含めてバランス調整をし、再編を

行っていきます。裾野駅～三島駅間は御殿場線で削減した分を運行するというもので、
時間帯は朝夕を考えております。 

 
・藤井委員   バスの撤退は全国的な問題であります。利用者が少ないに拍車をかけるごとくドラ

イバーが少ない、維持継続できないというものが、他の自治体でも同じであります。
裾野市にとって大きい部分は、立地適正化計画と同時に進めているところであります。
骨子案の１ページの中で、フローに網形成計画と立地適正化計画とありますが、どち
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らが上位計画か下位計画かはありませんが、基本的には将来２０年間を考える立地適
正化計画で拠点等の位置づけをし、都市化ということで、多極ネットワークにしたう
えで、公共交通で繋ぐことであります。公共交通網を設定して立地適正化計画となる
ので、５年間ごとに計画を見直し、将来の裾野市を充実させてかなければならない。
また、解消療法的にやってしまうと、裾野市の計画のそのものの方向づけを失ってし
まう可能性がある。そのために、幹線系を維持する仕組みを市民の方々に、知ってい
ただくことが大事になってきます。モビリティマネジメントというキーワードで、自
家用車から公共交通に転換させようとするときに、何かのインセンティブを与えなき
ゃと考えるのですが、究極のバリアフリーと考えると、自家用車に見合う公共交通の
サービスを考えなければならないし、手厚いフォローが必要になります。利用者がい
なければ撤退という問題があることから、公共交通が使わなければなくなるという意
識をしてもらうことが MM を展開していかないといけない。市の取組の中に、公共交
通をいかに浸透していく、地味でも継続していくことが重要だと思います。裾野市に
おいても、デマンドタクシーの実証運行をしていると思いますが、もともとバスが走
っていて撤退したときにすぐフォローしてあげれば、公共交通に戻る可能性があるの
ですが、１，２年経ってしますと生活のリズムがありますのでモードが戻らない。そ
のため、デマンドも利用されなかった。そのことから定常性をなくしてしまうとダメ
です。バス事業者の方々で、幹線系をフォローアップできないか。さらに、小さな小
型での運用。このように段階をかけて、市の方で検討していかなければなりません。
具体的に、どの路線を乗せていくのかを検討していく必要があります。即効性ではで
きなく、できることからやっていき修正していくしかないと思います。 

 
 ・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。 
・柿田委員   骨子案で、「すその―る」の見直しを平成 30 年度中に実行するとのことですが、

具体策を教えてほしい。市民の方々の意見もありますので。 
 
・事務局  「すその―る」の見直しに関しましては、網形成計画の中である程度計画しまし

て、平成 30、31 年度の初期段階から実施する想定であります。１路線５人しか乗っ
ていないということもありますが、どこをどうしていくという具体的な策は３年スパ
ンで再編していく考えであります。ワークショップでは、須山、深良、富岡地区は
「すその―る」がほしい。西・東地区では「増便してほしい」とありますので、実際
に需要があるかも踏まえ、慎重に決めていけたらと思います。路線を変えざるを得な
く、基幹路線が消えてしまうと、フィーダーもできませんので、退出路線等の協議を
して決めていきたいところであります。 

以上 


