
 

 

１ 開催概要 

   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。 

開催日時・場所 

【参加者数】 

○須山地区：９月 24日（日）９：30～12：00、須山地区研修センター【20名】 

○深良地区：９月 24日（日）14：00～16：30、市民文化センター【22名】 

○富岡地区：10月７日（土）９：30～12：00、富岡コミュニティセンター【22名】 

○西地区：10月８日（日）９：30～12：00、市役所地下多目的ホール【21名】 

○東地区：10月８日（日）14：00～16：30、市役所地下多目的ホール【16名】 

参加者 区長会、婦人会、シニアクラブ、中学校・裾野高校、公募 

開催プログラム ①開会・あいさつ 

②ワークショップの進め方の説明 

③公共交通の現状を学ぼう‼ 

④日常の生活実態・移動実態を振り返ろう‼ 

⑤公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼（グループワーク） 

⑥より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組み

を考えよう‼（グループワーク） 

⑦全体発表・まとめ・閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共交通について話し合う市民ワークショップ結果 

▲広報すその（Ｈ29.9.1） 
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２ ワークショップ結果 

【結果まとめ（より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域で実践できる取組みについて）】 

 ※重要と思うシールが多いもの 

 公共交通が便利となるサービス・取組み  

 

 

 

地域で実践できる取組み 

須山地区 

○「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 

○公共交通を月１回利用する日を

つくる 

 

深良地区 

○「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 

○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 

 

富岡地区 

○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 

○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 

西地区 

○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 

○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 

 

東地区 

○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 

○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 
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▲須山地区 ▲深良地区 

▲富岡地区 ▲西地区 

▲東地区 
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（１）須山地区 

  【Ａ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

時刻 ・運行時間が正確である 乗継 

・タクシーとかは結構お金がかかる 

・電車の時間に間に合わないこと 

・JRとの乗り継ぎが悪い 

安全 ・安心して公共交通が利用出来る 料金 ・バス代が高い 

自力 

・友達とどこかへ行く時に、交通手段と

して使える 

・時間がかかるが、自力で目的地まで行

ける 

・高齢者には公共交通が必要 

ルート 

・ヘルシーパーク行きのバスの利用方法 

・市内全域のルートを回るすそのーるがない 

・山奥とか人里離れた所、本当に使いたい所にない 

・コミュニティバスがない 

  数 
・バスの本数が少ない 

・1人 1人の都合の良い時間に使えない 

  JR等 

・JR電車の駅が近くにない 

・JR駅、高速バス停までの移動手段は車以外にない 

・岩波駅のロータリーが狭い、送迎 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

料金 

・料金を下げる、数が少ない 

・定額で乗れるバス 

・運賃を下げる 

3 ➡ 

・高校生のバス代を無償にする 

・高齢者のバス代を 100円にする 

・バス代の一部補助金を出してもらう 

0 

新しい 

ルート 

・すそのーるを市内全域に回す、地区を割っ

たコースを作る 

・主要拠点（公共施設）を巡回するバスの運

行 

・須山～岩波駅のスクールバスを出す 

5 ➡ 

・地域で自主運行できる小型バスの運

行、NPO法人等に委託する等、運営

方法の検討 

0 

利用 

・定住人口を増やす 

・企業誘致で人口を増やす 

・社宅、市営住宅、自衛隊の官舎 

・バスを利用する人を増やす 

3 ➡ ・飲み会にバスで行く 0 

相乗り 

・タクシーの相乗り 

・ヘルシーパークのバス利用を、一般の市民

も利用出来るようにする 

・専用バスとの相乗り 

・利用者を増やすために買い物代行サービ

ス（配送料とかで収入を得る） 

4       
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  【Ｂ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

周りに負担
を掛けない 

・家族に負担を掛けず利用できる 運賃高 

・運賃が高く、遠くに行くには不便 
・運賃が高いと思う 
・須山まではタクシー代が高い、代行のが安い 
・利用者の減少で悪循環となり料金が高い 

安全 ・飲酒運転の防止 
乗り継ぎ 
が合ってい

ない 

・乗りすごしてしまうと、次までの待ち時間が多い 
・電車の時間と連動していないため、時間にロスが
出る 

・乗り継ぎの時間が合わない 

悪天候 
でも運行 

・雪の日に助かる 
路線、時間
が合ってい

ない 

・以前一時期須山から岩波駅へのバスがあったが、
下和田・今里も経由していたため乗車時間が長
く、須山→裾野駅と同じくらいかかった 

・通学するときに学校の時間に合わない 

自分の車が
使えない時

便利 

・タクシーは夜中に便利 
・高齢の母が病院に行くとき、タクシ
ーを利用している 

・決まった時間に運行しているので、
用事の計画が立て易い 

・バスは時間が正確、停留所が近くに
ある 

・バス停が目的地の近くにあることが
多い 

・高齢になり、車の利用が出来なくな
った時利用 

・ずっと以前（20年以上）運転免許
の更新を忘れて免許が無い期間、バ
スを利用して何とか通勤できた 

荷物・天候 

・買い物で大きな荷物がある時などは歩く距離が
あるので大変 

・バスの場合、自分の生活時間に（通勤等）合わな
い。また、大荷物を持って行けない 

旅行、 
遠出に 
便利 

・自分で運転しないのは楽 
・高速バスは便利 
・長距離の旅行等に便利 
・長距離、走りなれていない道などを
行く時安心できる 

・電車、高速バスは遠方に行くのに便
利 

すそのーる
自体がない 

・利用者が少ないと思われるが、須山には来ない 
・すそのーるが須山にはない 

  本数が 
少ない 

・運行時間に制限が有り不便 
・利用しようとしても最終便の時間が早い 
・本数が少ない、通勤通学に利用しにくい 
・本数が少ない、乗る人が少ない 

  その他 
・バスが大きく、一人だけの時会話が無い 
・足が悪い人、車椅子の人等の利用が困難 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

人口増 

・市の人口増加について真剣に取り組む 

・宅地、道路の創設 

・調整区域の見直しをして人口増の街づく 

り、魅力ある街づくり 

・交通等の情報を地域に提供する 

・退出のおそれ 

3 ➡ 

・人口を増加させるため、市のアピー

ル等を行う 

・地域に人が増加するように、住んで

良かった地域づくり、公園づくりを

する 

0 

自主運行 

・今までのバス路線、時刻表を全面的に見直

し、目的や目的地毎にマイクロバス位のバ

スの運行計画を立てる 

・例えば通学用のバスを小･中学校向、高校

生用のバス、買い物ツアーバス等 

・須山地区にデマンド運行を考える時では

ないか 

・地域限定のコミュニティーバスの運行 

4 ➡ 

・地域でミニバンによる送迎車を運行

する（運転者はボランティア又は有

料） 

・地域の中で運行計画を立てる（10代

～80代、幅広い年齢層で） 

・タクシーの乗り合せを行う（近くの

人同士で） 

0 

高齢者 
・運転免許証返納者へのバス、タクシー等の

補助金支給 
3 ➡ 

・75才以上免許返納する返納者に、特

典でタクシー等の利用ができるよう

に 

0 
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・運転免許証を返納した方のために、タクシ

ーが利用しやすいように補助券等たくさ

ん発行する 

利用・ 

補助券 

・タクシー会社と協定し、利用したい時間に

迎えに来てくれる専用タクシーを導入し

てもらう 

・利用回数を制限したタクシー券の発行 

・回数券等で多く使う人にお得なサービス

を工夫する 

・すそのーる対象外地域への補助金支給 

4       

介護 

・介護タクシーを増やしてもらい、高齢者な

ど一人でも利用できるようにする、ノンス

テップバス 

0       

天候 
・悪天候の日には本数を増やすなど、柔軟な

運営を 
0       

利用者目線 
・従来のバス停を見直し、乗りやすくする 

・路線、バス停の場所等を精査する 
0       

地元責任       

・地域で公共交通を利用拡大できる方

法を全員で考える 

・公共交通を守る会のようなものをつ

くり、月に一回程バス、タクシーを利

用する日をつくる 

1 

業者委託       
・裾野バス、GKB等の地元バス会社と協

定した運行方式を考える 
0 

  

・御殿場線の時刻表に合ったバスの運行時

刻表にする 

・運行本数を増やしてほしい。また、運行

する時間をもっと細かく 

0       
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  【Ｃ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

車の 

維持費減 

・時間に余裕があれば、運賃だけで済

む（ガソリン代、駐車料等がかから

ない） 

運行本数 

少ない 

・通学の時間の駅へのバスをふやしてほしい 

・使いたい時にバスが通っていない 

・御殿場、裾野方面の本数が少ない 

・個人的スケジュール、行程に合わない 

・須山～岩波駅に関しても、路線バスがない（利

用者も少ないため） 

  ・通学、マイカー送迎、時間短縮 時間 ・バス通学、時間が掛かりすぎ 
  運賃 ・運賃が高い 
  荷物量 ・タクシー以外は荷物を運びにくい 

    
・天候次第で運休になる（タクシーも雪の日は須

山へ来られない） 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

  ・タクシーの割引券認める、範囲を決める 5       

  ・タクシー営業所を置く 1       

  ・個人で行動しやすい公共交通 0       

  ・タクシーを２～５人利用 0       

  ・須山の PR 0       
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  【Ｄ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

バス本数 

･時間 
・時間がしっかりしている 

バス本数 

･時間 

・便が少なくて時間を合わせるのが難しい 

・本数が少なく、自分の都合に合わない 

・本数が少ない 

・時間が合わない（中学校） 

・通学専用バスをつくってほしい 

・通学に時間が合わない 

料金 
・高齢者にやさしい料金（定期） 

・高速バス料金が安い 
料金 

・高齢者以外には料金が高い 

・お小遣いでやりくりするのが難しい（他にも使う

のに、運賃にも使わなきゃいけない） 

自分で 

できる 

・親の送迎が必要ない 

・他者に頼らないで済む 
行き先 ・行き先がない（映画館・デパート） 

  バス停 

・バス停が見にくい、どこにあるかわからない 

・行きたい場所に停留所がない 

・足腰悪くて停留所まで行けない 

  すそのーる 

・すそのーる拠点運行（病院、図書館、福祉会館等） 

・曜日別に市内全域を廻る 

・すそのーるを須山にも走らせたほうがいい 

・すそのーるが須山まで来てほしい 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

すそのーる 

・曜日別に全域を廻る 

・すそのーるの活用、須山からも（十里木地

区） 

・すそのーるを須山まで来るように 

5 ➡ 

・病院、スーパーなどに沿って運行し

てくれる 

・曜日別拠点循環方式 

1 

本数 

・バス本数を増やす、小型化 

・高校生の通学に合わせ始発 

・バスの本数を増やしてほしい 

0 ➡ 

・学生が毎日使う 

・ノーカーデーをつくり、皆で利用 

・会議出席にバス利用 

0 

スクール 

バス 

・スクールバスがあれば 

・小･中･高校生向けのマイクロバスくらい

の大きさでのバスをつくる 

5 ➡ ・学生が毎日使う 0 

料金 

・小学生だけじゃなく、中･高生も半額にし

てほしい（学生料金） 

・70 才からは年 2,500 の定期を利用（富士

急バスのみ） 

1       

バス停 ・見やすい所に置いてほしい（場所の変更） 0       

  
・福祉有償運送登録者を養成 

・乗合タクシー制度を施行 
3       
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（２）深良地区 

  【Ａ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

すそのーる 

・運行始めたので利用しようと乗車 

・帰宅で利用（女性若い人） 

・親が仕事で不在で、すそのーるが運

行していた（学生） 

すそのーる 

・乗ったことがない 

・本数が少ない 

・電車の時間と合わない（接続が悪い） 

・バス停が遠い 

電車 

・沼津に御殿場線を岩波駅から使っ

た、渋滞がない 

・御殿場線で裾野～沼津、時間がかか

らずスムーズに目的地に着いた 

電車 

・本数がとても少ない 

・電車が来る時間の間が長い 

・裾野駅近辺に駐車場がない 

その他 

・タクシーで自宅→がんセンター、自

宅の前から乗れる 

・高速バス、東京まで運賃が安い 

・ヘルシーパークバス無料 

路線バス 

・目的地に行くのに乗り継ぎ出来ない 

・バス停が少なく、バスの利用ができない 

・運行本数が少ない 

  その他 
・タクシー料金が高い 

・ヘルシーパークバス、帰り乗れない時がある 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

すそのーる 

・小型化、ワンボックスカーにする 4 

➡ 

・私は乗車する（利用する） 

・安い運行 

・運転手をボランティアでやる 

1 

・目的別ルートを設定する 

 病院めぐり、買い物（スーパー） 
7 

・運行範囲を広げる、深良、岩波全域に 3 

・バス停を置く目的地を多くする 0 

タクシー ・タクシー代の補助金を 0 ➡ ・ポイント制、10回乗ったら 1回 0 

その他 
・電車、ダイヤ本数を増やす、20分に 1本 

・路線バスを小型化にする 
0       
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  【Ｂ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

安心安全 

便利 

・安心して目的地に連れて行ってくれ 

 る 

・時間通りに走行してくれる 

安心安 

全便利 
・行き先が限定される 

  不自由 ・希望する時間に使えない 

  時間 

・行き先によっては乗り換えなければならないの

で時間がかかる 

・買い物に電車で、時間がわからなく不便 

  料金 
・運賃が高い 

・バス代が高い 

  不便 

・運行本数をもう少し増やした方がいい 

・道路が細い所には入ってこない 

・荷物を運ぶのに不便 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

  
・コンパクトシティを実現する、利用者を増

やす 
0 ➡ 

・区画整理等で住環境を良くし、人口

増を図る 
0 

  ・予約で運行本数を変更する 0 ➡ 
・SNSで予約する（利用者同士も確認

できる） 
1 

  
・乗り継ぎの時間を合せて、いつでも利用で

きるようにする 
0 

➡ 
・できるだけ公共交通機関を利用する 

・バスの時間にあわせて利用する 
1 

  

・荷物を乗せられる構造にする 

・バスなどをもう少し大きくして、イスも増

やして、たくさん人が乗れるようにする 

0 

  
・運行本数を増やす 

・沼津方面にもバスを通してもらいたい 
2 

  
・小型化にして、地域の奥にある場所まで行

けるようにする 
1 

  
・運行ルートをもっと増やす 

・路線を増やす 
1 

  
・道を整理して、バスなどがあまり揺れたり

しないようにする、道を広くする 
0 

  ・タクシーの利用券を出してほしい 1 

  

・料金を下げる 

・時間帯で料金を変える 

・バス、タクシー、電車などで割引券などを

作って料金を安くする 

0 

        
・募金活動などをして、バスやタクシ

ーなどをもっと便利にしてもらう 
2 
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  【Ｃ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

利用 

しやすさ 

・電車、遠くに行ける 

・いろいろな所に行き来が可能 

利用 

しやすさ 

・定期コース近辺の人は恩恵になるのですが、その

他地域はあまり利用したいと思わない。出来れば

曜日によってコースを変更してくれるといいな

と思う。 

運賃 
・電車、運賃が安い 

・御殿場線が使いやすい 
運賃 ・タクシー、バス、料金が高い 

便利、不便 

・バス、必要な所の近くにまで行ける 

・タクシー、自分の家から乗れる 

・駅まで歩いていける 

・岩波駅前にいつもタクシーが 1,2台

待っていてくれるので、万一のとき

に大いに助かる 

便利、不便 

・バス、家の近くにバス停が無い、ルートが無い 

・原区にすそのーるが来てほしい 

・買い物が出来ない、帰り荷物が重い 

・すそのーるバス停がない 

  時間が 

かかる 

・電車、バス、利用本数が少ない 

・バスの交通の便が悪い 

・電車、バス、乗り継ぎがしにくい 

・タクシー、待ち時間が長い 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

  

・すそのーるを曜日毎にコースの変更 4 ➡ ・コースに合わせて必ず利用する 0 

・有線で朝一番今日のコースの案内をする 3 ➡ ・優先を必ず聞く 0 

・裾野駅→農面→岩波駅までバスが通って

ほしい 
        

  
・電車の駅を新しく作る 

・駅を近くに作ってほしい 
1 ➡ ・高校に行ったら御殿場線を使う 0 

  ・タクシーの割引券を出す 3 ➡ 

・敬老会でもらう入浴券を使用すること

がないので、タクシー割引券を選べる

方法にする 

0 

  
・バス停以外の場所で止まる 

※手を上げたら 
1 ➡ ・バス停以外では旗で合図 0 
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  【Ｄ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

高速バス 

・目的地まで座っていける 

・余りない 

・深良に駐車場があるので便利 

駅に行く 

手段 

・駅と駅の間にあるので、駅に行く手段を考えて

ほしい 

・路線バス、駅から駅の区間でバスが運行されて

いる 

  運行時間 

・回数 

・すそのーる、通学に利用できる時間帯がない 

・駅に行く時間を合わせてほしい 

・利用する時間帯に合わせてほしい 

・学生、高校生が乗れるバスがない 

・路線バス、朝夕の通学時間のバスがない 

  すそのーる

の範囲 

・原区民は乗り入れがないので乗れない、路線、

すそのーる両方 

・すそのーる、広く回ってほしい 

  その他 

・乗ってもいないのに人の絵が書いてある 

・路線バス、時刻表より早い時間に通り過ぎるこ

とがあった 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

運行方法 

・成功した例を見習ってバスを運行する 2       

・天田にはどうしてすそのーるのが来ない

のか 
1       

・ヘルシーパーク行きのバスも普段から運

行できるようにする 
0       

・バスではなく普通免許でできるよう、ワゴ

ン車等運行したらどうか 
0       

時間 

・利用する人の時間帯に合わせて運行する 3       

・学生の通学時間（電車）に合わせてすその

ーるを利用したい 
1       

・子供たちでも使えるような時間を増やす 0       

・バスと電車の運行時間を合わせる 0       

人口増加 

・深良小学校を分校にしない為に、小学生の

いる家族に家を建てる方法を考えてほし

い 

2       

まちづくり 

      
・深良駅を作るためにまちづくりを進

め、今以上にスピード感を持つこと 
3 

      ・区民に利用するように呼びかける 0 

      ・区内で乗れるバスの呼びかけをする 0 

      ・若い人が住みやすいような地域にする 0 
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  【Ｅ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

すそのーる 

・運行始めたので利用しようと乗車 

・帰宅で利用（女性若い人） 

・親が仕事で不在で、すそのーるが運

行していた（学生） 

すそのーる 

・乗ったことがない 

・本数が少ない 

・電車の時間と合わない（接続が悪い） 

・バス停が遠い 

電車 

・沼津に御殿場線を岩波駅から使っ

た、渋滞がない 

・御殿場線で裾野～沼津、時間がかか

らずスムーズに目的地に着いた 

電車 

・本数がとても少ない 

・電車が来る時間の間が長い 

・裾野駅近辺に駐車場がない 

その他 

・タクシーで自宅→がんセンター、自

宅の前から乗れる 

・高速バス、東京まで運賃が安い 

・ヘルシーパークバス無料 

路線バス 

・目的地に行くのに乗り継ぎ出来ない 

・バス停が少なく、バスの利用ができない 

・運行本数が少ない 

  その他 
・タクシー料金が高い 

・ヘルシーパークバス、帰り乗れない時が有る 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

料金設定 

・タクシーの相乗りの推進 1       

・安くする、タクシー料金のシステム

を考えてもらう 
4       

本数を増やす 

・小型バスを考える 0       

・本数を増やす 1       

・利用者が多い時間帯を調べて、その時

間帯から少しずつ運行本数を増やす

（電車） 

1       

利便性 
・エレベーターの設置 1       

・バス停を増やす 2       

自家用車の 

利用を減らす 

・なるべくバスに乗る様にすると良いと

思う 
1       

・お店に配達システムを導入してもらう 0 ➡ ・近くのお店を使う 0 

      ・自家用車に頼らない 2 

      ・日常生活に歩くことを多くする 0 

      
・地域のコミュニティーを密にして、行動

を共にする 
0 

      
・予定に合わせて交通手段を変える（時間

に余裕→バス、遅れられない→電車） 
0 
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（３）富岡地区 

  【Ａ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

利便性 

・タクシーデマンド（時刻、行先）に自
由に対応できる 

・高速バス用駐車場があり便利 
・誰でも簡単にバスに乗ることができる
（すそのーる） 

・今の状態で良いと思う（すそのーる） 
・利用時間に合わせて運行すると利用者
が増えると思う 

・御殿場線と接続している時は利用した
いと思う 

運行本数 

・すそのーるで富岡、深良線で朝 8時台のバスが有
ると非常に助かります 

・すそのーるは年齢層が 50代～80代などの高齢者
の乗り物になってしまっている 

・すそのーる、裾野駅まで時間が掛る 
・乗る機会が少ない 
・運行本数が少ない 
・交通網がまんべんなく行き届いていなく、時間帯
が合わない時がある 

・利用者減→便数減→損失拡大→退出の悪循環 

安心感 

・バス、空いているので良い 
・市の名前を入れることで安心感を持た
せることができる 

・運行しているという安心感がある（路
線バス） 

・定時運行の信頼性がある（路線バス） 
・自家用車より気が楽に移動できる 

距離 
・バス停まで遠いので、つい車を利用してしまいま
す 

低運賃 

・すそのーる、安い 
・路線バス、タクシーに較べ運賃が安い 
・高速バス、低運賃で東京や成田へ行か
れる 

高運賃 

・タクシー、運賃が高い 
・バス運賃が高い（三島駅） 
・路線バスですが、お客さんが少ないのに大きなバ
スを走らせるのは… 

  

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

運行柔軟性化 

・朝夕は定期運行、昼間はデマンド運行 
・利用時間帯で運行回数を増やす 
・良い点、路線バスは朝夕はともかく日
中はワゴンバス 

・定期バスとデマンドタクシーの併用 

1 ➡  
・Uber方式による運行 
・ボランティアによる運転（代行も） 

5 

低運賃化 

・タクシー代を減らす 
・運賃が高いので見直してもらいたい、
税金の使い方 

・事業者経費を補てんする 
・市民全員にカードを配る（バスに乗る
時に提示すると金額が減るみたいな） 

・税金を使う（低運賃にする） 
・税金投入により低額化する 

0 ➡  
・市民が負担する 
・都市計画税を利用する 

0  

自動化 ・自動運転車を導入する 4 ➡ ・実証実験を開始する 0 

小型化 

・小型バスの運行をする 
・ワゴン車にして運行本数を増やす 
・事業者にジャンボタクシー等を補助、
支給する 

2       

自由化 ・バス事業の自由化 3       
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  【Ｂ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

路線バス 

・運賃が安い 

・路線が多い（朝） 

・鉄道との連絡に良い 

路線バス 

・通学の時、バスの時間が早い 

・本数が少ない 

・ちょっと運賃が高い 

・本数が少なく、料金も高い 

・乗客のわりにバスが大きい 

御殿場線 
・運賃が安い 

・本数があり利用しやすい 
御殿場線 

・自家用車で行った時、駐車場が少ない 

・駅が遠い 

すそのーる 
・料金が安い 

・時間が正確 
すそのーる 

・自分の地区に入らないので、バス停まで遠い 

・利用者少ない 

・本数が少ない 

・本数があまりない（帰り） 

高速バス 
・運賃が安い 

・料金も安く、時間的にも良く快適 
  

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

路線バス 

・マイクロバスにする 3 

➡  

・各家庭でも負担した方がよいのではな

いでしょうか 
1 

・本数を多くする 1 
・バス利用の沿線上にイベントをしても

らう 
1 

・料金を値下げする 0 ・利用客を増やす 0 

すそのーる 

・ルート変更、富中前を通らず東名ガ

ードぬけ西側側道通り中里までに行

き県道下る 

2 

➡  

・地域で利用者が増えるよう皆に呼びか

ける 
2 

・本数を多くする 

・停留所増やす 
0 

・祭り時などは声をかけ合い、バス利用

をするようにする 
1 

御殿場線 ・JR駅に駐車場を作る 0 ➡ ・休耕田を駐車場にする 1 
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  【Ｃ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

地域の価値 
・地域の価値（不動産） 

・地域の魅力 
利便性 

・電車とバスの連携が悪い 

・ムダ（待ち時間）が多い 

・希望の時間にうまくいかない 

・本数が少ない 

・本数が少なすぎる！ 

安心安全 

・安心の提供（子供、老人が暮しやす

い） 

・安心安全である 

時間帯 
・早朝、夜遅くのバスがない！ 

・乗りたい時間にバスがない 

足 
・運転できない時に移動可能 

・免許のない者には大いに助かる 
バス停 

・家の近くにバス停がない！ 

・御宿で止まるので金沢まで歩かなければならな

い 

確実性 ・予定時刻が確実 
時間がかか

りすぎ 

・乗車時間が長い 

・目的地まで時間がかかる（すそのーる） 

・西まわり東まわりがあり、自分の目的地に行くの

に時間がかかる 

安 ・すそのーる、料金が安い 料金 
・金額が高い 

・運賃が高い（バス） 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

利便性 

時間帯 

料金 

・低額化 

・無料（地域で負担） 

・100円 etc 

3 

➡  

・通勤にバスを使う 3 

・本数を増やす 3 

・バス通勤 

・須山工業用地 

・県道 24号 

・御殿場線工業用地 

・国道 246号 

1 

・採算がとれる工夫をする（企業との協

力、広告、多くの人が使える工夫） 

・利便性アップ 

・機動性を高める！利用者の使いやすさ

をしっかり考えた企画 

・時間帯によりバスの大きさを変える 

・バス→マイクロバスまたはバン（7,8

人乗り） 

0 

・収益構造の変革 

・広く浅く全員負担（市民全員負担） 
1 

・事業主がバスを指示 

・ラッシュがなくなる 

・公共バスをなくさないために地域で月

1件につき 100円徴収 

0 

バス停 ・バス停を増やす 2 ➡  
・運営団体を NPOか～協議会にして、市

民との協働を導入する 
1 

時間 
・時間がかかりすぎ解消 

・各地区と中心部直通ルート 
0 ➡ 

・利用をふやす 1 

・よく利用すること 

・多少の不便を我慢して積極利用 

・高齢者は公共交通を利用 

0 
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  【Ｄ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

インフラ 
・何かあれば保険的な意味がある 

・市内の方に行く時は利用する 

目的地 

時刻 

・時間が合わない 

・時間に間に合わない 

・好きな時間に来ない 

・目的地に行かない 

・ニーズが無い、行き場所 

料金 
・東京まで安く行ける（高速バス） 

・料金が安い 
運賃 ・運賃が高い 

  バス停 
・バス停が遠い 

・希望する場所にない 

  その他 ・荷物が重い 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

目的地 
・スーパー、病院がバスを出してくれる

ようにする 
1 ➡  ・サービスの拡張 3 

システム 

・地域毎の交通を考える 2 

➡ 

・規制を廃止する運動 4 

・住民が乗り合いを出来るようにする 0 
・住民で乗り合いグループを作る 

・白タクをやる 
0 

時間 

・時間に合わせて来てもらえるアプリを

作ってもらう 

・希望する時間、目的地をアンケート調

査 

・朝、晩の運行密度を増やす 

0 ➡  ・運転手の確保 2 

料金 
・初めの料金に戻すと良い（すそのーる）

年寄りの方が乗ると思う 
0 ➡ ・地域住民による赤字の補填 0 

ルート 
・運行ルートを変更する 

・市内でも利用する所が少ない 
0    
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  【Ｅ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

目的 

・目的を絞った利用には適切 

・御殿場三島直行なり 

・通勤、通学には適切 

本数 
・バス運行本数が少ない、路線が 1本 

・運行本数が少ない 

安い 

・長距離バスは安い 

・金額が安い（補助金） 

・高速バスは安くて良い 

駐車場 
・御殿場線の駅に駐車場がない 

・沿線駅の有料駐車場がない 

その他 

・運転をしなくて済む 

・誰かが運転してくれれば良い 

・岩波駅前の自家用車駐停車場 

バス停 

・バス停まで遠い 

・すそのーるの路線外 

・乗車地（バス停）まで時間がかかる 

  時間 
・時間が限られる 

・必要なときにいい時刻がない 

  その他 
・赤字が大きい 

・重い荷物があると大変 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

本数増 

路線増 

・道路整備→路線バスのルートをかえる

（深良駅？文化センター、福祉保健会

館、バスルートもかわる） 

・目的を絞ったバス（通勤、通学）以外

は廃止し、そのバスの本数を増やす 

・区に路線がない 

・すそのーる本数を多くする、ルート 

・市として有償ボランティア運転手の育

成→利用本数を増せる 

・ボランティア運転を支える制度を市と

して導入 

5 ➡  
・ボランティア運転制度 

・ボランティア運転手の育成 
0 

運転委託制度 

普及 

・運転手はカーシェアリングを各地区に

普及させる 
7 ➡ 

・運転手はカーシェアリング導入 

・運転してやること 

・あいあい自動車の利用を開始する 

0 

助成金 

・公共交通はある年以上は何回でもどこ

までも無料 

・バス利用者にクーポンを出す（富岡地

区高齢） 

・前橋市方式、マイタク制度を導入し、

タクシー利用に移行 

0 ➡ 
・グループを作り、会員互助 

・地域と市で赤字分補てん 
0 

駐車場 

・駅に駐車場をつくる、有料でも良いの

で 

・裾野駅周辺の駐車場を増やす（空地利

用） 

0    
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（４）西地区 

  【Ａ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

駐車場 ・駐車場の心配をしなくてよい 
便数が 

少ない 

・すそのーる、路線バスの便数、少なくとも 30分

に 1本 

・運行本数が少ない 

利便性 

・自分自身の時間で行ける 

・使いやすい 

・タクシー、いつでも思った時利用で

きる 

・（今年７月に運転免許返す）バスを利

用、日赤前→深良→福祉事務（利用度

が高い） 

・時間の合わない時は市内ハイヤーを

利用（社会福祉センター毎月定例会） 

サービス地

域の拡充 

・路線バス、沼津方面（水窪方面）へ行かれない 

・すそのーる、路線バス、老人施設 etcへのアプ

ローチ手段がない 

専用バスの

拡充 

・老人クラブ会員、毎月定例的に社会

福祉センターを利用、福祉事務所よ

り定例的、送迎バスを利用 

  

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

小型形 
・バスの小型化により便数増加を 

・小さめのバスにしたらどうかな？ 
2 ➡ ・声かけ合ってのお出かけ 2  

免許返納者 
・免許返納者への優遇制度の拡充（タ

クシー券 etc） 
3      

相乗り ・タクシーを相乗りできるようにする 2      

運行の見直し 
・すそのーるの見直し 

・バスの運行ルートを見直す 
3      
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  【Ｂ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

運賃 
・安い料金 

・安いから安心して乗れる 
本数 

・三島駅までの本数が少ない 

・本数が少ない 

時間 

・時間が正確 

・鉄道は時間が正確 

・JR、比較的遅くまである 

時間 

・三島駅から夜遅くまでない 

・次がくるまでの時間が長い 

・時間がわるい 

・すぐの対応が難しい 

対応 ・対応が優しい 路線 
・行く先合わず 

・路線が少ない 

便利 ・酒を飲んだ後は便利 距離 ・バス停までが遠い 

アクセス ・三島駅（JR）新幹線あるので便利   

人数 ・多勢で乗れる   

安全性 ・安心、安全   

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

小型のバス ・小型貸切（イベント会場） 1    

時間 

・遅くまでバスを走らせる 

・時間を変える 

・ケータイ、スマホに時間が分かるよう

にする 

2    

増便 

・バス本数増やす 

・路線増やす 

・小型のバスで増便する 

4    

バス停の整備 
・バス停の場所を変える 

・バス停に駐車場又は駐輪場 
4    

イベント     

・みんなで出かける（いろんな所に） 

・区ごとにすそのーるキャンペーンをお

願いする（資料のみだと分からない） 

・すそのーる乗ってみましょう日を作る

（何か特典をもうける） 

0  

コンパクト化     ・区でコンパクトな車両運行（期待） 1  
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  【Ｃ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

鉄道 
・渋滞にあわない 

・遠方への移動が早い 
公共交通 

・運行本数が少ない 

・運賃が高い（公共料金） 

すそのーる 

・目的地が的確である 

・のりとーるの運転士の方が親切で、

私が運転している狭い道でとまって

待っていてくれた、うれしかった 

・すそのーるの運行がある、老人増加

のため 

すそのーる 

・ルートが分かりづらい、ルートを公表してほし

い（時間も） 

・朝練の時間に合うバスがない 

・孫が葛山の方にいる時、のりとーるが入らない

為、私が毎日裾野まで送った、考えてほしい 

・桃園にはすそのーるが入ってこない為、高齢の

人が困っている 

地域性 

・公共交通利用率が少ない 

・自家用車の普及率がいい 

・家族等の手助け 

・住んでいる地区が便利なため、不便

を感じない 

  

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

運行方法 ・タクシーを利用する、時間指定運行 1 ➡ 

・公共交通利用日の設置（利用カードに

押印、裾野商店街の利用を安く買え

る） 

1 

・利用者の利用時間の収集（乗り合いタ

クシー） 
0 

料金 

・市からの補助（料金チケットの公共

交通配布） 
1 

➡ 
・地域で個人の車を利用して運行（市と

の連携） 
0 

・料金を安価に（すそのーる） 1 

すそのーる 

・スクールバスに運行 1 

・朝の時間を増やす 1 

・道路のせまい所はマイクロバスを小さ

いにして運行してもらいたい 
1 

・停留所を多く 1 

・ルート、停留所、時間を明確化 0 
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  【Ｄ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

利便性 
・石脇バス停からいつも乗車している
のでとても助かっています 

乗降場所 

・バス停が遠い 
・徒歩 5分以内のバス停が無い 
・裾野駅西区画整理が遅い、ますます悪くなる、
その上で再検討 

高速バス 

・荷物が多くても気にならない 
・都心に直行 
・安い賃金 
・電車に比べて安い 
・新宿まで一本で行ける 
・東京 

バスの時
間、経路 

・行先が合わない 
・時間が要望と合わない 
・乗り降りが面倒 
・着く時間が道路状況に左右される 

タクシー 
・呼んだら来てくれる 
・Door To Door の時 

タクシー 
・高い 
・タクシーの移動は金銭面で大変です 

電車 
・予定通りに目的地へ着ける 
・御殿場線、酒の席で JR利用 
・駐車場が無い場合 

電車経路 ・三島駅に行くには遠回りになる 

公共交通空
白を埋める 

・すそのーるは運行が回って来ないけ
ど、路線バスがない所はそのままで
良いと思います 

バスの本数 
・路線バスの回数増やして欲しいですが？ 
・本数が少ない 

援助勢率を
上げる 

・運転免許返却者へのサービス向上 その他 
・利用度が良くない考えもの！人、金 
・便利性は自家用車の方が優越 

  

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

時刻表の 
見やすさ 

・バス停の時刻表の表示が間違えやすい 2 ➡ 
・お年寄りに見えるように大きく表
示を区で取り組む 

0 

時間 ・夜の便をつくる 0     

啓発 ・市民への啓発と理解 0     

バス停の利便性
をあげる 

・中心的な集約場所 
・中心の集約場所からの他長距離 
・乗降場所の集約化 
・地区別の小集約場所 
・シルバー活動の輸送にバス等の配慮、団体 
・バス停に待合い用のイスを置いて欲しい
けど、その管理をどうするか 

4     

利用者への助成 
・利用者への補助制度 
・免許返却者へバス、タクシー等の料金割
引％向上をお願いする 

3     

他のサービスと
の併用 

・運搬物資の兼業化 1     

ニーズ調査  

 

 

・生活実態から自由な発想 
・年代層（特に年寄り）からの要望 
・地理的条件からの意見 
・利用目的の明確化 
・目的地、用件の明確化 

2  
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  【Ｅ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

鉄道 
・渋滞がない 

・運賃が安い（鉄道、高速） 
鉄道 

・次の駅がどこか分かりにくい 

・本数が少ない 

・JRの運行数が少ない 

・車両の数が少ない 

・駅まで遠い 

すそのーる 

・小学生は大人の半額になっていて、

使いやすいと思った 

・運賃がよい 

・すそのーるに乗ったとき、整理券の

番号で払う料金に値段が分かる 

・誰でも利用することができる 

すそのーる 

・目的地まで行くのがおそい時がある 

・すそのーるなどが市や街にあまりＰＲされてい

ない 

・幹線のみの運行で不便 

・停留所まで遠く、乗りにくい 

・運行を多くしてもらいたい 

タクシー ・家まで来てくれるので便利 路線バス ・富沢には路線バスの運行が無い 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

すそのーる 

・すそのーるでの乗車、下車が少ないバ

ス停をなくしてほしい 
3 

➡ 

・乗車券を配布し、PR し、体験してもら

う 
3 

・タイヤの上の座席の振動を減らしてほ

しい 

・利用希望する人の意見をきく（特に停

留所） 

・現行路線を増やす 

0 

・祭を開催してその会場まで行く手段を

すそのーるにして、みんなにすそのーる

に乗ってもらう 

・自分たちがすそのーるなどを乗る 

・富沢、桃園循環のバスを現行より小型に

する 

0 

鉄道 

・通勤の時の朝や夕方のときの車両を増

やしてほしい 
2    

・次の駅がどこか分かる電光掲示板で表

してほしい 
1    

・鉄道内の掲示板を目立たせる 0    

路線バス 

・沼津市、長泉町、裾野市等による第三

セクターを設立し、路線バスを細密に

運行し、より利便性をはかる 

1    

タクシー 

・高齢者、若年層が市内を自由に移動で

きる様にタクシー券等を市で交付し

てほしい 

2    

・乗り合いタクシーの制度を作る 1    
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（５）東地区 

  【Ａ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

高速バス 
・バス停が増えた 
・本数が多い 
・料金が安い 

高速バス 
・駐車場が少ない 
・東京行がない、新宿行はある 

すそのーる 

・運賃が安い 
・高齢者が乗りやすい事業を行っ
ているところ 

・裾野市のすみずみまで走行して
いる 

・桜堤線、新幹線に便利 

すそのーる 

・目的地まで 1本で行けない（文化センター等）又、接
続が悪い 

・目的地まで時間がかかるとの話、高齢者になると利用
すると考えると心配 

・１日に８本有るが時間が覚えにくい、東回りに統一 
・本数を多く 
・どこにバス停があるのか分からない（知らない人が多
い、若者） 

・利用するきっかけがあまりない 

御殿場線 ・30分間隔である、昔より良い その他 ・交通量が多く、せまい道路にバスがとまると渋滞する 

駅 
・裾野駅エレベーター、東地区の
人どう思う 

  

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

高速バス 

・市内バス停を多くする 1       

・新宿行と東京行をどちらも出す 1       

・運行時刻が変わったら回覧板で伝える 1       

・地図で分かりやすくする、人が通ると

ころにマップをはる（周辺地区） 
0       

すそのーる 

・各場所に止まらずに止まってほしいと

きにボタンをおす、最終目的地を示す 
1       

・運行時刻が変わったら回覧板で伝える 1       

・各バス停の時刻、ｘ分を合せる 

・すそのーるの場合、時間が 

・買い物用カートが乗せやすい事 

・すそのーるのラッピングバスをつくる 

0       

教育 

      ・学校にポスターを掲示する 2 

      ・学校の授業で伝えてもらう 1 

      

・部活での移動で利用する 

・保育園でバスの乗り方を指導する（教え

る） 

0 

  

・利用者の意見、話を聞く 2       

・すそのーるも良いが、他に車？ 

・すそのーる止める、タクシー割引券に 
0       

        ・タクシー券 2 

        ・乗り合い 0 

 

  



- 26 - 

  【Ｂ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

料金 

・高速バス、タクシーよりもすそのー

る安価 

・タクシーよりも、バスの方が中学生

は乗りやすい 

・運賃は利用しやすい（すそのーる） 

料金 ・高い（三島駅まで） 

便利 
・高速バスが麦塚に停車する 

・タクシーがすぐにくる 
運行本数 

・公共交通は自家用車にくらべ時間の自由がない

（本数が少ないから） 

・時間が丁度いい時がない 

・運行本数が少なく、利用しにくい（すそのーる） 

・運行本数少 

安心安全 

・酒を飲んだ時には使える 

・自分で運転しなくてもいい 

・安全性がある 

運行ルート 

・目的地に直通に行けない 

・路線が行き先に合わない 

・特に公共機関へのアクセス少ない 

  バス停 
・バス停が自宅の近くにない（徒歩 10分ほど） 

・バス停、駅まで行くのに時間がかかる 

  
駅へのアク

セス 
・駅に駐車場が無いので利用しにくい 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

運行ルート 

・ルートの希望調査（毎年） 2 

➡ 
・ルート、時間を区長に要望し、改変して

もらう 
0 

・従来の利用実績をみて運行時間、ルー

トを決める（利用率アップの為） 
1 

・継続的に市場調査アンケート（年１～

２度程度、時刻） 

・バス路線を少し奥まで引っ張る 

0 

駐車場 
・バス停近くに駐輪場を設ける 1       

・駅近くに有料駐車場を作る 0       

遊休バスの活用 
・幼稚園などの送迎バスなど、あいてい

る時間に活用する 
1       

すそのーる 

・小型バス→ワンボックスカーに変更

し、料金を安くする 
2 

➡ 

・時刻表、運行ルートを公民館等の公共施

設に貼る 

・コミュニティバスは絶対残してほしい 

0 
・小回りのきくワゴン車位の車で、中の

道路まで走行できる車にする 
1 

タクシー 

・タクシーなど何人かで乗り合いにする

（行き先が合う） 
2 

➡ ・近所の人と乗り合わせで利用する 0 

・タクシーの利用を助ける（料金面） 0 

バス利用の 

呼びかけ 

・バスの利用を呼びかける（広告に時刻、

運賃をのせるなど） 
0 ➡ 

・利用を呼びかけるポスターを、人の集ま

る場（公民館など）にはる 
2 
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  【Ｃ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

路線バス ・夏の花火大会等の移動に便利 バス停 
・停留所までの移動を考えると利用しにくい 

・バス停をもっと増やすべき 

鉄道 
・決まった時間に移動できる 

・遠くまで短時間で行ける 
利便性 

・荷物が大きいと運ぶことが大変 

・目的地へ行くために乗り換えがある 

すそのーる 

・高齢者にやさしい 

・運賃が安い 

・駅まで短時間で行ける 

・バス内でのコミュニケーションがとり

やすい 

・学生でも簡単に払える料金で良い 

運行本数 

・バスの台数が少ない 

・バスの本数が少ない（すそのーる） 

・須山、富岡の方にバスを流通させるべき 

・電車、御殿場線等、本数が少ない 

共通 

・駐車場を探さなくてよい 

・多くの人が使うようになると、渋滞を

防げる 

・自分で運転せずに移動できる 

・運転をする緊張感とかリスクが少ない 

・自分で運転しなくてよい 

運行時間 
・時間が合わない 

・出かけたい時間帯のバスがない（すそのーる） 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

運賃 ・路線バス、料金を安くする 0 ➡ 

・すそのーるの利用回数を増やす 

・募金活動 
2 

運行本数 

・運行本数を増やす 

・バスの本数を増やす 

・通勤通学や帰宅の多い時間帯の運行本

数を増やす 

・運行時間の延長 

・広い地域に公共交通を増やす 

・土日祝日のバスの運行を増やす（すそ

のーる） 

2 ➡ 

呼びかけ ・キャンペーン活動などを行う 0 ➡ 
・学校の授業で公共交通の利用を呼びか

けるポスターの作成 
0 

バス停 

・運行ルートを増やす 1       

・バス停を増やす 

・店舗や病院の前でとまるようにする 

・停留所の確保 

0       

待ち合い 
・路線バス、すそのーる、停留所にベン

チ、雨よけを設置する 
1       

ドライバー 

・バスドライバーの収入を上げる 4       

・女性ドライバーを増やす（安全そうだ

から） 
0       

情報把握 
      ・公民館に時刻表と停留所をはる 1 

      ・バスの運行時間を把握する 1 
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  【Ｄ班】 

  ①公共交通の良い点・悪い点を考えよう‼ 

キーワード 良い点（便利な点） キーワード 悪い点（不便な点、改善点） 

渋滞、事故

の解消 
・交通渋滞の解消になる 料金が高い 

・運賃が高い 

・料金が割高なことが多い（すそのーるを除く） 

温暖化防止 ・CO2の削減につながる 

駅、バス停

までの移動

が大変 

・利用場所までの移動が大変 

・バス停から目的地まで長く歩くことがある 

・バス停や駅までの距離が人によって違い、遠い人

にとってはきつい 

駐車場 ・駐車場の必要がない 
混雑時は大

変 

・荷物が多いと面倒 

・混んでいると座れない 

・混んでいる時は大変（席） 

時間短縮 

・移動時間が短い（電車の場合） 

・電車、時刻通りに運行している 

（ほとんど） 

・電車、車やバスより速い 

・タクシー、近道をしてくれる 

・時間に合わせて移動出来る 

乗り継ぎが

よくない 

・乗り継ぎが思うように出来ない 

・目的地に行くのに乗り換えることが多い 

・乗り継ぎの便がよくない 

楽に使える 

・乗っていれば目的地に着く 

・気楽に乗れる 

・気をつかわなくてすむ 

・誰でも利用できる 

・飲酒時でも使える 

・移動するのに体力をそんなに使わない 

本数が少な

く、時間通

りにこない 

・時間が合わせにくい（行く先による） 

・乗りたいときに乗れない 

・使いたいときに使えないことが多い 

・バス、時刻通りに来ない 

・電車やバスは来る時間をしっかりと調べておか

なきゃいけない 

・早朝、深夜に使いにくい 

・本数、便数が少ない 

 

  ②より公共交通が便利となるサービス・取組みや地域（市民）で実践できる取組みを考えよう‼ 

キーワード 利用者を増やすための提案 ｼｰﾙ  自分たち地域でできること ｼｰﾙ 

本数増加 

（JR） 

・バスや電車の本数を増やす 

・御殿場線の本数を増やす 

・毎時定刻の運行にして本数も増やす（バス、

すそのーる） 

・希望時刻を調査して、その時間の本数を増

やす 

・裾野駅、岩波駅、市民文化センターをバスタ

ーミナル化して本数、ルートを増やす 

0       

すそのーる 

（本数、ルート

増やす） 

・すそのーるの回数を多くする 

・すそのーるの東地区を２つの路線にする（ワ

ゴン車位にして） 

4       

・バス停を増やす 

・停車場所を密にする 
1       

混雑解消 ・バスを２台で 1つとする 0       

病院送迎 ・病院に車を出してもらうようにお願いする 0       

設備を改良 ・車イス、ベビーカー対応バスを増やす 0       

コンパクト 

シティ 

・よく利用するスーパーの近くなどに、図書

館などの施設があるとよい 
2       

低料金 

・運賃を少し安くする 

・料金を一定にする 

・シニア料金を定める 

0       

乗り継ぎ 

を便利に 

・乗り継ぎが少なくなるように、電車が走る

距離を増やす 

・各事業者間の乗り継ぎ調整会議の定期開催 

・あさぎり号の沼津までの延伸 

1       

        ・なるべく利用する 4 

        
・ヘルシーパーク送迎をすそのー

るに振り替える 
0 

        ・クラウドファンディングの利用 0 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


