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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３回）議事録 
 
１．開催日時 平成３０年１月９日（火）午後２時００分～午後 3 時 4０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 大庭 満治委員 
 髙橋 伸一郎委員 中村 章秀委員 
 服部 保作委員（代理） 岩崎 正子委員 
 藪下 亮治委員 渡邊 康一委員  
 渡辺 光也委員 福島 信治委員（代理） 
 中川 智敏委員（代理） 米山 茂樹委員 
 藤井 敬宏委員 渡辺 佑至委員（代理） 
 鷲坂 太一委員（代理） 杉本 文和委員 
 藪田 丈夫委員 杉山 善彦委員 
 加畑 勝之委員 土屋 敏彦委員 
  細川 嘉一委員（代理） 
   
  事務局 石井 敦 服部 和彦 
［企画政策課］ 中村 健児 舘山 崇史 
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４．議題 

協議事項 

（１）乗合バス路線の維持確保について 
（平成 31、32、33 年度国庫補助路線、平成 30 年度市単独補助路線） 

ア 単独継続困難申し出路線 
  ① 十里木線（富士急行㈱） 
  ② 桜堤線（富士急シティバス㈱） 
イ 退出意向申し出路線 
  ③ 須山線（富士急シティバス㈱） 
  ④ 東急線（富士急シティバス㈱） 
  ⑤ 御殿場線（富士急シティバス㈱、富士急行㈱） 
 
（２）平成 30 年度の市自主運行路線について 
  ① 岩波駅線 
  ② 裾野駅南北循環線（すそのーる） 
  ③ 青葉台線 
  ④ （仮称）千福が丘線 
 
（３）地域間幹線系統に係る事業評価について 
 

報告事項 

（１）裾野市地域公共交通網形成計画策定スケジュールについて 
 
（２）地域公共交通調査等事業に関する事業評価について 

 
５．傍聴人 7 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 

 ・協議事項 

（１）乗合バス路線の維持確保について 
（平成 31、32、33 年度国庫補助路線、平成 30 年度市単独補助路線） 

ア 単独継続困難申し出路線 
  ① 十里木線（富士急行㈱） 
  ② 桜堤線（富士急シティバス㈱） 
イ 退出意向申し出路線 
  ③ 須山線（富士急シティバス㈱） 
  ④ 東急線（富士急シティバス㈱） 
  ⑤ 御殿場線（富士急シティバス㈱、富士急行㈱） 

   事務局・事業者からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局    資料修正：資料１P５の 21 日⇒13 日に修正 

単独継続困難や退出意向の申し出というものは、静岡県生活交通確保対策協議会運
営要領に則ったものです。単独継続困難の申し出は、その名の通り、乗り合いバス
事業者等からの、事業者単独での旅客自動車運送事業の継続が困難である旨の申し
出であり、この申し出が行われた路線または系統については要件を満たすものにつ
いては国庫補助や、各市町において生活路線として必要と認められたものについて
は市町の単独補助が行われます。退出意向の申し出は、乗り合いバス事業者等から
の、路線バスに係る路線休廃止の意向の申し出であり、廃止予定の６か月前までに
行われるものです。退出意向の申し出が出された場合、地域との協議や、市町の公
共交通会議を経て、対応方策等について検討・調整を行い、その結果を生活交通確
保対策協議会の会⾧に報告することになっています。申し出が公表されてから、市
と事業者で路線の維持について協議を進めてまいりまして、関係する沿線地域につ
いても住民説明会を開催するなど、事業者の意向や現状の経営等について意識の共
有を図ってまいったところであります。説明会の際に出た意見としては、個別の要
望的なものものございましたが、バスに乗る機会を意識して増やすなど、利用促進
に努めるなど前向きな意見も多く出ました。 

  
退出意向 
・富士急行   御殿場線につきましては、市等との協議を経て、30 年 9 月末までは 5 往復運行を

することになりました。平成 30 年 10 月以降については、協議中のため未定となっ
ています。 

 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 資料 2 の説明 東急線につきましては、欠損額が年間 300 万円程度あり、乗車人員
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については朝でも 10 人程度であり厳しく、朝夕の運転士の確保も難しい状況であ
るため、退出を希望しております。本路線につきましては、市・地元との協議を踏
まえ、系統を廃止し、昼間時間帯に 2 往復程度を暫定的に運行を予定しております。
ダイヤ改正を平成 30 年４月に実施し 1 年程度のイメージで運行し、その後につい
ては、市と再度協議し、運行の継続を検討します。須山線につきましては、乗車人
員は 1 日当たり 510 人、欠損額は大きく、バス事業者の負担となっている状況であ
ります。須山発着の便につきましては、須山地区との協議を踏まえ、４月 2 日から
ダイヤ改正を実施し、平日７往復、土曜日５往復、日曜日 4.5 往復の運行にします。
下和田発着の便につきましては、利用者が多い、裾野市三宿までは現行水準どおり
運行したいと考えております。 

 
単独維持困難路線 
・富士急行   十里木線につきましては、国庫補助路線の幹線となり、十里木から須山への通学利

用、御殿場・須山地区を結び、通学・通勤・買い物に利用されております。運行便
数は、1 日当たり６往復で、乗車人員は 1 日当たり 132 名で、地域を超えた広域的
な利用としましては御殿場市から裾野市へ 24 名、裾野市から御殿場市へ 22 名とな
っております。収支の状況としましては、平成 29 年度欠損額 1,600 万円というこ
とになっているが、幹線のため平成 30 年度も運行維持をしたいので、補助の方を
よろしくお願いしたいです。 

 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 桜堤線につきましては、乗車人員は 1 日当たり 165 人で、昨年度よりも伸びていま

す。国庫補助をいただいておりますが欠損額が 477 万円と大きな額になっておりま
す。赤字が大きい持続可能な運行体制にするためには、運行便数の見直しが必要で
あります。また。働き方改革の流れの中で、バス乗務員の労務環境の見直し・改善
も必要なため、最終便の繰り上げも検討しております。状況に対する御理解と、今
後も乗車への御協力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。 
・鷲坂委員 資料 1 の P5 について、地域への説明会を実施しているが、減便やむなしという雰

囲気なのか、地域の感触はどうだったのかをお尋ねします。また、資料 P6 の市⾧
要望活動の調整結果については、これから地域住民へ説明をされているのでしょう
か。 

 
・事務局 地域への説明の感触としましては、須山線に関しましては、1 便で昼間の減便ため、

このようなバスがあればよいという話があり、問題はないという認識です。東急線
は一番問題がありまして、９日の説明会へは 50 名ぐらい参加され話をしました。
従前から千福が丘地区におきましては、自治会の中で公共交通に関する協議をして
きている経過があり、理解をしていただいている、廃止されることを防ぐために自
分たちで補填するという考えがありましたが、その考えが否決されたため、実際に
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乗車する高齢者が困るという話がありました。千福地区におきましては、事前に千
福が丘区と協議をしていたため、理解はされていると感じています。御殿場線が最
も影響があると考えていたが、かなり少ない参会者で、ご家族の方が多く来られた
ようであります。別の施策で誘導したらどうかというご意見がありました。全体的
にやむなしという傾向が強かったです。なお、12 月 15 日の御殿場市さんの協議会
におきまして、５便は運行されるという情報があったので、ほっとしていたのかな
と感じました。 
市⾧要望については、確定されていないものが多いため、途中のものを皆様に公表
してもどうかと思います。ある程度固まった段階で公表したいと考えております。
市としましては、補填する施策も検討する必要があると考えております。 

 
・柿田委員  資料２の P13 の利用拡大について、説明をしていただきたいです。裾野市の HP で

バスの乗換検索ができるが、電車との乗換時間が出てこないようです。 
 
・事務局    乗換検索につきましては、そこまでに至っていないのが実情ですが、研究はしてい

ますので、将来的には細かな案内ができるようにしていきたいですが、現状ではで
きていない状況です。 

 
・柿田委員   乗換案内検索サービス提供元へ情報提供を踏まえ、乗換案内検索に対応をするとあ

るが、利用拡大に向けて取り組んでいくことと絡めてお聞きしたいです。 
 
・事務局    確実なことは言えませんが、この中の会社にアポを取って協議はしていきます。 
 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 乗換案内ですが、富士急バス間の乗換検索であり、電車との連動はできていません。

乗換案内サービスの提供元への情報提供につきましては、ナビタイム、エキスパー
ト、ヤフー路線案内で情報提供をしております。乗継案内の出し方は各社の考えも
あるので合わない部分もありますが、そのような対応をしております。富士急行バ
スの乗継案内は、富士急行バスの HP を見ていただけるとありがたいです。使い方
につきましては、より説明ができるよう、努めていきます。 

 
・小林会⾧   市のホームページに乗換案内があるとよいというご意見をいただきました。 
 
・大島委員   千福が丘線について、4 月 2 日以降ダイヤ改正となっているが、まだダイヤは決ま

っていないということですか。また、その後 1 年間程度の運行継続とのことですが、
その後は退出してしまうということでしょうか 

 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 取り急ぎダイヤを検討しています。ご利用しやすいダイヤを検討していますので、

ぜひ、ご利用いただければと思います。 
 
・大庭委員   １年後はなくなるということですが。利用者がいれば残せるということですか。 
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・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 利用者があれば残せるということです。 
 
・大庭委員   御殿場線について、時間帯を早くはっきりして欲しいです。通学利用が多いため、

子どもたちが利用できる時間なのか、利用できなければ違う通学手段を検討しない
といけません。時間を早く決めてもらわないと困ります。 

 
・富士急行   JR 御殿場線との接続を確認している最中ですので、通学に関しましては、朝の１番

の便とかは残す方向です。もう少々、お待ちください。JR の時刻が判明していない
ため、出すことができないのです。 

 
・小林会⾧   朝の通勤・通学に利用されている便は残すので、JR の時刻が変わらなければ、朝一

番の便などは残っていくということでよいですね。 
 
・堀合委員   利便性の件ですが、Suica などの交通系 IC カードは利用できていますか。 
 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ Suica も Pasmo 使えております。 
・小林会⾧   交通事業者さんから、大変厳しい運行状況でありながらも、基幹である御殿場線に

ついてなんとか運行していこうと骨格は残った、東急線についても、日中の便を工
夫しながら、今後の利用によって持続可能性はあるとのことです。皆様方に本日の
説明を踏まえ、協議会の方は取りまとめを進めていきます。ご承認いただけたとい
うことで進めさせていただきます。 

 
（２）平成 30 年度の市自主運行路線について 
  ① 岩波駅線 
  ② 裾野駅南北循環線（すそのーる） 
  ③ 青葉台線 
  ④ （仮称）千福が丘線 

   事業者からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局    岩波線 
 資料 No3 の P1 をご覧ください。平日のみ 1 日 4 回の運行で、朝 1 便、夕方 3 便運

行しています。主に今里・呼子・下和田地区の高校生が通学に利用しています。朝
の便は、須山地区の高校生が須山から三島方面に行くバスに乗車し、下和田地区内
で乗り換えて利用しています。その他、企業に勤務する人の通勤にも利用されてい
ます。 

 今里・呼子・下和田地区の最寄駅岩波駅へ行く唯一の路線バスとなっているため、
高校生の通学のための移動手段として必要不可欠な路線となっています。 

 
すそのーる 
P2 と、添付のすそのーるの時刻表をご覧ください 3 系統あり、いずれも裾野駅を
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起終点とする循環バスとなっています。富沢・桃園循環については、主に西地区を
循環する路線です。伊豆島田・堰原・水窪などの南部地域、富沢などの高齢者の利
用が中心です。利用目的は、裾野駅へのアクセス、裾野駅周辺での買い物、通院、
日赤への通院などです。裾野駅以南で御殿場線の西側にはバス路線がほとんどな
く、本路線が貴重な移動手段となっているため、自主運行により維持確保していま
す。茶畑・平松循環については、主に東地区を循環する路線です。青葉台や県住の
住民の利用が中心であり、高校生の通学や通勤を含めた裾野駅へのアクセス、裾野
駅周辺での買い物、通院、日赤への通院が主な利用状況です。青葉台線とあわせて、
朝夕は裾野駅へのアクセスを目的として、高校生の通学のほか通勤に利用されてお
り、日中は高齢者が裾野駅周辺での通院や買い物をするための移動手段として利用
しており、生活交通として必要な路線となっています。 

・ 富岡・深良循環については、富岡、深良地区を結ぶ循環路線です。深良地区や御宿
地区の住民が裾野駅へのアクセス、裾野駅周辺での買物、通院、日赤への通院など
で利用されています。また、文化センター、生涯学習センター、健康福祉会館、な
ど公共施設が集中している石脇地先を運行しているため、市内各所からこれらの施
設の利用者の移動手段として利用されています。本路線は、路線バスが運行されて
いない御殿場線の東側を運行しており、町田・南堀・和市などの深良地区の南に位
置する地区には唯一のバス路線です。また、民間のバス路線が市内を南北に運行し
ているのに対し、本路線は東西に運行する経路を取り込んでいます。特に、富岡地
区の住民が市中央部にある公共施設を利用したり、日赤病院を利用する場合、乗換
が不要であり、利便性の向上を図っています。すそのーるの運行外に住んでいる高
齢者には、バス・タクシー券を配布しています。運行案内のパンフレットは、関係
公共施設や市内の沿線の病院や施設などに配布、設置しています。 

 
青葉台線 
P3 とすそのーるの時刻表 茶畑平松循環・青葉台線をご覧ください。すそのーるの
茶畑・平松循環を補完する形で、運行しています。青葉台団地の方々が通勤や通学
に使えるように、平日 1 往復、6 時 50 分に青葉台団地を出発するものが 1 便、18
時に裾野駅から 1 便運行しています。 

 
千福が丘線 

P4 の投球千福ヶ丘線につきまして、通勤・通学の足の確保を目的とし、退出する
朝の便においては、定時定路線としてジャンボタクシーでカバーすることを想定し
ています。 

   
 
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。 
・柿田委員 前回会議で、すそのーるの 3 路線の乗継が不便であり、各路線の運行ダイヤが異な

るため、乗継をできるようにするため各路線の時間調整を含めて、路線を見直すこ
とは考えていないですか。 
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・事務局 考えていないわけではないが、すそのーるの運転者不足の問題もあり、すそのーる

自体がなくなることもあります。来年度は現行のまま運行しますが、平成 31 年度
はすそのーるの見直しをしていくので、今後、改善していければと思います。 

 
・藪田委員  千福が丘線の実証運行期間はどの程度ですか。 
 
・事務局    1 年間を想定しており、半年で利用状況を勘案し、どこかのタイミングで基準を設

け、その後の運行を判断していきます。 
 
・鷲坂委員   千福が丘線について、朝の２便の時間帯は、乗降調査結果４の東急線の乗降調査か

ら、朝の利用者が、千福が丘線の実証実験運行の朝の２便に乗車すると想定してい
るのですよね。 

 
・事務局    想定はその通りです。朝は、通学・通勤、通院があるので、朝の便の利用者が、こ

の実証実験運行を利用すると想定しています。 
 
・鷲坂委員   基本的には定時定路線で実証実験運行を実施していくのですか。 
 
・事務局    通学の高校生が乗ると想定しております。高校生の足の確保をまず考えております。 
 
・柿田委員   ヘルシーパーク関係の市内循環バスはどのような位置づけなのですか。ヘルシーパ

ークの往復だけではせっかく走っているのに勿体ない。路線バスのようにできない
か考えることはできませんか。 

 
・事務局    ヘルシーパークのバスは、基本的にはヘルシーパークに行くためのバスですので、

途中下車ができず、かる運賃も徴収していないので、道路運送法上、新たな許可を
得たりしないといけなくなります。現在の法律では、ヘルシーパーク利用者のため
だけのバスとなっております。 

 
・柿田委員   検討に値しないということですか。すそのーるの代替えにならないかとか検討でき

ないのでしょうか。法律の問題ではなく、そのような発想はないのでしょうか。 
 
・小林会⾧   ヘルシーパークのバスは可能性があるように見えるが、事業者の方が車両を運行す

るということになり、市の手から離れてしまうことが懸念されます。 
 
・藤井委員   前段で厳しい状況があるとありますが、バス事業者のおかれている環境が厳しい状

況を地域が納得していかないといけない状況になっています。利用してこなかった
から路線がなくなる、公共交通を地域に残すのかを、地域で考えていかないといけ
ない時代になってきています。すそのーるのような生活路線の話と、広域的な路線
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の考え方を分けて考えていかないといけません。立地適正化計画で、幹線の交通軸
を支えると唱っているなかで、一般の交通軸が脆弱になっている状況であり、将来
を支える交通ネットワークを担保できないということです。基幹をいかに残すかと
いうことにつきまして、企業で企業バスを運行していくと公共交通がなくなってし
まう中で、バス事業者にとっては、企業バスを運行すれば、問題は生じませんが、
地域の交通軸をどう考えるかとなると、企業を巻き込んで、裾野市の交通軸を考え
ていかないといけません。市民の足だけでは、公共交通の成立が難しいので、企業
バスと連携して、一般利用ができるかなど、検討できると思います。病院が病院の
送迎バス事業を実施し、送迎バスを通院者以外の一般の方が利用するような事業事
例もあります。自動車教習所の車、ゴルフ場の送迎バスと連携する仕組みなどもあ
るが、施設利用者にとって不便になってくるとリジェクトされています。千福が丘
に関しては、朝夕がなくなるということですが、他市の事例では、小中学校の統廃
合により、スクールバスの運用が進んでいます。公共交通の位置づけとは異なる移
動の足の確保になっていきます。裾野市でも、都市計画区域外に住まれている方が
非常に多いので、小・中学校の統廃合が起きる可能性があります。スクールバスと
も連携して考えていく必要があるかもしれません。すべての地区に公共交通でフォ
ローアップできる仕組みかどうか、他の地区でも千福が丘地区のような同じ要望が
上がってきた場合、対応ができる仕組みなのかどうか考えて検討する必要がありま
す。市原市では３地区デマンドで運用しています。地区がどんどんでき上っていく
と、制約条件の中で、すべての地区ではできないという問題もあります。住民協働
という中で、行政だけで負担するのではなく、地域住民の協力いただけるようなプ
ログラムをできるか、実証運行中に検討して欲しいと思います。 

 
・渡邊委員   赤字路線の話ばかりであり、資料 1 の P8 について全体の赤字額が記載されている

が、企業として考えた場合に、黒字路線は考えなくていいのでしょうか。全路線と
も赤字なのでしょうか。黒字路線も含め全体像の情報公開はできないのでしょう
か。 

 
・富士急行   路線、高速、貸切、契約の 4 タイプのバスがございます。当然、黒字のバスもあり

ますが、今までは自分たちのエリアを守るという意識で運営しており、路線バスは
赤字だけど全体でみると黒字になっていたというのが今までのケースであります。
高速バスは平成 29 年 4 月にダイヤ改正をし、9 月に減便をしています。高速バスは
利用が多いが、運転手が慢性的に不足しており、路線バスの運転手を確保するため
に、高速バスを減便しています。観光バスは適正運賃であり黒字であるが、こちら
も運転手不足に伴い、黒字の観光バスや高速バスに運転手が回せず、このような状
況になっています。 

 
・渡邊委員   補助金を受けている以上は、黒字路線も情報提供して欲しい。全路線を提示して議

論した方がよいと思います。赤字だから撤退するでは、市の将来像を描けないので
はないでしょうか。 
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・富士急行   貴重なご意見として参考にさせていただきます。 
 
・事務局    市内の路線バスは全て赤字です。三島駅と裾野駅間のバスのみ黒字です。 
 
・小林会⾧   よろしいでしょうか。本日示した案で、平成 30 年度は運行してまいります。 
 

 
（３）地域間幹線系統に係る事業評価について 

   鷲坂委員からの説明の概要は以下の通りです。 
・鷲坂委員   資料５ 地域間幹線系統とは、複数の市町をまたぐ系統のことで、裾野市内は６系

統、静岡県全体では 66 系が統補助路線となっています。毎年、補助対象系統に対
し事業評価を実施しており、平成 29 年度の評価結果を公表します。評価項目とし
ましては、収支率、広域トリップ情報などを点数化し、点数ごとに３段階で事業評
価を実施しています。A 評価が 34 系統、B 評価は 32 系統でした。裾野市内の系統
は、A 評価が３系統、B 評価が３系統でした。県としては、広域路線において、広
域的な乗車がされているのかを注視しています。51 系統が広域的な利用をしてお
り、裾野市内の系統もすべて広域利用状況が見られました。P6 以降が、各系統の評
価シートになります。 

 
・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ 収支率の評価としては良い方に入りますが、赤字です。ネットワーク構成は良い評

価を得ている系統が多いです。広域トリップ状況は高い評価を得ています。各系統
については、資料をご覧ください。 

・事務局    資料 5 各路線に対し、裾野市としましては、運行支援の取組をしていきます。次
年度としましては、新規で高齢者を対象とした利用促進施策の実施や乗降調査結果
から利用者ニーズの把握にこれまでどおり取り組んでいきたいと考えております。
取組シートを県の協議会に提出します。 

 
・小林会⾧   このような内容をもって、県の協議会へ提出していきます。 
 

 
 ・報告事項（１）裾野市地域公共交通網形成計画策定スケジュールについて 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局 今回の退出の件に伴って、計画策定のスケジュールにも変更が生じました。当初今

年度末までにすべての調査、パブリックコメントを終え、3 月末の協議会で策定の
予定でしたが、策定を 6 月に見据え、それに合わせて検討事項を延⾧します。網の
検討、運行基本計画の策定、事業の検討、計画案のとりまとめを 3 月末まで延⾧し、
その間 2 月と 3 月の末にそれぞれ協議会を開催、その後、4 月中旬からパブリック
コメントを開催し、計画案をとりまとめ、6 月の協議会で策定という流れになりま
す。協議会の開催スパンが短くなり、2 月、3 月、6 月とお忙しい年度末、年度初め
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に協議が集中するが、よろしくお願いします。また、それにともなって現在ランド
ブレイン株式会社と委託契約をしている調査事業について、全てを年度内に行う予
定でしたが、一部内容（パブリックコメントの実施等）を次年度 4 月に実施するこ
とから、契約の内容を変更するため、協議会予算の変更が生じます。それについて
は 2 月の協議会で補正予算についてご協議いただくため、御承知おきください。 

 
・報告事項（２）地域公共交通調査等事業に係る事業評価について 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局 国から補助金をもらって計画策定事業を実施しているため、その事業評価を行う必

要があります。協議会において評価を実施し、その後その内容を中部運輸局へ提出、
その後、中部運輸局が実施する各有識者等で構成される第三者評価委員会におい
て、事業評価をするものです。内容としては、先ほどのスケジュールの通り若干遅
れ気味であり、一部次年度へ延伸していることから、一部計画通り実施できていな
いということで、評価 B としてあります。その他の資料についてはこれまで協議会
でお示しした内容通りであり、ここでの説明は割愛させていただきますが、まだ内
容は確定ではなく、中間評価という位置づけで、国へは報告することとします。 

 
・小林会⾧   網形成計画の策定について、当初よりも２~３か月伸びますが、御了承ください。 

 
 ・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 スケジュール確認 

以上 


