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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４回）議事録 
 
１．開催日時 平成３０年２月２８日（水）午前１０時００分～午前１２時００分 
 

２．開催場所 裾野市民文化センター ３階 ３４～３６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 
 鎌野 公種委員 中村 章秀委員 
 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 

福島 信治委員（随行）     神山 文雄委員（代理） 
 中川 智敏委員（代理） 米山 茂樹委員 

細川 嘉一委員（代理）      
 藤井 敬宏委員 髙橋 伸一郎委員 
 鷺坂 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 

鈴木 正次委員         倉澤 秀樹委員 
     
  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 

（１）バス路線 御殿場線・東急千福が丘線 平成 30 年度運行について 
 

協議事項 

（１）平成 29 年度補正予算（第 1 回）について 
 
（２）裾野市定時定路線型乗り合いタクシー「千福が丘線」実証実験運行について 
 
（３）裾野市地域公共交通網形成計画案について 
 

 
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 

 報告事項 

（１）バス路線 御殿場線・東急千福が丘線 平成 30 年度運行について 
   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  平成 30 年度より大幅な減便を行うこととなった「御殿場線」「東急千福が丘

線」の２路線について、市・事業者・地域で協議を重ねた結果、次の通り運行す
ることとなったため報告いたします。 
 
 御殿場線につきましては、平成 29 年度運行では平日 12.5 往復であったところ
が、前回の協議会では平日５往復になりますと説明いたしました。また、平成 30
年度運行（案）に記載しております通り、市と事業者との協議により 9 月末まで
は、平日５往復が確保できていますが、10 月以降の運行を維持するため御殿場
市・三島市とバス事業者で再度協議した結果、運行を維持するための負担金を各
市町から拠出することになりました。 
 
 東急千福が丘線につきましては、平成 29 年度運行では平日 6.5 往復・土休日 4
往復であったところが、前回の協議会で朝夕の便を廃止、さらにルートを変更し
たうえで、日中２往復程度を暫定的に運行するという説明をいたしました。ま
た、平成 30 年度運行（案）に記載しております通り、市単独補助路線として欠損
額の 1/2 を市が補助することで運行を維持してきましたが、事業者との協議によ
り平成 30 年度の補助率は 1/2 から引き上げる方向で調整していくことになりまし
た。さらに、廃止となる朝便につきましては、自主運行実証実験にて補完してい
く形となります。 

・富士急行  三島駅から御殿場駅に向かうダイヤについては、1 日に 4 本としまして 11：
05、15：05、17：05 の運行になり、土休日のみの運行が 8：55 の便となってい
ます。また、19：05 の便は平日のみの運行となります。 
  
御殿場駅から三島駅に向かうダイヤについては、6：50、7：50、8,50、9：50、
13：50、15：50 と 6 本としており、併せて 10 本設けております。 

・富士急ｼﾃｨﾊﾞｽ  先ほど事務局の説明にもございましたが、4 月 2 日のダイヤ改正により日中２
往復とさせていただきます。東急千福が丘から裾野駅を 10：00 と 13：30、裾野
駅から東急千福が丘を 13：00、15：30 とさせていただいております。 
  
経路につきましても文化センターや病院等を考慮したものに変更させていただき
ます。 
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協議事項 

（１）平成 29 年度補正予算（第 1 回）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  計画策定事業が次年度に繰り返されることから、委託契約の内容を変更するた

め、それに伴う予算の補正を行うものでございます。 
 
 計画策定に係る委託事業において、国より「地域公共交通確保維持改善事業費
補助金」を受けています。今回、計画策定は次年度に繰り越すが、国庫補助は繰
り越しができないため、国庫補助事業としては平成 29 年度で完了させ、繰越す分
は平成 30 年度協議会の単独事業として実施します。そのため、平成 29 年度契約
内容における使用項目の削除に伴い、契約額が減額となるため、平成 29 年度予算
につきましては減額補正を行うこととなりました。 

 
 また、補正予算案については全会一致でご承認いただきました。 
 
（２）裾野市定時定路線型乗り合いタクシー「千福が丘線」実証実験運行について 

   事務局からの説明の概要は以下の通りです。 
・事務局  実証実験運行の目的といたしましては、富士急ｼﾃｨﾊﾞｽが運行する「東急千福が

丘線」が平成 30 年度より大幅な減便となり、朝・夕の便を廃止し、日中２往復の
みの運行となるため、現在、朝の通学・通勤で利用している地区民の移動手段を
確保するためであります。 
 
 また、地元との取組みとしまして、千福が丘地区において自主運行を実施する
にあたり、地元の意向を聴取しながら、運行の計画を固めていきました。その中
で、千福が丘において当運行に係る協議会を設立していただき、市と強調して、
今後の運行に係る住民ニーズの把握や周知などを行っていただきこととなりまし
た。 
 
 実証実験運行を実施するにあたり、千福が丘の方に協議会を設立していただき
まして、今後市と協調を諮っていきながら地元のニーズや情報周知をしていきま
す。 
 
 運行期間は平成 30 年４月２日～平成 31 年３月 29 日までとしており、千福が
丘地区から裾野駅（東急千福が丘・公園前・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前・千福が丘東・千福
が丘入口・裾野駅）を１日 2 便、裾野駅から千福が丘地区（裾野駅・千福が丘入
口・千福が丘東・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前・公園前・東急千福が丘）を１日 1 便の平日運
行としております。また、車両はジャンボタクシー（9 人乗り（乗客のみ））で１
乗車 300 円の定額制（小学生及び障害者手帳保持者は 150 円、未就学者は親同伴
のうえ無料）としております。 
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対象としましては、千福が丘地区内の通勤通学者であり、少数の利用者と思わ
れるためジャンボタクシーで十分であると考えられ、「すその―る」でなくジャン
ボタクシーにすることで初期投資を抑えられることもできます。アンケート結果
や利用状況から 10 人乗りで対応できると判断しております。 

 
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。 
・大島委員  千福が丘に住んでおりますが、千福が丘区民にはバスを使わないと廃止になっ

てしまうと言っているため乗るように伝えているのですが、利用者が少ないとい
う状況に戸惑っております。 

・事務局  定時定路線型乗り合いタクシーのダイヤは６：00、６：45 の 2 本を想定してお
りますが、どの程度の人が利用するのかは把握できていません。また、定員オー
バーした場合、対応できるのかが不安材料としてあります。まずは、千福が丘地
区の方が裾野駅に行く手段として考えており、実験の中で途中下車できることが
あれば考慮していきたいと考えております。 

 
また、金額的な要素として現在 300 円として設定していますが、実験をするに

あたり変わることも考えられます。 
・柿田委員  千福が丘から裾野まで一般タクシーではいくらかかりますか？ 
・中川委員  約 2,000 円程度でございます。 
・鷺坂委員  ｼﾃｨﾊﾞｽさんが運行されていたバス停の中で、今回６か所を選定するにあたっ

て、千福が丘地区の方々とお話しをされて設定されたという理解でよろしいでし
ょうか。 

・事務局  千福が丘地区の方と直接話をしております。 
・鷺坂委員  報告事項でご説明いただいた、ｼﾃｨﾊﾞｽさんの日中２便と朝夕の２便の説明と、

今回の実証実験の概要の内容を分けた理由は何でしょうか？ 
・事務局  バスにつきましては、買い物・通院目的の足の確保。今回のタクシーにつきま

しては、通勤・通学の足の確保という位置づけで考えております。 
・鷺坂委員  別紙のダイヤについてですが、４つの停留所に同時刻が記載されております

が、１分以内に回れることは可能なのでしょうか？ 
・事務局  １名お乗りになるかならないか程度ですので、距離的には１分で到着できると

いう考えでございます。 
・大庭委員  交通状況によっては遅れが予想されると思いますし、裾野駅に到着して出発す

るまでに５分しか設けられておりませんが、JR の時刻を考慮されてこのダイヤに
なっているのでしょうか。 

・事務局  おっしゃる通り、JR の時刻に合わせて設定しております。 
・大庭委員  従来の千福が丘線についてですが、10：22 裾野駅着の便は通院が対応できると

お考えでしょうか。午前中の診察には間に合わないと思います。 
・事務局  時間については早い便が望ましいと思いますが、事業者さんとの話の中ではこ

の時刻が限度であるとなりました。おっしゃる通り、通院時間については厳しい
部分があると思います。 
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・大庭委員  この時間帯について利用者さんは納得されているのでしょうか。 
・事務局  今回のダイヤについては、千福が丘地区にはまだお見せしていません。千福が

丘地区からは早い便（10：00 程度）にしてくださいという要望はあります。 
・大島委員  実証実験運行は通勤通学目的の足の確保という話ですが、帰りの時間について

は実証しないのですか。 
・事務局  当然帰りも考慮しなければならないところですが、帰りの時刻について特に学

生は時間帯が把握できませんので、現時点では朝のみの実証運行としておりま
す。 

・鎌野委員  タクシー会社にお伺いしたいのですが、実証実験のタクシーは通常でも利用で
きますのでしょうか。 

・中川委員  連動して通常タクシーとしての利用できますが、今回は通常利用までは考えて
おりません。 

・鎌野委員  老人クラブ関連で、運動公園等で大会があると、免許返納により運転が可能は
人が少なくなっています。免許返納者のためにジャンボタクシーができないかを
意見として聞いていただければと思います。 

・中川委員  貴重なご意見として受け取らせていただきます。 
 
また、実証実験運行については全会一致でご承認いただきました。 
 
（３）裾野市地域公共交通網形成計画案について 

   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（2016 年度）集約都市形成支援事業に係る基礎調

査」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）を検討するなど基礎調査を行っており、こ
れら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しております。 

 
公共交通についての課題からご説明させていただきます。 
課題①「「立地適正化計画」と連動し、観光振興や商業活性化等と一体となった

回遊性・快適性向上」 
課題②「高齢者等交通弱者に配慮した移動手段の確保」 
課題③「「すそのーる」の見直しや新たな公共交通システムの導入による市民の

足の確保」 
課題④「バス・タクシーの運転手不足や高齢化による既存公共交通の維持」 
課題⑤「広域的な交通結節点である JR 三島駅へのアクセス強化」 
課題⑥「公共交通の利用促進」 
課題⑦「市民（地域）・交通事業者・行政との役割分担による持続可能な仕組み

づくり」 
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となっております。 
 
その課題に対応する基本方針に目標も設けました 
基本方針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」の目標としまして 
目標①「市民・来訪者に合った地域公共交通網の形成」 
目標②「地域に合った移動手段の導入」 
目標③「交通結節点の機能強化」 
目標④「バス運転手の人材確保」 
基本方針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」の目標としまして 
目標⑤「乗降しやすい車両導入による利便性向上」 
目標⑥「分かりやすく、使いやすい公共交通環境の充実」 
基本方針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」の目

標としまして 
目標⑤「高齢者移動支援策の充実」 
目標⑥「市民の公共交通に対する意識の醸成」 
また、公共交通網のあり方といたしまして、策定中の「立地適正化計画」にお

けるまちづくりの方針やコンパクトシティ・プラス・ネットワークの方向性を踏
襲しつつ、さらには路線バスの単独維持困難及び退出意向の申出状況を踏まえ、
基本的な考え方を次のように設定するとしております。 

 
さらに目標を達成するための具体的な事業内容として、基本方針①では 
事業①「自主運行路線「すそのーる」の見直し」 
事業②「新たな公共交通システムの研究・検討及び導入」 
事業③「既存バス路線の再編検討」 
事業④「JR 御殿場線利便性向上のための要望活動の実施」 
事業⑤「生活交通路線の維持・確保のための補助金の交付」 
事業⑥「高速バスの利便性向上」 
事業⑦「乗継拠点・ポイントの機能強化」 
事業⑧「駅舎のバリアフリー化」 
事業⑨「バス運転手の確保・育成」 
基本方針②では 
事業➉「高齢者・障がい者等も利用しやすい車両の導入」 
事業⑪「待合環境の整備」 
事業⑫「運行情報提供の充実」 
事業⑬「商業施設・観光施設等との連携サービスの導入検討」 
事業⑭「新幹線通勤者補助制度の導入検討」 
基本方針③では 
事業⑮「高齢者運転免許証返納支援事業の利用促進」 
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事業⑯「公共交通に対する意識改革や理解を促す取組みの実施」 
事業⑰「ノーマイカーデーの推進」 
事業⑱「高齢者バス・タクシー利用助成の推進」 
と各基本方針に具体的な事業内容を挙げております。 
 
最後に計画の達成状況の評価といたしまして、「裾野市地域公共交通網形成計

画」を着実に推進するため、目標の達成状況や利用状況などを評価し、必要に応
じて見直し、改善するという「ＰＤＣＡサイクル」に基づく評価・検証等の進行
管理を行いながら、施策を推進し、必要に応じて計画を見直します。 

 
本計画のＰＤＣＡサイクルは、「裾野市地域公共交通活性化協議会」において実

施し、施策に係る全ての関係者（市民、交通事業者、行政など）が施策効果の検
証結果を共有いたします。なお、評価・検証については、「事業実施状況に対する
ＰＤＣＡ」と、「目標達成度に対するＰＤＣＡ」による二重の組み合わせで進行管
理を行います。 

 
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ました。 
 

 
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。 
・堀合委員 P62 の基本方針③の事業⑮につきまして、「運転経歴証明書発行に必要な手数料

（1,000 円）を助成する」とありますが、運転経歴証明書は危機管理課で手続きす
るのでしょうか。また、「65 歳以上の免許を返納した方で運転経歴証明書を提示
することで運賃を 10％割引」、事業⑱の「高齢者バス・タクシー利用助成事業」
とありますが、どのような違いなのかご説明願います。 

・事務局 対象者につきましては申請・手続きはありません。 
・鈴木委員 運転経歴証明書発行時に裾野市民であれば、料金がかからずに発行が可能で

す。 
・事務局  また、10％割引というのは今現在タクシー協会において実施されているもので

ありまして、運転経歴証明書を提示することで運賃を 10％割引くというサービス
を実施しているため、これも継続して実施していくことが事業⑮でございます。 

 
事業⑱の「高齢者バス・タクシー利用助成事業」は、現在の「すそのーる」運

行外の 70 歳以上の方に対して、運転手にお配りした券を渡せば 100 円引きになり
ますというものでございます。このような券を配布いたします。 

・堀合委員 区⾧をしており利用促進活動として、PR しておりますがなかなか利用率は伸び
ません。いかに利用者を増やすかとなると、損得で行動する方が多いですので、
情報提供の中に効率的だとか、自動車よりバスの方がお得だとか、バス停まで歩
きましょうとか、そのような PR の仕方が重要ではないでしょうか。 
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・事務局 「高齢者バス・タクシー利用助成事業」についてですが、現在の「すそのー
る」運行外の 70 歳以上の方に対してとしておりますが、再編をしていく中で見直
す可能性があります。できれば高齢者の方々にはシルバー定期等を促進していけ
ればいいかなと考えております。 

・渡邊委員 P50 の乗り継ぎ拠点について、前回会議では適当ないい拠点があればそこにタ
ーミナルを作るのはどうかという意見がありましたが、様々な制約があるのか今
回の構想を拝見しますと支所だけというのが残念に思います。道の駅があればタ
ーミナルの役も担えますので、そういったような新しい発想も必要かと思いま
す。 

 
また、P46 課題⑦に「市民（地域）が自分達の地域の移動手段に対して負担の

責務を負う意識が必要である。」と書いてありまして、少し表現の仕方に問題があ
るかと思います。その解決策として事業 16 にあるように商工会も協力しますので
よろしくお願いしたいと思います。 

・小林会⾧ ご指摘ありがとうございます。表現については事務局の方で変えて参ります。 
・鷺坂委員 観光振興や広域的なネットワークについて、2 月 19 日に第三者評価委員会があ

りまして、外部の方からも御殿場線しかないなどのイメージがありますので、市
民だけでなく対外的にも分かり易い情報発信が必要かと思います。 

 
また、P66 の数値指標で目標④「バス運転手の人材確保」について、バスだけ

ではなくタクシーも同様の問題であると思いますので、ご検討いただけたらと思
います。また、把握するうえで非常に難しいところで、目標値の単位が実施回数
となっておりますが、本来であれば確保できる人数を記載した方がいいかと思い
ます。 

 
⑪免許返納者数については、第三者評価委員会でも話がありましたが、他の目

標が達成できず⑪だけ達成できたとしても本質的な達成とは言えません。本来で
あれば、免許返納者が、車がなくても安心して暮らせるというのが大きな指標と
してありますので、そこを意識してほしいと思いました。 

 
さらに乗り方教室等の実施回数について、回数だけでなく参加された方の意識

がどのように変わったかが重要であるかと思いますので、実施前に十分な考慮を
する必要があると思います。 

・事務局 2 月 19 日に名古屋で第三者評価委員会がありまして、ご指摘された通り、バス
運転手の人材確保はタクシーも同様の課題がありますので、追加させていただき
たいと思います。 

 
指標については、第三者評価委員会では大まかすぎると指摘されており、でき

るだけ具体的な評価方法になるようにと言われております。また、アウトプット
指標だけではなく、アウトカムの指標になるように考えていきたいと思います。 
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第三者評価委員会でご指摘された内容に関しまして、運賃が安いコミュニティ
バスが、民間バスに影響していないか検証することが挙げられました。さらに指
標の設定については手引きを頂戴しましたので参考にしていきたいと思います。  

裾野駅と三島駅の間のバス本数がかなり多いことを市民の方も知らないと思い
ますので PR をしてくださいと言われております。 

また、新幹線の補助につきましては、総合計画・地方創生の案件で移住定住の
施策をやっておりますので、こちらも残している状況でございます。 

・藤井委員 P46 の「負担の責務」について、税金の云々もあるかと思いますが、千福が丘
線は住民の方々が協議会を設立し力を合わせないとできないと思います。公共億
通は役所がやってくれればいいではなく、利用しなければなくなるという意識の
中、公共交通をまとめなければならないという意味で記載していると思います。
住民が参加するところから協力・協働し、さらに地域によっては住民に責務まで
求められています。ですが伝え方・書き方は注意していただきたいと思います。 

 
P47 の基本方針 1 の①「市民・来訪者に合った地域公共交通網の形成」につい

て、先ほど第三者評価委員会の話にもありましたが来訪者に関する記述がほとん
どありません。市として来訪者の捉え方を考えなければなりません。効率的で効
果的な公共交通網を形成するために、来訪者の捉え方を明確にしていただきたい
と思います。 

 
本計画の公共交通網については、5 年のスパンとして考えていきます。その間

で網羅的に事業を計画していますが、20～30 年計画である立地適正化計画を目指
してまとめていくにあたり、5 年ごとに合わせていかなければなりません。幹線
軸の捉え方が非常に重要であり、今回御殿場線が減ることはやむを得ないという
アプローチだと思いますが、立地適正化計画の中での必要性はないのか、将来的
なニーズはないのか、そういったような明確な位置づけがないと幹線交通軸を残
すということが謳えなくなってきます。PDCA が述べられていますが、さらに次
の 5 年の PDCA を考えて、御殿場線を含めた広域連携型の交通軸を見据えて計画
していただきたいです。交通軸の骨格形成といったところで、三島・裾野・岩
波・御殿場の軸を頭として挙げていいか、5 年後に見直していただかないと整合
性が取れなくなってしまいます。 

 
通勤・通学支援の千福が丘線については、いろんな地方都市で学校統廃合が非

常に大きな波で動いています。そのときの子供たちの足、特に高校生の確保とし
て通学支援ができるのであれば、今後も地域性の中で通学支援を含めた移動を確
保できれば、次のステップへといった洗い出しをしていただきたいと思います。 

 
P60 の事業⑫「運行情報提供の充実」について、鉄道、路線バス、高速バス、

タクシー等の運行内容を網羅的に掲載した「公共交通総合マップ」の作成・配布
とありまして、とても良いことだとは思いますが、事業⑯「公共交通に対する意
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識改革や理解を促す取組みの実施」の中で、乗り方教室なり開催して配布される
と思うのですが、総合的な MAP は確かに必要であります。しかし、高齢者には
わかりにくいと思われるため、ローカルな地域ごとの MAP があるといいのでは
ないでしょうか。 

 
P66.67 について、難しい問題だと思います。アウトカム指標のところで「事業

実施の効果を示す成果指標：「バス路線や便数」の満足度 現状値（2016 年）
2.7％→目標値（2022 年）13％」とあります。2.7％は極めて小さい数値であり、
裾野市の特徴として地域生活の中で自動車が非常に多い状況で、自分がマッチン
グしなければ満足度が下がるということであると思います。このような状況の中
で「運行情報案内の市民の満足度」の目標設定値として、回数がいいのか数値が
いいのか悩ましいと思いますが、どちらも考えていく必要があります。いずれに
しましても公共交通の満足度が非常に低い地域で MM をするのはかなり難しいこ
とであります。行政の方はかなり深く考える必要があるかと思います。 

 

 ・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。 
・事務局  次回協議会について、3 月 26 日（月）14:00～16:00 を予定しております。 

 
以上 


