
問10　その他、拠点循環バスや公共交通に対するご意見・ご要望など、ご記入ください。

記述内容 地域 年齢 性別

稲毛区には運行していないので、全く必要性を感じない。今後も運行するなら、もっ
とルートを考えてほしい。

畑毛区 30歳代 女性

・通院、買物等に必要であり、現在の路線バス（畑毛区）を残していただきたい。（唯
一の生活路線）
・区内に店舗コンビニ一店（800m先）で生活必需であります。

畑毛区 75歳以上 男性

自分はバスを利用しないけど、利用している人を見たことがあるから、あった方がい
い。

柏谷区 中学生 男性

・2023～高校への駅までの手段にしたい。
・朝と夕はもう1本ずつでも増やしてほしい。
・200円は毎日だと高いので、学生は町で証明書とか前もってもらって、バスで見せ
れば100円にしてもらいたい。100円なら雨の日だけじゃなくて、毎日使いたいです。
お願いします！

柏谷区 中学生 女性

年配の方には必要だと思います。 柏谷区 高校生 男性

思ったこと
・今までバスが通っていない所にバスを運行させたいということは意味があると思いま
す。
良い点
・間宮や塚本の人がバス一本で役場などへ行けるようになったこと。
・伊豆仁田駅にバスが接続したこと。（アクセスの向上）
悪い点
・（夕方見る限りでは）利用者が少ないこと。
・バス停への周知、バス停の場所がやや分かりづらい。
提案
・運行を継続するのであれば、一日乗り放題券や学割券を出すと使い勝手が良いと
思います。
・ふるさと納税を活用し、運行継続やふるさと納税していただいた方などに、優待券
を出してみるということも良いかと思います。
続き
・バンやミニバンをレンタルや町で購入し、相乗りをしてバスが通ることの難しい所
は、相乗りタクシーとして運行するといいと思います。お金は1回そのつど払ったり、
定額制が良いと思います。

柏谷区 20歳代 男性

・公共交通に対する意見で、高齢者が買い物に行くのに、バスがなくなると困ると思
う。
・バスの本数（買い物してからバスが来るまで待っている人がいるから）

柏谷区 40歳代 男性

年配の方や、自家用車を利用できない方々が利用しやすい環境作り、また、交通手
段としての周知をお願いいたします。

柏谷区 40歳代 女性

畑毛方面のバス停が欲しい。柏谷公園まで行くのが大変。 柏谷区 40歳代 女性

桑原（仏の里）、丹那、函南駅やスーパーマーケットのある場所へ行くようにしてほし
い。目的がはっきりしていない。

柏谷区 50歳代 男性

アンケート送られてきて初めて時刻表が存在した事を知りました。ルートを再考願い
たい。

柏谷区 60～64歳 男性

柏谷公園南、用水路横を通行しますが、地盤が弱いため、ルートの変更をお願いし
たい。

柏谷区 60～64歳 男性

1時間に1便の運行をしていただきたいです。お昼前後の時間に運行されていない
のはとても利便性が悪いです。乗り損なうと家に帰って来れないです。是非、利用し
やすくして本格運行を実現していただきたいと願っています。昔から悲願のバスなの
で。

柏谷区 60～64歳 女性

車の運転が出来なくなったら必ず利用させてもらいたい。 柏谷区 60～64歳 女性

1.現状を分析し、このアンケートを分析し、何の目的で活用して欲しいのか特化する
必要がある。
2.丹那、エレラルドタウンの方々は、既に高齢化、車使用不可の人が多いはず。この
方々の意見、体験、実感は重要。ヒヤリングはムダにはならない。

柏谷区 65～74歳 男性

本数をもっと増やすと良い。
ルートを工夫すると良い。

柏谷区 65～74歳 男性

これから先、ますます高齢者が増え、利用者も増えるのではと思います。各路線との
乗り継ぎが、もっとスムーズに行えたら、利用しやすくなると思います。目的地により、
バス、タクシーを利用しています。

柏谷区 65～74歳 女性
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記述内容 地域 年齢 性別

現在は利用していないが、高齢で運転免許証を返納した時には、公共交通機関に
頼る事になると思われる。路線バスの運行本数やルートが減っている現状を考慮す
ると、拠点循環バスの運行はとても助かるが、経営上、採算が取れるかはわからない
ので、町としての判断を仰ぐ。

柏谷区 65～74歳 女性

今は夫が運転してるが、健康状態が心配でいつまで運転できるか不安。バスがあれ
ば、出掛けたい気持ちになれ、元気がでる。なくなれば、引きこもる事になると思う。
ずっとバスが続けられる事を願ってます。

柏谷区 65～74歳 女性

公共交通機関との接続 柏谷区 75歳以上 男性

母親が利用しているので、長く続けてほしい。 仁田区 20歳代 女性

車生活なので必要はないのですが、幼い子供が乗り物に興味を持ち始めているの
で利用してみたいです。お年寄りの交通手段を考えると本格運用に繋がるといいの
かなと思います。

仁田区 30歳代 女性

・伊豆仁田駅⇔函南駅ルート希望
JRを利用する際、三島駅へ出るより便利。車がないと函南駅まで行けない。通学・通
勤範囲が広がる。
・伊豆仁田駅の駅員がいなくなり、車イス利用者や高齢者が不便になった。治安の
面でも心配
・函南駅、伊豆仁田駅周辺の開発

仁田区 50歳代 女性

今まで興味がなかったので、何も知らないにほぼほぼ近いのですが、楽しく散歩感
覚で乗れるコース？ルートがあったら、月に一度出掛けようかなと思う。みんなに愛さ
れるバスがあると嬉しいです。アンケートの内容から外れているかもしれません。申し
訳ございません。

仁田区 50歳代 女性

みんながみんな車を運転すると思わないでほしい。高齢に向かうにつれて車の運転
を見合わせる人が増えると共に、車がないと不便なのでいくつになっても車の運転を
やめない人も増える。事故を起こしたり、事故にあう人を減らす為にこのような便利な
バスは必要です。予算などの事もあるとは思いますが、ここはまだまだ都会ではない
ので、是非やって頂きたいです。（都内では都バスが高齢者は無料ですからね～）

仁田区 60～64歳 女性

拠点循環バス利用者を考えた場合、朝夕利用者の比率を考えたとき、通学者、通勤
者が多いと思いますが、このバスの一番の目的は、車を持たない方や高齢者（免許
証を持たない方、障害者）の利用度が多いと思われますので、10：00～15：00の時間
帯の頻度を多く、充実した対応を考えてみたらいかがでしょうか。

仁田区 65～74歳 男性

高齢になって、運転免許返納となった時、買物等の移動手段？ 仁田区 65～74歳 男性

バス停が近い場合は非常に便利と思うが、そうでない場合は買い物帰りの荷物が多
い時などはタクシーを使うことになりそうです。皆さんにとって便利というのは難しい問
題ですね。

仁田区 65～74歳 女性

バスを時々見かけますが乗客は0人～2人位です。 仁田区 75歳以上 女性

現在、病気もせず元気に、移動は自家用車を使い、電車での移動も可能な地域に
住んでおりますので、利用はありませんが、不便な地域にお住まいの方には、必要
な交通手段だと思います。最善の方法で運行される事を願っています。

仁田区 75歳以上 女性

日常の買物には、キミサワやマックスバリューに行くので、バスに乗ることはありませ
ん。たまに飲食に行くときは車で行きます。

仁田区 75歳以上 女性

※畑毛地区・上澤地区の運行は? 仁田区 65～74歳・75歳以上 男性・女性

子供達が使うには近くを通るのであれば便利になると思います。 新田区 40歳代 女性

自宅から身近な場所での停留所、曜日毎でも良いから、迂回を少なく現地到着（仁
田駅、役場）（地域から）

新田区 65～74歳 女性

町民だけでなく、外来者に対しても情報提供し、町の活性化に役立てて欲しい。 新田区 75歳以上 男性

バスの利用をしようとする考えは持てますがいざ1人で乗るとなると本当に乗っていい
のか、このバスは行きたいところに行くのだろうかと不安で軽く利用しようとは中々思
いません。

肥田区 中学生 女性

肥田地区は歩道と車道がしっかり別れておらず、間宮の方に子供だけで歩いたりす
るのが少し危ない地区に感じます。親が送迎するのが当たり前の地区でもあります。
なので子供だけでも利用出来る安全･安心なものになって頂けるとありがたいです。

肥田区 30歳代 女性
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記述内容 地域 年齢 性別

今 使われているバスより 小型マイクロバスで良いので少し狭い道筋にもバス停留所
を増やして貰えたら 利用するかもしれないです。母は後期高齢者です。家からバス
亭が１０分くらいかかるとタクシーをつかいます。荷物があればなおさら年配で脚が
不自由なら 乗り換えとか大変ですね 。買い物に使用する場合は家からの距離は近
いほうが良いので利用していません。

肥田区 50歳代 女性

今後高齢化が進み、自動車を運転しなくなると自転車では危ない為、循環バスが
通っていれば便利である。

肥田区 65～74歳 女性

長く続けて下さい。 日守区 65～74歳 男性

やはり費用対効果であると思います。一部の利用者のために税金を投入するのは本
末転倒である。

塚本区 20歳代 男性

私は小さい頃からこの地区に住んで居て、バスが走っていないなあとずっと思いつ
つも、特に必要なかった為、そのまま生活していました。大人になり、子どもと生活し
ている今も、車や歩きで行けるので、バスを必要不可欠とは思いませんが、バスに
乗って町中を回ったりする楽しみがあるし、もう少し子どもが大きくなったら、バスを利
用して行き来したりするのかなあと思うので、そのまま運行して欲しいです。

塚本区 30歳代 女性

乗る方が少なくなっているため運営がたいへんな所、色々とありがとうございます。今
回の循環コースは行きたかったけど交通手段がなくていけそうも無かった所が網羅さ
れており、これから暖かくなって色々訪れるのが楽しみです。

塚本区 40歳代 女性

運賃 2区分にしてもう少し近距離は安くしてほしい。柏谷方面に家族が利用すると
折り返しの時間が上手く合わず（時間が開きすぎるので）すぐの帰宅となる。現在の
乗降からいくと難しいとは思うが増便や時間を検討願いたい。

塚本区 50歳代 男性

免許を返納した高齢の方に合った運行が良いと思います。 塚本区 50歳代 男性

・個人的な希望で申し訳ないですが、函南町文化センターと函南駅にバス停がある
と嬉しいです。
・70歳になる前に、運転免許証を返納するつもりです。もっと小さなバスでもよいの
で、循環バスを続けてほしいです。
・塚本口⇔三島駅の東海バスは、時々乗っています。コロナで家にいる時間が多く
なり、バスに乗ることでリフレッシュします。

塚本区 65～74歳 女性

料金の補助,バス待ちの環境（良好な安全な場所） 塚本区 75歳以上 男性

車をやめた為不便で足が悪い為、役場へ行く時、ユートピアなど利用しております。
1人暮しなので循環バスは私には必要です。

塚本区 75歳以上 女性

駅付近ではなく、駅から少し遠い店の前などにバス停がほしい。雨の日などに利用し
たい。

間宮区 その他10歳代 女性

仁田駅から函南駅行のバスが運行していたら便利だなぁと思います。（大場駅までは
少し距離があるため）

間宮区 20歳代 女性

・利用している人が少ないことが、コロナ禍で安全だった。
・子どもにバスに乗る経験をさせることが目的で乗せていた。
・大場駅方面までまわってもらえるとありがたい。

間宮区 30歳代 男性

間宮はルートがない為、利用できない。 間宮区 30歳代 女性

自分としては、車や自転車が乗れるので利用の予定がないが、ご年配など車が乗れ
ない方には、安く利用できる循環バスはあった方が良いと感じます。また、山奥で買
い物が不便な場所へは、移動スーパーも是非誘致してあげてほしいです。

間宮区 30歳代 女性

高齢の方が自主的に免許を返納するには、公共交通機関（バス、電車）の充実が不
可欠だと思うので、今後も運行してもらえたら良いと思う。

間宮区 40歳代 女性

今後更に町住民の高齢化が進むなか、循環交通は重要な交通手段となるとおもう。
それにあわせて、ショッピングモールや観光施設の建設で函南町の新興がすすめ
ば、宅地造成による人口増加も期待できるのではと思う。

間宮区 50歳代 男性

現在は車使用の為必要でないが、今後は歳が上にいくにしたがって考え方も変わっ
ていく可能性はある。

間宮区 50歳代 女性
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記述内容 地域 年齢 性別

私は体の為に歩いているので利用は無いのですが、（こうしたらいいのでは？を）書
かせていただくと…。
◎利用料金がわかりづらいので、バス本体に一律200円、バス停近くのフェンスに案
内の横断幕みたいなものを貼ってみるとかすると、周知されるのではと思いました。
◎時刻表（ダイヤ）について…
伊豆仁田駅を毎時○分（例：7：30、8：30、10：30）（例：14：00、16：00、18：00）とか、
ある程度揃えると良いのではと思いました。時刻表を見なくても「○分だからバスがあ
るかな」とかが頭に浮かびそうなので。（一番時刻（時間）を気にするのは電車利用者
なので、そのほうが分かりやすいのではないかと思いました。）
※例えば、ゲートウェイとかクリエイトとか、「○時に着かなければならない!!」とかでは
ないので…。湯～とぴあも時間揃えると利用しやすいかも⁈
◎（他の停留所はわかりませんが）→JA仁田支店側の乗降場所は足元がガタガタで
危ないと思いました。もう少しずらして平な所にするとか⁈高齢の方は乗り降りも大変
だし、心配になります。（特に夜）
バス利用者が増えて、函南が元気になるといいなあと思います。

          ※イラストあり

間宮区 50歳代 女性

・税の無駄。
・行政がすべきことではなく、民間にまかせればよい。
・足のない人はタクシー、乗合タクシーで良い。
・ご近所で助け合って乗り合わせる等。
・財政悪化の折、サービス縮小はやむを得ない。

間宮区 60～64歳 男性

現在のルートですと、柏谷区優遇の印象です。 間宮区 60～64歳 女性

コースに少し不満がある。循環バスの目的をはっきりしてほしい。ゲートウェイ函南・
買物・お友達・名所めぐり・役場・全函南町住民の動き・健康・教養・明るい町づくり
コース。ルートは8字形がよい。役場が中央、ゲートウェイが1つの頂点、オラッチェが
1つの頂点。コースに文化センターを入れたい。函南ゴルフ、仏の里、オラッチェ、函
南駅、スポーツ公園、原生の森、十国峠、大場駅など行ってみたいところをあげてほ
しい。また、新設も考えてほしい。いこいの場所、集いの場所。

間宮区 75歳以上 男性

間宮地区の人には利用勝手が悪い。大場駅より仁田駅まで電車利用となる。 間宮区 75歳以上 男性

拠点（役場、道の駅）を直線で結ぶ路線は利用するのが不便。メリットがない。

　　　※イラストあり

間宮区 75歳以上 男性

拠点循環バス前方左タイヤ部上部の座席を廃止する。使用したところ狭く落ち着か
ない。

間宮区 75歳以上 男性

小生は間宮若宮保育園の付近の居住者で77才です。交通機関はマイカーで従事し
ております。循環バスは間宮地区内に運行しておりません。私の地区内道路は狭道
ですので、循環バスは運行出来ない様です。停留所名には間宮地区に走行ありま
せん。間宮公民館、広渡寺前にて停留所を設けて下さい。間宮は高齢者約300名以
上いますので、自家用車を手放す方々が出てきます。湯～トピアかんなみに出向さ
れる高齢者は、大場駅経由にて湯～トピアのマイクロバスで利用されています。三島
市ではコミュニティバスが運行されていますが、ほとんど利用者はいません。税金の
無駄使いです。函南町でもそのような事がないことを願うばかりです。

間宮区 75歳以上 男性

バスを使う所ではないので利用しません。 間宮区 75歳以上 女性
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記述内容 地域 年齢 性別

間宮地区に住んでいます。役場に行くには、路線バスを利用できます。路線バスの
通らない地域の皆さんにとっては、拠点循環バスの運行はありがたいことではないで
しょうか？環状道路や熱函道路以北の人間にとっては、この拠点循環バスは接点が
ありません。バス停まで遠いからです。まあ、どうしても道の駅ゲートウェイ函南や湯
～トピアかんなみなどに行きたくなったら、クリエイト仁田店まで歩き、乗車することに
なるのでしょう。

間宮区 75歳以上 女性

老齢になっても元気でいるためには、自立することが大切ですと考え、できるだけ自
分の力で（人を頼らず）行動し、外に出かけることだと思い実行していますが、歩いて
行くには遠すぎるので、交通機関が必要です。しかし、住いによってはそこまで出か
けるだけでも大変です。タクシー券を利用してもすぐ終ってしまいます。安く利用出
来る方法があれば良いと考えています。

間宮区 75歳以上 女性
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