
令和４年度 第１回 函南町地域公共交通会議 議事録 

 

日時 令和４年７月２９日（金） 

   午後１時 30分～ 

場所 函南町役場２階大会議室 

出席者 別紙出席者名簿参照 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 委嘱状交付（自己紹介） 

４ 会長及び副会長選出 

会長：佐野章夫（副町長） 

副会長：伊豆原 浩二（NPO法人「ひと育て・モノづくり・まちづくり達人ネットワーク」理事長） 

５ 議  事 

 （1）函南町拠点循環バス運行実績等について（報告） 

質疑、意見 

座長 ご意見等あればお願いします。 

●●委員 目標は収支なのか、何を根拠として目標値として定めたのでしょうか。 

事務局 既存の路線と平成27年度に実施をした実証実験時の西部コミュニティ線の実績値の1

便当たりの平均利用者数を目標値として定めています。 

●●委員 事務局としては、この実証実験として、あったら便利なのか、無ければ困る、として

アンケートを実施したのか、目的を教えて欲しい。 

事務局 今後の方針や指標を定めるために実施しました。 

座長 この半年間の状況として、目標値に届いていないという実態が判明した。問題は、今

後、どういった取り組みを行うか、逆に言えば定着できるのか、今後チェックが必要と

なる。いわゆる、循環バスが、日常生活にどういった役割を持つのか、この秋まで運行

をして、さらに検討を進める必要があると思います。もし、会議外でもお気づきの点が

あれば、事務局までお伝えください。 

また、みんなで使っていく上で、色々と気づくところもありますので、みなさんも使

って、議論を頂ければと思います。 

●●委員 大賛成ですが、町職員でどれくらいの利用があって、バス通勤はされているのか。町

職員で使うような取組をしたのかどうか聞きたい。 

事務局 個人的には利用している職員もいるが、なるべく利用を進める声かけや周知は進めて

いる状況です。何人が使っているかは把握していないが、天候によっても利用している

職員もいます。 

●●委員 兵庫県の豊岡市や京都の京丹後市などは、トップ自らが利用していたりしている。ト

ップダウンでないと進まないのではないか。 

座長 事務局で参考にしていただければと思う。 

 

 

 

 



 （2）函南町拠点循環バス運行計画について（協議） 

質疑、意見 

座長 ただ今、来年度に向けてのご説明がありました。今年度中は今の運行を継続して、来年

度は新たな運行計画を立てて継続したいという説明でした。 

何かご意見等あればお願いします。 

●●委員 法律的な制約があるとは思いますが、言わせていただければ、バス停の位置について、

地域住民が社会福祉協議会の集まりなどに行きやすいようなところに設置することを

検討して欲しい。居場所づくりも進められてきている。交通事情によって難しいかもし

れませんが、よろしくお願いいたします。 

事務局 居場所づくりの施策については、社会福祉協議会にも確認の上、提示したルート等で

運行できるか確認しながら、進めていきたいと考えます。 

座長 福祉課も含めて、庁内でご検討いただけるということでお願いします。 

●●委員 ルートの変更についての理由は理解できますが、今までの運行で通勤・通学での利用

が少ないということで便を減らすということであった。ただ、仁田駅での降車も見られ

ていたので、通勤・通学での利用が有ったのではないかと考える。 

事務局 仁田駅での月 5名程度の利用ということであったが、そのために走らせるかどうかが

議論となります。また、夜間においては 10 名程度の利用があるので、利用ニーズの多

い日中を重点的にしていきたいと考えています。 

●●委員 資料の見方を勘違いしていた。1か月の累計ということで理解しました。 

●●委員 乗車アンケートの結果としては、通院の利用は少なく、通勤については多いというこ

とにならない。通院についての配慮は絶対必要と考えます。 

事務局 ご指摘の通りです。今回のルート変更案については、病院そのものは通らないが、小

児科や整形外科の近くを通るルートを設定したので、通院の利用を掘り起こせると考え

ています。 

●●委員 文化センターは通らなくても良いのか。高齢者で図書館を利用している人も多いと思

うので、意見として聞いていただければと思います。 

事務局 公共交通の空白地域を運行するということで、ご理解を頂ければと思います。 

静岡運輸支

局 

令和５年の４月１日ということであれば、２月１日までに公共交通会議に図っていた

だく必要があります。それまでには少し時間があるので、座長の意見も踏まえて、引き

続き検討を頂ければと思います。 

座長 手続き上のご意見をいただけたので、もう少し時間があるとのことですので、引き続

き検討をお願いします。 

バスの事業者の方々も御参加いただいていますが、事務局の相談に乗っていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

方向性としてはこの流れで検討するということで、ご了承いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

一同 同意 

座長 それでは、この方向性で検討するということで進めていきます。 

 

 

 

 

 



 （3）デマンドタクシー運行計画について（協議） 

質疑、意見 

座長 ご意見、ご質問があればお願いいたします。 

●●委員 目的についてご説明がありましたが、現状の件数からの判断は難しいですが、現状の

利用目的は何が多いのかを教えてください。高齢者の中には、使い方がわからないなか

で使っていない方も多いと思います。 

事務局（福

祉課） 

地域の支えあいのなかで協議した結果、通院や買い物での利用が多いですが、外食な

どでも使ってみたいという意見も多くありました。 

●●委員 輸送実績で教えて欲しいですが、付き添い者は含まれていますか。付き添い者はどの

程度いるのか、内訳が判れば教えてください。乗り合い率を計算する際には、付き添い

者を除くと思うが、詳細を教えてください。 

事務局（福

祉課） 

実数は今ないですが、登録段階では付き添い者は多いが、実際の利用者は少ないとい

うことでした。 

●●委員 承知しました。 

座長 乗り合い率を目標として設定すると、今のコロナ禍では難しいのではないかと考えま

す。お互いに声を掛け合ってというのは良いが、デマンドという形で取り組むのは難し

い所がある。タクシーを気楽に使って下さい、というアナウンスをするのは大切と考え

ます。 

午前中に行きやすい所に行くというのは良いことであり、病院だけではなく楽しみで

色々と出かけられるような、気楽に使えるようなメッセージを出してもらえればと考え

ます。生活を楽しんでもらう仕組みになれば良いと考えます。 

お気づきの点については、事務局までお伝えください。また、こんなことをやるとい

うことを地元に帰って話題にしていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

タクシー事業者さんはいかがですか。 

函南タクシ

ー 

「くわ里号」等については、地元に入ってお話をさせて頂きました。期間中や試験運

行終了後も色々とお話をさせて頂きました。先ほど、事務局よりご説明の通り、実証運

行に移行するにあたり、事業者としても利用者に合わせた形で取り組みたいと考えてい

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

座長 事業者さんも使っていただければやりがいも出ますので、皆様も使っていただくよう

にお願いします。 

●●委員 多くの方々に認知されつつあるが、もっと広めるためには色々なところで宣伝する必

要があると思う。会合や集まりの中で、こういった話をしていただいて、宣伝していた

だければと思います。 

座長 事ある毎、色々な場で話題にしていただければと考えますので、是非、よろしくお願

いいたします。資料が必要であれば、いただけると思いますので、事務局にご相談くだ

さい。 

もし、ご意見が無ければ、秋から年度末にかけて実証実験ということで進めることと

なります。ご了承いただいたということで進めます。ありがとうございました。 

 

 

 



 （４）伊豆箱根バス「大場-熱海線」バス停設置について（報告） 

質疑、意見 

座長 伊豆箱根バスさん、事業者としてご意見があればお願いします。 

伊豆箱根バ

ス 

この形で進めていきますが、一部、信号機等の位置もあり、ここで設置することとな

りました。10月設置で進めていますが、これから調整等を行いますので、予定としてご

理解ください。 

座長 道路管理者や公安などとの協議はどうなっていますか。 

伊豆箱根バ

ス 

概ねの協議は終わっていますが、工事が必要となるので、これから調整となります。 

座長 完成形も見て頂くことになると思いますが、よろしくお願いいたします。決まったら、

ダイヤランド等の皆様にもアナウンスいただけるのでしょうか。 

伊豆箱根バ

ス 

広報等で町からアナウンスいただくことになると思いますが、地元の方々が目にする

ところで掲示いただければと考えます。 

事務局 地区から要望があり、適宜、ご報告させていただくことになるので、その中で周知さ

せていただきます。 

座長 官民一体となって取り組んでください。大変だとは思いますが、よろしくお願いいた

します。 

●●委員 初めて聞いたので、理由は理解していませんが、ダイヤランドから来るのが大変だと

思うが、ここに設置した経緯を教えてください。 

事務局 朝などに大場駅から熱海駅に向かう路線バスがある中で、ダイヤランド区等から、熱

海などに出勤されている方々が多いので、バス停設置の要望があった。その中で、バス

停が設置できそうな所を抽出し、早期実現できるところを検討した結果、今のところに

なった。 

徒歩での利用は難しいが、送迎があった上での利用を想定しての設置となっていま

す。 

座長 経緯も含めてご説明頂きました。他にいかがでしょうか。 

伊豆箱根バスさんと事務局で取り組んで頂いてここまでできました。是非、ダイヤラン

ドの皆様に PRして利用していただければと考えます。 

ここまで来たという確認をさせて頂いたということで、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 （５）その他（報告） 

・スクールバスについて 

・湯～トピアかんなみ送迎バスについて 

質疑、意見 

座長 この点について、何かご質問等あればお願いします。 

●●委員 丹那小学校では父兄が送迎しないといけない状況となっている。児童がバス利用して

登校できるような考えがあるのかどうか。 

会長 出だしは保護者が送り迎えするということで進めています。（※通学における安全確

保は保護者の責任のもとに行い、その費用も保護者が負担する） 

座長 ご要望として承ります。町でも、ご検討ください。 

●●委員 交通空白地区や交通不便地域について、改善がなされたのかどうか、改善されないの

であれば真剣に取り組むべきと考えます。田代区、軽井沢区に関する議論が過去にこの

会議でなされたのでしょうか。 

また、ボランティアでの送迎などについての今後の取り組み方針をお聞かせくださ

い。 

事務局 田代区などは中山間地区に該当しますが、具体的な地区に限定した議論はしていませ

んが、地域公共交通網形成計画の策定段階で地区説明会を開催して、地元に入った経緯

があります。今、丹那地区限定での自主運行タクシーがあります。過去には中山間地域

の自治会が共同で運行していましたが、利用者数の減少から丹那区のみで運営していま

す。 

町が何を提供してくれるのかを求められる傾向が強いですが、デマンドタクシーや自

主運行バスなど、個人的には有効な手段と考えます。 

●●委員 分りました。ありがとうございます。 

今、お話であったとおり、町がメニューを提供して、地域が考えることが重要と思い

ますので、その辺りは是非ご説明頂きたいと考えます。 

●●委員 この席で以前も提案させていただきましたが、伊豆箱根バスさんが熱海へ回送バスを

出しているのを把握しており、その数本を県道に回していただく要望を出しています。

実現すれば、かなり利便性が向上すると思う。行政の方で、働きかけをお願いしたいと

考えているが、先ほどの説明だと少し違うと感じる。是非、お願いしたい。 

事務局 私が申し上げたのは、質問のあった田代地区等の特定の地域の話です。バスの運行計

画の変更については、事業者さんとの協議が必要と考えますが、どの程度の利用者が見

込めるのかの調査等も必要と考えています。引き続き取り組みたいと考えます。 

伊豆箱根バ

ス 

兼ねてよりご要望頂いていますが、会社の認識としては三島から熱海に運行している

バスですが、熱海の基地を撤廃してしまったので、やむを得ず回送している状況です。

バス会社としては、行った先の熱海での運行時間を守ることを優先、乗務員の負担等も

含めて、必要最低限で取り組んでいます。私どもも民間企業ですので、採算性も含めて

判断させていただいています。 

スクールバスについては、乗務員の状況も含めて対応が検討できると思いますが、路

線の変更は難しいと考えます。 

熱海方面からオラッチェへの実証実験路線もできているようだが、周知が難しい所も

あり、長期的な視点を持って取り組む必要があると考えています。 



 

事務局 事務局としても●●委員からご提案頂いたことについては、何も対応していないとい

うことでは無く、事業者との協議は進めておりますし、事業者から先ほどと同様の回答

をもらっているところです。今後も地域の皆様と協議しながら取り組みたいと考えま

す。 

座長 限られた資源ですので、公共交通空白地については、色々な手段について、地域の皆

様も一緒になって整理していく必要があると考えます。一つずつ作っていくことが大事

で、みんなで話し合うチャンスを作ることが大切と思いますので、行政の皆様、事業者

の皆様にはご協力をお願いします。それが、住民の皆様に使っていただけることが大切

となりますので、地域の皆様を含めて組織化することが重要と考えますので、よろしく

お願いいたします。 

その他、何かあればお願いします。 

伊豆箱根バ

ス 

伊豆箱根バスではこの場を借りて、運輸局に運賃改定の届け出を出させていただきま

した。10月１日からとなります。経緯としましては、経費削減に取り組み、営業所の統

廃合も進めてまいりましたが、今後、車両の更新や新システム導入やランニングコスト

も捻出する必要があります。乗務員も高齢化しており、労働環境も改善されていない状

況です。ご利用の皆様には負担が大きくなりますが、今回の値上げとなりました。よろ

しくお願いいたします。 

座長 10月から予定しているという予告ということで、よろしくお願いいたします。 

会長 本日は色々とご意見いただき、ありがとうございました。今後の検討の参考とさせて

いただきます。また、本日いただいた宿題につきましては、改めてご報告させていただ

きます。ありがとうございました。 

事務局 函南町地域公共交通網形成計画の計画期間が令和６年度となっていることから、計画

の見直しについて、今後、当会議に諮っていく。 

静岡県が、静岡県及び伊豆地域公共交通計画の策定に取り組んでいますので、この会

議の場においても情報は共有していきたい。 

 

４ 閉  会 

 

（以上） 


