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平成 29年度函南町地域公共交通意見交換会の結果について（報告）                                実施期間：平成 29年 10月 21～11月 25日  

■意見交換会開催の趣旨 

公共交通を取り巻く情勢の変化に伴い、地域の実情に即した持続可

能な公共交通施策の実現を目指し、「地域公共交通網形成計画」の策定

及び運行の実現のため、これまでの経緯を踏まえた町民からのご意見

を計画等に反映するため、意見交換会を開催しました。 

 

 

■意見交換状況会の開催 

開催日程 小学校区 自治会 （ ）内の数字は参加人数 

10/21（土） 

19：00 

～21：00 

丹那 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）丹那(3)、畑(3)、細沢(1) 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ）田代(3)、奴田場(1)、 

鬢之沢(2) 

参加なし）軽井沢、六本松、エメラルド、 

ダイヤラントﾞ 

10/28（土） 

19：00 

～21：00 

桑村 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）桑原(3)、パサディナ(2) 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ）大竹(3)、冷川(1)、函南(1)、 

ヒューマンヒルズ(1) 

11/11（土） 

19：00 

～21：00 

函南 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）仁田(2)、大土肥(3) 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ）上沢(4)、新幹線(1) 

参加なし）八ツ溝 

11/18（土） 

19：00 

～21：00 

西 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）塚本(1)、肥田(3) 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ）日守(2)、新田(2) 

参加なし）間宮 

11/25（土） 

19：00 

～21：00 

東 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ）柏谷(2)、城山(3) 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ）平井(2)、病院(2)、 

白道坂(1)、宝蔵台(2) 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ）畑毛(2)、柿沢台(2) 

参加なし）鶴巻 

上記のほか、「函南町交通安全母の会」に対し、同様の内容を郵送に

よるアンケート形式にて実施。(21/36：回答率 58.3％)  

※幼稚園、保育園、小・中学校に通う子供を持つ世帯を対象。   

意見交換会開催の様子 

丹那Ａグループ（丹那・畑・細沢） 
○地域の公共交通のあり方 
・他の目的と併せた運行形態 
・車を運転できなくなる人の把握 
・函南、熱海、三島でバス運行を負担 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・駅の新設 
・最大料金で 500円/片道なら利用する 
・地元アピールをして利用者増加を目指す 
・ＰＲ不足でジャンボタクシー失敗あり 
・移動販売の推進 

丹那Ｂグループ（田代・奴田場・鬢の沢） 
○地域の公共交通のあり方 
・山間地から街場へ出るルートの確保 
・街なかは主要施設を回るルートを確保 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・公共交通に乗り易くする仕掛けも必要 
⇒商業とのタイアップ等 
・利用頻度 利用者の数などで(町温泉施設) 
の割引をする 

桑村 Bグループ 
（大竹・函南・ヒューマンヒルズ・冷川） 
○地域の公共交通のあり方 
・低料金にする 
・本数を多くする 
・函南駅を入れた循環バスの導入 
・函南駅のりかえを考慮(鉄道･バス) 
・熱函商店街に出られるルート 
・曜日限定によるデマンド交通の導入 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・回数券の普及、高齢者への割引 
・商店街の割引(利用者) 
・ポイント付与する 
・予約しやすいシステムづくり 

函南Ａグループ（仁田・大土肥） 
○地域の公共交通のあり方 
・地区毎で買い物バス（往復）を導入 
・山間地は 4本筋で往復 
⇒商店街、文化センター、大場駅、伊豆仁田
駅を循環 

・使われるルートの設定が大事 
・高齢者対策に焦点を絞るべき 
⇒老人会にアンケート・ヒアリングをしてニーズを
つかむ 

・福祉タクシーを充実 
・タクシー半額券（1/4町、1/4 タクシー） 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・使おうとする意識づけをする 
・情報発信する 
・商店街やイベントとタイアップする 
・予約を簡単に出来る仕組み（アプリなど） 

函南Ｂグループ（上沢・新幹線） 
○地域の公共交通のあり方 
・乗降場所を自由に設定できるようなシステム 
・公共交通空白地帯の解消 
・循環型よりもデマンド型の方が使いやすいと感 
じる 
・無料化 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・民間が使っている送迎バスは昼間空いている 
ので、それを利用する 
・回数券の導入 
・地形的に難しいので、小型の車両の使用 
・使いやすさから、予約方式より少なくても定期 
便を検討 
・運行ルートは、ある程度絞ること 
・バス使用の目的を作る 
・子ども達に公共交通を利用させることにより、 
社会マナーの向上につながる 
・公共交通の利用促進をもっとＰＲする 
・ある程度、行政でやり方を示せば、町民は協 
力する 
・半公共のシステムにして、地域の方々にボラン 
ティアで協力してもらう 

西Ａグループ（塚本・肥田） 
○地域の公共交通のあり方 
・函南町に合った公共交通を 
人口が多い→路線バス 
人口が少ない→コミュニティバス 
山間部は高齢者が多い→デマンドバス 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・路線バス→大人通常料金 

→学生と高齢者は料金を下げ 
（不足分は町費） 

・デマンドバス→予約アプリを地域で購入 
→運営費に 

・地域として関れる コミュニティ向上 
・シルバー人材センターの活用 

西Ｂグループ（日守・新田） 
○地域の公共交通のあり方 
・停留所までの行き方を検討 
・観光者のためには道の駅で乗り降り 
・短スパンの路線バス（小さいバス） 
・事故等に留意して検討を進める 
・コミュニティの形成→個々の利用につながる 
・マイカーがあるため、駐車場がないところへ行くた 
めの公共交通を確保 
・病院ツアー 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備）
・まずはニーズを知る（女性、高齢者の意見 
等） 

東Ａグループ（柏谷・城山） 
○地域の公共交通のあり方 
・病院、保育園等のよく行く場所をルートとし 
て検討 
・路線バスを残す 
・ダイヤランドのような限定路線バスの例がある 
ため参考にする 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・外出機会の増加による地域コミュニティの 
活性、防災対策の強化、健康づくりにつながる 
・地域で協力して乗り合う 
・バス運行システムの導入 
・事業者と地域の交流（祭りなど） 
・どこでも乗降できるようにする 

東Ｂグループ 
（平井・病院・白道坂・宝蔵台） 
○地域の公共交通のあり方 
・行き先、目的別に運行すること 
・既存の公共交通は通勤、通学として朝、夕運 
行（駅直行便とする） 
・デマンド交通を導入し、日中に運行（昼は買 
い物で循環） 
・帰り（夜）の移動手段がないため要検討 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・町の方針や目的をはっきりする（交通形態や 
行き先等） 
・導入後も適宜見直しが必要である 
・利用価値を上げる必要がある 
・役場である程度考えて、地域へ示してほしい 
（資料や資金を頂ければ浸透する） 
・町の役割として、高齢者が行くところを考えるべ 
きである 
・道の駅に行くことを目的地とする 

東Ｃグループ（畑毛・柿沢台） 
○地域の公共交通のあり方 
・路線バス（畑毛線）を必要としている人（朝 
夕の通学者）も居るため、維持を目指す。 
・デマンド交通の検討⇒昼、休日で運行 
・高齢者対応として町内の循環や町からの利用 
圏にバスを導入 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・町民が日常的に行くところを目的地に 
・地域で協力して乗り合い 
・デマンドバスを地域に知ってもらう 
⇒実現すればコミュニティ向上が期待 

・デマンド交通が成立するかのどうかの下調べ 

をしっかりとする 

桑村Ａグループ（桑原・パサディナ） 
○地域の公共交通のあり方 
・事情が地区によって違うため、地区ごとに困っ 
てることを解決していくべき 
・町はタクシーの料金を安くする方にお金を使っ 
てほしい 
・対象によってシステムの大小が変わってくる 
・登録制にしたらどうか 
・どちらかというと小さいシステムでやりたい 
・パサディナでは高齢者が困っている、きめ細かい 
配慮が必要。 

○地域で協力できる取組 
（公共交通の維持／新たな仕組みの整備） 
・各区で自主運営 ハード的なものは町で 
・運営は地区で利用方法は限定して 
・運転手は地区を良く知る人 
・町でモデル地区を検討していく 
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■意見交換の内容（全体まとめ） 

～ 函南町の公共交通の現状を把握する ～

◆普段の行き先について◆ 

・公共交通：JR函南駅、伊豆仁田駅、大場駅 

・買い物：キミサワ、ルピア、マックスバリュ（熱函商店街周辺）、ケーヨーデイツー など 

・金融機関：熱函商店街周辺 など 

・病院：NTT病院、上沢地区 など  ・役場、図書館     等 

◆交通手段について◆ 

・全地区共通で、自家用車（マイカー）利用が中心（送迎含む） 

・自家用車がなければ、タクシー利用しかない（丹那、桑村） 

・JRや伊豆箱根鉄道の利用は、三島・沼津へ 

・自家用車へ相乗りしている（パサディナ、細沢など） 

・買い物などは徒歩で十分（函南 A） 

・学生は自転車中心、駅へは自家用車での送迎が多い（特に丹那、桑村では、行きのみで、帰りは送迎）               

等 

◆公共交通を使わない理由は？/不便なことは？◆  

・そもそも公共交通（バス）がない（丹那、桑村、西 B） 

・自動車利用のため使う必要がない 

・バス停が遠い ・本数が少ない ・目的地に行けない  

・乗り継ぎが悪い ・迂回などして時間がかかる 

・バスのステップが高く乗りにくい 

・タクシーは料金が高い（丹那、桑村）              等 

◆外出・移動で困っていることは？◆ 

・自動車でなければどこへも行けない  ・高齢者、学生の移動 

・公共交通機関がない、近くにない 

・乗合で、事故等があったときの責任・賠償などの問題 

 

～ 函南町の公共交通のこれからについて ～

◆公共交通の不便なことを解決するためには？◆ 

・既存のバスの活用（スクールバス、病院送迎、ゴルフ場送迎、ダイヤランドバスなど） 

・既存バスの情報提供（バスマップなど） 

・タクシーの活用 

・使い勝手の向上（乗降場所、料金、本数など） 

・時間帯（通勤・通学、日中）による交通を考えるべき 

・買い物、病院などの目的別バスの運行（特に高齢者対応） 

・バス停や歩道の整備 

・地域での移動支援（乗合等）を検討もしくは実施している 

◆新たな公共交通の形「デマンド交通」への心配や提案は？◆ 

・「予約制」であること－予約忘れ（すること、したこと） 

－急な利用への対応 

－予約方法（予約への抵抗感・面倒、使いやすいシステム・アプリが必要、高齢者にも使いやすく） 

・利用者の把握が必要 

・利用者のニーズ（利用目的、行き先、経路など）が重要 

・料金設定が心配 

・デマンド型より曜日・時間限定のほうがよい 

【参考】「デマンド交通」について 

・正式には DRT(Demand Responsive Transport：需要応答型交通システム)と呼ばれ、路線バスとタクシー

の中間的な位置にある交通機関 

・事前予約により運行するという特徴がある 

メリット デメリット 

・住民ニーズにきめ細かく対応が可能 

・乗客ゼロの状態での運行を防げる 

・導入に際し、大がかりな施設整備や資機材の準備が求

められない 

・複数のニーズを同時に満たすため、経路や所要時間に

差が出る 

・予約があれば利用者が１人でも運行する 

・町外から訪問する人の利用は難しい 

・利用者にとって予約に対する抵抗感がある 

◆将来の公共交通のあり方について◆ 

・公共交通空白地（公共交通のサービスがない地域）の解消は重要 

・山間地域（丹那・桑村）は、市街地までの公共交通が必須 

・市街地内は循環型がよい（熱函商店街、仁田、大場、文化センター等を循環する） 

・既存路線バス（畑毛線）の維持 

・利用者に合わせた運行規模の選択（小型バス、ジャンボタクシー等） 

・地区単位で事情が異なるため、きめ細かい配慮が必要 

・時間帯に応じた運行方法の検討（朝夕は従来型、日中はデマンド型） 

・特に高齢者対策（運転免許返納にも対応） 

・高齢者に関しては、福祉タクシーの充実でもよいのでは？ 

・５年後、１０年後も見据えた検討が必要  ・利益優先では難しい 

・使われる路線、利用しやすい料金の設定が重要   

◆地域で協力できる取組（公共交通の維持、新たな仕組みなど）◆ 

・出来たらとにかく利用する 

・利用促進の取組 

－PR活動、情報発信、使おうとする意識づけ 

－お試し期間（有効期限つき回数券の配布など）で PR 

－子どもたちに公共交通を利用させる取組（社会マナーを学べる） 

－老人会、子ども会等の行事での利用 

－イベントや商店街とのタイアップ（公共交通利用者への割引など） 

－ポイント制度 

－回数券や定期券の購入 

・地域のニーズを調査（特に高齢者、女性など） 

・運行するだけでなく、見直しもしていく必要がある 
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