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函南町の地域公共交通に関する近年の取り組み（実証実験および町民意向調査等） 

１．函南町における路線バス等の運行経緯 

町では、これまでに路線バス運行の廃止を巡り、交通事業者と複数回の調整経緯があり、現在、

運行経費の一部を町費により補助して維持している現状にある。また、生活のための交通手段を

自主的に確保している取り組みもみられる（丹那地域、ダイヤランド地域など）。ただし、丹那

地域の自主運行バスは、利用者数が減少傾向にあり、運行地域が縮小基調にある点も特徴的であ

る。平成 27年度には、町の持続可能な交通体系を目的とした実証実験（新規路線、運行頻度増

等）を実施するとともに、デマンド交通の導入を見据えた現地視察などを実施している。 

 

表 町の公共交通に関する主な出来事と取り組み 

２．町の公共交通運行区域と交通空白地域 

町の公共交通は、鉄道が函南駅、大

場駅、伊豆仁田駅がある。路線バスは、 

畑毛線のみで、大場駅とＪＲ函南駅

の間を運行している。 

桑村・丹那小学校区は、バス路線が

ないため、公共交通空白地域となって

いる。 

 

 

年 内     容 

平成15年９月 沼津登山東海バスが運行していた町内の 15路線中９路線が廃止される。 

平成17年４月 
丹那地域（丹那区、畑区、髪の沢区、軽井沢区、田代区）が自主運行の巡回バスを

スタートさせ、２路線を設定する。 

平成18年10月 
沼津登山東海バスから、運行が維持されていた６路線中３路線について廃止意向の

申し出が提出される。 

平成20年３月末 
町からの要請により、伊豆箱根バスから、平成 20年 11月より沼津登山東海バスの

路線等を継承する形で運行を引き継ぐ旨の報告を受ける。 

平成25年４月 

丹那地域（丹那区、畑区、鬢の沢区、軽井沢区、田代区）で自主運行されていた巡

回バスが、丹那区だけの「丹那区自主運行タクシー」に移行して運行が開始される。

（現在６人/月程度の利用） 

平成26年10月 
町は、平成 27 年度より畑毛路線の運行経費の一部を町費により補助し、現状の路

線を維持。 

平成27年２月 『安心まちづくり部会』が開催され、提言書案（路線図案）が示される。 

平成27年３月 

平成 26 年度の国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金として「函南町地

域公共交通導入のための実証実験業務」が採択され、平成 27 年度予算に繰越され

る。 

平成28年１月 実証実験を実施 

平成28年５月 
函南町まちづくりセミナー「日常生活における交通について考えてみよう」を実施

（伊豆原氏、愛工大） 

平成28年６月 現地視察（愛知県岡崎市、地域コミュニティ交通） 

平成28年10月 
実証実験の結果をふまえ、伊豆箱根バスのダイヤが改正。畑毛温泉発の時間繰り上

げ等 

平成29年１月 現地視察（岐阜県恵那市、下山地区コミュニティ交通） 

平成29年２月 地域公共交通会議を開催し、次年度以降の進め方について検討が行われた。 

小学校区 
小学校区
面積（ha） 

公共交通 
カバー面積（ha） 

公共交通 
カバー率 

西小学校区 484.7 108.7 22.4% 

東小学校区 984.9 259.5 26.4% 

函南小学校区 313.8 93.4 29.8% 

桑村小学校区 2651.0 67.6 2.5% 

丹那小学校区 2096.5 0.0 0.0% 

表 小学校区別の空白地域 

従業者数 

○ 公共交通のカバー率とはバス停
から半径 300m圏域、鉄道駅から
500m圏域の面積を示す。 

○ 図中のメッシュは平成 22 年度
国勢調査データ(人口)を示す。 

○ 図中の緑の棒グラフは平成 21
年経済センサスによる従業者数
を示す。 
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３．地域公共交通の現状・問題点の分析 

(1) 運行地域が限定的な公共交通 

町の都市構造上、運行路線は線的で運行地域は限定的で、かつ、循環型の路線経路の選択が困

難な状況にある。 

丹那地域では、スクールバスが運行しており、丹那地区から函南中学校へ行くバスがある。同

様に、函南駅からは、韮山高校へ行くための通学専用のバスがあるが、利用者が限定されていて

一般利用はできない。 

 

(2) 高齢化に伴い生活交通の確保が不可欠（住民目線） 

高齢化により運転が困難となる住民の増加や高齢ドライバーの事故の頻発化、外出ニーズが変

化（通院等）するとともに、家族による送迎の負担増加や生活行動が多様化（ネット通販等）し

ている。（安心まちづくりワークショップ・総合計画ワークショップ・地域公共交通会議等での

指摘より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 厳しさが増す公共交通事業の運営（事業者目線） 

マイカー利用者の増加や高校生等の減少に伴って、路線バスの利用者が減少し収益が低下して

いる。また、バス運転手が不足していることや車両の老朽化、燃料費の高騰などにより、運行コ

ストが上昇している。（地域公共交通会議での交通事業者からの指摘より）

４．平成 27 年度に実施した実証実験の概要と結果 

町民の将来の移動交通手段を確保し、日常生活の利便性の向上を図ることを目的として、町内

の公共交通機関の充実と地域特性に合った効果的な公共交通運行を行うための実証実験を行っ

た。 

表 実証実験の内容と運行路線 

目的 実験的に路線バスによる運行を行い、住民の公共交通の利用実態や潜在需要を

把握する。 

（運行会社：伊豆箱根バス株式会社） 

実験期間 平成 28年１月４日（月）～ 平成 28年２月 28日（日） 

実験時に取得し

たデータ 

①運行データ、②利用者データ（バス利用者）③アンケート調査 

 

 

 

 

 

  

仏の里・ヒューマンヒルズ 

・函南駅循環 

平成 27 年度実証実験路線図 

 
仏の里・ヒューマンヒルズ・函南駅循環 

（新規実験路線） 

 
西部コミュニティセンター・塚本・仁田循環

（新規実験路線） 

 
函南駅・大場循環・畑毛温泉（柿沢台経由）

（新規実験路線） 

  
仏の里・ヒューマンヒル 

  

西部コミュニティセンター・ 

  

温泉（柿沢台経由）   

2010年 高齢化率 2030年 高齢化率 
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(1) 1運行あたりの人数 

畑毛線については一定の利用者がみてとれるが、今回の実証実験路線の対象である西部コミュ

ニティセンター線や仏の里線の利用者数は芳しくなく、特に西部コミュニティセンター線は利用

者が伸び悩んだ結果となった。 

表 1日あたり延べ利用者数と 1運行当たりの利用者数

 

 

(2) 利用の少ないバス停数 

畑毛線については７割程度のバス停で利用があったが、実証実験を行った路線のバス停の利用

率は西部コミュニティセンター線で 33～72%、仏の里線で 64%～82%となった。 

 

表 利用の少ないバス停の数 

 
 

(3) 利用者意向に関するデータ 

利用者意向に関するデータは、アンケート調査より収集した。アンケート回収は、210通（総

数）で、路線別の回収数は以下に示す通りである。 

・畑毛線…70通 

・ヒューマンヒルズ線…65通 

・西部コミュニティセンター線…68通 

 

公共交通に対する満足度 

実験路線に対する満足度 

 

５．平成 28 年度に実施した区長および町民アンケートの結果 

(1) アンケート調査実施概要 

1) 区長：直接配布・回収（回収率 100%） 

2) 町民：2,000人郵送配布・郵送回収（回収数 988通、回収率 49.4% ,※一般的なアンケート 

回調査の回収率は平均 30％程度） 

3) 設問（町民アンケート） 

≪外出頻度や外出時の困りごと≫ 

外出頻度（１日の外出回数）、移動目的別の外出頻度と行先、移動手段、出発と帰宅の時間、日常の外出の際に困って

いること、自世帯における外出困難な方の有無、家族や近所の人へ送迎を容易に頼めるか等について把握した。 

≪地域の公共交通に関する意向や課題≫ 

現在の地区内の公共交通の満足水準、新規公共交通導入に対する地域の関心、新規公共交通導入の必要性 

≪地域公共交通の導入可能性≫ 

公共交通導入に伴う経済的負担、公共交通が導入された場合の行動変容（外出機会、移動手段） 

平日 土曜日 日曜日 平日 土曜日 日曜日 平日 土曜日 日曜日

畑毛温泉～大場循環／直行～函南駅 79 42 43 10 8 7 7.9 5.3 6.1

畑毛温泉～柿沢台～大場～函南駅 32 17 15 6 6 6 5.3 2.8 2.5

函南駅～大場循環／直行～畑毛温泉 63 28 16 9 7 6 7.0 4.0 2.7

函南駅～大場駅前～柿沢台～畑毛温泉 18 9 23 6 6 6 3.0 1.5 3.8

畑毛温泉～大場循環～畑毛温泉 114 71 60 13 13 12 8.8 5.5 5.0

7 7 28 15 15 15 0.5 0.5 1.9

25 14 25 17 17 17 1.5 0.8 1.5

西部コミュニティセンター・塚本・仁田循環

1運行あたりの利用者数

（人／本）（本／日）

1日あたりの運行本数

（人／日）

1日あたりの延べ利用者数

畑毛線

仏の里・ヒューマンヒルズ・函南駅循環

N=210

N=210

N=70

N=65

N=68

N=70

N=65

N=68

性別 年齢 
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(2) アンケート結果（概要） 

現状の公共交通の満足度、公共交通に関する経済的負担に対する肯定度合い、新規公共交通の必要性について自治区別の結果を下図で示す。 

 

表 自治区・町民の公共交通に関する意向 

 

  

 公共交通の満足度 経済的な負担に伴う導入 新規公共交通の必要性 

自治区 

   

町民 

   

不満足と答えた方の割合が高い地域 どの地区でも必要性が高いと回答 経済的負担に肯定的な方の割合が高い地域 
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６．小学校区ごとの地域公共交通導入の今後の検討方針 

これまでの調査にて、地域における公共交通の導入意向を客観的に分析した結果、各地域の特徴と導入に向けた考え方を下表に整理した。 

 

 
小学校区を構成する主な自治会と特徴 導入に向けた考え方（検討の方向性） 

丹那小学校区 
丹那、田代、軽井沢などからなる地域で、高齢化が進行し、アンケートでは、送

迎依頼や外出が困難と答える方の割合も高い状況がある。 
現在運行中の自主運行バスを存続しつつ、丹那区を含む周辺自治会のニーズ、関心が高いことを考慮して、

将来的に運行圏域の拡大ができないか検討する。 

桑村小学校区 
桑原、ヒューマンヒルズ、大竹などからなる地域で、函南駅周辺の 2㎞程度の範

囲に住宅が立地している。桑原地区は広く、山間地には集落が点在している。 
実証実験にて運行を試みた結果、十分な利用がなかったが、ニーズ・関心が高い。特に、仏の里美術館や

ヒューマンヒルズの利用が確認できたため、運行について検討する。 

函南小学校区 
上沢、八ツ溝、大土肥、仁田などからなる地域で、函南町文化センターが立地し

ている。 現在の畑毛線を維持しつつ、公共交通利用を促進する。 

東小学校区 
平井、畑毛、柏谷などからなる地域で、畑毛線が運行している。宝蔵台や柿沢台

などの地区で新規公共交通に対するニーズが高い。 現在の畑毛線を維持しつつ、公共交通利用を促進する。 

西小学校区 
塚本、肥田、日守などからなる地域で、道の駅の新規供用が予定されている。現

在公共交通は運行していない。 
実証実験にて運行を試みた結果、十分な利用がないものの、関心が高い。道の駅が供用されるため、交通

結節点としての活用が可能か検討する。 

 

 


