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別 紙 

函南町拠点循環バス新運行計画（案）パブリックコメント実施結果 

 

実施期間：令和４年９月 26日（月）から令和４年 10月 25日（火）まで 

意見書提出者及び意見の総数： 16名 51件 

 

意見内容については、原文のままご提出いただいた順に掲載しています。 

 

件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

1 全体につ

いて 

ルートやダイヤより、先に、交通事業者へ給付金を。他の市

町では、交通事業者へ給付金を実施し、コロナ、燃料費高騰

対策として、支援し、一緒に街づくりをしているが、函南町

は、農業事業者へ給付金のみ実施。上位計画である都市計画

マスタープランにも、町民、事業者と、街づくりを協働と、

記入。さらに、交通事業者は、美しい伊豆創造センターの運

営や大河ドラマ関連事業の実行委員である。今こそ、支援を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見ではございません

ので、今後の事業における参考とさせていた

だきます。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

2 全体につ

いて 

2022年 3月 18日に、10/31まで、運行期間を延長と、発表。

ホームページには、その時の添付に、通勤通学利用促進があ

り、通勤通学は、公共交通でと、あるが、今回のダイヤでは、

朝の時間帯が、消えている。あの利用促進には、国土交通省

中部運輸局、静岡県も、記入されており、大きな方針展開で

あるから、パブリックコメントを実施の前または、同時に住

民に、対して、説明会を開くべき。 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。運行期間延

長時の添付資料については、コロナ禍により

利用者数が減少している公共交通機関に対

し、中部運輸支局主導で利用者への安全性周

知を図るために作成をしたものです。 

町拠点循環バスの運行期間延長決定時期に

中部運輸局より資料提供がございましたので

ホームページに掲載をしたものです。町とし

ては、通勤通学に限らず、利用者全般への安

全性アピールの材料として捉えております。 

 また、住民への説明会ですが、ルート沿線

の自治会に対し実施しているところでありま

す。 

 

3 全体につ

いて 

ルートやダイヤの前に、町が補てんしている畑毛路線 600万

円、ダイヤランド管理事務所が、負担している 600万円。さ

らには大場⇔函南駅、路線の採算厳しい課題について、住民

への説明、町側の考え方の表明してほしい。買い物客ターゲ

ットに、コース作りしている間に、赤字路線が、拡大してい

けば、住民からの反発は、避けられない。どの地域にとって

も、町が、赤字補てんくれるなら、地域公共交通は、ほしい

し、１つ１つの問題を解決し、将来に、問題を残して欲しく

はない。 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見ではございません

ので、今後の事業における参考とさせていた

だきます。 

 



3 

 

件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

4 ルートに

ついて 

今のルートから、主要バス停のみをつなぎ、短い時間、短い

距離に組み直すことも、選択として、ありえるのでは？コン

パクトに、設計し直すと、朝の通勤時間帯も、残しつつ、予

算も、コンパクトに。効率性の追求と、主要バス停でのイベ

ント開催や住民に理解促進、利用促進にチャレンジするのも 1

案。企画財政課のタウンウォッチングを循環バスのルートで、

実施し、職員や担当者が、各バス停周辺での魅力を伝える企

画を実施したりすれば、なお、よし。 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。現在運行中

のルートにおいて、往路、復路ともに中間地

点である「伊豆仁田駅」を通過すると終点付

近の地域まで降車しない傾向があります。 

「伊豆仁田駅」を起終点として、ルートを 2

分割し2台で運行することも検討しましたが、

経費は約 2倍となります。 

 町としては、この実証実験において利用ニ

ーズを検証し、本格運行を検討する際のルー

トやダイヤの設定に生かしていきたいと考え

ております。 

 利用促進策は今後の検討事項とさせていた

だきたいと考えております。 

・本格運行の計画策定

時参考 

・利用促進策検討 

5 ルートに

ついて 

1便あたりの距離が長く、運行時間も、長くなるため、利用者

側の身体、精神的な負担も考慮してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。片道の全体

距離は現在の約７㎞から、約 10㎞に延び、所

要時間も起点から終点まで約 25分から約 40

分となっています。 

新運行計画では「岐れ道」を追加すること

で、塚本、肥田、間宮地区から「函南町役場」

を目的地とする場合に現在の所要時間とほぼ

変わらない 25分の所要時間となるよう考慮

しております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

6 全体につ

いて 

ルートとして、一部は、空白の交通エリアではなく、既存の

バス運行と、からむ。既存バスの売り上げが、低下したり、

利用者側は、スーパー周辺に、複数のバス停が、あることに

なり、混乱しないか、心配。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。函南町拠点

循環バスの運賃は 1乗車 200円で設定してお

り、重複区間を運行する事業者に確認し問題

ないことを確認しています。 

複数のバス停があることで利用者が混乱し

ないか心配であることについては、拠点循環

バスの停留所が現行のピンク色が分かりやす

いというご意見をいただいていますので、変

更は予定しておりません。停留所の表示内容

の詳細やバスの車体についても、より分かり

やすい表示を検討していきたいと考えており

ます。 

・今後の検討事項（バ

ス停の表示内容、バス

車体への表示） 

7 全体につ

いて 

スーパー周辺は、わざわざ、地域公共交通にて、税金投入す

るエリアではない。交通の便が、悪い住民の声をうけて、税

金投入し、空白エリアに、地域公共交通を、が、目的のはず、

オラッチェや文化センターなどをコース設定すべきで、丹那

小特認校開始に、合わせた上で、いち早く、スクールバス等

の調整を優先するべき。 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の函南

町拠点循環バス運行計画については、函南町

地域公共交通網形成計画に基づき、起終点を

函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウェイ函南

と定め、地域公共交通会議において計画の方

向性について了承を得ながら進めているもの

であります。文化センターへのルート延伸に

ついては、経路及び所要時間の検証をしてい

きたいと考えております。 

・文化センターの経路

編入の可能性検証 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

8 全体につ

いて 

従来 1便あたり 6.6キロ×1日の本数 8本＝52.8であり、新

ルートでは、10.2×５＝51キロ。一日あたりのコストは、変

わらないのか？ルートやダイヤだけでは、全体像が、見えな

い。コメント記入できない。全体の予算配分等の説明がほし

い。１便あたり４人を目指すためのルート設定？他の市町の

会議議事録では、１便あたりを８人目標にしている。中心地

を入るのに、１便あたり平均４人達成したら、本格運行し、

税金投入されても、困る。赤字でも、走らせるのは、あくま

で、空白エリアの地域公共交通に、限定してほしい。スーパ

ー巡りの税金投入には、反対。役場→柏谷公園周辺→仁田駅

→道の駅が、１本。スーパー以外で、１コース設定してほし

い。オラッチェ、文化センターなど、他のコース設定に、予

算を回すぺき。 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。１日あたり

の運行コストは現行と計画案では大きな違い

はないものと見込んでおります。 

全体の予算配分については、運行計画決定

時に併せて決定するものと考えております。 

 目標乗車人数ですが、一部路線が重複する

三島市自主運行バス等を参考とし見直す必要

があると考えております。また、目標値達成

が直ちに本格運行に直結するということでは

ないと考えております。 

 今回の函南町拠点循環バス運行計画につい

ては、函南町地域公共交通網形成計画に基づ

き、起終点を函南町役場及び道の駅伊豆ゲー

トウェイ函南と定め、地域公共交通会議にお

いて計画の方向性について了承を得ながら進

めているものであります。 

 

・目標値の設定方法の

検討 

9 ダイヤに

ついて 

１日の本数を８→５に。これは、さすがに、減らしすぎる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見ありがとうございます。拠点循環バ

ス実証実験については、利用ニーズがどこに

あるのか検証する目的で実施しております。 

 運行本数を維持しながら、ルート延伸をし

ますと、乗務員を 1日 2名体制の 2台での運

用等新たな課題がございますので、今回の実

証実験では、乗務員 1名で 1台での運用を継

続する案を作成しております。 

・運行ダイヤ案の再検

証 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

10 全体につ

いて 

利用ニーズを買い物に。人口多いエリアを走らせて、空白地

帯には、バスなし？このダイヤで、仮に失敗した場合は、ま

た、通勤、通学を、とか、言い出すのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。拠点循環バ

スの運行エリアは函南町地域公共交通網形成

計画に基づき設定しています。市街地に近い

にも関わらず公共交通空白地域となっている

地域の日常利用のニーズを実証実験により検

証を予定しております。 

平均乗車人数が目標値に至らないことを失

敗とするのであれば、バスの利用ニーズがそ

れほど無い地域という検証結果になるものと

考えております。 

・目標値の設定方法の

検討 

11 ダイヤに

ついて 

他の市町の地域公共交通で、朝の通勤通学を外したダイヤ設

定は、あるのか？地域公共交通会議で、職員が、率先して、

循環バスを利用しようと、声かけしていたのは、なんだった

のか？今朝の通勤で、使用している住民は、見捨てるのか？

どのように、理解や説明を伝えて、納得してもらうのか。丁

寧な議論と、説明が、求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。利用目的を

日中のお出かけに絞った設定をしている自主

運行事業の事例は他の自治体においても実施

されております。 

職員の積極利用については、出張時の利用

を引き続き呼び掛けを継続していきたいと考

えております。 

拠点循環バス実証実験については、原則１

年間の運用の中で実施している事業ではあり

ますが、現在の計画による運行期間について

積極的に周知を図って行きたいと考えており

ます。 

・運行計画の周知 



7 

 

件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

12 ダイヤに

ついて 

買い物のニーズに、対応しているダイヤか、疑問。昼 12時前

後の時間帯が、開きすぎている。ぱっと、買って、ぱっと帰

る人には、不便なダイヤ。1つ、ダイヤの時間帯をずらし、午

前中に、集中させるのも、1案。 

 

ご意見ありがとうございます。新ルートは、

商店街の多くの店舗が開店する 10時頃に熱

函商店街の停留所に至るダイヤの案としてお

ります。また、12時台を「道の駅伊豆ゲート

ウェイ函南」で開けることで、昼の時間帯（1

時間程度）を道の駅で過ごしていただけるよ

うな案で設定しております。 

例として「函南中学校」で下車し、乗車す

るにあたってのダイヤ上の最短時間は 58分

です。1台での往復運行であるため、ご意見の

ような利用には不向きと考えますが、バス運

行に合わせたお出かけプランを立てていただ

くようお願いいたします。 

午前中の便を増やすことについては、乗務

員の勤務時間を考慮しながら再検討していき

たいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダイヤをずらし午前

中の便を増やすことが

可能か検討 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

13 ダイヤに

ついて 

役場スタートの道の駅行きは、８時台に、１便目が、必要。

逆に 3～５便の３本は、２本に、減らしても、ニーズ的には、

問題ない。道の駅スタート役場行きは、１便目９時台に、必

要。逆に 2～5便は、全部午後の時間帯のため、４本から３本

に、減らすと、買い物ニーズ客の効率化に、つながる。柏谷

公園付近から、土日に、道の駅イベントに参加しようとして

も、10時開始のイベントには、間に合わない。逆に、平日、

土日役場に、行くにしても、11時着が、第 1便、ダイヤを見

ればみるほど、中途半端さが目立つ。バス停の数や距離が、

伸びているから、夏場の利用、冷凍冷蔵食品等、買い物客の

ニーズと、ダイヤが、マッチしてるか、わからない。乗り継

ぎの利便性より、買い物の利用しやすさから、敬遠される可

能性が、高い。 

 

 

ご意見ありがとうございます。午前中の便

を増やすことについては、乗務員の勤務時間

を考慮しながら再検討していきたいと考えて

おります。 

・ダイヤをずらし午前

中の便を増やすことが

可能か検討 

14 ダイヤに

ついて 

循環バスの認知度は、ある程度高いが、90％以上の住民が、

利用していない実態の中、ダイヤの意見求められても、困惑

する。環境衛生課が、新しく実施するゴミの分別帳などに、

バス無料券やバス料金 100円割引券をつけて、まずは、住民

に、利用してもらう期間を作り、その後、ダイヤに、ついて

意見聴取するべき。ダイヤ案では、1台の車両、1名の運転手

が、往復する、この想定のみを重要視した、言わば、町と、

バス事業者側からのダイヤでしか、ない。もっと様々な議論

と、検証が、必要ではないか？ 

 

 ご意見ありがとうございます。利用促進策

は今後の検討事項とさせていただきたいと考

えております。 

 今回の実証実験は、１日あたり１台の車両

及び１名の乗務員による運行を前提としたダ

イヤで計画しておりますが，地域の路線とし

ての利用者のニーズを実証実験している期間

と考えております。 

・利用促進策について

検討 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

15 全体につ

いて 

先日、令和３年に、総務課として、東伊豆、中伊豆地域活性

化協議会負担金に、15万円支出していることを、予算書で、

確認しました。その後、調べてみると、令和４年からは、伊

豆地域公共交通活性化協議会に、名前が、変わり、函南町も、

協議会のメンバーであり、公開している議事録では、IZU 

Letters(令和３年度事業で、構築した観光サイト)を美しい伊

豆創造センターが、運営する別サイトとの差別化についてや

交通事業者から、コロナ等の影響にて、事業環境は、厳しい(伊

豆地域公共交通活性化協議会の令和４年)事業計画には、期待

しているとの発言がありました。衝撃的だったのは、東伊豆、

中伊豆地域活性化協議会や、伊豆地域公共交通活性化協議会、

IZU Letters、そして、協議会の事業計画を、函南町の地域公

共交通会議で、一度も、触れていないことです。周辺マップ

作成等、資料作成時に、利用しているようだが、住民の知ら

ないところで、知らない計画が、動いているのは、納得でき

ない。ルートやダイヤをパブリックコメントとして、募集す

る前に、町として、担当課として、住民に情報公開と、説明

会を開くべき。地域公共交通の考え方、予算配分、アピール、

やる気、本気度、覚悟が、見えてこないまま、意見募集は、

順番が、違うと、感じます。協議会と、函南町の地域公共交

通会議の関係性、上位会議に、当たるならば、一体的に、取

り組まないと、何も成功しない。大切な情報は、公開してほ

しいし、町民選出の委員がいる地域公共交通会議にて、わか

りやすい説明をした後で、ルートやダイヤを決めてほしい。

個人的に、２つの会議の協議案、整合性とれているかの確認

ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見でない部分は、今

後の事業における参考とさせていただきま

す。 
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を今後すすめるが、意見求める状況が、そろっているかが、

疑問。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

16 全体につ

いて 

伊豆地域公共交通会議について、公開情報を確認したところ、

タクシー利用促進なども、事業計画にあるようです。また、

デジタルサイネージについても、実施されていて、住民向け

に情報公開か、できていないだけでなく、住民無視の行政を

している。伊豆の２つの地域会議を１つに、することで、新

計画を策定中で、令和４年３月～４月には、業務委託先と、

協議。令和５年３月には、計画決定、公表へと、流れ。住民

や地域公共交通会議に、デジタルサイネージを説明せずに、

地域関係者へのヒアリングは、終了している。不思議なまち

づくりをしていると、感じます。やはり、ルートやダイヤの

パブリックコメントを実施するまえに、やることは、あるは

ずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見でない部分は、今

後の事業における参考とさせていただきま

す。 

なお、県が事務局となっている広域協議会

の事業において、町内にて事業化されたもの

はございません。町内にて事業化が計画され

る場合は皆様へ周知を図っていきたいと考え

ております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

17 全体につ

いて 

伊豆地域公共交通会議を函南町では、どう関係性を考えてい

るかは、函南町独自の計画公表時の資料に、上位計画とは、

規定せず、広域、連携と、示されています。一体的な政策の

始まりのヒアリング、正確な情報に、基づいたヒアリングを

実施しなければ、意味がありません。独自ルートにて、函南

町のホームページ非公開の公共交通会議、議事録を入手し、

分析すると、ヒアリング結果について、委員が、修正を求め

たり、当時の区長の意見が、そのまま、その地域の意見総意

として、扱われています。区長が、地域公共交通のバスは、

いらないと、意見すれば、そのエリアは、バス以外の地域公

共交通を。と、ヒアリングが、残ります。はたして、ヒアリ

ングは、正確なのか、大きな疑問があります。ルートやダイ

ヤを意見求めるなら、最大限の情報公開、そして、説明会を

お願いします。町の考え方、説明を聞いた上で、協力できる

ものは、協力していきたい。 

 

ご意見ありがとうございます。今後の事業

における参考とさせていただきます。 

 

18 ルートに

ついて 

来年度からのバス経路拝見し、車のない者にとってこのうえ

ない経路で嬉しい限りです。今まで買い物は民間バス停まで

歩きバスに乗る・・というスタンスでしたが雨風や暑いさな

かはとても辛く大変です。 

新しい経路は本当に買い物に便利で感謝いたします。できれ

ば来月より実施していただきたい位です。来年の実施を心待

ちにしています。 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

運行計画の変更については、令和 5年度か

らの予定で検討しております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

19 全体につ

いて 

バスの出発地点、又は終着地点である、役場のバス停。その

バス停設置の役場東側入口、ロータリー通路の屋根が、緑の

こけを中心に、汚れている。透明の構造上、汚れが、目立つ。

地域公共交通のバス停が、あるため、役場施設の維持管理を

担当している、管財課に、対応依頼したが、数ヶ月、予算が

つかないと、放置されている。ルートやダイヤも大事だが、

バス停や周辺環境整備も、しっかりしてほしい。バス停降り

て、上を見上げたら、汚れが、目立つは、放置するべきでは

ない。新バス停、畑バス停の利用状況速報値を次回、会議資

料に添付してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。バス停付近

の環境については、関係機関と調整しながら

可能の範囲で順次対応していきたいと考えて

おります。 

・待合環境の確認 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

20 全体につ

いて 

実証実験中のバス会社は、9月にマスクをめぐる対応により、

行政処分を受けている。ネットでは、バス停ではないところ

で、お客さんを下車させたことは、処分当然と声もあるが、

一方、他の乗客を守った行為で、理解できる、など、賛否両

論がある。近隣市町も、住民に対して説明していないが、函

南町は、マイナンバーカード普及率も、低く、町民へ積極的

な行動が期待されている。ホームページで、町としての考え、

事業者側のコメントなど、掲載して、住民への説明責任を明

確にしてほしい。なお、静岡県、コロナ感染症、記者会見で、

有名な後藤さんは、バスで、話さない場合は、通常マスクが

なくても、感染リスクが、急激に上がることはない、と、コ

メントしています。また、感染に対して、気になる方は、バ

スを降りて次のバスを待つなど、１人１人が、適切な行動を

とることで、解決につながるとも、話しています。バス業界

以外でも、ホテル、旅館、飛行機など、マスクを巡るトラブ

ルは、今後も続くと、予想されており、ルールの改正するの

か、事業者側の気持ちも、聞いてみたい。この問題に、真正

面から扱うことは、町としてのアピールにも、つながります。

別件で、大雨の時に、夕方以降の便が、運行中止に、なった

日がありましたが、運行中止の基準が、わかりにくく、町の

ホームページに運行中止の案内は、出たが、中止のお知らせ

方法には、課題があるように、思います。バス会社の信用、

信頼も、ルート、ダイヤと同じく大切に、してほしい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見でない部分は、今

後の事業における参考とさせていただきま

す。 

なお、運行中止の判断につきましては、可

能な限り運行を行うこととしていますが、安

全な運行が困難となる可能性がある場合に運

行事業者と町で協議して運行を決定しており

ます。 

・運行情報の周知方法

の検討 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

21 全体につ

いて 

１便あたり、平均４人を目指すのならば、バスの形態に、こ

だわる必要は、ない。最大８人～10人を移動できる手段を確

保すれば、税金投入額、赤字額、予算的にいいのではないか？

住民に、選択肢がない、ルートとダイヤは、まちづくりに、

住民関与を否定しているように、感じる。バスとそれ以外の

大型ワゴン車などによる、交通手段で、予算が、どの程度、

変化するのか、知りたい。 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回のルー

ト変更により、熱函商店街を経由するルート

を検討しております。 

一部路線が重なる三島市自主運行バスの平

均乗車人数等、参考となる事例がございます

ので目標値の参考としてまいります。 

現在、バス（感染症対策により座席数 12で

運用中）による運行を実施しておりますが、

本格導入を検討する際には乗車実績を参考に

車体選定も併せて検討していきたいと考えて

おります。 

・目標値の設定方法の

検討 

22 ルートに

ついて 

函南町役場から道の駅伊豆ゲートウェイ函南でのルートです

が、土日だけでも酪農王国オラッチェ～函南町役場～道の駅

伊豆ゲートウェイ函南のルートを作ってほしい。 

そうすれば丹那地区の住民もバスを利用して買い物や道の駅

伊豆ゲートウェイ函南に行くことが可能になりますし、酪農

王国オラッチェのお客様もバスを利用して、柏谷公園、湯～

トピアかんなみや伊豆仁田駅の利用、道の駅伊豆ゲートウェ

イ函南にも足を運べるようになると思います。 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の函南

町拠点循環バス運行計画については、起終点

を函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウェイ函

南と定め、地域公共交通会議において計画の

方向性について了承を得ながら進めておりま

す。 

中山間地域における交通空白地域対策につ

いては、今回の循環バス運行計画とは別の方

法による検討をしていきたいと考えておりま

す。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

23 ルートに

ついて 

拠点循環バス新ルート案の緑部分（既存路線バスルート）の

うち畑毛路線については、すでに、函南町の町費（税金）に

よる補助を受け、畑毛路線を維持することで、町民や観光客

の重要な交通手段としています。 

つまり、畑毛路線を通る市街地地域（柏谷、八ツ溝、大土肥、

間宮など）はすでに町の税金にて、通勤、通学、買い物、旅

行等の交通手段として、恩恵を受けている地域です。 

すでに町費を投入している地域に、さらに町費を投入して循

環バスを実施するのではなく公共交通手段（乗合バス）が無

い山間部地域（丹那、鬢の沢、軽井沢、田代など）にも、平

等にあまねく町費（税金）を使用して循環バスを通してくだ

さい。 

市街地と山間部とで、町の公共サービスが不平等です。 

ルートの見直しをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。伊豆箱根鉄

道駿豆線伊豆仁田駅の交通結節点としての活

用及び町の拠点施設への交通手段の導入を目

指し、拠点循環バスの実証実験を行っており

ます。 

伊豆仁田駅での利用ニーズについては、現

在までの実験において把握していることか

ら、町地域公共交通網形成計画に基づき、現

在計画している地域での実証実験を継続して

います。 

山間部における公共交通について、過去に

沼土登山バス撤退後、町の実証実験バスを経

て、地域主体で自主運行バスを導入された経

緯がございます。これらの経緯などを踏まえ、

中山間地域において導入可能な交通モードに

ついては、地域の住民の皆様とともに検証し

ていきたいと考えております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

24 ルートに

ついて 

「新運行計画の説明」の２項目目に以下記載があります。 

「道路運送法の運用により、原則１年間と定められている実

証実験について、目標値に至らないまま本格運行への移行は

困難であると判断し、以下のとおり利用状況や課題を整理し、

解決に向け新計画の検討を開始しました。」とあります。旧ル

ートでは、人口が多い地域を走行しているにもかかわらず、

１便に２人程度の利用者で目標値に至らないということでし

たから、旧ルートでの需要はほとんど無いということが明ら

かになったと思います。 

しかし、新ルートの計画では、旧ルートとほぼ同じであるた

め、新たな需要を掘り起こせるとは思えません。近隣住民は、

路線バスを利用した生活をしているため、循環バスの利用者

が非常に少ないと考えるのが妥当ではないでしょうか？ 

つまり需要に対して、路線バスに加えて循環バスの提供によ

る供給過多の状態です。 

新ルートの計画では、「原則１年間と定められている実証実験

について、目標値に至らないまま本格運行への移行は困難」

の結論に至る可能性が高いと思われます。（目標値に至らない

ことを目的としているわけではないと思いたいです。） 

目標値を上回るためには、ルートの旧ルートにとらわれない

抜本的な見直しが必要だと思います。 

ふるさと納税等で酪農をアピールしている函南町ですから、

観光場所のオラッチェは連日賑わっております。 

しかし、自家用車ではなくタクシーで来る観光客の方を何度

も見かけます。 

ご意見ありがとうございます。オラッチェ

への交通手段については、施設管理者に提案

してまいります。 

今回の函南町拠点循環バス運行計画につい

ては、函南町地域公共交通網形成計画に基づ

き、起終点を函南町役場及び道の駅伊豆ゲー

トウェイ函南と定め、地域公共交通会議にお

いて計画の方向性について了承を得ながら進

めております。 

中山間地域における交通空白地域対策につ

いては、今回の循環バス運行計画とは別の方

法による検討をしていきたいと考えておりま

す。 
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おそらく函南駅から乗車してきた方々と思われます。自家用

車がない観光客は、オラッチェに行くために、割高なタクシ

ーを利用せざるを得ません。 

私は函南駅を毎日使用しますが、数回その場面に直面したこ

とがあり、若夫婦と未就学児と思われるかたが「えっ！オラ

ッチェまでのバス無いの？？」と言っている会話が聞こえま

した。 

少なくとも路線バスか巡回バスがあればよいのにと感じまし

た。 

観光客の方が、函南駅に降りて、観光場所（オラッチェ）へ

のバスが無いと知ったとき、函南町に対してどういうイメー

ジを持たれるか想像してみてください。 

ルートの提案ですが、函南駅から丹那地区を通ってオラッチ

ェを結ぶルートを作れば、観光客や山間部に住んでいる方た

ちも乗れる循環バスとなり、バスの利用者が多くなると思い

ます。 

それこそ、町民だけでなく、観光客の方々にも利用していた

だくルートとなり、「原則１年間と定められている実証実験に

ついて、目標値に至らないまま本格運行への移行は困難」に

陥らないとルートだと思います。 

本案は、検討にとどまらず、本格運用の実施に向けた議論を

希望いたします。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

25 全体につ

いて 

「新運行計画の説明」の４項目目「令和５年４月からの計画

案について」の中に「町民の移動手段の安全性の確保」がな

ぜ無いのでしょうか？ 

循環バスを利用することによって、住民の移動の安全を確保

することは重要な目的の一つだと思いますが、いかがでしょ

うか？ 

市街地地域（仁田、塚本、間宮、柏谷など）は平たんな道が

多く、また歩道や車道も広く整備されてますから、循環バス

が無くとも、買い物や駅まで自転車による移動は比較的安全

でしょう。 

しかし、山間部地域（丹那、鬢の沢、軽井沢、田代など）で

は坂道が多いため、自転車による移動は体力的にも困難です。 

また道幅が狭い箇所も多く、かつ、熱函道路の新道、旧道共

に交通量が多いため、自転車によって市街地までの買い物や、

通勤通学等で駅まで移動することは大変危険です。 

特に朝方、通学のために、山間部から熱函道路の新道または

旧道を下って、自転車で通学している高校生を目にします。 

朝方は、特に山間部の道路ですら交通量も多いため、自転車

の横をすり抜ける車も多くあり、不便と同時に、非常に危険

な状態で、自転車通学を余儀なくされている方もいます。い

つ交通事故が起きてもおかしくありません。 

「町民の移動手段の安全性の確保」を目的として、通学、通

勤時間に運行する山間部への循環バスを整備する計画をすべ

きです。 

 

ご意見ありがとうございます。公共交通利

用による安全性の確保については、ご指摘の

とおり重要であると考えております。 

山間地域における状況についてご意見をい

ただきましたが、市街化区域における交通空

白地域の住民からも、各居住地域のおける同

様のご意見をいただいております。 

今回の函南町拠点循環バス運行計画につい

ては、函南町地域公共交通網形成計画に基づ

き、起終点を函南町役場及び道の駅伊豆ゲー

トウェイ函南と定め、地域公共交通会議にお

いて計画の方向性について了承を得ながら進

めております。 

中山間地域における交通空白地域対策につ

いては、今回の循環バス運行計画とは別の方

法による検討をしていきたいと考えておりま

す。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

26 全体につ

いて 

「新運行計画の説明」の４項目目「令和５年４月からの計画

案について」の第１番目に「公共交通空白地域の解消」を考

慮したとあります。 

しかし、公共交通バスが全く無い山間部の公共交通空白地域

（丹那、鬢の沢、軽井沢、田代）において、「公共交通空白地

域の解消」をしない今回の計画案はいかがなものでしょう

か？ 

なぜ、山間部の「公共交通空白地域の解消」をせず、利用者

の少ない現計画を継承するのでしょうか？ 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。現計画は函

南町地域公共交通網形成計画に基づき、今回

の函南町拠点循環バス運行計画については、

起終点を函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウ

ェイ函南と定め、地域公共交通会議において

計画の方向性について了承を得ながら進めて

おります。 

中山間地域における交通空白地域対策につ

いては、今回の循環バス運行計画とは別の方

法による検討をしていきたいと考えておりま

す。 

 

27 ダイヤに

ついて 

いつも大変お世話になっております。 

私は平日の通勤に使用させていただいています。（わかくさ共

同作業所～伊豆仁田駅 間）４月からの運行計画によると早

朝と夕方の便が減ってしまうので通勤には使えなくなってし

まいます。私にとってはこれはとても残念です。しかし、今

度の案では商業施設の近くを通って行くので昼間にそれらを

利用する高齢の奥様方の利用が見込まれると思います。 

運行ルートに市街地が加わった事で一般的な使い勝手は良く

なると思いました。今回 13時頃の時間帯に便が有るのは助か

ります。 

 

 

ご意見ありがとうございます。早朝便の採

用については、地域の意見を伺いながら再検

討していきたいと考えております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

28 ダイヤに

ついて 

７時・８時台の運行をやめないでください。買い物だけの用

ではなく出掛ける用もあります。 

肥田、塚本地区から仁田駅までは二つの大きな道路を渡りま

す。しかも 136号線は年寄りには厳しい歩道橋を渡らねばな

らず、20～30分の時間を要します。今の１便２便をなくさな

いで下さい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。早朝便の採

用については、地域の意見を伺いながら再検

討していきたいと考えております。 

 

29 ルートに

ついて 

図書館、子育て支援の「ちえのわ館」へ通えるコースを作っ

て下さい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。ルート、所

要時間の検証を踏まえて判断していきたいと

考えております。 

・文化センターの経路

編入の可能性検証 

30 ルート及

び停留所

の位置に

ついて 

城山団地の住人です。わかくさ作業所の停留所ですが、行き

は良いのですが、帰り野菜など重い荷物と杖をついての歩行

はつらいので、もっと上に停留所を設置して欲しい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。事業者と試

験運行などを踏まえた協議の上、停留所位置

を決定しております。停留所位置について、

ご提案いただければ協議していきたいと考え

ております。 

 

31 その他（現

在の運行

に対する

感想） 

町内の移動は主に自転車か徒歩なので、雨天の際、仁田駅周

辺への移動で大いに助かっている。 

運行間隔が一定していないので、出かける際はバスダイヤに

合わせるものの、帰りには使いづらく、ほとんどが片道利用

となっている。 

商業施設が集積している熱函商店街への経路がないのは少々

不満。 

 

ご意見ありがとうございます。新ルートに

ついては、既存バス路線の接点と熱函商店街

を経由するルートを検討しております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

32 全体につ

いて 

バスの利便性向上として、運行頻度の向上や、利用が見込ま

れる地域へのアクセス向上が考えられる。新運行計画で熱函

商店街への経路が新設されたのは大いにありがたい。しかし、

伊豆仁田駅をはさんで熱函商店街を２度も立ち寄るため、乗

車に飽きてきそうだ。また、運行経路の変更に伴う所要時間

の延長により運行頻度の向上も阻害される。 

そこで、まず運行頻度の向上に対する提案を、次に新運行計

画案に対するコメントをさせていただきたい。 

 

【運行頻度の向上に対する提案】 

現在の所要時間は片道２６分であるが、折り返し地点での時

間調整が３分～１時間の幅があるためバスの運行間隔が不揃

いとなっている。折り返し地点での時間調整を一定にするこ

とで、正午前後を除き運行間隔を１時間毎に近づけられる上

に、運行本数を増やせられるのではなかろうか？ 

補足・・大きく迂回しているルートでの利用客が少ないよう

であれば、そこをショートカットして所要時間を短縮して、

時間調整の余裕を生むのも一考 

鉄道において、「分」を一定（毎時〇分）とすることで、利用

者が増えたという事例が多々ある。 

 

【新運行計画案に対するコメント】 

仁田マーガレット保育園と伊豆仁田駅の間を岐れ道経由で大

きく迂回しているため、柏谷地区から伊豆仁田駅を目指すと

き（この利用が多そう）にイライラしそう。仁田地区住民の

ご意見ありがとうございます。現在のダイ

ヤ編成については、「伊豆仁田駅」を交通結節

点として活用することも目的としており、伊

豆仁田駅での乗り換え時間を 10分以内に設

定し編成しています。 

利用者アンケート等の実施を検討していま

すので、ダイヤ編成において重視することに

ついては検討課題と考えております。 

ルートにつきましては、伊豆仁田駅方面か

ら「函南町役場」に用事のある方がバスをご

利用いただく場合、現在 17分要していますが

新ルートで「岐れ道」を経由することで、伊

豆仁田駅から役場付近に 10分程度で到着可

能となりました。 

ルート沿線地区につきましては、説明会を

開催していますので、地域のご意見も取り入

れながら計画の検討をしていきたいと考えて

おります。 
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要望を知らないので軽々には言えないが、以下のように提案

したい。 

現行の仁田揚水機場から大土肥まで北上、熱函商店街を通り、

新町交差点で左折、マックスバリュ函南間宮店の手前で左折

し、杉田整形外科の前を通り、JA仁田支店角の交差点で右折

して、現行経路で右折して、現行経路で道の駅伊豆ゲートウ

ェイ函南に至る。「田方農業高校」は廃止し、「クリエイト前」

と「伊豆仁田駅」は適宜移動。 

このようにすれば、伊豆仁田駅に急ぐ人は「クリエイト前」

で降車し、そうでない人は JA仁田支店横の「伊豆仁田駅」ま

で利用できる。 

岐れ道周辺の住民は、町役場が利用可能なので、岐れ道経由

の必要性はなさそう。 

仁田の仮停留所近辺の人はどう思うのか、町で検討してほし

い。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

33 料金につ

いて 

先日は城山公民館までありがとうございました。町も頑張っ

てくれているんだと思いました。 

しかし、２００円は大変です。往復４００円です。沼津、三

島と１００円バスはあっても２００円バスはありません。利

益が必要なのですか？これからの函南町は過疎の町となって

しまいます。それを阻止する為にも考えてほしいです。その

為の税金は使っても良いのではありませんか！弱者にやさし

い町を望んでいます。私もバスに乗ります。 

ご意見ありがとうございます。２００円の

運賃につきましては、既存のバス事業者の初

乗り運賃よりも安くならないように設定をし

ております。 

また、近隣市町におきましても同額で運用

をしている事例がございます。既存路線バス

との重複区間が生ずるルート案となりますの

で、運賃については事業者への配慮も必要と

なりますので、既存路線バスと異なり、一律

運賃での運用の継続を考えておりますのでご

理解をお願いいたします。 

 

 

 

 

34 ルート及

び停留所

数又は位

置につい

て 

函南町文化センターか函南町立図書館へ停留するルートが欲

しい。 

理由として、付近に医療機関が集中していること、マックス

バリュ函南大土肥店が新設されているのが、やはり距離感が

遠いためです。 

また塚本停留所からファミリーマート函南塚本店停留所まで

停留所間の距離が離れている印象があるため、停留所を増や

して欲しい。 

理由としては、高齢者にとって多少の距離が離れていること

は厳しいためです。 

以上です。 

ご意見ありがとうございます。文化センタ

ー方面へのルート延伸については、経路や所

要時間を検証し、編入できるか検討していき

たいと考えております。 

 

運輸局、警察からの指導により、交差点の

５メートル以内は停留所の新設ができませ

ん。ご意見のありました塚本及び肥田地区は

交差点が多く、かつ路肩が狭いこともあり、

ルート沿線にて利用者が安全にバスを待てる

位置を優先し運用をしております。 

・文化センターの経路

編入の可能性検証 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

35 表示看板

の名称 

柏谷方面ではない方にバス停の向原を説明してもピンとこな

かった。 

「函南東中学校」を説明してわかりました。公共的な名称が

必要と思います。 

畑毛温泉への路線バスの表示も岐れ道は「役場前」とか切り

透しは「東小学校前」とか 

 

 

ご意見ありがとうございます。停留所の名

称については、付近のランドマーク、地名等

を採用したいと考えております。 

一部の停留所は、既存路線バスの停留所と

の共用も視野に入れています。共有する停留

所の名称は利用者に浸透している可能性が非

常に高いため、現状のままで考えております。 

・停留所名称の検討 

36 その他 交通弱者の解消、地域住民の生活維持のために町の広報、事

業者とも公共交通として路線バス、自主運営などを町民にも

広報して下さい。（伊豆の国市のくらしの公共交通マップ 10

月号広報みんなの交通など） 

 

 

ご意見ありがとうございます。新運行計画

（案）に対するご意見ではないため、今後の

事業における参考とさせていただきます。 

 

37 その他 函南町の産業、観光とも連携して全町的に公共福祉とともに

進めて下さい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。  

38 その他 今後の展開として近隣市町で進めているアプリ利用やデマン

ドバスの自主運行、タクシーなど有効に地域も拡大して下さ

い。 

 

ご意見ありがとうございます。利用促進策

は今後の検討事項とさせていただきたいと考

えております。 

 

・利用促進策の検討 

39 ルートに

ついて 

運行ルートの延伸で熱函商店街まで行けて生活の利便に寄与

できてよい。 

ご意見ありがとうございます。  
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

40 ダイヤに

ついて 

運行ダイヤについては、朝の 1，2便を利用していたので不便

になるので検討願いたい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。早朝便の採

用については、地域の意見を伺いながら再検

討していきたいと考えております。 

・ダイヤをずらし午前

中の便を増やすことが

可能か検討 

41 その他 地域への役場担当者からの説明会で地域公共交通を通して住

民のコミュニケーション図れていることは良い。 

 

 

ご意見ありがとうございます。  

42 その他 まずは運行地域の近隣の小学校、中学校、保育園、関係団体、

幼稚園など利用推進を。学校教育機関など積極協議を。 

 

 

ご意見ありがとうございます。利用促進策

は今後の検討事項とさせていただきたいと考

えております。 

・利用促進策の検討 

43 その他 町のカレンダーなどに町内の絶景とともに「バスのあるくら

し」など特集して認知を。 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。利用促進策

は今後の検討事項とさせていただきたいと考

えております。 

・利用促進策の検討 

44 その他 バスの中から、バスの走行を取り入れた写真展や学校教育の

絵画展などに湯～トピアや役場町民ホールを利用展示を。 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。利用促進策

は今後の検討事項とさせていただきたいと考

えております。 

・利用促進策の検討 

45 その他（鉄

道踏切） 

仁田駅前の伊豆箱根鉄道が従前のままで交差するのに危険を

感ずる。伊豆箱根鉄道に協力改善を要請してください。 

 

ご意見ありがとうございます。ご意見を伊

豆箱根鉄道に伝えたいと考えております。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

46 その他（待

合環境） 

利用者利便のためにまずは、役場ロビーに待合ベンチを。バ

スストップにもベンチがほしいです。 

 

 

ご意見ありがとうございます。今後検討し

ていきたいと考えております。 

・待合環境の改善検討 

47 ルート案

について 

起点を役場ではなく町文化センターにしてほしい。 

①上沢区は路線バスがあるということでルートからはずされ

ているが、このバスを利用したくても文化センターから役場

に行くバスがない。 

②文化センターは文化の拠点施設なので町民の利用がふえる

ものと思われる。 

③運行ダイヤ全便でなく往復 2便位だけでも実証実験をして

ほしい。 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の函南

町拠点循環バス運行計画については、起終点

を函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウェイ函

南と定め、地域公共交通会議において計画の

方向性について了承を得ながら進めておりま

す。 

文化センターへのルート延伸については、

経路及び所要時間の検証をしていきたいと考

えております。 

・文化センターの経路

編入の可能性検証 

48 ルート案

について 

私は南箱根ダイヤランドに住んでいます。 

駅から遠く、日々、交通不便を感じています。 

函南町拠点循環バスを利用したいのですが函南町役場近くに

行くバスが 1日に 3本しかありません。 

町民の足の確保を考えてもらえるならば、南箱根ダイヤラン

ド管理センター前バス停に函南町拠点循環バスが停車するこ

とを切望します。 

ご意見ありがとうございます。今回の函南

町拠点循環バス運行計画については、起終点

を函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウェイ函

南と定め、地域公共交通会議において計画の

方向性について了承を得ながら進めておりま

す。 

中山間地域における交通空白地域対策につ

いては、今回の循環バス運行計画とは別の方

法による検討をしていきたいと考えておりま

す。 
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件 
意見の 

対象部分 
意見内容 町の考え方 意見に対する措置 

49 ルート案

について 

函南駅まで通して欲しい。 

函南駅～平井 12：45から 16時台までバスがない。 

沼津、三島方面への用事ができない。 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の函南

町拠点循環バス運行計画については、起終点

を函南町役場及び道の駅伊豆ゲートウェイ函

南と定め、地域公共交通会議において計画の

方向性について了承を得ながら進めておりま

す。今後の事業における参考とさせていただ

きます。 

 

 

50 その他路

線につい

て 

湯～トピアを利用しているが、函南駅から平井方面のバスが

湯～トピアに止まらないので止まって欲しい。 

 

 

ご意見ありがとうございます。今回の運行

計画（案）に対するご意見ではございません

ので、今後の事業における参考とさせていた

だきます。 

 

51 その他（利

用促進） 

道の駅及び仁田駅の二拠点の現地における PRが不足してい

ます。両方とも乗り場がどこなのかわかりにくい。特に仁田

駅においては乗り場案内どころか、そもそもバスが運行して

いることじたいを示すものがラックに置かれた数枚のチラシ

しかありません。もっとホームや待合室などの駅構内に、バ

スが運行していることを示す大きなポスターと乗り場案内を

掲示させてもらうべきと考えます。潜在的需要として仁田駅

利用者は最も可能性が高いと思うのでもったいない。 

 

 

ご意見ありがとうございます。ご指摘の伊

豆仁田駅におけるバス運行の周知について

は、可能な限り早期に取り組んでいきたいと

考えております。 

・利用促進策の検討 

 


