
案件名 伊豆の国市地域公共交通基本計画（案）

公表日 平成26年6月9日（月）

意見募集期間 平成26年6月9日（月）から平成26年6月23日（月）まで

平成26年7月14日（月）から平成26年7月25日（金）まで

意見提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参

16人から38件 市民：9人から22件、議会：7人から16件

「意見の要旨」については、原文を要約及び分割して載せております。
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意見の要旨 伊豆の国市の考え方 基本計画(案)の修正又は対応

1 序章 2

基本計画は、時代に合った計画を提案してくれるものだろうか。時代の変化
は早くて、更なる先を見通すことは難しい。予測しながら、今最高のものを
視野に入れていくべきではないか。

ご意見のとおり、今後は、基本計画に則し、市の現状に合った取組みを実
行しなくてはなりません。
現在想定していない事態や課題等が発生した場合も含め、本計画に基づ
き個別の施策を展開する過程で、地域公共交通会議等において実状に応
じた検討を行い、市民や事業者との連携・調整を図りながら、最適な形で公
共交通施策を実施してまいりたいと考えております。

計画の修正なし

2 32

バス会社は、継続を望んでいるのか。市が継続を求めているのか。通学通勤
の手段としてバスの確保が、どこの地域でも望まれているのか。

ご意見は、自主運行バスに対するものと思われます。
自主運行バスは、かつて民間事業者が運行していたものの、採算が合わ
なくなり路線の縮小・廃止を余儀なくされたバス路線のうち、通学への影響
が大きい路線等について、やむを得ず市が赤字分を補填して運行を継続し
ているものです。
自主運行バスについては、利用者の乗降調査を毎年行っており、利用状況
に応じて運行時刻や便数を変更するなど、ニーズに即した運行を行うのは
もちろんのこと、著しく利用の少ない路線については廃止や他の交通手段
への代替を検討してまいります。

計画の修正なし

3 32

市民の動向調査について、大勢が同時に利用する(通勤通学等)時刻と人数の
動向はどうなっているのか。通勤通学利用人数は、経年変化での増減を捉え
ているのか。
利用者の減少が見えるならば、バスの運行は中止することも視野に入れたい
し、補助金を別途使用すべきではない。
また、市民は、どの時間に何処へ移動するための交通手段を求めているの
か。利用頻度でコースや運行量などを決定してもらいたい。

自主運行バスについては、毎年乗降調査を実施して、時間によって利用す
る人数や年代等を把握しています。バスの乗車率によって、時刻や本数を
協議して変更してしていくことを実施しています。ご意見のとおり、利用する
方のニーズを捉えて運行を計画し、利用してもらえる公共交通へとしていき
たいと考えます。

計画の修正なし

4
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38・49

基本方針の「日常生活の移動を確保する公共交通」の考え方の中に、パーク
＆ライド、サイクル＆ライドの促進を入れる。（結束点の快適性、利便性の
向上は具体的でない。）

ご意見をいただきましたパーク＆ライド、サイクル＆ライドの促進施策は、
本計画の上位計画である「都市計画マスタープラン」に示されており、今後
も地域の特性を踏まえて検討したいと考えます。
伊豆箱根鉄道駿豆線は、交通軸・地域生活軸として、本市の産業を支える
公共交通であるため、「基幹公共交通軸」として位置付けしています。市内
における5つの鉄道駅は、「基幹公共交通軸」である伊豆箱根鉄道駿豆線と
他の公共交通が接続することから、公共交通機関の相互の接続や利用者
の利便性を考慮した計画として考えていきます。

計画の修正なし

5 38

基本理念について、「子どもや高齢者」の言葉を限定せずに「交通弱者」に
したほうが、広い視野で考えられるのではないか。
交通弱者にも２種類がありますが、私は障がい者・高齢者・運転免許持たな
い・自家用車を持たないこのような範囲を考えます。若い母親でも免許ない
人もいます。

計画の修正なし

6 38

基本方針の目標を具体化して、明確な対象に対しての具体的方向性を示すべ
きである。
例えば、一口に高齢者・来訪者と言ってもその内容に幅がある。また、障が
い者に対する方針が示されていない。

計画の修正なし

伊豆の国市地域公共交通基本計画（案）に係るパブリックコメント（意見公募）の結果
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本計画は、すべての市民が利用する地域公共交通のあり方について基本
的な方針や施策を定めるものであり、公共交通の利用者を子どもや高齢者
に限定してはおりません。基本理念に、特に「子ども達や高齢者」を掲げて
いるのは、子どもや高齢者にとって利用しやすい公共交通は、他の多くの
市民にとっても利用しやすいとの考えによるものです。
計画では、障害のある方や子ども連れの保護者等を含む誰もが快適に利
用できる公共交通を実現するため、低床バスの導入などのバリアフリー化
を進めることとしております。
一方、重度の障害のある方については、介護タクシーなど個々の対応が必
要になる場合もあることから、公共交通としてどこまで対応すべきである
か、今後も検討していかなくてはならないと考えております。



7 46～54

3．来訪者への情報提供と利便性の高い公共交通と4．市民の日常生活の移動
を確保する公共交通の順序が逆ではないか。市民を優先すべきである。

計画の修正なし

8 46

来訪者について、観光施設へのアクセスなど、循環めぐりが必要ではない
か。観光バスや自家用車で来られない声がある。

計画の修正なし

9
47

②課題

反射炉への観光客の増加は、限定的であると考えられ、平成27年から1～2
年の短期・仮設的な交通計画で対応すべきである。

市では、世界文化遺産登録に伴い大幅な増加が予想される韮山反射炉へ
の来訪者を、江川邸や願成就院などの他の歴史資産や観光施設に誘導す
ることで、持続的な観光需要の喚起を図っていきたいと考えており、主要な
観光施設等を回遊する公共交通の確保は、そのための重要な手段である
と捉えております。
具体的な交通システムの検討に際しては、反射炉の世界遺産登録に伴う
一時的な増加も含めて、観光客等の需要を的確に見積り、それに応じて最
適な交通手段を設定してまいります。

計画の修正なし

10 48

過去の経緯や現状の把握をした上で、計画にのせるべきである。
民間事業者の撤退理由を踏まえているのか。
現状の観光客の動向と今後の観光計画との整合は、どのように考えているの
か。

民間事業者が反射炉路線を撤退した理由は、採算性が合わなくなったため
と考えます。撤退後から前提条件が世界遺産登録に向けた取り組みなどで
変化しています。
今後は、市が進める観光計画と地域公共交通を照らし合わせ、利便性が
高い公共交通に向けた施策展開を協議していかなければならないと考えま
す。

計画の修正なし

11
30・47・
48・54

バスの路線図、時刻表の情報をもっと知りやすくするべきだ。
交通事業者だけでなく、観光協会や市も手を組んでホームページでリンクを
貼るなどして積極的に公開すべきだ。
駅や旅館でもバス時刻表を積極的に配布すべきだ。

ご意見のとおり、バスの路線図・時刻表など、利用する方にとってまだまだ
改善する点や課題が多くあると認識しております。
市民の皆さんの公共交通に対する意識を醸成する働きかけと地域公共交
通機関の利用を促す働きかけを関係団体と積極的に図っていきたいと考え
ています。

計画の修正なし

12 39・41

子供の安心・安全の確保と子育てを支える公共交通について、行政の都合
で、統廃合を進めてきた以上、児童・生徒の安全・安心な交通手段を確保す
ることは行政の責任である。
そのための手立てについて、①路線バスの通学費補助（市が負担）、②市有
バスによる送迎、③市の負担による乗り合いタクシーによる送迎（岐阜県白
川村の例）、④保護者が送迎する場合のガソリン代補助　＊③④はバスが道
路状況から通行不能、もしくは家が点在している高原、田中山地区等に適用
を検討する。

学校が統廃合された地域では、通学距離が遠距離となった児童生徒の通
学手段の確保が課題となっています。
市は、児童生徒の安全と安心の確保や保護者の経済的な負担の軽減を図
ることで、安心して子育てできる環境づくりを推進していきます。
ご意見をいただきました①・②・④は、現在、教育部局において学校が統廃
合された地域への対応をしているところですが、ご意見の③を含め、今後も
更に実情に即した検討・協議を重ね、地域に合ったより良い制度にしていき
たいと考えます。

計画の修正なし

13 42・45

高齢者等の自由な移動を支える公共交通、高齢者等の社会参加の支援につい
て、共に公共交通の果たす役割が大であるが、路線バスへの赤字補填で維持
するには限界がある。市有バスによる温泉施設送迎に便乗できるようにした
らどうか。

計画の修正なし

14 42

高齢者が利用する無料の市有バスや温泉交流会館などを有料にし、実際の公
共交通のバスを使うときや民間旅館で温泉を入るときなどに割引補助しても
らえるシステムにすると、選択肢が広がると思う。

計画の修正なし
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本計画に掲げた基本方針は、当市が有する公共交通の課題を解消し持続
可能な交通システムを実現するための基本的な視点を提示したものであ
り、その記載の順序が優先順位を示すものではありません。
観光客等の来訪者が多いのは観光を主要な産業とする当市の特性であ
り、また、来訪者は、地域交通に関する情報を十分に有さないという点で配
慮を必要とすることから、基本方針の一つに掲げることとしました。

市では現在、高齢者温泉施設への送迎バスを含め８台のバスを保有して
おります。市有バスの有料化には、道路運送法の制約などの課題がありま
すが、今後、高齢者等の移動手段として市有バスをこれまで以上に有効に
活用する方策について検討してまいります。
なお、高齢者温泉施設の有料化につきましては、市が設置した「高齢者施
策のあり方検討委員会」において検討を進めることとしております。



15 49

具体的な計画をするのにどこの地域にもこれから求められることなので、平
等公平でなければならず、市民の需要を促え、注文を応じるしくみで、長い
将来に継続できるものでありたい。
① 交通弱者は、中山間地だけでない。市内各所に要望はある。交通弱者とさ
れる人達が高齢者・幼児をもつ保護者・妊産婦・病人など。そこで、デマン
ド交通またはオンデマンド交通の仕組みを定めたい。
② 市内公共交通は、市内移動に限定し、市外へはバスや伊豆箱根鉄道を利用
する。
③ 利用料金は３００円／１回を標準として距離に関係なく保険の考え方で定
める。だだし、どうしても遠距離など理由あれば、５００円を限度とした
い。
④ サーバは千葉県柏市の東大大学院が開発したものが安価でよいと思う。
⑤ その運営管理は福祉協議会等に委託してもよいではないか。
⑥ 可能な限り、ドアツードア(自宅玄関から自宅玄関)でお願いしたい。

計画の修正なし

16 49

これからの時代を考えたときに、市民全体に平等になる事を考えることには
無理が生じると考える。
意見として、総合的に考えたときに伊豆の国市地域公共交通に合うメニュー
の１つとして、必要とする人達が必要なときに安心して安価に使える、デマ
ンド・オンデマンド交通をこの地域性に合わせた仕組みを検討されることが
良いのではないかと感じる。
常に交通空白地帯を走らせるバスも必要であることも理解は出来ますが、財
政面の措置を考えると長く継続可能であると考えられません。
このデマンド・オンデマンド交通は、交通弱者の利用促進にも繋がり不安も
解消されることになる。誰もが安心して住める仕組み作りを期待している。

計画の修正なし

17
19・44・
45

市からの「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」よりも地区へコミュニティバ
スを通していただける方が、有り難い。高齢者や障害者にとって、有り難い
ことは、その時の状況によって選択肢が沢山あることである。年間一万円の
利用券は、直ぐに無くなってしまうため、利用券が無くてもコミュニティバ
スがあれば少額で済むと考える。福祉タクシー・バス・鉄道利用券を全廃し
て、その予算を交通弱者の多い地域のバス運行に使用すれば良いと思う。

18 45

「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」の継続配布はもとより、通院、買い物
などの際には数人で乗り合わせるなどの活用を図るべきである。

19
19・44・
45

福祉タクシー券の配布は市内全域一律でなく、交通アクセスの悪い地域の住
民には手厚くするような工夫が必要。山間部はそもそも人口が少ないのだか
ら、財政的負担が極端に増加するとは思えない。

20 45

「4　高齢者等の社会参加の支援について」で、福祉タクシー・バス・鉄道
利用券の継続的配布とある。
これについては、昨年行った「事業評価委員会」において、「要改善」と
なったはずである。どういう検討を行って、結局配布をする経緯になったの
か。

21 45

具体的な方策の福祉タクシー・バス・鉄道利用券（条件付き）の条件が不明
である。方針を具体的に記す。現状のタクシー券の一律配布は無駄である。

＊計画Ｐ45、57(施策４：高齢者等の社会参加の支援)
(計画文)○高齢者等が社会との関わりを持てるよう、生活圏
の拡大及び社会参加を促進するため、引き続き、「福祉タク
シー・バス・鉄道利用券」の配布を継続し、高齢者等の自由
な移動を確保する。(75歳以上対象)
⇒(修正)●高齢者等が社会との関わりを持てるよう、生活圏
の拡大及び社会参加を促進するため、高齢者の外出を支援
する「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」の内容を見直し、効
果的な活用を図るとともに、将来的に持続可能な新たな交
通体系の導入を検討する。
　
＊計画Ｐ45、57、58(具体的な方策)
(計画文)○4-1：福祉タクシー・バス・鉄道利用券の継続的配
布
⇒(修正)●4-1：福祉タクシー・バス・鉄道利用券の効果的な
活用
⇒（追加）●4-2：高齢者デマンド交通等の導入

＊計画Ｐ45、57(施策５：運転免許証を返納した人への支援)
(計画文)○高齢などの理由により、運転免許証の有効期限
内に免許証を返納した人(75歳未満)に対し、「福祉タクシー・
バス・鉄道利用券」を配布し、自動車と同等の移動手段の支
援を進める。
⇒(修正)●≪削除≫　理由：「福祉タクシー・バス・鉄道利用
券」は、平成25年度事業評価委員会の「要改善」の判定結
果を受け、事業の見直しを図る中で配布の拡大または新規
の条件付きの導入は困難と判断し、施策より削除する。

＊計画Ｐ45、57、58(具体的な方策)
(計画文)○5-1：福祉タクシー・バス・鉄道利用券の配布の拡
大（条件付き）
⇒(修正)●≪削除≫
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市民の需要に即しつつ、過大な財政負担を生ずることなく将来にわたって
持続可能な地域公共交通を構築することが本計画の目的であり、オンデマ
ンド型の交通システムの導入は、そのための有望な手段の一つであると捉
えております。
これまで、市内では、立花台区及び星和区の住民の皆様により、オンデマ
ンド型のバス又はタクシーの運行に向けた検討が進められてきました。市
では、こうした取組を支援し、地域が主体となった公共交通システムを試行
してまいりたいと考えており、オンデマンド型交通の有用性を検証した上
で、さらに本格運行や他地域への展開について検討してまいります。

「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」は、高齢者等の社会参加支援策として、
外出機会の増加など一定の効果を上げておりますが、他方で、本来の支援
目的に合致しない形で使用されている事例が見受けられるなどの指摘もあ
り、平成25年度事業評価委員会においても「要改善」の評価を受けていると
ころであります。
こうしたことから、利用券の使用状況について改めて分析を行い、75歳以上
の高齢者への一律配付の妥当性等について検討した上で必要に応じて見
直しを行っていくとともに、中長期的には、代替となる公共交通システムの
整備を目指してまいります。



22 45

「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」の制度を事業評価とパブリックコメン
トのみの意見で施策から削除している。対象者に丁寧に協議調整したうえで
実施する。市の財政状況などの全体的なことから他の施策とのバランスなど
の理由を明確に説明するべきである。

パブリックコメントで削除した具体的な方策は、「福祉タクシー・バス・鉄道利
用券の配布の拡大」（条件付き）の記述箇所であります。
「福祉タクシー・バス・鉄道利用券」については、平成２５年度事業評価委員
会で要改善の評価結果を受けている事業であります。
市は、市内の公共交通網の充実と限られた財源を有効に活用できるように
取り組むことしている中で、事業評価委員会の評価結果に加えて、関係者
と十分な協議が無いまま、新規の条件付き導入は困難と判断しました。
現段階の計画案で記載するのではなく、今後の市の財政状況を踏まえ、関
係者と協議調整を行い、進めていくものとします。

＊計画Ｐ45、57、58(具体的な方策)
(計画文)○5-1：福祉タクシー・バス・鉄道利用券の配布の拡
大（条件付き）
⇒(修正)●≪削除≫

23 46～48

伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅から韮山反射炉への路線バスをラッピングと
ガイド付きとしたものに工夫を凝らし、立花台の浅間山より（反射炉の立地
環境や様子を見てガイドする。富士山や城山なども）ガイドすることで伊豆
の国市の素晴らしい景色を見せアピールできる。公共交通空白地域に上手く
観光ポイントを作って路線バスを通す。

伊豆の国市の素晴らしい景色と韮山反射炉の観光スポットを組み合わせて
走る路線バスは素晴らしいご意見であります。
地域公共交通は、地域の皆さんをはじめ、市を訪れた方に親しみがあり、
利用しやすい交通手段として運行していかなければならないと考えていま
す。
利用する皆さんのニーズと市内の観光特性と組み合わせ、ご意見を参考に
工夫を凝らした路線バスとして、多くの皆さんに利用してもらえる地域公共
交通になるように関係部局の折衝や働きかけを実施してまいります。

計画の修正なし

24 48

「公共交通で回遊できる仕組みを検討する」について、具体的ではない。回
遊できる公共交通対策に行政は主体的に関わるべきである。

本計画では、観光交流の拡大を図るため、伊豆箱根鉄道駿豆線（基幹公
共交通軸）を拠点に市内の主要な観光施設等を巡る公共交通の導入を定
めています。
それらを実現するには、様々な事業者が関わる問題があるため、地域公共
交通の中核を担う行政が中心となり、地域公共交通会議などの場を活用
し、事業の基本構想の段階から各事業者間での協議を図っていきます。
また、行政は、本計画の実現に向け、各事業者間で取り組む事業計画の
進捗や取り組み状況等の共有化を図るなどして連携を強化していきます。

計画の修正なし

25 49

「利用の高い場所へ移動がしやすい仕組み」は、具体的ではなく解かり難
い。

本計画の市民アンケート結果（市民ニーズ）からも、住んでいる地域から公
共交通で行けたら便利な場所は、「病院」が最も多く、次いで「市役所・支
所」、「商業施設」、「市内の駅」の順になっています。
ご意見をいただきましたP49は、解かり難いご指摘でありますので、市民の
利用が高い場所の内容を追加させていただきます。
仕組みつくりについては、今後の課題となり、検討していかなければなりま
せん。今後は、アンケート結果に表れなかった新たな市民ニーズの把握に
努める共に、地域特性に合った交通体系（仕組み）の確立が必要と考えま
す。

*計画P49、57
４．市民の日常生活の移動を確保する公共交通
（計画文）○利用の高い場所へ移動がしやすい仕組みを検
討する。
⇒【修正】●利用の高い場所へ移動がしやすい仕組みを検
討する。（利用の高い場所：病院、市役所・支所、商業施
設、市内の駅）

26 54

既存のバス路線でも昼間の時間帯などは全く乗客が乗っていないとか１人と
かの場合があるようだが、昼間の路線に対して補助する意味がないのではな
いか。通学時間帯のみの運行で十分ではないか。この補助金の財源を新たな
コミュニティバスなどの別の施策に利用すべきだ。

計画の修正なし

27 51

「バス路線の認知状況の地域格差」は問題である。一方、千代田線の様に、
乗降者平均1.8人の状況で1日9往復分の補助金を出していることは不公平で
ある。

計画の修正なし

28 55

地域住民が主体となった交通サービスは、立花台区住民の自助努力例こそ目
指すべき姿である。（「千葉ニュータウン」の「生活バスちばにう」も好
例）本市の場合、千代田団地・韮山駅前線でも実現可能である。現在、千代
田団地～韮山駅線の伊豆箱根バスが一日に往復９便運行しているが、1台平
均1.8人しか乗客がいない状況である。しかもバス会社に支払う補助金(赤字
補填)が、914.9万円(平成24年度）である。早急に日中のダイヤを見直し、
立花台方式を導入すべきである。

計画の修正なし

第4章
今後の方
向性・施策
展開

本市のバス利用者の実態調査は、地域によって利用状況が非常に少ない
便や時間帯があります。
ご意見をいただきました千代田団地線についても、路線バスの無駄を無く
し、利用者ニーズと採算性に合った地域公共交通にする必要があります。
地域や利用形態でバス利用者に対するニーズが違うことから、市民、行
政、交通事業者によるＰＤＣＡサイクルに基づく事業の評価・検証を継続的
に実施し、実態の変化に即した運行に取り組んでいきます。
営業努力は勿論のこと、併せて、現状分析の利用者ニーズと採算の合った
地域公共交通のあり方について、検討していきたいと考えます。



29 55

立花台区も他市町同様高齢化が進んでいる。5年先は、高齢者の無理な運転
や、買い物難民が多数いる居住区となることは避けられない。当区が生活に
不便な地域のため、区民が移転されることは絶対に避けなければならないと
の信念のもと、再度、区民の多数の参画をもってコミュニティバスを立ち上
げ、運行をさせたく願う所存である。よって、市としても出来る限りの支援
をお願いしたい。

ご意見のとおり、この先、ますます高齢化が進展すると予測される中、地域
における公共交通に対するニーズと果たす役割の重要性が高まっていま
す。
市としても地域に対して働きかけを行いますが、新しい交通体系を実現す
るには地域の主体性が大きく求められ、市民の利用が地域公共交通の継
続的な運営に繋がります。
市は、地域公共交通に対する意識の高い地域をモデル地域として、持続可
能な公共交通システムの構築に向けて取り組んでいきたいと考えていま
す。
また、モデル地域での取り組み状況を他地域に情報発信することにより、
他地域にも合う実現方法を検証する取り組みをします。

計画の修正なし

30 55

星和、立花台の取り組みは区単位だが、これをもっと細分化し、市民同士の
直接の繋がりを行政が支えてくれる仕組みは検討できないものだろうか。
ほとんどの自動車は一人しか乗っていない。自らの用事と近所の人の用事が
合致し、その情報が入れば、ついでに乗せて行く事はたまにある事だが、こ
れに市が補助することができれば、公共交通を支える仕組みとして画期的で
はないだろうか。

個人が補助金を貰って行う乗合行為、あるいは運転手が同じ方向へ向かう
人を集めて相乗りさせる営業は、道路運送法に抵触する違法行為となりま
す。道路運送法の特定旅客自動車運送事業に該当し、営業する場合は国
土交通省の許可が必要です。
また、個人が行った乗合行為が、想定のしない事故に遭遇するなど、双方
にとって大変な事態に陥る場合もあります。
ご意見をいただきました市民同士の直接の繋がり(コミュニティ)は、地域公
共交通を支える上で、最も重要な要素であります。
市としても、地域のコミュニティを支援し、これを活用した持続可能な地域公
共交通に取り組みます。

計画の修正なし

31 55

12-1立花台及び星和区の取り組みへの支援が望ましい方向と考えるのであ
れば、モデル地区として一刻も早く軌道に乗せるべきで、更なる詳細で、明
確なスケジュールを立てて、実現に向けて進むべきである。

立花台区及び星和区の取組みは、目標達成に向けて多様な考え方や利害
関係があり、地域住民のみで公共交通システムを作ることは困難であると
考えています。
市は、地域住民・行政・交通事業者の３者が協力して公共交通システムを
構築する考えですが、基本計画案で、更なる詳細や明確なスケジュールを
市の考えだけで明記することは困難であります。
市は、今後も地域の取組みや交通事業者へ直接出向き、必要な情報を提
供し、地域が主体となった公共交通システムを支援していきます。

計画の修正なし

32 56

地域が主体となった交通サービスについて
１　安易な理由で導入する傾向がある
２　路線、停留所を決めて運行開始することが多いため、運行地域、運行回
数、運行時間帯など、一般に需要量に比べて過剰サービスに陥りやすいの
で、サービスの妥当性の検証が必要である。
３　行政主導の場合、市内のみを通る路線を計画する傾向があり、隣接する
他市の商業地や鉄道駅などに乗り入れることで利便性が向上するのにそれが
実現できない問題がある。いわゆる通行区域の制約である。
４　弾力的な見直しが、一度始めると路線見直しや撤退が困難である。
５　既存路線バスとの営業面での差別化が生じる。

１・２について、地域公共交通は、安易な理由で導入することは、利用者の
促進に繋がらないため、避けなければならないことであります。また、過剰
なサービスは、運行経費増大の要因となるため、事前の調査や情報が必
要と認識しております。
３について、市内における５つの鉄道駅に他の公共交通を接続する交通結
節点とした利用者の利便性などを考慮した計画で位置付けます。
４・５について、路線バスの路線見直しや撤退は、運輸支局の免許並びに
許可が必要となり、容易には変えられない実状があります。しかしながら、
時刻や本数に関しては、利用者の実情に合わせて変更が容易であります。
また、ご意見のとおり、コミュニティバス導入は、既存路線バス事業者との
運行形態や料金設定を決めるにあたり、重要な擦り合わせと認識しており
ます。

計画の修正なし

33 58

時期について、短期・中期・長期というあいまいな時期ではなく、○○年度
前半のように、明確にすべきである。

計画の修正なし

34 58

審議期間についても、短期、中期、長期にわけていつまでに結論を出すか目
途を定めておきたいものです。

計画の修正なし

35 56

自治体としての地域公共交通に対する考え方を、地域に対して明確に示すこ
とが重要であるので、地域住民の現状を広く取り入れるべきであり、住民主
導型の協議の実現には、行政の援助、体制づくりが必要である。
市民、企業{商店街、スーパー、病院等の協賛店}、行政の協力体制の構築
が、持続可能の運行を支える。

ご意見のとおり、地域公共交通は、地域の方の現状や意見を広く取り入れ
なくてはいけません。市は、地域の方をはじめ、関係団体に対して、地域公
共交通の議論が活発になるように働きかけていきたいと考えます。このよう
な働きかけにより、市民に利用してもらえる持続可能な地域公共交通へ取
り組む計画としています。

計画の修正なし

第4章
今後の方
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基本計画であるため、大枠で留めています。本計画は、目標年次を10年後
として、短期・中期・長期に区分したものです。実施時期については、関係
機関等の調整及び協議、実証運行等を踏まえて順を追って進めます。



36 59

審議を担当するのは「地域公共交通会議」でしょうか。もしそうなら、広範
囲の重要課題を審議するのに適当とは思えません。どんな方々に審議しても
らうか人選に一考をお願いします。同会議とは別の会議体を設けるのがよい
と思います。重複する委員がいても構いません。

パブリックコメントの範囲外

37 61

伊豆の国市地域公共交通会議設の組織委員は、市民及び利用者の代表者が5
名だけしかおらず、運行や規制側の人数に圧倒される環境であると危惧す
る。
さらにその5名が高齢の男性に偏っており、子育て世代（通学でバス利用の
子ども）や女性の立場が考慮されない事が予想される。
現状の公共交通機関の利用率を反映した委員構成を求めたい。
具体的には事業者の組織団体や組合の代表までが委員である必要があるとは
思えないので、それらを削り、利用者の代表枠を増やすことを提案する。

パブリックコメントの範囲外

38 61
公共交通会議の委員が利害関係者と行政関係者であることは公平ではない。 パブリックコメントの範囲外

参考資料

「地域公共交通会議」の構成員は、道路運送法施行規則第9条の3第1項で
規定されているメンバー（市町村、都道府県、地域住民・利用者、交通事業
者、運転者が組織する団体、事業者団体、運輸局・運輸支局）を必ず委員
とする必要があります。
また、同法施行規則第9条の3第2項で規定されている、道路管理者、警
察、学識経験者等は、主宰する地方公共団体が必要と判断して構成員に
加えることが可能になっています。
構成員は、「地域の交通ネットワーク全体の維持・発展」を進めるために、
建設的な意見や提言が求められます。市は、その推進に対する参画と協働
を広く関係者に訴えかけ、地域公共交通会議の人材確保へ努めます。


