
1 

 

会 議 結 果 

１ 会議等名 平成 26 年度第 3 回伊豆の国市地域公共交通会議 

２ 開催日時 平成 26 年 2 月 17 日（月）14 時 00 分～16 時 05 分 

３ 開催場所 伊豆の国市役所長岡庁舎 3 階 第 1・2 会議室 

４ 出席者 

出席委員 16 名 

欠席委員 1 名（鈴木委員） 

代理出席 2 名 

 伊豆箱根バス㈱ 田中氏（鬼頭委員代理） 

 県交通政策課  小林氏（宮﨑委員代理） 

随行者 

 伊豆箱根バス㈱ 岩﨑氏 

学識者  

日本大学理工学部交通システム工学科教授 藤井敬宏氏 

同席者 

 昭和株式会社都市調査室 小林氏、塚原氏 

   〃   静岡営業所 田元氏 

事務局 

 政策企画課 植松係長、小嶋 

５ 議事 

協議事項 

議題１ 伊豆の国市地域公共交通会議設置要綱の一部改正に

ついて 

＊資料 1－1 は当日差替える。市公共交通会議を「地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律」に基づく『法定協議会』と

して位置づけ、市の公共交通のあり方や制度拡充、交通施策の

見直しなどを積極的に実施していくため、伊豆の国市地域公共

交通会議設置要綱の一部改正を提案することについて、資料 1

－1、1－2により説明。 

【質疑】 

委員： 

＊ただいま事務局から説明があったとおり、地域公共交通会議

は道路運送法に基づくバスやタクシー、いわゆる旅客運送事業

に関して協議するための会議である。 

今回の話というのは 2 ページ目に図が示されており対象モー

ド書かれているが、この法定協議会ではバス、タクシー以外の

公共交通、言い換えれば道路以外の公共交通についても一体的

に考えることになる。 

この地域では鉄道でいうと伊豆箱根鉄道がそれにあたる。そう

いった点が今回の改正における大きな特徴である。 

＊また、資料 1－2の 2ページ、第 5条第 2 項「交通会議を代
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表し」とあるが、これは「公共交通会議を代表し」になると思

うので修正すること。 

【協議結果】 

 挙手による採決の結果、出席委員全員の挙手があったため、

議題 1 伊豆の国市地域公共交通会議設置要綱の一部改正につ

いては承認されたものとする。 

 

議題２ 自主運行バス（修善寺駅前・亀石峠線）に関する要望

について 

＊学校からの要請に基づき運行時間を変更することについて

資料 2－1、2－2により説明する。 

【質疑】 

委員： 

＊今回の運行時間の変更によって、1便だけでなく後ろの 2便

にも影響してくるが、運転手の連続運転に関する法令上の制限

に引っかかってこないか、バス事業者に確認したほうがよい。 

事務局： 

＊今回の運行時間の変更については、学校からの要請があった

後にバス事業者に依頼して新しい時刻表を提出してもらって

いる。 

委員： 

＊今回変更が承認された場合、変更のお知らせは児童や生徒を

通して行うのか？それとも区が回覧するのか。 

事務局： 

＊再度、本件の経緯を補足説明させていただく。例年各小学校、

中学校の教育課程の編成が 2月頃行われるとのこと。昨年度は

依頼がなかったが、本年度は要望があったため協議させていた

だくことになった。 

この路線について、主な利用者は子どもの登下校であるが、日

常生活上の通院や買い物などで利用する一般の方もいるので、

沿線上の各地区に回覧等でお知らせをしていただきたい旨を

各区長さんにお願いしていく。 

 また、利用者である児童や生徒を通じて、各家庭へお知らせ

する。 

会長（市長）： 

＊本件について、教育総務課で何か意見はあるか？ 

委員： 

＊昨年末に大仁小学校校長から、新年度の教育課程改編に伴い

バス運行時刻の変更ができないかという要望があった。しかし

バスの運行に関しては政策企画課が窓口で、地域公共交通会議
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で協議しなければいけないということであった。今回は新東海

バスの協力もいただき運行時刻変更の協議をいただけること

となった。要望の通り話を進めていただければと考えているの

でよろしくお願いしたい。 

【協議結果】 

 挙手による採決の結果、出席委員全員の挙手があったため、

議題２自主運行バス（修善寺駅前・亀石峠線）に関する要望に

ついては承認されたものとする。 

 

議題３ 伊豆の国市地域公共交通基本計画について 

＊今年度第 1 回会議から協議している地域公共交通基本計画

案について説明。（前回からの主な変更点は、「序章 計画の概

要」及び「第 4章 今後の方向性・施策の展開」の追加である） 

＊昭和株式会社より資料 3について説明。 

【事務局説明への質疑】 

事務局： 

この時点で、何か不明な点や質問はあるか？ 

委員： 

＊どの項目に入れればいいかわからないが、運転手の接遇やわ

かりやすいバス停の設置など、乗る人の目線でバス交通の間口

を広げるような施策を入れていただきたい。 

＊バス停の中には時刻だけでなく、運賃も記載されているもの

もある。例えば本日も伊豆長岡駅からバスで来たのだが、どの

ようなルートや運賃だったかすぐにわからずバス停で一から

勉強しなおさなければならいので、実は結構大変である。利用

促進策について、よく「今ある情報をそのまま周知する」とい

う方法を取ることが多いが、今ないもの（新しいもの）を作っ

てそれを周知していくという考え方をしていくと良いと考え

る。 

＊また、運転手の接遇についてであるが、本日も少しいやな思

いをした。地元の方が乗る分にはちょっとしたトラブルでも大

きな問題にならないが、知らない方がそういった状況になると

バスに乗らなくなってしまう。バスに乗っていただきたいので

あれば、そのような接遇をすすめ、乗客にとっても運転手にと

っても気持ちよく乗車できるような仕組みがあると良い。その

ための方向付けを計画の中でするとよいと考える。 

委員： 

＊本日基本計画案をお示しいただいた。今後個別の施策を検討

することになると思うがそのスケジュールを聞きたい。また、

P32第 2章の真ん中あたりに「自主運行バスや生活支援バス」
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という記載があり、P15についても「生活支援バス」の路線が

記載されているが、「生活支援バス」についての記載はこれだ

けである。「生活支援バス」について市としての考えはあるか？ 

事務局： 

＊「生活支援バス」については、再度、内部的な整合を取る。 

＊基本計画策定のスケジュールについては、前回の会議でアク

ションプランまで含めて６月ぐらいまでということをお伝え

させていただいたが、行政の施策変更や総合連携計画の話があ

り、完成したものをご承認いただくには 8月ぐらいまでかとい

うことを考えている。また、地域で動かしている細かい活動、

例えば立花台区及び星和区については今月の 12 日に行ってき

たのだが、そこで話の方向性が落ちたことから運行まであと半

年ぐらいはかかると考えている。今回の計画ではそれらもアク

ションプランと平行して記載していきたい。 

委員： 

＊国でも昨年「交通政策基本法」ができたことにより、「地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法

律」が閣議決定されている。これに伴い、伊豆の国市で今後策

定を目指していくことになる「地域公共交通総合連携計画」が

「地域公共交通網形成計画」と変更されていく予定である。 

＊静岡県で見直しを行っている「ふじのくに総合交通計画」も

そのうち発表されると思うがそういった点も加味していただ

ければと思う。 

【藤井教授からの意見】 

藤井教授： 

＊先の協議事項の中で、法定協議会に移行するということで、

その後策定を目指していく総合連携計画についてであるが「伊

豆の国市としてどういう公共交通にしていくのか」という方向

性を打ち出していくことが重要になってくる。 

さらに法定協議会になると、具体的な責任というものが発生し

てくるので、将来の交通、もちろん鉄道事業者とかいろいろな

方が入って再構成されると思うが、そういう考え方で市の方向

性が議論される。 

そういう時に地域のいろいろな差というもの、特に伊豆の国市

は 3町が合併した経緯がある。本来一つの中心核を持っている

自治体では公共交通はある意味やりやすい部分があるが、旧 3

町では別々の核を持っていたと考えられるので、そこを公共交

通でどうするのかということが問題となっていく。 

そういう意味で、今回の計画の中でそこをどう位置づけしてい

くかということが大事になってくると理解している。今までの
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会議の中ではバスやタクシーなど道路運送法がらみのものだ

けであったが、今後は交通軸というものを考えたときに市の動

線をどう維持していくのか、ということを議論していかなけれ

ばならない。また、そういった場合今度はどこまでの財政規模

でやっていくのかということも考えていかなければならない。

すべての移動支援ができればよいのだが、すべてはできないの

が現実であろう。 

＊この計画は平成 26年から 10年という計画期間だが、先ほど

まで申しあげてきたことの意識付けがまだ十分なされていな

い。 

例えばアクションプランで検討されるという立花台区・星和区

の事例については、10 年後の施策として単独で述べられるべ

きものではない。それよりも、公共交通の基幹となる鉄道及び

鉄道駅周辺と人口集中地区や人口の低密度な交通空白地区を

結ぶにあたり、いわゆる「新公共交通網」をどうやって組み込

むのかという考え方を、基本法方針の中で示さなければならな

い。 

また、地域が行う自主運行として立花台区・星和区の取り組み

は先行的だが、今後、市としてこういった住民主体型の支援プ

ログラムをやっていくのかどうか、こういった姿勢も本来は基

本計画の考え方に入っていなければならない。 

そういった中で、今、事務局で調べた結果、住民の中での話が

まとまりそうなのがここしかない、そういった時に新公共交通

といったところで市としての支援をするとなると、行政サービ

スをどう維持していくのかということがある。 

＊伊豆の国市での福祉タクシー券の交付状況等を見ると、駅か

ら遠いにも関わらずそれが利用されていない。そういう意味で

いうと、そのコミュニティはしっかりしていて、例えば自分の

子どもや近所の人についでに乗せていってもらう、という交通

が成り立っているのでタクシーを利用しなくても済むといっ

たコミュニティであると思う。 

公共交通としてどの地域にどこまで維持すべきなのか、10 年

の計画で考えるべきものとして子供たちの移動支援や高齢者

等へ移動支援を柱として考えることはよいことだと思う。10

年単位で見ていくと、地区別においてはどのような人口分布で

展開していくか、例えば今現在大仁の中山間地区ではこれだけ

支援をしているが、その後の 10 年はというとまた変わってく

る。今までの支援が必要な状況について、地域ごとのデータが

あると思うので、そういったバックデータを今後も行政が掘り

起こして住民の大きなニーズをとらえていかなければならな
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い。 

＊公共交通の厄介なところは、公共交通いらないという人はい

ない、あるいはきわめて少ない。しかし実際には利用しない人

の割合が特に高い。それは移動に今現在困っていない、つまり

自分で運転できるあるいは地域で支えるなどされているから

である。 

ここで、将来困るからということで公共交通が必要という人の

意見をもとに新たな路線を敷いてしまうと、市の財源の中では

たして維持できるのかということがある。 

＊基本計画の枠組みの中では全体の大きな枠組みをとらえ、そ

してアクションプランあるいは総合連携計画の中で個別の地

域をどうサポートするか、といった具体的な作業イメージ持っ

ていた方がよいという認識である。 

現在は法定協議会に移行させることが明示できていないので、

地域単独で動いていたアクションプランもこの地域公共交通

基本計画に合わせて載せているが、今度は総合連携計画を法定

協議会の中で作りこんでいくことになるので、どの地区にどん

なサービスが必要なのかといった具体化が必要になる。 

＊また、この中に PDCA という言葉が出てきたが、これは立花

台区での取り組みだけにあてはまるものではない。公共交通全

体の支援策について PDCA を回していくかということになる

が、それはどのようにやっていくのか。法定協議会あるいは別

の団体、また市民がそれにどうかかわっていくのか。厳しい自

治体では白書のようなものを交通事業者が作ってその進捗状

況を管理している場合もある。あるいは市民に参画してもらっ

て意見交換会として実施している場合もある。あるいは 2年に

1 回公共交通以外の施策を含めたアンケートをとって各地域

の満足度をチェックしている所もある。 

＊これは各市において置かれている財政状況や地域のコミュ

ニティの形成状況によってアプローチの仕方が違うが、これは

次の総合連携計画になると必要になるので是非検討願う。 

＊前回の会議において、市都市計画マスタープランの中に、「だ

れもが安全で安心な」という、市民全員の移動支援を図るとい

うようなことが大きく出ていた。これは市がコンパクトな街づ

くりを考えているようであれば、それともそぐわないとも言っ

た。今回、子どもや高齢者等という風に具体的な絞り込みをし

たことについては評価できるのだが、ここからさらに個別の施

策として、どう持っていけるかによる。事務局から半年ぐらい

の期間延長という話があったので、大きな枠組みで決めること

と、小さな町丁目単位など地域でやることを明確に分けて提示
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すると良い。 

＊公共交通を維持するためには、事業を始める前にそれをやめ

る算段を是非考えておいてほしい。公共交通はいらないという

人は少ないが、実際にはほとんど利用されない。じゃあ一人で

もいれば続けるのかというとこれはなかなか厳しい。ただ一人

でもいればやめられないということがある。県の補助などでも

下限設定のため乗合率が出ていることがあるが、どこまで継続

するのか、あるいはやめるべきなのかを市民に開示する場合も

ある。 

今回の立花地区のような自主的な運行についても、半額は行政

が見るあるいは三分の一までであとは利用者負担や地区負担

などで対応してほしい、ということをあらかじめ提示してやっ

ている自治体もある。 

あるいは都市計画的なアプローチということで、鉄道駅の利用

が少ない地区について駅周辺の土地利用の緩和を図って住み

やすくして、地域の広がりを駅中心にしている自治体もある。 

＊今は政策企画という部門が担当しているが、事務局がどこに

移るかということがある。 

都市計画課が公共交通をやる場合もあるし、市民生活課でやる

場合もある。市がどのようなスタンスで公共交通を考えるかに

よる。市民生活の考え方だと一人でも利用者がいればそれを救

うという観点からだろうし、都市計画部門でいうと道路や公共

交通の動線を明確に打ち出して、人をそこに集めていくという

観点になる。 

伊豆の国市としてどう考えるのかを内部調整し、次回法定協議

会においてぜひ明確化していっていただきたい。 

＊本計画案の全体的な書き込みとしては現状の問題点を理解

したうえで課題点も整理しているので、次の総合連携計画への

移行という観点からの題材は網羅されていると思う。今後は法

定協議会に移行するに当たり長期のプランと具体的なプラン

の差別化をしていっていただきたい。 

 

【質疑】 

会長（市長）： 

＊藤井先生からの話であるが、これからの策定について、その

方法、やり方など大変面白いものであった。委員の皆さんの意

見の中にいろいろなヒントがあると思うので、もう少しいろい

ろなご意見をいただきたい。 

＊当市の難しいところは、中心市街地がいくつかに分かれてい

る、というよりもそもそもそういったものがないのではないか
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ということ。中心市街地型の公共交通というよりは、衛星都市

型の公共交通になるか。しかし観光地ということも考えなけれ

ばならない。 

同時に医療機関もあるということ。こういった要素を取り入れ

たコンパクトシティを目指すのも面白いと思う。しかし、鉄道

を含めた都市計画という大きな話になると、そもそも人口が少

な過ぎて採算が伴わないということが一番痛いところになる。 

委員： 

＊市長がおっしゃるように伊豆の国市は市民に対する生活の

ための移動手段と外部対する観光のための移動手段を考えな

ければいけないと思う。これは現状の観光地、温泉だけではな

く今後は反射炉や色々な施設に対してということである。 

＊少子高齢化ということを考えると、特に過疎地であるが 10

年後に小中学生がいるような状態になるのかどうか、全体の人

口動態というよりは、各地域の動態がどうなるのでそこへの交

通網がどうなのかという問題。立花台区あるいはその他の過疎

地域などは高齢化が進んでおり、以前は自分で車を運転してい

た人が運転できなくなり、公共交通に頼るようになる。そうい

うことも考えないと長期的なネットワークは組めないと思う。

その点でいうと市の人口動態を綿密に考えていかなければな

らない。 

＊少子化ということに危機感を持っている。他の施策では少子

化が前提でやられているものもあるが、そもそも子どもを少な

くしてはいけない。子どもがいなければその地域は滅びるしか

ない。1人でも子どもを増やしていくような施策でなければい

けない。藤井先生がおっしゃったように、伊豆の国市は伊豆箱

根鉄道が大動脈になると思うし、国道 136 号や伊豆中央道な

ど、そういったところの絡みをどういう風に組んでいくか考え

ていかなければいけない。 

委員： 

＊立花台区及び星和区での取り組みについて、タクシー事業者

として住民に提案させていただいたタクシーを使った乗合に

ついて、計画案に掲載されており少し驚いた。 

＊以前本件についての相談があった際、区の方々の熱意に触

れ、タクシー事業者としてもなんとか良い方法はないかと考え

たものである。 

＊低コストで皆さんの利便が高く、さらに無駄がないとなると

どこかに負担が出てしまう。現状ではいくつか問題があってま

だ運行には至らないが、タクシー事業者としてもできる限りそ

の問題をクリアーできるように支援していきたいと考えてい
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る。 

委員： 

＊高齢者の福祉タクシー券についてであるが、外出の支援とい

う部分で本来の目的と合致しているのか？買い物や通院など

は自分、あるいは家族の支援で行い、それ以外の趣味などで遠

方へ外出するときに使用するというような人もいるようだが。 

委員： 

＊もともと高齢者のタクシー券については高齢者の外出支援

が目的なので、その目的を問うものではない。通院の際に限定

して補助している自治体もあるが、例えば病院へ行く場合など

は補助があろうがなかろうがその人は病院へ行くと考える。一

般的には高齢になるにつれ外出の機会が減少すると考えられ

るので、まだ自分で出られる人がより積極的に外へ出られるよ

うに、例えばその目的が趣味であっても支援するということで

ある。 

＊しかし、指摘の通り高齢者のタクシー券の交付対象者は年々

増加しており、財政的な面からはこの制度の限界を感じてい

る。 

＊まったく別の話になるが、この会議では地域の公共交通とし

てバスやタクシーについて限定されて協議されているが、その

利用が少ないということの原因は他の移動手段、これは実際の

ところ自動車であると思うが、そうするとどれだけの人が本当

に困っているのかということが見えてきていない気がする。 

委員： 

＊P36の概念図についてであるが、鉄道の駅を基点として人口

集積地区をオレンジ色の新公共交通網で、山間部の住宅地団地

や集落を緑色の新公共交通網でネットワークを構築していく

ということで理解できるので、あとはこれに具体的な地域の名

前が入ってくればそのことに関する討論ができると思う。あと

は市の財政的な部分や都市計画的な観点から、例えばコンパク

トシィティーを目指すようであれば、新公共交通網をあまり広

範囲にすべきでないというような討論になってくると思う。 

＊タクシー券の補助について、それを市町がやってくれること

によって健康増進がはかられ、医療費が少なくなるというよう

な効果が比較できれば、事業の継続もよいのではと考える。 

【協議結果】 

今回は協議ではあるものの意見徴収するのが目的であったた

め、挙手による承認は行わない。 

会長（市長）： 

 引き続き本計画の策定について、積極的なご協力を願う。 
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４ 報告事項：(1)及び(2)を続けて報告 

（１） 消費税率引き上げに伴う市自主運行バスの運賃改定に

ついて 

＊平成 26年 4月 1日からの消費増税にともない、10円単位で

の値上げを実施することについて資料 No.4により説明 

（２） 「伊東地区～順天堂病院線」の市内停留所の設置につ

いて 

＊これまで市内中山間地を通過するだけであった表題の路線

について、市内停留所の設置に関する進捗状況を資料 No.5 に

より説明。 

【質疑】 

委員： 

＊（２）について、12 月に区へ話があったが結果的に浮橋地

区へは回らないということであったので残念である。本日、東

海バスからの委員が欠席ということであるが、可能であれば浮

橋も回ってもらえるとありがたい。 

事務局： 

＊自主運行バスが浮橋を回っているためそのような話が出る

と思っていた。この件については長い経緯を経てようやくこの

結論に達したため、まずは一度このやり方でやりたいというも

のである。 

会長（市長）： 

＊路線の中でバス停の数の制限、あるいはバス停の距離的な制

限はあるのか？ 

事務局： 

＊距離的な制限はあるが、数がということではない。ただし、

今回この路線の目的が伊東地区の方々が順天堂に通院するた

めに使用しているものということだったため、路線の経路を変

えない方法で話をすすめてきた。要望があるようであればまた

相談していく。 

委員： 

＊そもそもなぜこのようなバスが走っているのか？というこ

とについて何か理由があるのではないかと考える。普通であれ

ば新東海バスと伊豆東海バスは同系列なので、時間のロスもな

いようであれば住民の利便性も高まるし、同一の経路について

はバス停を設置する方が自然な気がする。ただしだれも乗らな

いようであれば問題なので、そこは町内の方々に手当してもら

う必要がある。 

委員： 

＊先ほど委員からお話に出たが、利用者がどれぐらいいるのか
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というのが一番大事。そこを事業者は判断する。 

＊4月 1日から運行予定ということであるが、自主運行で運行

している新東海バスの路線とこの伊豆東海バスが運賃に関し

て競合する部分があって、運賃が違ってしまうことがあれば問

題なので、そこの確認を事務局にお願いしたい。 

委員： 

＊この路線については伊東市が自主運行バスとして伊東地区

から順天堂へ直行する便を始めたものなので、その間（伊豆の

国市）では止まらないと認識している。 

会長（市長）： 

＊4月 1日から停留所設置なので、多くの方に乗っていただき

たいのがお知らせ等はどうなるか？ 

委員： 

＊運賃のことも含めて事務局から東海自動車に確認してもら

うと良いのではないか。 

【報告事項のため質疑までで終了】 

 

６ 懸案事項 

●市地域公共交通会議設置要綱の一部改正が承認されたため、

法規担当部署と調整し最終案を作成し、再度書面協議を実施し

していく。 

●地域公共交通基本計画策定については、年度当初は実施計画

（アクションプラン）までを年度内に策定する予定であった

が、行政の施策変更や総合連携計画の話が出てきたため、平成

26 年 8 月ぐらいまで基本計画の策定期間を延長することとな

った。 

 これを受け、契約担当部署と調整し変更契約を実施する。 

また、委託事業者と本日指摘された事項を中心に再検討する 

とともに、基本方針に基づくアクションプランを作成し、本会

議に諮っていく。 

 

 


