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資料：①次第、②席次表、③委員名簿、④資料１：次年度運行に係わる協議事項、⑤資料
１-１：戸田線の国庫補助適用の継続について、⑥資料１-２：天城峠線の国庫補助適用に
ついて、⑦補足資料１：地域間幹線系統に関する事業評価結果、⑧資料１-３：伊豆市自主
運行路線の現況について、⑨資料２：令和元年度伊豆市生活交通ネットワーク形成計画推
進状況について、⑩資料２－１：中伊豆地区における予約型乗合タクシー実証運行実施状
況報告、⑪資料２-２：順天堂乗合タクシーの利用実績と今後について、⑫資料３：次年度
に向けて（伊豆市生活交通ネットワーク形成計画の見直し）
、⑬補足資料２：伊豆半島観光
型 MaaS 実証実験及び自動運転の実証実験について、⑭参考：伊豆市生活交通ネットワーク
形成計画（概要版）
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１．開

会

２．会長挨拶（市長）
昨年の台風 19 号について、報道では狩野川の下流域の伊豆の国市、函南町で床上浸水の
報道がされていたが、終わってみれば伊豆市は土砂災害に脆弱であることが分かりました。
、
ようやく 12 月の査定が終わり、発注するところですが 100 箇所、約 16 億円、通常の伊豆
市公共土木の２年分の復旧事業を発注することとなります。やはり伊豆市は厳しい地形だ
と感じております。路線バスの経路を変更している箇所もあり、修善寺のゴルフ場では通
常の道路が使えず別経路でお客様をお迎えしている状況です。このような状況の中ではあ
りますが、暫定的に経路を変更してでも公共交通は維持していきたいです。
もう一つは、私が平成 20 年に市長に就任してから様々な経済指標を見る中で、経済は緩
やかに、ほぼ横ばいで伸びている。伊豆市の総生産は 1,000 億円、リーマンショックの翌
年である平成 24 年は 950 億円に少し下がるが、平成 28 年の 1,009 億円まで緩やかに伸び
ていくなかで、市民総所得は激減しているのです。つまり、伊豆市から三島市や沼津市に
通勤されているサラリーマン（生産年齢人口）の絶対数が激減をしているなかで、現在は
経済が維持されているということです。しかし、今後、人口減少が経済に悪影響を及ぼさ
ないかどうかを心配しています。例えば、バスの運転手は確保できるのか、観光バスのガ
イドさんを確保し、団体のお客様を受け入れることができるのか、受け入れる観光事業の
体制は整えられるのか、製造業に人をしっかりと配置することができるのかということを
気にかけています。生産年齢人口が減ることによって経済に悪影響を及ぼすのではないか、
行政サービスを維持できないほどに生産年齢人口が減ってしまうのではないかという問題
として顕在化しつつあります。
日本全体で昨年生まれた子供は 86 万人、伊豆市は今年、来年ともに 100 人を切る予想で
ある。今までは子どもが減ったなとか、お年寄りが増えたなという感覚でしかなかったも
のが、今は実態としてはっきりと分かる社会となっております。我々はこれらの状況を踏
まえ、５年後、10 年後の将来を視野に入れながら、来年度の公共交通をどのように維持し
ていくかという課題に取り組まなければならないと思います。そのような視点、現実も受
け入れながら、皆さんからご意見をいただきたいです。よろしくお願いいたします。
【伊豆市地域公共交通アドバイザー：岡村敏之先生】
公共交通は非常に重要と言いつつ、数字としては厳しい状況にあります。どちらかとい
うと悪い方向の話も多いところでございます。本日の資料の中には新しい取り組みの紹介
もありますので、そういうところもご認識いただければと思います。

＜会議の成立報告・議事録の公開＞
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４．議事
議事内容
（１） 次年度運行に係わる協議事項について【資料１・資料１-１～１-２・補足資料１】
① 次年度運行に係わる協議について（全体概要）
② 地域間幹線系統確保維持改善事業について
③ 伊豆市自主運行路線の運行について
事務局、交通事業者より、上記①～③について一括で説明（静岡県の補足説明含む）
。
【質疑応答】
委
員： 自主運行路線の中で、修善寺-伊東線の 12,887,127 円の赤字は、路線全体
でということか。
事 務 局：伊東市域と伊豆市域を分けて算出している。
委
員：市域を越えての運行ということで国庫補助（地域間幹線系統）での運行はで
きないのか。
委
員：確かに市町をまたぐ路線ではあるが、１日当りの輸送量が 15 人に満たない
ため、国庫補助の対象にならない。
委
員：伊東高校へ通う生徒の父兄から、このダイヤだと高校の通学では間に合わな
い、という意見を聞く。また、中伊豆温泉病院線の本数が１日８便あり、中
伊豆温泉病院の送迎もあるがここまで必要であるのか。
事 務 局：伊東線は乗降調査で学生が使っている状況から、間に合うという認識であっ
た。伊東線は東海岸へのバス路線であり、伊豆半島全体の周遊という点で今
後も伊東市と連携して検証をしながら維持をしていきたい。
中伊豆温泉病院線は、病院が移転する計画もあり、病院までの経路の沿線の
方の利用もあることから、この進捗を見て今後検討したい。
委
員：回答内容については理解するが、そうだとしたらなぜ昨年４月から中伊豆線
を減便したのか。
事 務 局：中伊豆線の見直しについては、昨年度の公共交通会議で何度か説明をさせて
いただいた。中伊豆線は事業者路線（国庫補助路線）であるため運行事業者
の伊豆箱根バスとしては自社路線として維持をしたいという考えがあり、そ
のためには乗車密度を確保しなければならないということだった。しかしな
がら、利用状況は低く、国庫補助路線としての維持のために減便を行ったと
いう経緯である。そのため、自主運行バスと同じ考え方をすることはできな
い。
委
員：八岳地区の方からも路線バスが少なくなって困る、何か良い方法はないかと
相談を受ける。審議が足りなかったのではないかと思う。議題と関係ないが、
国土交通省のホームページで地域公共交通会議について調べると、公共交通
会議の前に幹事会（地域検討会）の活用などというものが書かれているが、
こちらについてはどう考えるのか。
事 務 局：中伊豆線の減便については、地域に説明をせずに決定したということではな
い。３回ほど地域に説明に伺い、伊豆箱根バスから路線の現状の説明後、利
用されていない便の減便を提案したうえで地域と話し合いをして方向性を
決めているため、問題ないと認識している。
委
員：会議を開いたのは姫之湯、貴僧坊の地区ではなく、八岳集会場で開いたとい
うことではないのか。
事 務 局：八岳地区の各区長様を通じてお知らせさせていただき、会議の席上には姫之
湯の方にもご出席いただいている。また、教育委員会からもアンケートを取
らせていただいている。
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会

長：
「修善寺・伊東線」の利用数が少ないのではないかというご指摘もあったが、
伊豆市の道路網の中で、伊東方向、河津方向、土肥・松崎方向というのは他
の通過交通もあり、観光のお客さんもいる。しかし、中伊豆の八岳地区の筏
場・地蔵堂などというのは住民の方しかおらず、マーケットとしては住民の
方に使っていただかないと、大変厳しいところである。そこに伊豆箱根バス
が路線を作られたのは、昔、わさび作りに携われている方々が要望した結果
と聞いているが、やはり、私たち職員も含め住民が使わないと残せないとい
う厳しい状況を再認識した。
また、議員さんからもご意見をお聞きしている。
「おでかけ天城」、「おでか
け中伊豆」をご利用いただけないので、内々にどこかに集合点を作って、そ
こまでシニアカーや軽トラで来ていただいてカドイケや温泉病院へ行くよ
うな仕組みはどうかという提案をしてみたところ、ドアまで来てくれないと
困るという。つまり、バス停まで歩くことができないし、買い物をした後、
バス停で降ろされてもその荷物を持って帰ることができないという。ここま
での状況だと、公共交通とは別の方向になってきている。このように近くの
バス停までも行けないという課題については福祉事業として考えなければ
ならないという感じがする。委員の質問に直接答える形ではないですが、岡
村先生からも以前おっしゃっていただいたように、我々がまだ車を運転でき
る間にバスの使用に移行してもらうぐらいの意識でないと路線バスを残す
観点からすると大変厳しいと実感している。中伊豆の皆様には、バスの減便
等でご批判をいただいているが、市内路線は基本的には通学を前提とした路
線が大半である。そこから先は別事業を考えざるを得ないという認識である。
委
員：台風 19 号による土砂崩れで八岳地区のバス路線で通行ができない部分があ
り、通学に困って小学生の保護者がバスが来るところまで送迎を行っていた
ようだが、市としてはどのような対応をしていたのか聞きたい。また、八岳
地域づくり協議会が市役所へ要望書を持って行ったとも聞いている。
事 務 局：土砂崩れの場所が県道であったので、静岡県への道路状況確認を行ったとこ
ろ、しばらくの間は片側交互通行でも難しいという状況であった。伊豆箱根
バスに対し早急にどこまで行けるかということについて対応をお願いした。
伊豆箱根バスも運輸支局と検討を重ねていただいたと聞いている。その後、
八岳地区の区長会と八岳地域づくり協議会の連名で市へ要望書をいただき、
改めて伊豆箱根バスへ要望書を提出させていただいた。そして、先ほど来の
検討と要望書をもって、片側交互通行ができるようになるまでの間、災害時
の特別のルートでの運行に至った。
委
員：台風では住民の方に多大なご迷惑をおかけした。状況としては地蔵堂から貴
僧坊に抜ける道が崩落してしまった。路線としてもその道路を使い分けるこ
とでバスの進行方向を変えていたが、旋回場所がなくなり、それができなく
なってしまった。運行範囲を広げるため、まず、積雪の対応と同様にバスの
旋回できる道路幅員があるところまでということを前提に、段階的に通行で
きる範囲を「地蔵堂入口」、「地蔵堂中」バス停の順に広げていった。12 月
になり、実際に住民の皆様からのご要望もいただき、運輸支局に住民からの
要望の内容も理解していただいた。そして、終点の「筏場バス停」まで運行
することができた。運行経路については通常は「貴僧坊－筏場－地蔵堂」、
「地蔵堂－筏場－貴僧坊」の２経路あるが、「貴僧坊－筏場－地蔵堂」の便
を全て「戸倉野－貴僧坊－筏場」という経路に変更することで臨時に対応し
た。
会
長：この議論について確認したい。10 月 12 日に台風があってから、12 月下旬
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委

会

委

会
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委

に経路を変えるまでに２ヶ月かかったということで、住民からの要望が強か
ったことも窺えるが、台風のような災害のときは経路を暫定的に変えるとか、
運賃体系がどうとかというのは制度として障害はないのか。要するに我々が
事業者と合意できれば数日でもできるのか。
員：今回の場合も運輸支局と事業者と情報交換しながら進めていった。最終的に
事業者でバスの旋回場所を決めてもらうなどの必要はあるが、特段、届出と
いうものはない。
長：ありがとうございました。今回はこれまでなかった経験で時間がかかってし
まい、地元の皆様にはご迷惑をおかけした。市内でも危ないところは大沢、
柿木、持越、沢口などと把握しているので、我々の方でも平常時に大まかな
代替措置を決めておくようにしたい。今回の台風被害は将来への教訓とした
い。
員：先ほど説明のあった天城峠線のことについて。12 月に修善寺駅から河津町
へ天城峠線を利用して行った。伊豆市民と思われる方も利用されていて、市
民にとって重要な路線であると感じた。どうやって路線を維持していくか、
活性化していくかというのは、この交通会議等を通して事業者等と議論して
いかなければならないと思った。お願いになるが、地域間幹線系統について、
今後ともご議論いただけるとありがたい。
長：私も時々バスを利用するが、やはり乗っている人はいる。高齢者、障害者に
とっては無くせないと思う。
長：他に意見が無ければ、本議題は委員の採決が必要となるため、お諮りしたい。
次年度運行に係わる協議事項について、ご承認いただけるか。
員：異議なし。

【協議結果】原案の通り承認

（２） 伊豆市生活交通ネットワーク形成計画推進事業について
①令和元年度 伊豆市生活交通ネットワーク形成計画 推進状況について（資料２）
②中伊豆地区（冷川・八岳地区）における予約型乗合タクシー実証運行 実施状況報告（資
料２－１）
③順天堂タクシーの利用実績と今後について（資料２－２）
事務局、静岡県より上記①～③について一括で説明。
【質疑応答】
アドバイザー：一通り説明していただいた。順天堂タクシーの実証運行期間は終わってしま
ったが、「おでかけ中伊豆」については２月末まで実施している。それも含
めて意見をいただきたい。「おでかけ中伊豆」は当初は１日２往復の週３日
運行であったが、１日３往復の週２日運行になったということで、昨年度か
らの変更もあります。ご意見はあるでしょうか。
委
員：地域に入って説明をしていただくなど汗をかいていただいているのですが、
乗合率、稼働率の目標を達成できていないということで、利用していただく
のは難しいと感じた。利用されない方の不満点、障害になっていることはあ
るのか。
事 務 局：昨年も半年間、冷川地区で実施し、「お出かけ中伊豆」の利用登録をしたが
利用しなかった方にアンケート調査をした。事務局では、日常生活のベース
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である買い物と病院というのを利用目的とし八幡から幹線への接続を意識
して時刻等を設定したが、 「バスや電車を乗り継いで市外まで行くと帰り
の時間が利用しづらい」というご意見があった。これについては今年度の運
行に反映している。
また、前日までの予約について、もう少し柔軟に対応できないかという意見
があった。しかしながら、実証実験中はタクシー事業者様のご協力のもと、
前日までの予約で運行させていただいているという説明をしている。
委
員：それらの意見を踏まえて見直ししていかないと、なかなか目標を達成できな
いと思う。タクシーという狭い空間への抵抗についても、ないこともないの
ではないか。利用していない方から今後も意見を拾い上げてほしい。参考ま
でに他の自治体の乗合率を上げるため取り組みを紹介すると、「相乗りする
と 100 円引き」というものもある。
事 務 局：事例の紹介をいただき、ありがたい。資料２-１にあるように、残念ながら
天城湯ヶ島地区ではあまりご利用いただけなかったということもあり、１回
目には無料乗車券をお渡ししているが、元気な内に車から公共交通への移行
をお試しでもしていただけないということが利用が伸びない背景にはある
のだと考えられる。
アドバイザー：お試しという話があったが、資料を見ると収支状況のページで収支が合わな
いところがある。これは、お試し券の利用があるからである。お試ししてい
ただいて、また次の利用があるとありがたい。しかし、運行稼働率は９～11
月までは 10％代だが、12 月は減っている。一般的に冬になるとお出かけす
る機会が減るということを踏まえても、なかなか２回目、３回目につながっ
ていないのではないか。
乗り合っていただきたいということもあるが、この数字は乗り合っていただ
く以前に、使っていただかないとならないという数字。使っていただいたう
えで分析し、意見交換ができたら良いが、絶対数が多くないと次につながら
ない。あと１ヶ月と少しあるので、様子をみていきたい。

（３）伊豆市生活交通ネットワーク形成計画の見直しに向けて（資料３・補足資料２）
事務局より資料３について説明。静岡県より補足資料２について説明。
【意見交換（次年度の見直しに向けて）】
委
員：ここ数年で社会情勢は大きく変わってきている中で、インバウンドの急激な
増加が挙げられる。本日、乗車した伊豆箱根鉄道にも多くの中国人が乗って
いた。このような視点も必要であるかと思う。
会
長：教育部長に確認したいが、伊豆市の自主運行路線の利用者数は、計画策定年
度の数値である約 36 万人から約 29 万人に減っている。市の現状として高齢
者の人数は横ばい、若者世代が減っているから高齢化率が上がっているので
ある。つまり、市が通学に補助している学生の人数の絶対数が減っているの
ではないかと思う。少なからず通学によってバス路線の維持ができていると
ころもあるのではないかと思うが、学校再編に向けてのバス通学の方針が早
く具体化されないと公共交通の維持という面でも不安である。学校再編に向
けて、バス通学の仕方についてはどういう状況か。
委
員：伊豆市の小中学生はここ 10 年で千人ほど減って全体で 1,700 名弱である。
学年でいうと 200 名を超えるかどうかというところであるが、徐々に減って
くるという予想である。令和 7 年度に修善寺中学校、天城中学校、中伊豆中
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学校を統合して新たな中学校をつくるという方針を示し、進めているところ
である。大きな問題となっているのは、通学対策である。通学の距離が延び
る保護者の方々の対応については、現状の通学補助も継続していきたい。
色々な議論をしていく中で、我々は公共交通を使っていただいて、その路線
を維持するというのが大原則である。もう一つは、各地域の拠点を作って、
そこに集まってもらって、そこからバスを利用してもらうという方法。そし
て、基本方針としまして自転車通学も含めて対策ができないかについて検討
を着手している。また、交通空白地域についてもスクールバスの検討、先進
地の視察等もしている。経費のことも踏まえ、少子化に対して通学の制度と
セットで公共交通を維持したい。この会議でも進捗状況を伝えていきたい。
委
員：高齢者が増えると、車いすでの乗車が難しいなど、色々な意見が出てくる。
バス停まで歩いて行けない方の移動をどう支えるかについて、県内市町でも
議論になっており、公共交通だけでは支えきれず、NPO やボランティアの
活用も必要となってくる。計画の見直しに当たっては、福祉部門との連携な
ど、どの地域にどれほど困っている方々がいるのか、公共交通で支えるのか、
別の手段で支えるのかなど、情報収集に努めながら検討を進めることが必要
である。
アドバイザー：計画の基本方針を見ていくと、インバウンドなどの観光関連は基本方針２（公
共交通の魅力づくり）に位置付けられる。中学校の統合では、子どもたちが
安全に通学できるという点も大事だが、一方で目標値を定めるとすると目標
値の増減のみで良い悪いを判断することが、必ずしも適当であるわけではな
い。また、方針３（協働のしくみづくり）に関連する内容である福祉的な交
通、高齢者に特化した交通の話があった。この計画は公共交通という枠の中
で考えていくわけだが、公共交通という枠を広げて考えていく必要があるの
かもしれない。
いくつか意見をいただいたので、これらも踏まえて来年度の見直しに繋げて
もらいたい。
５．その他
委
員：月ヶ瀬のバス停は、以前に月ヶ瀬小学校があったため、現在の場所にある。
今は月ヶ瀬のバス停で降りた人は「ふらっと月ヶ瀬」へ向かう。しかし、現
在のバス停の場所では、近道は急坂で道が悪い、国道沿いだと遠回りになる。
「ふらっと月ヶ瀬」の入り口の信号近くに移設できないか。
委
員：状況を確認し、検討する。
委
員：2 月からタクシーの運賃制度が変わり、中型と小型の区分がなくなり「普通
車」に一本化される。伊豆地区では初乗り運賃が 610 円となる。ご理解いた
だきたい。
会
長：修善寺駅からのタクシーの相乗りに関する制度はないのか。
委
員：現状はない。
委
員：東海バスグループの事業体制の改編で、令和２年４月１日から地域ごとにあ
る東海自動車（株）の子会社を統合し（株）東海バスとしてスタートを切る。
もともとは事業の存続を目的として東海自動車（株）からの分社化で発足し、
ダイヤ改正等の営業努力をしてきたが、社会情勢が変わり、運転手の確保な
どが困難になりつつあることから、今回、再度統合の流れとなった。
委
員：会議の前に資料を見ても何を話して良いか分からないという現状。この会議
でも市民委員は３人しかおらず、公共交通会議の前に地区の検討会を設ける
など、地域の公共交通に関する意見を吸収できる方向にもっていく努力をし
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ていただきたい。
事 務 局：地域の意見をしっかりと吸い上げることは大切なことであると考えている。
このメンバーの追加や見直しを改めてさせていただくこともだが、地域との
協働ということで身近なところへ行って、交通の現状について意見を聞く機
会を増やしていきながら、その結果を会議で報告できるようにしたい。特に
来年度は後期計画の見直しがあるので、意見をできる限り吸い上げられるよ
う工夫していく。
会
長：市長としても気になっていることである。会議の事前説明があったときにも、
これだけまじめに計画を作り、会議を行っているのにこの後の市民への説明
ツールが弱いと感じている。実際に、議員に伝えても議員がいない地区もあ
る。この会議にお諮りする前に各地区ごとの意見を集約するところを強めて
いきたいと思う。例えば、統合により株式会社東海バスとなることで、ニー
ズの高いと思われる土肥から西伊豆病院、中伊豆から伊東病院など、いきい
きパスができなかったところへの市境を越えての利用など、統合による新た
な施策等も期待できるのではないかと考えている。優遇策を展開することで
もっと使ってもらえるのではないかと思う。これはただバス会社が儲けると
いうことでなく、市民のニーズがあるところを支援する余地がまだ残ってい
るということ。そのような声も実際に地域に出向いた方が、しっかり聞くこ
とができる。ここを強化し、ここでお諮りできる体制を取れればと思う。
６．閉会（15 時 50 分）
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