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平成 30 年度第 2 回浜松市地域公共交通会議 

会議録 

 

１ 開 催 日 時  平成 30 年 10 月 11 日（木） 午前 10 時 00 分から午前 11 時 00 分まで 

 

２ 開 催 場 所  浜松市役所 本館８階 全員協議会室 

 

３ 出 席 状 況   

会長 

岡本 光一（浜松市都市整備部長） 

副会長 

 中野 民雄（静岡文化芸術大学デザイン学部准教授）                   

委員（○は監事） 

           大倉 篤 （静岡県交通基盤部都市局地域交通課長） 

代理 村松 由貴 

小野田 剛久（遠州鉄道株式会社運輸業務部長） 

 代理 鈴木 篤人  

○田中 友親（遠州鉄道株式会社労働組合執行副委員長） 

○丸山 晃司（浜松市タクシー協会長） 

大西 優二（静岡県タクシー協会浜名湖北遠支部長） 

田口 博（南区自治会連合会長） 

山本 茂伸（北区自治会連合会長） 

西村 恭一（浜北区自治会連合会長） 

鈴木 守彦（天竜区自治会連合会長） 

           夏目 雅子（浜松いきいきネットワーク代表） 

           小松田 始（中部運輸局静岡運輸支局首席運輸企画専門官） 

大見 芳（特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間理事長） 

柴山 智和（浜松市土木部長） 

   山根 寛史（浜松中央警察署規制係長） 

   落合 康浩（浜松東警察署規制係長） 

   山本 勝芳（浜北警察署交通係長） 

   馬渕 邦禎（天竜警察署交通係長） 

森 正明（細江警察署規制係長） 

事務局 

           鈴木 明彦（交通政策課長） 

北村 忠洋（交通政策課長補佐） 

公開・非公開の別 
■公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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藤原 邦生（交通政策課交通計画グループ長）  

外谷 新（交通政策課交通計画グループ） 

井口 哲（交通政策課交通計画グループ） 

近藤 大樹（交通政策課交通計画グループ） 

笠原 のどか（交通政策課交通計画グループ） 

井口 恵行 (北区まちづくり推進課長) 

           青木 久実（北区まちづくり推進課環境交通グループ長） 

松本 拓也（北区まちづくり推進課環境交通グループ） 

宮木 隆之（浜北区まちづくり推進課環境交通グループ長） 

今井 佳代（浜北区まちづくり推進課環境交通グループ） 

鈴木 康永（天竜区まちづくり推進課長） 

中村 功（天竜区まちづくり推進課長補佐） 

吉澤 和久（天竜区まちづくり推進課計画交通グループ長） 

 

４ 傍 聴 者   11 人  

 

５ 議 事 内 容 〔報告事項〕 

(１) 公共交通空白地有償運送運行状況報告（Ｈ30.4～Ｈ30.9） 

(２) 渋川線、北遠本線、秋葉線、浜松市自主運行バス阿多古線の今後運行

について 

(３) 浜松市地域公共交通網形成計画の策定について 

 
６ 会議録作成者   交通政策課交通計画グループ 笠原 のどか 

 

７ 記 録 の 方 法   発言者の要点記録 

録音 有 

 

８ 会 議 記 録 

１ 開会 

・本日の出席は全委員 21 人中 20 人の出席であり、要綱第 9 条第 2 項の規定により

過半数を満たしているので本会議が成立することを報告。 

（出席者 20 人中 代理出席 2 人、欠席 1 人） 

 

２ 会長挨拶 

・今本市では、コンパクト＋ネットワークということで拠点ネットワーク型都市構

造に向けて立地適正化計画を策定している。拠点と拠点をつなぐものが交通であ

る。 

・今後は公共交通の維持が非常に重要になってくる。 

・今朝の新聞報道でご覧になった方もいると思うが、来年の 10 月から北遠本線、阿

多古線、渋川線が廃止されるという報道になっている。記事にもある通り、ただ

廃止するだけでなく、代替交通を何とかしなければならないということで、こう
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いった会議がある。 

・今後の公共交通をどのように維持していけば良いのかといったところに観点をお

いて忌憚のない意見をお聞かせいただきたい。 

 

３ 議事  

〔報告事項〕 

（１）公共交通空白地有償運送運行状況報告（Ｈ30.4～Ｈ30.9） 

【がんばらまいか佐久間】 

    ・会員は 2,040 人、使用車両は普通自動車 2 両、運送の対価は前回提出した通り。 

    ・運転者数は 9 名、警察からの安全講習を 6 名受講。 

    ・運送回数は 1,180 回、輸送人員 1,398 人、収入は 908,900 円。 

・事故発生件数、苦情件数とも 0 件。 

●質疑応答 

 -なし-  

【春野のえがお（交通政策課代理説明）】 

    ・輸送回数は 277 回、輸送人員 369 人、収入 280,600 円。 

    ・前年同期と比べ、実績は減少傾向にある。 

・事故発生件数、苦情件数とも 0 件。    

●質疑応答 

    -なし- 

      

（２）渋川線、北遠本線、秋葉線、浜松市自主運行バス阿多古線の今後運行について 

【遠州鉄道㈱】 

    ・本来この場で先にご報告してからと思っていたが、一部報道にて事前にこの件の報

道があったことをまずお詫び申し上げる。 

・路線バスを取り巻く環境は非常に厳しい状況にある。モータリゼーションの進展、

少子化等が原因となり路線バスの利用者は年々減少傾向にある。 

・路線の確保維持については自助努力をしている中で、様々な経費の削減に取り組み

ながら維持してきたが、我々だけではできないところについては、国、県、市に支

援、補助をいただきながら何とか維持してきた。 

・ここ数年乗務員の確保が非常に難しくなっている。特に路線バスに関してはドライ

バーは 50～60 代が多く、若年層の 2 種免許取得者、取得希望者が非常に少ないとい

う現状にある。 

・採用活動に力を入れ、専属のプロジェクトチームによる採用活動、2 種免許取得費

用の全額負担、社宅の整備や女性ドライバーの採用に力を尽くしているが、定年も

含め退職者の方が多いのが現状である。 

・退職者の再雇用も当然行っているが、第二次退職の時期に差し掛かっている。 

・公共交通自体がどこかのタイミングで全体的に維持できなくなるという危機感を感

じる中で、利用実態、地域の実情に応じた公共交通のあり方や持続可能な公共交通

という視点にたって再編を含めて話をしていかなければならないということで、行
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政や関係各所の皆さんと少しずつ話をしている最中である。 

・地区に合わせて一番良い公共交通を維持、選択していくべきではないか。 

・水窪とバスの営業所がある山東を結ぶ路線である北遠本線は、2019 年 9 月末をもっ

て路線の退出を協議している。 

・北遠本線の代替手段についてはいろいろな可能性を含めて協議しているところで、

他の交通事業者による運行についても一つの選択肢である。 

・くんま水車の里から西鹿島を結ぶ阿多古線についても同様に 2019 年 9 月末をもって

退出を協議している。 

・阿多古線については、小学生輸送が多い路線であるためスクールバスと地域バスを

併用した形態をとることができるのか浜松市で検討している。 

・春野協働センターから山東間を結ぶ秋葉線については、路線退出を検討しているが、

他の路線と比べ利用者が一定数あるため、退出時期は未定で当面は運転継続をする。 

・北区の渋川線については、車庫のある伊平から北の部分の退出を検討している。代

替手段はその地域にいなさみどりバスが走っているため、どういった形で連携が取

れるかということを含めて協議を進めている。 

・地域に根差した、地域の実情に合った交通のあり方をしっかりと検討する中で全体

的に路線の維持を図っていきたいということで協議をしている。 

・循環まちバス「くるる」についても、委託者の浜松市が運行終了を決定したことを

受けて、2019 年 3 月末をもって終了となる。 

    

●質疑応答 

    【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

 ・会長である部長にお伺いする。公共交通の足を守っていくことは、市民サービスの

根幹であると思っている。市側も当然この路線を残していくという共通の認識なの

か。 

 【都市整備部長 岡本会長】 

 ・地域バスをうまくつないでもちろん存続させていきたい。地域バスを使っていくに

しても、今のままでは使い勝手が良くないという声もあるため、ICT を用いたりし

て今よりも使いやすい形で地域バスを用いて存続させていきたいと考えている。 

 【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

 ・北遠本線で言うと国、県、市の補助金が 3,000 万円以上入っている。こういったこ

とも協議の過程でどのような話になったのか、また協議の内容について伺いたい。 

 【遠州鉄道㈱】 

 ・指摘の通り、国、県、市の補助金をいただいて何とか維持しているため、代替策を

考えていくにあたっても、一部そういった制度の活用を前提に検討する必要がある

と思っている。いろいろな可能性を考えていく中で、何が地域の皆さんにとって利

用しやすく、また、今後維持していく観点にたっても無理のない制度設計ができる

のか、その両輪での検討が必要であると認識し、協議を進めている。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・国、県、市の補助金が入っているということは、地域の公共交通を守るという意味
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で補助金が入っているわけで、その責務は非常に重いと思う。今後市側との協議を

重ねていく過程でも情報公開をしていただき、どのような形で残していくかを発信

してほしい。 

【遠州鉄道㈱】 

・どこまでどういった形で情報を出していくべきかを含めて考えていかなければなら

ないと考えている。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・もう一度会長に問う。市側も前向きに市民の皆さんの足を守るということで積極的

に取り組んでいただきたい。また、市民が安心するよう、発信をしていただきたい。 

【都市整備部長 岡本会長】 

・現時点につきましても各区まちづくり推進課において市民の皆さんのご意見を伺い

ながら存続に向けて検討を進めているところである。地域公共交通会議もオープン形

式でやっているため、情報はこのような形で伝えていきたい。 

【南区自治会連合会長 田口委員】 

・赤字だから撤退するということなのか。 

【遠州鉄道㈱】 

・利用の実態がまず前提である。どの路線をどのように存続、再編していくかは、地

域の特性を含めて考えていくことに変わりはない。路線バスを残す一番の近道は、

現状の路線バスを多くの皆さんに活用いただくことである。 

【北区自治会連合会長 山下委員】 

・経営資源確保のため、浜松市として何か対策があるのか、また来年 9 月末で退出す

るにあたり代替策は間に合うのか。 

【交通政策課】 

・経営資源の面では、他の交通事業者においても大型 2 種免許保有者のドライバーは

不足している状況にあるため、その点については各地域の実情に応じた運行形態に

なるような計画を、関係者を含めて協議していく。来年 9 月末での退出に間に合う

かについては、空白の期間ができないよう準備を進めていく。 

【北区自治会連合会長 山下委員】 

・それは確約か。 

【交通政策課】 

・確約は難しいが、そのつもりで取り組んでいく。 

【北区自治会連合会長 山下委員】 

・不自由な方が出る。9 月末までに代替を用意しておかなければならないと思う。 

【交通政策課】 

・承知している。 

【都市整備部長 岡本会長】 

・事務局側としては、確約ではないが、代替手段が継続されるよう努力していくとい

う回答で良いか。 

【交通政策課】 

・はい。 
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【都市整備部長 岡本会長】 

・退出路線の利用状況がわかれば教えてほしい。 

【遠州鉄道㈱】 

・日中の便では片手に満たないぐらいの利用しかない。一番利用の多い朝の水窪から

の上りの便でも 10 名いくかいかないかぐらいの利用にとどまっている。距離も 50

ｋｍ以上の非常に長い路線で収支の状況も含めて、利用の実態も厳しいと言わざる

を得ない。ただし、日々利用状況が変わるため、必ず何人と言えるわけではない。 

【都市整備部長 岡本会長】 

・次回乗降客数を示すことができれば示していただきたい。 

【遠州鉄道㈱】 

・今後も地域で説明する機会があるため、そのような場で丁寧に説明を進めていきた

い。 

【天竜警察署規制係長 馬渕委員】 

・普通 2 種免許を取得した人を雇うもしくは 10 人未満の車を持つ考えはあるか。 

【遠州鉄道㈱】 

・検討はしていない。グループを含めて、タクシーや運行請負の会社もあるため、そ

ういった所と連携を取りながら、どういった体系が一番良いのかということを協議

しながら進めている。全体的に包括しながら対応できればと考えている。 

 

（３）浜松市地域公共交通網形成計画の策定について 

【交通政策課】 

・浜松市では平成 22 年に公共交通の基本計画である「地域公共交通総合連携計画」を

策定したが、平成 26 年 11 月 20 日の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

の改正に伴い、連携計画は任意のものになり、新たに法定計画として「地域公共交

通網形成計画」の策定が必要となった。 

・新しく施行された法律では、「地域公共交通網形成計画」と「再編実施計画」を策定

することができるようになった。 

・地域公共交通網形成計画は、公共交通ネットワークを具体的・明確化するもので、

対象地域における幹線、支線、交通結節点を位置づけ、ネットワーク形成イメージ

を具体的に記載する必要がある。 

・再編実施計画は、より具体的な運行事業者やダイヤなど運行計画を定める計画であ

る。路線ごとに運行事業者や運行経路、停留所等を記載する必要がある。 

・網形成計画の策定は、公共交通の「憲法」になりうること、まちづくりとの連携強

化、公共交通機関同士の役割分担の明確化という 3 つのメリットがある。 

・浜松市の法定協議会は 21 世紀都市交通会議である。 

・網形成計画の策定に加え、上位計画である「浜松市総合交通計画」についても同時

に見直しを進めている。どちらも平成 31 年度策定、平成 32 年度公表を目指してい

る。 

・網形成計画では、今年度は特に課題の多い天竜区と北区などの中山間地域について

調査を実施予定である。 
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・計画では、ネットワーク構築見直し等に加えて、地域バスの維持基準のルールや利

用促進策などの見直しの検討を行う予定である。 

・今年度の調査では、対象路線バス、地域バス及び NPO タクシー等について実態調査

を行う。公共交通の利用人数把握に加え、利用者へのアンケート実施、関係者ヒア

リングを行い、今年度は最終的に課題整理、路線再編の方向性検討を行いたいと考

えている。 

・網形成計画は本会議の下部組織である「地域公共交通活性化研究会」において詳細

を議論し、「浜松市 21 世紀都市交通会議」にて承認をする。本会議でも密接に連携

し、逐一報告していく。 

 

●質疑応答 

    【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】  

    ・市民の視点に沿った計画づくりをどのように考えているか。 

 【交通政策課】 

 ・地域の皆さんの声を聞きながら、再編の計画を作っていきたいと考えている。 

 【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

 ・地域にとってかけがえのない路線ばかりであるため、どのような形で残していくか

地域の皆さんの理解を得ながら進めていっていただきたい。 

 【交通政策課】 

 ・はい。 

 【都市整備部長 岡本会長】 

 ・網形成計画は本会議にて進捗状況を随時報告するということでよろしいか。 

 【交通政策課】 

 ・はい、下部組織で検討しているため、検討結果は随時本会議で報告させていただく。 

     

４ 閉会 

    


