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平成 30 年度第 3 回浜松市地域公共交通会議 

会議録 

 

１ 開 催 日 時  平成 31 年 1 月 16 日（水） 午後 2 時 00 分から午後 4 時 30 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） 

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 鷺坂 太一 

小野田 剛久（遠州鉄道株式会社運輸業務部長）  

○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） 

 平野 洋一（一般社団法人静岡県バス協会専務理事） 

田口 博（南区自治会連合会長） 

山下 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） 

 代理 塚本 光洋 

   山根 寛史（浜松中央警察署規制係長） 

    代理 村松 憲吾 

   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） 

藤原 邦生（交通政策課交通計画グループ長）  

公開・非公開の別 
■公 開 □部分公開 

□ 非公開 
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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） 

牧野 嘉文（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） 

大林 克彦（浜北区まちづくり推進課長) 

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） 

吉澤 和久（天竜区まちづくり推進課計画交通グループ長） 

椋本 泰岳（天竜区まちづくり推進課計画交通グループ） 

吉田 久記（天竜区まちづくり推進課計画交通グループ） 

 

４ 傍 聴 者   9 人  

 

５ 議 事 内 容 〔協議事項〕 

(１) 地域公共交通確保維持改善事業について（国庫補助） 

①地域間幹線系統確保維持計画（県計画）〔意見把握〕 

②地域内フィーダー系統確保維持計画 

③生活交通改善事業計画 

④地域公共交通調査等事業 

(２) 遠州鉄道路線バス「労災篠ヶ瀬線」路線退出について 

(３) 「HAMANAKO ２DAYS PASS」の発売対象者の拡大について 

(４) 浜松市循環まちバス「く･る･る」路線退出について 

(５) バス路線の運行計画について（地域内フィーダー系統） 

①地域バスの改善運行の評価及び今後の維持方針 細江地域バス 

②運行中の改善運行 引佐地域バス 

〔報告事項〕 

(１)浜松市地域公共交通網形成計画の策定状況について 

(２)ICT 導入実証運行状況報告について 

(３)浜松バス「あらたまの湯線」について 

(４)渋川線、北遠本線、浜松市自主運行バス阿多古線の退出に係る進捗 

  状況について  

 
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 
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８ 会 議 記 録 

１ 開会 

・本日の出席は全委員 21 人中 19 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 19 人中 代理出席 3 人、欠席 2 人） 

 

２ 会長挨拶 

・公共交通を取り巻く環境は非常に厳しい状況にある。特に利用者の減少、運転手

不足が大きな問題である。 

・昨年の 10 月に開催した当会議において北遠本線、渋川線、阿多古線の 3 路線にお

いて退出の意向の報告があった。この 3 路線について区の検討会議において代替

案の報告等を進めている。 

・公共交通は利用することによって守ることができ、また育てることができる。対

策は、モビリティマネジメントである。区役所職員、交通政策課職員そして市民

の代表の皆様と意見を出し合い持続可能な公共交通にしていかなければならない

と考える。 

・専門家の皆様の貴重な意見を伺い、交通政策の推進に役立てていくため、忌憚の

ない意見をお願いしたい。 

 

３ 議事  

〔協議事項〕 

（１）地域公共交通確保維持改善事業について（国庫補助） 

・制度概要 

【交通政策課】 

    ・浜松市では、公共交通の取り組みとして、平成 22 年に総合交通計画、総合連携計画

を策定し、目指すべき交通ネットワークの在り方などについて定めている。 

・地域における移動手段の確保や高齢者などが利用しやすい環境整備等は、国の補助

支援制度を活用し、地域公共交通の維持・改善を実施することで持続性のある公共

交通を目指している。 

    ・国の支援制度である地域公共交通確保維持改善事業は、平成 23 年に出来た制度で地

域をまたがる広域的なバス路線や中山間地域などで運行する支線路線といわれる地

域バス、さらに運行補助やバリア解消のための福祉タクシー、ノンステップバス、

鉄道駅の設備更新等の補助制度などがある。 

    ・国からの補助金をもらう一方で、内容について計画及び評価をすることが必要であ

る。浜松市では毎年 1 月の地域公共交通会議において、計画策定及び評価を行って

いる。 

・市内を走る補助が必要な確保維持路線は 58 路線、86 系統。国の補助対象となる路

線は、地域をまたがる地域間幹線系統の大久保線など 17 路線である。 

・地域バスについては市内で 12 地域 39 路線を運行している。 

・地域公共交通バリア解消促進事業は、鉄道軌道の安全輸送設備やバリアフリー化設
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備について計画及び評価を行う。 

・地域公共交通調査事業は、新たな公共交通の計画として地域公共交通網形成計画の

策定を予定している。 

 

①地域間幹線系統確保維持計画（県計画）〔意見把握〕 

 【静岡県交通基盤部都市局地域交通課】 

 ・国土交通省の補助制度で地域間幹線系統と呼ばれる系統は、「①複数の市町を跨がる

こと②一定程度の利用があること③ある程度の運行回数がある系統」の 3 つの条件

を満たすものである。県はこれらと同じ要件で国と同額の補助を行っている。 

・県補助額は平成 28、29 年あたりから約 4 億円前後で推移している。また、平成 30

年度補助対象系統数は、64 系統である。この 64 系統について評価を行った。 

・「①運行回数、②収支率、③乗車人員、④ネットワーク構成、⑤広域トリップ状況、

⑥キロ当たり経費」の 6 項目を点数化し、その合計点を ABC の三段階で評価してい

る。この 6 項目の内、特に⑤の広域トリップ状況は、地域間幹線系統が実際に複数

の市町を跨いだ移動がなされているかを表す項目であり、評価をする上で重要な項

目である。 

・A 評価が 30 系統、B 評価が 33 系統、C 評価が 1 系統である。 

・広域トリップ状況は 20％以上が満点で、全 64系統中 49系統が広域トリップ状況 20％

以上ということで、県内各系統はおおむね地域間幹線系統として役割を担っている。 

・県内でも平成 28～29 年度にかけて運転手不足ということで廃止や大幅な減便が行わ

れ、国庫補助金の補助要件を満たさなくなったため、3 系統程減っている。 

・日銀の短観によると、雇用人員判断指数は、運輸・郵便は全業界ワースト 2 位とい

う状況で、バス・タクシーにおいても運転手不足は深刻化している。 

・今後も深刻な運転手不足が続く見込みは、大型 2 種免許の保有者数、タクシーの運

転に必要な普通２種免許保有者数の推移で示され、両者とも同様の傾向を示してい

る。県内大型 2 種免許保有者数は、右肩下がりで平成 29 年度は 19,596 人が保有。

その約 2 万人のうち、半数以上が 60 歳以上で中高年層に依存した状態にある。 

・運転手不足で利用が少ないバス路線は、行政の費用負担があっても廃止になる可能

性があるため、引き続きデマンド交通や新たな制度を活用しつつ、住民・事業者・

行政が一体となって更なる利用や交通形態を考えていくことが必要である。 

【秋葉バスサービス株式会社】 

・運行する 5 系統の幹線系統の内、浜松市に関係している路線は、秋葉線の１系統。 

・秋葉線は、袋井駅を起点に北へ伸び、本社のある遠州森町、さらに北にある天竜高

校の春野校舎を経由して、終点の天竜区の気田まで運行している路線である。 

・キロ程は 43.5 キロで、当社の中では一番長い路線である。 

・平成 30 年度利用実態は、輸送量 17.1（1 日の輸送量）であり、地域間幹線系統の補

助要件の輸送量 15～150 の下限に近づいている路線である。 

・沿線の公共施設は学校が多く、春野中学校、天竜高校春野校舎に通う生徒や森町、

袋井市の遠江総合高校、袋井商業高校の生徒が多く使っている路線である。 

・平成 30 年度の収支率は 38.2％、1 年間の乗車人員は 95,633 人で、前年度比較する
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と若干落ちており、利用人員、収支状況が悪化した。 

・広域利用状況は 41.4％で、一定の率を保っている路線である。 

・収支改善策は、新たな取組みではなく、継続している取組みである。なかなか効果

的な結果を生む施策はできていない状況であるが、今後も継続して行っていく。特

に時刻表や運行状況といったバス情報の開示を、現在もホームページや民間の検索

サイトの会社にデータ提供をしているが、他社と比べ改善の余地があるため、より

改善していきたい。 

【遠州鉄道株式会社】 

・多数の路線があるため、単独維持困難路線として申出をした主だった 2 つの路線に

ついて説明をする。 

・①浜北医大三方原聖隷線は、浜北区役所と聖隷三方原病院を結ぶ全長 18.2 キロの路

線で、経路上には浜松医科大学や聖隷三方原病院といった医療施設の他、浜松日体

中学・高校や浜松工業高校といった教育施設がある。利用者の特性は、通院、通勤

といった一般利用者が 7 割、学生が 3 割である。移動の実態は、全体の 5 割が旧浜

松市、旧浜北市を跨ぐ移動をしている。 

・②気賀三ヶ日線は、浜松駅前のバスターミナルと遠州鉄道㈱の三ヶ日車庫を結ぶ全

長 29.3 キロの路線で、経路上には聖隷三方原病院のような医療施設の他、浜松北高

校や静岡大学といった教育施設がある。利用者の特性は、通院や通勤利用の一般利

用者が 6 割、学生が 4 割となっている。移動の実態は 3 割が旧浜松市と旧細江町も

しくは旧三ヶ日町を跨ぐように移動している。 

・いずれの路線についても市町を跨ぐ通勤、通学等様々な方の移動手段となっている。 

【交通政策課】 

・平成 30 年度の取り組みは、秋葉線、北遠本線への補助金交付や障害者へのバス・タ

クシー券の交付に加えて、転入者向けの公共交通のリーフレットや時刻表等の配布、

市職員対象に毎月 20 日をエコ通勤日と定め庁内通信の発行や庁内放送を行い、公共

交通の利用促進を実施している。また、12 月から、区役所の窓口のカウンター椅子

裏側のスペースを活用して広告を掲載し、市民の皆様に公共交通の利用促進を促す

取り組みを行った。来年度以降も継続して、利用促進に努めていく。 

●質疑応答 

    -なし- 

     ●協議 

  

 

 

②地域内フィーダー系統確保維持計画 

【交通政策課】 

・中部運輸局指定の中部様式は、PDCA サイクルを回して、バス路線について評価する

こととしている。 

・浜松市総合交通計画の基本方針・目標では、浜松市の魅力を高める使いやすい公共

交通ネットワークを構築する、市民の生活を支えるために必要な公共交通サービス

結果     ・意見なし。 
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を保障することとしている。その仕組みとしては、地域が主役となって育てること

と定めている。そのため、地域住民が主体となって、「地域公共交通検討会」を設置

し、地域にあった使いやすい持続可能な公共交通を検討するための仕組みを設けて

いる。現在、浜松市では 12 の地域で地域バスが運行し、必要に応じて年数回各地域

で交通検討会を実施している。 

・フィーダー系統は、地域交通検討会の協議を経て、運行路線数、地域バスの利用者

数、また、地域検討会での活動を自己評価する仕組みがある。 

・平成 29 年度の主な取り組み事項は、①交通ネットワークの構築：遠州鉄道小林駅、

西ヶ崎駅、旧三方原交番前に駐輪場、駐車場の設置の補助。②地域が育てる公共交

通：地域バスの運行補助と改善案の検討、引佐地域の ICT を活用した実証実験の開

始。③バリア解消促進事業：JR 天竜川駅や遠州鉄道浜北駅のバリアフリー化整備、

ユニバーサルデザインタクシーの導入補助である。 

・今後の対応は、利用者減少に加え、運転手不足等の課題が顕著であるため、持続可

能な公共交通の在り方を早急に検討する。また、ユニバーサルデザインタクシーに

ついては、導入補助を今後も継続する予定である。 

・市内地域バスの利用者状況は、車社会の進展と、地域の人口減等により年々減少傾

向である。 

・課題と対応方針は、①公共交通ネットワーク：駐車場、駐輪場の整備は、用地確保

等難しいため、今後は乗降客数等のデータを活用し、整備場所の優先順位付けが必

要である。また、民間交通事業者の路線退出については代替案を検討し、持続可能

な公共交通の確保に努める。②地域が育てる公共交通：利用者の固定化に対して、

ICT の活用の効果検証を行い、新たな取り組みについても検討する。③公共交通の

活性化・利用促進：事業者と継続してバリアフリー化の検討を進めるとともに、新

たな利用促進策についても検討する。 

・フィーダー系統の評価は、地域が独自でそれぞれの取組みを評価したもので、引佐

地域や浜北地域はそれぞれ独自で利用促進策の取組みを行い、A 評価である。 

・平成 32 年度も同様に地域バスの運行を継続する。運行概要は、同じく 12 地域で運

行し、地域に合った運行として、定時定路線、デマンド運行を継続する。 

・地域バスの定量的な目標は、平成 32 年度以降も同様に収支率、地域検討会の取組み

とする。これらを継続することにより、生活交通の確保に努めていく。    

●質疑応答 

    【静岡県交通基盤部都市局地域交通課 代理出席：鷺坂氏】 

 ・中部運輸局の ABC 評価と地域バスの評価（地域検討会の評価）が異なるが、地域検

討会の評価をそのまま採用しているわけではなく、あくまで利用者数、収支率で評

価しているということか。 

 【交通政策課】 

 ・見込の通り。 

 【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・自治会の協力金は、全自治会で出しているのか、関係自治会のみか。 
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 【交通政策課】 

 ・現状は、地域で話し合い、協力金を出す自治会もあれば、そうでないところもある。 

 【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

 ・自治会連合会に一応話を通し依頼をするが、実態は協力していただけないというと

ころもあるということか。 

 【交通政策課】 

 ・例えば、細江地域の場合、協力金を出して頂いている地域の路線を優先的に回り、

出してない地域はサービスの質が低下するという実態がある。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・皆さんの知恵を拝借し、安定して存続できるよう自治会等に話をし、検討して頂か

なければならないと思う。 

【北区自治会連合会会長 山本委員】 

・運転手不足や収益の問題等議論をしているが、公共交通における利用促進の新しい

取組みができていないということは、そういった議論の一方で、新しい交通網を全

然検討しないということか。 

【交通政策課】 

・一つの方法として、新しい公共交通の計画である浜松市公共交通網形成計画の策定

を予定している。現在、計画策定にあたり、バス利用者の状況や交通事業者の状況

等のヒアリングやアンケートを行っている。平成 32 年度を目途に網形成計画の中で

見直しをしていきたいと考えている。 

【一般社団法人静岡県バス協会専務理事 平野委員】 

・事業評価における今後の改善点で、運賃改定を行い、収支改善を図るという路線が

かなりあるが、一般の運行している路線バスについて運賃改定をすると、当然利用者

の減少が想定される。運賃改定により、最低保障運行が加速するのか、それとも収支

が改善するのか、その辺の見定めはある程度できているのか。 

【交通政策課】 

・今まで、浜松市の地域バスの運賃体系は、一律運賃や距離制とバラバラな運賃体系

だったが、一つの浜松市として考えたときに不公平性があるのではないかと考え、

平成 28 年度から運賃改定を実施した。地域によっては、値上げであるが、やはり生

活交通が必要だと感じている方も多いと思う。利用者は自然減により一部減ってい

るところもあるが、目標の収支率というところで言えば、一部受益者負担というこ

とも含めて一定の効果が見られたと考えている。 

●協議 

 

 

 

③生活交通改善事業計画 

【交通政策課】H29 事業評価 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

・対象事業者は、遠州鉄道株式会社。 

・事業概要：安全輸送設備（投資）、安全輸送設備（修繕）。安全輸送設備（投資）で

結果     ・全会一致で了承された。 
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は、車両の更新、分岐器まくら木の更新、まくら木の増設、砕石補充、踏切保安装

置機器の更新、信号機の LED 化、電気転てつ機の更新、通信線の更新を行った。安

全輸送設備（修繕）では、線路保存、車両保存を行った。 

・事業評価：計画上の整備事業はすべて完了し、目標・効果が達成したため、評価は

A とする。 

【交通政策課】H31 計画策定 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

・対象事業者は、遠州鉄道株式会社。 

・事業の目的・必要性：平成 29 年度、平成 30 年度に引き続き、平成 31 年度も鉄道の

安全な輸送のため、継続した設備の更新により、更なる安全の向上をはかる。 

・事業効果：安心安全な鉄道を目指すことで、公共交通利用者の増加に寄与するとと

もに、地域の公共交通ネットワークにおいて幹線としての役割をはかる。 

・事業内容：安全輸送設備（投資）は、電気転てつ機の更新、信号機の更新、レール

の重軌条化等を行う。安全輸送設備（修繕）は、線路保存や車両保存を行う。 

・総事業費：126,710 千円、計画期間は、平成 31 年から平成 33 年継続で実施予定。 

【交通政策課】H31 計画策定 バリアフリー化設備等整備事業（鉄道関係） 

・対象事業者は、遠州鉄道株式会社。 

・事業の目的・必要性：平成 29 年度、平成 30 年度に引き続き、平成 31 年度もホーム

の固定柵の設置及び駅ホームとの段差解消を計画することで、誰もが安心安全に利

用できる環境の実現をはかる。 

・事業内容：遠州病院駅のホームの嵩上げ及び点状ブロックの設置及び遠州病院駅、

さぎの宮駅、小林駅、芝本駅の固定柵の設置を行う。 

・総事業費：96,000 千円、市負担額は、2 月議会で可決するため、現在は予定である。 

・整備事業の計画期間：すべて平成 31 年度完成予定。 

【交通政策課】H31 計画策定 バリアフリー化設備等整備事業（バス関係） 

・対象事業者は、遠州鉄道株式会社。 

・遠州鉄道株式会社の保有する乗合バス車両に占めるノンステップバスの割合は、平

成 30 年度末をもって 83.3％となる見込みである。 

・平成 31 年度は、引き続き大型車両のノンステップバス 13 台を導入予定である。 

・本事業の実施により、今後も誰もが利用しやすいバスの利用環境整備を行っていく。 

●質疑応答 

-なし- 

●協議 

 

 

 

④地域公共交通調査等事業 

【交通政策課】 

・これまで、公共交通に関する計画として、平成 22 年度に浜松市総合連携計画を策定

したが、国の制度変更に伴い、本計画が任意計画となり、新たに地域公共交通網形

成計画の策定が必要となった。 

結果     ・全会一致で了承された。 
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・近年、浜松市内も交通事業者の退出申出や地域バスの利用者が減少しているため、

平成 32 年度を目途に、新たに地域公共交通網形成計画を策定したいと考えている。 

・国の確保維持改善事業の中に、調査事業の項目があることから、公共交通会議内で

説明をする。 

・計画を策定するにあたり、公共交通の状況を把握するため、今回アンケート等を実

施、現状整理を行う。現状を整理した上で、公共交通を維持するための役割分担や

運行ルール等の見直しを行っていきたい。 

・アクションプログラムの検討の中で、具体的な公共交通の必要な施策について、検

討することを予定している。 

・調査事業費は、国の補助金は最大 50%補助される。 

・来年の本調査に向けて、既に今年度中山間地域で基礎調査を開始している。 

●質疑応答 

-なし- 

●協議 

 

 

 

（２）遠州鉄道路線バス「労災篠ヶ瀬線」路線退出について 

【遠州鉄道株式会社】 

・労災篠ヶ瀬線は浜松駅から篠ヶ瀬を経由し中ノ町を終点とする系統と浜松駅から篠

ヶ瀬を経由し磐田営業所を終点とする 2 系統がある。 

・平日は、浜松駅―磐田営業所の系統が朝１往復運行している。浜松駅―中ノ町の系

統は、土日祝、片道のみの運行である。 

・退出キロ程は、浜松市内は 0.1 キロ、磐田市内は 3.9 キロである。退出キロ程とは

完全にバスが走らなくなる経路のキロ程のことで、労災篠ヶ瀬線の運行経路は、別

路線の中ノ町磐田線も並行して運行していること及び臨時便のジュピロスタジアム

行の路線が運行していることから、退出区間は一部区間の 0.1 キロである。 

・退出時期は平成 31 年 4 月 1 日。 

・退出理由は、当該路線は、運行回数が少なく、並行して別路線の中ノ町磐田線が運

行していることもあり、利用者数が極端に少ない路線であるためである。 

●質疑応答 

-なし- 

●協議 

  

 

 

 

（３）「HAMANAKO ２DAYS PASS」の発売対象者の拡大について 

【交通政策課】 

・現在、「HAMANAKO ２DAYS PASS」は発売対象を外国人のみとしており、販売時には、

結果     ・全会一致で了承された。 

結果     ・全会一致で了承された。 

        ・「協調の調ったことを証する書類」を交付する。  
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パスポート等を確認している。乗車券、チケットは、今のものを活用し、利用の範

囲を変えず、今まで外国人のみ限定していたものを、制限をなくすことで日本人も

購入できるようにする。 

・公益財団浜松・浜名湖ツーリズムビューローから、来街者を増やす事業計画の一環

として、広域の周遊施策を実施するため、浜松市あるいは湖西市全体を周遊できる

企画乗車券の販売の依頼を受けている。「HAMANAKO ２DAYS PASS」を利用して外国人

に限らず利用していただく中で、広域の周遊施策を促進する。 

・本会議に諮る理由は、利用申請の対象バス路線が、浜松自主運行バス阿多古線ある

いは循環まちバス「く・る・る」も対象となっているためである。 

・実施時期は、平成 31 年 3 月 1 日である。 

●質疑応答 

-なし- 

●協議 

 

 

 

   

（４）浜松市循環まちバス「く･る･る」路線退出について 

【産業振興課】 

・平成 14 年度から中心市街地の回遊性向上を目的として実施してきた浜松市循環まち

バス「く・る・る」運行事業は、平成 31 年 4 月 1 日をもって事業を終了する。 

・事業終了の判断理由は、平成 27 年度に開催した評価会議において、存廃を判断する

基準として示された「1 便あたり 10 人」という評価基準によるものである。 

・平成 29 年度の 1 便あたりの乗車人数は 8.4 人。平成 29 年度は、大河ドラマ「おん

な城主 直虎」の放映に伴い、「く・る・る」の運行ルート上にある浜松城への来場

者が 3 万人増加する中で、評価基準に届かなかったという結果により、今後の評価

基準達成が困難であるという判断となった。 

・運行受託者の遠州鉄道㈱から、慢性的な人手不足により、乗務員の確保が非常に難

しいため、平成 31 年度の運行に関する入札参加を見送る申出があったこと及び仮に

乗務員の確保ができた場合も、現在使用している車両の更新が必要であるため委託

料の増額が必要であるという申出を受けた。 

・代替交通事業者を探るべく同業他社の見積を徴取したが、地元バス会社より見積辞

退の回答があった。 

・総合的に判断し、事業終了を決定した。 

●質疑応答 

【南区自治会連合会会長 田口委員】 

・浜松城の来場者が 3 万人増加しているにも関わらず、利用が伸びなかった理由は。 

【産業振興課】 

・「く・る・る」の利用者は若干増加したが、想定しているよりも少なく、自家用車・

大型バス等を利用して浜松城を訪れる方が多かったと分析している。 

結果     ・全会一致で了承された。 

        ・「協調の調ったことを証する書類」を交付する。  
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●協議 

 

 

 

 

（５）バス路線の運行計画について（地域内フィーダー系統） 

①地域バスの改善運行の評価及び今後の維持方針 細江地域バス 

【北区まちづくり推進課】 

・浜松市総合交通計画に基づき、平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで改善

運行をした細江地域バス「みをつくしバス」の自己評価を行い、今後の維持方針に

ついて検討した。 

・改善運行の結果は、利用者数は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までに

定時定路線のかるがも線で 2,129 人、デマンド運行の銅鐸線で 203 人であった。 

・かるがも線は、地域の協力金をいただく中で維持基準 20％を維持し、運行している。 

・改善運行により、公共交通空白地域の住民、特に高齢者の日常生活に必要な交通手

段の確保ができた。 

・自治会のイベントでのバス利用や、沿線施設の割引サービス企画などの増収対策活

動が実施されている。 

・利用目的は、買い物と通院がほとんどである。利用者は主に高齢者で固定化されて

いる。 

・かるがも線は、地域の協力金を得て継続運行しているため、地元自治会の負担が大

きいというのが課題である。銅鐸線は、デマンド運行について、なかなか高齢者に

周知ができないため、利用が伸び悩んでいることが課題である。 

・今後の運行は、かるがも線は、地域の協力金を得る中で継続運行、銅鐸線は、最低

保障運行をする。 

・改善運行方針は、運行形態、日数、路線の数は変更はなし。 

・かるがも線は、気賀駅を出発し運行していたが、利用者の聞き取りにより、気賀駅

で降りて北区役所等を利用する人が非常に多いため、北区役所内にバス停を設け出

発点とし、もう一度北区役所に戻ってくる循環型のバスとして改善する。また、曜

日によって右回りと左回りの運行をする。 

・銅鐸線は、一部バス停を増やすことで路線変更をし、改善をする。 

・今後の運行期間は、平成 31 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの 2 年間を予定

している。 

・平成 30 年 1 月 26 日の細江地域検討会、みをつくしバス利用促進会議を含め７回に

わたり協議を重ね、平成 30 年 12 月 4 日の運行会議で承認を得た。 

●質疑応答 

【一般社団法人静岡県バス協会専務理事 平野委員】 

・平成 29 度、平成 30 年度上半期で銅鐸線の利用者がかなり減少しており、収支率も

下がっているため、減った理由及び乗合率を教えてほしい。 

 

結果     ・全会一致で了承された。 

        ・「協調の調ったことを証する書類」を交付する。  
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【北区まちづくり推進課】 

・平成 29 年度から平成 30 年度に利用者数が非常に減少した理由は、接骨院に通院す

るために利用していた 1 人の固定客が、接骨院で送迎を行うようになり利用しなく

なったためである。乗合率は、およそ 1 便あたり 1.0 から 1.5 人の幅である。 

【静岡県交通基盤部都市局地域交通課 代理出席：鷺坂氏】 

・固定客の人数、事前登録制かどうか、登録制の場合、登録者数及び本地域バスの対

象地区の対象人数を教えてほしい。 

【北区まちづくり推進課】 

・固定客は 2～3 人だと思う。予約制ではあるが、登録の必要はない。対象地域は、主

に 2 自治会を巡回するような形をとっている。人数については手元に資料がないた

め不明である。 

●協議 

 

 

 

 

②運行中の改善運行 引佐地域バス 

【北区まちづくり推進課】 

・平成 30 年 3 月から実証運行をしている引佐地域バスのバス停追加と最終乗車時間の

変更を協議いただきたい。 

・①杏林堂薬局引佐店、②奥山郵便局、③町田眼科医院、④岡地（しまむら細江店）

の 4 つのバス停を、利用者のニーズに応えるため追加をしたい。 

・午後 5 時までとなっている最終乗車時間を、午後 6 時まで最終降車に変更したい。 

・改善時期は、平成 31 年 2 月を予定している。 

・この協議については、平成 30 年 11 月 29 日の引佐地域交通検討会で協議し、承認を

得た。 

●質疑応答 

    -なし- 

   ●協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果     ・全会一致で了承された。 

        ・「協調の調ったことを証する書類」を交付する。  

結果     ・全会一致で了承された。 

        ・「協調の調ったことを証する書類」を交付する。  
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〔報告事項〕 

（１）浜松市地域公共交通網形成計画の策定状況について 

【交通政策課】 

    ・浜松市では平成 32 年度を目途に、地域公共交通網形成計画という、新たな公共交通

に関する計画の策定を検討している。 

・来年度は、本格的な調査を予定している。今年度は基礎調査と位置づけ、特に課題

の多いと考える天竜区、北区などの中山間地域を中心に調査を行っている。 

・基礎調査の対象地域は、天竜区、北区など中山間地域とし、対象路線を北遠本線、

阿多古線、渋川線、秋葉線、浜松市地域バス、ＮＰＯタクシー等としている。調査

方法は、基礎データの収集に加え、バス利用者へのアンケートを実施している。ま

た、主要目的地別実態調査として、各地域の主要目的地の中へ具体的にどのような

交通手段を使っているのかを調査している。関係者ヒアリングは、交通事業者、地

域交通検討会の参加者に対し行っている。 

・基礎調査の課題を最終的に整理し、地域公共交通の在り方検討ということで路線再

編の方向性を検討する予定である。 

・昨年末から実施しているバス利用者のアンケートでは、三ヶ日や浜松北、細江地域

の地域バス利用者からは、運行本数を増やしてほしいという意見、龍山地域では地

域バスのみでは残念ながら行く範囲は限られてしまうといった意見がある一方で、

春野地域では、生活交通の足ということで運賃を上げてでも今まで通り運行してほ

しいという意見もあった。NPO 法人がんばらまいか佐久間が運行している公共交通

空白地有償運送の利用者は、土日も運行してほしいという声や車に乗れない私たち

には非常に助かっているという激励の声もあった。 

・主要目的地別の利用実態調査の結果は、次回会議で報告するが、主要目的地への交

通手段の大半は、自動車利用で、公共交通の利用が少ない実態がある。 

・関係者ヒアリングについては、地域交通検討会の参加委員に直接聞いた意見では、

龍山地域では、高齢者なのでドアツードアのサービスが良い、バス停は近い方が良

い、増便してほしいという意見や三ヶ日地域では大型車でなくても小型車でよりき

め細やかなサービスの方が良いのではないかという意見があった。 

・今年度中に基礎調査は完了予定で、次回会議で、基礎調査のまとめを報告する。 

●質疑応答  

 -なし- 

 

（２）ICT 導入実証運行状況報告について 

【交通政策課】 

   〇佐久間地域 NPO タクシーの ICT システムを導入したお出かけ支援 

・平成 29 年 12 月 23 日から 2 年間の実証運行 

    ・公共交通空白地有償運送事業において、事業体制の見直しや ICT システムの活用に

よって地域住民および来訪者の利用環境の向上を図り、生活の足として、また地域

振興に必要な公共交通として事業を展開していくことを目的とする。 

・年末年始を除く土日祝日のみ運行。運行時間は午前 7 時から午後 4 時まで。 
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・会員は佐久間町内と浜松市内の指定された運行箇所へ往復のみ可能。会員以外は、

西鹿島駅から佐久間町内まで片道のみでも可能。料金は、天竜区内は片道 6,000 円、

往復 10,000 円。浜北区、東区、北区、中区は往復のみとなり、12,000 円。 

・運行開始から 6 件の運行実績があった。 

・周知方法は、NPO 法人がんばらまいか佐久間の広報誌およびホームページでの紹介、

遠州鉄道および天竜浜名湖鉄道の駅へのポスター掲示を行った。また今後、チラシ

を駅に配架予定である。 

・自家用車での移動が主となっているため、公共交通への転換が進みにくく、なかな

か利用に結びついていないが、昨年 11 月は 2 件の利用があり、問い合わせの電話も

何件かあったとの報告を受けているため、今後も周知活動を行いながら、利用者増

加に向けた支援を行っていく。 

・実証運行が平成 31 年 12 月に終了するが、その後の扱いについては、当会議の下部

組織である地域公共交通活性化研究会で協議を行い、当会議にて報告をする。 

〇いなさみどりバス ICT システム実証運行 

・平成 30 年 3 月 1 日から 2 年間の実証運行。 

・利用する人の要望に合わせて乗合せを行い、利便性を向上させるため、ICT システ

ムを導入した実証運行を行っている。 

・地域住民の誰もが利用しやすい交通手段の確保をすることで、持続可能な公共交通

の仕組みをつくり、過度な自動車利用を控えた日常生活への転換と限られた公的資

金を有効に活用した公共交通サービスを実施する。 

・運行エリアは、引佐地域に加え、細江地域の公共施設等一部のエリア。バス停は従

来のいなさみどりバスのバス停に加え、地域の要望を基に新たに設置したバス停を

合わせて 154 ヶ所を設置。 

・運行日時は月水金土の週 4 日、8 時から 17 時最終乗車で 18 時最終降車。北区まち

づくり推進課が説明した通り、17 時最終乗車から 18 時最終降車に変更する。 

・予約受付は乗車希望の 3 日前から 30 分前まで。 

・車両は平日 8 時から 15 時まではワゴンとセダン各 1 台ずつの計 2 台、15 時以降と

土曜日終日はワゴン 1 台での運行である。 

・料金は他の地域バスと同様に市内統一距離制運賃。 

・平成 30 年 8 月 1 日から電話だけでなく、インターネットからの予約も開始した。 

・利用者は電話またインターネットから予約をし、システムは複数の予約を束ねて希

望に沿うような乗車降車の時間を算出する。予約を束ねた運行ルートは運転手のタ

ブレットに送信され、指示通り運行し送迎する。 

・平成 30 年 10 月末までの実績報告は、登録者は 618 名、利用者は 182 名。 

・性別構成は約 6 割が女性で、年齢構成は約 7 割が 65 歳以上である。 

・登録者の年齢構成は、85 歳以上の方が全利用者の 2 割を占めており、その他に引佐

北部小中学校の下校時の利用で、15 歳未満の方の利用がある。 

・利用者数は増加傾向で、10 月末までに 1,473 人を輸送した。月別の日の平均利用者

数は 8 月が 11.3 人、9 月が 15.5 人、10 月が 13.2 人。システム導入前は月の平均利

用は 70 人程だったため、導入前の約 3 倍の利用があった。 
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・3 月から 10 月までの利用時間帯別の平均利用者数は、午前中は特に利用が多く、不

成立の件数が増えている。午後 3 時以降は稼働率が低くなっているため、比較的利

用しやすい時間がある。 

・収支率は、徐々に上昇傾向で、9 月は 11.8％まで上昇したが、10 月は 9％まで少し

下がった。 

・1 便あたりの乗車人数は 1.5～1.6 人で、まだまだ乗合が少ない。 

・地域への認知度および移動ニーズにどのように対応してきているか調べ、より多く

の利用者へ移動サービスの改善を図るため、利用者・非利用者・未登録者に分け、

アンケートを実施した。現在集計中のため、次回以降の当会議にて報告をする。 

・本実証運行は、まだ改善の余地があるため、システムやルールの変更を行いながら、

区役所主導による地域への利用促進 PR を行い、更なる利用増加を目指す。 

●質疑応答 

 -なし- 

 

（３）浜松バス「あらたまの湯線」について 

【浜松バス株式会社】 

    ・浜松バス「あらたまの湯線」は、西坂整形外科バス停を発着点とし、ニコエ、グリ

ーンアリーナ、サンストリート浜北、なゆた浜北、日赤病院、ふれあい福祉センタ

ー、宮口駅、浜北さくら台病院等を経由し、あらたまの湯を終着点とした路線であ

る。この営業距離約 20 キロ、1 日往復 12 便の路線を全面退出する意向である。 

・本路線への公的補助はない。 

・退出理由は、利用者の増加が見込めないこと、年間約 2,000 万円の赤字があり、採

算の立て直しが困難であること、また運転手の継続確保が見込めないことである。 

・乗車人数は、月に全体で 2,000 人程度、１日あたり 60 数名、運賃収入は、月 40 万

円程度で、乗客一人当たりの収入は 200 円である。利用客が今の 4～5 倍程度増えな

ければ採算が合わない。 

・平成 19 年の運行開始以来利益が出たことが無く、マイナス分は貸切バス事業の利益

で埋めてきた。 

・平成 31 年 9 月末日の退出に向けて手続きを行う予定である。 

●質疑応答 

【都市整備部長 岡本会長】  

    ・年間 2,000 万円の赤字ということで良いのか。その場合、10 年間で 2 億円の赤字と

いうことか。 

 【浜松バス㈱】 

 ・その通り。 

 【一般社団法人静岡県バス協会専務理事 平野委員】 

 ・退出意向の路線と浜北コミュニティバスの路線がかぶっているところはあるのか。 

 【浜松バス㈱】 

 ・路線図上の赤い線で記されている「あらたまの湯線」以外はすべてコミュニティバ

スである。 
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（４）渋川線、北遠本線、浜松市自主運行バス阿多古線の退出に係る進捗状況について 

    【交通政策課】 

・昨年 10 月 11 日に開催した当会議で、遠州鉄道㈱から北遠本線、渋川線、浜松市自

主運行バス阿多古線の退出の報告があった。ただし、秋葉線については、退出を延

期するとのことである。 

・北遠本線代替案：運行事業者は、遠州鉄道㈱から他交通事業者に変更することで現

在調整中である。運行ルートは、ほぼ同じルート、同等の経路を考えているが、一

部ルートを変更することも合わせて検討している。運行日は、同様の運行日を予定

しているが、年末年始は運休を予定している。運行回数は、現在 1 日 5 往復で運行

しているものを、1 日 4 往復に減らすことを検討している。使用車両は、中型のバ

スを予定している。 

・阿多古線代替案：運行事業者は、遠州鉄道㈱から、他交通事業者に変更することで

現在調整中である。運行ルートは、山東からくんま水車の里を西鹿島からくんま水

車の里に変更予定である。運行方法は、定時定路線の運行をデマンド運行（事前予

約制）に変更することを検討している。使用車両は、10 人乗りのワゴン車を予定し

ている。通学利用が多いため、通学利用者をフォローするため、教育委員会におい

てスクールバスの検討をしている。 

・渋川線代替案：前回会議にて、遠州鉄道㈱より 7：19 渋川儀光発の便は高校生の利

用が主であることと利用人数を理由に、この 1 便は 2 年間は継続運行すると報告が

あった。それ以外の便に関しては、いなさみどりバスでフォローしていく。現在通

学状況等を考慮して運行計画を検討中である。 

・平成 30 年 10 月の当会議で遠州鉄道㈱より退出申出の報告があり、それを受け、地

域に退出の報告をしている。基本的には天竜区や北区の自治会に出向き、市の職員

及び遠州鉄道の職員が説明をしている。合わせて代替案も説明している。 

・本日報告した代替案は、関係者の方や交通事業者等を含め現在検討中であるため、

今後変わる可能性があることをご理解いただきたい。 

・平成 31 年 6 月の平成 31 年度第 1 回公共交通会議の場で退出申出及び代替案の決定

について協議を行い、平成 31 年 10 月から新しい運行体制でバスを運行する。 

●質疑応答  

    【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

    ・北遠本線が、国庫補助の対象となることに変わりがないか確認したい。 

    【交通政策課】 

    ・国庫補助の対象となることは、変わらない。 

    【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

    ・初期投資について、市はどのように考えているか。 

    【交通政策課】 

    ・その件については、現在交通事業者と協議をしている最中である。内容は、詳しく

説明できる状況にないため、ご容赦願いたい。加えて、今までは市は国庫に合わせ

て市は補助をしてきたが、補助金ではなく委託という形式に変更することを説明し

てなかったため、この場で合わせて説明する。 
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【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】            

・先程の説明の中で、検討中であり調整中ということで、変わることがあると説明し

ていたが、大きな変更がないようお願いしたい。同時に、地域住民への説明は、も

う少し具体的にお願いしたい。 

【交通政策課】 

・来週から天竜区、北区で代替案の説明を開始する。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・説明は天竜区の職員が行うのか。 

【交通政策課】 

・区役所の職員及び交通政策課の職員も参加している。現在決定している説明会は、

龍山地区は、1月 31日の自治会役員役員会及びまちづくり協議会で予定されている。

佐久間地区は 1 月 25 日、天竜区の自治会連合会に対しては、1 月 29 日、天竜区ま

ちづくり協議会は、1 月 30 日を予定している。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・水窪地域はいかがか。 

【交通政策課】 

・まだ決まっていない。 

【NPO 法人がんばらまいか佐久間理事長 大見委員】 

・事前に説明内容を伝えて、なるべく大勢の人に集まってもらい、意見を聞くように

してほしい。また並行して実際の事業者との話合いの内容についても、なるべくそ

ういった場で説明できるようにした方が、地域住民も安心すると思う。 

【交通政策課】 

・承知した。 

【北区自治会連合会会長 山下委員】 

・平成 30 年 10 月に退出についての報告会を受けて、代替案を作ったということでよ

ろしいか。 

【交通政策課】 

・今説明した代替案は現在進行形であり、現在公開できる範囲で説明している。これ

から案が変わる可能性がある。 

【北区自治会連合会会長 山下委員】 

・あくまで平成 31 年 10 月から運行開始であるため、ぜひ 9 月までに運行開始ができ

るような段取りでお願いしたい。住民に公民館等に集まってもらうといった住民説

明が必要かと思う。自治会やまちづくり協議会の会長等に説明内容を託したと言わ

れても非常に辛い。住民にしっかりと説明するような形の段取りをお願いしたい。 

【交通政策課】 

・ご指摘の通り、地域住民への周知は重要な課題であるため、なるべく広く周知をし

ていくよう気を付けたい。 
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４ 次期委員の選出 

【事務局・交通政策課】 

    ・本会議の委員任期が平成 31 年 3 月 31 日で満了となるため、引き続き委員就任をお

願いしたい。 

・次期委員任期は平成 31 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの 2 年間。 

・人事異動等で変わる場合は、同職に就いた後任の方に引き続き委員をお願いする。 

 

５ 閉会    


