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平成２３年６月２８日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２８日 確保維持計画策定等

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（全体）

中部様式1



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan） 2

◆小山町の特性

小学校区を中心に形成されている本町は、人口減少と高齢化が進行しており、路線バ
ス及び鉄道駅の利用者は減少を続けている。このため、高齢化や人口減少を見据えた、
公共交通による生活交通サービス維持確保が必要となっている。

◆改訂版金太郎公共交通計画
（小山町地域公共交通網形成計画）

平成２８年～平成３１年（令和元年）

◆基本理念

「持続可能な地域公共交通により、
快適に移動ができるまちづくり」

◆まちづくりと一体となった公共交通の活性化

都市計画マスタープラン、内陸のフロンティアを拓く取組等まちづくり
に関する計画と調和の取れたネット ワークの構築に取り組む。



2.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 （Do） 3

◆各地区のシニアクラブ・学校へのヒアリング実施
公共交通の主な利用者である高齢者と学生（小学校・中学校・高校）の利用実態や要望等を把握

するため、関係各所へのヒアリングを実施した。
高齢者 ⇒ シニアクラブ（２１団体）に対し、会合等で意見聴取を実施（延べ４３０人）。
学 生 ⇒ 町内の学校（小５校・中３校・高１校）を訪問し、校長・教頭から意見聴取。

○主な意見（高齢者）
・公共施設での会議等が９時半頃、１３時半頃に始まることが多い。
・自宅までの運行は不要。近くのバス停までは歩いて行ける（歩いた方がよい）。
・路線バスとコミュニティバスが同じ見た目なので、見分けがつかない。
・パンフレットが見づらく、分かりづらい。
・行き先は、公共施設（役場、駅、パークゴルフ場など）、病院、スーパー、温泉等。

○主な意見（学生）
・登校時間は概ね同じ時間帯だが、下校時間は授業数や部活の有無によって曜日・季節で変動。
・休日の部活動は土曜日の午前中が最も多いが、部活動によって異なるので定期的な便は不要。

○ヒアリング結果に対する所感
・高齢者は日中の利用が多い。学生と異なり、行き先や利用する時間帯はバラバラであるため
ルートや運行時間を絞り込むことは難しい。

・学生は朝・夕方の利用が多い。現状、下校時の運行時間が実態と合っていないため、
運行の時間帯やルートを再検討することで需要が掘り起こせるのではないか。

・コミュニティバス自体への理解度が低い。分かりやすい見た目（ラッピング）・ルート・
料金体系等を整備し、利用方法についての説明を丁寧に継続的に実施する必要がある。



43.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

基本方針 指標名 基準値
達成目標
(H31年度)

実績
(H30年度)

指標の説明 検証内容

『快適で使いや
すい移動手段の

確保』

①町内鉄道駅利用者
数

975人/日
(H25年)

1,000人/日 821人/日
JR駿河小山駅とJR足柄
駅の日利用者数

有効性
②路線バスの利用者
数

106,248人
(H26年度※1)

106,250人 87,735人
路線バス(駿河小山線)
の年間利用者数

③路線バスの収支率
57.9%

(H26年度※1)
60.0% 41.9％

主要な路線バス(駿河小
山線)の収支率

経済性

『地域で創り、
支える、新たな
公共交通の仕組

みづくり

④バスと鉄道との接
続便数

74便(H27年) 78便 82便
町内のバスと鉄道駅(JR
駿河小山駅、JR足柄駅)
との接続本数

有効性

⑤町の運行するバス
の利用者数

16,112人
(H26年度)

24,900人 30,278人

コミュニティバス及び
小山地区・足柄地区実
証実験運行バス等の町
が運行するバスの年間
利用者数

⑥町の運行するバス
の収支率

6.0%
(H26年度※1)

15.0% 7.08％
副次収入も含めたコ
ミュニティバスの収支
率

経済性

『まちづくりと
連携し、地区特
性や利用状況に
応じた公共交通

の展開』

⑦公共交通に対する
満足度

18.0%
(H27年度)

50.0% 19.0％

総合計画の町民アン
ケート「快適な公共交
通の整備に取り組んで
いる」と回答する割合 有効性

⑧バスの総合アクセ
シビリティ指標

22.7km/㎢
(H27年)

28.8km/㎢ 11.4km/㎢
バス路線の総合アクセ
シビリティ(路線密度×
平均運行本数)

⑨バスの運行に係る
経費

4,000万円
(H27年度見込み※2)

4,000万円以下 6,286万円
バスの運行に係る経費
から運賃等の収入を差
し引いた額

経済性

※１：平成26年10月1日～平成27年9月30日 ※２：平成27年4月1日～平成28年3月31日



4.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act） 5

◆新しいコミュニティバスの導入（令和２年４月１日運行開始予定）
高齢者や学校へのヒアリング結果をもとに、新しいコミュニティバスの在り方を整理、導入。

○基本的な方針
 朝と夕方の通学時間帯と、日中の高齢者の利用が多い時間帯とで、運行方法を分ける。
 朝と夕方は、可能な限り学校の都合に合わせた定時定路線。
 日中は、定時定路線と予約型デマンド交通の組み合わせ。
 会議やイベント等開催時間をコミュニティバスに合わせるよう関係各所に周知徹底。

○運行形態（朝・夕方）
・授業開始時間や部活動の終了時間等に合わせて
曜日・季節で変動するダイヤを設定。

・土日祝日、学校の長期休暇期間は運休。

○運行形態（日中）
・基本的に朝の便が終了し、夕方の便が開始するまで
の間で、同じ車両・運転手が対応。

・町内５地区のうち、４地区はデマンド交通、１地区
は主要施設を通る定時定路線を導入。

・毎日運行（１２月３１日～１月３日のみ運休）。

○バス停
・２００箇所強設置（新設約１００箇所）。
・町内を１００ｍのメッシュで切り、住宅地から概ね
１００～２００ｍの距離に１箇所あるように設置。

・新設箇所は、公民館、スーパー、ゴミステーション
等、住民にとって分かりやすい場所を選定。

○デマンド交通
・事前登録不要。８日前から乗車希望時間の１時間前
まで、電話・スマートフォンから予約可能。

・運行時間内のバス停間の移動であれば、好きな時間
に好きな場所に呼ぶことが可能。

○利用対象
・町内・町外問わず誰でも利用可能。

○運賃（１乗車あたり）
・定額制（デマンド３００円、定時定路線２００円）。

○運行管理
・交通事業者に委託（バス事業者）。
・バス型車両（路線バスとの組込で調整）とワゴン車
（１４人乗り）の組み合わせ。

・デマンド交通はワゴン車のみ（時間帯によって１～
３台対応）。



小山町地域公共交通会議

6

平成２３年６月２８日設置

フィーダー系統 平成３０年６月２８日 確保維持計画策定等

令和元年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（経緯）

中部様式2



1.直近の第三者評価の活用・対応状況 7

直近の第三者評価委員会
における事業評価結果

事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

・モビリティマネジメント
の推進（バスの乗り方教室
等）

・会議等の通知文章に公共
交通の案内を掲載。利用促
進を図った。
・小学生を対象としたバス
車内のラッピングイベント
を実施。併せてバスの乗り
方教室も開催。

・引き続き、バス利用の機
運醸成を図るため、イベン
トの開催や利用促進策等を
企画・実施する。



2.アピールポイント 8

◆会議等の通知文への公共交通案内の掲載

町が主催となる会議等の通知文に、公共交通
の案内を掲載（会議の開始・終了時間に合わせ
たダイヤを掲載）すること、またバスのダイヤ
に会議の開始時間を合わせることで、バスの利
用促進を図った。

◆バスの車内ラッピングイベントの開催（バスの乗り方教室も同時開催）

バス事業者が主体となり、町内の小学校の学童生徒を対象に、バス車内を装飾する
イベントを開催。併せてバスの乗り方教室も実施し、バス利用の機運醸成を図った。
※数件ではあるが、その後当該車両に乗りたいという保護者からの問い合わせあり。



（別添１）

令和元年１２月１９日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり
実施されなかった場合には、理
由等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が
達成できなかった場合には、理
由等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

富士急行株式会社

①系統名：すばしりルート
通行区間：須走浄化センター～生涯学
習センター　12.5km
須走浅間神社前など２箇所において地
域間幹線「河口湖線」とバス停を供用。

②系統名：あしがらルート
通行区間：生涯学習センター～東名足
柄　8.6km
佐野川バス停において地域間幹線系
統「駿河小山線」とバス停を供用。

・町主催の会議等の通知文
章に公共交通の案内を掲
載。会議の開始、終了時間
に合わせたダイヤ情報を掲
載することで利用促進を図っ
た。
・町内の小学生を対象とした
バス車内の装飾イベントを
開催し、バスに興味を持って
もらう取り組みを実施した
（併せてバスの乗り方教室も
実施）。

Ａ 計画通りの運行を実施。 Ｃ

①すばしりルート
利用者数実績：3,985人(目標：
5,400人）
平均乗車密度実績：0.3
運行回数実績：1,825.0回（計画
通り）
収支率実績：4.40％
理由：通学時間帯以外の利用促
進が図られず、また土日休日の
利用についても低調であった。

②あしがらルート
利用者数実績：3,918人(目標：
5,400人）
平均乗車密度実績：0.2
運行回数実績：1,642.5回（計画
通り）
収支率実績：5.51％
理由：通学時間帯以外の利用促
進が図られず、また土日休日の
利用についても低調であった。

・路線沿線の通学利用の創出及び通
学利用に適したダイヤの設定、見直
し。
・運行時間帯、運行日の最適化による
運行経費の削減。
・地域間幹線乗継利用の創出のため
の周知活動の実施。
・バスを活用したイベント（乗り方教室）
等、バス利用促進のための施策を実
施。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

小山町地域公共交通会議

小山町地域内フィーダー系統確保維持計画

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

1/2



（別添１－２）

令和元年１２月１９日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

小山町地域公共交通会議

平成３１年度（令和元年度）　小山町地域内フィーダー系統確保維持計画

本町では、高齢化、人口減少が進行しており、更なる高齢化や人口減少を見据えた、公共交通による生活交通サービス維持確保が必要と
なっている。
そこで、町民に親しまれ、利用される効率的で持続可能な移動手段の確保を目指すべく、路線バスを主体とした幹線系統と接続・共存する
町内交流の軸としてコニュニティバスによるネットワークを構築することにより、通院・通学の利便性の確保、ＪＲ足柄駅への接続確保、地域
間幹線との接続を図り、生活交通の確保および地域間交流の促進による地域活性化を図ることを目的とする。


