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◆◆◆令和３年度（前期）乗合バスの退出意向の申出◆◆◆

静岡県生活交通確保対策協議会（以下、県協議会）に対し、県内の２市町及び

バス事業者４社から、令和３年度（前期）における乗合バス路線の退出意向の

申出が行われました。県協議会では、地域の生活交通の維持確保を図るため、

申出路線について、関係市町における地域公共交通会議等での協議を踏まえ、

国・県・関係市町及び関係事業者により協議・検討を行い、退出又は再編を決

定します。

◆◆◆令和３年度（前期）乗合バス退出意向の申出があった路線の概況◆◆◆

今年度における退出意向申出は、46系統（２市町、４事業者）です。

今後、地域公共交通会議等で退出、再編の検討が進められていきます。

【令和３年度（前期）乗合バス路線退出意向申出の概要】

＊申出内容の詳細は、別添の一覧表を参照してください。

番号 市・事業者名 系統数 関係市町

１ 南伊豆町 １ 南伊豆町

２ 掛川市 1 掛川市

３ 箱根登山バス㈱ １ 熱海市

４ 伊豆箱根バス㈱ 8 伊豆市、沼津市

５ 遠州鉄道㈱ 14 浜松市、湖西市、磐田市

６ 富士急シティバス㈱ 21
三島市、長泉町、裾野市、

御殿場市、沼津市、富士市

計 ２市町４事業者 46 11市２町
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起点 経過地 終点

1 南伊豆町 吉田線 吉田消防ポンプ置場 道の駅 11.4 11.4 南伊豆町 自主運行

2 掛川市 満水線 掛川駅北口 つま恋 北ゲート 22世紀の丘公園 7.4 7.4 掛川市 自主運行

3 箱根登山バス㈱ ゆずり葉団地線 湯河原駅 泉大橋 ゆずり葉団地上 4.2 3.7 熱海市

4 伊豆箱根バス㈱ 中伊豆線 修善寺駅 地蔵堂　　貴僧坊 筏場 12.7 12.7 伊豆市 地域間幹線系統

5 伊豆箱根バス㈱ 中伊豆線 筏場 貴僧坊 1.2 1.2 伊豆市

6 伊豆箱根バス㈱ 中伊豆線 姫の湯下 筏場 2.5 2.5 伊豆市 市単独補助系統

7 伊豆箱根バス㈱ 沼津大岡三島線 三島駅 東芝前 沼津駅 7.7 0.8 沼津市

8 伊豆箱根バス㈱ 沼津緑ヶ丘循環線 沼津駅 緑ヶ丘 沼津駅 6.1 1.0 沼津市

9 伊豆箱根バス㈱ 沼津市内線 沼津駅 加藤学園入口 沼津駅 4.8 0.8 沼津市

10 伊豆箱根バス㈱ 沼津市内線 沼津駅北口 加藤学園入口 沼津駅北口 4.4 1.2 沼津市

11 伊豆箱根バス㈱ 沼津市内線 沼津駅 東芝前 沼津駅 4.4 0.8 沼津市

12 遠州鉄道㈱ 浅田米津線 浜松駅
法枝住宅
アルラ前

米津神社 7.6 4.6 浜松市

13 遠州鉄道㈱ 浅田米津線 浜松駅 法枝住宅 米津神社 7.2 4.2 浜松市

14 遠州鉄道㈱ 中田島線 浜松駅 中田島砂丘 恵学園 10.7 3.9 浜松市

15 遠州鉄道㈱ 笠井高台線 浜松駅
労災病院
笠井上町

山東 24.3 8.3 浜松市 地域間幹線系統

16 遠州鉄道㈱ 笠井高台線 浜松駅
労災病院
笠井上町

南中瀬 16.3 4.0 浜松市

17 遠州鉄道㈱ 浜名線 浜松駅
舞阪地域
協働ｾﾝﾀｰ

湖西市役所 22.5 11.2 浜松市、湖西市 地域間幹線系統

18 遠州鉄道㈱ 大久保線 山崎 神久呂幼稚園 浜松駅 18.8 1.6 浜松市

19 遠州鉄道㈱ 大久保線 神久呂小学校 神田原 西山西 4.7 2.1 浜松市

20 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 浜松駅 掛塚・とつか 豊田町駅 14.6 6.1 磐田市 地域間幹線系統

21 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 浜松駅
とつか

豊田町駅
磐田駅 18.5 9.2 磐田市

22 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 浜松駅 掛塚・千手堂 磐田駅 14.9 4.4 磐田市 地域間幹線系統

23 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 磐田駅
千手堂
浜松駅

医療センター 20.6 4.4 磐田市

24 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 掛塚 千手堂 磐田駅 8.0 4.4 磐田市

25 遠州鉄道㈱ 掛塚さなる台線 掛塚
千手堂
磐田駅

北高校前 10.9 4.4 磐田市

26 富士急シティバス㈱ 駿河平線 三島駅
広小路

下土狩駅
駿河平 10.5 2.9 長泉町 地域間幹線系統

27 富士急シティバス㈱ 駿河平線 三島駅
広小路

下土狩駅
がんセンター

駿河平 11.0/10.8 2.9 長泉町 地域間幹線系統

28 富士急シティバス㈱ 須山線 三島駅
御宿

下和田上
須山 19.8 3.2 裾野市 地域間幹線系統

29 富士急シティバス㈱ 須山線 三島駅
御宿

今里集会所
下和田上

須山 20.2 4.1 裾野市 地域間幹線系統

30 富士急シティバス㈱ 須山線 三島駅
裾野駅
御宿

下和田・帝人アカ
デミー富士

16.7 2.3 裾野市 地域間幹線系統

31 富士急シティバス㈱ 須山線 三島駅
裾野駅
御宿

今里集会所

下和田・帝人アカ
デミー富士

17.1 3.2 裾野市 地域間幹線系統

32 富士急シティバス㈱
トヨタ自動車
東日本線

三島駅北口
裾野駅入口

深良支所入口
東富士研究所前 13.3 0.0 

33 富士急シティバス㈱
トヨタ自動車
東日本線

三島駅北口
裾野駅

東富士研究所前
御殿場特別支援学

校
15.7 2.4 裾野市、御殿場市

34 富士急シティバス㈱
トヨタ自動車
東日本線

裾野駅 東富士研究所前
御殿場特別支援学

校
10.3 2.4 裾野市、御殿場市

35 富士急シティバス㈱ 見晴台線 三島駅 芙蓉台 見晴台 8.3/8.1 4.4 三島市 市単独補助系統

36 富士急シティバス㈱ 伊豆佐野線 三島駅 芙蓉台 伊豆佐野 10.6 3.6 三島市

37 富士急シティバス㈱ 原線 沼津駅南口
旧道

原駅入口
東田子浦駅 12.8 6.6 沼津市、富士市 地域間幹線系統

38 富士急シティバス㈱ 原線 原駅 一本松 東田子浦駅 5.2 5.0 沼津市、富士市

39 富士急シティバス㈱ 柳沢線 沼津駅
江原公園
西沢田

柳沢 8.5 1.1 沼津市

40 富士急シティバス㈱ 柳沢線 沼津駅
大諏訪

沼津市立病院
柳沢 9.3 1.1 沼津市

41 富士急シティバス㈱ 柳沢線 沼津駅
江原公園

ららぽーと沼津
沼津市立病院

柳沢 9.5 1.1 沼津市

42 富士急シティバス㈱ 根方線 沼津駅
江原公園

ららぽーと沼津
沼津市立病院

東平沼 11.0 2.8 沼津市

43 富士急シティバス㈱ 根方線 沼津駅
市立高校前

天神ヶ尾
西沢田

東平沼 11.8 2.8 沼津市

44 富士急シティバス㈱ 根方線 沼津駅
江原公園
西沢田

東平沼 10.0 2.8 沼津市

45 富士急シティバス㈱ 沼津ゴルフ場線 沼津駅
市立高校前

天神ｹ尾
東名沼津

沼津ゴルフ場 8.4 4.0 沼津市

46 富士急シティバス㈱ 拓南東線 沼津駅
市立高校前

天神ｹ尾
東名沼津

拓南東 7.4/7.5 3.3 沼津市
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別 添

令和３年度（前期）乗合バス退出意向申出一覧

下記退出の申出があった路線について、代替運行等を希望する乗合バス事業者等は、令和３年４月 28 日（水）

までに、静岡県生活交通確保対策協議会事務局（〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 静岡県交通基盤部都市

局地域交通課 TEL054-221-3186）へ申し出てください。


