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◆◆◆平成 2９年度（後期）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５市２町

及びバス事業者３社から、平成 2９年度（後期）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、生活交通の確保方策を決定します。 

 

◆◆◆平成 2９年度（後期）乗合バス退出意向申出路線の概況◆◆◆ 

今年度における退出意向申出は、52系統です。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。 

 

【平成 2９年度（後期）乗合バス路線退出意向申出の概要】 

番号 乗合バス事業者名 系統数 関係市町 

１  島田市 １ 島田市 

２  富士市 ２ 富士市 

３ 焼津市 ５ 焼津市 

４ 藤枝市 ６ 藤枝市 

５ 伊豆の国市 ３ 伊豆の国市 

６ 小山町 ４ 小山町 

７ 川根本町 1 川根本町 

御殿場市、裾野市、三島市、

小山町 
８ 富士急行(株) ４ 

９ 富士急静岡バス(株) ７ 富士市、沼津市、静岡市 

沼津市、富士市、 
10 富士急シティバス(株) １９ 

三島市、裾野市、長泉町 

計 ５市２町３事業者 5２ 10 市 

＊申出内容の詳細は、別紙の一覧表を参照してください。退出の申出路線について、代

替運行等を希望する乗合バス事業者等は、平成 2９年 10 月２７日（金）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 ＴEL 054-221-3194）へ申し出てください。 

静 岡 県 交 通 基 盤 部 都 市 局 地 域 交 通 課  
TEL 054-221-3194  FAX 054-221-2673  MAIL koutu@pref.shizuoka. lg. jp 
〜ご意⾒・ご要望（地域のニュースも⼤歓迎）をメールでお寄せください〜 



 
 

（別紙） 

起点 経過地 終点

1 島田市 川根温泉線 川根温泉ホテル 山の家 島田駅 21.4 2.7 島田市 自主運行バス

2 富士市
富士南地区コミュニティバス

「みなバス」
新富士駅 自由ヶ丘　富士駅南口 新富士駅 12.6 未定 富士市 〃

3 富士市
天間地区コミュニティバス

「てんまーる」
富士根駅 天間地区内 富士根駅 13.2/12.2 未定 富士市 〃

4 焼津市 大井川焼津線 市立病院 中島 大井川庁舎 14.1 0.9 焼津市 〃

5 焼津市 大井川焼津線 焼津駅
市立病院・中島
・ｸﾞﾗﾝﾘﾊﾞｰ前

大井川庁舎 23.3 0.9 焼津市 〃

6 焼津市 大井川焼津線 市立病院 中島　ｸﾞﾗﾝﾘﾊﾞｰ前 大井川庁舎 16.9 0.9 焼津市 〃

7 焼津市 大井川焼津線 焼津駅 市立病院　中島 大井川庁舎 20.5 0.9 焼津市 〃

8 焼津市 大井川西部循環線 市立病院 藤守 つつじ平団地 14.7 0.0 焼津市 〃

9 藤枝市 大久保上滝沢線 蔵田 大久保　ゆらく 瀬戸谷小 16.3 16.3 藤枝市 〃

10 藤枝市 大久保上滝沢線 蔵田 ～ 瀬戸谷小 10.2 10.2 藤枝市 〃

11 藤枝市 大久保上滝沢線 蔵田 大久保 ゆらく 14.4 14.4 藤枝市 〃

12 藤枝市 大久保上滝沢線 ゆらく 滝ノ谷 上滝沢 9.6 9.6 藤枝市 〃

13 藤枝市 大久保上滝沢線 蔵田 滝ノ谷 上滝沢 17.9 17.9 藤枝市 〃

14 藤枝市 大久保上滝沢線 蔵田 大久保　滝ノ谷 上滝沢 24.0 24.0 藤枝市 〃

15 伊豆の国市 韮山循環線 奈古谷温泉入口 原木南　韮山小 奈古谷温泉入口 8.2 2.5 伊豆の国市 〃

16 伊豆の国市 千代田団地・韮山駅線 千代田団地 保健センター前 韮山駅 5.2/5.0 未定 伊豆の国市 〃

17 伊豆の国市 千代田団地・韮山駅線 千代田団地 江間 韮山駅 3.9 未定 伊豆の国市 〃

18 小山町
湯船・柳島コース
(柳島先回り)

ふじみｾﾝﾀｰ
柳島公民館
湯船公民館

ふじみｾﾝﾀｰ 15.4 未定 小山町 〃

19 小山町
湯船・柳島コース
(湯船先回り)

ふじみｾﾝﾀｰ
湯船公民館
柳島公民館

ふじみｾﾝﾀｰ 15.4 未定 小山町 〃

20 小山町
湯船・柳島コース

(湯船経由)
ふじみｾﾝﾀｰ 湯船公民館 なかがわ医院入口 7.7 未定 小山町 〃

21 小山町
湯船・柳島コース

(柳島経由)
なかがわ医院 柳島公民館 ふじみｾﾝﾀｰ 7.6 未定 小山町 〃

22 川根本町 北部循環線 千頭駅 本川根診療所 千頭駅 7.9 7.9 川根本町 〃

23 富士急行(株) 御殿場線 御殿場駅 裾野駅入口 三島駅 21.8 0.0 御殿場市 裾野市 三島市 幹線系統バス

24 富士急行(株) 駿河小山線 御殿場駅 仲町 一色 5.3 0.0 御殿場市 小山町

25 富士急行(株) 中日向線 御殿場駅 高根支所 上野 10.5 未定 御殿場市 小山町

26 富士急行(株) 中日向線 御殿場駅 高根支所 富士小山病院 7.0 未定 御殿場市 小山町

27 富士急静岡バス(株) 富士ひまわり線 吉原中央駅
石坂口

岳鉄本吉原駅
吉原中央駅 10.0 未定 富士市

28 富士急静岡バス(株) 富士ひまわり線 富士駅前 松富町　川村病院 富士駅前 11.5 未定 富士市

29 富士急静岡バス(株) 船津線 富士駅 吉原中央駅　市立病院 沼津駅 25.7 未定 富士市 沼津市 幹線系統バス

30 富士急静岡バス(株) 東海道線 吉原中央駅 吉原駅 東田子浦駅 7.7 未定 富士市

31 富士急静岡バス(株) 田子浦線 富士駅南口 宮島新田 三四軒屋 4.2/4.1 未定 富士市

32 富士急静岡バス(株) 興津線 富士駅 蒲原病院 寺尾橋 15.3 12.9 富士市 静岡市 幹線系統バス

33 富士急静岡バス(株) 興津線 蒲原病院 ～ 寺尾橋 8.7 8.7 富士市 静岡市

34 富士急シティバス㈱ 須山線 三島駅 御宿　下和田上 須山 19.8 2.3 三島市 裾野市

35 富士急シティバス㈱ 東急線 裾野駅 細野 東急千福ヶ丘 6.3 未定 裾野市

36 富士急シティバス㈱ 御長屋線 三島駅 下土狩駅　がんセンター 桃沢郷 14.7/14.5 6.0 三島市 長泉町 幹線系統バス

37 富士急シティバス㈱ 御殿場線 三島駅 裾野駅入口　岩波 御殿場駅 22.1/21.8 11.5 三島市 裾野市 御殿場市 〃

38 富士急シティバス㈱ 原線 沼津駅 旧道　原駅入口 東田子浦駅 12.8 7.2 沼津市 富士市 〃

39 富士急シティバス㈱ 原線 原小学校 ～ 東田子浦駅 4.8 4.8 沼津市 富士市

40 富士急シティバス㈱ 緑ヶ丘線 沼津駅 本田町　西沢田上 緑ヶ丘 4.8 1.5 沼津市

41 富士急シティバス㈱ 柳沢線 沼津駅 江原公園　西沢田 柳沢 8.7 0.3 沼津市

42 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 9.5 0.3 沼津市

43 富士急シティバス㈱ 沼津高専 沼津駅 天神ヶ尾　北小林 沼津高専 6.8/5.8 2.0 沼津市 長泉町 幹線系統バス

44 富士急シティバス㈱ 沼津高専 三島駅 広小路　北小林 沼津高専 6.9/5.5 2.8 沼津市 三島市 長泉町

45 富士急シティバス㈱ 片浜駅循環 片浜駅 沼津市立病院　中田通り 片浜駅 6.4 1.6 沼津市

46 富士急シティバス㈱ 片浜駅循環 片浜駅 沼津市立病院　病院通り 片浜駅 6.0 1.8 沼津市

47 富士急シティバス㈱ 片浜駅循環 沼津市立病院 中田通り 片浜駅 4.1 1.6 沼津市

48 富士急シティバス㈱ 原駅循環 原駅 大塚新田　原新田 原駅 10.1 4.0 沼津市

49 富士急シティバス㈱ 原駅循環 原駅 三合橋　カインズ南 原駅 10.3 3.0 沼津市

50 富士急シティバス㈱ 原駅循環 原駅 三合橋　石川 原駅 9.5 3.7 沼津市

51 富士急シティバス㈱ 原駅循環 荒久 三合橋　石川 原駅 5.8 1.5 沼津市

52 富士急シティバス㈱ 原駅循環 原駅 大塚新田　カインズ南 原駅 12.6 5.0 沼津市

※キロ程及び退出区間の単一表記は往復同一数値である。

キロ程※
（㎞）往/復

退出区間
※(km)

関係市町 備　　考
運　　行　　系　　統

番号 事　業　者　名 系　統　名

 

 


