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日常生活での自動車利用率 60.4％ 
     （自身で運転） 

↓ 

バスを利用できる環境が整っても、なかなか 

バス利用に転換してくれない現実がある。 

 

 

 

 

●バス利用者の 83.3％は免許がない人 

●バス利用者の 47.8％は自由に使える車のない人

 

１日のバス利用者：約 950 人（理科大線を除く）

バス利用に対する満足度 50％以上 
↓ 

現在のバス利用者を大切にする施策の必要性

 
 

1．地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針 

1-1．本計画の基本方針 

 

公共交通利用に関しては、「現在公共交通を利用して

いる人に更なるサービスの提供を行い、利用者満足度

を高める」ことと、「公共交通を利用していない人に利

用できる環境を整備して、公共交通利用に転換しても

らう」ことが重要な課題である。公共交通網が脆弱な

地方都市では自動車依存度が極めて高く、公共交通利

用に比べ自由度が高い自動車から、公共交通に転換し

てもらう環境を整えるにはかなりの困難を伴う上、一

定の利用できる環境が整っても自動車利用の習慣性か

ら脱却できない現状がある。 

本計画においては、「公共交通を利用していない人に

対する公共交通への転換方策」については、「モビリテ

ィ・マネジメント」等ソフト施策で必要な検討を行う

ものとし、「現在公共交通を利用している人」の要望や

不満点を改善する施策の検討を中心に行うものとする。 

 

 

公共交通の運行に際しても、「温室効果ガス

削減」の観点からの施策展開が求められる中

で、「公共交通の効率的運行」は大きな課題で

ある。一方、公共交通の効率性を重視し過ぎ

ると、弱者切り捨ての議論が発生してくる。 

本計画に当たっては、「運行効率の改善」と

「公共交通で支援すべき対象」とのバランス

に配慮した計画づくりを目指すものとする。 

 

 

公共交通は本来「誰もが安価で利用できる交通機関」

であるが、モータリゼーションの進展に伴う公共交通

利用者の減少、それに伴う路線の廃止、運賃値上げ等

により、「誰もが」「安価」という機能が失われつつあ

るのが現状である。路線の廃止に対しては、行政が交

通事業者に赤字分を補填しながら維持に努めてきたが、

利用者減少に歯止めがかからず、補填額は年々増加の

傾向にあり、費用対効果（1 人当たり補填額）も年々

低下（上昇）しつつある。一方、路線の廃止に伴い、

公共交通を利用したくても利用できない地域（公共交

通空白地域）も年々増加しつつある。 

本計画に当たっては、公共交通本来のもつべき機能

の復活を目指した計画づくりを目指すものとする。 

◇基本方針 3／公共交通に対する公平性、経済性への配慮 

＜支援の必要性＞ 

 

 

＜対象＞ 

 

 

＜小規模輸送の効率性＞

小･中学生 高齢者 高校生 主婦 通勤者

◇基本方針 2／運行効率の改善と支援すべき対象とのバランス配慮 

◇基本方針 1／利用者重視の検討 

＜公共交通に対する公平性、経済性の課題＞

できる限りの改善を図る←

これをどうするかは 

↑  今後の課題

少なくともこの範囲は公共交通でサービスしたい 
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｢大型車両で輸送する必要の

あるもの｣及び｢観光路線｣ 

⇒バス事業者が運行 

 

｢小規模な定時定路線運行｣

｢デマンド運行｣ 

｢不定期運行｣ 

⇒タクシー事業者等が運行 
 
 
 
 

                          〈これからの公共交通のイメージ〉 

 

 

1-2．運行における交通事業者の役割分担 

これまで地域を支えてきた公共交通は、大量広域輸送を鉄道事業者、定時定路線運行をバス

事業者、不定期運行をタクシー事業者がそれぞれ担ってきた。しかし、近年、公共交通離れが

加速する中で、乗客のいないバスがまちなかを走る光景を目にする機会も増え、住民アンケー

トからは、適正規模車両での運行に対する要望が数多く出されている現状がある。そこで、本

計画では、地域の現状に適した公共交通体系とするため、それぞれの交通事業者の体力と既存

設備を柔軟に活用し、次のように運行における交通事業者の役割分担を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢定時定路線運行｣ 

⇒バス事業者が担当 

 

｢不定期運行｣ 

⇒タクシー事業者が担当 
 
 
 
 
 

                          〈これまでの公共交通のイメージ〉 

《これまでの公共交通》 

《これからの公共交通》 
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1-3．茅野市・原村における施策の総括 

1-3-1．路線バスの施策の総括 

 

 

サービスレベル 利用効率 補助効率 利用者特性 
路線名 平日運行

本数 

通勤・通学 

利用 

午前の 

往復 

午後の

往復 
日利用者数 

1 便当たり 

利用者数 

年間 

補助額 

利用者 1 人

当たり補助額
通学 通勤 通院 買物 観光 

重複路線 施策の概要 

青柳線 9 本 ○ ○ ○ 17 人/日 1.9 人/便 328 万円 801 円 23.5% 11.8% 23.5% 0% 0% 
ビーナちゃん 

（御狩野線） 

■朝夕各 2 便の通学支援便の運行 

■日中の乗合タクシーの運行 

※運行形態としては、通学補助金廃止等の条件のもと、

地域の足となるコミュニティバス化も考えられる。 

上槻木線 10 本 ○ ○ × 55 人/日 5.5 人/便 247 万円 186 円 6.0% 18.2% 27.3% 21.2% 0% 
ビーナちゃん 

（中道線） 

■利用の少ない区間（泉野地区）の廃止及び経路変更 

■泉野地区におけるデマンド方式の導入 

茅野原村(中新田)線 13 本 ○ ○ ○ 132 人/日 10.2 人/便 37.2% 2.6% 12.8% 23.1% 0% 
ビーナちゃん 

（丸山線） 

■利用の少ない原村区間を廃止した縮小運行 

〈原村村内〉 

■朝・夕：通学支援車両による定時定路線運行 

（村内⇔すずらんの里駅）

■昼間：村内循環車両による運行（４方向） 

茅野原村(美濃戸口)線 12 本 ○ ○ ○ 79 人/日 6.6 人/便 

1527 万円 
〈茅野市〉 

717 万円 
（Ｈ21 予定）

〈原 村〉 

810 万円 
（Ｈ21 議会補正）

300 円 
〈茅野市〉 

162 円 
 

〈原 村〉 

1222 円 1.7% 6.9% 6.9% 17.2% 20.7%
ビーナちゃん 

（玉川循環線） 

■利用の少ない払沢車庫以東を廃止した縮小運行 

（原村村内の運行は上記に示すとおり） 

申
入
れ
路
線 

①蓼科高原ﾗｳﾝﾄﾞﾊﾞｽ 

（特定日運行） 

②ﾒﾙﾍﾝ街道ﾊﾞｽ 

①:12 本 

②:  

平）6 本 

休）6 本 

× △ ○ 

①:127 人/日 

②: 

平）16 人/日 

休）34 人/日 

①:10.6 人/便 

②: 

平）2.7 人/便 

休）5.7 人/便 

①:241 万円

②:317 万円

①:162 円 

②: 

平）552 円 

休）261 円 

0% 0% 7.7% 15.4% 38.5%
ビーナちゃん 

（横谷峡・金山線）

□蓼科高原ラウンドバス：観光戦略もあり、観光バス路

線として当面は現状維持 

■メルヘン街道バス：通学支援便の増便及び一部観光

施設経由にルート変更 

大日影線 

（廃止代替） 
9 本 ○ ○ ○ 11 人/日 1.2 人/便 458 万円 1563 円 0% 11.1% 44.4% 44.4% 0% 

ビーナちゃん 

（大日影経由 

考古館線）

■運行効率が低い補助路線のため、路線を廃止 

■上槻木線の廃止区間とあわせ、泉野・豊平地区にお

けるデマンド方式の導入 

上社・大熊線 

（廃止代替） 
8 本 △ ○ ○ 33 人/日 4.1 人/便 83 万円 104 円 11.1% 5.6% 22.2% 16.7% 0% 

ビーナちゃん 

（市街地西循環線）

■利用者の少ない便の統合及び電車への接続を踏まえ

たダイヤの改善 

補
助
路
線 

中央病院線 
（他路線を含めた場合） 

5 本 

（13 本） 
× ○ ○ 

29 人/日 

（34 人/日） 

5.8 人/便 

（2.6 人/便） 

127 万円 

(330 万円)

182 円 

（402 円） 
11.8% 0% 47.1% 11.8% 0% 

ビーナちゃん 

（複数） 

■ビーナちゃんの市街地東・西循環線を吸収しての市街

地循環バスの新設 

■市街地内の移動の利便性を高めるダイヤの構築 

岡谷線 
（茅野市内の利用） 

36 本 ○ ○ ○ 
632 人/日 

（95 人/日） 

17.6 人/便 

（2.6 人/便） 
－ － 8.3% 28.3% 15.0% 10.0% 1.7% 

ビーナちゃん 

（市街地東循環線）

□基幹バス路線として現状維持 

理科大線 20 本 × ○ ○ 344 人/日 17.2 人/便 － － 97.8% 2.2% 0% 0% 0% 
ビーナちゃん 

（小泉経由 

考古館線）

□基幹バス路線として現状維持 

蓼科線 16 本 ○ ○ ○ 197 人/日 12.3 人/便 － － 1.0% 9.4% 12.5% 11.5 30.2%
ビーナちゃん 

（横谷峡・金山線） 

□基幹バス路線として現状維持 

白樺湖線 23 本 ○ ○ ○ 266 人/日 11.6 人/便 － － 10.6% 5.6% 8.1% 5.6% 28.6%
ビーナちゃん 

（柏原線） 

□基幹バス路線として現状維持 

渋の湯線 5 本 × ○ ○ 35 人/日 7.0 人/便 － － 16.7% 3.3% 6.7% 10.0% 36.7%
ビーナちゃん 

（白井出線） 

■試験的に通学支援便を増設 

非
補
助
路
線 

麦草峠線 

（特定日運行） 
6 本 × ○ ○ 89 人/日 14.8 人/便 － － － － － － －  

□観光バス路線として現状維持 

 

①基本的には、運行されているすべての路線に対し、利用者特性、運行特性を分析し、 善と考えられる施策提案を行うものとする。 

②施策検討において、「申入れ４路線（※）」「補助路線」については詳細な検討を行うものとするが、「非補助路線」については、交通事業者の意思によって運行されており、「特に運行効率が悪い」「特にサービス

レベルが低い」等の課題のない路線については、「現状維持」を原則とする。 

施策検討 
の基本的 
考え方 

※「申入れ 4 路線」：諏訪バス株式会社が茅野市及び原村に対し、平成 20 年 7月と 10 月に、不採算のため運行継続が困難になった旨、見直しの協

議を申し入れた①青柳線、②上槻木線、③茅野・原村線（中新田線と美濃戸口線）、④蓼科高原ラウンド・メルヘン街道バス（④は、平成 21 年

度は別個の運行形態をとっている。）をいう。 

注 1）基本となるデータは、平成 21 年 9月 16 日（水）に実施したバス乗降調査及びバス利用者アンケート調査の結果に基づく。ただし、麦草峠線

は平成 21 年 9 月 20 日（日）の調査結果（諏訪バス株式会社）を用いている。 

注 2）「現状維持」については、原則、交通事業者の運行方針に従うものとする。 

【「サービスレベル」の判断基準】 

通勤・通学利用：朝 7時 30 分に茅野駅に着く便があり、夕方 5時 30 分以降茅野駅を出発する便がある。 

午前の往復  ：午前中に自宅を出、病院等で 1～2時間用を足し、午前中に自宅に着ける便がある。 

午後の往復  ：午後に自宅を出、買物等で 1～2時間用を足し、午後 4～5時位に自宅に着ける便がある。
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富士見町方面

≪青柳線≫ 
朝・夕は長峰中学校への通学を支援す

る通学支援便を運行し、利用者の少ない

昼間は重複するビーナちゃん「御狩野線」

の運行ルートを含めて「乗合タクシー」で

のサービスとする。 
なお、実証運行期間中はビーナちゃん

「御狩野線」は休止とする。 

≪市街地循環線の新設≫ 
循環形態にある「中央病院線」を基本

に、ビーナちゃん「市街地西循環線」「市街

地東循環線」の運行ルートをカバーできる

ような「市街地循環バス」を新設する。 
それに伴い、ビーナちゃん「市街地西循

環線」「市街地東循環線」は廃止又はルー

ト変更とする。 

≪上社・大熊線≫ 
通勤・通学利用に対するサービスはあ

るが、茅野駅からの電車への乗り継ぎに

課題があり、ダイヤ改善と、利用者の少

ない便の統合を図る。 
なお、改善策の実施に当たっては諏訪

市との調整が必要。 

≪原村（中新田）線≫ 
原村の意向（利用者の少ない原村区

間は廃止したい）を踏まえ、「丸山上バス

停」（茅野市の 終バス停）までの運行と

する。 

≪原村（美濃戸口）線≫ 
原村の意向（利用者の少ない払沢車

庫以東の原村区間は廃止したい）を踏ま

え、運行ルートの変更を図る。 

≪原村村内の新たな運行システムの構築≫ 
すずらんの里駅への通学支援車両の運行及び昼

間の村内循環車両の運行の導入により、村内の移

動支援を図る。 

≪上槻木線≫ 
利用者の少ない「茶立場」より東側の区

間（泉野地区）を廃止し、「茅野駅～山田

上」の運行とする。泉野地区については、

廃止する「大日影線」の豊平地区を含め

たデマンド方式導入によりサービス改善を

図る。 

≪大日影線≫ 
利用者が少なく、運行効率の低い路線として廃止す

る。代替施策として、上槻木線で廃止した泉野地区とあ

わせてデマンド方式導入によるサービス改善を図る。 

≪泉野・豊平地区のデマンド方式の導入≫ 
大日影線の廃止、上槻木線の一部廃止に対す

る代替施策として、泉野・豊平地区を対象にデマン

ド方式の導入によるサービス改善を図る。 

≪麦草峠線≫ 
麦草峠への不定期運行の観光路

線として、原則現状維持とする。 

≪渋の湯線≫ 
渋の湯への観光・レジャー要素の

強い路線であるが、ダイヤ編成上沿

線の通勤・通学に対するサービスが

不十分で、朝・夕の通勤・通学支援サ

ービスを試験的に導入する。 

路線バス施策総括図 

≪メルヘン街道バス≫ 
横谷峡方面への観光的要素の強い路線で、平日の

利用は少なく、通勤・通学に対するサービスもないた

め、試験的に沿線住民の通勤・通学サービスの提供

を図るとともに、観光戦略として縄文の湯、縄文考古

館回りのルートを新設する。 

≪蓼科高原ラウンドバス≫ 
白樺湖線、蓼科（ﾋﾟﾗﾀｽﾛｰﾌﾟｳｪｲ）線、メルヘン街道バス等と機能が重複し、利用者

の少ない便もあるが、観光戦略としての意味合いもあり、当面は現状維持とする。 
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1-3-2．福祉バス｢ビーナちゃん｣の施策の総括 

 

 
 
 

サービスレベル 利用効率 利用者特性 

路線名 
日運行本数 

諏訪中央病院 

へのアクセス 

温泉施設 

へのアクセス 
平均日利用者数

1 便当たりの 

平均利用者数 
通院 買物 温泉 

重複路線 施策の概要 

御狩野線 6 本 ○ ○ 36.5 人/日 6.1 人/便 61.2% 26.5% 12.2% 
路線バス 

（青柳線） 

■青柳線の改善方策を受け、昼間の「乗合タクシー」

の運行により機能が重複するため、実証運行期間中

の本路線は休止とする。 
月
曜
日 

市街地東循環線 6 本 ○ ○ 23.5 人/日 3.9 人/便 58.3% 13.9% 8.3% 
路線バス 

（岡谷線） 

■中央本線の東側：中央病院線との連携による「市街

地循環バス」へ移行する。 

■中央本線の西側：「市街地西循環線」と経路を統合

して運行する。 

柏原線 6 本 ○ ○ 31.0 人/日 5.2 人/便 51.8% 21.4% 16.1% 
路線バス 

（白樺湖線） 

□当面は現状維持とする。 

中道線 6 本 ○ ○ 22.5 人/日 3.8 人/便 42.4% 33.3% 3.0% 
路線バス 

（上槻木線） 

□上槻木線の改善方策として、泉野地区では「デマン

ド方式」の導入を図るが、本路線は「河原の湯」ま

でのアクセス確保のため、現状維持とする。 

火
曜
日 

丸山線 7 本 ○ ○ 42.0 人/日 14.0 人/便 43.1% 19.0% 31.0% 
路線バス 

（原村(中新田)線） 

□当面は現状維持とする。 

東向ヶ丘線 6 本 ○ × 29.0 人/日 4.8 人/便 65.0% 25.0% 5.0% 
路線バス 

（青柳線） 

■朝と夕の便は現状維持とし、昼間の２往復は「望岳

の湯」まで経路を延長する。 

大日影経由 

考古館線 
6 本 ○ ○ 22.0 人/日 3.7 人/便 52.8% 16.7% 11.1% 

路線バス 

（大日影線） 

□大日影線の改善方策として、豊平地区では「デマン

ド方式」の導入を図るが、本路線は「縄文の湯」ま

でのアクセス確保のため、現状維持とする。 

■ただし、「市街地東循環線」の見直しにより、公共

交通空白となる「城山団地」を運行経路に追加する。

水
曜
日 

市街地西循環線 6 本 ○ ○ 14.5 人/日 2.4 人/便 47.6% 14.3% 33.3% 
路線バス 

（上社・大熊線） 

■中央本線の東側：中央病院線との連携による「市街

地循環バス」へ移行する。 

■中央本線の西側：「市街地東循環線」と経路を統合

して運行する。 

白井出線 6 本 ○ ○ 44.0 人/日 7.3 人/便 56.7% 11.7% 20.0% 
路線バス 

（渋の湯線） 

□当面は現状維持とする。 

木
曜
日 

玉川循環線 5 本 ○ ○ 22.5 人/日 4.5 人/便 53.6% 25.6% 10.7% 
路線バス 

（原村(美濃戸口)線） 

□当面は現状維持とする。 

横谷峡・金山線 6 本 ○ ○ 36.5 人/日 6.1 人/便 45.2% 19.0% 33.0% 
路線バス 

（蓼科線、ﾒﾙﾍﾝ街道ﾊﾞｽ） 

□当面は現状維持とする。 

小泉経由 

考古館線 
6 本 ○ ○ 40.0 人/日 6.7 人/便 48.6% 24.3% 5.4% 

路線バス 

（理科大線） 

□当面は現状維持とする。 金
曜
日 

白井出・北大塩線 4 本 ○ ○ 26.5 人/日 6.6 人/便 60.7% 25.0% 3.6% 特になし 

□当面は現状維持とする。 

※基本となるデータは、茅野市が実施した 2回の利用者実態調査（平成 20 年 9月 16 日（火）～22 日（月）、平成 20 年 10 月 6 日（月）～10 日（金））の平均値を用いている。 

「ビーナちゃん」は、便によって利用効率に差はあるものの、利用者のほとんどは「70 歳以上の高齢者」が「通院・買物や温泉施設」に行くため「毎回利用」している傾向がある。また、「自身の行動をビーナち

ゃんの運行に合わせている」実態が見受けられ、週１日の運行でも一定の満足を保たれている。「ビーナちゃん」については「週２日運行」の要望もあるが、運行本数が増加すれば新たな利用者も多少は見込まれ

るが、現在の利用者が増便分に分散する可能性が高いことが予想されることから、当面は現状の｢週 1日運行｣を継続する。 

施策検討 
の基本的 
考え方 
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福祉バス「ビーナちゃん」施策総括図 

≪柏原線≫ 
「花蒔公園入口」以北は利用が少な

いが、当面は現状維持とする。 
≪横谷峡・金山線≫ 

「芹ヶ沢」以東は利用者が少なく、

「メルヘン街道バス」と経路が重複する

が、当面は現状維持とする。 

≪白井出・北大塩線≫ 
運行経路が長く、所要時間が約１時

間かかるため、１日２往復の運行とな

っているが、当面は現状維持とする。 

≪白井出線≫ 
特に大きな改善要望がないことか

ら、当面は現状維持とする。 

≪玉川循環線≫ 
特に大きな改善要望がないことか

ら、当面は現状維持とする。 

≪丸山線≫ 
特に大きな改善要望がないことか

ら、当面は現状維持とする。 

≪市街地西循環線≫ 
中央本線の東側は、「市街地循環

バス」に機能を分担させ、西側部分は

「市街地東循環線」との統合により、新

たな「市街地西循環線」とする。 

≪市街地東循環線≫ 
中央本線の東側は、中央病院線をベースとした「市

街地循環バス」により市街地内の移動の利便性を高

める。循環バスの運行ルートから外れる「城山団地」

は、ビーナちゃんの他路線により補完する。 
西側部分は、「市街地西循環線」と経路を統合し、

新たな「市街地西循環線」とする。 

≪御狩野線≫ 
青柳線の「通学支援便（朝・夕）」及び「乗

合タクシー（昼間）」の施策のうち、昼間の

乗合タクシーを御狩野線の運行エリアを補

う経路とし、機能が重複する本路線は、実

証運行期間中は休止とする。 

≪東向ヶ丘線≫ 
朝と夕の便は現状維持とし、

昼間の２往復は、利用者要望

の多い「望岳の湯」まで延伸さ

せる。 

≪小泉経由考古館線≫ 
利用者が少ない区間はあるが、当

面は現状維持とする。 

≪中道線≫ 
泉野地区は、上槻木線の改善方策として

「デマンド方式」の導入を図るが、市街地から

温泉施設までの移動を確保するため、当面

は現状維持とする。 

≪大日影経由考古館線≫ 
豊平地区は、大日影線の改善方策として「デマン

ド方式」の導入を図るが、市街地から温泉施設まで

の移動を確保するため、現状維持を基本とする。た

だし、新たに「城山団地」を加えた運行経路とする。 
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