
  

 

射水市バス交通会議（平成３１年２月）会議録 

 

１ 開催日時 

  平成３１年２月２１日（木）午後３時４５分～ 

 

２ 開催場所 

  射水市本庁舎３階３０６会議室 

 

３ 出席者 島崎会長、開田委員（代理山岸氏）、鈴木委員（代理横田氏）、山崎委員、多田委員（代理

奥村氏）、林委員、山崎委員、石橋委員、川腰委員、坂井委員、釣谷委員、宮腰委員、作

道委員 

  事務局 泉生活安全課長、久々江課長補佐、宮林主任、宮脇主事 

 

４ 欠席者 荒井委員、 

 

５ 課題及び会議結果 

〈報告〉 

（１）コミュニティバス運行の見直し（平成３０年４月１日改正）について 

   ①富山ぶりかにバスの車両小型化について報告した。 

   ②高齢者運転免許証自主返納支援事業の一部変更について報告した。 

   ③富山県主催の公共交通企画きっぷの販売について報告した。 

 

（２）コミュニティバス運行の見直し（平成３０年８月１日改正）について 

   バス停名の変更について報告した。 

 

（３）コミュニティバス運行の見直し（平成３０年９月２０日改正）について 

   県・市町村統一ノーマイカー運動について報告した。 

 

（４）コミュニティバス運行の見直し（平成３０年１１月１２日改正）について 

   「新湊地区センター前」バス停の移設について報告した。 

 

〈議事〉 

（１） 射水市コミュニティバス運行事業者の一部変更について 

射水市コミュニティバス運行事業者の一部変更について説明し、審議した結果、原案どおり決

定した。 

 

（２） 射水市コミュニティバス運賃の一部見直しについて 

射水市コミュニティバス運賃の一部見直しについて説明し、審議した結果、原案どおり決定し



  

 

た。 

 

（３）コミュニティバス運行の見直し（平成３１年４月１日改正）について 

コミュニティバス運行の見直しについて事務局から説明し、審議した結果、原案どおり決定した。 

 

〈閉会〉 

 

６ 会議資料 

  資料 １  コミュニティバス運行の見直し（平成３０年４月１日改正）について 

  資料 ２  コミュニティバス運行の見直し（平成３０年８月１日改正）について 

  資料 ３  コミュニティバス運行の見直し（平成３０年９月２０日改正）について 

資料 ４  コミュニティバス運行の見直し（平成３０年１１月１２日改正）について 

資料 ５  射水市コミュニティバス運行事業者の一部変更について 

資料 ６  射水市コミュニティバス運賃の一部見直しについて 

資料 ７  コミュニティバス運行の見直し（平成３１年４月１日改正）について 

 



コミュニティバス運行の見直しについて

【平成30年4月1日改正】

番号
路線
番号

路線名 変更内容 運行業者

1 - 富山ぶりかにバス

・運行車両の変更
　乗降者数の実態を考慮し、車両を小型化
（１１人未満）する。

富山地方鉄道㈱

2

⓪A
⓪B
①②
③④
⑤⑥
⑦⑧
⑨⑩
⑪⑫
⑬⑭
⑮⑯
⑰⑱

射水市コミュニティバス全路線

・運賃の一部変更
　これまで運転免許証を自主返納された６５
歳以上の市民を対象にコミュニティバス無
料乗車証（２年間）を交付してきたが、生活
環境や地域性を考慮し以下のいずれかの
方法から選択することとする。
　
①コミュニティバス及びデマンドタクシー無
料乗車証（５年間）の交付
②万葉線回数券（20,000円相当チケット）
③加越能バス回数券（20,000円相当チケッ
ト）
④富山地方鉄道ICカード（20,000円相当IC
カード）

エムアールテクノ
サービス㈱
海王交通㈱
㈱三島野観光

3 ⑰ 海王丸パーク・ライトレール接続線

・運賃の一部変更
富山県が主催者となり、４/１から３/３１まで
の期間限定で、公共交通企画きっぷを販
売。なお、販売価格は大人１，０００円、小
人５００円とする。当該路線の乗車運賃分
については割引料金となり、運賃収入につ
いては、１枚当り大人５００円から３１９円、
小人２５０円から１５８円の収入となる。

海王交通㈱

変更理由

  当該路線を含めた、県内公共交
通の利用促進及び活性化を図る
ため、企画きっぷを販売するため

　乗降者数の実態を考慮し、効率
化を図り、路線維持を図る。
※「一般乗合旅客自動車運送事
業の申請に対する審査基準につ
いて」の規定に基づき協議したも
の

 高齢者ドライバーの交通事故の
更なる減少を目指して、運転免許
証の自主返納を一層促進するた
め

資料１



コミュニティバス運行の見直しについて

【平成３０年８月１日改正】

番号
路線
番号

路線名 変更内容 運行業者

1
②⑥
⑰⑱

新湊・本江線、新湊・呉羽駅線、海王丸
パーク・ライトレール接続線、堀岡・片口経
由小杉駅線

・バス停名変更
「堀岡福祉センター前」→「堀岡東町」

海王交通㈱

2 ③④ 七美・作道経由庄西線、塚原・作道循環線
・バス停名変更
「作道コミュニティセンター前」→「作道小学
校前」

海王交通㈱　作道コミュニティセンターの移設

変更理由

　堀岡福祉センターの廃止

資料２



コミュニティバス運行の見直しについて

【平成30年9月20日改正】

番号
路線
番号

路線名 変更内容 運行業者

1

⓪A
⓪B
①②
③④
⑤⑥
⑦⑫
⑬⑭
⑮⑯
⑱

中央幹線、新湊・大門線、新湊・本江線、七
美・作道経由庄西線、塚原・作道循環線、
新湊・越中大門駅線、新湊・呉羽駅線、新
湊・小杉線、小杉駅・金山線、小杉地区循
環線、小杉駅・太閤山線、小杉駅・白石経
由足洗線、小杉駅・大江経由足洗線、堀
岡・片口経由小杉駅線
（冬季便及び海王丸パーク・ライトレール接
続線を除く）

・運賃の一部変更
　県・市町村統一ノーマイカー運動を9/20
から10/14までの期間、富山県公共交通利
用促進協議会が実施。ワンコインエコパス
利用のノーマイカー運動参加者は１乗車１
００円で利用できるため、当該路線の運賃
収入については１００円の割引料金となり１
回乗車１００円の収入となる。

エムアールテクノ
サービス㈱
海王交通㈱
㈱三島野観光

変更理由

　当該路線を含めた県内公共交
通の通勤・通学に切り替えるきっ
かけづくりや公共交通の利用促進
を図るため、県・市町村統一ノー
マイカー運動を実施するため

資料３



コミュニティバス運行の見直しについて

【平成３０年１１月１２日改正】

番号
路線
番号

路線名 変更内容 運行業者

1
⓪Ｂ
①②
⑤⑦

中央幹線、新湊・大門線、新湊・本江線、新
湊・越中大門駅線、新湊・小杉線

「新湊地区センター前」バス停の移設
海王交通㈱
㈱三島野観光

変更理由

  射水市役所　旧新湊庁舎の解体
工事

資料４



 

 

射水市コミュニティバス運行事業者の一部変更について 

 

１ 対象路線 

  （１）路線番号⑧ 大島・小杉経由大門線 

  （２）路線番号⑩ 櫛田・大門経由小杉駅線 

 

２ 運行事業者 

  変更前 路線番号⑧：株式会社三島野観光 

      路線番号⑩：海王交通株式会社 

 

変更後 路線番号⑧：海王交通株式会社 

    路線番号⑩：株式会社三島野観光 

 

３ 変更理由 

  契約満了に伴い、公募型プロポーザルを行った結果、運行事業者が変更となっ

たため 

 

４ 変更日 

  平成３１年４月１日 

 

 

資料５ 



射水市コミュニティバス運賃の一部見直しについて 

 
１ 変更理由 

通学の利便性向上のため、通学定期券を新設する。 

対象者：高校生、専門学校生、短大生、大学生等（中学生は除く） 

                    

２ 変更内容               

 現 行 改正後 

乗車運賃 
１日３００円（１日券）で乗り放題 

ただし、１回限りの乗車は２００円 
変更なし 

子ども 
（小学生以下） 

半額 変更なし 

未就学児 同伴未就学児無料 変更なし 

障がい者の 

付添い１名 
無料 変更なし 

障がい者割引 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳（顔写真付き）の交付を

受けた方は半額 

変更なし 

回数券 １００円券１２枚綴り １，０００円 変更なし 

定期券 

大人    ４，０００円（１ヶ月） 

小学生以下 ３，０００円（１ヶ月）  

障がい者 ３，０００円（１ヶ月） 

大人    ４，０００円（１ヶ月） 

小学生以下 ３，０００円（１ヶ月）  

障がい者  ３，０００円（１ヶ月） 

学生    ３，５００円（１ヶ月） 

     ２０，０００円（６ヶ月） 

３６，０００円（１年） 

 

海王丸パーク・

ライトレール接

続線 

１回５００円（小学生以下、障がい者

は１回２５０円） 

１日券、定期券使用不可 

同伴未就学児無料、 

障がい者の付き添い 1名無料 

 

変更なし 

 

※ コミュニティバス乗車ボランティア、乗降等調査員、コミュニティバス等無料

乗車証提示者は無料 

※ 小学校児童、保育園・幼稚園児の屋外活動の引率者は無料  

 

３ 変更日 

  平成３１年４月１日 

資料６ 



コミュニティバス運行の見直しについて

【平成３１年４月１日改正】

番号
路線
番号

路線名 変更内容 変更理由 運行業者

1 ② 新湊・本江線

➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」
❷「堀岡コミュニティセンター前」、「射水町」、「北
電社宅前」バス停の新設、ルート・ダイヤの変更

➊足洗老人福祉センター廃止
❷堀岡コミュニティセンター移設

海王交通㈱

2 ③ 七美・作道経由庄西線
➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」

➊足洗老人福祉センター廃止 海王交通㈱

3 ⑥ 新湊・呉羽駅線

➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」
❷「大阪屋ショップ呉羽店」、「アルビス呉羽本郷
店」バス停の移設、ルート・ダイヤの変更

➊足洗老人福祉センター廃止
❷下地区住民の買い物の利便性向上

海王交通㈱

4 ⑨
浅井・大門経由小杉駅
線

➊大門高校行き第２便（終点 大門中学校）の新
設

➊大門中学校への通学利便性向上 海王交通㈱

5 ⑫ 小杉駅・金山線
➊太閤山・金山経由小杉駅南口行きの第１便及
び第２便のダイヤの変更

➊路線全体で慢性的な遅れが発生しているため エムアールテクノサービス㈱

6 ⑬ 小杉地区循環線
➊ダイヤ変更
左回り　第１・４・５便
右回り　第１・３・４・５便

➊あいの風とやま鉄道　小杉駅発着との接続改
善のため

エムアールテクノサービス㈱

7 ⑭ 小杉駅・太閤山線
➊「富山県立大学」バス停の新設、ルート・ダイ
ヤの変更
❷「太閤山3丁目」バス停の新設

➊富山県立大学からの通学利便性向上
❷太閤山２・３丁目の利便性向上

エムアールテクノサービス㈱

8 ⑮
小杉駅・白石経由足洗
線

➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」

➊足洗老人福祉センター廃止 海王交通㈱

9 ⑯ 小杉・大江経由足洗線
➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」
❷小杉駅行き第４便のダイヤ変更

➊足洗老人福祉センター廃止
❷富山高等専門学校の終業時間の変更のため

海王交通㈱

10 ⑰
海王丸パーク・ライト
レール接続線

➊バス停名変更
「足洗老人福祉センター」→「足洗潟公園口」

➊足洗老人福祉センター廃止 海王交通㈱

11 ⑰
海王丸パーク・ライト
レール接続線

❶運賃の一部変更
富山県が主催者となり、４/６から２/２９までの期
間限定で、公共交通企画きっぷを販売。なお、販
売価格は大人１，０００円、小人５００円とする。
当該路線の乗車運賃分については割引料金と
なり、運賃収入については、１枚当り大人５００円
から３０９円、小人２５０円から１５４円の収入とな
る。

県内公共交通の利用促進及び活性化を図る企
画きっぷを販売するため

海王交通㈱

資 料 ７


