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平成29年度第３回 

焼津市地域公共交通会議 会議録 

開

催 

日時 
平成30年1月１5日（月） 

午後2時～3時30分 

場所 焼津市役所 会議室棟１０１ 

協議事項 (１)地域公共交通確保維持改善事業 事業評価(案)について 

(２)平成30年度自主運行バス運行計画について 

(３)平成30年度路線バス単独継続困難路線の対応について 

(４)焼津市地域公共交通網形成計画(素案)について 

出席委員 

12名 

（公共交通会議） 

会  長   半田 充  （焼津市） 

副会長   塩沢 英雄 （焼津市自治会連合会） 

委員(代理) 山田 光  （しずてつジャストライン㈱） 

委 員   田中 茂  （㈱アンビ・ア） 

委 員   平野 洋一 （（一社）静岡県バス協会） 

委 員   籔田 丈夫 （中部運輸局静岡運輸支局） 

委員(代理) 浅倉 浩  （しずてつジャストライン労働組合） 

委員(代理) 梶本 英明 （静岡県交通基盤部） 

委 員   石垣 俊幸 （島田土木事務所） 

委  員   遠藤 耕輔 （さわやかクラブやいづ連合会） 

委 員   古桑 容子 （焼津市社会福祉協議会） 

委  員   山田 晴彦 （焼津市建設部） 

欠席委員 

6名 

委員 髙柳 文明 （静岡県タクシー協会志太榛原支部） 

委員 村越 伸裕 （静岡県焼津警察署） 

委員 鈴木 恒夫 （焼津市自治会連合会） 

委員 油井 尋治 （さわやかクラブやいづ連合会） 

委員 村上 とき子（焼津市民生委員児童委員協議会） 

委員 新井 恵子 （静岡福祉大学） 

議事内容 

会議の成立 委員総数18名の内12名が出席。過半数を超えているため会議は成立。 

協議事項 （１）地域公共交通確保維持改善事業 事業評価（案）について 

○事務局 

＜地域公共交通確保維持改善事業 事業評価案(案)について 説明＞ 

○梶本代理委員 

・資料（別添 1）の 2 ページ、あるいは資料（協議（1））の今後の改善点の中で「利

用実態に合わせたダイヤの見直しを検討する」とあるが、収支率のこれまでの推

移を教えてほしい。 

・ダイヤの見直しの検討は、具体的にどういう手法で行うのかを教えてほしい。 

○事務局 

・手元にある 4～3 月の値でお答えする。大井川焼津線は、平成 25 年度が 10.5％、

26 年度が 10.8%、27 年度が 10.2％、28 年度が 9.7％である。大井川西部循環線

は、平成 25 年度が 6.2％、26 年度が 6.0％、27 年度が 5.6％、28 年度は土日運

休にしたため 7.1％である。 

・経路見直しの具体的内容としては、一部利用の少ないダイヤについて削減した。
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ルートについて、往復ルートが異なっていて分かりにくい路線があるので、行き

と帰りを同じルートにすることを考えている。大井川西部循環線は、利用の少な

い便の削減を予定している。具体的な説明は、次の協議事項としたい。 

○遠藤委員 

・資料（中部様式 1）5 ページの関係者ヒアリングで、清流館高校があり焼津中央

高校がないのはなぜか。 

○事務局 

・地域公共交通網形成計画策定の中での調査であり、バスで通学できるかどうかで

判断した。清流館高校は、焼津大島線の延伸に伴う利用が見込めるか、焼津水産

高校は、一色和田浜線沿線にあるため調査対象とした。 

○遠藤委員 

・資料（中部様式 1）7 ページで、デマンド型の今後の方向性を教えてほしい。 

○事務局 

・7 ページは、市民アンケートの中で「デマンド型」の意見聞き取りをした結果で

ある。 

・委員の質問の意図は下根方での試験運行の今後についてと思うが、それについて

は地域公共交通網形成計画の中で進めていくこととしているので、その中で説明

したい。 

○塩沢委員 

・資料（別添 1）3 ページ、大井川西部循環線は、土日祝日便の運休、収支率の改

善から目標達成状況「A」とのことだが、利用者数について、土日祝日を運休し

たことによる差はどの位であったか。 

○事務局 

・目標については 10～9 月の集計結果だが、手元に 4～3 月の集計結果があるので、

こちらで説明したい。平成 27 年度の利用者数 11,203人に比べ 28 年度は 10,321

人と、約 180人減ったが、29 年度の乗車数は 28 年度と比べ若干伸びている。1

日あたりの利用者数は増えており、平日に効率的に利用されているという意味

で、改善しているといえる。 

○半田会長 

・修正があれば事務局に一任ということで、事務局案に賛成の方は挙手をお願いし

たい。 

＜賛成総意＞ 

・それでは事務局案で採用したい。 

 

(２)平成 30 年度自主運行バス運行計画について 

○事務局 

＜平成 30 年度自主運行バス運行計画について 説明＞ 

○平野委員 

・減便予定のダイヤ、運行を中止する始発と終発について、通勤の定期的な利用者

がいるのか。いる場合はその人たちへの対応、また別の通勤方法があるのかを教

えてほしい。 

○事務局 

・レジュメ 8 ページで、大井川焼津線、大井川西部循環線の利用状況を示している。 

・大井川焼津線の大井川庁舎行きの平日１便は、1 日当たり 0.9 人である。毎日で
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はないが通勤で利用している方１名に代替可能である旨を確認済みである。 

・大井川西部循環線は、通勤・通学の利用者はおらず、主に通院や買い物などの利

用である。すいせん 1便については 1 日当たり 0.5人と、2 日に一度の利用であ

り、通勤利用ではなく代替可能であると考えている。さくらえび最終便について

も、定期的な利用はないことから、他の便で対応可能と考えている。 

○田中委員 

・大井川西部循環線と大井川焼津線の減便による経費削減の効果はどのくらいか。 

○事務局 

・今年度でいえば、全て実行して約 400万円弱くらいである。ただし、運行経費は

年々増加しているので必ずしもこの通りにならない可能性があることを承知し

ておいてほしい。 

○半田会長 

・事務局案に賛成の方は挙手をお願いしたい。 

＜賛成総意＞ 

・それでは事務局案で採用したい。 

 

(３)平成 30 年度路線バス単独継続困難路線の対応について 

○事務局 

＜平成 30 年度路線バス単独継続困難路線の対応について 説明＞ 

○梶本代理委員 

＜補足説明＞ 

○半田会長 

・事務局案に賛成の方は挙手をお願いしたい。 

＜賛成総意＞ 

・それでは事務局案で採用したい。 

 
(４)焼津市地域公共交通網形成計画(素案)について 

○事務局 

＜焼津市地域公共交通網形成計画(素案)について 説明＞ 

○梶本代理委員 

・32 ページの施策ではパーク＆ライド、サイクル＆ライドが掲げられており、未実

施の理由として「恒常的なスペース確保が困難」は理解できるが、58 ページの施

策ではサイクル＆ライドのみとなっており、パーク＆ライドをどうしていくかの

言及がないのはなぜか。 

・59 ページの「焼津市自主運行バス等運営基準」にはどのようなことが書かれてい

るのか。ある基準に達した場合の措置などを教えてほしい。 

・「一色和田浜線」については、60 ページに「運行経路の見直し」の施策が掲げら

れているが、「大井川西部循環線」について今後５か年の計画にもかかわらず特

段施策の提示がないのはなぜか。 

・72 ページ(3)自主運行バス路線別の目標記載の「沿線人口当たりの年間利用者数」

と 71 ページ(2)の「沿線人口当たりの利用者数」との違いは。また、年間利用者

数はあくまでも利用者数であり、乗合率とは異なるとの理解で良いか。 

○事務局 
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・パーク＆ライドについては効果が高いこと理解している。しかしながら「焼津市

地域公共交通総合連携計画」の頃から、検討はするものの実施が困難との判断が

あり、この 5 年間で実施できることについて記載した結果このような記載となっ

た。サイクル＆ライドについては、パーク＆ライドと比べ実施し易いと考えた。 

・「運営基準」は、協議資料(2)の 9 ページに平成 29 年度の記載がある。沿線人口は、

国勢調査の値を基にしており、現時点で利用可能である平成 22 年度の数値を用

いている。大井川西部循環線は、収支率が、平成 28 年度と比べ若干改善してい

るものの、平成 28 年度まで連続して「沿線地域の参加・協力を求めるとともに、

廃止も含めた抜本的見直し案を検討」との基準に入っており、定時定路線として

は難しい状況である。施策 3-1 についても、定時定路線が困難な場所については

運行形態も含めて見直しをしていくということで、大井川西部循環線だけでな

く、公共交通空白地域も含めて検討していく。 

・一色和田浜線を抜き出したのは、この路線が市としての財政的負担が大きく、重

要な施策であると考えた。また 1 日約 1,000人と利用者数自体も多いため、見直

しを 1 つの施策として抜き出した。 

・71 ページと 72 ページ記載の指標は同一のものである。「年間」という言葉が抜け

ていたので、表示を合わせたい。 

○梶本代理委員 

・パーク＆ライドとサイクル＆ライドは、計画冒頭で問題提起しておいて、パーク

＆ライドのみ「どうするか」という部分が抜けている。「どうする」の記載がど

こかであった方がいい。 

○事務局 

・その件については検討したい。 

○遠藤委員 

・59 ページで、デマンド型乗合タクシー運行の検討対象エリアとして 3 地区挙げら

れているが、今後の対応は。 

・71 ページ、デマンド型乗合タクシー運行などに関する地域による検討組織の数を

現状値の 1箇所から 3箇所にするとあるが、どのような意味か。 

○事務局 

・デマンド型乗合タクシーは、今年 9 月まで試験運行していた。地域と十分協議し

たが、運行内容は、タクシー事業者との調整もあり利用者のニーズに十分応えら

れず、結果的に利用者数も少なかった。アドバイザーからの助言では、この解決

には地域の参画が不可欠であるとのことだった。空白地域は 3箇所だと認識して

いたが、それについても地域で組織を立ち上げ、地域自ら検討した上での運行を

考えている。大井川地区については、既存路線からの変更なので、行政との連携、

地域との話し合いの上で進めていきたい。 

・71 ページについては、下根方で懇談会という形で組織化したので 1箇所とし、今

後乗合型タクシーを導入する際も、同様の組織を立ち上げていきたいため、3 箇

所以上を目標値とした。 

○遠藤委員 

・59 ページの下図のような組織を市として作るのか。自治会に丸投げするのでは難

しいかと思う。 

○事務局 

・導入にあたっては、市で作成した「手順書」を基に、地域に対し公共交通の現状

を説明し、自治会などの協力を得ながら協力者を発掘する。その後、検討組織の
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立ち上げを行政と地域で協力して行い、意見交換の実施、課題抽出を行っていく。 

○梶本代理委員 

・65 ページでバス総合マップの改善とあるが、HP で公開するのか、紙なのか。紙

であればどういったものを想定しているか。 

○事務局 

・両方作るつもりだ。 

・現在は自主運行バスのみの時刻表であるため、より見やすく改善したい。現在A2

の両面 1枚紙であるが、そのままでいいのか冊子がいいのか、今後検討したい。

自主運行バスと路線バス、JR との乗り継ぎが一目で分からない状況であるので、

それが分かるものには最低限したい。 

○梶本代理委員 

・できれば、高齢者など目の悪い人でも見られるように大きな字にする等の配慮を

してほしい。 

○遠藤委員 

・高齢者はインターネットが得意ではない。併せて、字が大きいもの、インターネ

ット以外のものも検討してほしい。 

○梶本代理委員 

・56 ページで案内表示の強化の中の、実施概要 2 行目で「初めて来た人にもわかり

やすい」とあり、それはぜひ対応してほしい。少なくとも自分が今どこにいるか

分かるようであると良い。 

○半田会長 

・修正があれば事務局に一任ということで、事務局案に賛成の方は挙手をお願いし

たい。 

＜賛成総意＞ 

・それでは事務局案で採用したい。 

会議録 

配布先 
 作成者 道路課 平田  


