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第２回 

焼津市地域公共交通大井川分科会 会議録 

開

催 

日時 
令和２年12月23日（水） 

10時 00分～12時 00分 

場所 大井川庁舎 大会議室 

議題 (１) 第１回大井川分科会の振り返り 

(２) 大井川地区再編案（素案）について 

説明事項 ・今後のスケジュール 

出席委員 

11名 

（公共交通大井川分科会） 

会  長     増田 亘  （焼津市） 

委  員    荒木 良太 （しずてつジャストライン㈱） 

委  員    大畑 範夫 （静岡県タクシー協会志太榛原支部） 

委  員    鈴木 克也 （焼津市自治会連合会（中島自治会長）） 

委  員    片岡 行敏 （焼津市自治会連合会（藤守自治会長）） 

委  員    滝井 政男 （焼津市自治会連合会（相川自治会長）） 

委  員    原川 光世 （焼津市民生委員児童委員協議会（大井川南地区）） 

委 員    井鍋 眞澄 （焼津市民生委員児童委員協議会（大井川東地区）） 

委  員    滝井 不二夫（焼津市民生委員児童委員協議会（大井川西地区）） 

委  員    八木 幸世 （焼津市社会福祉協議会） 

委  員    小澤 代輔 （大井川商工会） 

欠席委員 なし 

議事内容 

会議の成立 委員総数11名全員が出席しているため会議は成立する。 

議題（１） (１) 第１回大井川分科会の振り返り 

事務局説明 

＊資料３：【説明資料】P.3～8 

 

【質問・説明等】 

〇滝井(不)委員：アンケートはバスを使っていない人も回答していると思う。どの

くらいの割合で使い、よく行くところはどこか、バスでないと行けないところか。 

大井川地区から自主運行バスがなくなったらどのくらい不便なのか確認してみれ

ば本当の声が出てくるのではないか。 

他の方法として、デマンドタクシーの導入以外に、タクシー券や年間パスを配る

という手もあるが、いずれにしても自由なところに行けるようにすべきである。

高齢で体の不自由な人や、バスに乗れずにタクシーを利用している人をいかに救

うかを考えてほしい。デマンドタクシーもバス停で乗車するとなると、今までと

変わらず利用できない。特に西地区は藤枝市に行くルートがあまりない。焼津市

立総合病院（以下＝市立病院）に行けないので藤枝市立総合病院に行く人も多い

ため、そういう点も考えてほしい。 

⇒事務局：大井川西部循環線（以下＝西部循環線）の令和元年度の利用者は9,607

人である。大井川地区を八の字に循環しており、地区内での移動を確保するため

運行している。大井川焼津線は大井川庁舎（以下＝庁舎）から大井川港方面に向

かい、市立病院を経由して焼津駅まで運行する。令和元年度の利用者は17,700

人である。 
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アンケートでは車の利用者が８割以上で、高齢者でも車を利用している方が多い

ことがわかった。地区内の移動に関しては、買い物、通院の利用が非常に多い。

西部循環線においては、グランリバー、市立病院、庁舎が最も乗降が多い場所で

ある。先ほど意見があったように、今後の高齢化も考える中で、より利便性を高

めるよう素案を考えている。 

 （質問に対し、第１回分科会の資料P.36の説明を行う。） 

アンケート結果から、最もよく行く場所は市立病院、イオン焼津店（以下＝イオ

ン）、大井川地区ではグランリバーなどで、自分で運転、又は家族の運転する車で

の利用が多い。バスの利用者は10％未満（6.7％）である。 

 

〇滝井(不)委員：南地区の海岸線地域は焼津市内へ行くケースが多く、東地区はイ

オンや市立病院、西北部は藤枝市へ行くことが多いと思う。東西に長く、地域に

よって行き先が違うため、一律に焼津市中心部へ向かうという考えは少し無理が

あり、アンケート結果だけでは見えないものがあると思う。 

 ⇒事務局：前回配ったアンケート結果では、最寄りの鉄道駅などを聞いたところ、

３つの学区で分かれていた。南地区は焼津方面及び一部が藤枝駅、東地区は焼津

方面、西地区は藤枝駅を利用する人が多い。イオンや市立病院に行くことも考慮

した素案を後ほど提示するので、意見を伺いたい。 

 

〇滝井(政)委員：アンケート上では藤枝市は出てこないので、鵜呑みにはできず、

「一番よく行っている場所」の分析をより行うべきである。 

 高齢化率について、65歳の人はバスには乗らず車で動いていると思うので、65

歳以上をより解析し、本当に必要としている人がどの年代なのか、分析をお願い

したい。 

 ⇒事務局：最寄りの鉄道駅が地区ごとに違うという件は、前回資料「大井川地区

の住民ニーズ把握調査」のP.4「地区ごとの利用鉄道駅」で地区ごとの最寄りの

利用鉄道駅を集計している。アンケート結果の細かい分析も行っており、それら

をもとに今後の再編の素案を考えている。居住地別では中島、利右衛門、高新田、

藤守、下小杉、西島はバスそのものの利用が低い。年代別では、年齢が上がるほ

どバスを利用している。最寄りの鉄道駅は、下小杉は半数以上が焼津駅の利用、

利右衛門、高新田、上小杉は西焼津駅の利用、中島、飯淵、吉永、宗高、相川、

上泉、下江留、上新田は藤枝駅の利用が多い。 

 

〇小澤委員：アンケートのP.4を見ると、藤枝駅の利用が過半数だが、今回の委員

会では焼津市の利益や活性化などに重きを置いているのか、という基本方針を確

認したい。また、買い物、通勤とあるが、交通弱者の分析を行ってほしい。そう

でないと新しい提案を理解できない。 

⇒会長：焼津市の地域の発展や産業の活性化に貢献するとともに、住民が暮らし

やすい環境を目指すものである。庁舎から直行便を出して藤枝駅へ向かうという

のは難しいが、藤枝市へ向かう路線バスのバス停へのアクセスを良くするなど、

バス停から遠い人が取り残されないようにするため、交通弱者のアクセスについ

ても検討する。基本は焼津市を中心としているため、焼津市の市街地や大井川地

区にお住まいの方も市立病院の方が時間的に近くて便利だということであればそ

ちらに通うと考えられる。現状では、藤枝市までのアクセスも多いことから致し

方ない。双方の利便性を考えることも重要である。 
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 また、自分で動けないなどの限られた特殊な場合は、公共交通というよりは福祉

タクシーや一般タクシーの補助などいったものになる。私たちの考える公共交通

は、健常者のみならず車椅子の人でも乗車できないといけないが、公共交通がな

いことにより高齢者が出歩かなくなることを避ける意味でも、通常の買い物や通

院の際の利便性の良い交通を提供する、という視点で考えている。 

 

〇小澤委員：例えば藤枝市と共同で新しいルートを出すなど連携することは考えて

いるか。 

 ⇒会長：当然必要である。藤枝市清里から来る路線バス「五十海大住線」は、市

町をまたいで西焼津駅へ乗り入れている。また、つつじ平まで乗り入れている藤

枝市の自主運行バスがあるが、庁舎まで乗り入れていいのか、という点も兼ね合

いをみて調整する。利用が少ないのにバス路線がいくつも入ってくると、路線バ

スの収支にも影響する。このような藤枝市との連携は今後も行っていきたい。 

 

〇片岡委員：素案の検討会議は、スケジュールではあと１回で決定するが、アンケ

ートを基に進めると様々な問題が出てくると思うので、皆さんの意見を聞き、素

案をいかに改善するかに重点を置いてもらいたい。また、先ほども意見が出たが、

藤枝市方面についても考慮してほしい。コスト削減は必要だが、利用ニーズも考

慮してうまくまとめていければと思う。 

 ⇒事務局：叩き台がなければ議論にならないため、後程例として素案を提示する。

まずは意見を伺い、その後、交通事業者や藤枝市などと連携していきたい。 

議題(２) (２) 大井川地区再編案（素案）について 

 事務局説明 

＊資料３：【説明資料】P.10～14 

 

【質問・説明等】 

〇滝井(政)委員：素案について、藤枝駅まで行く方法として清流館高校付近までデ

マンドタクシーを使うとのことだが、しずてつジャストラインの藤枝吉永線か藤

枝相良線が庁舎に乗り入れれば、それは必要ないのではないか。しずてつジャス

トラインとの交渉はどうなっているのか。 

 ⇒事務局：委員から意見を伺いながら打ち合わせを行い、より利便性を高めたい。 

 

〇滝井(不)委員：庁舎をハブにして集合させるのが一番良いと思う。藤枝吉永線が

乗り入れされ、デマンドタクシーで庁舎まで来れば藤枝市にも焼津市にも行ける

ため、庁舎を活用したほうがよい。 

 ⇒事務局：伺った意見をもとに調整したい。 

 

〇片岡委員：大井川焼津線は残すのか。 

 ⇒事務局：網形成計画では第一段階として、令和４年４月１日までにできるだけ

早く市立病院に行ける時間帯の設定と便数を増やせないか、ということで素案を

設定した。その中で、西部循環線を代替の手段に切り替える方向性をとっている。

大井川焼津線については状況を見ながらデマンドタクシーを運行し、２年程様子

を見て、利便性が良いという結果になれば廃止するという２段階で公共交通の再

編をはかっていきたい。 
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〇片岡委員：移行期間は両方残るのか。 

 ⇒事務局：西部循環線は、デマンドタクシーを導入したら廃止する。２年間様子

を見て、評価を行いながら、大井川焼津線を仮に廃止しても、実態としてデマン

ドタクシーの利用に転換する状況になれば、廃止という判断をさせていただきた

い。 

 

〇片岡委員：焼津循環線を残して、他はデマンドタクシーで拾い上げるということ

か。 

 ⇒事務局：細かな議論はこれからになるが、デマンドタクシー、路線バス、自主

運行バスの３本が重なる地区もあるので、範囲の設定をどうするかも決めてい

き、２年間ほど様子を見たい。 

 

〇片岡委員：現状の大井川焼津線は利用率が低いが、すぐに廃止されてしまうと困

る。小さな車で運行するなど色々な方法があると思うが、検討の時間を設けてほ

しい。 

 

〇小澤委員：路線バスへ接続するデマントタクシーという方法はいいと思う。大島

新田のバス停の時間など、乗り合いにあたって時間帯を考えていかなればならな

いと思う。 

前回の会議で路線バスを大井川庁舎へ、という意見が出ていたが、その点はどう

なったのか簡単にお聞きしたい。 

また、実証実験を行う場合、大井川焼津線をデマンドタクシーに切り替えたら利

用率は上がるのか。確かに無くしてしまうと不便になるが、実際はデマンドタク

シーを運行する方が利便性を図れるように思う。アンケートにはデメリットも出

てきているので、それを理解した上でデマンドタクシーを進めていけば新しい形

の公共交通ができると思う。 

 ⇒荒木委員：しずてつジャストラインとしては、まずは焼津市の網形成計画を意

識しており、焼津駅、西焼津駅、市立病院、庁舎の４つを結節させるということ

は承知している。西部循環線の利用者は１日あたり 38.2 人、１便あたり 3.8 人

となっているが、この人数だと大型バスの運行は適切ではない。バスについては、

10～15人を運ぶことが使命だと考えている。費用面から見ると、今後の焼津市の

財政状況は厳しいと思う。藤枝吉永線と藤枝相良線は補助金の負担がある赤字路

線であり、経費の大半は国と県が負担している。運行を維持するにあたり、藤枝

吉永線については藤枝市と焼津市の協調が必要、藤枝相良線については牧之原

市、吉田町、焼津市、藤枝市の３市１町の協調が必要である。運行経路の変更に

ついても、国、県、関係市町、事業者で進めていかなくてはならない。 

素案図の青い矢印の焼津大島線は焼津市の中で唯一、補助なしで運行している路

線である。焼津駅、市立病院、静岡福祉大学があり収益性が高い。赤い矢印部分

をバス運行できればいいと思われるかもしれないが、利益性を考えないといけな

い。また、既存の路線の利用者にとっては、路線が延びる可能性から、今の時点

では動かないことも考えられる。乗務員も潤沢にはいないので、経路を長くする、

時間が延びるという中で現状の運行本数を保てるか分からない。収益性、速達性、

今の利用者への影響、便数を確認してからでないと具体的な回答は出ない。 
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〇滝井(不)委員：デマンドタクシーは８時～17時で１時間に１本とあるが、バス停

は決まっているというと、大型から小型になり安くなるのかもしれないが、バス

とあまり変わらないのではないか。 

 ⇒事務局：現在、西部循環線は１周に２時間程かかる。デマンドタクシーの場合

はバス停まで行くことに変わりないが、予約があったバス停のみをまわる形にな

る。お客様にとっては使える便数が増えると考えている。 

 

〇滝井(不)委員：デメリットに「待ち時間が多い」とあるが、そもそも急いでいる

人はデマンドタクシーを使わず、個人的にタクシーをお願いすると思う。「待ち

時間が多い」のはどうしようもないので、それをデメリットと見る必要があるの

か。すべての客の言うことを聞くということは現実的に無理だと思う。 

⇒事務局：（交通モードについて、資料３ P.15～19をもとに説明。） 

 

〇会長：焼津市はＣタイプ、基本ダイヤ型を考えている。意見や質問があれば伺い

たい。 

 

〇片岡委員：デマンドは固定されるのか。 

 ⇒事務局：準備しておくタクシーの台数を予め決めておく必要がある。西部循環

線の利用者数が１日 38 人であれば２台か３台でまわれると思うが、大井川焼津

線は西部循環線の倍近くの利用があるので、すべてをデマンドタクシーにすると

どうなるか読めない。まずは西部循環線をデマンドタクシーに切り替え、利用状

況を見て判断したい。 

 

〇片岡委員：運行事業者はどうなるのか。 

 ⇒事務局：バスと同じく主体は市だが事業者に委託する。何台依頼するかで料金

等も決まってくる。 

 

〇滝井(政)委員：Ｃタイプで基本ダイヤ型だと、この時間に庁舎を出発したいから

自宅まで何時に来てほしい、とお願いしたらどこにも回らずに来て庁舎へ運送し

てもらえるが、それは今のバスが運行している範囲内に限られ、市立病院には直

接行けず、庁舎で他の公共交通に乗り換えなければならない。それならば非固定

型の方が良いのではないか。また、４人乗りではなく、８人や９人のほうがすっ

きりすると思う。 

 ⇒事務局：提案した内容は、あくまで素案としての提案となる。追加で配布した

焼津インターチェンジ周辺地域デマンド型乗合タクシーの時刻表を参照すると、

「大覚寺１」で８時に乗りたい場合、前日 17 時までに予約をする。そうすると

「大覚寺１」の場所でその時間に待っていればタクシーが来る。大井川地区に導

入するデマンドタクシーも時刻、乗降場所（出発地）、指定施設（目的地）を設

定して運行していきたい。設定する場所については、方策が決まった次の段階で

決めていきたい。 

先ほど話が出た自由型というのは、指定場所も何も設けず、９時半に来てほしい

と言えばその時間に来るものである。ただ、今までバスに乗ってきた習慣から、

ある程度施設が固定されていて、目的に応じた利用時間を決めたほうが良いので

はないかと考え、焼津インターチェンジ周辺ではこの方式を取っている。次回は

よりわかりやすいものを用意する。 
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また、デマンドタクシーは予約が必要で、予約がなければ運行しない。例えば、

６時～７時でないと静岡市内に通勤できないという方は、基幹軸の中で移動いた

だきたい。主に通院、買い物での利用が多いので、８～17時まではデマンドタク

シーの運行を考えている。使用目的に応じてデマンドタクシーと路線バスを組み

合わせるということでご理解いただきたい。 

 

〇八木委員：焼津インターチェンジ周辺では乗降場所と指定施設が分かれている

が、大井川地区にデマンドタクシーを導入する場合も同じか。 

 ⇒事務局：大井川地区はこのような運用では難しいと考えており、できるだけ最

短距離で目的地まで繋げられるように検討している。 

 

〇会長：今回の資料はイメージ図なので、乗降場所や目的地の設定については今後

意見交換していきたい。本会議で意見を伺い、「市立病院までの基幹軸を入れる

こと。」「大井川地区内をデマンドタクシーという形で自由に行き来できる方式

にし、西部循環線を廃止すること。」「大井川焼津線はしばらく残して利用状況を

見て、柔軟に対応すること。」と、本日の分科会での意見としてまとめたい。そ

れについてはよろしいか。 

 ⇒委員：賛成。 

説明事項 今後のスケジュール 

事務局説明 

＊資料３：【説明資料】P.21 

閉会 予定していた議事が終了。 

 


