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１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

(１) 第１回 大井川分科会の振り返り

(２) 大井川地区公共交通再編（素案）について

４ 今後のスケジュール

５ 閉 会
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３ 議 題

(１) 第１回 大井川分科会の振り返り

(２) 大井川地区公共交通再編（素案）について

建設部道路課

《第１回大井川分科会開催状況》 《第１回大井川分科会開催状況》
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(１)－① 第１回 焼津市地域公共交通 大井川分科会について

(１) 公共交通の現状と課題について

(２) 大井川地区における公共交通の現状と課題について

(３) 焼津市地域公共交通網形成計画について

(４) 大井川地区のアンケート結果について

(５) 焼津市における公共交通の取組について

※第1回は公共交通の現状について情報提供を⾏い、次回より協議・検討に入り、地域
公共交通会議での議論をフィードバックしながら進めることを説明した。

議 事 内 容

 大井川地区の⾼齢化率について

未回答事項
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 「大井川地区の移動特性」として、鉄道駅は「焼津駅」「⻄焼津駅」のほか「藤枝駅」の
利⽤が多く、駅以外のよく⾏く⾏き先は「グランリバー」「イオン焼津店」「焼津市⽴
総合病院」で、移動の目的は「通勤・通学」「買い物」が多く、⾞利⽤が多い。また、
バス利⽤者は少ない。

 「現在の大井川地区の公共交通」、運⾏時間帯や運⾏本数に不満が多く、また、乗降場所
についても満⾜度に差が⾒られ、全体的に満⾜のいくサービスは提供できていない。

 「今後の大井川地区の公共交通」は、多少の負叕はあっても、利便性が⾼まるような
取組みを⾏って欲しいという意⾒が多い。

アンケート結果

 「焼津駅」「⻄焼津駅」のほか、「藤枝駅」の利⽤が多いため駅までの乗り継ぎ利便性
（乗り継ぎ場所、ダイヤ等）と、買い物や通院で利⽤する「グランリバー」「イオン
焼津店」や「焼津市⽴総合病院」までの移動方法を考慮し、今後、⾼齢化が一層進み
公共交通の需要が確実に増えることも考慮する必要がある。

 利⽤目的に応じたダイヤ設定、運⾏便数や乗降場所を増やすなどの⼯夫により、誰もが
利⽤しやすい環境を整備する必要がある。

 公共交通利⽤の満⾜度を向上させるためには、運賃の値上げを⾏っても、それに⾒合った
サービス水準にする必要がある。

大井川地区再編の課題について
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(１)－② アンケート結果と大井川地区再編の課題について
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(１)－③ 質疑応答（１／２）

Ｑ１．現在の路線そのままで策を議論するのか、現状を全否定で「バスをなくす」という結論でも良いのか︖

⇒Ａ．⾃主運⾏バスありきではなく、大井川地区全体の利便性が⾼まるよう全体的に再編していきたいので、
意⾒を伺いながら考えていく。

Ｑ３．バスの利⽤⼈数が少ないため、デマンド型乗合タクシーで地域全体をカバーできるのではないか︖

Ｑ２．バス路線を大きく変更しなければ全体のコストは減らないのではないか︖ コストの試算はしているか︖

⇒Ａ．空白地域を解消する目的で、東益津地区や東名焼津IC周辺でデマンド運⾏の試験運⾏を実施しており、
大井川地区の⾃主運⾏バスの代替としてデマンド型乗合タクシーを運⾏することも方法の一つである。
あくまでもコストを下げ、アンケート結果で利⽤しているという回答が多かった藤枝駅、グランリバー、
市⽴病院、イオンと大井川庁舎を結ぶ基幹軸を整え、周辺は利便性が⾼まる交通⼿段で再編を図っていき
たい。

Ｑ４．今回のアンケートの回収率は、データとして信頼できるものなのか︖

⇒Ａ．回収率は30%を超えていて平均より⾼いこと。１世帯から複数の回答も得られていること。地区ごとに
万遍なく回答が得られていることから、データとして信頼できる。

Ｑ５．バス利⽤者のニーズがどのようなものかしっかり捉えないと、焦点とずれてしまうのではないか︖

⇒Ａ．既存の「パーソントリップ調査結果」や「乗降データ」だけでは移動実態が把握できなかったため、無作
為抽出した大井川地区の住⺠を対象にアンケートを⾏っており、これらの結果を基に利⽤者ニーズや実態
を把握し再編していきたい。
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Ｑ６．焼津ＩＣ周辺デマンド型乗合タクシーはコスト面を考慮しなければ、バス停で待つ形より、ボタンひとつ
で家まで来てくれるような仕組みになれば良い。利便性を⾼め、⾼齢者がサポートされるとよい。
現在の利⽤率でこのコストは適当か︖

Ｑ７．デマンドタクシーを使ってお店に⾏くことはできるか︖割引や助成は可能になるのか︖

 65歳以上の⼈が増えることや、「タクシーより安価」を望む声もあることから、⾼齢者にも便利なものに
して欲しい。

 ⾼齢者がターゲットにする場合、団地など⾼齢者率が⾼い所を乗り場にすれば、利便性が⾼まると思う。
 便ごとの利⽤者が10⼈以下でも、同じ⼈が通勤で使っている場合、捉え方が違うと思う。

⇒Ａ．焼津ＩＣ周辺デマンド型乗合タクシーを常時利⽤しているのは10数名で、利⽤者の満⾜度は⾼い。
一方、「17時までの運⾏で不便」、「病院から帰る時間が不明で利⽤しづらい」といった声もある。
乗合が増えるとコストが減るため、乗合について呼びかけを⾏っている。

⇒Ａ．地域協議会を通して一番利⽤が多い場所を選んでおり、診療所やスーパーの停留所がある。個⼈のお店
などは意⾒を踏まえて検討したい。また、全国的には、商店から協賛⾦を得て停留所としている事例も
ある。

《その他の意⾒》

(１)－③ 質疑応答（２／２）
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Ｑ８．大井川地区の⾼齢化率は︖

年齢階層別⼈⼝構成⽐（令和２年３月31日現在）

１ 焼津市全体

年 代 0歳〜15歳未満 15歳〜64歳未満 65歳以上 合  計

⼈ ⼝ 16,918⼈ 81,482⼈ 40,817⼈ 139,217⼈

割 合 12.15% 58.53% 29.32%

２ 大井川地区

年 代 0歳〜15歳未満 15歳〜64歳未満 65歳以上 合  計

⼈ ⼝ 2,524⼈ 12,793⼈ 6,576⼈ 21,893⼈

割 合 11.53% 58.43% 30.04%

(１)－④ 未回答事項
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３ 議 題

(１) 第１回 大井川分科会の振り返り

(２) 大井川地区公共交通再編（素案）について

建設部道路課



■平成11年４月１日
大井川町営バスの運⾏開始

■平成24年４月１日
・「焼津市地域公共交通総合連携計画」に基づき、「大井川循環線」を

「大井川焼津線」及び「大井川⻄部循環線」に再編

・大井川地区から焼津駅への直通便の確保及び公共交通カバーエリアを拡大

■平成28年度
・定時制確保のため一部の便でダイヤ改正
・「大井川⻄部循環線」の⼟日祝及び一部の便を運休とし、「さくらえび」

に⼣方の便を新設

■平成30年度
・「大井川焼津線」の利⽤が少ないバス停を廃⽌し、「大井川焼津線」及び

「大井川⻄部循環線」の飯淵から大井川庁舎区間のルートを統一
・「大井川焼津線」の大井川庁舎⾏き１便を廃⽌、８便の終点を「大井川

庁舎」から「焼津市⽴病院前」へ変更
・「大井川焼津線」のお盆期間（８月11日から８月15日）を⼟日祝ダイヤ

で運⾏開始
・「大井川⻄部循環線」の「さくらえび」の６便を廃⽌。

「すいせん」１便の起点を「つつじ平団地」から大井川庁舎へ変更

建設部道路課
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路線を充実

利用実態に
合わせて

見直し

運行開始

(２)－① これまでの大井川地区公共交通の取組について
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(２)－② 期間及び目標

１ 期 間
(１) 令和４年４月︓大井川⻄部循環線の⾒直し及び新たな公共交通の試験運⾏を開始
(２) 令和４年４月〜令和６年３月︓新たな公共交通の試験運⾏（２年間）

※試験運⾏期間中、利⽤状況やニーズに応じて運⾏内容の一部⾒直しを⾏う。
(３) 令和６年４月︓新たな公共交通の本格運⾏を開始

２ 目 標
焼津市の公共交通の最適化を図り、大井川地区にお住いの皆様が、大井川地区内及び焼津市内の施設に

移動しやすく、使いやすい公共交通サービスの実現を図る。

３ 評価・検証
（１）目標値による評価

大井川地区にお住いの方の、利⽤者の満⾜度、外出機会の増加などの指標を設定して、毎年、評価を
を⾏う。

（２）体制による評価
地域公共交通会議において、上記の定量的指標や定性的指標に基づき、運⾏状況や利⽤状況の評価、

運⾏内容の一部⾒直しなどの対応策の協議を⾏い、ＰＤＣＡサイクルによる事業管理を⾏う。

４ 実施区域
大井川地区全域を基本とするが、日常生活のおける、焼津駅、⻄焼津駅、藤枝駅、焼津市⽴総合病院、

イオン焼津店などの地区外の主要拠点への移動特性を踏まえて、広域的なネットワークのあり方等を含め
て、検討していく。
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(２)－③ 再編の基本的な考え方（方針）

大井川地区における公共交通の現状と課題を踏まえ、次の３つの基本的な
考え方のもと、具体的な取り組みを推進する。

１ ⼤井川庁舎〜市⽴総合病院のネットワーク強化

焼津駅〜焼津市⽴総合病院〜大井川庁舎間の基幹軸の
強化を図る。

２ ⼤井川庁舎を地域拠点に設定

大井川庁舎を拠点施設として機能強化を図り、大井川
庁舎から地区外の施設間について移動しやすい交通環境
を整備する。

３ ⼤井川地区への新たな公共交通への導入

大井川地区内をきめ細かく運⾏できるような新たな
公共交通の導入を検討する。
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(２)－④ 再編素案
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(２)－④ 再編素案
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《バス》

路線バス コミュニティバス

出典：地域公共交通づくりハンドブック

（国土交通省自動車交通局旅客課）

・決められた経路を定期的に運⾏
するバス。

・地域住⺠の利便性向上等のため
一定地域内を運⾏するバス。

【メリット】
市街地での大量輸送に
向いている。

【デメリット】
⾞両が大きく広い
ため、大通り以外では
運⾏が難しい。

【メリット】
路線バスを補完するように
運⾏し、市街地ほどではない
中規模の輸送に向いている。

【デメリット】
⾞両が⼩さいため、
大量輸送には不向き。

(２)－⑤ 交通モードについて
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《デマンド型乗合タクシータクシー》

出典︓続・デマンド型交通の⼿引き
国⼟交通省中部運輸局（H26）

【メリット】
バスに⽐べて運⾏経費が
安価で、少ない需要に
合わせた運⾏ができる。

【デメリット】
一度の運⾏で少⼈数の
輸送しかできず、運賃は
バスより⾼め。

《事前予約が必要なタクシー》
予約があった場合のみ運⾏し、同じ便や

時間帯に複数の予約があった場合には、
乗り合いとなる。

(２)－⑤ 交通モードについて
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Ａ.《定路線型》 Ｂ.《迂回ルート・エリアデマンド型》

出典︓続・デマンド型交通の⼿引き
国⼟交通省中部運輸局（H26）

【メリット】
運⾏ルートが一定であり、
決められた時間に移動が
できる。

【メリット】
バス停留所等まで遠い
地域に迂回ルートを
設定することで、一部
利⽤者の利便性が向上する。

・路線バスやコミュニティバスのように
所定のバス停留所等で乗降を⾏う。

・予約があった場合のみ運⾏し、予約が
なければ運⾏しない。

・定路線型をベースに、予約に応じて
所定のバス停等まで迂回させる。

【デメリット】
バス停留所等から離れたエリア
の居住者が利⽤しづらい。

【デメリット】
定路線型に⽐べてエリアが
拡大するものの、バス停留所等
から離れた居住者は利⽤しづら
い。

(２)－⑥ デマンドタクシーの運⾏方式について

（バス停増設型）（路線バス型）
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Ｃ.《⾃由経路ミーティングポイント型》 Ｄ.《⾃由経路ドアツードア型》

・運⾏ルートは定めず、予約に応じ所定のバス
停留所等の間を最短経路で結ぶ。

・運⾏ルートやバス停等は設けず、指定
エリア内で予約のあったところを巡回する
ドアツードアのサービス

【メリット】
・最短経路が選択できるので、

所要時間を短縮できる。
・バス停留所を多数設置する

ことで、バス停留所までの
歩⾏距離を短縮できる。

【メリット】
・一般のタクシーに近い

サービスを受けられる。

【デメリット】
決められた時刻に利⽤する
ことが難しくなり、運⾏
状況により到着までの待ち
時間が発生する場合がある。

【デメリット】
・利⽤者が多い場合、ミーティ

ングポイント型よりもさらに
時間の調整が困難となる。

・狭い道路は運⾏できない。
・⾃宅まで迎えに⾏くと、停留所型と⽐べ

て乗降時間がかかる可能性がある。

(２)－⑥ デマンドタクシーの運⾏方式について

出典︓続・デマンド型交通の⼿引き
国⼟交通省中部運輸局（H26）
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【メリット】
予め定められたダイヤに
基づき運⾏するため、
利⽤者にとっては乗⾞
時間がわかりやすい。

【メリット】
運⾏頻度と概ねの発時刻
と着時刻設定がされる
ため、利⽤者にとって
わかりやすい。

予め定められたダイヤに基づき、
予約があった場合のみ運⾏する。

運⾏の頻度と主要施設やバス停
留所等における概ねの発時刻、
着時刻のみが設定されており、
予約に応じ運⾏する。

【デメリット】
ダイヤ設定が必要なため、
「⾃由経路ミーティング
ポイント型」「⾃由経路
ドアツードア型」での
運⾏が難しい。

【デメリット】
利⽤者が多いピーク
時間帯において、予約
が多く入った場合、
利⽤したい時間帯に
利⽤できない可能性が
ある。

《固定ダイヤ型》 《基本ダイヤ型》

(２)－⑦ デマンドタクシーの運⾏ダイヤについて

《非固定ダイヤ型》

【メリット】
⾃由度が⾼いため、
利⽤したい時間に
利⽤できる。4つの
どの運⾏形式でも
運⾏できる。

運⾏時間内であれば、需要
に応じ、随時運⾏する。

【デメリット】
予約が多く入った
場合、予約後出発
するまで、待ち
時間が多く発生
する可能性がある。

出典︓続・デマンド型交通の⼿引き
国⼟交通省中部運輸局（H26）
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４ 今後のスケジュール
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第２回分科会

１ 大井川地区の再編計画の素案について意⾒交換を⾏う。

２ 市⺠等への説明方法について意⾒交換を⾏う。

第３回分科会

１ 大井川地区の再編後の運⾏計画内容について意⾒交換を⾏う。

２ 説明会の状況の報告を⾏う。

第４回分科会

１ 大井川地区の再編後の運⾏計画の詳細について意⾒交換を⾏う。

２ 市⺠等への説明・周知について意⾒交換を⾏う。

令和２年度 令和３年度
備 考

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

第１回分科会

第２回分科会

第３回分科会

第４回分科会

４ 今後のスケジュール
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10／28

12／23

第１回分科会

１ 大井川地区における公共交通の現状と課題を説明

２ 大井川地区のアンケート結果を報告 など
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５ 閉 会
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