
令和４年度 第１回牧之原市地域公共交通会議 次第 

 

日 時 令和４年７月 11日（月)  

    午後１時 30分～ 

会 場 牧之原市役所榛原庁舎 ４階会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 協議 

（１）榛原、相良市街地のデマンド乗合タクシーの導入について … 資料１ 

 

 

４ 報告 

 （１）牧之原市地域公共交通網形成計画の評価について     … 資料２ 

・令和３年度評価報告書について       

・計画における数値目標の達成状況について 

・公共交通の現状について               

（２）牧之原市地域公共交通計画の策定について        … 資料３ 

（３）相良本通バス停周辺の環境整備について         … 資料４ 

 

 

５ その他 

  バス停の安全性確保対策の進捗状況について（中部運輸局静岡運輸支局） 

 

 

６ 閉 会 

       

 

 

  



委員名簿 

職  名 氏 名 備考 

牧之原市 副市長 大石 勝彦  

地区長会 小粥 秀明 (新) 

牧之原市消費者協会 会長 杉林 宣子  

牧之原市商工会 副会長 水野 悦裕  

(一社)まきのはら活性化センター センター長 中山 史一 欠席 

総括主幹 加藤 智 代理 

牧之原市社会福祉協議会 事務局長 柴 直子 (新) 

牧之原市新交通検討会議 委員 鈴木 弘美  

公募市民 増田 知志  

公募市民 野澤 義典  

中部運輸局静岡運輸支局 首席運輸企画専門官 原田 光一郎 (新) 

静岡県 交通基盤部都市局 地域交通課 課長 平野 隆広 欠席 (新) 

主任 長田 清孝 代理 

しずてつジャストライン(株) 運行企画部長兼輸送計画室長 藁科 孝佳  

東海タクシー（株） 代表取締役 大塚 弘子  

御前崎タクシー(株)（梅田交通グループ） 代表取締役 古知 愛一郎 欠席 

 井口 嘉信 代理 

一般社団法人静岡県バス協会 専務理事 堀内 哲郎  

ジャストライン労働組合 書記長 都築 康彰 欠席 

静岡県 島田土木事務所 工事第３課 課長 小菅 一郎 欠席 

牧之原市 建設部長 粂田 浩之  

静岡県警察本部 牧之原警察署 交通課長 山内 昌 (新) 

NPO法人 ひと育て・モノづくり・まちづくり達人ﾈｯﾄﾜｰｸ理事長 伊豆原 浩二  

牧之原市 企画政策部長 辻村 浩之 欠席 

牧之原市 教育文化部長 内山 卓也 欠席 

教育総務課  課長 佐々木 悟 代理 

牧之原市 福祉こども部長 河原崎 貞行  

牧之原市 産業経済部長 田形 正典  

   
 

事務局 

地域振興課 課長 小塚 康道 

地域振興課 空港交通係 係長 増田 隆助 

            総括主任 西原 直樹 

 



令和 4年度第 1回牧之原市地域公共交通会議について 

企画政策部地域振興課 

１ 第 1回内容 

（１）榛原、相良市街地のデマンド乗合タクシーの導入について（資料１） 

（概要） 

・デマンド交通未導入の榛原、相良市街地への導入を年内を目途に実施 

・H29 から開始したデマンド交通の市内全域カバーが完了することとなる 

・令和５年度以降は、地域要望による改善を加え、令和６年度から本格運行に 

移行 

（資料一覧） 

 ① 榛原市街地、相良市街地デマンド乗合タクシーについて 

 ② 榛原市街地デマンド乗合タクシーについて 

（概要、運賃設定、チラシ） 

 ③ 相良市街地デマンド乗合タクシーについて 

（概要、運賃設定、チラシ） 

④ 路線図 

 

（２）牧之原市地域公共交通網形成計画の評価について（資料２） 

（概要） 

・標記計画では、事業進捗や達成状況についての評価を行うこととしている。 

・通常は、評価改善部会において協議し、公共交通会議に諮る手順であるが、今年

度は令和 5年度開始となる次期計画「牧之原市地域公共交通計画」の策定作業あ

るため、令和 3年度評価については、今回の地域公共交通会議で実施する。 

（資料一覧） 

① 令和 3年度評価報告書 

② 計画における数値目標の達成状況 

③ 公共交通の現状 

 

（３）牧之原市地域公共交通計画の策定について（資料３） 

（概要） 

・現計画の「牧之原市地域公共交通網形成計画」の計画期間はH30～R4 の 5 年間 

・今年度中の策定を予定し、評価改善部会で素案策定、公共交通会議で承認を得る 

・ヒアリング、アンケート、乗降調査等を基に、方針、施策、目標を協議する 

 



（資料一覧） 

 ① 地域公共交通計画の策定に係る方向性 

 ② 計画策定における課題 

 ③ ニーズ調査について 

 

２ 令和 4年度会議、事業スケジュール 
  

 会議、計画関係 内容 デマンド 

7 月 
牧之原市公共交通会議① 概要、スケジュール説明 運行承認 

アンケート調査 小中学校保護者、高校生  

8 月 
ヒアリング、座談会 

交通事業者、関係団体、

企業、庁内関係部署 

①各区説明会 

②住民説明会・会員

登録会 

③高齢者サロンで

の説明会 

・各戸チラシ配布 

・HP掲載 

  

9 月 

  

評価改善部会① 
市民意見結果報告、方

針、施策素案提示 

10 月 中間パブコメ 施策の方向性 

11 月 牧之原市公共交通会議② 計画素案提示 
榛原市街地デマン

ド運行開始、出発式 

12 月 評価改善部会② 計画素案提示 
相良市街地デマン

ド運行開始、出発式 

１月 牧之原市公共交通会議③ 
交通計画承認  

次年度運行承認  

２月 最終パブコメ 計画最終版  

3 月 書面協議（交通計画承認） 計画書完成  

 

（その他）相良本通バス停周辺の環境整備（資料４） 

（概要） 

・R3に、国道 473 号線の交通渋滞解消及び拠点バス停の待合環境充実を目的に、相 

良局前バス停の移設と相良本通バス停の屋根、ベンチ付き待合所を整備した 

・今年度は、相良本通バス停周辺に駐輪場を整備予定 

・現在、候補地選定を進めており、進捗について、随時報告していく 

 

意見取りまとめ 


