
第９回藤沢市地域公共交通会議 

 

□日 時  ：2015年(平成27年)7月17日(金)午前13時30分開会 

□場 所  ：ココテラス湘南 ４階 第一会議室 

□出席者 ：委員14名（五十音順・敬称略・下線は代理出席） 

飯塚 周次 泉谷 幸偉 植木 春雄 遠藤 主計 

岡村 敏之 北村 隆興 小林 静雄 下田 信光 

高橋 信之 千葉 淳 永井 寿樹 永山 輝彦 

松井 浩一 村木 薫 山野邉 國雄  

：要綱７条５項による出席者（第１号議事のみ出席） 

大澤 伊知郎 髙橋 誠一郎   

□次第 

１ 開  会 

２ 委員紹介 

３ 藤沢市地域公共交通会議設置要綱の改正 

４ 会長、副会長の指名 

５ 議  事 

  第１号議事 善行地区東部での実証運行計画の変更について 

 ６ 報  告 

（１） 湘南大庭地区の報告および今後の検討 

（２） 御所見地区の報告および今後の検討 

 ７ その他 

   モビリティ・マネジメント 

 ８ 閉  会 

 

□配布資料 

・次第 

 

・第１号議事資料 協議が調っていることの証明書（案） 

        （善行地区東部での乗合タクシー運行計画の変更） 

 

・参考資料1 藤沢市地域公共交通会議設置要綱 

・参考資料2 善行地区東部での実証運行の変更計画（案） 

・参考資料3 ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ教育検討会運営要領 

 

・報告資料1  湘南大庭地区の報告および今後の検討資料 

・報告資料2  御所見地区の報告および今後の検討資料 

 

□傍聴者 ：なし 
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1. 開会 

○事務局 皆さん、こんにちは。定刻の少し前ではございますが、委員の皆様方がお集ま

りのようでございますので、ただいまから第９回藤沢市地域公共交通会議を開催させて

いただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、御出席いただきましてまことにありがとうございます。 

 初めに、会議の成立について御報告させていただきます。藤沢市地域公共交通会議設

置要綱の第７条第２項の規定により、委員の過半数の出席をもって会議が成立すること

になっております。本日の会議は、委員16名中15名の委員が出席されておりますので、

過半数以上の出席となり、本会議が成立をしていることを御報告させていただきます。 

  

 

2. 委員紹介 

○事務局 それでは、次第２、委員紹介に移りたいと思います。 

 ことしの３月をもちまして本会議の委員の任期が満了いたしましたことから、引き続

き本会議を継続していく必要があるため、市民委員の方々につきましては、各市民セン

ターにより推薦をしていただき、その他の委員の方々については、引き続き委員をお願

いさせていただいているところでございます。 

 また、後ほど説明をさせていただきますが、今回要綱の改正に伴い、新たに道路管理

者のお立場から委員として参画していただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 また、神奈川県警察本部交通規制課の委員につきましては、他の自治体においても交

通会議の委員を辞退されているということでございますので、今回委員の委嘱は行わな

いこととなりました。 

 今回新しく委員に加わった方もいらっしゃいますので、改めて委員の御紹介をさせて

いただきたいと思います。 

  

 事務局から委員の紹介を行った。 

  

 

3. 藤沢市地域公共交通会議設置要綱の改正 

 続きまして、次第３、藤沢市地域公共交通会議設置要綱の改正に移らせていただきま

す。 

 藤沢市地域公共交通会議設置要綱の改正の方針につきまして、第８回地域公共交通会
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議で御案内させていただいたところでございますが、平成27年４月１日付で改正を行っ

たものでございます。 

 主な改正点につきましては、第１条の目的及び設置について、地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律に基づく会議という位置づけを加えたものでございます。これに

伴いまして道路管理者を委員として加えたことから、神奈川県県土整備局藤沢土木事務

所道路都市部長及び藤沢市土木部長を新たに委員としてお願いしたところでございま

す。 

 

 

4. 会長、副会長の指名 

 会長に岡村委員、副会長に高橋委員が決定した。 

 

 

5. 議 事 

第１号議事 善行地区東部での実証運行計画の変更について 

 

○会長 まず最初に、傍聴の確認ですがいかがでしょうか。 

○事務局 本日は傍聴を希望している方はございません。 

○会長 それでは、早速議事に入ってまいりますので、事務局から御説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 それでは、説明に際しまして、善行地区のこれまでの取り組みに関する関係者

として、地元の協議会にも何度か出席いただいております地元タクシー会社、Ｘ社とＹ

社の２社の関係者の会議出席を、要綱第７条第５項の規定に基づきお願いしたいと思い

ます。 

○会長 それでは、入場をお願いいたします。 

○事務局 それでは、議事、第１号議事、善行地区東部での実証運行計画の変更につきま

して御説明させていただきます。 

 第１号議事の議決に当たりまして、まず参考資料２に基づく説明を行った後に、第１

号議事資料の記載内容について御審議いただいた上で議決を行いたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 お手元の参考資料２の１ページをごらんください。１の「のりあい善行」の実証運行

の状況」について御説明させていただきます。 

 (1)概要に示すように、善行駅東口を起点に、亀井野団地・渋沢台方面を循環する路線

と伊勢山辺・立石公園方面を循環する２つの系統の運行となっています。運行は平日の
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みで、運行時間は善行駅東口発が９時台から17時台となっています。 

 (2)の利用状況についてですが、２月２日から６月30日までの週ごとに集計した利用状

況についてお示ししております。運行開始以降、利用者は増加傾向にありますが、当初

の目標の日当たり109人という人数には現在でも届いていない状況にあります。 

 ２ページをごらんください。便別の利用者数となります。これは６月の便別の利用状

況ですが、運行本数が時間当たり２便となる９時台、10時台、16時台を除いて、便当た

りの利用者数が少ないのは17時台、13時台となっており、２便を設定する時間帯も、10

時台を除いては低い数字となっております。この点について改善の余地があると考えて

おります。 

 下の日当たり停留所ごとの乗降者数をごらんください。01系統では亀井野住宅、亀井

野公園、亀井野団地での利用が多く、02系統では立石公園、立石ハイツＥ棟、Ｂ棟の利

用が多くなっております。また、立石市民の家の利用状況は降車のみが多く、他の停留

所と異なる傾向が見受けられるところが確認されております。 

 ３ページをごらんください。(3)の当初想定との比較につきましては、実証運行開始前

に実施したアンケート調査から想定した利用者数と、現在の利用者数及び利用頻度の比

較になります。実際に運行を開始した後には60歳代以下の利用がほとんど見受けられず、

利用頻度も低い状況であることがわかります。 

 (4)の収支状況は、当初想定した収支状況と現在の収支状況の比較になります。４月か

ら６月にかけて、収支率は26.5％から35.1％へと改善の兆しは見られますが、依然とし

て月当たり41万円の赤字となっております。 

 ４ページをごらんください。２の「のりあい善行」の利用者確保に向けた取組みにつ

いて御説明します。 

 のりあい善行の利用者数が低迷することから、利用者確保に向けた取り組みを進めま

した。利用者確保に向けては、運行区域の周辺への戸別訪問や利用者へのヒアリングな

ど複数の検証を行ったものです。これまで実証運行期間中に行った活動は、表－２に示

すとおりになっておりますけれども、(1)の「のりあい善行」利用促進活動戸別訪問、周

知活動につきましては、我々のほうで、利用が進まない背景には周知が十分でないとの

想定がありましたので、戸別訪問を行い、のりあい善行について周知を図るとともに、

アンケートを行ったものです。その際の戸別訪問宅数は約1100軒となっており、実際に

お話ができた方は317人となっております。 

 戸別訪問を行った際の代表的な調査結果を２点ほど下に示しております。１つ目の利

用意向の調査では、新たに利用方法を認知した方は５％にとどまり、活動以前から認知

度が高く、自治会等の活動で周知が進んでいたことがわかりました。２つ目の移動目的

の調査ですが、６割を超える方の利用目的が買い物利用ということが新たに判明したも

のです。 

 ５ページをごらんください。戸別訪問より得られた利用が低迷している要因のまとめ
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を図－７に示しております。図の中の青枠エリアにつきましては、湘南台駅、六会日大

前駅、藤沢駅への路線バスの利用者が多いエリアで、生活圏が善行駅以外となっている

ことがわかりました。赤枠エリアは、駅までの高低差が少なく、善行駅まで徒歩で行け

るエリアとなっていることがわかりました。オレンジ枠エリアは、車の利用者が多く、

かつ高低差もあるところで、のりあい善行への需要喚起が期待できるエリアとなってい

ることがわかりました。緑枠エリアは、目的地側のエリアを示しているものなんですけ

れども、西口側の施設の利用が多くあることが新たにわかりました。 

 これらの結果を受けて、改善方針を以下のように考えております。 

 居住者側エリアでは、青枠エリアは路線バス利用者が多いので、新しい目的地を設定

する必要があるということが１つ目。赤枠エリアにつきましては駅まで徒歩圏であるた

め、目的地を駅以西とすることで利便性の拡充を進めるというところを考えております。

オレンジ枠エリアは主な利用対象者となることから、利便性の拡充を進めることにして

おります。 

 目的地側エリアとしましては、緑枠エリアを主な目的地が含まれるエリアということ

で、利便性の拡充を進めるということを考えております。 

 ６ページをごらんください。(2)の「のりあい善行」利用者ヒアリングでは、６月15日

から19日にかけて実施した利用者ヒアリング調査になります。117名より回答をいただく

中で、車両の大きさに対する意見や利用目的などの意見がございました。 

 1)のりあい善行の利用人数の想定では、アンケート調査より、のりあい善行の利用頻

度は下回っていることがわかりました。このためヒアリング調査は、６月15日から19日

の５日間、利用頻度から利用者数の推計を行ったものです。 

 推計は、週に１日以下の利用を行っている方は調査期間にヒアリングできない可能性

があることも含めて推計して、のりあい善行を利用している方の総数を推計したもので

す。推計結果では、全体でおおむね240名であることが判明しました。当初の利用者が、

先ほどお示しした３ページの図－５の利用者の利用頻度というところで、回答者数の総

数が当初304人であったところからしますと、総数としては当初の80％を若干下回る程度

ということがわかっております。 

 2)ののりあい善行に関する意見では、①では、車両に関する意見について11名ほど自

由意見としてありました。現在のタクシー車両の使用に関する課題を示しているもので、

１便当たりの平均利用者数が２人以上の乗車が今常態化しているところから、車両の問

題をなくすためにも、ワンボックス車両に変更することが望ましいということが新たに

わかってきました。 

 ②の買い物、私事利用への対応では、のりあい善行を使って利用したい施設として、

相鉄ローゼンと答えた方が71名、先ほどお示しした図の緑エリアにあるフジスーパーが

28名、あと、わいわい善行、クリエイトというような施設がございまして、西口に目的

地が集中することから、善行駅西口の施設を目的地にしたルート変更が望ましいという
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ことが判明しました。 

 ７ページをごらんください。３の「のりあい善行」の改善計画では、のりあい善行の

利用者数の下振れする中、現在の実証運行形態では本格運行への移行が難しいと想定さ

れたことから、実証運行計画の全面的な見直しを行った上で本格運行を目指すことを示

したものです。 

 (1)の実証運行の見直し方針に計画の見直しを示しており、運賃外収入の確保、利用者

数の確保、運行コストの圧縮を中心に運行の計画を行い、目的地となる善行駅周辺の活

性化とあわせて行うことを目指しております。個別の内容につきましては、表－２の運

行計画の変更に示しているもので、運行主体・協賛団体、運行計画、運行経費、運行目

的、利用促進、協賛手法について、示したとおりとなっております。 

 また、専用車両、ワンボックス車両での乗り合い輸送を効果的に進めるため、輸送人

員の増加が必要となることから、運行計画の留意点では、①需要が見込まれる新たなエ

リアの運行の展開、②が、現在の利用者の利便性を損なわないよう、既存の２ルートか

ら３ルートに変更する、③の利用の多い停留所を中心とした運行本数の増加を進めるこ

とを想定しております。 

 ８ページをごらんください。(2)の改善計画１：運賃外収入の確保についてでは、行政

の運行経費の補助がないものの事例を示したものなんですけれども、運賃外収入が重要

な運行資金となるため、表－３の運賃外収入の事例に基づき、のりあい善行でも運賃外

収入を確保しつつ運行を行うことを目指します。 

 運賃外収入の考え方は赤枠で示すとおりで、①運賃による収入が７割を超える範囲で

運賃外収入を設定すること、②住民を巻き込んだ取り組みであるため、川崎市のサポー

ター制度に準ずる会費を見込むこと、③利用は買い物利用が多いため、商業施設との連

携した収支の改善を進めることを想定しております。 

 この結果を受けて、９ページから10ページにかけて３つのルートを示しております。

先ほど御説明した01、02系統がほぼ従来の路線を目指したものから、③新たな利用者確

保したものを加えております。ただ、この３つのルートにつきましては、住民説明会以

前にまとめたもので、説明会後、地元意見の集約、タクシー事業者との調整、警察との

調整を行ったことから、最終的な計画に変更が生じているものです。 

 続きまして、11ページをごらんください。(4)の改善計画３：運行コストの圧縮では、

本格運行時の運行経費は、運行を行う時間の長さ、運行便数、契約形態によって変わる

ため、運行コストを圧縮するための運行を進めたものです。 

 具体的には、時間１便で定員が４名以下であればタクシーの兼用車両として運行する

ことが経済的ですが、時間当たり、複数回、複数本数を運行する場合には、乗り合いタ

クシーの専用車両を用いた運行が経済的ということがわかりました。このため専用車両

を用いる中で、次のような点に留意して運行コストの縮減を図ることをタクシー事業者

と進めております。主な運行コストの縮減の着目点は次のとおりになります。 
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 ①として、のりあい善行専用の運転手を事業者側で雇い入れ契約を行うこととしてお

ります。②は、運行計画において、あらかじめ運転手の休憩時間等を考慮して計画し、

運転手の重複した勤務を避けることで実質的な契約金額の圧縮を図ることとしておりま

す。 

 (5)の収支を改善するための方策では、現在の収支では、当初想定された利用を下回る

ことから、運賃で経費を賄う交通事業者主導の運営は困難であることから、地域、事業

者、行政が連携して収支の改善、公共交通の維持を行うものとしております。連携の中

では、地域の代表者が主体的にのりあい善行の運営にかかわり、①地域の方の理解・浸

透による積極的な利用を行うこと、②地域企業などの協賛を得ることで収支改善を目指

すこととしとしております。 

 具体的な地域の役割としましては、利用をふやす、将来的な会員数をふやすなど、自

治会を初めとする地域住民の連携を進めることと、地域の企業などを巻込んで広告収入、

協賛金などを得ることが重要な収入になりますので、そういった役割があるとしており

ます。 

 運行事業者では、先ほど示したように運行形態、雇い入れ形態の見直しや、予備人員

が不要となるようなダイヤ設定による経費圧縮を図るものです。行政側としましては、

車両の購入補助を行い、間接的に運行経費の圧縮を図ることとしております。 

 これらの取り組みの結果を図－９収支の改善イメージに示しておりまして、試算結果

を６月の22日換算で行ったものを示しております。現在の経費が月当たり63万4000円の

ものが35万2000円まで圧縮されると想定しており、50人規模の輸送で採算性を確保でき

ると想定されることから、日当たり、現在より10名程度の増加で実現可能なものという

ふうに考えております。 

 12ページをごらんください。４の住民説明会(乗合タクシー試行の改善案説明会)の実

施結果について御説明します。(1)の実施概要ですが、前述の３の「のりあい善行」の改

善計画」を地域住民に示す形で意見を求める説明会を開催しました。４会場で合計66名

の参加がありまして、(2)の意見内容ですが、①車両についての意見、②運行本数、運行

日、時間帯について、③停留所・運行ルートについての意見をいただいております。 

 主な意見と対応につきましては記載のとおりですけれども、基本的に計画を否定する

意見は少なく、利用促進に積極的な意見も多くいただいており、計画については了承さ

れたとして計画を進めることとしました。 

 引き続きまして、13ページをごらんください。５の実証運行の変更にむけて、(1)実施

概要について説明します。目標を下方修正した実証運行に当たっては、地域自治会、商

店会等の協力が得られる見込みが立ったことから、１日当たりの目標利用人数を50人と

して実証運行を継続する方針としたいと考えております。(2)の本格運行実施の判断につ

きましては、実証運行から本格運行へ移行する判断は、後ほど工程表にもお示しします

が、ことしの12月の利用実績に基づき判断することとしております。本格運行への移行
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が難しいと判断された場合には、その原因により運行の中止、休止等を行うこととしま

す。 

 なお、本格運行実施の判断は次の項目により判断します。①が１日当たりの目標利用

人数がおおむね50人に達していること、②地域自治会、商店会等の協力が得られ、活動

の具体的な内容にのりあい善行の運行を運賃外の収入から支えるという内容が含まれる

こととしております。 

 14ページをごらんください。６の運行計画（案）についてですが、(1)ルート案に示す

ように、運行ルート案は次のとおりで、先ほどと異なりますけれども、01、02系統がほ

ぼ従来の形で運行するに当たって停留所をふやしたもの、03系統が、新たに西口側のエ

リアから利用者が多い停留所、新たな需要が確保されるところをつないだ形としており

ます。重複して運行がある系統につきましては、下の赤字で示した複数系統が乗り入れ

る停留所という形で考えております。 

 15ページをごらんください。(3)の運賃及び(4)運行本数、時間帯は記載のとおりとな

っておりまして、01系統が８便、02系統８便、03系統６便の合計22便となっております。 

 ７の運行のための組織づくりでは、のりあい善行は、地域の利用、運賃外の収入の確

保が確実に行われることで維持されることから、運行のための組織づくりを進めるもの

としております。(1)の(仮称)「のりあい善行」東部地区実行委員会の設立では、利用者

の確保と収支を改善するために、地域の方が委員会を立ち上げ運営主体となり、運行の

継続のために、交通事業者及び行政と三位一体となった組織づくりを進めます。 

 (2)の組織の役割では、運行主体の確保のため地域との連携を進めることとしておりま

す。連携については、ヒアリングの結果、善行駅周辺が移動の目的地とならないなどの

意見も多かったことから、善行の地域の魅力を高めるため、商店会との連携などを進め、

善行駅に人を集める取り組みを進めることとしております。 

 (3)のボランティアの活用では、郷土づくり推進会議が中心となって、運営する人員が

不足する場合にはボランティアの募集、調整等を行い、(仮称)「のりあい善行」東部地

区実行委員会の円滑な運営を支援することとしております。 

 16ページをごらんください。(4)の運行主体として商店会の協力を要請につきまして

は、①「のりあい善行」会員への商店会と連携した割引制度について検討すること、②

「のりあい善行」のパンフレットへ協賛企業を掲載を進めること、③「のりあい善行」

の会員証発行事務の実施を行うこととしております。 

 ８の今後の実証運行スケジュールですが、地域の運営主体が立ち上がる見込みである

ことから、次のスケジュールで予定しております。現在の運行につきましては10月中旬

まで延長することを予定しておりまして、運行内容の変更は10月中旬から３月末を予定

しております。本格運行の決定は、利用実績を見て１月中旬に交通会議に諮り決定する

こととします。本格運行の実施は、４月からの実施を目指すものとしております。 

 引続きまして、第１号議事資料をごらんください。１枚目に第１号議事での決議事項
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を示しております。 

 １の協議が調っている路線又は営業区域につきましては、先ほども御説明した内容を

２枚目に添付した路線・系統図に示しております。 

 ２の協議が調っている運行系統又は運送の区間につきましても、先ほどと同じ路線図

に新設する系統及び廃止する系統を示しております。 

 ３の運行系統毎の運行回数につきましても、先ほどお話ししたとおりとなります。そ

の中では、利用の少ない13時台を運転のない休息時間に充てるような形でコスト縮減を

目指すものです。 

 ４の車両概要につきましては、10人乗りの車両を中心として運行する計画とします。

また、予備車につきましては、Ｘ社、Ｙ社の保有車両のうち、当該乗合事業との兼用で

の車両の使用を行うこととしております。詳細は３枚目に添付した使用車両概要に示し

た内容となります。 

 ５の運行の態様につきましては、道路運送法第４条及び第21条による乗合運送許可の

路線定期運行型としております。 

 ６の協議が調っている運賃(料金)の種類、額及び適用方法につきましては、お示しし

たとおりとなります。 

 裏面をごらんください。７の適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、そ

の条件を示したもので、適用する期間としましては、道路運送法第21条による許可は平

成28年1月31日までとなることから、道路運送法第４条の許可が認められた時点で廃止の

手続を行うものとして、平成28年２月以降は確実に第４条で運行を行うような形を目指

しております。 

 その他の条件といたしましては、１つ目、Ｘ社、Ｙ社の２社での共同運行を行う。２

つ目が、停留所を追加する場合は藤沢市地域公共交通会議の議決によらず実施し、報告

については事後的に対応を行うこと。３つ目が、運行回数につきましては、20％以内の

変更につきましては、藤沢市地域公共交通会議の議決によらず実施し、報告については

事後的に対応すること。４つ目、車両については、移動等円滑化のために必要な旅客施

設又は車両等の構造及び設備に関する基準の適用除外とすること。５つ目が、運行を行

う交通事業者及び藤沢市は、関係する地域の住民に対して時刻表等の必要な情報を事前

に提供すること。 

 以上が第１号議事の説明となります。御審議のほどお願いします。 

○会長 それでは、御質問や御意見、関係の方々からの補足などございましたら、よろし

くお願いします。 

 本議事としましては、最後に説明をしていただいた第１号議事資料の証明書（案）に

つきまして、これでよろしいかどうかを御承認いただくことになりますので、それに先

立っていろいろ御質問とか確認がありましたらお願いいたします。 

 既にいろいろ議論もしていき、またこういう形で証明書（案）となっていますので、
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かなり熟度の高いものになっておりますので、根本的に何とかという話は余りないだろ

うと想像するんですけれども、細かいところも含めましていかがでしょう。 

○Ａ委員 一応確認なんですけれども、ここで挙げていらっしゃる第１号議事資料の証明

書ということでございますけれども、その中で、共同運行されるということで、Ｘ社と

Ｙ社、この２社が共同運行されることは、もう２社さんは了解されていらっしゃるんで

しょうか。その確認だけさせていただきたい。 

○事務局 各２社に相談させていただいた上で、あと、神奈川運輸支局さんとも調整させ

ていただいた中で、共同運行を進めるということで今了承をいただいているところでご

ざいます。 

○会長 若干細かいことを確認させていただくと、使用する車両は10人以下の車両で、こ

れは証明書の中ではないですが、１台、市が購入を補助するような形でやる。 

○事務局 そうですね。車両を専用車両として用意することを考えておりますので、今の

のりあい善行以外の利用ができない車両ということで、市から提供させていただく予定

としております。 

○会長 それは証明書ができ上がってからまた具体の話にはなるかと思いますが、１台専

用として購入する車両を、事業者２社で共同運行するということでいいんですね。 

○事務局 市のほうで提供できる車両は１両ということで、それをどう活用していくかと

いうところを、今事業者さんのほうで調整中となっております。 

○会長 これは道路運送法の協議が調っているということに入れなければいけない事項で

はないので、これは10月の開始までに詰めていくということですね。 

○事務局 詳細の使用車両等については、事業者さんと申請を出す段階までに詰めていく

ということにしております。 

○会長 ということで、いかがでしょうか。特に関係する方々からの補足の説明とか御紹

介は何かございますか。よろしいですか。 

 そうしますと、では、この第１号議事資料にあります全ての事項につきまして、御承

認をいただくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。異議なしということで承認ということになりました。 

 

 

6. 報告 

（１）湘南大庭地区の報告および今後の検討 

 

○会長 それでは、次の６報告ということで、事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、報告(1)の湘南大庭地区の今後の取り組みにつきまして、報告資料１
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に基づいて御説明をさせていただきます。お手元の報告資料１をごらんください。 

 本資料は平成27年度から環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の採択を受

けるために作成しました公共交通利用転換事業計画を抜粋したものです。本計画につき

ましては実施要領の案が示されておりまして、目次にお示ししています項目は、実施要

領に示されている内容のとおりとなっています。 

 １つ目は、湘南大庭地区を取り巻く状況及び背景、２つ目が、公共交通への利用転換

のための事業計画、３つ目が、事業計画二酸化炭素排出削減の効果と目標、４つ目が、

事業計画の実施体制等ということになっております。 

 それでは、１ページをごらんください。１ページと２ページでは、湘南大庭地区を取

り巻く地域や交通の状況について記載しております。交通の状況としましては、２ペー

ジ下の図になりますけれども、本地域の代表交通手段の構成としまして、地域内に鉄道

駅がないことから、図のベージュ色の自動車やオレンジ色のバスの利用割合が藤沢市の

平均よりも高い一方で、青色の鉄道やピンク色の自転車の利用が低くなっております。 

 また、本地区のバス網は、辻堂駅や湘南台駅へのバス路線の運行本数が非常に多く、

藤沢市内で最も充実しているものとなっております。さらに、都市計画道路の整備状況

としましては、土地区画整理事業などによる総合的なまちづくりにより都市基盤整備が

行われたことから、整備は既に完了してございます。 

 続いて、３ページをごらんください。左の図は人口集中の度合いを示しておりまして、

オレンジ色の点線で囲われた本地区の中心部では人口が集中しているということがわか

ります。また、右の図は藤沢市交通マスタープランで目標としている最寄り駅まで15分

圏の交通体系を示しています。最寄り駅まで15分圏内は、辻堂駅遠藤線沿道部の南側だ

けということになっておりまして、藤沢市内でこれだけ人口が集中している箇所におい

て最寄り駅まで15分圏域から外れているのは本地区だけとなっています。 

 ４ページをごらんください。右の図はバス停から300メートルの圏内を示しているもの

となっております。 

 続いて、５ページをごらんください。５ページと６ページでは本地区の公共交通等の

政策的課題と地域の課題について整理をしています。政策的な課題は青いボックスで囲

われた部分で、３点ございます。要点を御説明いたします。 

 １点目が、藤沢市交通マスタープランで目標とする最寄り駅15分圏を拡大するという

ことです。２点目が、自家用車の利用を減らすということです。３点目は隣接する茅ヶ

崎市や寒川町の需要を喚起し、湘南ライフタウンを経由して湘南台駅や辻堂駅に向かう

バス路線の整備、拡充を図るということになっています。 

 ６ページをごらんください。現在の地域の課題としましては、緑色のボックスで囲わ

れた部分で４点ございます。１点目は、亀井野二本松線で湘南台駅方面に向かうバス路

線では、定員を超える利用によりまして乗り切れない状態が発生しています。２点目は、

藤沢厚木線沿線では地形上の理由によりまして公共交通が利用しづらい状況なので、地
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域に適した交通システムの導入が必要となっています。３点目は、湘南台駅方面の需要

増によりまして湘南台駅西口の混雑解消策の実施が必要となっています。４点目は、土

日祝日におきましては辻堂駅周辺の混雑が発生しておりまして、本地区から辻堂駅への

アクセス改善が求められています。 

 さらに、将来の地域の課題としまして、オレンジのボックスで囲われた部分で１点ご

ざいます。本地区は最も早く高齢化が進む地域と想定されておりまして、地域交通の導

入を進めることが必要と考えられております。６ページの下におきましては、本計画は

湘南大庭地区と六会地区の一部においてワークショップを行いながら計画を作成してき

たことを記載しております。 

 続いて、７ページをごらんください。こちらでは本事業実施までの取り組みの経過に

ついて記載しています。こちらの内容は過去の交通会議でもお示ししていますけれども、

平成26年度に藤沢市交通マスタープランの中短期の実施計画でございます藤沢市交通ア

クションプランを策定しまして、本地区の課題への対策の位置づけを行っています。こ

れから御説明させていただく公共交通利用転換事業計画については、こちらに記載して

おります公共交通改善計画の一部となっております。 

 ８ページをごらんください。本地区の課題解決に向けて策定した公共交通利用転換事

業計画について、実施主体や事業計画の目標及び目標年次を示しています。事業の主体

としては、藤沢市が主体的な役割を果たし、情報提供等の補助的な役割として神奈川中

央交通株式会社が支援をするという形をとっています。また、目標としましては、バス

の利用環境の改善、自家用車利用者抑制に向けた改善、二酸化炭素削減といった目標を

定めています。 

 本事業の目標年次につきましては９ページで御説明をします。９ページをごらんくだ

さい。本計画の実施期間としては、交通アクションプランの中で公共交通改善計画とし

て、第１施策から第３施策までの位置づけを行っておりまして、公共交通利用転換事業

計画は平成29年度までに行う第１施策に該当してございます。赤で囲われた部分になり

ます。 

 10ページをごらんください。こちらの図では、公共交通利用転換事業計画の内容を示

しておりまして、８つの項目がございます。 

 １つ目が、湘南ライフタウンのバスターミナル機能強化としまして、既存バスターミ

ナルを拡張整備し、バス交通の拠点とすることを予定しています。２つ目に、辻堂駅遠

藤線の軸の強化として、連節バスの導入、連節バスの急行運転、情報案内板の設置、乗

降方法の改善検討がございます。３つ目に、地域内交通の充実として、サイクル・アン

ド・バスライド駐輪場の整備事業がございます。４つ目に、石川方面のバス路線の新設

として、湘南台駅から石川地区を通過し湘南ライフタウンに向かう路線の新設を予定し

ています。５つ目に、辻堂駅周辺での渋滞によるバスのおくれ解消として、駅周辺での

バスルートの変更を予定しています。６つ目に、湘南ライフタウンから湘南台駅のバス
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路線の強化として、慶応大学方面の路線を活用し、既存の路線を往復する経路から湘南

ライフタウンを経由する循環型に変更することを予定しています。７つ目に、需要喚起

のためのバス路線新設として、寒川町から湘南ライフタウンへ向かう路線の新設を予定

しています。８つ目に、湘南台駅西口の混雑解消として、湘南台駅東口を活用し運用の

改善を予定しています。 

 続いて、11ページをごらんください。こちらは10ページで御説明をした公共交通利用

転換事業計画の８つの項目について、事業実施主体、基盤整備が必要かどうか、実施時

期について示しているものです。こちらについては、後ほどごらんいただければと思い

ます。 

 12ページをごらんください。こちらから19ページにかけましては、本事業実施に伴う

二酸化炭素排出削減の効果と目標について記載しています。 

 公共交通の利用環境を改善することによって得られる二酸化炭素の削減効果としまし

て、５点挙げてございます。 

 １点目が、公共交通の利便性の向上により通勤・通学者が自動車から公共交通への転

換をすることで期待されるものです。２点目が、サイクル・アンド・バスライド駐輪場

整備により自家用車利用者の公共交通転換することで期待されるものです。３点目が、

公共交通ネットワーク拡充により高齢者、子育て世代等が自動車から公共交通への転換、

外出機会の増加により期待されるものです。４点目は、バス車両の運行効率改善に伴う

ものです。５点目は、バス交通が整流化することによるものです。これらの二酸化炭素

の削減量を定量的に評価するために、次ページ以降に、二酸化炭素排出量の算定手法を

示しています。 

 13ページをごらんください。13ページから15ページまでは事業実施前の二酸化炭素排

出量の推計手法を示しています。13ページには、こちらのフローに従いまして計算を行

い具体的な数値を示していますが、14ページ、15ページでは今年度の調査により算出す

る二酸化炭素排出量がございますために、具体的な数値は記入されておりません。 

 二酸化炭素削減量に関する部分は、今年度の調査により修正を行う必要がございます

ので、今後の交通会議の中で御説明をさせていただくことになります。 

 16ページをごらんください。こちらから18ページまでにつきましては、二酸化炭素排

出削減量の予測と手法を示しております。こちらもフローに従って計算を行っていきま

して、一番下のピンク色のところに書かれる数字というものが最終的に排出量となるん

ですけれども、まだ具体的な数値は記入してございません。こちらについては追って御

説明させていただくことになります。 

 19ページをごらんください。19ページでは、事業実施による二酸化炭素排出削減量の

目標を設定することにしておりますが、今年度の調査によりまして明らかになる部分が

ございますので、こちらについても今後修正をする必要がございます。現在のところ数

字が出ているのが、①の事業実施により新たに見込まれる公共交通利用者の二酸化炭素
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排出量ということにとどまっております。 

 20ページをごらんください。こちらは11ページとも重複するんですけれども、本事業

の実施に向けた藤沢市と神奈川中央交通株式会社の役割分担をハード整備に関するもの

とソフト施策に関するもので分けてお示ししているものです。神奈川中央交通は、主に

運行に関する部分や情報提供施設に関する部分、利用者への周知を行いまして、藤沢市

は主に情報提供施設以外の施設整備や地元周知を行うことになっております。 

 21ページをごらんください。2)の協議会になりますけれども、環境省の補助金の採択

を受ける際には、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会が必要に

なります。本法律に基づく協議会は、ことしの３月までは藤沢市交通アクションプラン

策定協議会にございましたが、本年３月に藤沢市交通アクションプランの策定とともに

協議会が解散したため、本法律に基づく協議会を、このたび藤沢市地域公共交通会議に

引き継がせていただきたいという旨を、前回の３月に開催されました第８回交通会議に

おいて御説明をさせていただいておりました。そちらの内容について記載しているもの

です。 

 以上で、報告(1)の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。かなり具体にいろいろ計画の中に書いていただいたと

いうことかと思います。御質問、御意見、補足はございますでしょうか。 

 かなりの部分は既にいろいろこの会議でお示しいただいているところで、最後のあた

りが加わったんでしたか。16ページ以降が今回初めてでしたか。試算をしているところ

と実施体制などが新しいんでしたか。 

○事務局 今回の会議で新たに提出させていただいているものというのは、11ページの事

業の年次計画というところ以降が、委員改選前からやられていた方も多分初めてごらん

になるかと思います。それ以前の部分につきましては、過去の交通会議での報告の際に

ほぼ提示させていただいたものとなっております。 

○会長 ありがとうございます。御質問、補足など、いかがでしょうか。 

○Ｂ委員 今、高齢化率が一番高いということなんですけれども、私たちの１つの関心は、

駅から幾らというのももちろん関心がありますが、もう１つは、湘南大庭のバス停でお

りてから自宅まで、これが１つ、これからますます大きな問題になるだろうと思います。

それは何につながっていくかというと、自家用車を使うということがそう簡単になくな

らないんじゃないだろうか。これは私個人の感じで、私たちが仲間同士で話していると

きの感じです。それを一言つけ加えさせていただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。事務局から、過去の検討経過とかそういうところで何か

ございましたら。 

○事務局 きょうの会議資料には含まれないんですけれども、過去の会議資料の中に、き

ょうの資料の９ページに、第１施策、第２施策、第３施策というような形で、工程が書

かれております。きょう御説明させていただいた主な内容というのは第１施策に関する
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部分でありまして、ＢＲＴ化を進めていくというところと、その工夫する内容を書いて

います。 

 第２施策として予定しているものにつきましては、地域内交通としての移動手段とい

うことで、今の幹線経路のバス路線まで出る手段をどのように確保していくかというこ

とを想定しておりまして、先ほど１つ目の議事でありました善行のほうの検討というと

ころもありますけれども、ああいったワゴン車のようなものを今後検討していくかとい

うところも後々には考えております。その際には、交通事業者さんとも御相談させてい

ただいた中で方針を細かく決めていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○Ｃ委員 今回提案のある中で、ライフタウン方面からの路線を湘南台駅の東口で運行し

ていこうという計画になっているわけですけれども、実際のところ、事業者さんとして、

過去にいろいろ協議させていただいた時点では、東口に回るために結構な時間がかかる

よというようなことで、私どもが提案したときに、ちょっと難しいというお話をいただ

いた経過があるんですが、現時点ではその部分というのは心配がなくなったと理解して

よろしいんでしょうか。 

○Ａ委員 こちらの件につきましては、今、藤沢市の御担当の方とも調整しておりますけ

れども、当然東口への速達性の部分が、やはり県道へ出て行くところの道路渋滞なども

ございますので、その辺の解消を図らないと難しいだろうなというところは思っていま

す。 

 ただ、一方で、どうしても湘南台駅西口が、今のこの段階でも飽和状態になっている

ところなので、できれば東口をうまく活用しながら、東と西で運行していきたいという

ふうには考えています。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。では、これは御報告ということで、また適宜いろいろ

進展をこの中で御議論していただければと思います。 

 

（２）御所見地区の報告および今後の検討 

 

○会長 それでは、報告の(2)につきまして御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、報告(2)御所見地区の報告および今後の検討につきまして、報告資料

２に基づいて御説明させていただきます。お手元の報告資料２をごらんください。 

 １ページをごらんください。初めに、路線の再編状況につきましては、１ページ上段

の図にあるとおりですが、綾瀬車庫から宮原南、慶応大学を経由して湘南台駅西口に結

ぶ湘19系統の路線を再編したものを示しております。前回、昨年11月の利用実績につい

て第８回藤沢市地域公共交通会議で既に報告しておりますので、状況の経過を報告する

ものでございます。 

 綾瀬車庫から慶応大学の区間の利用者が、９月時点で203人と再編前の数字とほとんど
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同じでしたが、４月には328人まで増加しております。慶応大学から湘南台駅西口の区間

におきましても、９月時点で87人であったものが、４月には230人まで増加しております。

前回の会議で報告した昨年９月の状況と昨年11月の利用者数は、再編直後の1.6倍となっ

ておりましたが、昨年９月とことし４月の状況では利用者数は1.9倍となっており、利用

者は徐々に拡大して、堅調に推移していることがうかがわれます。 

 ２ページをごらんください。再編後の湘19系統の便数と１便当たりの平均利用者数に

つきまして御説明します。湘南台駅西口から綾瀬車庫へ向かう路線につきましては平日

18便あり、昨年９月に１便当たり6.4人であったものが13.3人まで増加しております。 

 ３ページをごらんください。綾瀬車庫から湘南台駅西口へ向かう路線は平日17便あり、

１便当たりの乗車が10.3人であったものが、16.7人まで増加しております。これらの伸

びの傾向については、各バス停ともほぼ同じ割合で増加しており、当初から大きく変わ

ってきている状況が見受けられないため、利用が進んでいると想定されるものです。 

 資料にはお示ししておりませんが、時間帯ごとの利用では、朝の特定の時間に利用者

数が60人前後となるなど、通勤・通学利用も多くある状況がうかがわれます。今後も利

用が進んでいる要因を見きわめ、より一層の利用者の確保を進めていきたいと考えてい

るところでございます。 

 続きまして４ページをごらんください。３の２市１町の（藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町）

の移動実態調査結果について報告します。 

 (1)取り組みの背景といたしましては、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の接する地域で公共

交通のネットワークが各市町内で完結する路線が多く、人の動きからは行政境をまたが

るバス路線の必要性が推測されたことから、行政境においてどのような公共交通ネット

ワークが必票かを調査し、新たな公共交通ネットワークの実現性について、茅ヶ崎市、

寒川町と連携して検討を行っていくこととしました。 

 (2)調査目的ですが、この調査は、公共交通の利便性の低い藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町

の接する地域を中心に、行政境をまたがる広域バス路線の今後のあり方を検討するため

の基礎調査として、移動実態、周辺バス路線の運行状況の調査及び課題整理等を目的に

実施したものです。 

 (3)の調査内容ですが、現在のバス路線の運行状況を把握し、アンケート調査、対象地

域内の主要な事業所へのヒアリングを行った上で、新たなバス路線のニーズを把握する

ための分析を行っております。 

 ５ページをごらんください。1)のアンケート調査ですが、図0－1に示す藤沢市、茅ヶ

崎市、寒川町の接する地域において実施し、2)配布・回収配布は、対象エリアの地区世

帯数の約30％に当たる2753世帯について行い、回収は、回収率32％の875世帯でありまし

た。調査票は最大５人まで回答可能な調査票としたため、１世帯当たり2.1人の回答があ

りまして、合計数としましては1846人の方から回答を得ております。 

 ６ページをごらんください。3)アンケートにより把握された主要駅へのバス運行ニー
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ズの参考資料として、９ページから11ページまでがアンケート調査の主な内容になって

おりまして、調査票の回答のうち、「バスが不便で利用できない」と回答した方を潜在需

要と捉え、どこに行くバスがあれば利用するかという回答に基づき、１日当たりの需要

を算出した結果がページ下側の表のとおりになっております。表の一番下の総数という

のが１日当たりの移動数ということになっております。 

 算出結果では、湘南台駅、茅ヶ崎駅、寒川駅、辻堂駅の順で需要が確認されました。

一方、市内、町内での動きを除いた広域の動きとしても、湘南台駅への動きが最も多い

ことが確認されたところでございます。 

 続きまして、７ページをごらんください。4)潜在需要のバスサービスの問題とニーズ

ですが、潜在需要のバスサービスの問題としては、「バスの本数が少ない」と言われる方

が79％と最も高く、次に「利用したい時間に運行していない」と言われる方が73％を占

めました。路線の計画において、運行間隔、運行時間帯が重要な要素となると推測され

る結果となりました。運行間隔、運行時間帯の調査結果は、下にお示ししたバスサービ

スの問題をごらんいただければと思います。 

 ページ中段以下に示しました潜在的需要に対する考え方についてお示しします。緑の

枠内をごらんください。バスを利用する運行間隔ですが、30分間隔、15分間隔と高いサ

ービスレベルが期待されるとともに、運行時間帯についても始発は６時台から７時台、

最終は20時台から23時台となるなど、時間帯についても高いサービスレベルであること

が判明しております。 

 関連する地域の実績としましては、先ほどお話ししたとおりなんですけれども、湘19

系統では始発６時台、終車が21時台、輸送人員300人を超える程度かつ運行本数35便、こ

れは１時間に１往復あるいは２往復というレベルになります。運行間隔、運行時間帯に

ついても、新たに路線を導入するための需要としては十分でない、住民が求めるサービ

スレベルに対して需要が不足することなど難しい面があることが判明しております。 

 これらを改善するためには、新たな需要といたしまして、青枠内に示すように、ダイ

ヤ等の設定において利便性を高める手法を検討、住民以外の輸送を検討することが重要

とわかりました。住民以外の輸送としましては、主にその地域に勤務される方というふ

うに考えております。 

 続きまして、８ページをごらんください。5)事業所ヒアリング調査ですが、今申し上

げた住民以外の需要として期待される対象地域内の企業への通勤需要についてヒアリン

グ調査を行ったもので、ヒアリングの項目については、一番最後の12ページに記載して

いるとおりで、車通勤の実態、車通勤の転換の可能性、送迎バスと路線バスの連携、事

業所の訪問者、その他というような形とさせていただいております。 

 その結果ですが、ヒアリングを行った企業の６割から９割が車通勤しており、企業の

労務時間や周辺地域からの採用を重視するなどの理由から、公共交通への転換を進める

ことが難しいとされたところもございました。一部の車通勤を実施する企業においては、
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会社周辺に駐車場を確保する手続、コストの問題を課題と考える事業者もいらっしゃい

ました。企業によっては、主要駅への企業輸送、病院等では送迎を実施するなどの実態

が確認されており、送迎バスの維持、運行するコストの問題があることも把握されてお

ります。なお、病院等の患者の送迎については、患者の多くが高齢者となる病院の場合

にはドア・ツー・ドアのサービスが必要だというところが多くあり、患者の移動に路線

バスを使う考え方はなじまいというところも確認しております。 

 また、ヒアリングを行った多くの企業では、路線バスのニーズが確認され、送迎バス

のルートなどからすると、湘南台駅、茅ヶ崎駅、寒川駅、辻堂駅へのニーズが確認され

るとともに、倉見駅へのルートが確認され、住民ニーズに対する逆輸送で対応できる可

能性があるというふうに認識しております。 

 6)の調査結果の分析ですが、調査結果から、対象地域の企業、住民のニーズが把握さ

れたものです。対象となる地域の住民の新たなニーズは、運行時間、運行間隔について

高いサービスレベルが要求されており、事業所のニーズや既存利用者の定着する路線を

組み合わせるなどの効率的な取り組みを進めることで、初めて実現の可能性の高いもの

となります。 

 今回の調査により確認されたニーズとしては３つほど挙げておりますけれども、１つ

目が、寒川駅から文教大学、湘南ライフタウンを経由して湘南台駅、２つ目が、寒川駅

から文教大学、湘南ライフタウンを経由して辻堂駅、３つ目が、倉見駅周辺から慶応大

学を経由して湘南台駅というものになります。 

 なお、これらの路線については、需要が少ないなどの理由からこれまで路線の導入が

図られなかったと推測されるため、既に今お示ししたところでございますけれども、効

率的な運行などによる運行コストの圧縮、複数の利用対象に配慮した利用者の確保を運

行計画の中で精査しながら、実現の可能性を検討するものです。 

 (4)今後の取組みといたしましては、新たなバス路線の導入の可能性を高めるための取

り組みを実施していきます。実際には、新たなバス路線案を検討するとともに、需要予

測を行いまして、調査結果からも、行政境の住民のみの輸送においては需要が不足する

というところから、逆輸送となる企業輸送によって需要を創出して運行コストを圧縮す

る手法等も検討しながら、実現性の高い運行形態を取りまとめて行きたいというふうに

考えております。 

 以上、報告(2)の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○会長 それでは、かなり盛りだくさんではありましたがいかがでしょうか。 

○Ｄ委員 今、路線の再編につきまして、利用者が非常に多くなっていくということで、

実際にはアンケートやヒアリング、またいろんなバスに実際に乗ってきめ細かい調査を

していただいたということで、路線の再編が非常によい結果をもたらしていくと思って

います。また、現在１時間に１本の運行ということで、１回乗りおくれてしまうとまた

１時間待たなければならないというようなことも考えられますので、できれば運行時間



18 

間隔を30分に１本ぐらい、１時間に２本ぐらいにふやしてやっていければ、もっと乗る

人がふえていくのではないかなと考えておりますので、そこら辺のところを要望的にお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○会長 これは、もう常日ごろ恐らく要望という声はあるかと思いますけれども、お客さ

んのふえ方はほぼ想定ということでしょうか。それとも、想定よりも少し多いという印

象なんでしょうか。これは率直に事業者さんにお伺いをしてしまいますが。 

○Ａ委員 この路線につきましては、もともとは湘南台から慶応大学まで連節バスで運行。

その後に、フィーダーバスで乗り継ぎをしていただいて、御所見地区を巡回するという

のがもともと出発点だったんですが、諸事情がありまして、新しい道もできているとい

うことで、今回の場合はたまたま当社の綾瀬車庫という営業所があったものですから、

そこから湘南台に回送とかで行くバスもあったこともございまして、回送で行くぐらい

でしたらちょっとルートを検討した中で、お客様を乗せて運行していくほうが当然いい

だろうということで、藤沢市さんとよく協議しながら、路線の再編をさせていただきま

して、そういう意味でいけば、もともと回送で走っていたものとかを考えれば、十分お

客様としては御利用いただけているのかなというふうに思っております。 

 １時間のものを30分に１本としますと、当然台数が今より倍になっていくということ

もございますので、その辺は御利用いただいているお客様の利用状況なんかを鑑みなが

ら慎重に、うちとしても使っていただければ当然ふやしていかなければいけないという

認識は持っていますので、様子を見ながらやらせていただければと思っております。 

○会長 ありがとうございます。後半の話、２市１町の移動実態ということで、なかなか

公共交通でというと厳しいということですが、一方で、少なからずニーズはあると。ど

うしようかというのは今後ということかとは思いますが、どうでしょう。特に市民の方

からの直感というか、感覚というと、なるほどという感じか、いやいやという感じか、

いろいろあると思いますけれども。 

 どちらかというと、寒川町のほうから藤沢のほうに来たいというようなことで、藤沢

のほうから寒川に行きたいという方は、もちろんいらっしゃると思いますけれども、ど

ちらかというと、寒川町からのニーズかなという感じはいたします。 

○Ａ委員 今言われていました例えば寒川から湘南台という中で、バス事業者の都合から

言わせてもらうと、運行距離が長い路線というのは正直余りつくっていきたくないなと。

理由としては、長ければ長いほど定時制というのが失われますので、結局長い路線をつ

くっても、バス停で待っていてもなかなか時間どおり来ないという実態になっていくと

いう部分がございますので、バス事業者としては、なるべく距離の短い路線を組み合わ

せてつくっていくみたいなことをやっていきたいと思っているんです。 

 その一方で、先ほど出ていた湘南ライフタウンをターミナル的な位置づけにして整備

をしていこうという話もございますので、そういうところを活用しながら、例えば寒川

方面とか、先ほども出ていましたけれども、そういうところを藤沢市さんとよく協議し
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ながら今後進めていきたいなと思っております。 

○会長 ありがとうございます。大体よろしいでしょうか。これは報告ということでござ

いました。 

 

 

（１） その他 

○会長 それでは、その次、その他として事務局からお願いします。 

○事務局 次第にありますモビリティ・マネジメントについて、事務局より説明させてい

ただきます。 

 昨年10月の第７回藤沢市地域公共交通会議の下部組織としてモビリティ・マネジメン

ト教育検討会というものを位置づけております。参考資料３に検討会運営要領を記載し

ております。この検討会は、小学校向けの交通環境学習の継続的な実施に向けて進めて

いるもので、公共交通の議論が多いことから、事務局の希望にはなりますけれども、交

通事業者さんを加えていきたい、希望する交通事業者さんにそういったものに入ってい

ただきたいと考えております。 

 この内容は、モビリティ・マネジメント教育検討会に関する内容であるため、本日の

藤沢市地域公共交通会議の議論とは実際に直接的には関係ないところでございますが、

本日の会議には交通事業者さんも委員として参加していただいていることから、今後御

相談させていただくということについて、事前に案内させていただくものです。 

 内容については以上です。 

○会長 いろいろ進んでいるということでございました。こちらはよろしいでしょうか。

また、これも具体的な取り組みの成果などをこちらでぜひ発表いただければと思います。 

 一通りこれで終了ということでよろしかったでしょうか。 

 

 

（２） 閉会 

○会長 では、事務局お願いします。 

○事務局 長時間にわたる御議論、また活発な御意見、まことにありがとうございました。

本日の議事、それぞれの地区の報告について、事務局から一方的に長い説明もございま

したので、お帰りになった後でその内容をまた見ていただいて、何かお気づきの点、御

意見、また御質問がありましたら、事務局であります都市計画課まで御連絡いただけれ

ばと思っております。 

 それでは、次回の交通会議の開催予定についてでございますが、細かな日程はまだ決

定しているものではございませんが、秋口を予定していきたいと思っております。細か
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な日程については別途また案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第９回藤沢市地域公共交通会議を終わらせていただきます。本日

はお忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。今後とも御協力をよろしくお

願いいたします。 

 


