
 資料－１別紙１ 

平塚市の公共交通計画の策定に関する 
アンケート調査票（事業所・会社代表） 

 
以下の各設問について、回答欄にご記入ください。選択肢がある設問は数字を○で囲んでください。 
 
 問１  貴事業所の概要とご担当者様についてお訊ねします。下表にご記入ください。 
  

事業所名  

事業所所在地  

事業所従業員数 アルバイト・臨時などすべて含め[約      ]人 

主な 
事業内容 

 

 

 

最寄りの駅 

・バス停 

※複数ある場合は、利用の多いと思われるものの順に幾つでもお書きください。 

 

 

調査票 
ご記入 

担当者 

所属部署・役職  

お名前  

電話  

FAX  

E-mail  

 
 問２  従業員の方の居住先と通勤時における平塚市内のバス路線の利用状況について、下表にご記入

ください。 
  

居住地区分 平塚市内在住 平塚市外在住 合計 

従業者数 約      人 約      人 約     人 

平塚市内のバス路線を 

利用して通勤する従業者数 
約      人 約      人 約     人 

 
 問３  貴事業所では現在、公共交通（鉄道・バス）を利用した通勤を推奨していますか。 
  

①している   ②していない 

[①＝しているとお答えの場合は、その具体的内容や導入の理由・経緯や企業のメリットを記入] 

                                            

                                            

                                            

                                            



 
問４  従業員の通勤に関するお困りごとや独自の取り組みなどがあれば、下欄にご記入ください。 
  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 問５  平塚市内の公共交通（鉄道、バス）に関するご意見・ご要望があれば、下欄にご記入ください。 
  

                                            

                                            

                                            

                                                                                      

                                            

                                                                                 

                                            

                                                                                      

                                            

                                                                           

                                            

                                            

 



 
問６  現在、平塚市総合交通計画に記載している以下の交通施策について、貴事業所にとって重要な

ものを教えてください。「a)非常に重要」というものと「b)比較的重要」というものに分けて、

それぞれ回答欄にお答えください。 
   

①平塚駅から本厚木駅の路線バスの拡充 

②新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新幹線新駅の設置 

③平塚駅からツインシティ大神地区への新しい公共交通の導入 

④平塚駅から伊勢原駅への路線バスの拡充 

⑤平塚駅から秦野駅への路線バスの拡充 

⑥平塚駅から東海大学前駅への路線バスの新規運行 

⑦東西方向のバスの新規運行 

⑧バス停の待合い環境、施設整備（上屋、ベンチ、駐輪場） 

⑨駅前広場の整備（駐車場、送迎スペース、バスターミナル) 

⑩公共交通の不便な居住区への支援 

⑪相模線・根岸線の平塚駅までの乗り入れ 

⑫相鉄いずみ野線の延伸 

⑬その他  

 

回答欄 

※数字を記入 

a)非常に重要： 

b)比較的重要： 

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

a)非常に重要：                                     

                                            

                                                                               

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

b)比較的重要：                                     

                                            

                                            

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 





資料－1 別紙 2 

平塚市の公共交通計画の策定に関する 
アンケート調査票（事業所・個人） 

（※平塚市外在住の従業員の方に回答をお願いしております） 
 
以下の各設問について、回答欄にご記入ください。 
 
 問１  貴事業所名とご記入者様についてお訊ねします。下表にご記入ください。 
  

事業所名  

調査票 
ご記入者 

居住地 

 

平塚市外（市町村名：            ） 

 

 

 問２  貴事業所への通勤について、お答えください。自宅を出発してから貴事業所に到着するまでに

利用する移動手段を下欄から全て選択し、回答欄へご記入ください。 

※ご記入いただくのは片道分です。 
  

移
動
手
段 

①ＪＲ東海道線   ②ＪＲ相模線   ③小田急小田原線   ④小田急江ノ島線 

⑤その他の鉄道(軌道・モノレール・新交通等含む)       ⑥路線バス 

⑦その他のバス   ⑧自家用車（自分で運転） 

⑨自家用車（家族・知人等による送迎） ⑩タクシー      ⑪原付／バイク 

⑫自転車      ⑬徒歩      ⑭その他 

 

記入例 
自宅から事業所まで、「徒歩→路線バス→鉄道（ＪＲ東海道線）→徒歩」で移動した場合の 

記入例： ⑬ → ⑥ → ① → ⑬ 

回答欄  

 

 問３  貴事業所は公共交通（鉄道、バス）による通勤がしやすいと感じますか。下欄にご記入ください。 
   

①とてもしやすい  ②ある程度しやすい  ③どちらともいえない 

④やや困難     ⑤非常に困難 

[④⑤＝困難と感じている場合は、その理由をお書きください] 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                                                                     

 



 問４  平塚市内の公共交通に関するご意見・ご要望があれば、下欄にご記入ください。 
  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                             

                                            

                                            

                                            

 



 問５  現在、平塚市総合交通計画に記載している以下の交通施策について、あなたにとって重要なも

のを教えてください。「a)非常に重要」というものと「b)比較的重要」というものに分けて、

それぞれ回答欄にお答えください。 
   

①平塚駅から本厚木駅の路線バスの拡充 

②新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新幹線新駅の設置 

③平塚駅からツインシティ大神地区への新しい公共交通の導入 

④平塚駅から伊勢原駅への路線バスの拡充 

⑤平塚駅から秦野駅への路線バスの拡充 

⑥平塚駅から東海大学前駅への路線バスの新規運行 

⑦東西方向のバスの新規運行 

⑧バス停の待合い環境、施設整備（上屋、ベンチ、駐輪場） 

⑨駅前広場の整備（駐車場、送迎スペース、バスターミナル) 

⑩公共交通の不便な居住区への支援 

⑪相模線・根岸線の平塚駅までの乗り入れ 

⑫相鉄いずみ野線の延伸 

⑬その他  

 

回答欄 

※数字を記入 

a)非常に重要： 

b)比較的重要： 

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

a)非常に重要：                                     

                                            

                                            

                                            

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

b)比較的重要：                                     

                                            

                                            

                                            

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 





平塚市の公共交通計画の策定に関する 
アンケート調査票（商店会） 

 
以下の各設問について、回答欄にご記入ください。選択肢がある設問は数字を○で囲んでください。 
 
 問１  貴商店会の概要についてお訊ねします。下表にご記入ください。 
  

商店会名  

加盟店舗数 [      ]店舗 

最寄りの駅 

・バス停 

※複数ある場合は、利用の多いと思われるものの順に幾つでもお書きください。 

 

 

 
 問２  貴商店会では、商店街活性化のために公共交通（鉄道、バス、タクシー）は必要だと感じます

か？ 

  必要と感じている  ②必要と感じない 

[①＝必要と感じている とお答えの方は、その具体的内容を記入してください] 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 問３  貴商店会を魅力ある商店街にするために、公共交通に関するご意見・ご要望があれば、下欄に

ご記入ください。  
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 問４  現在、平塚市総合交通計画に記載している以下の交通施策について、貴商店会にとって重要な

ものを教えてください。「a)非常に重要」というものと「b)比較的重要」というものに分けて、

それぞれ回答欄にお答えください。 
   

①平塚駅から本厚木駅の路線バスの拡充 

②新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新幹線新駅の設置 

③平塚駅からツインシティ大神地区への新しい公共交通の導入 

④平塚駅から伊勢原駅への路線バスの拡充 

⑤平塚駅から秦野駅への路線バスの拡充 

⑥平塚駅から東海大学前駅への路線バスの新規運行 

⑦東西方向のバスの新規運行 

⑧バス停の待合い環境、施設整備（上屋、ベンチ、駐輪場） 

⑨駅前広場の整備（駐車場、送迎スペース、バスターミナル) 

⑩公共交通の不便な居住区への支援 

⑪相模線・根岸線の平塚駅までの乗り入れ 

⑫相鉄いずみ野線の延伸 

⑬その他  

 

回答欄 

※数字を記入 

a)非常に重要： 

b)比較的重要： 

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

a)非常に重要：                                     

                                            

                                            

                                            

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

b)比較的重要：                                     

                                            

                                            

                                            

 質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 



 

 

以下の各設問について、回答欄にご記入ください。 
 
 問１  貴自治会についてお訊ねします。下表にご記入ください。 
  

自治会名  

 
 
 問２  貴自治会の区域は公共交通（鉄道、バス）の利用がしやすいと感じますか。 
   

①区域全体として利用しやすい 

②大半の区域では利用しやすいが、一部利用しづらい区域もある 

③一部の区域では利用しやすいが、大半の区域では利用しづらい 

④区域全体として利用しづらい 

⑤どちらともいえない 

 

 

回答欄 

※数字を記入 
 

[②③④＝利用しづらい場合は、その具体的な理由や区域名などもお書きください] 

                                           

                                           

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

                                           

 
 

平塚市の公共交通計画の策定に関する 
アンケート調査票（自治会） 

資料－1 別紙４ 



 問３  貴自治会の区域は公共交通がない、あるいは公共交通での移動が不便なため、別の交通手段（自

家用車や家族送迎、自転車など）を使っているケースはありますか。その場合、どのような手

段でどこへ行くかお書きください。 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

                                           
 
 

 問４  平塚市内および自地域内の公共交通に関するご意見・ご要望があれば、ご記入ください。 
  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

 



 問５  現在、平塚市総合交通計画に記載している以下の交通施策について、貴自治会にとって重要な

ものを教えてください。「a)非常に重要」というものと「b)比較的重要」というものに分けて

お答えください。 
   

①平塚駅から本厚木駅の路線バスの拡充 

②新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新幹線新駅の設置 

③平塚駅からツインシティ大神地区への新しい公共交通の導入 

④平塚駅から伊勢原駅への路線バスの拡充 

⑤平塚駅から秦野駅への路線バスの拡充 

⑥平塚駅から東海大学前駅への路線バスの新規運行 

⑦東西方向のバスの新規運行 

⑧バス停の待合い環境、施設整備（上屋、ベンチ、駐輪場） 

⑨駅前広場の整備（駐車場、送迎スペース、バスターミナル) 

⑩公共交通の不便な居住区への支援 

⑪相模線・根岸線の平塚駅までの乗り入れ 

⑫相鉄いずみ野線の延伸 

⑬その他  

 

回答欄 

※数字を記入 

a)非常に重要： 

b)比較的重要： 

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

a)非常に重要：                                     

                                           

                                           

                                           

b)比較的重要：                                     

                                           

                                           

                                           

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 





 

平塚市の公共交通計画の策定に関する 
アンケート調査票（高校） 

 
以下の各設問について、回答欄にご記入ください。選択肢がある設問は数字を○で囲んでください。 
 
 問１  貴校の概要とご担当者様についてお訊ねします。下表にご記入ください。 
  

学校名  

学校所在地  

生徒数  [      ]人 

最寄りの駅 
・バス停 

※複数ある場合は、利用の多いと思われるものの順に幾つでもご記入ください。 

 

 

スクールバス 
運行の有無 

有 ・ 無 

※スクールバスを運行されている場合は、出発地点をご記入ください。 

（出発地点が複数ある場合は全てご記入ください。） 

 

 

調査票 

ご記入 
担当者 

所属部署・役職  

お名前  

電話  

FAX  

E-mail  

 
 問２  生徒の居住先と通学時における平塚市内のバス路線の利用状況について下表にご記入ください。 
  

居住地区分 平塚市内在住 平塚市外在住 合計 

生徒数 約      人 約      人 約     人 

平塚市内のバス路線を 
利用して通学する生徒数 

約      人 約      人 約     人 

スクールバスを 
利用して通学する生徒数※ 

約      人 約      人 約     人 

その他（自転車、徒歩）を

利用して通学する生徒数 
約      人 約      人 約     人 

 ※スクールバスを運行されている場合は、ご記入願います。 
 問３  貴校では現在、公共交通（鉄道、バス）を利用した通学を推奨していますか。 
  

①している   ②していない 

[①＝しているとお答えの場合は、その具体的内容や導入の理由・経緯や学校のメリットを記入] 
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問４  生徒の通学に関するお困りごとや独自の取り組みなどがあれば、下欄にご記入ください。 
  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 問５  平塚市内の公共交通（鉄道、バス）に関するご意見・ご要望があれば、下欄にご記入ください。 
  

                                            

                                            

                                            

                                                                                      

                                            

                                                                                      

                                            

                                                                                 

                                            

                                                                                      

                                            

                                            

 



 
問６  現在、平塚市総合交通計画に記載している以下の交通施策について、貴校にとって重要なもの

を教えてください。「a)非常に重要」というものと「b)比較的重要」というものに分けて、それ

ぞれ回答欄にお答えください。 
   

①平塚駅から本厚木駅の路線バスの拡充 

②新横浜駅と小田原駅間の寒川町倉見地区への新幹線新駅の設置 

③平塚駅からツインシティ大神地区への新しい公共交通の導入 

④平塚駅から伊勢原駅への路線バスの拡充 

⑤平塚駅から秦野駅への路線バスの拡充 

⑥平塚駅から東海大学前駅への路線バスの新規運行 

⑦東西方向のバスの新規運行 

⑧バス停の待合い環境、施設整備（上屋、ベンチ、駐輪場） 

⑨駅前広場の整備（駐車場、送迎スペース、バスターミナル) 

⑩公共交通の不便な居住区への支援 

⑪相模線・根岸線の平塚駅までの乗り入れ 

⑫相鉄いずみ野線の延伸 

⑬その他  

 

回答欄 

※数字を記入 

a)非常に重要： 

b)比較的重要： 

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

a)非常に重要：                                     

                                            

                                                                               

[⑬＝その他の場合は、その具体的な内容があればお書きください] 

b)比較的重要：                                     

                                            

                                            

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 


