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２ 策定体制及び検討経過 
 

（１）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検討経過 

開催年 月日 会議名 主要議題 

平成 30 年 

(2018 年) 

5 月 16 日 第 1 回庁内検討会議 ○計画作成の方向性 

○現状と課題の整理の方向性 

○市民アンケート調査の実施 
6 月 4 日 第 1 回地域公共交通 

活性化協議会 

8 月 10 日 第 2 回庁内検討会議 ○市民アンケート調査の結果 

○平塚市地域公共交通網形成計画(素案)たたき台 

○追加アンケート調査の実施 
10 月 2 日 第 2 回地域公共交通 

活性化協議会 

11 月 19 日 第 3 回庁内検討会議 ○追加アンケート調査の結果 

○平塚市地域公共交通網形成計画(素案)(案) 

○南北都市軸における幹線バスの導入 
12 月 18 日 第 3 回地域公共交通 

活性化協議会 

平成 31 年 

(2019 年) 

2 月 8 日～ 

3 月 11 日 
パブリックコメント 

○平塚市地域公共交通網形成計画(素案)への 

意見募集 

3 月 19 日 第 4 回庁内検討会議 ○平塚市地域公共交通網形成計画(素案)に係る 

パブリックコメントの実施結果 

○平塚市地域公共交通網形成計画(案) 
3 月 26 日 第 4 回地域公共交通 

活性化協議会 

平塚市地域公共交通網形成計画 

意見 
提案 

市民 
・アンケート調査 

・パブリックコメント 

平塚市地域公共交通活性化協議会 
（メンバー） 

地方公共団体 交通事業者 道路管理者 

公安委員会  地域公共交通の利用者 

学識経験者  関係行政機関 
 

調整 
 

市議会 

・定例行政報告会で説明 
 

庁 議 

案の策定 

 
庁内検討会議 

事務局 
 

まちづくり政策部交通政策課 



資料編 

 103  

【市民参加の経緯】 

項目 概要 

アンケート調査 

 

≪日常の移動と公共交通に関するアンケート調査≫ 

・目  的：市民を対象に、日常生活における移動実態や公共

交通の利用状況、意見要望把握のために実施 

・配 布 日：平成３０年６月１５日(金)～７月１１日(水) 

・回収期間：配布から概ね４週間 

・回 収 数：８６３世帯（１,９２５票） 

 

≪公共交通計画の策定に関するアンケート調査≫ 

・目  的：市内の事業所、商店会、高校及び自治会を対象に、

市外から市内に通勤・通学される方、買い物等で来訪

される方及び地域の意見を把握するために実施 

・配 布 日：平成３０年１０月１２日(金)～１０月２５日(木) 

・回収期間：配布から概ね２週間 

・回 収 数：事業所（代表）        １７票 

事業所（個人）       １４０票 

商店会            ２０票 

高校             １１票 

自治会（自治会長・連合会長）１７３票 

 

パブリックコメント 

 

≪本計画素案について市民意見を募集≫ 

・募集期間：平成３１年２月８日(金)～３月１１日(月) 

・提出意見数：個人から ６人  １４件 

団体から １団体  ６件 

合計       ２０件 
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【平塚市地域公共交通活性化協議会委員等名簿】（順不同） 

法第６条による区分 所属 氏 名 

地方公共団体 平塚市 副市長 石黒 順一 

公共交通事業者 

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 総務部 企画室 部長 
東 耕太郎 

(永井 好紀) 

神奈川中央交通株式会社 運輸計画部長 
齋藤 謙司 

(三木 健明) 

一般社団法人神奈川県タクシー協会相模支部 平塚地区会長 井上 雅己 

道路管理者 

国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 計画課長 原田 駿平 

神奈川県県土整備局 平塚土木事務所 工務部長 宮本 信也 

平塚市 土木部長 佐野 勉 

公安委員会 神奈川県平塚警察署 交通担当次長 
樋口 雅浩 

(岩本 克行) 

地域公共交通の

利用者 

平塚商工会議所 副会頭 鳥海 衡一 

平塚市老人クラブ連合会 副会長 小林 公圀 

平塚市自治会連絡協議会 幹事 和田 守兄 

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 梶山 剛生 

公募市民 竹腰 敦郎 

学識経験者 東海大学工学部 土木工学科 教授         <会長> 梶田 佳孝 

関係行政機関 

国土交通省関東運輸局 神奈川運輸支局総務企画担当  

首席運輸企画専門官 藤田 幸也 

神奈川県県土整備局 都市部 交通企画課長 星名 隆 

平塚市 企画政策部長 中村 俊也 

平塚市 産業振興部長 今井 宏明 

平塚市 福祉部長 津田 勝稔 

平塚市 まちづくり政策部長 小林 岳 

平塚市 まちづくり政策部 交通政策担当部長 中島 純一郎 

平塚市 都市整備部長 小山田 良弘 

秦野市 都市部 公共交通推進課長      <オブザーバー> 橋本 修 

厚木市 まちづくり政策部 都市計画課長   <オブザーバー> 小堺 信二 

※ 第４回平塚市地域公共交通活性化協議会（平成 31 年（2019 年）3 月 26 日開催）時点 

※（  ）前任者 
 

【庁内検討会議名簿】 

座長 まちづくり政策部 交通政策担当部長 

委員 

企画政策課長 都市整備課長 

産業振興課長 都市整備課 中心市街地活性化担当課長 

福祉総務課長 土木総務課長 

まちづくり政策課長 道路管理課長 

交通政策課長 道路整備課長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市地域公共交通網形成計画 

令和元年（２０１９年）５月 

 

編集・発行 平塚市まちづくり政策部交通政策課 

〒２５４－８６８６ 神奈川県平塚市浅間町９－１ 

電 話  ０４６３－２３－１１１１（代表） 

ＦＡＸ  ０４６３－２１－９７６９ 

Ｅ-mail  kotsu@city.hiratsuka.kanagawa.jp 
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