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《第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 2７年 11 月 20 日（金） 13：30～ 

○会場  富士宮市役所 7 階 721・722 会議室 

○出席者 

委員 １３人 

芦澤英治会長・佐野智昭委員・加藤建司委員・四條衍明委員・赤池芳和委員 

土屋善江委員・清利夫委員・望月利浩委員・木村裕子委員・藤井敬宏委員 

瀧俊之 様（代理）・望月康史 様（代理）・遠藤泰由 様（代理） 

 

事務局４人 

総務部長 平野正之・市民生活課交通対策室長 佐野利幸・ 

市民生活課交通対策室主任主査 竹川香弥・市民生活課交通対策室 石川理絵 

 
合計 1７人 
 

【開会】 

 
事務局（竹川）：委員の皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 
定刻より少し早いですが、ただいまから平成２７年度第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会

議を開会いたします。 
私は、進行を務めます市民生活課 交通対策室の竹川でございます。よろしくお願いいたしま

す。 
本日の会議は、報告事項２件を予定しております。また、議事終了後に、皆さまに宮バスの乗

車視察を行っていただきます。視察中には宮バスの概要や車内案内システム「宮バン」などもご

紹介する予定で、所要時間は１時間程度となります。皆様の御参加をお願いいたします。 
それでは始めさせていただきます。本日の定足数についてご報告申し上げます。 
会議規約第７条第２項におきまして、会議の開催要件に、委員の過半数の出席を求めていると

ころでございますが、本日の出席委員は代理出席を含めて 13 人であることから、過半数に達し

ておりますので本日の会議が成立していることをご報告いたします。 
それでは、次第に従いまして議事に移りたいと思います。 
会議規約第７条第１項の規定により、ここからの会議は、会長が議長を務めることになってお

りますので、芦澤会長に議事の進行をお願いいたします。 
 

議長：規約の規定に基づきまして、議長を務めさせていただきます。 
 本日は報告事項２点のみとなっております。そのあとに、宮バスの乗車視察が用意されており

ます。よろしくお願いいたします。それでは議事に入ります。 
はじめに、報告事項① のりもの祭の実施報告について、事務局に説明を求めます。 
 

室長：はい。交通対策室の佐野です。「第 7 回のりもの祭」の実施結果について、ご報告いた 
します。着座にて失礼いたします。それでは、資料の１ページをご覧ください。 
開催日は、10 月 17 日（土）から 18 日（日）の２日間で、例年同様、緑化祭花木市、林業祭、

市民生活展、環境フェアと同時開催となりました。 
のりもの祭の催しとしましては、「のりもの祭のアンケート調査」に 379 人、宮バス「オリジナ

ルカレンダー」作成に 400 人、ぬりえコーナーに 400 人、のりもの川柳の投票に 271 人、のり

ものゲームには２日間で２回実施し 13 組の市民が参加してくださり、２日間とも大変盛況とな

りました。 
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また、18 日日曜日には、宮バスバス停オーナー事業として５年以上の長きに亘りご協力いただ

いているオーナー様に対し、芦澤副市長から感謝状の贈呈と事業の協力に対する謝辞を述べさせ

ていただきました。 
対象の皆様につきましては、資料１をご覧いただきたいと思います。現在 46 者の皆さまにご協

力いただいておりますが、そのうちの 13 者の皆さまでございます。 
なお、一番右の欄にご協力金額の総額を記載してございますが、バス停オーナー協力金が宮バ

ス事業を維持するための大きな支えであることがわかります。参考としていただきたいと思いま

す。 
 
それでは次に、資料２「のりもの祭のアンケート調査結果」について、報告させていただきま

すが、大変申し訳ございませんが、説明の前に、資料の訂正をお願いいたします。 
２ページ下段右側の説明文の二つ目の文章ですが、「56.5％」を「79.2％」に、カッコ内の「富

丘地区」の後に「富士根南地区」の追記をお願いします。 
次に 7 ページになります。問 4 の 3 行目、「利用する目的は何ですか」という文章中、「目的」

を「理由」に、またその下の四角の枠内の「目的」も「理由」に訂正をお願いいたします。お手

数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。 
 
それでは説明に入らさせていただきます。1 ページをお開きください。本資料は、調査結果と最

後に自由意見を掲載してございます。アンケートの回収数は、２日間で計 379 人となりました。 
 
２ページをご覧ください。問１は回答者の構成についての設問です。まず始めに性別です。約

７割が女性で３割が男性となり、昨年と同様となりました。 
次に年齢です。第一位は「30 歳代」で 26.4％でした。学生が多い 10 代以下は 9.2％、就労世代

である 20 代から 50 代は 61.7％、高齢者世代である 60 代以上は 26.9％となりました。 
次にお住まいの地域ですが、第一位は「富士根南地区」で 22.7％でした。また、「市街地周辺の

地区」からの来場者が 79.2％でした。 
 
次に３・４ページをご覧ください。問の２「宮バス・宮タク」の認知度についての設問です。「宮

バス」を知っていると答えたのは 96.3％、「宮タク」も年々上がり 86.5％となり、市民に十分認

知されている結果となりました。 
 
次に５・６ページをご覧ください。問の３「日常の移動の足」として、民間路線バス、一般タ

クシー、宮バス、宮タクの利用頻度についての設問です。どれも「利用しない」という回答が７

割を超えてしまいましたが、回答者の６割が自家用車等を運転できる就労世代であることを踏ま

えますと、致し方がないものかと思います。 
このような中ではありますが、宮バスを「ほぼ毎日」から「年に数日」でも利用する人の合計

が 28.8％あり、昨年度の 26.3％から 2.5 ポイントアップしていますので、こちらからも年々利用

者が増えていることがわかります。 
一方、宮タクは利用者も、利用する回数も低いことから、利用者の増加策が今後の課題と言え

ます。 
 
次に７ページをお開きください。問の４です。「問３で公共交通を利用する」と回答した方に対

して、利用する理由を伺う設問です。第一位は「自家用車がない又は送迎してくれる家族がいな

い」の 21.8％で、第 2 位は無回答、第 3 位は「料金が安い」の 17.5％、第 4 位がほぼ同率で「運

行ルートや行き先が目的に合っている」でした。その他の回答には、「子供が好きなのでバスに乗

る」というご意見が多くありました。 
 
次に問の５です。「問３で公共交通を利用しない」と回答した方に対して、使わない理由を伺う
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設問です。第 1 位は「自家用車又は送迎してくれる家族がいる」の 62.6％で、第 2 位は「運行時

間が合わない」の 9.9％、第 3 位は「利用できない地域に住んでいる又はバス停が遠い」の 6.7％
でした。その他の意見としては「節約のため」というご意見がありました。 

 
次に９ページの問６「公共交通を利用する目的」についての設問です。第１位は「買い物」で

25.6％、第２位は「レジャー・観光」で 21.4％、第３位は「通院」で 16.5％となりました。その

他の意見としては、子供の体験や子供の要望、会社の食事会や飲酒時などがありました。 
 
次に問の７「運行時間が決まっている公共交通について、利用したい時間帯」についての設問

です。第１位は「午前９時から正午まで」の 24.6％、第２位は「午前８時から午前９時まで」の

15％、第３位は「午前７時から午前８時まで」の 13.1％となりました。第４位が「午後６時から

午後７時」の 11.7％で、3 位と 4 位から通勤時間帯の要望があることがわかります。その他とし

ましては午後７時以降の要望が多くありました。 
設問の結果報告は、以上となります。 
 
次に１枚めくってください。最後に、公共交通に関する自由なご意見を伺ったものを記載させ

ていただきました。上から、子育て世帯への割引制度、宮バスの路線の拡大、宮バスの運行便数

の増便、安全運転への注意喚起、タクシーの要望などがありました。今後、事業を進めるうえで

参考にしたいと考えます。 
アンケート調査の結果報告は以上となります。 
 
次に、次第の１ページにお戻りください。「のりもの川柳」の投票結果についてご報告いたしま

す。応募期間は９月上旬から１０月５日までで、全国の 96 人の方から 256 作品の応募がありま

した。 
会場では、一次審査を通過した 15 作品を掲示し、来場者の皆様に投票していただきました。そ

の結果、最優秀賞１作品、優秀賞２作品を次のとおり決定しました。なお、最優秀賞と下段の優

秀賞は県外の方であり、真ん中の優秀賞は市内の方の作品となっております。 
 
以上で、のりもの祭の実施報告は、終わりとさせていただきたいと思います。 
 

議長：はい。事務局から、のりもの祭りの実施報告がありました。委員の皆様、ご意見、ご 
質問、あるいは、感想等ございましたら、お願いいたします。 
（なし） 

私、まとめ役で恐縮でありますが、先日、高校生議会がありまして、その際宮バスについても

取り上げた生徒が 2 人いまして、びっくりしました。 
一人は、富岳館高校の生徒からで「市営プールに行く宮バスの本数が少ない。増やしたらどう

か」というものでした。もう一人は、星陵高校の生徒で「日曜祝日は、中央循環しか運行してい

ないが、（ほかの路線も）運行したらどうか」という質問がありました。 
そのために経費については、「平日の便を減らして本数調整をして、日曜日に割り振ったらどう

か。そうすれば、一週間通して使える。」というものでした。 
高校生においても、宮バスは認証されているわけですが、どうしても辛いのが、効率の問題と

利便性の問題が混同されている。やはり、持続可能な運営というのを市の事務局としては考える

が、利用者としては、利便性を言う。“にわとりと卵”ではないが「本数が少ないから利用しない

んだ。」「いや、利用者が少ないのに、これ以上本数をふやしたら運行できない」これは、どうし

ても、くっつかない部分であり、高校生としても注目をしているのだと思いました。この運営の

問題と利便性の問題の溝はなかなか埋まらないと感じました。 
実は、８月に全国都市会議というものがありまして、テーマにもあげられたのですが、私、発

表者として参加いたしましたが、全国の状態は様々です。 
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湯水のように予算をつぎ込んでも、過疎対策として、子どものためにはタダにすべきだ、とい

う小さな町から、路面電車を活用するなど新しい公共交通のシステムを何十億とかけて構築する

富山や宇都宮などの発表があった。いずれにしても、持続可能であることが重要であり、当市に

おいては、バス停オーナー制度のことも、多く質問がありました。 
当市においては、創意工夫をしながら、取り組んで今日まできましたことが、注目を浴びてい

ると感じました。 
しかし、根本には、アンケートにあるとおり、最終的には利用者が増えていかないと、要望に

応えていくと、費用負担の問題は避けて通れない。 
中央循環だけみれば、利用率が多いのですが、交通弱者の足ということでは、アンケートにも

あるように便数を増やして欲しいという声もある。そして、外縁部に行くほど利用率は低くなっ

ていく。公共交通をどうするか、ということは、大きな課題となっている。 
ついでに申し上げますと、現在、国の方からも、全市町に将来人口ビジョンを作れと言われて

いる。地方の過疎化が進む中、公共交通が失われているところほど、人口減少率が高いといわれ、

非常に難しい問題なのですけれども、富士宮市だけではなく、全国悩みは同じだと感じた。その

中でも、創意工夫をしながら、イベント等を使って行っていきたいと思う。アンケートの中で出

たことが、高校生議会でも出てきたということを認識したいと思う。藤井委員、いかがでしょう

か。 
 

藤井委員：はい。全国でも、その部分は悩ましいところではあるのは間違いないです。 
その中で、国の対応というところでも、市民が継続的に使う仕組みをどうやって考えていくの

かというのがあります。 
今まで、どうしても、収支率という見方、運行経費に対して運賃でどのくらい賄えたのかとい

うことを考えると、収支率というパーセンテージだけで運行を止める止めないという議論がかな

り強く出ていた。確かに運行経費を維持できないと行政としての取り組みが成り立たないという

のは勿論あるのですが、そういったことよりも、次のプロセスとしては、例えば積極的に住民が

関わるところについて、住民協働型がとれるのであれば公共交通を残してあげることや、メリハ

リのついた仕組みがキチンと出来上がるかどうか、市民の方たちが公共交通を維持継続するよう

な動きをしているのかなど。地域の協議会を地元の住民たちが作り上げ、それが定期路線型なの

か、デマンド型なのかは別として、移動の交通手段をみんなで考えることに手を挙げていこうじ

ゃないかなど、そういったことも公共交通の一つの評価指標アウトカムと言われるもので評価し、

そういったところに行政が支援していくような方向性も少しずつ出てくると思う。 
以前、ここは（交通対策室）都市計画課の所管であったが今は市民生活課の所管となり生活支

援という形で動いている。移動の担保をするという形を考え、一人ひとりの市民の足をどうやっ

て守るのかということを考えると、これは確かに市民生活の観点からするとこれはこれで非常に

いいのかと思う。ただし、都市づくりの問題として考えるとどうだろうか、ということは私も前

から話をさせていただいているので、その辺りは連動してほしいと思う。 
特に、国の色々なプログラムの中でも、交通網の形成計画とか立地適正化とか、聞きなれない

言葉の計画が動き出している。それらは“コンパクトシティ プラス ネットワーク”がキーワ

ードになっている。富士宮市でも都市計画マスタープランの改訂という話が出てくると思います

が、市をどういう形でコンパクトにしていくのか。だからと言って外縁部を切り捨てるという話

では勿論ないのですが、その仕組みの中に交通のネットワークの軸をどう考えていくのかという

ことを明確にしていかないと、将来の色々な支援プログラムに掛かってこないということが出て

くる。そういった時に、富士宮の場合には、中心部は、民間のバス路線とコミュニュティバスと

いう形でフォローしていく。外縁部は、基本的に宮タクという形で交通空白地ゼロ対策をしてい

くのだ、そういった大きな区分けをしているわけですね。 
それが、これまでのところでは宮タクという形で、エリアを使い勝手のいいように中心街区ま

で、乗り降りしやすいような仕組みに変えていこうだとか、そういう対応をしてきた。 
そういった時に、そのメリット、デメリットというものが、交通空白地域のサポートをどんど
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んしていくと、逆にいうとネットワークの確保が難しくなっていくということがあるので、将来

的な計画として、都市計画マスタープランあるいはその上位計画である総合計画などの中で、市

の計画を将来どういう形で持っていくのか。その生活交通というものを、どう位置付けるのかと

いったことを明確にしていかないと、これからの色々な事業の対応にすりついてこない。 
今回のようなイベントを開催するということは、モビリティマネイジメントといった意味にお

いては、意識づけを図るといったことでは非常に良いことなんですが、この後の次のプロセスと

しては、事業としてＰＤＣＡを回していったときに維持継続できるかといったこところの、チェ

ック機能が働くわけですが、次のアクションを起こす時、「上手くいかなかったよね」という様な

ものが出てきた時に、どのようなてこ入れをするかといったときに上位計画となるような市の計

画と整合性を持たせないとやりにくい。 
そうなってくると、市民生活の足を確保していくということと合わせて、都市計画課との連動

をしておかないと、なかなか経過プロセスが組めないということになってくる。 
私は、富士宮はおもしろいことをやっていると思っていて、他の自治体でも話をするのですが、

その中で見ていても中心性を持っているという地域性を上手く活かす中で、どう他のネットワー

クを組み込んでいくのか、あるいは民間路線バスの問題、こういった所を少し整備していかない

と難しいかなという気がします。 
先ほどの高校生が提案されるということがあったようでございますけれども、子どもたちが問

題意識をもっているというのは非常にありがたい。子どもたちが乗ってみたいバスという機運に

つながる。今まで作り上げてきたことによって、そういう成果が成り立っているのだと思います。

「明日からバスにのりましょうよ」、「イベントを一回やったらみんな興味を持つから」というわ

けではないのです。蓄積型のことなので、こう言ったものを活かしながら、高校生から利用した

いという調査があったら、あるいは学校や子どもたちと一緒になってプログラムで交通網を考え

るとかなど、そういったものを色々組み込んでいく。それは逆に言うと市民生活課の方が、市民

の暮らしを守るとかそういった側面ではやりやすい可能性もあるので、色んな視点で検討するの

がいいかなと思います。 
ただ、富士宮は非常に良い取り組みをやっているので、胸を張ってどんどん継続して行ってい

ただけるとありがたいな、そういった想いです。 
 

議長：現在、１０年に一度の総合計画の作成を行っている。すでに全員協議会で何度か調査をし

たり、各種市民アンケートをしたりしている。 
基本的な考え方は、中心市街地も発展させていく世界遺産のまちにするのですが、村部という

か旧集落を何とかコンパクト化しながらも活性化できないかということで、新しい総合計画の中

でも、どうしたら地域に良さを出し人にどうやって住んでもらうかということをテーマにやって

います。四條委員もいらしてますが、芝川地域をどうしたらよいか、西の玄関口としてどうし

たらよいのかなど、色々な議論がされている。なかなか難しい問題ですが、都市計画の一つとし

て市民の足を考えていくというアドバイスをいただきました。担当部課と協議していきたいと思

います。こちらで振って申し訳ございませんでした。 
それでは、一件目の報告は以上とさせていただきます。 
もう一点、「やぶさめ祭等イベント開催時の宮バス運行について」事務局より説明願います。 
 
室長：はい。「やぶさめ祭等イベント開催時の宮バス運行について」ご説明いたします。市が

主催又は共催しているイベント開催日に、宮バスの周知と利用促進を目的に現在無料で運行して

います。しかし、通常運行で行っているため、日曜や祝日となった場合、運休となる路線があり

ます。主催者として、会場へは公共交通の利用を促進しているにもかかわらず、北循環、東南循

環、芝川路線が運休しているわけです。そこで、来場者の拡大と交通渋滞の緩和及び環境対策を

推進するため、宮バスのすべての路線を来年度から運行することとしたいと思います。なお、利

用促進事業として無料運行を行ってきましたが、運行開始から８年が経過し、先ほどのアンケー

トでもありましたが、宮バス・宮タクともに存在自体は市民に十分浸透してきたことから、運賃
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は通常運賃としたいと思います。 
なお、対象となるイベントは、５月のやぶさめ祭、８月の御神火まつりと宮おどり、１１月の

富士宮まつりです。 
なお、１０月ののりもの祭と２月２３日の富士山の日は引き続き無料運行は引き続き行ってい

きたいと考えています。 
説明は、以上となります。よろしくお願いいたします。 
 

議長：やぶさめ祭等イベント開催時の宮バス運行についての提案でした。この件について、ご意

見、ご質問等がございましたらお受けいたします。全路線運行はしますが、有料でということで

すね。 
 
室長：全路線運行にしていきますと、日数や距離数が増えますので、ＰＤＣＡの収支評価にも関

わってきます。また、環境問題ということも公共交通の一つの目的と考えておりますので、イベ

ントの際には、公共交通を利用していただきたいと考えております。 
 
議長：はい。この件についてはよろしいでしょうか、来年度の予算から実行しその結果について

検証していこうということですね。何かご質問はございますか。 
（なし） 

議長：ご質問がございませんので、報告案件２件のつきましては、報告済みとさせていただきま

す。その他といたしまして、富士宮市の公共交通に関するご意見・ご要望等がございましたら、

お願いいたします。いかがでしょうか。 
（なし） 

よろしいでしょうか。では本日の２件につきまして、内容を報告させていただき、また藤井先

生からアドバイスとして、内部で都市計画の一環としての検討という大きな課題をいただきまし

たので、担当部局と協議していきたいと思います。 
以上をもちまして、本日の議事を終了させていただきます。円滑な議事進行に対しご協力いた

だきありがとうございました。この後の進行は、事務局にお願いいたします。 
 
事務局（竹川）：委員の皆様、ご議論いただきありがとうございました。 
 この後、宮バスの乗車視察となりますが、先に次回の会議のご案内をいたします。平成 27 年

度第４回地域公共交通活性化再生会議は、来年１月中旬での開催を予定しております。 
事前にご連絡を差し上げますので、大変お忙しい中、恐縮ではございますがご出席をお願いいた

します。 
 
室長：それでは、乗車視察に移ります。 本日の乗車視察は、通常運行便では一般のお客様にご

迷惑をお掛けしてしまう恐れがありますので、専用のバスに乗車していただきます。 
 資料の説明をさせていただきます。本日は宮バスの時刻表を本来の時刻表のほかにペラペラの

時刻表をご用意しました。これは宮バスの運行形態を説明するために用意いたしました。 
 現在、宮バスは５台で運行し予備車両が１台あり、合計６台あります。それがどの様に回って

いるかということを、ペラペラの用紙でご説明致します。宮１と宮２は各１台ずつ、１便から順

番に回っています。３台目は、宮３の東南循環東コース、宮４の南コース、それから宮５の北循

環を２台で回っています。残り１台が芝川路線関係、宮 11 芝富線から宮 14 稗久保線までを回っ

ています。それがどの様に回っているかと申しますと、宮３の内回りのところに赤い丸で１、４，

７と数字があろうかと思います。それから外回りの方は、白抜きの赤印で３、６、９とあろうか

と思います。これがバスの種類と考えてください。芝川路線の方は、芝富線のところの芝川会館

から新田のところが、⑵、⒁とあります。これがバスの違いでありまして、丸印のバスと白抜き

のバスと括弧のバスというような形で回っていると、ご覧いただきたいと思います。東南循環と

北循環につきましては、まずスタートの一番便は、宮３の内回りの第 1 便の①というところから、

富士宮駅南口を 7 時半に出発するものがスタートとなります。そのとなりの宮４東南循環の南コ

ース①に行きます。それが終わりますと宮５北循環内回りの１便を回ってきます。そこが終わり
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ましたら、戻りまして宮３東南循環の２便に行って、宮４東南循環の２便を回って、宮５北循環

の６便を回って、次は宮３の３便の方に回って、宮４の３便が８回目、それから宮５の３便、最

後の９回目で終了と、このような形で回って来ています。 
これを見ますと、非常にタイトなダイヤで回っている事がわかろうかと思います。大体皆さん

もそうだと思いますが、私もここに来たばかりのときはそうだったのですが、この路線ごとに１

台ずつ回っているものと勘違いされる可能性があるかなと思いまして、富士宮の非常に収支率の

高い部分がここで構成されているということをお伝えしたくて作った次第です。 
本来、もっと台数を多くしていけば、先ほどの高校生のご意見、アンケートのご意見というの

を十分汲むこともできるのかもしれませんが、やはり１台増やしますと経費の面が数百万～１千

万近くかかると思っていますので、運行に対する需要を踏まえますと現状が非常にいい体系で回

っているのかなという感じではいます。 
ちなみに、平成２６年度時点の収支関係のお話をいたします。運賃収入が 1,370 万円あります。

委託料 3,580 万円。県の補助金が決まっていませんが、国と県の補助金がございましてその分と、

オーナー協力金が 813 万円ほどあります。オーナー協力金というのは他市にないものでありまし

て、地元のオーナーの皆さまのご協力が宮バスの維持に大きな原動力となっていると感じており

ます。資料の説明は以上となります。 
それでは、乗車視察に移りますが、乗車視察では、「平成 27 年度 第 3 回富士宮市地域公共交

通活性化再生会議 宮バス乗車視察資料」に沿ってご説明したいと思います。貴重品をお持ちに

なり、庁舎前ロータリーにある宮バスのバス停へ 5 分後の 2 時 10 分までにお集まりください。                            

14 時 10 分 乗車視察へ 
 

乗車視察終了。 
 
 以上をもちまして、平成 27 年度第 3 回富士宮市地域公共交通活性化再生会議を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 
 

以上 
１５時１５分 閉会 


