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《第４回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 28 年 1 月 15 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 ４階 410 会議室 

○出席者 

委員 １７人 

芦澤英治会長・土屋忠男委員・平野洋一委員･遠藤泰由 様(代理)･佐野智昭委員･赤池芳和委員 

四條衍明委員･清利夫委員･佐藤捷世委員･土屋善江委員･望月利浩委員･水村裕子委員 

関谷有記 様(代理)･増田登委員･杉山晃久 様(代理)･望月康史 様（代理）･高山あさ江委員 

 

事務局５人 

総務部長 平野正之・参事兼市民生活課長 廣瀬晃・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 篠原友美 

 
合計 ２２人 
 

【開会】 

 
事務局（竹川） 

委員の皆様、本日は大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 
定刻になりましたので、ただいまから平成２７年度第４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。 
議事に入ります前に、資料の訂正をお願いいたします。 
先に送付させていただきました議案書の資料の１ページ目をめくっていただき、｢次第｣をご覧

ください。 
｢２議事｣の中の｢(１)協議事項｣で、｢第７号議案 富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約の

改正について｣、及び｢(２)報告事項｣の｢②富士宮市地域公共交通活性化再生会議事務局規程の改

正について｣は、今回の議事から削除をお願いいたします。 
その理由ですが、この２件につきましては、現在総務部に所属している市民生活課が、平成 28

年度の機構改革によって新設される市民部へ移管する方針でありますことから、会議規約及び事

務局規程にうたわれている｢総務部｣という言葉を、｢市民部｣へ改正するというものでございまし

た。しかし、部を新設するには、市議会２月定例会において｢富士宮市部設置条例｣を改正する必

要があることから、今回の会議では時期尚早であることが分かりましたので、取下げとさせてい

ただきます。 
なお、この２件につきましては、次回の活性化再生会議において再度ご協議していただく予定

でございますので、その際には宜しくお願いいたします。 
今回は、事務局の確認不足によりお手数をお掛けいたしました。大変申し訳ございませんが、

宜しくお願いいたします。 
資料の訂正は以上となります。 
次に、平成 28 年１月７日に委員の任期を満了し、引き続き平成 28 年１月８日から２年間、委

員として再任された方がいらっしゃいますので、ここで紹介させていただきます。 
富士宮市区長会芝川支部の代表として、富士宮市区長会芝川支部 支部長：四條衍明様でござ

います。 

ふじさんシニアクラブ富士宮芝川支部の代表として、ふじさんシニアクラブ富士宮芝川支部 

支部長：佐藤捷世様でございます。 

富士宮市校長会の代表として、富士宮市立柚野小学校 校長：水村裕子様でございます。 
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以上、３名の皆様でございます。 

引き続き当会へのお力添えをいただきますよう、宜しくお願いいたします。 

それでは、議事に戻らせていただきます。 

本日の会議は、協議事項６件、報告事項１件を予定しております。 

はじめに、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 17 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させていただきます。 
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。 
 議事がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をお願いいたします。 
 まず、議事に入ります前に、今回の会議には、協議事項の説明者として、山交タウンコーチ株

式会社様、並びに、協議事項の地域間幹線系統バス路線の関係市として、富士市都市整備部都市

計画課公共交通推進担当者様にご出席いただいておりますので、宜しくお願いいたします 
 では、議事に入ります。 
 
 
(１)協議事項 
第１号議案 平成 28 年度市営バス等の生活交通確保計画案について 
 
室長 

それでは説明させていただきます。 
第１号議案の説明に入ります前に、第１号議案から第３号議案までは、｢富士宮市生活交通確保

計画案｣を作成し、静岡県生活交通確保対策協議会へ提出するための案件となりますので、ここで

少し説明をさせていただきたいと思います。 
まず、生活交通確保計画案は、｢退出意向の申出があった路線｣や｢事業者単独での維持が困難で

ある旨の申出があった路線｣、そして｢市が乗合バスや乗合タクシーを運行しようとした場合｣に、

市としてそれらの路線を維持する必要があると判断した路線について作成し、市の活性化再生会

議の承認を経た上で、静岡県生活交通確保対策協議会へ提出するものでございます。 
第１号議案は｢市が運行する宮バス･宮タク｣について、第２号議案及び第３号議案は、民間バス

路線のうち｢事業者単独での維持が困難である旨の申出があった路線｣に関する案件で、第２号議

案は市単独補助路線である富士急静岡バス様の９系統、第３号議案は国庫補助路線である富士急

静岡バス様の４系統と山交タウンコーチ様の１系統が対象となります。 
これらの路線については、本年度第２回活性化再生会議において｢市営バス等の運行｣及び｢単独

維持困難路線｣として、ご承認をいただいております。 
参考としまして、お手元にお渡ししてあります補足資料にて、今回の流れを把握出来ると思い

ますので、後でご覧いただきたいと思います。 
記載の内容につきましては、実施しようとする生活交通の運行ルート、運行の範囲、形態、運

行回数、運行時間帯等でございます。 
計画書の作成年度は、第１号議案及び第２号議案は平成 28 年度について作成いたします。また、

第３号議案は国庫補助路線となることから、交付規定により平成 29 年度から平成 31 年度までの

３年間分を提出することとなっています。なお、国庫補助の対象年度の捉え方は半年程ずれてい

ます。平成 28 年度の期間は、平成 27 年 10 月１日から平成 28 年９月 30 日までとなります。こ

れにより計画の年度となります平成 29 年度の事業期間というのは、平成 28 年 10 月１日から 
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平成 29 年９月 30 日までと、市の補助事業、県の補助事業とは多少ずれておりますので、ご承知

おきいただきたいと思います。 
それでは、第１号議案をご説明いたします。資料１をご覧ください。議案書の２ページから５

ページまでとなります。内容は、平成 28 年度の宮バス･宮タクの確保計画案となります。 
まず、案の見方をご説明いたします。枠が大きく上段と下段に分かれています。上段の１行目、

｢事業者番号又は市町コード｣が６となっていますが、これは富士宮市の番号となります。少し飛

びまして、10 ページをご覧ください。同じ場所になりますが、111 が富士急静岡バス様の番号、

105 が山交タウンコーチ様の番号となります。 
２ページにお戻りください。次に｢申し出番号｣ですが、これは対象となる系統の連番となって

います。次に申し出番号の｢区分｣が現行と計画の２行となっていますが、｢現行｣という行が本年

度の内容で、｢計画｣という行が平成 28 年度の計画内容となります。下段の枠の各行は上段の各

行と同じ項目となり、上段の申し出番号の行と下段の申し出番号の行で同じ系統の情報となって

います。２ページは宮バス中央循環の２系統と北循環の２系統の内容となり、３ページは東南循

環･芝富線･香葉台線･稗久保線の６系統、４ページは稗久保線･稲子線と宮タクの４つのエリアの

６系統、５ページは宮タクの５つのエリアの５系統となります。よろしいでしょうか。 
では、２ページにお戻りください。来年度の内容についてご説明いたします。はじめに宮バス

の関係です。変更点は、来年度から流鏑馬祭･宮おどり･富士宮まつり等の大きなイベント開催日

に全線を運行することといたしました。その増加分と、暦が変わることから、運行日数が変わり

ます。それ以外の変更はございません。これにより計画案で変わる項目は、下段の中央にありま

す｢実車走行キロ程｣から｢合計額(欠損額の合計)｣までの、計画の行が変わります。 
具体的には、申し出番号１及び２の中央循環は、従前から年末年始以外は全て運行しておりま

すので、うるう日がなくなることによる１日の減となります。また、それ以外の路線につきまし

ては、北循環と東南循環は４日の増、芝川系統は１日の増となります。 
次に、宮タクです。４ページの申し出番号 13 以降となりますが、本年度の実績から、実車走行

キロ程について若干の増加を見込んだものといたしました。 
なお、国又は県の補助を受けるために、下段の右から３項目目の｢公的支援の方法｣欄にその旨

の記載をしてあります。第１号議案の説明は以上となります。 
 
議長 
説明は終わりました。少し分かり難かったかもしれませんが、第１号議案というのは、市営バ

ス等の確保計画案ということで、市に関するものでございます。内容的には、数字的な変更部分

がほとんどということでございます。何かご意見･ご質問等あればお願いいたします。 
（なし） 
 それではお諮りいたします。第１号議案 平成 28 年度市営バス等の生活交通確保計画案につ

いては原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
事務局は、この旨を静岡県生活交通確保対策協議会に報告するようお願いします。 

 
 
第２号議案 平成 28 年度市単独補助路線の生活交通確保計画案について 
 
議長 
次に、第２号議案 平成 28 年度市単独補助路線の生活交通確保計画案についてを議題といたし

ます。本案は、運行事業者に関する路線となります。富士急静岡バス株式会社様からご説明をお

願いいたします。 
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土屋忠男委員 
富士急静岡バスの土屋です。日頃から弊社のバス事業にご理解をいただきまして、誠にありが

とうございます。 
今のバス事業者の現状を踏まえますと、業績につきましては、貸切バスの新しい運賃制度の導

入により、若干兆しは見えてきています。軽油の価格減少もありますが、一番大きな問題は、乗

務員の確保が大変厳しい状況にきています。賃金の見直しや労務管理の改善等、色々と見直しを

した中で募集を募っていますが、なかなか思うような乗務員の確保ができません。 
生活路線の中で運行が大変厳しい、できれば補助金をつけた中で運行を確保していただきたい

と、ずっと協議会にお願いをしてきましたが、今後は補助金をつけても運行できるような状況に

ならず、乗務員の確保が大変難しい状態に来ていることをご理解いただきたいと思います。 
我々も当然、乗務員の確保はしていかなくてはいけませんが、まずはお客様の安全･安心な輸送

を守っていくために、乗務員の教育･投資をしっかりしていかなくてはなりません。 
先に運行するための乗務員の確保に、ここ数年ずっと苦慮している点を、ぜひともご理解いた

だきたいと思います。 
 では、今回該当する路線について、担当の佐野からご報告をいたします。 
 
佐野智昭委員 
 お世話になります。富士急静岡バスの佐野と申します。日頃弊社の運行に際しては、皆様のご

理解･ご協力のもと運行させていただきますことを、この場をお借りして御礼申し上げます。あり

がとうございます。 
 それでは、富士急静岡バスの方から、富士宮市生活交通確保計画案を発表させていただきます。 
６ページから、富士宮市単独路線、公的支援の方法｢富士宮市補助｣と記載しておりますが、こち

らは富士宮市内で完結する路線の中で、欠損額が生じているものに対して援助していただきたい

と申し出をするものでございます。全９路線になります。 
 まず、申し出番号 5-1 北山線、富士宮駅から足形を経由して猪の頭へ向かう路線です。 

申し出番号 4-5 北山線、富士宮駅から北高前を経由してスポーツ公園へ向かう路線です。こち

らは夏場だけ運行しております、市民プールへ向かうお客様限定の路線で、本数は大変少ないで

すが、市民プールが富士宮駅･街中から大変離れているため、特にご利用者がいらっしゃるので運

行しております。しかし、運行するには大変厳しい状況であるため、今回出させていただきまし

た。 
次に、申し出番号 17-3 村山線、富士宮駅から学校入口･橋戸･神成を経由して二本松へ向かう路

線で、富士根南小学校･富士根北小学校に通う低北部地域のための輸送便となっております。 
続きまして７ページ、申し出番号 11-1 上野線、富士宮駅からフイルム入口を経由して上条へ向

かう路線です。こちらは、富丘小学校の生徒さんがスクールバスとして利用している路線になり

ます。富丘小学校･富士宮第四中学校の生徒さんにご利用いただいておりますが、生徒さん以外の

お客様の乗車がそぐわないということで出させていただきました。 
申し出番号 4-1 北山線、富士宮駅から北高前を経由して白糸滝へ向かう路線です。こちらは私

共にとって基幹となる一番重要な路線となっておりますが、生活交通としての路線に落ち込みが

ある中で、白糸滝への観光客の減少により、欠損額が出てきています。 
申し出番号 4-7 北山線、富士宮駅から北高前を経由して足形へ向かう路線です。こちらは先程

の白糸滝まで行く路線とほぼ一緒なので同じ内容となっています。 
申し出番号 07-1 北山線、根原から白糸滝を経由して富士宮東高校へ向かう路線です。こちらは

事業努力により欠損額が徐々に減っておりますが、まだ平成 28 年度も少し発生してしまうため

記載させていただきました。平成 27 年度より今まで富士宮駅までで完結していたものを、富岳

館高校･富士宮東高校まで延ばすことで、利用者の促進を図るため、地元の県立高校の生徒さんの

足となっています。 
申し出番号 15-2 万野団地線、富士宮駅から万野団地･東阿幸地を経由して富士宮駅までの路線

です。こちらも私共の中で大きな幹線の一つとなっています。万野団地を経由して、粟倉団地を
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経由する循環系統となっています。運行本数をある程度維持しなくてはいけないということで、

右回り･左回りを１時間おきに運行していますが、ここにきてお客様のご利用が伸び悩んでいるた

め記載させていただきました。 
 申し出番号 15-3 万野団地線、富士宮駅から万野団地･富士見ヶ丘を経由して富士宮駅までの路

線もほぼ同じルートを走っています。以上９路線を出させていただきました。 
先程、土屋の話にもありましたが、運転手の確保も然ることながら、お客様の確保もここで下

げ止まりかなと思う部分もあり、我々も事業努力をしていきながら頑張らなくてはいけないと思

っています。 
 
議長 
 ありがとうございました。第２号議案 市単独補助路線、市内エリアの中で補助を受けて運行

するということで、富士急静岡バス株式会社様より説明をしていただきました。各路線、市民の

足を守るために必要な路線ではありますが、それでも落ち込んでいるため市単独で予算を必要と

する、ということでございます。只今の説明に関しまして、ご意見･ご質問等あればお受けいたし

ます。いかがでしょうか。 
（なし） 
 それではお諮りいたします。第２号議案 平成 28 年度市単独補助路線の生活交通確保計画案

については、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
 
 
第３号議案 平成 29･30･31 年度国庫補助路線の生活交通確保計画案について 
 
議長 
 続きまして、第３号議案 平成 29･30･31 年度国庫補助路線の生活交通確保計画案についてを

議題といたします。 
 本案は、運行事業者に関する路線となりますので、各事業者からそれぞれ説明をお願いします。 
 まず、富士急静岡バス株式会社様から説明をお願いします。 
 
佐野智昭委員 
 ９ページ、国庫補助路線として国から支援を受ける路線となります。市と市を跨ぐものという

ものが一番の要因となっております。今回は、その市と市を跨ぐ路線を申請させていただきまし

た。 
 申し出番号 08-2 柚野線、富士宮駅を出て柚野支所を経由し上柚野へ向かう路線となっています。

こちらは、旧芝川町になります。以前、富士宮市と芝川町が別々でしたが、その後合併したとい

うことで、今回国の補助金申請対象になっています。この中で、関係市町名に富士市と記載があ

りますが、こちらの記入ミスのため消してください。今後、上柚野地域の路線の見直しを図って

いかなくてはならない中で、お客様の落ち込みに歯止めがかからないこともありまして、なかな

か苦慮している路線であります。現在、国の補助を受けながら運行しておりますが、今回も申請

させていただきたいと思います。 
 申し出番号 28-1 曽比奈線、西富士宮駅から赤坂を経由して曽比奈へ向かう路線です。富士市中

野にあります曽比奈地区まで走っていますが、特に富士宮市杉田のお客様のご利用と、特別支援

学校･富士根南小学校の生徒さんが朝夕利用する、学生さんが主な路線となっています。こちらの

方も、富士根南小学校の生徒さんの落ち込みも然ることながら、一般のお客様も歯止めがかから

なくなっています。ただ、昨年度より脳研病院の方へ入っていくことで、病院に通われる方の足

になればと、我々も運行形態の見直しを行っています。 
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 次に、申し出番号 33-8 大渕線、吉原中央駅から先程の曽比奈線をある程度経由して中野の方か

ら富士宮駅に向かう路線です。先程の曽比奈線と同じように、脳研病院や特別支援学校の生徒さ

んが主ですが、走行距離･時間が大変長くなっているため、なかなか運行経費のかかる路線です。 
 10 ページ、申し出番号 30-1 大月線、富士宮駅から峰畑を経由して吉原中央駅に向かう路線で

す。こちらは、大月線という富士宮市でもかなり大きな道を通り、吉原中央駅までほぼ一本線で

行く路線です。２年前より、お客様の減少に歯止めがかからないため、今回申請を出させていた

だきました。平日は１時間に２本、土日祝日は１時間に１本運行しております。この地域は高密

度な運行をすることによって、地元のお客様の足となっていけるように、我々としても努力して

いますが、やはり、ここにきて欠損額が上がってきてしまっていることから、今回申請いたしま

した。以上、４路線となります。 
 
議長 
 ありがとうございました。続きまして、山交タウンコーチ株式会社様から説明をお願いします。 
 
山交タウンコーチ株式会社：野口様 
 山交タウンコーチの野口でございます。日頃より、当社バス事業に多大なご支援･ご協力をいた

だいておりますことを、この場を借りて御礼申し上げます。 
それでは、当社バス事業確保計画案についてご説明させていただきます。 
当社路線バスを取り巻く環境は依然厳しく、なんとか公共交通として地域の足として確保すべ

く、国庫補助路線としての富士宮駅･蒲原病院線の単独維持困難の申し出をさせていただきます。

本日は申し出に伴う確保計画案についてのご説明となりますが、資料の 10 ページをご覧くださ

い。平成 29 年度となりまして、当社計画路線は事業者番号 105 富士宮駅を始発とし、イオンモ

ール･星山台を経て富士市内に入りまして、富士川駅並びに終点が蒲原病院までの路線です。富士

宮駅また東海道線の富士川駅･蒲原病院･イオンモールの利用者を中心とした、通勤･通学･買い物

等の手段としての利用が見受けられます。確保計画案につきましては、現行の運行であるルート･

回数等を継続して維持していくこととしております。 
運行時間帯につきましては、計画における現行時間帯を記載させていただいておりますが、今

後鉄道の時刻改正等に合わせまして、利便性の高い時間設定について検討してまいりたいと思い

ます。 
下段における各数字につきましては、現行は運行が終了しました最終年度の実績値を記載し、

計画につきましては、策定年度の曜日配列から算出、費用･収入につきましては、過去の実績を元

にネットワーク計画における見込値を記載させていただいております。 
運行概要につきましては、引き続きサービス水準を維持し、公共交通の確保に努めるべく策定

をしております。 
同様に 12 ページにつきましては平成 30 年度、14 ページに平成 31 年度の記載がされておりま

す。 
今後も公共交通ネットワークの構築に向け、収支改善に努めるべく確保計画を策定しておりま

す。引き続き、富士宮市さんを始め、関係各所のご協力を得ながら、路線バスの維持に努めてま

いりますので、ご協議の程、宜しくお願いいたします。 
 
議長 
 どうもありがとうございました。 

富士急静岡バス株式会社様、並びに山交タウンコーチ株式会社様から説明をお願いしました。

３年度分をまとめて出すとのことですが、内容は同じで、それぞれの年度によって数字を作って

いただいたということです。それぞれの路線バスにつきましても、やはり、市民もしくは学校に

通う子供達の足として必要な部分ではありますが、地域間幹線のバスとして国庫補助の対象とな

りますので、本会議で載せる必要があるということでございます。 
 今２社から説明がございましたが、ご質問･ご意見等ありましたらお受けしたいと思います。 
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いかがでしょうか。 
 
赤池芳和委員 
 先程、乗務員確保が難しくて運行が困難という話でしたが、それは別問題じゃないでしょうか。 
 
土屋忠男委員 
 それは、今後もそういうことも出てくることがあり得るということで、今は努力していきます。

このような状況が続くと、なかなか思うような確保ができてこない。非常に厳しい状況だという

ことをご理解いただきたく、お話をさせていただきました。いないから直ぐに補助金を出すと言

われてもバスが運行できないだろう、ということではなく、色々な部分で努力はしていきながら、

今後場合によっては、そういった形の中で限界も出てくるというか、当然ある程度利用があると

ことであっても廃止ということが出てくるのではという点も視野に入れてこなければ、難しい状

況が出てくるのかなと思います。確保に対して、当社で何も努力していないという訳ではなく、

当然色々な形の中で努力していきます。 
今年度についても、乗務員の休みをさらに増やさなくてはいけないと考えています。１人月１

日増やすと、年間で 12 日増えてくる。乗務員が 100 人単位でいますと、１ヶ月 100 日以上の休

みを増やさなくてはいけない。その 100 日以上の休みを何でカバーするかというと、やはり人を

採用しなくてはならない。 
 そういったことを踏まえながら、当然我々はできるところは一生懸命努力し、採用条件を緩和

した中で賃金も上げていきたいとは思っていますが、今そういった乗合バスを取り巻く環境とい

うのは非常に厳しい状況にあります。 
昨年については、軽油が若干下がってきています。今年の経営状況を見れば、会社にとっては

経営にプラスになっていると思います。しかし、これがいつまでも続くということはあり得ない

ので、そういった面々で考えると大変厳しい状況だと思い、冒頭でお話させていただきました。 
 
議長 
 当市におきましても、将来的に見た人口ビジョンというものがございます。このままいくと、

今 135,000 人が、2060 年には 90,000 人を切ると国の試算で出ています。それをどうしたら良い

かということで、次期総合計画から行っていきますが、１つは晩婚化の問題、少子化の問題。も

ちろん高齢化は進みますが、産まれる方より亡くなる方が増えています。現在働いている 50 歳･

60 歳の方が後 10 年･20 年経つと、その働き手の部分を誰が補うかが問題となっています。 
現実的には、市で募集をしても、看護士が全然集まりません。特に福祉関係、きつい部分もあ

り集まらないという問題があります。富士宮市だけではありませんが、今たまたま運転士さんの

確保というお話がありまして、同じように各分野の中で、これからの日本･静岡県、特に富士宮市

の働く担い手の確保をどうしていくか、中小企業が残っていくために、新たな若い人達をどうや

っていくか。富士市と合同で集まってガイダンスを開く等、富士急静岡バス様だけではなく市と

しても大きな問題として、これから検討していかなくてはならないと考えています。 
この会議には直接関係はありませんが、他の分野でもそういったことが起こりつつあるという

ことを、危機感を持って認識していただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 
それではお諮りいたします。第３号議案 平成 29･30･31 年度国庫補助路線の生活交通確保計

画案については、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いいたします。 
 
 
第４号議案 平成 29･30･31 年度の収支改善計画案について 
 
議長 
 続きまして、第４号議案 平成 29･30･31 年度の収支改善計画案についてを議題といたします。 
 本案は、第２号議案及び第３号議案の路線に関する運行事業者の収支改善計画案となりますの
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で、各事業者からそれぞれ説明をお願いいたします。 
 ます、富士急静岡バス株式会社様から説明をお願いいたします。 
 
佐野智昭委員 
 15 ページをお開きください。平成 29-31 年度の収支改善計画といたしまして、こちらの方を掲

げさせていただきます。 
 まず、利用促進策といたしまして、（1）学校への乗合バス乗り方教室を行い、バス利用促進と

校外学習での増発バスの利用促進を図る。乗合バスは私共単独で行っておりますが、保育園等に

は富士宮市さんと共にモビリティ・マネジメントとして、年間で 30～40 件弱回っております。 
 (4)ＩＣカード(パスモ)の相互利用の拡大が行われＪＲ東海への相互利用が可能となり、利便性

を更にＰＲし利用拡大を図っていく。ＩＣカードを使って利便性を高めていきたいと思います。 
(6)｢シルバー定期券｣や平日専用学生｢ウィークデイ定期券｣について継続しＰＲを行い、バス利

用者の促進を図る。交通対策室の窓口と市役所の正面玄関にもチラシを置かせていただき、市町

へお出かけの際には、ぜひシルバー定期を使っていただけるように活動しております。 
(7)市内コミュニティバスとの接続を見直し、路線バス利用者の利便向上を図る。こちらも同じ

ように、交通対策室様と一緒にＰＲの方法を考えつつ行っております。 
(11)補助制度を活用し、超低床バスを継続導入する事で、交通弱者である高齢者等利用者のニ

ーズに応えると共に、バリアフリー法にも対応した車両整備により利用促進を図る。これに関し

ては、宮バスは 90％以上がノンステップバスにしており、路線バスも 85％を超低床のバスにし

ておりますので、今後も継続していきたいと思います。 
(12)バスの日イベント等公共交通に係るイベントへ積極的に出向き新規顧客の獲得を図る。こ

ちらは 10 月に行われております、富士宮市の緑化祭等へ私共のバスを採用させていただいて、

新規顧客の獲得を図っているところでございます。 
 また、経費削減策でございますが、(1)軽油燃料･オイル･タイヤ等をグループのスケールメリッ

トを活かしたコスト削減を行い、稼働経費の低減化を推進する。こちらに関しては、軽油･オイル･

タイヤ等は富士急グループ一括で購入し、経費低減化を実施しております。 
 (2)エコドライブの推進(アイドリングストップ運動等)により、軽油燃料の使用量削減と環境保

全に努める。 
 (3)不採算路線について、利用の少ない路線の見直しによる運行の効率化を図る。富士宮市の方

も今のところ何とか頑張っていますが、今後はこの辺りの事も考えていかなくてはならない路線

も出てきています。 
 （4）車両購入や、比較的金額が大きい物品類等について比較購入を継続実施し固定経費の削

減を図ると共に、経費節約についての意義高揚と目標設定等による削減に努める。こちらの車両

購入や大きい物品の購入に関しても、先程と同じくグループでの購入を行い、経費削減に努めて

おります。 
 (5)車両の計画的更新による燃費効率の向上と、修繕費の削減を図る。古い車はどうしても燃費

が悪いので、比較的新しい車に車両更新を行い、経費削減に努めたいと思います。 
 富士急静岡バスからは以上です。 
 
議長 
 続きまして、山交タウンコーチ株式会社様から説明をお願いいたします。 
 
山交タウンコーチ株式会社：野口様 
 当社、収支改善計画についてご説明をさせていただきます。資料 16 ページをご覧ください。 
 まず、利用促進策ですが、既存利用者の利便性･使いやすさの向上と、新たに利用者の増加への

取り組みとしています。 
 ｢バス総合案内システム｣では、携帯電話端末を含め、時刻表･路線情報･バス停位置情報等を事

前に確認できることにより、使いやすさを実現すべく引き続き実施すると共に、インターネット

環境のない方のために、紙ベースでの時刻表を準備･配布することで、認知度向上を目指します。 
 運賃割引施策としまして、子供･学生向けの学休期割引を実施してまいります。これは、普段、

通学手段としてご利用いただいていない方には、休み期間にバス利用を体験していただくこと、
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また、通学時にバスを利用していただいている方には、定期券を所持しない期間においても日常

生活の移動手段として、今後の選択肢になるような動機づけを行うこととしています。 
 高齢者割引では、敬老の日に合わせ、60 歳以上を対象に１乗車 100 円とするものですが、こ

れまでバスを利用していなかった方、また、免許返納前にバスをお試しいただくことで、今後の

移動手段の選択肢になるよう動機づけを行うものとしています。 
 その他といたしまして、各種イベントでの車両展示等を通じて、路線バスのＰＲを図ると共に、

コミュニティ交通との連携を図り、ネットワーク形成における公共交通利用者の利便の向上を図

るものといたします。 
 経費削減策ですが、当社ではキロ当たり経常費用は地域費用の下回りを実現しており、引き続

き経費抑制を維持すべく継続して行っていく施策としています。 
 まず、バスダイヤの効率的実現を目指し、引き続き検討を行い、また、改正時においても、よ

り効率的な運用ができないか等、引き続き検討してまいります。 
 また、省燃費運転講習等、燃費費の抑制を実現する中で、一定の改善を実現してまいりました

ので、引き続き改善された省燃費運転等を維持すべく、活動を実施してまいります。 
 以上が、収支改善計画の説明となります。 
 
議長 
 ありがとうございました。 
 事業者からの説明は終わりました。只今説明ありました収支改善計画案につきまして、ご質問

等あればお受けしたいと思います。 
（なし） 
 それではお諮りいたします。第４号議案 平成 29･30･31 年度の収支改善計画案につきまして

は、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしということでございます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 各事業者様は、本内容を静岡県生活交通確保対策協議会へ報告をお願いいたします。 
 
 
第５号議案 平成 27 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価に係る市町取組シートについて 
 
議長 
 次に、第５号議案 平成 27 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価に係る市町取組シー

トについてを議題といたします。 
 事務局に説明を求めます。 
 
室長 
 それでは、議案書の 17 ページをご覧ください。資料５になります。 
 本議案は、県の補助事業である｢バス運行対策費助成事業｣の事業評価制度に関する案件となり

ます。対象路線は、地域間幹線系統の乗合バスで、山交タウンコーチ様の１系統と富士急静岡バ

ス様の３系統となります。 
 この事業評価は、まず各事業者が系統別に自己評価を行い、県に提出いたします。県は市に対

し、この自己評価の結果や運行実績･対象路線を取り巻く状況等を踏まえ、市の今後の取り組み方

針案の作成を依頼します。本案がそれに当たります。市は本日の承認を経て県へ提出し、県が取

りまとめと公表を行うという流れとなります。 
 皆様には 17 ページ、市の取組内容について協議･承認をお願いするものです。 

なお、17-1 ページの様式１及び 17-2 ページの別紙がバス事業者の自己評価書となり、17-3 ペ

ージの様式２は県の公表シートとなります。以降は、その他の３系統の資料となります。 
それでは、路線毎に説明いたします。17-1 ページをご覧ください。まず１つ目は、山交タウン

コーチ様が運行しています、富士宮駅～イオン･星山台～蒲原病院線です。様式１の評価シートを

中心に説明を申し上げます。 
では、下段の｢(1)基本的事項｣について、１行目｢主な運行目的｣は｢目的どおり適切に実施｣され
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ましたのでＡ評価となり、次の｢増収策｣及び｢費用削減策｣は事業者が作成済ですので｢有｣となり

ます。なお、基本的事項の各項目は、次のページに内容の記載がありますが、県の方で｢一律の基

準による評価はふさわしくない｣ということから、評価点数には含まれませんので、説明は割愛さ

せていただきます。後程ご覧になっていただきたいと思います。 
次に、下段の｢(2)各項目の評価｣についてご説明いたします。｢運行回数｣の項目は、運行実績が

計画を下回ったため、評価点数は０点となりました。この理由は、台風による運休のほか、昨年

の１月４日が正月明けの日曜日であったことから、山交タウンコーチ様が市内の店舗の回転状況

等から判断し、朝夕の減便をしたため、計画に至らなかったということでした。 
次に｢収支率｣と｢乗車人員｣の評価点数は、昨年と同様の９点でした。 
次に、｢キロ当たり経費｣は、国の基準単価 347.18 円に比べて 81.4 円、23.4％も安く抑えたこ

とから、評価点は満点の 12 点となりました。非常に素晴らしい企業努力をされていると考えて

おります。 
評価点の合計は 50 点となり、｢地域間幹線系統として適した運行となっている｣というＢ評価

となりました。なお、17-3 ページの公表シートの上から３段目と４段目をご覧ください。１日当

たりの輸送量は 21.4 人となり、１便当たりの平均乗車密度は 2.1 人となっています。 
それでは 17 ページにお戻りください。これらの評価を踏まえ、市の取組方針案を｢取組内容｣

欄に記載してありますので読み上げさせていただきます。｢本路線は富士宮駅～イオン～星山台～

富士市松野を経由し蒲原病院までの長大な路線である。収支率は 45％を下回っているが、キロ当

たり経費は国庫補助単価より 81.4 円低く、企業努力を感じる。評価は運行回数評価が０点となっ

たためＢ評価になっている。朝夕の通勤･通学及び日中の買い物･通院の利用が多く重要な路線で

あるため、国庫補助後の欠損額を市が補助することで、路線を維持していく。｣といたしました。 
次に、17-4 ページをお開きください。こちらは富士急静岡バス様が運行する柚野線でございま

す。上段の｢(1)基本的事項｣は割愛させていただきます。 
下段の｢(2)各項目の評価｣について、｢収支率｣と｢乗車人員｣は、計画を上回りました。特にこの

路線は｢広域トリップ状況｣が 92.8％と非常に高く、柚野地域の住民の生活交通として大変重要な

路線であることがわかります。｢キロ当たり経費｣は、昨年度は国の基準単価よりも高額となりま

したが、今年度は 7.32 円安く抑えることができ、企業努力が見て取れます。｢総合評価｣は合計

53 点で、評価内容としては｢地域間幹線系統として適した優れた役割を果たしている｣というＡ評

価となりました。 
17-6 ページをご覧ください。先程と同様に、１日当たりの輸送量は 20.1 人、１便当たりの平

均乗車密度は 4.2 人でした。 
17 ページにお戻りください。この評価を踏まえ、この路線に対する市の取組方針案については、

｢本路線は、広域トリップ状況が 92.8％と高く、地域間幹線系統としての役割を十分に果たして

いる。赤字路線ではあるが収支率は 74％と高く、地域としての必要性も感じる。キロ当たり経費

が、企業努力により国庫補助単価を下回ったことから評価点数が上がり、その結果、全体の評価

もＡ評価となった。なお、本路線は過去に廃止計画が浮上し、交通事業者と市が地域説明会を行

い、地域住民に対し利用促進のお願いをしている。今年度においても朝夕の通学利用や日中の買

い物･通院の利用が多いため、国庫補助後の欠損額を市が補助することで、路線を維持していく。｣

としたいと思います。 
 次に、17-7 ページをご覧ください。富士急静岡バス様の曽比奈線です。この路線も｢収支率｣

は高く、｢広域トリップ状況｣も満点をとっています。なお、｢キロ当たり経費｣は同じ事業者の路

線は全て同じ単価を使うことになっておりますので、評価点は全ての路線で３点ということにな

ります。｢総合評価｣は合計 55 点でＡ評価となります。 
17-9 ページをご覧ください。１日当たりの輸送量は 16.6 人、１便当たりの平均乗車密度は 3.4

人でした。 
17 ページにお戻りください。この評価を踏まえ、この路線に対する市の取組方針案については、

｢本路線は、富士宮東高校及び富士特別支援学校への通学や富士脳研病院･新富士病院の利用者が

多い。収支率は目標値を上回っている一方、乗車人員は目標値を下回り評価点数が３点となって

しまったが、全体的に評価は高くＡ評価になっている。潜在的に多くの利用者が見込めるため、

事業者の努力により更なる収支改善を図っていただきたい。｣としたいと思います。 
次に、17-10 ページをご覧ください。富士急静岡バス様の大渕線です。この路線も｢収支率｣は
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高く、｢乗車人員｣も計画に比べ 1.6％アップとなり３点をとりました。また、｢広域トリップ状況｣

も満点となっています。｢総合評価｣は合計 55 点でＡ評価となりました。 
17-12 ページをご覧ください。１日当たりの輸送量は 16.2 人、１便当たりの平均乗車密度は

5.4 人でした。 
17 ページにお戻りください。この評価を踏まえ、この路線に対する市の取組方針案については、

｢本路線は、富士宮東高校及び富士特別支援学校への通学や、富士脳研病院･新富士病院の利用者

が多い。また、富士宮駅から吉原中央駅までの長大な路線で経常経費も増大している。収支率･

乗車人数は目標値を上回っており、全体的に評価は高くＡ評価になっている。潜在的に多くの利

用者が見込めるため、事業者の努力により収支改善を図っていきたい。｣としたいと思います。 
第５号議案の説明は、以上となります。宜しくお願いします。 

 
議長 
 第５号議案についての説明でございました。第５号議案の取組シートにつきまして、委員の皆

様からご意見･ご質問等あればお願いします。 
 
県地域交通課(代理)：杉山晃久様 
 県に提出する｢地域間幹線系統の評価シート｣について、富士宮駅～イオン･星山台～蒲原病院線

についてはＢ評価となっておりますが、17-1 ページ｢乗車人員｣におきましては計画よりも多く、

運行実績は 73,798 人ということで、計画より上回っております。 
その他の 17-4 ページの柚野線はＡ評価となり、｢地域間幹線系統として優れた役割を果たして

いる｣となっております。こちらも計画より運行実績の方が｢乗車人員｣は増えていますので、利用

促進に努めていただきたいと思います。 
17-7 ページの曽比奈線、こちらも全体評価としてはＡ評価となっておりますが、｢乗車人員｣が

少し計画より下回っております。ただ、｢収支率｣は 61％ということで、県の中では良い方だと思

います。 
17-10 ページ、大渕線です。こちらも全体評価はＡ評価ということで、｢乗車人員｣についてそ

うですが、実績収支率が 88.3％ということで、もう少しで黒字化が見えてくると思います。 
全路線そうですが、より一層、利用促進に努めていただきまして、少しでも欠損額が減るよう

に努力していただきたいと思います。 
 
議長 
 ありがとうございました。県交通課の方からのご意見でございました。事務局からこの件につ

いて何かありますか。 
 
室長 
 この路線だけではなく、各事業者様からもお話がありましたように、路線バスというくくりの

中に宮バスも入ると思います。市の事業の分野だけでなく、民間の事業ともタイアップしながら、

ホームページや地元の説明会に行き、周知に努めたいと思います。 
 また、以前、地元の区長様からのお話ですが、｢路線バスが走っていることは知っている。宮バ

スの中央循環は１日にかなりの便が走っているが、他の路線は午前･午後各２便か３便しか走って

いない。｣それでも宮バスをとおっしゃられたので、民間の路線バスは午前だけで６便と宮バス以

上に走っていると説明をしたところ、｢それは知らなかった。｣ということがよくあります。宮バ

スだけでなく、民間の路線バスに関しても、周知していきたいと考えています。 
 
議長 
 宮バスももちろんそうですが、路線バスが維持されていること。運転手さんの問題もあります

が、重要なことですので、その辺りの配慮をお願いします。 
 その他いかがでしょうか。 
（意見なし） 
 それではお諮りをいたします。第５号議案 平成 27 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別

評価に係る市町取組シートについては、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 



12 
 

（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
 
 
第６号議案 平成 27 年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 
 
議長 
 次に、第６号議案 平成 27 年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価についてを議

題とします。 
 事務局に説明を求めます。 
 
室長 
 それでは、ご説明いたします。本案は、平成 27 年度に実施した国庫補助事業の地域公共交通

確保維持改善事業に対する一次評価(自己評価)となります。本日の審議･承認を経て、国土交通省

中部運輸局へ提出することになります。 
 対象事業は３つございます。１つ目は、宮バスのうち地域内フィーダー系統として位置づけて

いる東南循環と北循環の運行費補助、２つ目は、岳南自動車様が購入したユニバーサルデザイン

タクシーの購入費補助、３つ目は、富士急静岡バス様が導入した宮バス用のノンステップバス２

台の購入費補助です。 
 18 ページをお開きください。まず１点目の、宮バスフィーダー系統についてご説明いたします。 
 表の左上をご覧ください。｢協議会名｣は評価書の提出者となり、｢富士宮市地域公共交通活性化

再生会議｣ということになります。｢評価対象事業名｣は、｢地域公共交通確保維持事業(陸上交通に

おける地域内フィーダー系統)｣といいます。｢地域内フィーダー｣というのは、先程の議案にあり

ました地域間幹線系統のバスやＪＲと接続し、その支線として市内を運行するバス路線のことを

言います。 
 表の｢①補助対象事業者｣は、国庫補助金は富士急静岡バス様の方に交付されますので、富士急

静岡バス株式会社となります。 
 ｢②事業概要｣は、対象路線として、東南循環の２系統と北循環の１系統となります。 
 ｢③前回の事業評価結果の反映状況｣としましては、すべての系統で、収支率･利用者数の目標値

を設定するとともに、アンケート調査等を実施し、分析、評価及び運行内容の検討を行いました。

また、時刻表の戸別配布や公共交通に関するイベントの開催等、利用促進策を講じました。 
 ｢④事業実施の適切性｣は、２つの路線とも計画どおり事業は適切に実施されたので、Ａ評価と

しました。 
 ｢⑤目標効果達成状況｣です。まず東南循環ですが、事業費に対する運賃収入等の収支割合は、

目標値の 50％を上回る 75％になりました。利用者数は 836 人／月で目標値の 1,106 人を下回り

ましたが、前年に比べ約 12％増となったことから、事業は改善傾向にあるものの、利用者数の目

標値には届いていません。このことから、生活交通としての定着性が低い傾向にあると考えます。

このことから、Ｂ評価としました。 
 次に北循環ですが、事業費に対する運賃収入等の割合は、目標値の 50％を上回る 63％になり、

また、利用者数は 1,259 人／月で目標値の 921 人を上回りましたので、Ａ評価としました。 
 ｢⑥事業の今後の改善点｣としては、すべての系統とも、｢引き続き地域住民に対する利用促進を

図り、利用者の増加に繋げるとともに、アンケート調査等を継続実施し、利用者のニーズ把握に

努め、地域に即した運行であるか分析しながら、必要に応じて運行内容の見直しを検討する。｣

としました。 
 次のページをお開きください。｢事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について｣記載

する資料となります。｢地域の交通の目指す姿｣ですが、｢中心市街地の活性化と高齢者をはじめと

する交通弱者の救済に必要な路線であり、市の交通ネットワーク網の一角を担う路線である。ア

ンケート調査及び地域を代表する住民が参画した会議で敷設が決定された路線であり、潜在的需

要も高い。地域間幹線系統のバス路線へと接続し、他の公共交通との連絡、連携を深めることに

より、市域全体の公共交通の機能充実を目指す｣とし、前年と同様とさせていただきました。 
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 20 ページから 23 ページにつきましては、中部運輸局管内の様式で、自己評価の概要を記載す

るものとなります。まず、｢①協議会が目指す方向性(Plan)｣は、該当路線に変更がなければ変わ

りませんので、昨年と同様となり、説明は割愛させていただきます。 
 21 ページの｢②地域公共交通に関する具体的取組及びそのプロセス(Do)｣は、前年度と当該年度

の事業内容と検討プロセス等を記載してあります。前年度の事業としましては、アンケート調査

及び地域要望を基に、旧北循環とシャトル便を再編。運行区域の拡大、ダイヤの改正を行い、新

たにフィーダー系統として追加をしました。また、第２次地域公共交通総合連携計画に示した数

値を目標値として設定するとともに、富士宮市公共交通 PDCA(事業評価)指針に基づき評価、分

析を行いました。 
 利用促進策としては、幼少期における｢のりもの教室｣や公共交通に関するイベントの実施及び、

市主催の祭等で宮バスの無料開放を継続して行い、利用促進を図りました。 
 次に、当該年度の事業は、地域の実情に即した公共交通とするため、継続して利用者アンケー

ト及び市民アンケート等を実施し、市民ニーズの把握、調査をするとともに、富士宮市公共交通

PDCA(事業評価)指針に基づき評価･分析を行い、地域公共交通活性化再生会議において、報告及

び今後の運行についての検討を行いました。 
 利用促進策としては、引き続き幼少期における｢のりもの教室｣や公共交通に関するイベントを

実施し、紙芝居、のりものゲーム、宮バス体験乗車等を通じ、楽しく公共交通の必要性を考えた

り、親しんでもらうための場を設けました。また、市主催の祭等で宮バスの無料開放も行い、利

用促進を図りました。 
 次に 22 ページ、｢③地域公共交通に関する具体的取組に対する評価(Check)｣です。実績値の生

活交通確保維持改善計画に揚げられた目標値、収支割合と人数達成率に対する達成度や、幹線系

統等に与える影響等を記載することとなっています。 
 まず、①実績です。収支割合は、目標値 50％に対して、東南循環が 75％、北循環は 63％と、

両方とも達成しました。人数達成率も、東南循環が 76％、北循環はなんと 137％の達成率となり

ました。総合評価も東南循環は昨年と同じ C+、北循環は昨年の D+から B+へと２段階上昇しま

した。系統ごとでは、東南循環の南コースが人数達成率 60％となり、最も低くなりましたが、昨

年度の 44％より増加しました。 
 次に、②幹線系統に与える影響ですが、結節点と接続することで、幹線系統沿線の施設等への

移動や、幹線系統からの市内への移動等、広域的な移動が可能となり、利用(経路選択)の多様性

が増しました。 
 次のページをご覧ください。｢④自己評価から得られた課題とその対応（Action）｣です。 
 課題の１つ目は、｢東南循環の利用者数が目標値を下回っている｡｣です。 
 原因として、｢現在の運行回数は、内回り･外回り各３便で非常に少ない。アンケートの回答で

も増便を希望する意見があり、利便性に欠けている部分が見られる。また、南コースは、路線上

に目的地が少なく、中心市街地や公共交通が集中している富士宮駅とは徒歩や自転車での移動が

十分可能であるため、時間の制約や運賃等を考慮すると需要が伴っていない可能性がある｡｣とし

ました。 
 対応方法として、｢アンケートの回答には運行時間の変更を希望しない意見もあるため、今後の

調査･分析･評価を踏まえ、収支率等を考慮しながら、運行形態の見直しを慎重に検討する｡｣とし

ました。 
 課題の２つ目は、｢北循環(北コース)の利用者数が目標値を下回っている｡｣です。 
 原因としては、｢北コースは総合福祉会館を起終点として中心市街地から少し離れた北側地域の

みで運行が完結していることから、北コース内での利用はされにくい。また、中心市街地方面へ

の接続ポイントである総合福祉会館へは、徒歩での移動が可能となっている｡｣と考えました。 
 対応方法として、｢北循環全体では大幅に利用者数の目標値を上回っており、他のコースや路線

と接続している重要なバスであるため、今後の調査･評価を踏まえ、継続して運行できるよう利用

者の維持･増加を図っていく｡｣としました。 
 課題の３つ目は、｢バス停オーナー契約を解除する事業所が増えてきた｡｣です。 
 原因として、｢路線によっては運賃収入がオーナー協力金を下回っており、オーナーが期待する

だけの利用者数に至っていない。また、オーナー自身からバス停オーナー制度の主旨である地域

協力という意識が薄れており、慣例的に協力金を出資しているだけの状況が感じられる｡｣と考え
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ました。 
 対応方法として、｢今後の調査･分析･評価を踏まえ、路線の見直しや利用促進策等を検討し、利

用者の増加に繋がるよう努める。また、オーナー協力金の金額の見直しや、オーナー自らがバス

を支えていることを再認識していただけるような対策を検討する｡｣としました。その案の１つと

して、本日お渡しいたしました資料の中に、PR 盾のお写真がございます。こちらの PR 盾を全

オーナー様に配布いたしました。 
 次に、｢⑤アピールポイント(特に工夫した点)｣です。｢例年、11 月中旬に開催しているイベント

(のりもの祭)の中で、モビリティ・マネジメントの一環として、自主制作した【のりものゲーム(の
りものすごろく)】を実施した。すごろく形式で車とバスの駒を進めていくゲームは、実際に車や

バスを利用した時に起こりうるイベントやクイズ等がマス目に散りばめられており、車やバスの

利点･欠点･環境に与える影響等を遊びながら学べるものとなっている。小学生の出前講座の教材

として実施しているほか、地域公共交通活性化再生会議の委員にも体験してもらい、大人でも楽

しめる内容となっている。今後もモビリティ・マネジメントの一環として、楽しみながら公共交

通に触れられるものを取り入れながら、利用促進を図りたい。｣としました。 
 地域内フィーダー系統に係る事業評価の説明は、以上となります。 
 次に、24 ページをご覧ください。岳南自動車様が導入したユニバーサルデザインタクシーの購

入費補助に対する事業評価です。 
 表の左上をご覧ください。｢協議会名｣評価書の提出者ですが、｢富士宮市地域公共交通活性化再

生会議｣本会でございます。 
 ｢評価対象事業名｣は、｢地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)｣
といいます。 
 表の｢①補助対象事業名｣は、国庫補助金は岳南自動車様の方に交付されますので、岳南自動車

株式会社となります。 
 ｢②事業概要｣は、ユニバーサルデザインタクシー車両の導入１台となります。 
 ｢③前回の事業評価結果の反映状況｣としましては、平成 26 年度単年度事業ですので｢事業実施

初年度｣としました。 
 ｢④事業実施の適切性｣は｢計画通り事業は適切に実施された。｣ので、Ａ評価としました。 
 ｢⑤目標効果達成状況｣は、｢平成 26年度内にユニバーサルデザインタクシー車両を１台導入し、

高齢者や障がい者等の移動の円滑化が図られた。｣このことから、Ａ評価としました。 
 ｢⑥事業の今後の改善点｣は、｢当該年度にて事業は完了したが、引き続き、ユニバーサルデザイ

ンタクシー車両の導入検討を事業者に促していきたい。｣としました。 
 次に、25 ページをご覧ください。富士急静岡バス様が導入した超低床ノンステップバス２台の

購入費補助に対する事業評価です。 
 表の左上をご覧ください。｢協議会名｣評価書の提出者ですが、｢富士宮市地域公共交通活性化再

生会議｣本会でございます。 
 ｢評価対象事業名｣は、｢地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)｣
といいます。 
 表の｢①補助対象事業者｣は、国庫補助金は富士急静岡バス様の方に交付されますので、富士急

静岡バス株式会社となります。 
 ｢②事業概要」は、超低床ノンステップバス車両の導入２台となります。 
 ｢③前回の事業評価結果の反映状況｣としましては、平成 26 年度単年度事業ですので｢事業実施

初年度｣としました。 
 ｢④事業実施の適切性｣は、｢計画通り事業は適切に実施された。｣ので、Ａ評価としました。 
 ｢⑤目標効果達成状況｣は、｢平成 26 年度内に超低床ノンステップバス車両を２台導入し、高齢

者や障がい者をはじめバス利用者の利便性が向上した。｣ことから、Ａ評価としました。 
 ｢⑥事業の今度の改善点｣は、｢当該年度にて事業は完了したが、引き続き、低床バス車両の導入

検討を事業者に促していきたい。｣としました。 
 バリアフリー化設備等整備事業に係る事業評価の説明は以上となります。 
 
議長 
 説明は終わりました。この件について何かご意見･ご質問等あれば、お受けいたします。 
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静岡運輸支局(代理)：関谷有記様 
 オーナー協力金という、画期的な珍しい取り組みをされていて、大変なご苦労だと思います。 
路線によってはオーナー協力金が下回っているということで、この路線の収入は上がるとか下が

るとか、新オーナーが見込める等、お分かりになる範囲で教えてください。 
 
室長 
 収入のアップは見込めるかどうかということですが、宮バスは現在５台で全ての地域を運行し

ている状況の中で、中央循環につきましては、午前午後で８便ずつ運行しております。その他の

路線につきましては、午前中２便か３便しか運行できません。この後も実績報告の中でご説明い

たしますが、聞くところによりますと、他のエリアの公共交通事業に比べまして、乗車率も良い

というようなお話をいただいております。しかし、やはり、市民や市長からも、「まだまだ乗車人

数が少ない」という指摘を受けております。今後も、宮バスの方は周知をしていくことが必要だ

と思います。 
 また、オーナーバス停を増やす策ということでしょうか？ 
 
静岡運輸支局(代理)：関谷有記様 
 先程の資料から、こちらの PR 盾は全オーナー様にお渡しして、実際に取り組まれているとい

うことでしょうか？ 
 
室長 
 はい、そうです。 
 
静岡運輸支局(代理)：関谷有記様 
 あと他に、今こんなことを考えているというアイデアがあれば、お聞かせください。 
 
室長 
 宮バスが平成 20 年度から開始し、今年で８年目になりました。その間、オーナー様の方に何

もお礼的なものをしていなかったため、先程申し上げました｢のりもの祭｣の開催日に合わせて５

年以上のオーナー様に対して、｢感謝状贈呈式｣を行いました。今年、急に室内で考えたことで、

予算のない中、感謝状１枚のお渡しという形でしたが、今後も引き続き行いたいと思っておりま

す。５年・10 年･20 年と節目には必ず行い、なるべくオーナー様に契約を続けていただけるよう

にしていきたいと思います。 
 
議長 
 その他に何かありますでしょうか。 
 
赤池芳和委員 
 時刻表はよく目にしますが、運行系統を各家庭に配布したらどうでしょうか。 
例えば、駅まで来て乗り換える時、途中で降りても循環バスに乗れば早く行けます、という判断

が出来るようなものはどうですか。 
 
室長 
 それは例えば、芝川から来た時に駅まで行かなくても、どこかのバス停で乗り換えたら、とい

うお話でしょうか。 
 そういったことも考えていきたいとは思っています。 
 
赤池芳和委員 
 カラーにして、系統ごと色で分けて判断できるとか。 
 
室長 
 (宮バス時刻表を見せて説明) 
 なかなかわかり難いかもしれませんが、路線ごと青色･赤色等で色分けして記してあります。こ
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こに少し凡例も出ていますので、それらを踏まえながら見ていただくと、ご理解いただけるかと

思います。 
 
議長 
 もう少し、わかりやすくなる工夫をしましょう。今ご意見がありました、｢書いてあってもわか

り難い｡｣とのことですので、事務局で改善策を考えてください。 
 
室長 
 実は、来年度のパンフレットは今年度の予算の中で作ることになっておりますので、今はっき

りしたことは申し上げられませんが、このパンフレットを元に、富士急静岡バス様･山交タウンコ

ーチ様の路線バスの部分に色をつけて、説明等を加えながら、来年度の予算が通れば、再来年度

からもう少し違う形で見やすくして、その他の公共交通の説明も出来るようになればと思ってい

ます。 
 
赤池芳和委員 
 全戸配布はどうですか？ 
 
室長 
 宮バスは北部は走っておりませんので、走っている沿線のエリアの自治会へは配らせていただ

いています。その他にも、出張所･イオン･バス停オーナー様へもお配りし、配布させていただい

ております。 
 
議長 
 その他いかがでしょうか。 
 色々とご意見いただいたので、また参考にしていただきたいと思います。特に、バス停オーナ

ーの件は、頭が痛いところです。 
東京でシンポジウムがあった時に私が行ってきましたが、やはり事業費に比べて常時 800 万円

程度の収入があります。 
 
室長 
 今年度は 725 万円です。 
 
議長 
 これは非常に大きな額です。バスの中の案内にもオーナー名が出るようになっていますよね。 
なかなか増やしていくのは大変だと思いますが、事務局で検討をお願いします。 
 それでは、お諮りいたします。第６号議案 平成 27 年度地域公共交通確保維持改善事業に係

る事業評価については、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ありがとうございました。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、中部運輸局静岡運輸支局へご報告をお願いします。 
 以上で、本日の協議事項は全て終了いたしました。 
 
 
(２)報告事項 
①市営バス等の運行実績について 
 
議長 
 引き続き、報告事項を議題といたします。 
 報告事項①市営バス等の運行実績について、事務局から説明をお願いいたします。 
 
室長 
 それでは、議案書 30 ページをお開きください。始めに、宮バスの運行実績についてご説明い
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たします。 
 今回の報告は、本年度４月から 11 月までの実績となります。 
 上段の表が｢宮バス全体｣の集計となります。｢H26｣の行は、昨年同時期の数値を入れさせてい

ただいています。｢比較｣の行は、その増減値となります。 
 まず｢利用者数｣ですが、中央循環は 449 人の減で、芝川路線は 451 人の増となりましたが、合

計値から同数と捉えています。乗車率が気になっていた東南循環は 998 人 16.6％の増となりまし

た。北循環は特に利用率がアップし、3,527 人 50.9％の増となりました。この結果、全体でも 4,527
人 7.9％の増となりました。 
 次に｢運賃収入｣です。｢利用者数｣が増加したことから、運賃収入も合計金額で647,267円46.9％
の増となりました。特に｢フリーパス収入｣は前年同期比 360％の増、｢高齢者運転免許証返納支援

券｣が 40.3％の増と大幅な増収となりました。この要因としては、｢フリーパス収入｣が北循環で

650％の増となっています。以前、交通対策室の窓口に｢フリーパス券がとても安く、大変ありが

たい。知り合いにも使ってみたらと紹介している。｣というご婦人が来られたことがありますので、

口コミで上がっていると考えています。また｢高齢者運転免許証返納支援券｣については、自動車

免許証返納者が今年に入っても毎月 18 人弱のペースで増えていることから、利用回数も増えて

いるものと考えています。 
 次に、各路線の実績です。まず、中央循環です。中央循環は、各項目とも昨年度に比べて若干

減少していますが、これは横ばい状態と考えています。 
 次のページをお開きください。東南循環です。昨年度は平成 25 年度に比べて利用者数が減少

したことから、少し心配していましたが、東循環は 626 人 14.5％の増、南循環も 372 人 22.4％
の増となりました。 
 次に 33 ページ、北循環です。全体のところでも説明いたしましたが、北循環は各コースとも

利用者が大きく増えていまして、特に 33 ページの東コースでは、利用者数が 2,889 人 311.2％も

増えています。１便当たりの平均乗車人数につきましても、1.6 人から 3.6 人に、目標達成率は

289.2％となりました。 
 次に、芝富線です。芝富線の中では、一番左の新田行きの利用者が 125 人の減となっています。

この路線は、芝富小に通う小学生の利用が多いことから、昨年まで利用していた子供が卒業した

ためではないかと考えます。これまで 209 日運行しておりますが、１日１人乗らないだけでも単

純計算で 209 人分減ることになりますので、そのようなところになっているのではないかと想像

しています。 
 次のページをご覧ください。稲子線です。稲子線は微増となり、利用者達成率は 100％を超え

ております。 
 次に、香葉台線です。香葉台線も同じく微増となりました。 
 次のページをお開きください。稗久保線です。富士宮駅行きが 173 人の減で、芝川会館行きが

264 人の増となりましたが、運行日数が 209 日ですので１日１人程度の増減ということと考えて

います。 
 次に 36 ページ、宮タクです。まず全体です。運行台数は 364 台 9.1％の増となりましたが、輸

送人数は 241人 3.2％の減となりました。このため、平均乗車人数は 0.22人の減となりましたが、

一方で、７月には初めて 1,000 人の大台を達成しました。また、走行キロ数の増により運行経費

も増えましたが、運賃収入は４月１日からの運行形態･利用料の変更により 470,500 円 14.8％の

増となったことから、委託料の増加率は 4.9％に抑えられ、収支率も２％アップの 34％となりま

した。 
 次に各エリアです。37 ページ、山宮エリアです。山宮エリアは微増となったことから、運行経

費が 767,810 円 23.3％の増となりましたが、こちらも運行形態の変更により運賃収入が 33％ア

ップしたことから、委託料の増加は 18.5％に抑えることができました。また、収支率についても

目標値の 35％を超えることとなりました。 
 次のページをご覧ください。山本エリアです。こちらは減少傾向となりました。輸送人数の減

少率が大きかったため、平均乗車人数も２人を切ってしまいました。一方で、収支率は 3.4％の
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増となっておりますが、これは運行経費が 11.8％減少した一方で、料金改定により一部地域の利

用料が上がりましたので、運賃収入の減少率が 4.9％に抑えられたためと考えています。 
 次のページをご覧ください。安居山エリアです。こちらも減少傾向となりました。特に輸送人

数の減少率が大きかったため、平均乗車人数が 0.34 人の減となりました。収支率は全ての地域が

100 円の値上げとなったため、3.0％の増となっています。 
 次のページをご覧ください。上野エリアです。上野エリアは、ここ数年は上昇傾向でしたが、

こちらも減少傾向となりました。このため、平均乗車人数が２人を切ってしまっています。収支

率は、他のエリアと同様に運行形態を変更したことから、2.5％増え 30％となりました。 
 次のページをご覧ください。南部エリアです。こちらは大きく減少傾向となりました。特に輸

送人数は 23 人 32.9％の減となりました。平均乗車人数は 1.07 人となり、北部エリアに次いで低

い乗合率となっています。収支率は、沼久保を除く地域が 100 円値上げとなったため、7.5％の

減に抑えられましたが、目標値達成を逃す結果となってしまいました。 
 次のページをご覧ください。富士根エリアです。富士根エリアも 96 人 24.2％の増加というこ

とで、昨年に引き続き増加傾向となっています。平均乗車人数は 1.28 人と昨年度と全く変わらず、

大幅に目標値を下回っています。収支率は料金改定により 2.9％増えましたが、目標値に達する

ことはできませんでした。 
しかし、このエリア内の人口は多い地域であることから、潜在的な利用者はまだまだいると考え

ています。この辺りについても、周知ということが必要かと思います。 
 次のページをお開きください。北山エリアです。北山エリアは、運行台数･輸送人数･運賃収入

等は大幅な増加となっていますが、平均乗車人数及び収支率はマイナスとなりました。この理由

は、既に何度かご紹介していますが、富士特別支援学校の卒業生が北山工業団地内の企業へ就職

し、この４月から宮タクを通勤の足として使用していることが大きな要因となっています。これ

は、特例的な利用をしているわけではありませんが、現時点では１人しか利用していないため、

目標値を引き下げる要因となってしまっています。しかし、運転できない障がい者の通勤手段と

して、宮タクの利用についての相談は、特別支援学校だけでなく、様々な福祉事業所からありま

す。また、各福祉事業所へは介護障害支援課を中心に宮タク事業の目的、PDCA 事業評価等につ

いて説明をしていただいています。障がい者だけでなく、もっと多くの皆さんに利用していただ

ける様になれば、利用率や収支率は、自ずと改善されることになるので、より一層の周知が必要

と考えています。 
 次のページをご覧ください。北部エリアです。北部エリアは減少傾向となっています。平均乗

車人数も 0.06 人の減となりましたが、ここも運行形態の改正により収支率は 1.8％のアップとな

っています。 
 次のページをお開きください。内房エリアです。こちらは、平均乗車人数は下がりましたが、

運行台数、その他は大幅なアップとなりました。その理由としては、芝富小学校の北側に｢もちづ

き接骨院｣が昨年度に開院したことから、利用者が増えたためとなります。このため、収支率は

4.6％アップの 29.2％となりました。 
 最後に、利用者の減少の理由として、平成 27 年４月から運行形態の変更により利用料が高く

なったこともあり気にしていましたが、昨年度末に実施した利用者アンケートの結果は｢ちょうど

いい｣が 73％、｢安い｣が 21％で、｢高い｣はわずか３％でしたので、これは当てはまらないと考え

ます。 
 本日は、11 月末現在の｢宮タク会員利用状況｣という表を配布させていただきました。上から順

に、各エリアの人口･登録会員数･実利用者数･実利用回数となります。ご覧のとおり、会員登録数

は順次増えております。これにつきましても、年１回程度、人口の転出･転入･残念ながらお亡く

なりになった方という部分を精査しなければならないと思っています。現在は、会員数 3,797 名

となります。 
 しかし一方で、実利用者数は、平均で南部は２名、北部は４名と、非常に少ない状況となって

おります。何らかの要因で１人が利用しなくなってくると、実績に大きく反映してしまうような

形になりますので、いかに市民の方に知っていただき利用していただけるか、やはり周知が重要
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であろうと思います。説明は以上となります。 
 
議長 
 事務局からの報告でございました。報告事項でございますが、皆さんからご意見･ご質問等あれ

ばお受けしたいと思います。 
 今の説明にありましたが、宮タク 1.0 ではタクシーと何も変わりません。公共交通が回れるか

どうかは、いかに大勢の人に利用していただくか、この点に懸かってきます。色々な問題はあり

ますが、市の方で創意工夫をしながら利用者を増やしていかなくてはいけないと思います。 
 
土屋善江委員 
 その周知の件で、先日私達の地域で｢女性学級｣がありまして、そういったところで出前講座的

に来ていただいて、実際に登録している方はいますが、高齢者が多いので、｢今の場所から○○へ

行きたい｣という時に、具体的な利用方法を教えていただきたいと思います。また、寄合処やシニ

アの会合等で周知を徹底していただければありがたいと思います。宜しくお願いします。 
 
議長 
 事務局はその辺りを配慮していただいて、最初のハードルを。初めての人、特にお年寄り。 
 
室長 
 そういったところに行って、「実際にこういった形で使えますよ。また、ここは使えませんよ。」

という説明をしながら、知っていただくことが大切だと思いますので、ぜひ地元の方でも市に説

明に来てほしいということがあれば、要望いただきまして説明に伺いたいと思いますので、宜し

くお願いします。 
 
議長 
 ありがとうございました。その他はよろしいでしょうか。 
（なし） 

色々な意見をありがとうございました。以上で、報告事項につきましては終了させていただき

ます。 
 
 
(３)その他 
 
議長 
 それでは最後に、皆さんから何かご意見等ありましたら、お受けしたいと思います。 
（なし） 
 色々なご意見･ご要望･ご指摘をいただきまして、ありがとうございました。以上で、本日予定

しました議事は全て終了いたしました。この後の進行は事務局にお願いいたします。 
 
竹川 
 委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間に渡り議論いただきまして、誠にありがとうござい

ました。 
 それでは、次回の会議のご案内をさせていただきたいと思います。次回は、平成 28 年度第１

回地域公共交通活性化再生会議となります。例年５月中旬頃の開催を予定しております。平成 28
年度については、まだ日程がはっきりと決まっておりません。決まり次第、皆様には通知をさせ

ていただきます。日程を確認の上、ご出席いただければと思います。 
 それでは以上をもちまして、平成 27 年度第４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。本日は誠にありがとうございました。 
 

以上 
１６時２０分 閉会 


