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《第１回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 28 年 5 月 20 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 ５階 510 会議室 

○出席者 

委員 １6 人 

芦澤英治会長・土屋忠男委員・篠原克敏委員･佐野智昭委員･赤池芳和委員･佐藤捷世委員 

土屋善江委員･望月利浩委員･水村裕子委員･藤井敬宏委員･金森幹雄 様(代理)･加藤正臣委員 

工藤正邦委員･木佐森雅裕 様(代理)･望月康史 様(代理)･高山あさ江委員 

 

事務局４人 

市民生活課長 塩川貴洋・市民生活課交通対策室長 佐野孝明 

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 ２０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､どうも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 28 年度第１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、進行を務めさせていただきます市民生活課 交通対策室の竹川と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 
本日の会議は、協議事項６件、報告事項４件を予定しております。よろしくお願いいたします｡ 
会議に入る前に、今年度から新たに委員になられた方がいらっしゃいますので、こちらの方で

ご紹介させていただきます｡ 
 中部運輸局静岡運輸支局長が指名する者として、中部運輸局静岡運輸支局 首席運輸企画専門官

鈴木成幸 様です。本日、鈴木様は他の職務のため欠席されておりますので、代理として運輸企画

専門官 金森幹雄 様のご出席をいただいております。 
 次に、富士宮警察署長が指名する者として、富士宮警察署 交通課長 工藤正邦 様でございます。 
 
工藤正邦委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
事務局（竹川） 
 次に、富士宮市内の県道を管理する者として、静岡県富士土木事務所 次長兼企画検査課長 青
木直己 様です。本日、青木様は他の職務のため欠席されておりますので、代理として都市計画課

長 望月康史 様のご出席をいただいております。 
 以上、３人の方々です。よろしくお願いいたします。 
 第１回目の会議のため、すべての委員の皆様をご紹介させていただきたいところではございま

すが、時間の都合もございますので、継続の委員の皆様につきましては、失礼とは存じますが、

お手元の名簿でご確認ください。 
 委員の皆様方には、当会議へのお力添えをいただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 次に新年度事務局員をご紹介いたします。なお、機構改革により、部署が総務部から市民部へ

と変更になりましたことを申し添えます。 
 市民部長 大畑宏之です。本日は職務のため、欠席させていただいております。 
 次に、市民生活課長 塩川貴洋です。 
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事務局（課長） 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 
事務局（竹川） 

続きまして、市民生活課 交通対策室長 佐野孝明です。 
 

事務局（室長） 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
事務局（竹川） 
 よろしくお願いいたします。 

それでは、会議に入るにあたり、会議の定足数につきまし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 16 人であることから、全委員 19 人の

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 

議事に入る前に、一言ご挨拶申し上げます。 
この会が発足したのが平成 21 年ということで、早いもので７年目となります。私が申すまで

もなく、地域公共交通、市民の足をどう守るかということは、全国すべての自治体の課題となっ

ております。色々と世の中の移り変わりにより、街の機能は変わってきておりますし、それぞれ

にマイカーの時代となり、高齢者も増えて、どんな風に市民の足を守るかが大きな課題となって

おります。 
そういった中で、当市役所では、「宮バス･宮タク」という新しいシステムを作りました。試行

錯誤で今日に至っているわけでございます。これにつきましては、富士急静岡バス様、山交タウ

ンコーチ様、さらにタクシー業界と、色々な交通に関係する業界の皆様が一緒になって考えてい

ただき、また、利用される市民の方の代表の皆さん、あるいは色々な団体の皆さんのお知恵をい

ただきながら、この制度を作って参りました。中でも、日本大学の藤井先生には、本当に色々な

面でアイデアを出していただき、また、生徒さんのお力も借りながら、今日に至ったというわけ

でございます。 
 当市の公共交通のあり方というのは、試行錯誤とはいえ、全国的にユニークな取り組みという

ことで大変注目されておりまして、私自身も昨年は国土交通大臣表彰という、栄誉ある席に出席

させていただきました。また、各地からの問い合わせや視察等も多く見えております。 
 とはいえ、やはりこの制度を継続することは大変なことであり、高齢化が進み、どう維持して

いくかということは、市としても常に難しい問題であり、引き続き試行錯誤していかなくてはい

けないなと思っております。そのための会議が、この活性化再生会議でございますので、皆様ご

協力をお願いいたします。 
 それでは議事を進めさせていただきます。 
 はじめに、第１号議案 平成 27 年度事業報告について及び第２号議案 平成 27 年度収支決算に

ついての２案を議題といたします。この２案につきましては関連がありますので、一括して議題

といたします。 
 事務局に説明を求めます。 
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(１)協議事項 
第１号議案 平成 27 年度 事業報告について 
 
事務局（室長） 
それでは議案の説明に入りますが、着座にて説明させていただきます。議案書の１ページをお

開きください。 
第１号議案 平成 27 年度 事業報告について、ご説明いたします。 
富士宮市地域公共交通活性化再生会議の開催内容となります。昨年度は、集合会議を４回、書

面会議を１回、計５回の会議を開催いたしました。 
第１回 再生会議といたしまして、開催日は平成 27 年 5 月 8 日、①平成 26 年度 事業報告及び

決算の承認、②平成 27 年度 事業計画及び予算の承認、③富士宮市公共交通 PDCA(事業評価)指
針に係る平成 27 年度の目標値設定について、以上３案を議案といたしました。 
第２回 再生会議といたしまして、平成 27 年 9 月 11 日に開催、①単独維持困難路線に係る申し

出について、②市営バス等の運行に係る申し出について、以上２案を議題といたしました。 
第３回 再生会議は、平成 27 年 11 月 20 日開催、協議事項はありませんでした。報告事項のみ

となり、宮バス乗車視察を実施いたしました。 
第４回 再生会議は、平成 28 年 1 月 15 日開催、①平成 28 年度 市営バス等の生活交通確保計

画案について、②平成 28 年度 市単独維補助路線の生活交通確保計画案について、③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、④平成 29･30･31 年度の収支改善計画案

について、⑤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、⑥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、以上６案を議案と

いたしました。 
書面決議といたしましては、平成 27 年 6 月 12 日から 6 月 22 日にかけて、生活交通確保維持

改善計画(案)の承認について、をご審議いただきました。 
 
 
第２号議案 平成 27 年度 収支決算について 
 
事務局（室長） 
 次に、第２号議案 平成 27 年度 収支決算書について、款･項･目とありますが、目に沿ってご

説明いたします。 
 収入の部をご覧ください。収入済額 345,237 円。これは市からの補助金です。雑入といたしま

して、収入済額 45 円。預金利息となります。収入合計 345,282 円となりました。 
次に、支出の部です。こちらも款･項･目とありますが、目を中心に説明させていただきます。

会議費、支出済額 311,698 円。主にこれは、委員報酬及び旅費等の支払いとなっております。事

務費といたしまして、支出済額 33,584 円。これは、消耗品費及び郵便料等となっております。

予備費につきましては、支出はございませんでした。支出済額といたしまして、345,282 円とな

りました。 
なお、当会議の合計はすべて市からの補助金で賄っていることから、実際に使った決算額に応

じて補助金の交付確定を受けるため、残金はすべて市に戻しており、収入支出差引額は毎年 0 円

となります。 
 以上で、第１号議案及び第２号議案の説明を終わります。 
 
議長 
事務局からの説明は終わりました。続きまして、監査報告を監事の望月委員からお願いいたし

ます。 
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望月利浩委員 
 平成 28 年 4 月 7 日に、私と土屋監事の２名で会計監査を行いましたので、ご報告いたします。

平成 27 年度の当会議における会計監査を実施した結果、関係帳簿及び証拠書類と照合し、相違

ないことを確認いたしました。 
 
議長 
 ありがとうございました。監査報告が終わりました。 

それでは、第１号議案及び第２号議案について、委員の皆様から何かご意見･ご質問等あればお

受けしたいと思います。いかがでしょうか。 
（なし） 

 無いようですので、お諮りいたします。はじめに、第１号議案 平成 27 年度 事業報告につい

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、原案のとおり承認いたします。 
続いて、第２号議案 平成 27 年度 収支決算について、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、原案のとおり承認いたします。ありがとうございました。 
 次に、第３号議案 平成 28 年度 事業計画(案)について及び第４号議案 平成 28 年度 収支予

算(案)につきましては、相互に関連がありますので一括して議題といたします。事務局に説明を

求めます。 
 
 
第３号議案 平成 28 年度 事業計画(案)について 
 
事務局（室長） 
 それでは、議案書の３ページをお開きください。第３号議案 平成 28 年度 事業計画(案)につ

いて、ご説明いたします。 
 
①地域公共交通確保維持改善事業(国庫補助事業)に係る生活確保維持改善計画の策定。 

これは、第１号議案の書面決議のところでご説明いたしましたが、宮バスの東南循環及び北循

環の国庫補助事業を受けるため、毎年策定しているものでございます。 
 

②平成 28 年度 PDCA 事業評価。 
平成 28 年 4 月から 7 月末までの収支率及び利用者数達成率を基に利用者満足度、100 円サー

ビス券の利用評価等を加味して、平成 28 年度の事業評価を実施するものでございます。 
スケジュールにつきましては、記載のとおりとなっておりますので、ご確認ください。 
 
③富士宮市第２次地域公共交通総合連携計画に基づく事業の評価 

現在、市の公共交通に関する事業については、平成 26 年 2 月に策定いたしました、第２次地

域公共交通総合連携計画に基づいて実施しておりますが、本会議は事業内容について調査分析し、

また市に提言していただくという位置づけになっております。 
このことから、主に(ア)～(エ)までの事業等について評価を行います。 
 
④静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討 
 これは、バス路線の新設･退出に係る検討･協議、生活交通確保計画の策定及び変更等です。 
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⑤富士宮市地域公共交通網形成計画の策定に係る協議 
 富士宮市第２次地域公共交通総合連携計画が、平成 29 年度までの計画となっております。 
計画の根拠法である、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部が改正され、「まちづく

りとの連携」や「地域全体を見渡した面的な公共ネットワークの再構築」という内容が追加され

ております。 
 このため、平成 28 年度から２ヶ年をかけて平成 29 年度末までに平成 30 年度からの計画とし

て、富士宮市地域公共交通網形成計画を策定するものでございます。平成 28 年度は、策定方法･

スケジュール等について協議を行う予定です。今までの計画に、都市計画等が入り策定されるも

のでございます。 
 
⑥会議日程 
 本年度の会議の大まかな日程となります。本年も、集合会議を年４回予定しております。開催

通知は会議の約１ヶ月前を目安に、各委員様宛に郵送でお知らせいたします。この他、書面によ

る会議につきましても例年同様となる予定でございます。 
 
 
第４号議案 平成 28 年度 収支予算書(案)について 
 
事務局（室長） 
 続きまして、議案書４ページをお開きください。第４号議案 平成 28 年度 収支予算書(案)に
ついて、ご説明いたします。第２号議案と同様、目に沿って説明させていただきます。 
 収入の部、補助金 480,000 円。これは市からの補助金です。雑入 1,000 円、預金利息を認めて

おります。収入合計といたしましては、481,000 円となっております。 
 次に、支出の部です。会議費 433,000 円。これは、委員報酬及び旅費となっております。事務

費 47,000 円。消耗品費･郵便料等となっております。予備費といたしまして、1,000 円を計上い

たしております。支出合計 481,000 円となり、収入合計額と同額となっております。昨年度の予

算額 481,000 円でしたので、本年度同額となります。 
 なお、各款･項･目間の流用を認めるものといたします。 
 以上で、第３号議案及び第４号議案の説明を終わります。 
 
議長 
 事務局からの説明は終わりました。第３号議案及び第４号議案について、委員の皆様から何か

ご意見･ご質問等あればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 
 
藤井敬宏委員 
 ３ページの③ですが、事業評価(ア)～(エ)について、具体的にどのような評価をされるのか教え

ていただけますか。 
 
事務局（竹川） 
 (ア) こちらは PDCA の評価に基づいて、結果において、時刻表の改正や目標の見直し、要望

に応じてバス停等の検討させていただきます。 
(イ) 利用促進については、毎年行っております「のりもの祭」や「のりもの教室」のアンケー

ト結果報告をさせていただいております。 
(ウ) バス停オーナー制度については、今のところ昨年度と変わりませんが、沿線地域に事業者

さんが増えれば、お話をさせていただいたり、また、適正な制度となっているか、料金等の見直

しをしたりと考えております。 
(エ) サポーター制度についても、利用がどの位か見させていただきたいと思っております。 
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藤井敬宏委員 
 「制度」と書かれていますが、制度の見直しまで含めた評価をされていくのかどうかというこ

とです。というのは、前回 1 月に行われた時に私は欠席したので議事録だけ見させていただきま

したが、富士宮の場合、「バス停オーナー制度」は全国的に見てもかなり特殊な、交通維持を図る

ための大きなキーとなっています。そういったところが、路線的な対応の中で、バス停オーナー

制度が成り立ちやすい地域と成り立ちにくい地域が少しずつ出てきています。そういった中で、

今、「費用」というお話もございましたが、制度自体をどう継続していくかといったところまで具

体的に評価していきながら、制度の改革を図っていこうと思われているのか、そこまで踏み込ん

で検討するのかというところをご質問したかったということです。 
あるいは、(ア)・(イ)は前年度比といった形で、実際に「のりもの教室」に参加した人数といっ

たところの中で基本的に評価していくのだろうと思っておりますが、(ア)については、市民から

の要望等に対して事業そのものをどう評価するか、といった具体的なところが見えなかったので

ご質問させていただきました。 
実際には、そういったところを検討する時に、私も関われるところがあれば力を貸していきた

いと思います。事業の計画そのものは問題ありませんが、具体的な中身についてもう少しさらに

進めていかなければと思います。 
 
議長 
 実際に去年行ってみて、何か問題点や変更したい点等はありますか。 
 議会でも路線を増やしてほしい等、市民の要望がよく出てきます。しかし、実際にバスを１台

増やすことは、人員が増えるよりも経費がかかります。経費の問題と利用者の問題を、どこでバ

ランスをとるのか。議会での意見として、「バスの本数が多ければもっと利用するのに。」という

意見が出てきます。当然、それを増やせば密度が薄くなってしまうので、そこがいつも要望に応

えきれない点の１つです。宮タクについても同じです。乗車人数の比率を 2.0 以上に持っていき

たいですが、本数を増やすと 1.○○となり、普通のタクシーと変わらなくなります。需要と供給

の関係をどうとるのかが難しいなと感じます。市民の皆さんに取り分けどういう風に広めていく

か、いつも課題となります。 
 「のりもの祭」の去年の参加人数について記録はありますか。予想よりかなり多かったか、少

なかったか。 
 
事務局（竹川） 
 資料が手元に無いので具体的な数字はわかりませんが、宮バスの乗車体験ということで、動か

すことはできませんが、展示させていただいて、そこに乗車して写真を撮ってカレンダーにして

プレゼントさせていただいております。かなり好評を得ておりまして、毎年度 500～600 人位の

方々へ作成しております。また、「のりものゲーム」等も行っており、かなりの方々に立ち寄って

いただいております。 
 
議長 
 子供さんが喜んで写真を撮ったりしていたのを、去年見て感じました。 
 
事務局（竹川） 
 毎年楽しみにして来られている方もいらっしゃいます。 
 
議長 
 あと、バス停オーナーの状況についてどうですか。 
 
事務局（室長） 
 バス停オーナーにつきましては、平成 27 年度の実績でバス停が 79 基、720 万円程の収入があ
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ります。これは宮バスを運営していくにあたり、かなり大きな部分です。昨年度は辞退する方は

おりませんでしたが、今後もこちらから資料提供等を行い、情報提供する中でご理解をいただき、

また新規に増える部分についてはお声掛けをしていきたいと思います。 
 
議長 
 この会の予算ではなく、市の方ですね。 
 
事務局（室長） 
 一般会計になります。 
 
議長 
 全体経費はいくつでしたか。 
 
事務局（室長） 
 約 3,000 万円位です。 
 
藤井敬宏委員 
 具体的なものではなく、進めることに関しては全く問題ありませんが、制度の改革まで含めて

やるのか、そういったところも視野に入れて、富士宮にとって大事な制度だと思いますので、そ

れをきちんと運営できるような仕組みに、PDCA という形で基本的に事業評価をするんだという

ことであれば、それを次に繋げるために制度改革が必要なものなのかどうか、そういった判断を

各年度ごとに確認をしていくようなことを検討されていくとよろしいかなと思います。 
 
議長 
 今の意見を念頭に置いて、検討をよろしくお願いします。 
 その他いかがでしょうか。 
 （なし） 
 それでは、その他ご意見ないようでございますので、お諮りをいたします。第３号議案 平成

28 年度 事業計画(案)について、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、原案のとおり承認されました。 
 続きまして、第４号議案 平成 28 年度 収支予算(案)について、お諮りをいたします。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ので、原案のとおり承認されました。 
 次に、第５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を議題といたし

ます。事務局に説明を求めます。 
 
 
第５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 
 
事務局（室長） 
 それでは、議案書の５ページをお開きください。第５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、ご説明いたします。 
 改正内容といたしましては、6～10 ページに記載しております(案)のとおりでございます。施

行日といたしましては、「平成 28 年 5 月 20 日」。この会議で承認されれば施行していきたいと考

えております。 
 詳しく記載しておりますのは抜粋した資料でございますが、お手元の追加資料といたしまして、
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「富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約 新旧対照表」というものがございます。そちらを使

って説明していきたいと思います。 
 第１条、変更前「事務局を富士宮市総務部市民生活課交通対策室内に置く。」から、平成 28 年

4 月に市の機構改革がありまして、総務部から市民部へ変わったことにより、改正後「事務局を

富士宮市市民部市民生活課交通対策室内に置く。」へ変更となります。 
 第２条、変更前「富士宮市地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関

する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整」から、改正後「富士宮市地域公共交通網形成計画

（以下「網形成計画」という。）の作成に関する協議及び富士宮市地域公共交通総合連携計画（以

下「連携計画」という。）の実施に係る連絡調整」 へ変更となります。 
 平成 28 年度から２年、網形成計画の策定を検討しております。その間、平成 28･29 年度につ

きましては、現在の計画である連携計画が動いておりますので、この実施に係るものについては

継続していく、という内容になっております。 
 第３条(3)、変更前「連携計画の策定及び変更」から、第２条に関連し、改正後「網形成計画の

策定及び連携計画の変更」へ変更となります。 
 第 10 条(4)、変更前「連携計画の作成」から、改正後「網形成計画の作成」へ変更となります。 
 附則としまして、「附則 この規約は、平成 28 年 5 月 20 日から施行する。」と追加します。 
 以上となります。よろしくお願いします。 
 
議長 
 事務局からの説明は終わりました。第５号議案につきまして、何かご意見・ご質問等あればお

受けしたいと思います。 
 
藤井敬宏委員 
 規約の内容に関してではなく、その前段の話でお伺いしたいのですが、網形成計画を作るにあ

たり色々な自治体で取り組まれていますが、そのアプローチの仕方として、今回 富士宮のご提案

のように網形成計画を単独で作る場合と、今 国で進められている「立地適正化計画」というもの

がございます。これは都市計画畑のものですが、コンパクトシティ･プラス･ネットワークという

考え方、それに基づいてその計画を作った後にその計画を実現するために網形成計画を組み合わ

せる、というタイプもございます。もう一つは、「同時連動型立区」庁内全体で一気に動かしてし

まう、という３つがあります。 
富士宮の場合には、駅を中心として地形的に麓までという限定型になっているので、都市計画

畑の立地適正化計画は現段階では進行しない、あるいは計画を進めないという前提で網形成計画

を単独で進められているのか、その辺りを確認したいということです。 
以前、交通対策室が都市計画課にあった時は、都市計画全体で一体型で兼附が出来ていました

が、市民生活課として市民の足を確保するという観点になると、都市計画的な要素の中でどうし

ても市民の足を確保するために広げる要素になってくるのが市民生活課のアプローチです。しか

し、都市計画はどちらかというと計画的に縮める考え方になってきますので、その辺のところが

立地適正化計画を持つとそれに結びつきをするには都市計画課を固めないといけないという風に

なってくるので、その辺の背景を少しご説明いただければ、そういうことは無しで網形成計画で

基本連携計画の推進するための位置づけとして網形成計画を動かすんだということであれば、そ

れはそれで結構かと思いますが、その辺を教えていただけますか。 
 
事務局（室長） 
 今考えていますのが、網形成計画を作るには国の意向ではコンパクトシティを活かすという 
内容が大きく謳われているかと思います。そういう中で、やはり富士宮市の立地条件としまして

は、駅周辺に公共施設等がかなり集約している、ということがございます。そのような条件もあ

り、今回の網形成計画につきましては、コンパクトシティを目指すというところは、今後２年あ

りますので、都市計画課とも調整を取りながら、その辺りをどういう風に考えていくのか、すり
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合わせをしながら進めていきたいと考えております。 
 
議長 
 実情をお話ししますと、都市計画を中心としたコンパクトシティ化をこの地域の中で目指して

それに交通網を合わせようというのは、現実的には行っていない。現に地域の方、芝川の方、要

するにそういう都市計画から外れた部分についての足をどう守るのかということ、宮バスの中で

カバーしきれないものを宮タクでどこまでやるのか、さらには福祉の分野とも絡んできまして、

色んな面で、市民生活課に持ってきたというのは計画上のプランニングセクションの問題ではな

く、実際的な市民の足をどう守るかということに重点を置いてずっとやってきたものですから、

今もちろん調整を取りますが、藤井先生がおっしゃったように当市は独自の考え方で、これは国

からこういう風にどうですかという方針だと思いますが、やはり富士宮市の今まで積み重ねてき

た色々な独自色に盛り込んだ網形成計画を考えていかなければならないかと思っております。 
 そうしませんと、中心市街地から、コンパクトシティ化から外れた地域は置き去りになりかね

ないということがございます。特に、南は山本地域から始まり、芝川地域、北部地域、そこが今

一番問題になっています。そこを基本に考えたいと思います。 
 その他いかがでしょうか。 
 （なし） 
 それではお諮りをいたします。第５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、原案のとおり承認いたします。 
 次に、第６号議案 富士宮市公共交通 PDCA(事業評価)指針に係る平成 28 年度の目標値設定に

ついてを議題といたします。 
 事務局に説明を求めます。 
 
 
第６号議案 富士宮市公共交通 PDCA(事業評価)指針に係る平成 28 年度の目標値設定について 
 
事務局（室長） 
 それでは５ページをご覧ください。 
 本年度の目標値につきましては、昨年度と同じ数値を目標に設定したいと考えております。 
 なお、新任の方もいらっしゃいますので、目標値についてご説明申し上げます。 

宮バスについては、路線ごとの１か月当たりの乗車人数を目標値としております。 
宮タクについては、エリアごとの１便当たりの乗車人数を目標値としております。宮タクの１

便当たりの乗車人数の平均を取り、全ての数字を足して各エリアの数字で割りますと、だいたい

1.87 人となります。 
 第６号議案の説明は以上となります。 
 
議長 
 第６号議案についての説明でございました。この件につきまして、ご意見･ご質問等ありました

らお受けしたいと思います。 
 
加藤正臣委員 
 お話いただいた目標値の設定という形で、後程 報告事項の方でご説明があるかと思いますが、

15 ページ以降に記載されている、中央循環の目標値 2,740 人。平成 27 年度の実績が合計で 3,000
人以上の利用が毎月あったということでよろしいですよね。 
 
事務局（室長） 
 その通りでございます。 
 



10 
 

加藤正臣委員 
 中央循環は実績よりも目標値がかなり低いような感じであるのに対して、17 ページの宮５にな

ると実績値よりかなり上に設定されているところもあります。この目標値の設定は昨年度と同じ

というお話でしたが、どういう考えで設定されているのでしょうか。 
 
事務局（竹川） 
 実は、当初から目標値は変更しておりません。あまり変えてしまうと何が目標かわからなくな

ってしまうということがありまして、今のところ変更しておりませんが、運行経費に対して収入

はどの位かということで、１か月当たりの乗車人数がこの位達していれば良いのではないかとい

うことを目標にして決めております。 
宮バスも浸透してきまして伸びておりますので、目標値には近づいてきているものもあります

が、達しないところもあります。基準の明確化を図るため、変更はさせていただいておりません。

北循環もかなり超えていますが、10 月から改変したことでまだ安定的とは言えません。たまたま

去年は実績が良かったりしている可能性もありますので、少し様子を見させていただきたいと思

います。 
 
議長 
 後でその辺りの考え方も、報告事項の中で実績を述べて、なぜここが減ってこちらが増えたの

か考えられる原因等についても説明してください。 
 
事務局（室長） 
 はい。 
 
議長 
 その他いかがでしょうか。 
 
佐藤捷世委員 
 宮バスの稲子線について、芝川コースで４路線あるところをバス１台で運行されているため、

１日の運行回数が限定されてしまっています。しかも、現在は中学校への通学バスとして、この

２～３年は上稲子から芝川中学校へ通う生徒さんが居なかったため、それ程問題にはなりません

でしたが、平成 29 年度以降、定住者のお子さんが入ってこられて、中学校へ順次１名ずつ増え

てきます。そうすると、今 始発のバスが６時のため、学校に７時前に到着してしまいます。これ

以降ですと、次は８時台のため大幅な遅刻になってしまいます。そうすると、朝１時間半程 学校

に居なければいけない状況が起きてしまいます。来年は１人ですが、年々増えてくるため、これ

は大きな問題になってきます。 
しかしながら、１台のバスで運行するとなると、非常に限定的なことがあり、学生だけでなく

通勤している人も居ますし、そういった意味で非常に難しいところではあります。今、地域で考

えていることは、バスをもう１台増やすことは非常に難しい話の中で、現実的に対応できる案と

しては、片道を自転車で通い、帰りはバスに自転車を乗せられれば、その辺りの時間調整ができ

る可能性があります。実際に 7 時 20 分位の稲子駅からの電車に乗ると、学校での待機時間も短

くなるということが現実的にあります。 
宮バスに自転車を乗せることが可能かという面も含めて、この１年間をかけてもらえれば、そ

の辺が解決すれば、もう少し運行ダイヤを考えられる可能性かあるかもしれませんが、それが無

いとなると非常にこの１～２年程バスのダイヤについては充分色々と検討されているので、これ

以上の案がなかなか出てこないかと思いますが、現実に来年からそういった問題がたくさん出て

くるので、その辺を検討していただければ良いかと思います。 
 
議長 
 事務局、今のことについてどうですか。 
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事務局（室長） 
 おっしゃる通り、稲子線につきましては、朝 常時使われている方がいらっしゃるので、時間を

変えることは難しいと考えています。また、提案していただいた、宮バスに自転車を乗せること

が可能かということは私共の方ではわかりませんので、富士急さんに伺いたいと思います。 
 
佐野智昭委員 
 これは弊社の方でも検討させていただく案件になると思いますし、他県の例でも自転車を積載

して、または外に吊るしてという事例もあります。そういった面も含めまして今日は支局の方も

いらっしゃっておりますので、今後その辺りも打ち合わせをしながら、その様な積載した状態で

どのような運行が可能かということを模索していく方がよろしいかと思います。 
 
議長 
 では、これは課題として。色々な問題はあると思いますが、検討をお願いしたいと思います。 
 その他いかがでしょうか。 
 （なし） 
 それでは、第６号議案については、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、原案のとおり承認いたします。 
 以上で議決議件についてはすべて決定をいただきました。 
 
 
(２)報告事項 
① 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 
 
議長 
 次に、報告事項を議題といたします。 
 報告事項① 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、事務局に説明を

求めます。 
 
事務局（室長） 
 それでは、11 ページの資料２をご覧ください。改正箇所のみ説明をいたします。 
 第３条第２項ですが、市民生活課が総務部から市民部へ所管が変わったことに伴う改正でござ

います。改正後「2.事務局長は、市民部市民生活課長をもって充てる。 3.事務局員は、市民部

市民生活課交通対策室の職員をもって充てる。」となります。 
 12 ページをご覧ください。附則でございますが、「この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行

する。」ということで、これにつきましては、機構改革が平成 28 年 4 月 1 日から行われています

ので、それに伴う変更となります。 
 以上です。 
 
議長 
 報告事項でございますが、何かご質問等ございますか。 
 （なし） 
 こちらは機構改革に伴う変更ということで、ご理解をお願いいたします。 
 次に、報告事項② 平成 27 年度 市営公共交通の運行実績について、事務局に説明を求めます。 
 
 
② 平成 27 年度 市営公共交通の運行実績について 
 
事務局（室長） 
 それでは、平成 27 年度の宮バス･宮タクの実績報告について説明いたします。13 ページの資料

３をご覧ください。 
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 １ページ開いて、14 ページの目次をご覧ください。この資料は、15～18 ページまでが宮バス、

19～24 ページまでが宮タクの実績となっております。 
 では、15 ページをご覧ください。はじめに、宮バスでございます。全体の表は、宮バスの全路

線を合計したものになります。 
 まず、「利用者数」ですが、富士宮地域の中央循環は－1,335 人、東南･北循環の２路線は対前

年比プラスとなっています。順調に推移していると考えております。特に、北循環の利用者が

4,428 人伸びております。原因としましては、中央循環の利用者が北循環へ移動しているのでは

ないかと、バス事業者の方から伺っております。芝川地域でございますが、対前年比＋414 人と

なり、利用者数合計は 21,000 人を超えていることから、ほぼ横ばい状態ではないかと考えてお

ります。 
 次に、「利用者数達成率」でございますが、年間合計では平成 26 年度の 107.4％から 113％に

なり、目標を達成しております。目標値に達成していない月であっても、おおむね 90％を超えて

いる状況となっております。 
 続きまして、「収入合計」でございますが、対前年比プラスとなっており、順調に推移している

のではないかと考えております。イオンの 100 円サービス券につきましては、商品を 1,000 円以

上 2,000 未満の購入で 100 円券１枚、2,000 以上の購入で上限 200 円ということで 100 円券２枚

をイオンさんの方から交付していただいております。これにつきましては、平成 27 年度実績と

しましても 911,000 円とかなり大きなウエイトを占めております。 
 続きまして、「高齢者免許返納支援券」でございますが、満 65 歳以上の方で運転免許を返納さ

れた方に対して宮バス･宮タクで利用できる 5,000 円分の補助券を１回限り交付しております。前

前年度比がプラスとなっており、これについても順調に推移しております。 
 一方、平成 26 年度から実施したサポーターサービス券は、区や団体等の登録団体で購入した

場合、100 円券 12 枚綴りを 1,000 円で販売しております。運行の収入につきましては、かなり

低くなっております。現在の登録団体は、１団体(上稲子区)で１回の購入があり、３セット販売

して 35 枚分の利用となっております。 
 続きまして、各路線ごとに説明して参ります。 
 「宮１･２中央循環」、先程申しましたように、利用者合計･運賃収入は減少傾向となっておりま

す。 
しかし、下表の利用者達成率のグラフからわかるように、目標値は上回っております。 
 次に 16 ページをご覧ください。宮３･４東南循環となります。 

「宮３東南循環(東循環)」ですが、利用者合計 539 人増となりました。 
「宮４東南循環(南循環)」は、利用者合計 345 人増となり、順調に利用されているのではない

かと考えております。 
下表の利用者数達成率のグラフでございますが、南循環よりも東循環の方が達成率が高くなっ

ております。 
 続きまして 17 ページ、「宮５北循環」でございます。北循環は北･西･東の３コースに分かれて

おります。３コースの利用者合計･利用者達成率･運賃収入は順調に増加しております。下表の利

用者達成率のグラフでございますが、北コースの低迷と東コースの高い達成率が見て取れるかと

思います。 
 次に 18 ページ、芝川地域の路線となっております。 
 まず「宮 11 芝富線」でございます。利用者合計 262 人減となっております。利用者達成率は

ほぼ微減となっております。 
 次に「宮 12 稲子線」でございます。利用者合計･利用者達成率は順調に増加しております。 
 次に「宮 13 香葉台線」でございます。利用者合計･利用者達成率は増加傾向となっております。 
 次に「宮 14 稗久保線」でございます。利用者合計･利用者達成率は増加しておりますが、富士

宮駅南口行きは 159 人減となっております。 
 利用者達成率のグラフでございますが、各月とも路線の差異はありませんが、唯一 8 月の芝富

線が大きく落ち込んでおります。これは学校に通う生徒さんが夏休みで利用が落ち込んでいると

考えております。 
 次に 19 ページ、宮タクの報告に移ります。全エリアの合計となります。 
比較の行を見ますと、輸送人数･平均乗車人数は微減となっておりますが、その他の項目では増加
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を示しております。その下の表は一便当たりの平均乗車人数ですが、各月とも２人には達するこ

とができませんでした。 
 しかし、先程ご承認いただきました第６号議案、宮タク全エリアの目標設定値の合計を足して

９エリアで割り、平均を計算しますと 1.87 人と説明させていただきましたが、平成 27 年度の平

均乗車人数は 1.69 人で、残念ながら１年を通して達成できませんでした。 
 次に 20 ページをお開きください。「山宮エリア」の利用状況でございます。前年度と比較しま

しても、ほぼ横ばいの状況でございました。 
 次に、その下の表「山本エリア」です。ほぼすべての項目がマイナスとなっております。これ

に関しては、事業者さんからは「常連で利用されていた方が亡くなったため減ってしまった」と

いう報告を受けております。 
 次に 21 ページをご覧ください。「安居山エリア」でございます。ここはすべての項目がマイナ

スとなっております。 
 次に「上野エリア」でございます。このエリアでも、すべての項目がマイナスとなっておりま

す。 
 22 ページをお開きください。「南部エリア」についても、すべての項目がマイナスとなってお

ります。 
 次に「富士根エリア」です。運行台数をはじめ、輸送人数等は増加傾向にあります。 
 23 ページをご覧ください。「北山エリア」ですが、こちらについても運行台数をはじめ輸送人

数も増加となっております。 
 次に「北部エリア」でございますが、こちらはすべての項目がマイナスとなっております。 
 24 ページをお開きください。「内房エリア」でございます。ここも平均乗車率がやや減少しま

したが、他の項目は増加していることから、順調に運用されているのではないかと考えておりま

す。 
 以上で、平成 27 年度の実績報告を終わります。 
 
議長 
 報告が終わりました。ご意見･ご質問等お受けしたいと思います。 
その前に、先程説明した中で、中央循環と北循環との関係の原因について、皆さんに説明してい

ただけますか。 
 
事務局（室長） 
 それでは 15 ページをご覧ください。全体の表を見ていただきまして、中央循環が平成 27 年度

実績 42,056 人、平成 26 年度実績 43,391 人で－1,335 人となっております。その二つ隣に北循環

の数字がございますが、これにつきましては平成 27 年度 15,082 人、平成 26 年度 10,654 人で

4,428 人伸びております。この原因としましては、先程申しましたように中央循環の利用者が北

循環へ流れているのではないかという事業者さんからのご意見と、今考えますに、北循環を利用

し始めて段々定着してきて、利用者が「この時間にはこのバスが来る」という認識が広がって増

えてきたのではないかと考えております。それにつきましても、4,400 人から 1,300 人を引きま

すと約 3,000 人位が増えたということで、大変良いことだと思います。 
 
議長 
 特にダイヤを変えた、コースを変えたということはなかったですか。 
 
事務局（室長） 
 なかったです。 
 
議長 
 皆さん、そこのところを知りたいかと思いますが。 
 
事務局（室長） 
 もし、富士急さんの方でその辺の雰囲気を言っていただければ。
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佐野智昭委員 
 お手元で宮バスの地図をご覧いただきたいのですが、今、お客様が中央循環から流れたという

お話がありましたが、私共の方の分析で言いますと、中央循環は市内をぐるぐる回っている宮バ

スの一番中心線となっております。一番多く利用されるお客様は、福祉会館から富士宮駅までの

ルートの中の途中で乗り降りされる方となります。その中でも特に、富士宮駅まで行かれる方の

中で、福祉会館の近くには富士宮西高校がございまして、そこの生徒さんが今まで宮バスの中央

循環で富士宮駅の方まで学校帰りのみ使っていらっしゃいましたが、ちょうどいい時間に北循環

(西コース)には、ほぼ直行で富士宮駅の方へ行くルートがあります。そちらの方がやっぱり便利

だということで、乗務員の方からも「学生の回数券の着札率が中央循環よりも北循環の方が出て

きている。」という面から見ても、やはり利用客が学生さん自体は北循環の方へ移行しているとい

うこと。 
もう一つは、乗務員からの聞き取りですが、やはり中央循環を利用されていたお客様が、先程

室長もおっしゃられたように、「少し歩いてこっちのバス停を使えばこっちの方が早い。」という

ような部分が、朝日町の交差点辺りで見受けることがあるそうで、その辺を上手く利用されてい

る方が、路線バスから移行しているのではなく、宮バスから宮バスへ、便利な方へ時間に合った

方へ移行しているということが、聞き取りと回数券着札実態が見受けられますので、そのような

形で先日室長の方へお話いたしました。 
 
議長 
 ありがとうございました。色々便利さが段々知れ渡ってくれば、ということですね。 
 その他にいかがでしょうか。この中で気づいたこと等あれば、課題になったことがたくさんあ

るように思いますが。 
 
藤井敬宏委員 
 特に宮タクの方ですが、先程 目標値といったところの質問の中でありましたが、宮バス･宮タ

ク共に PDCA という形で取り組まれていて、特にその前年度目標に対して達成できたかどうかを

A･B･C･D･E に分けて、D･E 評価に関しては単年度ではなく、改善をして、それが複数年続いた

ら改善プラス今度は廃止まで検討しようか、といったような基準が制定されていた。それ故に、

目標値をあまりぐらぐら変えていくと、その PDCA が基本的にチェック機能を果たさないという

ことで、「本来の目標値」と先程 説明があったところは、いじらずに継続的に評価をしていく、

というスタンスをとっていたはずです。その中で、宮タクの場合には、通常 先程 説明がありま

した 1.92 人といった対前年で見ると、利用率があったのが 1.69 人と減ったといったところで、

この場合には、単純に数値が減ったというところで、さあ PDCA のチェックになるかというと、

そうはならないと思います。宮タクの場合には、確か、エリア運行の仕方を変えていたと思いま

す。それは地元の方で中心市街地といったところを飛び越えて、ある意味 駅の方までという形で

組んでいたものを、途中下車であるとか、方面別といったような、少し組み合わせ対応ができる

ことを地域ニーズとして臨んだということで、エリア運用の仕方を少し変えたんだと思うんです

が、そういった効果が表れているのかいないのか、といったところまできちんと評価していかな

いと、逆にそういう方たちの利用に特化してしまったことによって、本来のところが活用できな

い。おそらく宮タクの場合、そういうことは無いとは思うんですが、いずれにしても、どういう

利用パターンになったのかということは検討していかないと、次の手立てが受けにくいというこ

とがありますので、実際の行き先、初地域先のところのデータはタクシーさんの方で持たれてい

ると思うので、そこの分析をして、当初のエリアを拡大したものがどう機能したのかどうかをき

ちんと検証していただきたい、これは要望です。 
 もう一つは、先程 宮タクというのもかなり高齢者の方が居てというのは、毎年議題になってい

くところで、利用者がお亡くなりになると残念ながらガクッと減ってしまうことはやむを得ない

話ですが、その中で新規登録といったところに関して、継続的に PR なり、登録者数そのものが

拡大してきているような動きがあるのかどうか、地元の方にそういった取り組みを事務局として

どう成されてきたのか、その辺について何か実績があれば教えていただければと思います。 
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事務局（竹川） 

 先生がおっしゃられたように、宮タクというのは高齢者の方が中心となって使われていますの

で、前に使っていた方がお亡くなりになったりすると、事業者報告の中でも「ほぼ毎日使われて

いた方がお亡くなりになって、利用者が減少していく。」とよく聞きます。そういった状況で、毎

年減ったり増えたりということもあります。新規の開拓をしたいということで、事業者さんの方

へもお願いをしております。 
また、寄り合い処のようなところへ入らせていただければということで、去年、あまり公共交

通がないところで北部等へ入らせていただきました。説明をさせていただいたところ、そこの地

域の中で生活が完結する部分があるため、反応が薄い部分がありましたが、また地元のそういっ

たところへ入って説明をさせていただいて、利用していただければ良いかと思っております。 
 
藤井敬宏委員 
 できれば、どうしても対象がかなり高齢者の方々が中心になるのはやむを得ないことで、逆に

そういったところにターゲットを当てて移動になっているので、本来の目的に合致しているとこ

ろもありますが、新規登録者が毎年どう推移しているかということは常にチェックしておかない

と、せっかく良いことをやったとしても、母数がなくなって消えてしまっては PDCA は全く機能

しなくなります。 
確か、以前はかなり全地域に渡って PR 活動をされていた記憶がありますので、そういう活動

を継続されながら、新規登録者がどの地区でどれ位いたのか、また、現状の登録者数がどれ位で

実際の利用率がどの程度かということは、常にデータとして持たれている方が、こういった継続

的に行っていく場合に非常に大事になりますので、その辺りを事務局の方で整理していただけれ

ばと思います。 
 
議長 
 事務局、今の先生からのお話で、「お亡くなりになる方は仕方ないですが、高齢化の下からも上

がってくるはずですから、そこをしっかりと把握してデータとして比較するように。」ということ

でございます。 
 はい、高山さん、どうぞ。 
 
高山あさ江委員 
 私たちの地域では、宮タクを当初から利用している方にとっては、大変重宝させていただいて、

率としてはとても良かったです。私は寄り合い処をやっておりますが、その方たち 10 人位は常

にお買い物をしていました。ところが、その方たちが全員行かなくなりました。使わなくなった

ということは、やはり７年経てば年を取ってしまうということ。 
また、料金が 100 円上がったことがかなり響いていて、奥の方の人は、私の家の入口からイオ

ンへ行く位奥へ入って行っても料金が同じということがあり、「今度は高くなったね。」という声

があります。そういうことも影響しているかは、アンケートを取ったわけではないのでわかりま

せんが、その次の世代で利用しようかなという人は、イオンを目標にして行きますが、歩いて行

きます。イオンやデイズ等、その程度の距離ですと「足の運動だからちょうどいい。」ということ

ですが、帰りは荷物があるので、帰りだけは利用すると思います。 
そのような事情がじわじわ重なって、慣れてきますと近くのセブンイレブンで取りあえずは間

に合わせる方もかなりいます。高齢になるとセブンイレブンまで歩く位がちょうどいい、という

状況が出てきました。散歩にはちょうどいい距離です。お勤めしている二世帯住宅の人たちは、

「帰りに街で一週間分位買ってくるので、補足分だけセブンイレブンでいい。」といった考え方に

なってきています。 
 そこにきて、当初 400 円で安くて良いという記憶がありましたが、500 円に上がり、たった 100
円でも違うかなと思います。個々に聞いても「高くなったね。」という声を聞きます。 
 その辺りがネックかと思っていますが、いかがでしょうか。 
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議長 
 事務局もそのことを頭に入れておいて、フォローアップをお願いします。 
確かに、コンビニも増えましたね。ものすごく増えたので、確かにそうなのかなと思います。 
 
高山あさ江委員 
 農民市場のように、農家の方が野菜を置いてあって、そこでちょっとしたものを買うことがで

きる、農家の方も多少のお金が入るため、それがますます人気が出てきています。私が知ってい

るところで二か所あります。一か所は宮タクができる前からやっていて、最近もう一か所できて、

採りたての野菜を売っています。野菜はかなり重宝しますし、何か足りないものというと日持ち

のするもの、調味料等をセブンイレブンで買うという感じがあります。 
 
議長 
 ありがとうございました。 
 
土屋善江委員 
 今、要するに高齢者を主体に運動をすることと、もう一つは、今の 60～70 代の人が、こうい

う制度があって使えることを頭の中に入れておいて、実際に自分が今 運転をしていても、できな

くなった時にどういう風にして利用していくかというところで、私たちの方で女性学級があるの

で、そこには 60～80 代の方がいます。そういうところへもう少し周知徹底していくということ

で、8 月に宮バス･宮タク制度、マイナンバーも含めて、実際に市民生活における身近な問題とし

て説明をしていただくようにお願いをしました。 
 確かに、実際は高齢者が主要ですが、やはりその一歩手前の年代の人たちにもこういうことを

周知徹底して、自分の家に高齢者が居たり、周りにこういったものを使った方がいいのではない

かという方が居たら、その勉強をして皆さんにお伝えする役目もあるかと思います。なかなかい

い制度があっても、周知徹底しないと宝の持ち腐れになってしまいます。確かに、富士宮は先駆

けでこの宮バス・宮タク制度に取り組んだのですが、今ではテレビや新聞で他市が積極的にこれ

を取り入れてやっております。反対に、先駆けて取り組んだ私たちが、他の地域で色々考えて「こ

れはいいな。」という案がありましたら、それを取り入れたら良いかと思います。 
 
議長 
 事務局、今の意見を受けて、啓発等にも力を入れてください。 
 その他よろしいですか。 
 （なし） 
 それでは、次に報告事項③ 宮バスのバス停新設及び名称変更について、事務局に説明を求めま

す。 
 
 
③ 宮バスのバス停新設及び名称変更について 
 
事務局（室長） 
 それでは、お手元にございます「富士宮市営バス 宮バスのご案内」をご覧ください。これに

つきましては、時刻表及び路線マップとしまして、平成 28 年 5 月 1 日からのものを記載してお

ります。ダイヤについては変更ありません。 
昨年との変更点として、後程ご説明申し上げますが、宮 14 稗久保線に「栗木沢」が新設とな

りました。 
 また、時刻表を開いて、路線マップをご覧ください。富士急静岡バス様、山交タウンコーチ様

の路線を点線で表記しております。 
黒色の点線は、富士急静岡バス様で中央の幹となる路線。 
黄緑色の点線は、山交タウンコーチ様で、イオンから蒲原へ抜ける路線となっております。 
それに枝となるように、宮バスの路線があります。 
 さらに、路線マップの右側に、富士急静岡バス様、山交タウンコーチ様の QR コードを記載し
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ております。こちらを読み込んでいただくと、各会社のホームページに繋がり、時刻表を見るこ

とができます。 
 また、路線マップを縦から横に変更いたしました。 
 今後もより良いものを作って、色々見直していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 
議長 
 今のは、「報告事項④ 宮バス時刻表の変更について」も一緒に説明したということでよろしい

ですか。 
 
事務局（室長） 
 申し訳ございません。間違えて先に報告事項④を説明してしまったので、報告事項③･④を一緒

に説明させていただいてよろしいでしょうか。 
 
議長 
 どうぞ、もうだいぶ、皆さんそのつもりで聞いておりますので。 
 
事務局（室長） 
 申し訳ございません。それでは、この地図を使って説明した方がわかりやすいので、報告事項

③･④について説明させていただきます。 
 先程申し上げたとおり、新設としましては、宮 14 稗久保線「栗木沢」が、芝川会館から富士

宮駅南口へ向かう方にだけ設置となりました。 
 また、東南循環(南コース)にある「森岡内科医院」が「森岡内科クリニック」へ病院名を変更

したことによる名称変更となります。 
 申し訳ございませんでした。以上になります。 
 
議長 
 「栗木沢」が増えた理由は何ですか。 
 
事務局（室長） 
 「栗木沢」が増えた理由としましては、地区の方からバス停設置の要望がございました。そこ

で昨年検討いたしまして、ちょうどカーブとなる場所でございますが、広いのでバス停設置及び

バスを停めることができる場所がございました。富士宮方面に向かう路線についてはカーブの外

側で停められますが、芝川方面へ向かう路線についてはカーブで見にくいということがありまし

て、富士宮方面のみバス停を設置いたしまして、平成 28 年 5 月 1 日から運用を開始しておりま

す。 
 
議長 
 そうすると、一方通行でしか使えないということですか。 
 
事務局（室長） 
 そのとおりです。 
 
議長 
 「報告事項③･宮バスのバス停新設及び名称変更について」は、説明にありましたように、地元

の要望と病院名の変更。 
また、「報告事項④ 宮バスのご案内」は、新たに今まで出たご意見を入れて、宮バスだけでな

く、富士急静岡バス様、山交タウンコーチ様の路線も記載して見直しした、ということですね。 
 報告事項③･④について、何かご意見･ご質問等ありましたらお受けしたいと思います。 
 （なし） 
 それでは、以上で報告事項は終了といたします。 
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(３)その他 
 
議長 
 それでは最後に、全体として何かご意見･ご要望等ありましたらお受けしたいと思います。 
 
藤井敬宏委員 
 お願いを含めて３点ございます。 
 宮バスに搭載してあります、私どもの学生で「街づくり工房」という学生たちが入れた「宮 BAN」

についてです。本格運行になり、今６路線が運用されています。その中で、当初 宮 BAN という

のは、学生の思いとしましては、「情報案内板」という形の中で地域のかわら版という機能を持っ

てもらいたい、という目的がございました。 
実際に運用していく中で、今 情報案内板がどう活用されているかといったようなところを、学

生が今年度調査してみたいということです。 
実際には事務局の方としては、事務局の方からアナウンスすることも可能ですし、あるいは、

当初学生たちは地域の方たちが写真展であるとか色々なものの情報を、市を介して地域のかわら

版にするような機能があるということでご紹介させていただいていて、そういったような仕組み

が動いているのかどうか。あるいは、バスの運行案内の中にそういうこと自体を組み込むのが本

来は難しいのかどうか。あるいは、６路線といった線の運用の仕方・系統が違う中で、本来どう

いう機能を持たせながらやったらいいのかといったことを、利用者あるいは地域の住民の方々へ

のアンケート調査やヒアリング調査といったことで、学生がこちらに出向きまして、調査をしよ

うという風に今年度考えております。その中では、事務局の方にも「これまで宮バスにどういう

情報を搭載･掲載したのか」ということもヒアリングさせていただきたいと思います。ぜひご協力

いただきたいというのがお願いでございます。 
 おそらく 7～8 月中心に、夏休みを使った形の中で調査等をさせていただくようになるのでは

ないかと、今 準備しておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
 もう一つは、宮 BAN のメンテナンス系でございます。今、私ども「街づくり工房」の学生た

ちが提案した仕組みは、通常でいくとだいたい１オーダー違います。正規のバス情報案内板を設

置すると、約 1/8～1/10 位の金額で設定できる簡易型の仕組みとして、且つその日のうちに情報

を変更できるような、だからと言って私通の担保はしましょうといったレベルを維持しながらの

ものを作ろうと取り組んだものです。やはり、学生提案で取り組んだもので、市販されているも

のの仕組みを作っていったものですので、今現在は富士急静岡バス様の方にかなりメンテナンス

の方で、たとえば不具合が出た時の対応、こういったものをかなり依存しているところがござい

ます。そういったところで、今後の仕組みとして提案したところがございますので、なかなか富

士急静岡バス様の方で手は入れられない部分もあるということで、おそらく 1～2 年本格運行に

なってきて、これから宮 BAN という仕組みを継続的に少し入れていただいていく中では、継続

的にメンテナンスしていくようなことも考えないといけないだろうということで、先程、収支計

算のところでは今年度の方の足は出ていますので、来年度以降にどういう形で宮 BAN の維持･

保全･補修等の仕組みもできるようなことを、ぜひご一緒に検討させていただきたい。 
 大学としましては、研究スタンスで導入した際は大学費用負担という形で基本全部やってくれ

ます。実施機器だけは市の方でもってもらったんですが、維持･継続に関しては大学の研究室は使

えないので、実施母体のところでその部分をみてもらわなくてはなりません。 
 また、学生が取り組んでいるものですので、ある意味、維持･継続型で年１回すべての台数をチ

ェックするということを逆に続けていかないと、技術的なものが継続しないということもござい

ます。ソフト的な対応はいくらでもできますが、機器のところでかなりバスの特殊なところを組

んでいるものなので、その辺もぜひ今後相談させていただきたいと思います。 
 今現在は、富士急静岡バス様の運転整備士の方に全面的にご協力を得ている、ある意味、負担

をかけて維持していただいている部分がありますので、ぜひその辺は次年度以降、改善も含めて

ご検討いただければと思います。 
 もう一つは、宮 BAN の仕組みを入れて、今 富士急静岡バス様の観光バス仕様という形の中で、

「強力くん」といったところにも宮 BAN の仕組みを入れているんですが、その中で世界遺産を

巡るバスということで、当初の日常業務を含めた形ということで、公共交通単位でご紹介いただ
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いたところから、ある意味「観光特化型」という形で切り替わっていって、白糸の滝等の観光情

報を流す、それを日本語･英語･中国語という形の３カ国語アナウンス、これは大学に留学生がお

りますので、そういうことを活用して取り組んだものでございます。その中で、平成 28 年 2 月

から今現在、これも富士急静岡バス様にご協力いただいて、３カ国語のアンケート用紙をバスの

中で運転士さんに配布していただいて、利用実態の調査をしております。これについては、平成

28 年 12 月位に学生たちがまとめて外に発表しようと予定を組んでおります。また、公共交通会

議等でどういう形のものが取り組まれたのかご紹介していきたいと思っております。今 集計中の

ところでは、強力くんに乗る海外の方々の情報源はどこだったのかというと、かなり多くの方が

「新富士駅の観光協会･観光案内」。そこに降りて富士山等の観光地を見たいというと、強力くん

に乗るように案内され、富士市さんの方で対応していただいているということがございます。そ

ういったところで、富士宮の観光協会の名前は一切出てきません。そういった面では、富士宮と

しては、海外から来られた方たちをどういう形で受け入れてもてなすのかといったところも含め

て、情報発信をどうしたらいいかという意見が出てくると思いますので、そこは情報提供という

形でさせていただければと思います。 
 以上３点でございます。よろしくお願いいたします。 
 
議長 
 ありがとうございました。 
 いくつか予算に関わることもありましたが、また事務局の方で検討してみてください。 

確かに、市でやらなければならないことがあるように思いますが、学生さんたちには大変協力

していただいて、ようやくここまで来ました。 
 また、観光協会はまさにそのとおりです。実は、県事業として「世界遺産センター」の工事が

始まりました。大変芸術的なものですので、それだけでも見に来る。 
 さらに、市内のホテルも駅前に動きがありますが、意外と早いのがバックパッカー向けの簡易

のものがかなり計画にあります。今はもうネットの世界ですので、インターネットから配信する

ようになります。それは私の方から、観光協会へ話をしておきます。それを含めて、強力くんを

利用していただければありがたいと思います。 
 その他、皆さんの方から何かありますか。 
 （なし） 
 ありがとうございました。色々とご意見をいただきまして、また課題についてもご指摘をいた

だきました。本日の議事はすべ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。 
 
事務局（竹川） 
 委員の皆様、長時間に渡り議論いただきまして、どうも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いたします。平成 28 年度 第２回地域公共交通活性化再生会

議は、9 月後半頃での開催を予定しております。日付等確定しましたら、事前にご連絡をさせて

いただきますので、お忙しい中、大変恐縮ではございますがご出席をお願いいたします。 
 以上をもちまして、平成 28 年度 第１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。 
 どうもありがとうございました。 
 
 
 

以上 
１６時２０分 閉会 


