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《第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 28 年 9 月 14 日（水）14：30～ 

○会場  富士宮市役所 5 階 510 会議室 

○出席者 

委員 １3 人 

芦澤英治会長・佐野智昭委員・四條衍明委員・高山あさ江委員・篠原克敏委員・大内善久委員 

田所奈保子主事(林聖久委員代理)・鈴木成幸委員・佐藤捷世委員・土屋善江委員・清利夫委員 

望月康史都市計画課長（青木直己委員代理）・望月利浩委員 

 

事務局 ５人 

市民部長 大畑宏之・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 石川理絵  

 
事業者説明員３人 
富士急静岡バス 後藤・山交タウンコーチ 野口・木内 
 
合計 ２１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２８年度第２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 交通対策室の竹川と申します。よろしくお願いいたします。 
本日の会議は、協議事項１件、報告事項５件を予定しております。 
会議に入る前に、新たに委員になられた方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。 
富士宮市区長会の代表者として、富士宮市区長会副会長 大内善久 様でございます。 
よろしくお願いいたします。 
 
大内委員 
区長会の大内と申します。よろしくお願いいたします。 
 
事務局（竹川） 
それでは、会議へ入るにあたり、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（副市長） 

皆様、ご苦労様です。富士宮市副市長の芦澤でございます。 
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
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様にご出席いただいていますことを、ご報告いたします。 
では議事に入ります。はじめに、第１号議案 平成 28 年度公共交通 PDCA 評価の確定につい

て議題といたします。事務局に説明を求めます。 
 

 

(１)協議事項 

第１号議案「平成２８年度公共交通 PDCA 評価の確定について」 

 

事務局（佐野室長） 

交通対策室長の佐野でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただきま

す。 
（１）それでは、２ページをお開きください。 
 協議事項 第 1 号議案「平成２８年度公共交通ＰＤＣＡ評価の確定について」を説明します。 
資料１「平成 28 年度宮バス事業評価（４月から７月）」をご覧ください。宮バスと宮タク事業は、

富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針を基に２年に一度評価を行うこととなっています。 
本年度は本評価を行う年でありますことから、前回の本評価の年である平成２６年度評価と比較

して、報告をさせていただきます。内容は 4 月から 7 月までの 4 か月間の実績となっております。 
まずは、宮バスの評価についてご説明申し上げます。資料１をご覧ください。 
宮バス 
宮バス全体について説明します。表の右から５列目に平成２８年度評価、右から３列目に平成２

６年度評価があります。その列の一番下に、宮バスの総合評価があります。総合評価としては、

平成２６年度 C＋に対しまして、平成２８年度 B＋に改善しております。 
それでは、詳細について説明してまいります。資料の左上、本年度における宮バスの総事業費

は 56,844,300 円で、全路線の実車走行距離は、218，156.0 ㎞の予定でございます。 
これに対し県補助金が 6,801,000 円、国庫補助金が 10,112,000 円の収入を見込み、評価をしてお

ります。 
 

各路線の評価の見方を、中央循環の行を使ってご説明します。左から２つ目、年間実車走行距

離は、７８，４０８ｋｍ、年間路線事業費 20,430,554 円は、総事業費を各路線の年間実車走行

距離で按分し、振り分けたものでございます。次に、路線事業費として 6,810,185 円は、年間路

線事業費のうち 4 か月間でかかった経費を算出し、運賃収入は、2,447,976 円、国と県の補助金

の４月分の予定額を 2,026,248 円、バス停オーナー収入が 1,320,000 円で、収入合計が 5,794,224
円となりました。これらから路線事業費に対する収入合計の割合、収支率を計算すると 85％とな

り、宮バス収支目標の 50％を大幅にクリアし、下の表にありますように 85%以上は、収支評価

点 5 点であることから 5 点を獲得しました。 
 
次に、利用者数の評価ですが、この4か月での利用者数は13,365人あり、利用者目標値の 10,960

人を達成し、人数達成率も 122%となりましたので、下の表にありますように 110％以上 159％
以下は、人数評価点 4 点であることから 4 点を獲得しました。 

次に、総合得点は収支評価点の５点と人数評価点の４点を合わせたもので、9 点となります。 
次に、満足度評価ですが、この表に記載はありませんが、平成 27 年度末に実施した利用者アン

ケートによる満足度で評価するもので、宮バスの満足度は 4.2 点、評価指針により 4.0～4.4 は B
評価であることから満足度評価はＢとなります。なお、宮バスの評価は全路線の評価となります

ので、全ての路線が満足度評価Ｂとなります。 
次に、総合評価は、総合得点と満足度評価で行います。欄外に記載してありますが、総合得点

は点数により A～E までの評価に分けられ、満足度評価は A、B、C であれば＋評価、D か E で
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あれば－評価となります。よって、中央循環の総合評価は総合得点９点の B 評価と満足度 B のプ

ラス評価を合わせて B+という結果になりました。なお、中央循環につきましては、この結果は

H24 年度から変動はありません。 
以下、各路線で同様に評価を行った結果を掲載しています。以降は、平成２６年度の評価から

変わった項目などについてご説明申し上げます。 
 
まず、収支割合ですが、中央循環、東南循環の東循環では横ばいで、他の路線はすべて増加傾

向となっております。目標値の 50％に達しなかったのは、稲子線だけでした。８％の向上が見ら

れましたが目標値に達成することができませんでした。稲子線では、運賃が半額となる割引対象

の主に小学生以下の利用が多いためこのような結果になっていると考えています。課題として運

賃収入を向上させたいところですが、小学生など交通弱者の移動手段を確保する宮バスの役目を

達しているかと考えています。収支評価点については、中央循環、東南循環の東循環、稲子線で

は横ばいでしたが、他の路線については、収支割合の増加によりそれぞれ１ポイントずつアップ

しております。 
 
次に、利用者数ですが、平成２６年度と比べると中央循環で減少傾向となりましたが、他の路

線では、増加しております。宮バス全体では、合計 1,518 人の利用者が増えました。路線ごとで

は中央循環が 1,330 人の減、東南循環で 770 人の増、北循環で 1,485 人の増、芝川路線で 593 人

の増となっております。 
中央循環の減少は、利用者が、北循環に利用を変えたことが考えられます。北循環は、路線を

拡大した後、市民の認知度が上がり、利用が拡大したものと考えます。 
 
次に、人数達成率ですが、中央循環は減少しておりますが、他の路線はすべて増加しておりま

す。 
次に、人数評価点ですが、東南循環の南コース、北循環西コース、稲子線、稗久保線でそれぞ

れ１点アップしました。 
 
次に、総合得点ですが、東南循環南循環、北循環西コース、稗久保線でそれぞれ２点、北循環

北コース北循環東コース、芝富線、稲子線、香葉台線で１点アップしました。 
 
次に、満足度評価ですが、前回 C から今回 B に上がっております。 
最後に、総合評価ですが、平成２８年度の総合評価と平成２６年度の総合評価を見ていただき

ますと、中央循環は、B+で変わらず、東南循環は C+で変わらず、東循環は C＋で変わらず、 
南循環は D+から C＋で改善しております。北循環は、D+から B+と改善しております。 
北コースは D+から C+へ改善、西コースは C＋から B＋へ改善、東コースは変化ありません。 
続きまして、芝川路線ですが、D+から C+へ改善しております。芝富線は C+から B+、稲子線は

D+で変わらずとなっております。稗久保線は D+から C＋に改善し、香葉台線は D＋で変わらず、

となっております。 
特に稲子線と香葉台線については、D+となっており、公共交通 PDCA（事業評価）指針で D+

評価は「現運行を継続するレベルに達していないが、利用者満足度は高い」ということになりま

す。しかし、現状として稲子線は、先ほど収入割合でも説明させていただきましたとおり、小学

生の日常の利用があります。小学生は、割引をしており、本来２００円の運賃のところ、１００

円でのご利用となっております。課題として運賃収入を向上させたいところですが、小学生など

交通弱者の移動手段を確保する宮バスの役目も大切と考えておりますので、今後も持続的な運行

に努めていきたいと考えております。 
同様に、香葉台線についても、小学生の日常的な利用があり、交通弱者の移動手段を確保する

必要があること、一方人数達成率が低いので、利用者を増やす取り組みが必要と考えますので、
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路線の実情を調べ、地域にも利用の促進をお願いをするなどの取り組みをしていきたいと考えて

います。 
 
次に、宮バスの「地域や企業が支える公共交通の仕組みづくり」としての「バス停オーナー制

度」についての状況を説明します。 
平成２６年度に比べ、３オーナーの５基バス停がなくなったことにより、▲９０万円、４か月分

で３０万円の減額となっております。バス停オーナーとして、ご協力いただいている大半が、医

療機関です。運営の見直しで経費削減となると、まず対象となるのが、宣伝広告に関する費用と

いうこととなります。来年度に向けて、バス停オーナーをやめたいと申しでているところもあり

ます。慰留はいたしましたが、難しい状況でした。路線上に病院の開院情報がありましたら、新

規のお願いをすると同時に、きめ細やかな情報提供を行い、協力を継続していただけるよう努力

して参ります。また、のりものまつりの際には、バス停オーナーで宮バスを支えていただいてい

るオーナーさんに、5・10・15・20 年継続オーナーに感謝状を送る取組をおこなっております。

宮バスは、まだ歴史がありませんので、今回 5 年継続オーナーに感謝状を贈るよう考えておりま

す。 
 

次のページをお開きください。宮タクの事業評価についてご説明いたします。 
運行経費と運賃収入は、各事業者からの実績報告を基に掲載してあります。 
各エリアの評価の見方を、山宮エリアの行を使って説明します。 

運行経費は、2,123,160 円となります。運賃収入 725,250 円となります。県補助金は、平成２８

年度の見込みとして、下の表にあります。山宮エリアの年額 1,063,000 円の４か月分である

354,333 円となります。収入合計 1,079,583 円となります。収支率として運行経費における収入

合計の割合が５１％となります。これは目標の３５％を超えています。収支評価として、５０％

以上ということで、５点となります。 
 
運行台数は 651 台、輸送人数は 1,278 人となり、１台あたりの平均乗車数は 1.96 となります。

平均乗車数目標値は２人ですので、平均乗車数達成率は９８％となり、評価では５０％以上９９％

以下が２点となりますので、平均乗車評価は２点となります。総合得点は、収支評価点５点と平

均乗車評価２点を足した７点となります。次に、満足度評価ですが、宮バスと同様、昨年度末に

実施した利用者アンケートの満足度によって評価するもので、宮タクは各エリアで評価を行って

います。平成２６年度に比べ山本エリア、北山エリアが、B から A へ 1 ランクずつ上がり、 
上野エリアが C から A へ２ランク上がりました。南部エリアについては、回答数が０のため記載

なしとなっております。 
今例にとっている山宮エリアの満足度評価は A となっております。総合評価は、総合得点と満

足度評価で行いますが、山宮の総合得点７点は、欄外に記載してある評価にあてはめますと、得

点６点から７点の C 評価となります。満足度 A は＋となりますので、あわせて C+となります。 
同様に各エリアを評価したものが以下の評価となります 

前回の本評価であった平成２６年度のものと比べますと、 
収支評価ですが、安居山エリア、上野エリア、富士根エリア、内房エリアが上がっています。北

山エリアは、下がっています。 
 

次に、乗車人数の項目については、まとめてご説明いたします。 
運行台数は、エリア全体で 1,977 台から 2,110 台に増えましたが、エリア全体で輸送人数は 3,806
人から 3,435 人と減っております。 
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また、平均乗車数達成率は、富士根エリアで微増した以外すべてのエリアで下がっています。 
この理由としては、住民要望により、平成２７年４月から全エリアで運行便数を増便したが、利

用者増にはむすびつかず、利用者が分散したことが考えられます。 
このことから、平均乗車評価点は、欄外の表にあてはめてみますと全エリアが２点となってお

ります。 
次に、総合評価ですが、山宮エリアが B+から C+に下がりましたが、他のエリアでは変化があ

りませんでした。 
なお、北山エリアは本評価で３回D評価が続き、北部エリアでは２回E評価となっております。 
富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針によりますと、運行を廃止し、新たなシステムを構

築するとありますが、平成２７年度に宮タクの運用を変更したこと、北部エリアの利用者の実態

を見てみますと、この間に利用した人は、６名で、輸送人数のべ２１回のうち利用先の１５回が

病院の通院となっております。廃止した場合、みなさん高齢者で車の運転ができなく家族に協力

が得られなければ、その方々の病院への足が確保できなくなります。福祉的な観点から、廃止は

できないと考えています。また、北部エリアについては、前回補助金をもらえましたが、今回は、

補助金がもらえず、収支評価が下がり、E+となっています。引き続き乗合率を上げる利用促進を

図っていきたいと思います。 
北山エリアは北部エリアから連結しておりますので、同様に考えております。 
昨年度は、北部の寄合どころで、宮タクの説明をさせていただきましたが、今後も啓発の努力

を行っていきたいとおもいます。富士根エリアについては、土屋委員のおかげで今年度女性学級

で説明をさせていだだき、5 名ほどの宮タクの新規の会員登録ができました。お声がけがあれば、

宮バス、宮タクの説明に伺いますので、よろしくお願いします。 
私からの説明は、以上となります。 

 
議長(副市長) 

事務局からの説明でした。この件について、何かご意見ご質問はございますか。 
宮バスについては、平成２６年の評価に比べ、C+から B+に上がっています。ただ、稲子線につ

いては、相変わらず D 評価なのですが、ここについては、子どもの利用者が多く、料金について

は、半額しかもらえないという状況があります。子どもの通学の足は守らなくてはならないとい

うこともあり、やむをえない。 
 ほか、今の話の中で課題となるのは、バス停オーナーが減っているという現状があります。 
頑張ってくれてはいるのですが、景気が悪いという背景もあり、減少傾向になっています。 
１基いくらだったでしょうか。 
 
事務局（佐野室長） 

中央循環が高額で一基 月 15,000 円、年額 180,000 円、内外回りで２基持って年額 360,000 円

です。その他路線によって変わっています。病院・医院がほとんどです。 
 
議長（副市長） 
大口はどこでしょうか。 
 
事務局（佐野室長） 

イオンで、特別に月額 50,000 円、年間 600,000 円頂いています。 
あとは、15,000 円×２基＝30,000 円、年間 360,000 円頂いている医院さんです。 
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議長（副市長） 

宮タクですが、全体的に評価が落ちている様子がありますが、説明にもあったように、要望に

応え、増便したことにより、収支率が下がるという現象となり、難しい問題となっています。 何

か、ご意見等ありますでしょうか。 
 
静岡運輸支局 鈴木委員 
 宮バス、北循環の西コースについて、H24 年度からの経過の中で、E+から B+まで総合評価が

上がっています。今のご説明のなかにあった直近の理由としては、中央循環からの移行による増

という見解がありましたが、他になにか要因と捉えられていますか。 
また、宮タクの平均乗車率１．６３人と他の市町に比べ、高い数字だと思われますが、経年変

化としては、どのようになっているのでしょうか。 
 
議長（副市長） 
 はい。事務局回答をお願いします。 
 
事務局（佐野室長） 

 西コースの上がっている理由といたしましては、北循環ができて間もないのですが、市民の方

に定着してきたことで、中央循環からの移行が見えていると捉えられます。西コースからは、イ

オンに直接つながっていることもあり、利用者増加につながっていると考えています。 
 宮タクについてですが、平均乗車率１．６３人は、H２６年度は１．９３人でしたので、比較

すると落ちています。その要因の一つとして、先ほど議長からも出ていましたが、H２７年度か

らの増便により、台数が増えて乗車が、ばらけたことがあります。 
 
静岡運輸支局 鈴木委員 
 乗り合わせ自体は大きな変化はしていないということでしょうか。 
 
事務局（佐野室長） 

また、前回評価時は、運行台数 1,977 台、乗車人数 3,806 人に対し、今回は、運行台数 2,110 台

に対し、3,434 人でした。利用者数が 400 人ほど減少しています。この辺りが影響したかと考え

ています。 
 
事務局（竹川） 

 宮タクは、同じ利用者が、繰り返し利用している傾向があり、一人の利用者が利用しなくなる

ことで、年間の利用回数が大きく減少するということがあります。 
 
四條委員 

オーナー制度について、市民、区に対しても、投げかけたらどうか。 
 
事務局（佐野室長） 

設立時の背景について、ご説明させていただくと、バス停オーナーに対してのメリットの点で、

どう優遇するのか、そして維持するのか。区の場合は、区に入っていない方の存在や、区民の意

向の合意について課題があります。税金をいただいていることに加えて、さらに負担をお願いす

ることになること等の点で、企業に限定しております。 
 
四條委員 
 以前、芝川地区でバスの維持のため、区でもお金を出すことを検討したらどうか、提案したこ
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とがある。存続のために、財源が必要であり、バス停オーナーになるのは自由意思で強制ではな

いので、区長会総会などで、投げるだけは投げたらどうか。 
 
議長（副市長） 

宮バス・宮タク事業は、全国的にも注目をされていて、都市センターの依頼で講演依頼があり、

私が８月に発表してきたのですが、その際、他の市町参加者から、バス停オーナー制度は素晴ら

しいとの評価がありました。各市町のバス事業の背景として、地域負担を割り当てたり、市で全

額持って維持したりしている現状に対し、最初は理解を得られるのだが、日々、空バスが走って

いる状態などがあることで、費用対効果の課題が起こっている。最後には行き詰ってしまい維持

できない。バス停オーナー制度についても、前述の話のように課題があります。 
ただ、今の意見は提案ですから、区長会の方にあげられるようにしてみてください。 

 
大内委員 

現状、バス停は何か所あり、そのうちオーナーバス停は何か所ですか。 
 
事務局（佐野室長） 

 調べます。（調べ中） 
 
土屋委員 
 先日、私が関係する女性学級の場で、高齢者を対象に、（室長に）宮タク制度のお話をしていた

だいた。まだまだ、知らない人がたくさんあり、聞いた人の中から、５，６人会員登録にいたっ

たようです。一度使えば、安いというメリットもあり、利用促進になるのではないかと思うので、

そういった周知の機会を区長さん等に協力していただいたりしながら、たくさん設けていったら

どうかと思う。 
寄合どころでも、宮バスを使っている方が多く、定期券を有効利用されていた。 
 
事務局（佐野室長） 

 宮バスや宮タクの CD をつくるなど、啓発活動にも力をいれて、効果を出していました。先ほ

どのご意見にもありましたが、啓発活動のなかに、利用促進をいれていきたいので、寄合どころ

など、周知啓発の機会がございましたら、ぜひ、お声かけくだされば私の方で伺いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 
議長（副市長） 

地域での会合は、たくさんあると思います。事務局側からも声掛けしてくということで、大変

ですが、お願いします。 
 
高山委員 

PR という点で、班長さん等数十人を対象に、年１２回はある定例会の場で、毎回区長さんか

ら触れていただくというのが、大変効果的だと思います。 
区長さんでも知らない方も多いので、知ってもらい、地域の交通弱者のためにという思いで、

定例会の場などで、触れていただけたらと考えます。 
 
議長（副市長） 
 区長会の方へ、こちらからお願いするということで、材料をそろえていってください。 
 
市民生活課長（塩川） 
 区長会の役員会等もあります。いままで、あまり取り組んでいなかったことかと思いますので、



8 
 

また、今後話をしていきたいと思います。 
 
 
議長（副市長） 
先ほどのオーナー制度の件について回答お願いします。 

 

事務局（佐野室長） 
バス停の基数ですが、２６６基あります。そのうちオーナーバス停は、７９基となります。全

体の約３割にあたり、宮バスを支えて頂いています。 
 定期の関係ですが、北循環北コース・東南循環には、年間フリーパス券というものがあります。

8,000 円で一年間乗り放題です。定期券は宮１１～１４のみですが、販売しておりますので、ご

活用ください。 
 
大内委員 
 オーナー制度の収入が減っているのは、昨年対比のみで減っているのか、年々減少しているの

でしょうか。 
 
事務局（佐野室長） 
 路線が増えた分、増えているのですが、北循環・東南循環については、一基 5,000 円ですので、

中央循環が減るとダメージは大きくなります。今回も減っているのが、中央循環ばかりですので、 
減ってしまっています。 
 
大内委員 
 年間 90 万円は大変大きな額だと思う。１基 5,000 円であったら、負担になりにくいので、沿

線の店舗、病院など、再度営業活動を行ったらどうか。 
私の区では、かなり高齢者が宮バスを利用しています。私自身も、何度か、車を使わずバスを

利用しています。やはり、宮バスを維持するために、啓発運動というのは常日頃から大切だと思

います。 
 
事務局（佐野室長） 
はい。頑張ります。 
 
議長（副市長） 

宮タクの北山エリアの３回連続 D 評価、北部エリアの２回連続 E 評価、について、本来は廃止

となるのですが、利用者の用途が通院ということがあり、継続となるということでしたね。 
そういったことも含めてお諮りしたいと思います。第１号議案 平成 28 年度公共交通 PDCA

評価の確定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、協議事項はすべて終了いたしました。 

続きまして、報告事項です。 
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（２）報告事項 

①単独維持困難路線に係る申出について 

議長(副市長) 
この件につきましては、内容が民間のバス路線にかかわるものですので、申し出事業者である

富士急静岡バス株式会社及び山交タウンコーチ株式会社の御担当者様から説明をお願いします。 
それでは、初めに、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 

日頃は弊社事業に多大なご協力をいただき、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。 
「単独維持困難路線に係る申出について」説明をいたします。国庫補助路線といたしまして、

市と市をまたぐ路線、また旧芝川町と富士宮市をまたぐ路線を含める地域間路線の単独維持困難

の書類になります。乗らないから、補助を出すというものではなく、ある程度、利用客があると

いう状態の路線に補助をいただいて走らせるというものです。 
１、西富士宮駅から赤坂～富士市大渕を経由する曽比奈線。 
２、富士宮駅から富士市中野を経由して吉原中央駅終点の大渕線。 
３、富士宮駅から峰畑を経由しまして吉原中央駅終点の大月線。 
４、富士宮駅から大中里を経由しまして柚野経由の上柚野終点の柚野線。 
この４路線について、当社といたしましては、単独継続困難として、申し出をさせていただき

ます。 
続きまして１０ページにあります、富士宮市内だけで完結している単独維持困難路線は９路線

になります。 
１、富士宮駅から、足形を経由、猪の頭終点の北山線。 
２、富士宮駅から、北高前を経由、スポーツ公園終点の北山線。 

こちらは、市民プールがオープンする夏場のみの運行となっております。 
３、富士宮駅から、富士根南小中、粟倉団地～富士根北小中経由、二本松終点の粟倉団地線。 
４、富士宮駅から、富士フィルム入口～青木平経由、上条終点の上野線。 
５、富士宮駅から、北高前を経由、白糸の滝が終点の北山線。 
６、富士宮駅から、北高前を経由、足形終点の北山線。 
７、富士宮駅から、万野団地東阿幸地経由、富士宮駅終点の万野団地線。 
８、富士宮駅から、万野団地富士見ヶ丘経由、富士宮駅終点の万野団地線。 
９、富士宮駅から、北高前経由、休暇村富士終点の北山線。 
北山線が５路線入っているのですが、うち４路線は、富士宮～白糸の滝方面に向かう路線で、

白糸の滝から先の行先が分かれています。 
現段階では継続困難ということで、単独維持困難な路線は計１３路線を挙げさせていただきま

した。富士急静岡バスからは、以上です。 
 
議長(副市長) 
 当報告事項について、ご意見ご質問等ありますでしょうか。 
 （なし） 
 ないようですので、次に、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 
 山交タウンコーチの野口でございます。日頃より本社バス事業に多大なご支援、ご協力いただ

いておりますことを、この場を借りて御礼申し上げます。 
 当社の単独維持困難バスの路線申し出について、着座にてご説明させていただきます。 
当社の申し出につきましては、「資料３」をご覧ください。富士宮市内を結ぶ路線につきましては、
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国庫補助系統であります、富士宮駅経由、イオン・星山台を経て蒲原病院までの路線になります。 
省燃費運転の実施・経費の抑制・また各種利用促進策を実施し、収支改善に努めてはおります

が、依然として厳しい状況が続いておりますことから、引き続き当申し出を行う予定になります。 
申し出概要につきましては、先程のとおり平成３０年度から３ヶ年分の申し出となりまして、

運行回数・実車走行距離につきましては、各年度の曜日配列より平日土曜休日の運行の状況から

月間の平均運行回数を計算させていただいています。 
 また、平均乗車密度につきましては、過去の実績値を基準といたしました運行日数を求めまし

て、国庫補助要項に基づき算出させていただいております。 
当社の運行概要につきましては、既存の運用形態を維持し、引き続き利用促進に努めて参りたい

と考えているところでございますが、今後とも、公共交通ネットワークの構築・維持に向け収支

改善を模索しつつ、富士宮市さんを始めといたしまして、関係各所のご協力を得ながら、路線バ

スの維持に努めて参りますので宜しくお願いいたします。 
 
議長(副市長) 
 当報告事項について、ご意見ご質問等ございますか。 
 （なし） 
ご質問がございませんので、以上で報告事項①を終了します。 
次に、報告事項② 市営バス等の運行に係る申出について、事務局に説明を求めます。 
 
 

報告事項の② 市営バス等の運行に係る申出について 

事務局（佐野室長） 
それでは、次に報告事項の②「市営バス等の運行に係る申出について」説明します。 
お手元の資料「P２０資料４ 市町自主運行事業申出書」をご覧ください。 

これは、来年度の宮バス・宮タク事業の実施内容について、静岡県生活交通確保対策協議会へ 
毎年申出を行うものでございます。 

表内の申出番号 1～12 については宮バスの運行内容になります。 
H29 年度は今年度と変更なく運行する予定ですので、運行回数、キロ程（テイ）等につきまし

ては、本年と同様となります。 
なお、備考欄に「フィーダー」とありますが、その意味は「接続」という意味があります。対

象路線は、北循環と東南循環になりますが、JR 身延線や民間バス路線など他の公共交通との「接

続」している路線ということで、地域公共交通確保維持改善事業という国庫補助事業の対象路線

となります。 
また、７と８の芝富線と、１０と１１の稗久保線が２つずつございますが、運行ルートの違う

２つの系統があるため別表記となっています。 
 

次に、申出番号の 13～21、こちらは宮タクの事業内容になります。 
宮タクにつきましても、運行内容は、今年度と変更はありませんので、申出内容も昨年度と同

じ内容となります。説明は以上となります。 
 
議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。この件について何かご意見はございますか。 
 （なし） 
ご質問がございませんので、報告事項②を終わります。 
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事務局（佐野室長） 

報告事項の③「平成２７年度利用者満足度調査結果について」 

（宮バス） 

それでは資料５をご覧ください。「平成２７年度 宮バスと宮タク利用者満足度調査」の結果報

告となります。１枚めくっていただき、目次をご覧ください。この資料の構成ですが、宮バス利

用者満足度調査結果、宮タク利用者満足度調査結果（全体）、宮タク利用者満足度調査結果（エリ

ア毎）となっております。なお、この調査は、ＰＤＣＡの報告には、直接反映しております。 

 

調査の概要ですが、調査期間は、平成２８年２月１５日から３月１８日まで、調査対象は、調

査期間中に宮バス・宮タクを利用した人に対して実施いたしました。 

１ページをご覧ください。１ 宮バス利用者（アンケート回答者）の概要です。 

男性４名、女性３０名の合計３４名です。 

２「車の運転はしますか」６８％の方が「いいえ」と回答されています。 

３ 年齢ですが、７０代８人、６０代７人、８０歳以上６名となっております。 

「アンケート結果から利用者で一番多いのは「７０代」の「女性」で「車の運転をしない」人だ

とわかりました。また全体では、女性が９割弱を占めていて、男性の割合はかなり少ない。男性

は、通勤通学での利用が多いようでした。 

 

Q1 宮バスの利用目的は何ですか との問いに対しては、買い物が２１人、通院が１３人となっ

ております。 

宮バスは「買い物」などの日常生活における利用が多いことが見て取れます。 

 

Q2 宮バスを利用する頻度はどれくらいですか との問いに対しては、「ほぼ毎日８」「週に１～

２回１７人」を合わせると、約６４％の人が頻繁に利用している。また、「その他」には「週３か

ら４回」との回答が多かったことも含めると、利用者の７０％以上は恒常的に宮バスを使ってい

ると思われます。 

 

Q3 宮バスを利用している理由は何ですか？ との問いに対しては、利用理由については「料金

が手ごろだから」が最も多く、利用者の多くはバス料金に納得していると思われる。次いで、「行

き先が希望通りだから」「自宅や目的地がバス停に近いから」「家族に送迎してもらう気兼ねがな

いから」が多かったです。 

 

Q4 宮バスで、行きたい場所があれば教えてください。との問いに対しては、行きたい場所とし

て挙がっている所には宮バス路線がないところがあり、宮バス路線の拡大への希望がうかがえま

す。 

 

Q5 １番利用したい時間を教えてください。との問いに対しては、行きの便は９時～１０時を、

帰りの便は１２時台を望む声が多かったです。 

 

Q6 料金はいかがですか。Q7 宮バスに関する市からの情報は足りていますか。との問いに対し

ては、料金「ちょうどいい」、情報量「足りている」との意見が７６％を占めているが、利用して

いる方の回答であることに留意したと思っています。情報量の「不足している」２１％について

は、今後、情報提供をしていきたいと思います。 

 

あなたの宮バス満足度を５点満点で点数をつけてください。との問いに対しては、４．２点と

なっています。これは、先程ご説明いたしました、宮バスの満足度評価に使用しています。 
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以下自由記載の意見につきましては、運転手さんが親切という記載もありました。 

 

（宮タク） 

５ページをご覧ください。 

１宮タク利用者（アンケート回答者）の概要です。 

男性１５名、女性９１名の合計１０６名です。 

２「車の運転はしますか」９０％の方が「いいえ」と回答されています。 

３年齢ですが、８０歳以上５８名、７０代２９人、６０代１０人となっております。 

「回答者のうち、８割以上は「女性」で、「車の運転をしない」「７０代以上の高齢者」です。 

 

Q1 宮タクの利用目的は何ですか との問いに対しては、通院が８８人、買い物が６３人となっ

ております。 

宮タクは「通院」、「買い物」などの日常生活における利用が多いことが見て取れます。 

 

Q2 宮タクを利用する頻度はどれくらいですか との問いに対しては、「月１～２回５１人」「週

に１～２回４７人」と決まった間隔での利用が全体の約９割を占めました。 

 

Q3 宮タクを利用している理由は何ですか？ との問いに対しては、利用理由については「家ま

で迎えに来てくれて目的地まで行けるから が８８人」が最も多く、タクシーの利点を享受して

いる様子が見て取れる。また「料金が手ごろだから」「これ以外に交通手段がないから」は、公共

交通としての役割を押さえていると考えております。 

 

Q4 宮タクで、行きたい場所があれば、教えてください。との問いに対しては、行きたい場所と

して多く挙がったのは、商業施設や病院でした。 

 

Q5 １番利用したい時間を教えてください。との問いに対しては、ほとんどのエリアで、使い

たい時間をカバーしていると考えております。 

 

Q6 料金はいかがですか。Q7 宮バスに関する市からの情報は足りていますか。との問いに対し

ては、料金については、７３％の方が、おおむね納得している様子。情報量は、５１％の方が足

りているとの回答でしたが、半分近くが不足していると感じているとの回答ですので、今後も情

報提供に努めたいと考えております。 

 

以上を踏まえて、あなたの宮タク満足度を５点満点で点数をつけてくださいとの問いには、4.5

点となっています。 

 

先程の PDCA 評価に使用していますのは、、各エリアの利用者満足度が記載されています。１１ペ

ージ以降をご参照ください。 

 

９ページには、ご意見が記載されています。ご一読ください。説明は以上です。 

 

議長（副市長） 
事務局からの説明は終わりました。この件について何かご意見はございますか。 

（なし） 
ご質問がございませんので、報告事項③を終わります。引き続き、「平成２８年度市民満足度調

査結果について」報告となります。事務局より、説明をお願いします。 
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報告事項の④「平成２８年度市民満足度調査結果について」 

この調査は、ＰＤＣＡの評価には、直接反映するものではございません。市民の意識調査とし

て実施しております。 

それでは資料６をご覧ください。市民満足度調査の結果報告となります。 

１枚めくっていただき、目次をご覧ください。この資料の構成ですが、市域全体の集計結果、自

治会の支部区分の説明、自治会の支部ごとの集計結果、その他自由意見というように、取りまと

めてございます。 

また、本日は時間の都合上、全体集計結果だけの説明とさせていただきますのでご了承くださ

い。 

 

では、１頁をお開きください。まず調査の概要ですが、この調査は、男女別、年代別、地区別

に、均等がとれるよう無作為抽出しております。今年度および２７年度に実施した市民アンケー

ト対象者を除いております。１５歳以上の市民 1,360 人（人口の約１％）に対し、本年月２３日

から６月１３日までの間に実施いたしました。 

宛先不明はありませんでした。回答率は５２.２８%で７１１人から回答がございました。 

 

まず、一番上の表は、自治会の支部別に、回答者数とその構成比の表となります。回答率トッ

プ３の支部は昨年度と同様、大宮中、富丘、富士根南支部となりました。人口の多い地区という

ことで、人数配分の関係で多くなっています。 

性別では、男性が２７６人で３９％、女性が４０５人で５７％となりました。 

次のグラフは、年代別のグラフで、60 歳代が最も多く、交通弱者の枠に入る 10 代は１４人の

２％、70代は１６１人の２２．６％、８０歳以上は６５人の９．１％となっています。 

 

２頁をお開きください。上から順にご説明いたします。まず回答者の職業は、年代構成上、や

はり会社勤めの方が一番多く、次に専業主婦という結果となりました。 

次に、自動車またはオートバイの運転については、「する」と答えた方が５６４人で７９．３%、

「しない」と答えた方は１４１人１９．８%となりました。 

次からは設問に対する回答結果となります。 

まず、問 1の「外出の頻度」は、第１位の「ほぼ毎日」が５８.２％で、第２位の「週に３～５回」

が２５.６％となり、合計８３．８％であることから、８割以上の市民が週３回以上外出している

ことがわかります。 

 

問 2 の「外出の目的」としては、回答者の年代のうち就労世代が多いことから、やはり第１位

は「通勤」となりました。また、第 2位は「買い物・食事」となり、「通院」は第 4位という結果

でした。 

次に、問 3は「外出時の移動手段」についての設問です。第 1位は「自分で運転する車で移動」

する方が５４０人７５.９％でした。これは、ほぼ 20 代から 60 代までの人数の合計（４６８人）

と同数となっています。また、バスやタクシーを利用している人は、２８人４．０％となりまし

た。その下の棒グラフは、問 3の自分の移動手段についての満足度を尋ねたもので、各手段の平

均値のグラフとなります。第 1位は「１の自分で運転する車」の４．０点、第２位が「３のＪＲ」、

第 3位は「８の徒歩」という結果でした。また、「宮バス」は３.１点の第５位となりました。 

なお、「宮タク」の回答者はいませんでした。「宮バス」も回答者が 7人となっています。 

４頁をお開きください。 

 

問 4 の「外出時間帯」についての質問です。「午前８時以前」の時間帯が最も多くなりました。

この理由としては、問２の外出の目的として「通勤」という目的で外出する人が多いことから、
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当然の結果だと考えます。また、約８割の方が午前中に家を出ることがわかります。 

問 5は「帰宅の時間帯」についての質問です。これもやはり通勤者の帰宅時間帯と考えられる、

午後 5時~7 時が最も多い結果となりましが、帰宅時間は午前１０時以降から始まり、時間帯は分

散していることがわかります。 

 

問 6 は、問３で自分で運転する方に対して「エコ通勤への関心度について」伺ったものです。

第１位は「4 マイカーは便利なので、公共交通が充実しても転換が難しい」となりました。この

質問は毎年ありますが、昨年とほぼ同じ傾向でしたが、「３公共交通が充実していれば、マイカー

から公共交通に転換したい。」の割合が昨年とくらべ若干伸びています。エコ通勤への意識が高ま

っているのかと捉えています。 

 

問７は、問 3の回答で「マイカー以外で移動する人」への質問で「日常の移動に困っているか」

という質問です。「困っている」という人が３３．３％、「困っていない」と答えた人が 

５６．１%となりました。 

 

問 8 は、問 7 の「日常の移動に困っている人」への質問で、「移動の改善に必要なことは何か」

という質問です。第１位は「２の路線バスの増便」２２％と、第２位が「５の市営バスの増便」

１３％となりました。 

 

問 9 は、「市営公共交通について、今後どのようにしていくのが望ましいと思いますか」という

質問です。第１位は「1 市が予算を増額することで、路線拡大や増便を行い、マイカーが無くて

も困らない、公共交通が充実した社会を目指すべき」となりました。 

 

次に、問１０は「移動手段の満足度」についての質問です。５点満点が一番多かったです。ま

た、年代別における満足度ですが、６０代もっとも多かったです。全体としては、３．８点以上

となっています。 

 

先程も申し上げましたが、増便や時間の変更を行えば、単純に満足度が上がるということでも

ないことから、なかなか難しい問題となっております。 

以上で、全体集計結果の説明は終了させていただきますが、９頁以降はアンケート結果を支部

ごとに分けてあります。各支部別や、自由意見もございますので、こちらもご一読いただければ

と思います。以上で、アンケート調査結果の説明とさせていただきます。 

 

議長（副市長） 
事務局からの説明は終わりました。この件について何かご意見はございますか。 

 

田所奈保子主事（林委員代理） 

静岡県地域交通課長 林の代理で参りました田所と申します。 

とても細かく調査されたアンケートだと感じました。この利用者アンケートの結果を受けて、改

善等活用を考えていらっしゃることはありますか。 

 

事務局（佐野室長） 
交通対策室に限らず、市全体のまちづくり施策にも関わってきますので、他の関係課にも、情

報提供しており、関係施策にも反映されてくると思います。また、交通対策室といたしましては、

各地域・エリアごとの結果もでていますので、利用促進策に活かしていきたいと考えております。 
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議長（副市長） 

現在、どこの市町においても、定住化促進に力を入れていて、そういった動きの中、足の問題、

学校の問題というのが、どうしても出てくるようです。 

５０代、６０代の女性の方は、免許を持って運転していて、利用者７０代・８０代の女性の方

の宮バスの利用が多いようですね。 

 

土屋委員 

 環境問題の観点から申し上げますと、皆さんが、できるだけマイカーを控えて、公共交通を利

用していくことが大切だと思います。 

私たち６０代も、不便な地域にすんでおりますので、民間路線バスが一時間に１本しかないと

なると、それが無くなってしまった時に困ってしまう、では、宮バスが来るかというと、そうも

いかない、という状況があります。現状、必要に駆られて、免許を持ちマイカーを利用していま

が、７０、８０代になったら、公共交通を利用していけたらと考えています。 

 

議長（副市長） 

こういった統計資料を有効に使えるよう、情報共有し、何が問題で、どんな施策を講じるか考

えていってください。他に何かございますか。 

（なし） 

無いようですので、次に３報告事項の⑤「平成 28 年度のもの祭りの実施について」事務局より、

説明をお願いします。 

 

報告事項の⑤「平成 28 年度のもの祭りの実施について」 

 

事務局(佐野室長) 
 それでは議案書の１ページに戻ってください。平成２８年度のりもの祭の実施についてご説明

いたします。 
 本年度の日程につきましては、１０月１５日(土)と１６日(日)の２日間となります。昨年度と同

様、市民生活展と市民緑化祭が同時に開催されます。のりもの祭の会場は、市役所の北側駐車場

になります。 
 開催内容につきましては、宮バス・宮タクを展示し、走行は出来ませんが、乗ったり触れたり

して楽しんでいただきます。その他にも、宮バスに乗り写真撮影をして作成する「宮バス・宮タ

クのオリジナルカレンダーの贈呈」・「のりもの川柳の投票・表彰」・「のりものゲームの開催」・「ぬ

りえ」等で２日間楽しんでもらえればと思っております。お時間がありましたら、お寄りいただ

けたらありがたいと思います。 
また、この事業に関しては、バス事業者様、タクシー事業者様にご協力いただいており、感謝

申し上げます。以上でございます。 
 

議長(副市長) 
 のりもの祭についての説明でした。市民生活展・市民緑化祭と合同で開催されます。 
北駐車場で開催です。１０月１５日・１６日で行いますので、 では、ご質問はないようですの

で、報告事項③を終わりといたします。お時間がありましたら、お寄りいただけたらありがたい

と思います。 
 以上で報告事項は全て終了いたしました。 
その他といたしまして、何かご意見ご質問等ございましたら、お願いいたします。 
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（３）その他 
 
議長(副市長) 

それでは最後に、その他といたしまして、富士宮市の公共交通に関して今日の議題に限らず、

ご意見・ご質問等ありましたらお受けしたいと思います。何かございますか。 
 
佐藤委員 

２９年度のダイヤ改正については、いつ頃になりますでしょうか。 
稲子地区では、稲子小からの進級により、芝川中への通学者が増えます。２９年度１名、３０年

度２名、３１年度３名、３２年度４名となります。現行の時間ですと、通学には早すぎてしまい

ます。また、バスに自転車が乗せられないか等も伺ったのですが、色々な思案が必要な状態と考

えています。 
 
事務局(佐野室長) 
 今の１番便は利用者があり、調整が必要だと思います。そういった点で難しい状況であります。

調整できるか、検討していきたいが、現状改正の予定はありません。 
 
佐藤委員 
 ４月までには、改正予定がないということでしょうか。 
 
事務局（佐野室長） 
 はい。対応できるかどうかも含め検討事項といたします。 
 
議長(副市長) 
 稲子は定住化促進が成功している地域ということで、現在何人の小学生が在校していますか。 
 
佐藤委員 
 １２名です。５名から７名増えました。順次進学していくということになります。 
 
議長(副市長) 
 稲子地区は定住化促進モデル地域となっていたり、温泉施設ユートリオをなおしたり、その他、

施設整備等を行っている地域であり、そういった中で、子どもたちの足をどう確保するか、難し

い問題ではあると思いますが、事務局の方で検討をお願いいたします。 
 
 そのほかに、ご意見ご質問はございますでしょうか。 
 (なし) 
 色々ご意見ありがとうございました。本日予定され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。 
 
事務局(竹川) 

委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間にわた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いたします。第 3 回地域公共交通活性化再生会議は、１１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、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２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。 

 
 

16：00 閉会 
 
 


