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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 2７年 5 月 8 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 5 階 510 会議室 

○出席者 

委員 1４人 

芦澤英治会長・土屋忠男委員・佐野智昭委員・藤井敬宏委員・加藤建司委員・四條衍明委員・ 

高山あさ江委員・加藤正臣委員・増田澄委員・林聖久委員・桒原文範地域交通班長（鈴木一彰委

員代理）・佐藤捷世委員・土屋善江委員・清利夫委員 

 

事務局 5 人 

総務部長 平野正之・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 石川理絵 

 
合計 1８人 
 

【開会】 

 
事務局（竹川） 

議事に入る前に資料の訂正をお願いいたします。議案書の１ページ第２回再生会議の主な協議

内容の欄の一項目目、「平成 26 年度富士宮市公共交通 PDCA 事業評価の結果について」の「結果」

を「確定」に訂正をお願いいたします。それでは、次第に従いまして議事に移りたいと思います。 
富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約第７条第１項の規定により、会長が会議の議長を務め

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。あらためまして、富士宮市副市長の芦澤でございます。 
この会議の会長となっておりますので、規定に基づき議長を務めさせていただきます。 
新たに委員となられた方々もいらっしゃいますが、よろしくお願いいたします。 

また、事務局の方も、長年担当を勤めました高野が農政課の方に異動しまして、佐野が担当い

たします。 
当市におきます、公共交通活性化再生会議は、全国的に課題となっている、交通弱者と呼ばれ

る方々、市民の皆様の足をいかに確保していくかということで、発想いたしました。 
試行錯誤を繰り返しながら、ご覧のとおり、広い市の中の市街地周辺に住居が点在しておりま

す。どうしたらいいか、赤字を垂れ流すだけわけにはいかないということで、創意工夫を繰り返

しながら、現在の宮バス宮タク制度というものが、選択されてきました。 
しかし、年々、手を加えていく中で、市民の足を守るというのは、いったいどこまで、という

非常に難しい命題に行きつきます。 
費用対効果を考えなくてはいけない、さりとて、福祉制度でもない、また、公共交通を担当す

る民間のバス会社やタクシー事業者もいらっしゃるなか、住み分けや共存共栄を図りながら公共

団体として市民の足をどう守っていくかというのは、永遠の課題です。 
当市におきましても、進度はゆるいものの確実に来ている少子高齢化の波はさけられない、い

かに市民の足をまもるか？というのは、この会議の課題でございます。 
市当局も色々な案を考えますが、委員の皆様にも、ご意見をいただきながら、公共交通の活性

化と再生と活性化という二つの命題について考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。それでは、規約に基づき、私が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、ご協力をお願いいたします。 
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「第１号議案 平成２６年度事業報告について」及び「第２号議案 平成２６年度決算につい

て」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。事務局の説明を求

めます。 
 

 

第１号議案「平成２６年度事業報告」 

 

事務局（佐野室長） 

富士宮市地域公共交通再生化活性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２回、計６回の会議を開催いたしました。 

第１回再生会議は５月 30 日に開催し、平成 25 年度の事業報告及び決算、 
平成 26 年度の事業計画及び予算、富士宮市公共交通 事業評価指針の修正案、 
平成 26 年度の事業評価の目標値の設定、富士急静岡バスのバス路線変更に伴う静岡県生活交通

確保計画の変更、以上５案についてご審議いただきました。 
 

第２回再生会議は９月 12日に開催し、２年に１度実施しておりますＰＤＣＡ事業評価の確定、

本年度から実施している宮タクの運行形態改善素案の説明、富士急静岡バス単独維持困難路線に

係る申し出案、市営バス等の運行に係る申し出案、以上４案について、ご審議いただきました。 
 

第３回再生会議は 11 月 21 日に開催し、宮タクの運行形態改善の承認案について、ご審議いた

だきました。 
 

第４回再生会議は、平成 27 年 1 月 16 日に開催し、宮タクの運行改善承認後のエリア修正案、

バス路線に係る静岡県生活交通確保計画案並びに、収支改善計画案、県の評価制度に基づく「地

域間 幹線系統 確保維持計画 系統別評価」、芝川路線の片道定期券販売案、以上５案について、

ご審議いただきました。 
 
次に、書面会議の内容についてご説明いたします。 

５月 19 日には、宮バスで使用する超低床ノンステップバス２両の導入 及び 一般タクシー（岳

南自動車）として使用するユニバーサルデザインタクシー１台を導入するため、県へ提出する生

活交通改善事業計画案２案について、ご審議いただきました。 
６月 23 日には、宮バス東南循環と北循環の国庫補助申請のために作成する「富士宮市生活交通

ネットワーク計画案について、ご審議いただきました。 
 
 

第２号議案「平成２６年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議 収支決算書」 

 
事務局（佐野室長） 

次に議案書の２ページをお開きください。 
款・項・目とありますが目の単位でご説明いたします。 
収入の部、補助金、収入済額 452,086 円。これは市からの補助金です 
雑入、収入済額 46 円。預金利息となります。 
収入合計 452,132 円となりました。 

次に、支出の部、会議費、支出済額 369,700 円、委員のみなさまの報酬及び旅費となります。

事務費へ 34,000 円流用いたしました。 
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事務費、支出済額 82,432 円、開催通知の郵便料、事務局職員の旅費等です。 
予備費、支出済額 0 円、支出合計 452,132 円となりました。 

なお、当会議の会計は、全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、残金は全て市に戻しており収入支出差引残額は毎年 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（副市長） 

続きまして、監査報告を監事の土屋委員からおねがいします。 
土屋善江委員 
それでは、会計監査報告をいたします。 

去る４月１３日に、土屋と富士宮商工会議所の望月委員とで会計監査を行いました。 
関係書類および証拠書類と照合し、正確であったことをここでご報告いたします。 
議長（副市長） 

ありがとうございました。それでは、第１号議案及び第２号議案について、何かご意見がござい

ましたらお願いいたします。 
（なし） 

議長（副市長） 
第１号議案につきましては、うまくいっているものと、反省を要するものとあります。そちらにつ

いては、また追って、委員の皆様にご意見うかがっていきたいと思います。それでは、「なし」という

声も頂いておりますので、お諮りいたします。 
はじめに、「第１号議案 平成２６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） 

議長（副市長）ご異議なしと認め、原案のとおり承認いたします。 
続いて、「第２号議案 平成２６年度決算について」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） 

議長（副市長）ご異議なしと認め、原案のとおり承認いたします。 
次に、「第３号議案 平成２７年度事業計画(案)について」及び「第４号議案 平成２７年度予算(案)

について」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。事務局の説明を

求めます。 
 
 

 
第３号議案「平成 27 年度 富士宮市 地域公共交通 活性化再生会議 事業計画(案)」に。 
 

事務局（佐野室長） 

議案書３ページ、①、地域公共交通確保維持改善事業に係る生活交通ネットワーク計画の策定

です。これは第１号議案の書面議決のところでご説明いたしました、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となります。 
②、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です。 
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

提言していくという位置づけになっています。 
このことから、主に（ア）から（エ）までの事業などについて、評価を行います。 
③、静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討です。これはバス路線の新設退出に係る検討、生

活交通確保計画の策定及び変更などが対象となります。 
④、会議日程について、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、内容は会議の約 1 か月前を目安に各委員様あてに郵送で

お知らせいたします。 
このほかに、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。 
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第４号議案「平成２７年度 富士宮市 地域公共交通 活性化再生会議 収支予算書（案）」  
 
事務局（佐野室長） 

４ページ、議第２号議案と同様、目単位で説明させていただきます。 
収入の部、補助金、予算額 480,000 円、市からの補助金です。 
雑入、予算額 1,000 円、預金利息となります。収入合計、予算額 481,000 円となります。 
次に、支出の部、会議費、予算額 433,000 円、委員の報酬及び旅費となります。 
事務費、予算額 47,000 円、会議費、消耗品、通知郵便料等となります。 
予備費、予算額 1,000 円、支出合計、予算額 481,000 円となり収入合計額と同額となります。 
なお、昨年度の予算額は 525,000 円ですので 45,000 円の減額となりますが、この理由は、県の

機構改革に伴い昨年度から委員が１名減員となったことによるものです。 
以上で、第３号議案及び第４号議案の説明を終わります。 

各科目間の流用を認めることで、お願いいたします。 
議長（副市長） 
「第 3 号議案、第４号議案」に関して何か、ご質問等ございませんか。 

（なし） 
議長（副市長） 
これは、今年度事業の柱になりますので、また、細部に関しましては、委員の皆様にご意見うかが

っていきたいと思います。それでは、ご質問等ないようですので、お諮りいたします。はじめに、「第

３号議案 平成２７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） 

議長（副市長） 
ご異議なしということで、原案の通り承認いたします。 

続きまして、「第４号議案 平成２７年度予算(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） 

議長（副市長） 
ご異議なしと認め、原案のとおり承認いたします。 
次に、「第５号議案 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」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 
 
 
第５号議案「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 
 
事務局（佐野室長） 

それでは、議案書の５ページをお開きください。 
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存じます。 
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と、宮バスについ

ては、路線ごとの１月当たりの乗車人数を目標値とし、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います。第 5 号議案の説明は以上となります。 
議長（副市長） 
２７年度の目標値について、事務局から説明がありました。遠慮なく、ご意見、また、ご指摘な

どございましたら、お願いいたします。 
（なし） 

議長（副市長） 
無いようですので、お諮りいたします。「第５号議案 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」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） 
議長（副市長） 

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ご決定をいただき

ました。続きまして、報告事項に移ります。報告事項①「平成２６年度市営公共交通の運行

実績について」、事務局の説明を求めます。 
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報告事項の①「平成２６年度市営公共交通の運行実績」について」 
 

事務局（佐野室長） 

報告事項の①「平成２６年度市営公共交通の運航実績」については、別添資料の①「平成２６

年度宮バス宮タク実績報告」をもとに説明をさせていただきたいと思います。 
１ページをご覧ください、宮バスから、ご報告させていただきます。冒頭の全体という表で、表

の構成を説明させていただきます。太枠の合計が、２６年度の合計となります。その下に 25 年

度の実績、その下に 2 年間の比較を表してあります。この辺りを中心に説明したいと思います。 
 
まず、宮バスです。利用者数は、富士宮地区の中央、東南、北循環につきましては、前年対比

プラスとなっており、順調に推移しております。芝川地区路線の利用者数につきましては、41 人

減となっておりますが、全体の利用者数が 21,000 人を超えておりますので、横ばい状態と考え

ております。 
次に、利用者数達成率は、年間合計では、前年 96.7％から、107．3％となり、目標を達成して

おります。月別に見ますと、目標値を達成していない月もありますが、全体的に 95％を超えてお

ります。運賃収入につきましても、前年度比プラスになっており、順調に推移しております。な

お、イオンサービス券、高齢者免許返納助成券、サポーターサービス券の金額に関しましては、

運賃収入の内訳となっております。イオンサービス券につきましては、中央循環、北循環北コー

スでは、前年比マイナスになっておりますが、その他の路線につきましては、順調に利用されて

います。高齢者免許返納助成券については、25 年度 10 月からの実施となりますので、年間単純

比較はできませんが、すべての表で倍以上の使用率となっております。 
一方、26 年度から実施いたしましたサポーターサービス券による収入に関しては、かなり少な

く２団体、3 回の購入、42 人分の利用に留まっています。 
 
次に、宮１宮２、中央循環の表をご覧ください。利用者数は前年比増、運賃収入微減となって

おりますことから、横ばいと捉えております。ただ、利用者達成率については、すべての月で、

目標値を大きく上回っています。 
 
次に、宮３宮４、東南循環の表をご覧ください。初めに宮３ですが、運賃収入は伸びているも

のの、全ての路線で、利用者数 107 人減と、若干減少傾向がみられます。 
次に、宮４ですが、利用者数前年比 493 人増となっており、利用者達成率については、南コー

スより、東コースの方が高くなっております。  
 
次に、宮５北循環 北、西、東３コースとも、利用者数、運賃収入ともに、順調に増加してい

ます。利用者達成率は、北コースの低迷と、東コースの高い達成率が目を引きます。 
 
次に、芝川地区です、 

宮１１ 芝富線 利用者数前年比 279 人増、芝川会館行きの 236 人減が目を引きます。達成率は

順調に推移しております。  
宮１２ 稲子線 利用者数及び達成率、共に増加。順調ととらえられます。 
宮１３ 香葉台線 利用者数及び達成率、共に減少傾向であります。 
宮１４ 稗久保線 利用者数及び達成率、共に増加しておりますが、富士宮駅南口行の 479 人の

減が目を引きます。利用者達成率の表全体から、月ごとを見ますと、各路線差異はありませんが、

唯一８月の芝富線の減が目を引きます。これは、定期券の販売の影響が大きく、８月（夏休み）

が少なくなってくるという要因があります。 
次に宮タクの報告です。５ページ、全エリアの合計の表をご覧いただきますと、平均乗車人数

が、運行台数から委託料の数値に関しましては、全て増加となっておりますが、平均乗車人数及

び収支率目標値に関しましては、減となっております。なお、１便当たりの乗車人数におきまし

ても、各月とも 2 人にたっしていない状態であります。しかし、先ほど、ご承認いただきました

「第５号議案」宮タクの目標値を全エリアで計算しますと 1.87 人になります。ですから、4 月と

8 月が達していないが、ほかの月においては、達していると判断できると思います。 
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次に、６ページ、山宮エリアの利用状況です。 
昨年度比較は横ばい状態です。 
山本エリアです。 
すべての項目がマイナスとなっております。 
７ページ、案居山エリアです。 
収支率は減少したが、運行台数、利用者人数が 214 人増と順調に稼働しているようです。 
上野エリアです。 
昨年度比較は横ばい状態です。 
８ページ、南部エリアです。 
利用者数等、全体的に増加しているが、運行台数が 100 台に満たず、極端に少なくなっておりま

す。また、会員数 145 人に対して、輸送人数が少ないという特徴がみられます。 
富士根エリアです。 
ほぼ、横ばい状態となりました。 
北山エリアです。 
運行台数をはじめ、各項目、減少傾向が強いです。 
北部エリア 
収支率減少、ただし、ほかの項目が増加。順調運用しているようです。 
10 ページ、内房エリアです。 
収支率やや減少、ただし、ほかの項目が増加。ただし、宮バスから、宮タクにシステムを移行、

平成 25 年度の数値が、半年分の数字になっておりますので、若干、減少傾向にあるのではない

かという感覚を覚えました。実績報告は以上となります。 
議長（副市長） 

路線によっても、違いがあることが、おわかりになるかと思います。平均乗車率の差異など、

地域性もあるのではないか、この辺が懸案事項ともなってくるのかとも思います。委員の皆様、

ご質問、ご意見は、ございますでしょうか。 
四條委員  

サポーター制度とは、どういった内容のものでしょうか？数値が少ないが？ 
室長 

現状の運用としては、区単位で買っていただき、区の奉仕活動などの活動に応じて、謝礼のよ

うな形で配ることで、宮バスの周知及び利用促進効果を狙ったもの。 
積極的に配布していくことで、利用促進の目的としてのものになります。 

四條委員 
ということは、今後、区で、バスの利用促進のために、ストックしておいて、積極的に配布す

る、などの行為が必要となってくる時期なのではないだろうか？と考え伺った。 
公共交通の利用を減らさないためには、区としても、将来的に考えていかないといけない時期か

と考えました。わかりました。 

室長 

はい、参考意見としていきたいと思います。 

議長 

サポーター券の入金は、どの時点で行うのか？ 

事務局（竹川） 

会員登録をしていただき、申請していただき、券を発行する際に、引き換えとなります。 
議長 

区としては、一旦購入しなければならない、ということですね。 
事務局（竹川） 

はい。ですので、区の中で購入してよいかどうか、の認証が必要になってくるかと感じます。 
佐野室長 
 使い勝手や周知について、考えていきたいと思います。 
全体的に、特に宮タクに関し、使い方の面の複雑さもあり、事業者からも検討課題として、声が

出ていますので、今後も考えていくところかと思います。 
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四條委員 
 高齢者支援というやり方は、様々あると思う。社協に PR するなど、区長会としても、運転が

できない高齢者について、考えていかなければと思っている。 
佐野室長 
 はい、今後も、寄合どころなどに積極的に周知活動をしていくなど、事務局としては行ってい

きたいと思います。 
議長 
 他には、いかがですか。 
藤井委員  

サポーター制度という富士宮市らしい制度が出来たのですが、当初出来て以降、市民であると

か企業であるとか、サポーターになり得る所に、どういう問い合わせというか、お知らせを継続

しているのかお伺いしたい。 
そういう制度が出来たときに、アプローチしたところで止まっているのか、それとも定期的に

広報誌などで依頼をかけるようなことを行っているのかお聞きしたい。 
事務局（竹川） 
 当初の時には、回覧しているのですが、その後、区長会の総会の場などでお話しさせてもらっ

たりしています。時間の取れない場合もありますが、このような会合があれば、一応ご紹介はさ

せていただいております。 
藤井委員 
 サポーター制度は、区長、市民の方のみがサポートするものではなく、当初、この制度が出来

た時には、積極的に事業者ベースのところでも市民の生活を支える、協力してもらおうじゃない

か、あるいは市民そのものも公共交通を維持するのは、市民そのものが応分の責任を持つといっ

た意識を持ち、市民の皆さんが公共交通をサポート、維持していくという気運づくり、こういっ

たものを大事にしていくというのが、きっと根底にあったと私は記憶している。 
そういった中で区長会を通じて、何かのイベントを通じて啓発するということは、継続してい

るとは思うのですが、そうするとやはり、限られたところしか挙がってこない。富士宮の独特な

ところで、いろいろな事業者さんや名士の方というのか、かなり高い金額でバス停オーナーさん

にもなっていただく、命名権として、お金を支払っていただく、であれば、企業の方にも公共交

通の維持に協力していただく例として、マイカーで来ている人たちに、サポーター券を配るとか、

色んなバリエイションがあるとお話ししたことを記憶しております。 
 
更に、事業者へのモビリティマネイジメント的なものは、継続していかないと根づいていかな

いところがあります。何か機会があれば、市民向け、事業者向けといった形で、定期的なアナウ

ンス、新たなサポーター会員、会員になるためには何かメリットとして感じるものとか、何か協

力することで企業として実際に働いてこられる方達のサポートになっているといった思いを事業

者の方にもプラスしてあげる。与えていかなければ、なかなか前に進みませんので、ぜひ、そう

いった思いを継続していただけるとありがたい。 
議長  
ご指摘がありました。事務局どうですか。 
佐野室長  
やはり、もう少し、定期的に PR に取り組んでいけるようにしたい。 
議長  
ご指摘いただいた点について、検討してください。その他にありませんか。 
増田委員 
 高齢者返納の件ですが、警察に返納、5000 円の補助券を渡すと伺っています。実際使用してい

る方というのは、どのくらいの割合か？わかりますでしょうか？ 
佐野室長 
 今、手元に資料がないが、交付枚数に対しての利用率ということですね。 
事務局（竹川） 

以前（昨年）、調べた際は、10％程度だったと記憶する。警察の免許返納申請にいった際、こ

ちらの窓口を紹介していただくようなチラシの配布などの効果もあり、少し、増えていると思い
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ます。宮タクについては、会員登録制ということもあり、登録しなければ使えないのですが、助

成券交付時、多くの方に登録していただいているので、増えてきていると推測しますが。 
増田委員  

２５年から、１年ぐらいたっておりますし、返納制度による返還の数はあがっています。それ

からすると・・一体、金額的にどのくらいの利用か、がわからなかったので。 
使ってもらえないのは、もったいないので、上手く利用してもらえるように、もっと宣伝広報を

やっていけば、より上手くいくと思うので、よろしくお願いいたします。 
佐野室長  

高齢者免許返納券の利用率というのは、どこの路線につきましても、宮バスについては倍以上、

それを超えるような勢いで使用されていますので、よい状態だと思っております。 
「5000 円券配布」で終わり？という声もありますが、その辺は一線を引かなければいけないと思

いますので、何かとフォローアップ策も考えていきたいと思います。 
議長  
 ありがとうございました。その他いかがでしょうか？ 
（富士急）佐野委員 
 高齢者免許返納支援制度ですが、宮タクと宮バスでしか使えない現状があり、宮バスは、富士

急バスの路線の通っていない箇所を担っています。しかし、公共交通の基幹である民間路線バス

では利用できない。高齢者免許返納制度の主旨から有効的に使いたいということを基軸に考える

のであれば、路線バスの方にも使えるようにしていただきたいという思いがあります。 
また、実は路線バスの運賃箱にも、この券が入ってきています。最近減りましたが、精算できず、

紙として消えていくといった実態もあります。広域型の自社バスを利用するのが大多数と考えて

いる。 
議長  
 スタート時、宮タク宮バスに限定する理由があったのですか？ 
（事務局）竹川 
 歳入歳出の関係で、市が個人に対して補助金として出していますので、市営のバスで使っても

らうということと、会計の難しさという課題があったと思います。 
議長 
 その辺のテクニカルな問題がクリアされれば主旨的には、どうなのか。    
確かに、「免許返納してください」で代替えの交通機関で使えるのは、「宮タク、宮バスだけです

よ」というのは、納得いきにくくもある。 
会計処理上の問題も理解できるので、今後の検討課題としてください。 
加藤委員 
 宮タクについて、全体としては人数が増えている。また、運行形態が変わったと聞いたが、市

民から、どのような反応がでているか？ 
佐野室長  
 運行形態の変更は 4 月からとなります。お手元の資料に、宮タクのエリア毎のパンフレットと

案内がございます。 
（事務局）竹川 
 全部で９エリアありますが、内房、北部を除く７エリアで変更となっております。内容は、料

金体系を一律のものから、移動するブロック数によるものに変更しました。大きな変更として、

エリア内の途中下車は今まで出来なかったのですが、要望を反映し、医師会に登録している病院

や公共施設などで乗降可能となり、市役所や駅でピンポイントで乗降していたものが、面的に広

げ、周囲でも可能となりました。利用者アンケートの内容を参考に、変更をしてきました。再生

活性化会議でかけ、街中でも降りられる場所が増えました。途中下車が可能になったことに関し

ては、要望に沿っていて好評をいただいているのではないかと思います。ただ、使い方が複雑に

なっているので、具体的な使い方のパターンで説明をしたり、その辺りを上手く説明できるよう

に心がけているところです。 
議長 
 画期的な変更をしているので、何度も議論し、修正もかけてきた経緯がある。外にいて街中に

来られない人のためのものが、今度は街中の人が外にも使えるようになった。 
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（事務局）竹川 
 今まで、登録・利用できなかった駅の周辺の方が利用できるようになりました。 
議長  
 進化したというか、一線を越えてしまったというか。 
藤井委員  

もともとが、交通空白地域から中心市街地にむけてのアクセス型のトリップをデマンドでやろ

う、という主旨だったが、今は中心から外へ、と両方となり、タクシー事業者さんとバッテイン

グするという要素があり、前回では「エリアをまたいだ移動はよそう」など制限がはいったのは

事実だが、今、声として「いいよ」と挙がっているというだけでなく、PDCA で評価をしていこ

うとしているので、例えば、途中下車が出来るのが、どう効いてきたのか、街中から外へ行く、

あるいはエリア間移動であっても、登録数が増えて、実績がどうなったかかということを、きち

んと分析するようなアプローチを、既にタクシー事業者さんの方にも、依頼をしているのか？ 
途中下車が市民の満足度に繋がるというなら、例えば目標値１．５が達成しなかったとしても、

この宮タクという制度を利用する方たちの満足度が、利用価値が上がれば、１．５という数字を

達成しなくても良しとしていくことも、PDCA の評価の設定内容を変えていけば出来ないことで

はない。ですので、そのためには、きちんとした分析がなければ目標値設定を変えるのは「そう

いう声が多い」というだけでは、しんどいので、今まだ、１か月しかたっていませんし安定しな

い、夏休みに入ると、条件がかわってしまうと思うので、６，７月ぐらいに、事業者に実際の途

中下車がどういう所で発生しているのか？ゾーンを跨ぐような利用はあるのか？を少し丁寧に取

っていただけないだろうか？それによって、次のアプローチに活かせるのではないかと思います。 
  

関連として、目標値の設定の話をしてきたのですが、例えば北部エリアが 1.1 を切ってしまっ

た、という実績があるのですが、PDCA で回すときに、目標設定に達していない、例えば、それ

が 2 年続いたら、そういった形で ABCDE ランクをつけて低い評価が成された、継続するなら、

少しずつ変えていき、どうにもならなかったら廃止まで検討することが、当面において考えるこ

とだというのが、PDCA サイクルの回し方だったと思うのですね。 
 その時に、目標値設定は、協議事項として 2 年間ごとに見直すということでしたので、お話を

しなかったのですが、目標設定自体が当面、「北部地区 1.5」という設定が成り立つ地域なのか？ 
ということを考えなければならない。 
 公共交通として維持していくのか？福祉交通として考えるのか？その辺のバランスは非常に難

しい所ではありますが、北部は基本的に、公共交通が成り立たない。そういったエリアであれば、 
デマンドを動かす一つの目標設定は、県の補助の材料となるのが 1.2 と聞いた記憶がありますが、 
例えば最低限でも、そこは維持しながら、市民の足を確保するんだといった目標設定の提言など

も合わせて考えていかなければならない。 
そういった形で地域の公共交通の使命を担っていくのか、もしくは、免許返納などもあります

が、例えば件数が少ないということであれば、富士宮市として特別に、交通空白地域を宮タクに

よってゼロエリアを考えるんだ、これは全体方針で組まれたものですが、公共交通で面積ゼロを

担うのではなく、北部エリアは実績として 1.1 行かないエリアということであれば、公共交通と

して維持するのではなく、利用機会があるたびに個別対応するという、他市でも実施している 
タクシーチケットという形の運用や、これはエリア限定型といったものを合わせて考えるなど、

見直しをしていかないと、PDCA が具体的に動いて行ったとしても、政策判断として維持して行

こう、（でも）提言をそのままにしていくと、意味が無いという問題にもなってくる。目標設定の

数値の見直しと合わせて、エリアとして、どう継続していくのか？ということも合わせて検討し

ていかないといけない。 
今、9 エリアのなかで、７エリア設定を検討、変更したので、エリアの使い方がゾーンと上手

く組み合わされることで、利用者が伸びるならば、今後、このような方向性を他の所にも運用で

きるかどうか？というようなことも合わせて色々な要素に今回の事例がうまく活用できますので、

丁寧に調べていただきたいと思います。これは、お願いでございます。 
議長  
 ありがとうございました。事務局何かありますか？ 
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佐野室長  
新しい様式の実績報告書もお願いしておりますが、その形態が、今おっしゃられた形に当ては

まっているのか？ということもあり、タクシー事業者さんの協力なくしてできないことなので、

随時、打ち合わせをしていきたい。 
議長  
 その他いかがでしょうか？ 
高山委員 

基本的なお願いになりますが、区長会の話なのですが、新任の区長さんもいらっしゃる中で、

また、関心のない区長さんもいらっしゃるのですが、宮タクについて、区長会の中で説明をして

もらえないでしょうか。 
佐野室長 

今までは街中は、宮タクの利用ができなかったのが、出来るようになりましたので、区長会の

方とも調整を取ってみます。 
廣瀬課長 

区長会の方は、今月総会など予定しておりますので、その中で、お知らせできるかと思います。 
議長 

今のご要望につきましては、事務局でキチンと対応してください。その他、いかがでしょうか？ 
はい、それでは、報告事項 1 は終わりにいたします。 
次に報告事項 2「宮バスのバス停名称の変更について」事務局から説明をお願いします。 
 
 
報告事項の②「宮バスのバス停名称の変更について」 
 
佐野室長 

ご報告いたします。昨年度末に、松本整形外科医院様から、バス停オーナー制度の本年度契約

を延長しない旨の申し出があり、延長について交渉をいたしましたが、残念ながら承諾を得るこ

とができなかったことから、バス停の名称変更を行うものです。 
名称につきましては、「松本整形外科医院」「松本整形外科医院西」を、それぞれ「貴船」に変更

するものでございます。報告は、以上です。 
議長 
 名称変更はわかりますが、その原因について、説明していただけますか。 
佐野室長 

松本整形外科医院様は、街中、中央循環のバス停で、１基につき年額 18 万円ほど、ご協力い

ただいております。年間、36 万円になります。やはり、金額的に高いということが、ご判断され

た理由だと思います。 
 過去にも、昨年度他に 2 件ございますので、それらも金額の問題が主だと考えております。 
若干、高すぎるかな？という所があります。これにつきましても、前任者から引き継ぎを受けて

おりますので、来年度の間に合うかわかりませんが、検討をして、バスオーナー離れしているも

のを復帰、もしくは、新規ご協力を目指していきたいと思います。 
議長 
 バスオーナーは重要。路線ごとに金額を変えたのは分かるが。 
佐野室長 

 はい。路線運行件数が違うところが、一番大きな部分だと思います。 
議長 
 この件に関しまして、ご意見ありますでしょうか。 
藤井議員 

前回の時も、石川皮膚科さんや、自動車教習所さんの撤退が続きました。 
やはり、お話があったように、富士宮のバスオーナー制度というのは、全国を見ても、これだけ

の収入を命名権で出来ているのは無いのではないでしょうか。ただ、かなり高額なものとして、 
連携計画の目標値として組み込まれているということが、少し、心配なところがあります。 
 このまま縮小型で行ってしまうのか、となったとき、経済が成り立たないから撤退するのか、
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もしくは、そこにバス停があることで、地域の方々にバス停があることが、メリットとして上手

く反映された結果、受益ができるような構造となっていれば、ある程度高額でも対応できるかも

しれないのですが、今現在のサポートのところで、宮バスの仕組みで、本当にバス停命名という

仕組みで本当に成り立つのかを、そろそろ考えなくてはならないのか？ 
 
以前は命名権だけで、宮バスの中でも情報発信というのは基本的になくて、バス停のアナウン

スだけという時代があって、右肩上がりでバス停名が、プラスしていった時代があった。その後、

宮バンというところで「バス停のアナウンス＋写真並びに診療時間」など、オーナーからのメッ

セージがアナウンスとして流れる仕組みに代わっていった。次のプロセスとして、それでも撤退

するとなると、それがメリットとして享受されてないということになると、どういった所に新規

開拓しなければならないか、あるいは、連携計画等の目標設定の中に、バス停オーナーのそもそ

もの負担額の見込みというものを、どう考えていったら良いのかということを、今すぐの話では

ないが、将来的に先細りになる可能性もあることを前提とした次の手を考えていかなければと思

いますので、継続をしていただくところには、しっかりお願いすることと合わせ、どういった情

報が、あるいは、サポーター制度のような形で、オーナーの方達が、そのサポーター券を買うの

ではなく、市からオーナーになっていただくことに対して券をお渡ししておいて、こられた方達

にそれをバックしていく。そうすると、目に見えて宮バスを活用している方達が、自分の所に来

ていただいているんだ、ということが実感できる仕組みに変えていくなど、考えていかなければ、

継続は難しいのかと思う。事務局は、頭が痛いかと思うが、その他の方法を含め検討していただ

くとありがたい。 
佐野室長 

サポーター券の配布等、今まで、事務局の方で議論のなかったことですので、検討していきた

いと思います。 
オーナー制度に協力いただいているメリットを、見える形、感じるものにしていくことが、継続

の源となろうかと思いますので、検討していきたいと思います。 
議長  

その他に、オーナー制度について、ありますでしょうか。 
（なし） 
ありがとうございました。この件におきましては、色々なアドバイスをいただきましたので、

事務局で検討してください。報告事項について、以上 2 件について終了いたしました。 
今日の予定の協議事項については全て決定いただき、また報告事項は報告いたしました。 

最後に、委員の皆様から、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 
（なし・佐野室長より、規約等配布資料の案内） 
議長 
 富士宮市でこの取り組みをして、数年がたちましたて、ユニークな取り組みとして、お陰様で

視察も非常に多く、前担当者も熱心だった。ＣＤも作ったりした。注目も多く、それゆえに、今

までにない新たな取り組みも、やりながら試行錯誤で進めて参りたいと思っております。 
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは、この後の進行は事務局でお願いします。 
 
（事務局）竹川 

委員の皆様、長時間にわたりご協議いただき誠にありがとうございました。 
（前室長・高野課長の宮タク宮バスに関する報告文が載った所属研究会発行本の案内） 
それでは、事務局から次回の会議のご案内をいたします。 
会議は、９月中旬頃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

誠に恐縮ですが、ご出席をお願いいたします。 
 それでは、以上をもちまして、平成 27 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。 
 ありがとうございました。 

 
 
閉会 16：00 
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