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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 2７年 １月 1６日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 1３人（芦澤英治会長・堀内哲夫委員（代理：斎藤俊之氏）・篠原克敏委員（代理：米山政司

氏）・佐野智昭委員・齋藤靜委員・佐野孜委員・清利夫委員・望月利浩委員・山本静候委員・土屋

善江委員・藤井敬宏委員・加藤建司委員（代理：門脇裕和運輸企画専門官）・ 高山あさ江委員） 

 

事務局 5 人（総務部長 望月斉・市民生活課長 廣瀬晃・市民生活課交通対策室長 高野裕章・

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 塩川雅子） 

合計 1８人 
 
【開会】 

事務局（竹川） 

定刻になりましたので、ただいまから平成 26 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。本日の会議は、事前にお配りした議案書では協議事項 4 件、報

告事項 2 件となっておりましたが、急きょ報告事項を 1 件追加させて頂きまして、報告事

項 3 件とさせて頂きます。お手元に追加の資料をお配りさせて頂いていますので、よろし

くお願いいたします。 
会議に入る前に、新たに委員になられた方がいますので、ご紹介いたします。商業組合

静岡県タクシー協会富士・富士宮支部を代表して静岡県タクシー協会富士・富士宮支部福

祉部長篠原克敏様でございます。本日は都合により欠席されていますが、代理で前任期ま

で委員としてご活躍して頂きました米山様にご出席いただいています。米山様におかれま

しては、任期中は大変お世話になり、ありがとうございました。今後もご意見等いただけ

たらありがたいです。また、平成 27 年 1 月 14 日に委員の任期を満了し、引き続き平成 27
年 1 月 15 日から 2 年間委員として再任された方がいますので、お知らせします。本来であ

れば、ここでお名前をご紹介させていただくべき所ですが、時間の都合もあるので、全て

の委員に承諾を頂き再任となっておりますことから、お手元の名簿でご確認頂きますよう

お願いします。 
なお、本日はこの後に議題となっています地域幹線系統確保路線の関係で富士市都市整

備部都市生活課の村上様と渡辺様にご同席頂いています。よろしくお願いいたします。 
それでは定足数につきましてご報告申し上げます。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

代理出席を含めまして 13 人でありますことから、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。規約第 7 条第 1 項の規定によ
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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。よろしくお願いいたします。 
議長（副市長） 
規約の規定に基づき議長を務めさせていただきます。議事がスムーズに進行しますよう、

ご協力をお願いいたします。 
 

 (1) 協議事項 

議長（副市長） 
それでは早速会議に入ります。まず始めに「第 1 号議案 平成 27 年度宮タクのエリア修

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 1号議案 平成 27 年度宮タクのエリア修正について 

事務局（高野） 
 議案書の 1 ページ。「第 1 号議案 平成 27 年度宮タクのエリア修正について」。このエリ

アについては、昨年第 3 回 11 月 21 日に承認済みではありましたが、修正したいという提

案です。 
 それと言うのも、もともと宮タクは街中エリアに入れば街中の方はどこでも行けるとい

う発想で作ったので、安居山エリアに何区があろうとも全て街中エリアになるので、特に

支障はありませんでした。しかし前回の会議で、自分が居住しているエリアにしか移動で

きないルールにしたので、基礎エリアがどこに当てはまるかが大きな分かれ道になります。

従いまして、安居山エリアは病院や公共施設があまりありません。それよりも、北山、山

宮、上野方面、駅の北側は福祉会館や個人病院がたくさんあります。そういうことを考え

ますと、なるべく北山、山宮、上野エリアに割り振った方が地域の方にとってありがたい

のではないか、と考えました。ということで早速ですが今回、利用者目線で修正案を提出

させていただきました。 
 順にご説明します。まずは安居山エリアです。前回の承認では、貴船区以下高嶺区まで

ありましたが、これを羽衣だけ安居山エリアに残して、他の区はそれ以外のエリアに割り

振りました。宮タクは、郊外部から中心市街地に向かう仕組みですので、どうしても地理

的事情からエリアを超えて地域を結ぶわけにいきませんので、羽衣だけはどうしても安居

山エリアに残ります。貴船は上野、それ以外につきましては北山に割り振りました。 
 次に南部エリアです。南部につきましては、神田川区と浅間区は地理的事情から残しま

す。ただし、神田区については山宮エリアに含めても地理的支障はありませんので、山宮

エリアに持っていきます。 
 次に上野エリアです。神賀、福地については安居山エリアの神立以下と同じグループと

しまして、北山エリアに移行したいと思います。 
 次に山本です。山本エリアについては、常盤区、大和区に関しては地理的状況から据え
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置きにします。 
 山宮エリア。この 3 つの区については据え置き。それから先ほど言いました、南部エリ

アから神田区が追加されますから 4 つの区が追加されます。 
 富士根エリアです。富士根エリアは、咲花、瑞穂は据え置き。北山エリアは、3 つの区が

大幅に増えまして、神立以下 6 つの区が追加されるということになります。 
 今、区の名前で言いましたが、富士宮市民の方は分かるでしょうが、なかなかイメージ

が掴みづらいでしょうから地図がございます。 
 宮タクのエリア図が新旧に分かれていまして、北山エリアの図が少し伸びていることが

確認できると思います。逆に安居山エリアの緑色が小さくなっているという具合に、北山、

山宮、上野の方にエリアの配分を広くしたという状況です。 
 このような形で、利用者目線でなるべく福祉会館やその他の病院に行きやすい形で、エ

リアの修正をしたいと思います。よろしくご審議ください。 
議長（副市長） 
 事務局からの説明は終わりました。今説明にありました通り、エリア名と行政区名の変

更を、なるべく利用価値があるようにということの説明でした。この件につきまして、ご

意見ご質問等をお願いいたします。 
富士宮市区長会 佐野委員 
 白糸地区の辺りは、どうなっているのでしょうか。 
事務局（高野） 
 白糸、上井出につきましては、北部エリアという宮タクになります。今回行政区の修正

をしたのは直接駅に出られる地域ということで、北部エリアと内房エリアは除いています

ので、北部エリアはそのままです。 
 ただし、北部エリアも北山エリアに乗り継ぐことによって、駅や市立病院に出られます。

しかし、直接北部から駅には出られないということで、今回の行政区の変更には関わって

いません。 
富士宮市区長会 佐野委員 
 白糸方面は商店がなくなって、大変なことになっていますが、中に入って行けることは

ないのですか。 
事務局（高野） 
北山エリアに乗り換えて、ご利用いただくこと。それと、前回の 11 月の承認で北部エリ

アも増便させて頂いているので、以前よりは使い勝手がいいと思います。  
日本大学 藤井委員 
 今回、北山エリアにかなりシフトするという話ですが、実際のタクシー事業者さんの稼

働率の関係からエリアを増やした形の中で、予備車を含めて基本的に対応が今現段階で事

務局としては、エリアを増やしても予備車の運用といった問題は、それ程ないというご判

断で理解してよろしいのか。 
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事務局（高野） 
昨年末に事業者会議を行いまして、エリアの配分については協議をしています。各事業

者様からは、ご理解を頂いている状況です。今回エリアを増やした所で、どれだけ利用者

が増えるかということですが、街中から郊外に出る方は、基本的には少ないのかなと前提

に考えています。街中のエリアの配分が増えても、さほど稼働率には影響ないのかなと、

現状では考えています。 
ただ、これが慣れてきて便利な話だ、となると心配な部分もございます。今、道路運送

法で小規模事業所は 4 台までの登録となりますが、中には岳南自動車様は全ての車両を宮

タク車両に使えるという、一般の乗合事業の許可を取られている事業者もあります。その

中で、この事業が多くの方に利用されるのであれば、全ての車両を乗合車両にということ

も、協議の中で話し合っていきたいと思います。 
議長（副市長） 
 タクシー協会からは何かございますか。 
静岡県タクシー協会 米山代理 
 今後、高齢化と人手不足が会社として出てくることが考えられますが、今の所は各社問

題ないと考えています。 
議長（副市長） 
 それではお諮りしたいと思います。「第１号議案 平成２７年度宮タクエリアの修正につ

いて」は、事務局から説明ありました。原案の通り承認することでご異議ありませんか。 
ご異議なしということで、第１号議案につきましては、原案の通り承認いたします。 

 続きまして「第 2 号議案 平成 27 年度（市単独路線等）及び平成 28・29・30 年度（国

庫路）の生活交通確保計画案について」を議題といたします。まず、事務局から説明をお

願いします。 
 
第 2 号議案 平成 27 年度（市単独路線等）及び平成 28・29・30 年度（国庫路

線）の生活交通確保計画案について 
事務局（竹川） 
 資料１をご覧下さい。これは、毎年県に提出している来年度以降の路線計画案となって

います。1、2 ページは、市が単独で路線の補助を出しています。富士急静岡バスさん民間

路線になります。こちらは後程、担当者からご説明させて頂きます。市に関係する所は次

の 3～6 ページまで。こちらが県から補助を頂いている市営の公共交通の路線となります。

宮バスについては、中央循環と芝川方面の路線が対象となります。宮タクについては、全

エリアが対象となっております。 
 詳細としては、宮バスの運行回数は特に変わりません。日数の関係で芝川方面の費用が

少し増えていますが、それほど変わりはありません。 
 5、6 ページに宮タクの表がありますが、宮タクについては 4 月から運行形態の改善があ
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りまして運行回数が増えますので、それによって実車走行距離、経常経費等、運行回数の

増加に合わせて増やさせて頂きました。 
 7 ページから 12 ページになりますが、こちらは国庫補助路線になります。宮バスとフィ

ーダー路線の北循環、東南循環になります。北循環と東南循環は、他の中央循環と芝川方

面と同じように運行回数等は変わりません。日数の関係でキロの変更はありますが、それ

以外は何も変わらないということで、提出させて頂きます。国庫補助路線に関しては、補

助金の対象期間が半年程ずれていまして、今は平成 27 年度ということで、平成 27 年度が

平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までになっています。現在平成 27 年度とい

うことで平成 28 年度以降の計画を出させて頂いています。 
 また、国庫の交付申請の関係で 3 年間分を出させて頂いています。28 年度が 7，8 ペー

ジ。29 年度が 9，10 ページ。30 年度が 11，12 ページ。3 年間分、出させて頂きます。予

定になりますので変更があるか分かりません。日数的には 3 年間とも変わりません。以上

が市の路線の説明になります。 
議長（副市長） 
 市の関係する市の単独路線及び国庫路線の生活交通確保計画案につきまして、事務局か

ら説明して頂きました。引き続き、運行業者様に関する路線につきまして富士急静岡バス

株式会社様並びに山交タウンコーチ株式会社様の分がございますので、担当者からそれぞ

れ説明をお願いします。まずは富士急静岡バス株式会社の担当者様から説明をお願いしま

す。 
富士急静岡バス 斉藤代理 
 いつもお世話になっております。本年もよろしくお願いします。平素は当社の事業名に

関しまして、ご協力ご理解賜りまして、この場を借りてお礼を申し上げます。それでは、

内容につきましては佐野から説明させていただきます。 
富士急静岡バス 佐野委員 
先ほど事務局の竹川様からお話があった通り、今回富士急静岡バスからは市単補助と国

庫補助路線と２つに分けました 
富士急静岡バスが富士宮市単独でご協力してもらいたい所は、まずは資料 1、1 ページに

ある北山線。富士宮駅から猪之頭までの路線。北山線の富士宮駅からスポーツ公園まで。3
つ目は村山線。富士宮駅から二本松。これは朝夕 1 本ずつです。4 つ目が上条線。富士宮駅

から上野の上条まで。5 つ目は北山線。これは富士宮駅から白糸の滝まで。6 つ目は北山線。

富士宮駅から足形まで行く路線。2 ページ目で、北山線、富士宮駅から休暇村富士まで。も

う 1 つ北山線。これは、根原から猪之頭を経由して富士宮駅に行く路線。万野団地線。こ

れは富士宮駅から万野団地粟倉団地を経由しまして富士宮駅まで行く路線。最後にもう 1
つ万野団地線。これは、今申し上げた万野団地線の逆回りです。 

9 路線 1 系統になるので、全部で 10 路線になります。今回は市内になるので、単独でこ

れを富士宮市さんに提出させて頂きたいと思います。 
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続きまして国庫補助路線になりますが、8 ﾍﾟｰｼﾞになります。国庫補助路線は 4 路線。国

庫補助路線は、先程富士宮市さんから説明があったように、市と市をまたぐ路線です。富

士宮市と旧芝川町。芝川町は富士宮市と合併しましたが、富士宮市ではなかったというこ

とで国庫補助路線になっています。もう 1 つは隣の富士市に跨ぐ路線ということで、市と

市をまたぐ路線に関しましては国と県から補助をもらって運行しています。 
8 ページに記載してある柚野線。これは富士宮駅から大中里を経由して上柚野まで行く路

線。2 つ目は曽比奈線。西富士宮駅から富士宮駅、曽比奈まで行く路線。3 つ目は大渕線。

こちらは吉原中央駅から中野、大渕を経由して富士宮駅に行く路線。4 つ目、これは富士宮

駅から 139 号線を経由しながら吉原中央駅に行く路線。この 4 つの路線です。特に曽比奈

線、大富士線に関しましては、利用促進のために今年度より富士脳研病院を経由しまして。

曽比奈線に関しましては富士宮駅を経由しないものもございましたので、全便富士宮駅を

経由しながら西富士宮駅、富士宮駅、大富士へ流れる運行になります。 
 富士急静岡バスからは、富士宮市単独の 10 路線と国庫補助路線 4 路線を提出させてもら

います。 
議長（副市長） 
 引き続き山交タウンコーチ株式会社の担当者様から説明をお願いします。 
山交タウンコーチ 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

頂いていますことを、この場を借りて御礼申し上げます。 
 それでは、当社の確保計画についてご説明させて頂きます。当社では国庫補助路線とし

て 1 系統の計画となります。平成 28 年度分として、8 ページをご覧下さい。計画路線は事

業者番号 105 番、富士宮駅を始発としましてイオンモール、星山台を経た後富士市内に入

り富士川駅、終点の蒲原病院へ向かう路線の策定となります。富士宮駅、富士川駅の他、

イオンモール、蒲原病院の利用者を中心とした通勤、通学、通院、買い物の手段としての

利用が見受けられます。確保計画案につきましては、現行運行ルート、回数等を継続して

維持していくことをしておりまして、運行時間帯については計画においても現行時間帯を

記載させて頂いています。しかし鉄道の時刻改正などを考慮しまして、利便性の高い時間

設定の実現を引き続き検討してまいります。外題におけます各数値につきましては、現行

につきましては運行が終了した最終年度の実績値を記載しまして、計画につきましては策

定年度曜日配列により算出。費用収入につきましては、過去 3 年間の推移によりますネッ

トワーク計画おける見込み値を記載しています。運行回遊につきましては、引き続き現在

の再リス水準を維持し、公共交通の確保に努めるべく策定しています。これ以降、同様に

平成 29 年度分につきましては 10 ページ、30 年度分につきましては 12 ページに記載させ

ていただいています。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が、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、ご協議のほどよろしくお願い致します。 
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議長（副市長） 
 事務局並びに事業者様の説明が終わりました。平成 27 年度の市の単独路線、平成 28、
29、30 年度の国庫路線。その国庫補助を得るための必要な計画ということで説明をして頂

きました。本件につきまして委員の皆様からご意見質問等がありましたら、お受けしたい

と思います。 
日本大学 藤井委員 
 輸送サービスの範囲という欄がありますが、各ページに渡って表現の仕方が「である調」

で終わったり「ます調」で終わったり、路線という名詞で付かれていたり。やはり県にこ

ういった形で出る書類ですので、表現を統一した方がよろしいかと思います。 
事務局（高野） 
修正して県に提出します。 

議長（副市長） 
それでは、お諮りをします。「第 2 号議案 平成 27 年度（市単独路線等）及び平成 28・

29・30 年度（国庫路線）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

ご異議ありませんか。 
 ご異議なしということで、よって原案の通り承認いたします。この件につきましては、

静岡県生活交通確保対策協議会に事務局から報告するようにお願いいたします。 
 
第 3 号議案 平成 28・29・30 年度（国庫路線）の収支改善計画案について 
議長（副市長） 
 続きまして「第 3 号議案 平成 27 年度（市単独路線等）及び平成 28・29・30 年度（国

庫路線）の収支改善計画案について」を議題といたします。この件につきましては、第 2
号議案の路線に関する運行事業者の収支改善計画が議題となります。富士急静岡バス株式

会社並びに山交タウンコーチ株式会社のご担当者様からそれぞれ説明をお願いします。ま

ず始めに、富士急静岡バス担当者様からお願いします。 
富士急静岡バス 佐野委員 
 資料 2 をご覧になって下さい。平成 28～30 年度の収支改善計画を作成しました。 
 まず左側の利用促進案として 11 項目ありますが、特に 1 番初めの「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。」とありますが、

特に富士宮市に関しましては、弊社から各学校に出向きまして、乗り方教室で自己啓発を

行ったり、利用者の啓発活動を行っています。また利用促進としまして、校外学習で路線

バスをする際は増発便を出すなどをしています。 
 また、その下に行きまして「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、パ

スモ・スイカ・トイカですね。トイカに関しましては、バスのポイントが付かないという

欠点もあるんですが、ＩＣカードの利用拡大はかなりこの富士宮市の間でも広がっていま
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して、弊社でもお客様の利用率は上がっていますが、これが利便性が高いことをもう少し

皆様に周知をしてお客様を増やしていきたいと思います。 
 また、その下の「シルバー定期券」や平日専用の学生定期「ウィークデー定期券」の継

続ＰＲを行い、利用促進を図ります。シルバー定期券に関しましては、新たにチラシを作

成し各自治体のコミュニティーセンターに配布しまして、周知させていただきたい。 
 ウィークデー定期券に関しましては、これは学生専用ですので、高校入試が行われた後、

４月に入学が決まったお客様に対しこういった定期券がありますよとＰＲをします。 
 その下に下がりまして、「主要バス停留所へ４ヶ国語標記によるサインボード設置を行い

利便向上を図る。」に関しましては、富士宮市は大変外国人の観光客が増えていまして、弊

社が運行している定期観光バス「強力くん」に関しまして乗車人員の半分が外国人という

ことで、外国人の受け入れ態勢をしっかりして、より多くのバス停に４ヶ国語標記のサイ

ンボードを設置していきたいと思います。 
 右側にいきまして経費削減策に関しましては、「軽油燃料・オイル・タイヤ等をグループ

のスケース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。」という

ことを出させて頂きました。これは富士急グループ、山梨・東京・金沢・埼玉・静岡県に

またがる会社の中で、経費の低減化を推進するということです。これは今後も続けていき

たいと思っています。 
 また５番目の「車両の計画更新による燃費効率の向上と、修繕費の削減」ということで

富士宮市の営業所に関しましても計画的更新を行い、特に修繕費の削減を図っていきたい

と考えています。 
 平成２８年度の収支改善計画は、富士急静岡バスからは以上となります。よろしくお願

いします。 
議長（副市長） 
 続きまして、山交タウンコーチ担当者様からお願いします。 
山交タウンコーチ 野口様 
 引き続き当社の収支改善計画について、ご説明させて頂きます。資料 2、2 ページをご覧

ください。 
 まず利用促進策では既存利用者の利便性、使いやすさの向上と新たな利用者の増加への

取り組みとしています。「バスコンシュエルジュ」では、携帯電話端末を含め、時刻表、路

線情報、バス停位置情報など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

続き実施していきます。 
 また、バス停周辺の維持管理を継続して行いまして、バスを待つ際の環境整備を継続す

ると共に、引き続き時刻表等、バス停の見やすさを実現すべく研究と実施を行ってまいり

ます。またインターネット環境がない方には、紙ベースでの時刻表を準備配布して、認知

度の向上を目指してまいります。 
 運賃割引施策としましては、まず学生向けの学級期における運賃割引を実施しています。
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これは普段、通学手段としてご利用頂いていない方には、休み期間にバス利用を体験して

頂くことで、また通学時にバスをご利用頂いている方にも、バス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、敬老の日に合わせた 60 歳以上を対象とした 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、免許返納前にバスをお試し頂くことで今後

の移動手段の選択肢となるように動機づけを行うものとしています。 
 続いて経費削減策ですが、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

います。しかしながら、引き続き経費の抑制を維持すべく継続して行っていく施策となっ

ています。 
 まずバスダイヤなどの効率的な実現を目指し引き続き検討を行い、改正時においてもよ

り効率的な運用が出来ないか検討してまいります。 
 省燃費運転講習と燃料費の抑制を実現する中で、一定の改善を実現実施してまいりまし

たが、引き続き改善された省燃費を維持すべく活動を継続してまいります。簡単になりま

すが、以上が当社の収支改善計画になります。よろしくお願いいたします。 
事務局（高野）  
 事務局から訂正がございます。議案書の訂正ですが、次第では「平成 27 年度及び」と入

っていますが、正式には 1 ページの議案書の中身「第 3 号議案 平成 28・29・30 年度の収

支改善計画案について」が正しいタイトルでございますので、次第の 3 号議案の平成から

及びまでの区間を削除頂きたいと思います。よろしくお願いします。 
議長（副市長）  
 それでは、そのように訂正をお願いします。この点につきまして事業者様から説明があ

りましたが、何かご意見ご質問等ありましたらお受けいたします。 
日本大学 藤井委員 
 富士急静岡バスの利用促進策の（2）で「新規路線の開拓」というキーワードが出てきた

のですが、先程の 1 号議案で認められた街中エリアまでのエリア拡大。タクシー関係の自

己エリアを拡大されていたので、タクシー間の利用者増は認められるのですが、今度はバ

スの競合が街中エリア沿いでは出てくる。その中で、この新規の路線の開拓の中で今現在、

街中エリアのどういった所を対象に考えているのか。この場でお話し出来ないこともある

かと思いますが、少し考え方をお聞かせ頂けると。実際には市の取り組んでいるデマンド

が、本来の公共交通の足かせになってしまっては問題となってしまう。富士宮はＰＤＣＡ

サイクルがあるので、その辺の中で一応やってみてトライアンドエラーで確認するスタン

スは非常にいいと思いますが、その中で現段階でどのようにお考えなのかお伺いしたいと

思う。 
富士急静岡バス 佐野委員 
 実は富士急静岡バスで提出させて頂いた収支改善計画というのは、富士宮市だけでなく
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富士市にかかることも一緒になって提出する関係で富士宮市に該当しない内容もございま

す。（10）吉原中央駅の再開発は、まるっきり富士宮市と関係ない話になりますし。 
 実は、まだ計画段階ですのでピンポイントでは申し上げられないのですが、（3）では学

生を対象とした路線という所で、見直しを行いながら学生に特化した路線を計画していま

す。しかし、ここ 2 年くらいかかっている計画でして、新規路線に関しましては多くの計

画経費がかかってくるので、弊社でも新規で走らせて赤字という訳にはいかないものです

から、大変慎重に行っています。ただ、やはり利用促進策ということで考えますと、多く

のお客様に利用して頂きたい所がございまして、そういった計画もあります。 
議長（副市長） 
 広域な富士宮幹線からの利用促進策と経費削減策ということで、ご理解を頂きたいと思

います。それでは事務局で間違いがございまして、正式には第 3 号議案は「平成 28・29・
30 年度の収支改善計画案」ということです。 
 それではお諮りをします。「第 3 号議案 平成 28・29・30 年度の収支改善計画案」につ

きましては、説明の通り承認するということでご異議ありませんか。 
 原案の通り承認します。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

お願いします。 
 続きまして「第 4 号議案 平成 26 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価について」

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 
 
第 4 号議案 平成 26 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価について 
事務局（高野） 
 それでは議案書の 2 ページをご覧下さい。資料 3 をお手元にご用意下さい。こちらは県

が評価制度を作りまして、各事業者が県に報告したものを取り入れたものです。それを持

ちまして富士宮市としての考え方、取り組み、方針を示す内容となっています。 
 それでは順に説明します。1－1。こちらは山交タウンコーチ株式会社様が運行していま

す富士宮駅～イオン・星山台～蒲原病院線でございます。主な所だけ説明します。収支率

につきましては、計画 44％に対しまして 44.8%と上回っています。ただしこの評価につき

ましては 9 点ということで、評価基準の真ん中あたりの数値となっています。特に素晴ら

しいのがキロ当たり経費の所です。267.96 円。これは国が示します単価よりも 78 円も安い

ということで、非常に素晴らしいのかなと思います。従いまして、こちらの評価点が 12 点

と満点をとっています。合計にしましても 54 点ということで、Ａ評価ということです。 
 1－2 をご覧下さい。こちらは主な目的が書かれています。先程、収支改善計画等にもご

ざいましたが、目的、増収策、費用削減策と資料 2 の内容をまとめたものが記載されてい

ます。 
 1－3 をご覧下さい。こちらは県のホームページで公表される公表シートです。これを見

ますと、キロ程が 18 キロで、1 日の輸送量が 22.6 人、1 便当たりが 2.2 人、運行回数が 10.3
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往復と書かれています。 
 下のグラフにレーダーチャートがございますが、網掛けの部分が大きければ大きいほど

利便性が高い路線ということになりますが、平均乗車密度が若干低いということで、この

ような状況になっています。 
 次に2－1をご覧下さい。富士急静岡バス株式会社様の柚野線でございます。収支率64.8％
と先程の山交タウンコーチ様よりも高い数値になっています。評価点数も満点をとってい

ると。広域トリップ状況も 91.3 ということで非常に高いです。ただしキロ当たり経常経費

が 359.54 円ということで山交さんに比べると少し高いのかなという所で、結果的にはこち

らの評価点が 0 点ということで、合計評価 50 点で、Ｂ評価となっています。 
 2－2 をご覧下さい。主な目的、柚野から富士宮駅への通院、買い物、通学が多い目的と

なります。増収策費用削減策は先程の資料 2 の通りです。 
 2－3 をご覧下さい。系統キロ程 10.4 キロ、輸送量が 18.2 人、平均乗車密度 3.8 人、4.8
往復となります。 
 次に 3－1 をご覧下さい。富士急静岡バス株式会社様の曽比奈線です。西富士宮駅、赤坂、

曽比奈という路線でございますが、収支率は高いです。トリップ状況は満点をとっていま

す。なおキロ当たり経費は全ての路線が同じ単価を使いますので、全ての路線において評

価点が 0 点ということになります。こちらは乗車人数、ネットワーク構成が高く、合計得

点 55 点でＡ評価を頂いています。 
 3－2 をご覧下さい。主な目的につきましては、富士宮駅から富士養護学校、特別支援学

校ですね、へ向かう通学の足という形が多くなっています。 
3－3 をご覧下さい。系統キロ数、乗車人数が書かれています。レーダーチャートも金魚

の形をしていますが、これがだんだん大きくなっていくのがいいということで、収支率も

高くなっています。 
 4－1 をご覧下さい。富士急静岡バス株式会社様の大渕線です。先程の曽比奈線と重なる

部分がありますが、こちらは吉原中央駅からで多少長くなっています。中央駅からの利用

が多いということで、収支率は更に高くなって 79.3％となっています。合計得点も 52 点と

Ａ評価です。 
 4－2 をご覧下さい。主な目的ですが、こちらも富士特別支援学校の通学、または通勤に

利用されています。こちらの公表シート 4－3 ですが、運行回数は 3 往復と多くはありませ

んが収支率が高いという形で、レーダーチャートの広域利用状況が大きくなっていること

がご覧頂けると思います。 
 次に 5－1 をご覧下さい。富士急静岡バス様の大月線です。大月線はメインの通りで、本

来赤字であってはいけない路線になりますが、残念ながら国庫補助の対象路線になってい

ます。従いまして収支率もかなり高いです。目標は 98.1％。下回っているとは言え、90.3％
ともう少しで目標値になるような数値となっています。トリップ率も高いということで、

総合評価Ａ評価となっています。 
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 5－2 をご覧下さい。主な目的ですが、富士宮駅から富士の方へ向かう路線ということで、

イオン富士宮店、富士宮東高へのアクセスということです。 
 5－3 を見ますと、収支率が高い影響で輸送量がかなり多いです。112.7 人で最も高い路

線で、レーダーチャートの網掛け部分もかなり大きくなっている路線です。以上を踏まえ

まして、富士宮市としてこの路線に対する取り組み内容をまとめさせて頂きました。本日

は、皆様に取り組み内容についてご審議頂きたいと思います。 
 まず最初に富士宮駅～イオン・星山台～蒲原病院線です。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 50％を下回って

いるが、キロ当たり経費は国庫補助単価みより 78 円低く、企業努力を感じる。評価は全体

的に高くＡ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。  

現在ここにつきましては、国庫補助後のはたけ額があるわけですが、これをしゅんこうで

補助しながら路線を維持していきたいと思います。 
 次に柚野線です。本路線は、広域トリップ状況が高く、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高いほうで、地域としての必要性も感

じる。全体的に評価が高いが、キロ当たり経費が国庫補助単価を上回りＢ評価になってい

るため、経費削減の企業努力を求める。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。先ほどの蒲原病院線と同じく国庫補助後の赤字

額を市が全額補助しており、引き続きフォローしていきます。 
 次に曽比奈線です。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・乗車人数は目標値を上回り、需要が高まってい

ることが伺える。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。 
次が大渕線です。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下回っているが高い数値を示しており、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ただきたい。 
最後に大月線です。本路線はイオン富士宮店・富士宮東高校へのアクセスとして多くの

利用者がいる。収支率・乗車人数は目標値を下回っているが、かなり高い数値を示してお

り、地域間幹線系統としてはなくてはならない路線となっている。全体的に評価は高くＡ

評価になっており、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黒字路線

になるような収支改善を図っていただきたい。 
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議長（副市長） 
 事務局からの説明は終わりました。この件、地域間幹線系統取り組みですが、ご意見ご

質問等ありましたらお受けしたいと思います。特に資料 3 の 6 ページ、取組シートの表現

や内容等についてのご意見お質問でも結構です。 
 それではお諮りします。「第 4 号議案 平成 26 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別

評価について」は原案の通り承認することでご異議ありませんか。 
ご異議なしということで、原案の通り承認いたします。事務局は本内容を静岡県生活交

通確保対策協議会へご報告をお願いいたします。 
続きまして、本日の「第 5 号議案 宮バス芝川路線の片道定期券の販売について」を議

題とします。事務局から説明をお願いします。 
 

第 5 号議案 宮バス芝川路線の片道定期券の販売について 
事務局（高野） 
 議案書の 2 ページをご覧下さい。「第 5 号議案 宮バス芝川線の片道定期券（通学用）の

販売について」です。これにつきましては、小学生中学生の保護者からご要望を頂きまし

ての改正でございます。こちらの一般定期券が現在販売している特別定期券になるのです

が、利用者の中には朝だけ使って帰りは迎えに行く保護者の方が多いようです。ただ定期

券が 1 日券しかございませんので、やむを得ずこれを購入していると。回数券を使うと割

高になってしまい、定期券の方が安いということで買って頂いているのですが、やはり片

道使わないのでは勿体ないので、片道券があったらありがたいという要望です。義務教育

のための通学ですので、なるべく保護者さまのご家庭の負担の軽減をしたいという所がご

ざいます。ただし PDCA の評価もスレスレの中で、収入がマイナスになる可能性がありま

す。 
 片道定期券を販売することによって、今まで定期券を買わなかった方も、半額の券が出

来るなら乗っかってみようという方が増えて頂けたらマイナスは避けられるのですが。そ

の辺はやってみなくては分からない所もございます。そうは言っても営利目的でやってい

る事業ではございませんので、保護者様の立場で片道定期券があったらいいなという所で

ご提案になります。 
 まず初めに中学生の定期券ですが、現在１ヶ月券 4000 円。3 ヶ月券 10800 円。4 ヶ月券

14400 円。1 年券 33600 円。全て半額にということで、右側の網掛けの金額で販売したい

と思います。なお、この割引率につきましては、現在富士急静岡バス様の方で同じような

片道定期券を販売していまして、50％引きとなっていますので、同じ割引率にしています。 
 なお利用できる範囲につきましては、小学生のご自宅の近くのバス停から学校へという

ような区間になります。更に平日のみ利用できるという特別な定期券です。本年 4 月 1 日

から販売したいと思います。よろしくご審議ください。 
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議長（副市長） 
 事務局からの説明が終わりました。宮バス芝川路線の片道定期券、この件につきまして

ご意見ご質問等ありましたらお願いします。 
区長会芝川支部 齋藤委員  
 こう言って頂けると大変ありがたいことですが、先ほどおっしゃたように事実上半額に

なる可能性はあると思います。利用者人数がそれほどいないということで、あと 2、3 年経

たないと人が増えない状況があると思います。 
事務局（高野）  
 2 年に 1 度の PDCA 評価になります。次回は平成 28 年度の評価になりまして、この評価

の段階で芝川路線がどういう収支率になっているかということが注目される所です。現在

も芝川路線につきましては、D 評価ということで、けしていい評価ではありませんので厳

しい状況が続くことは覚悟の上ではありますが、その段階で皆さんと話をしていきたいと

思います。D 評価になったので芝川路線を廃止してしまうのか。また、宮タクに変えてい

くのか。色々な議論があると思います。そういったことを含めて、当面は料金改定して様

子を見たいのが事務局の考えです。地域の方でも乗って頂ければ十分クリア出来ますので、

お子さんが減っても一般の方が乗って下さればそれに越したことはございませんので、よ

ろしくお願いします。 
議長（副市長） 
 これは行き帰りの片道ですね。 
事務局（高野） 
 そうですね。朝の片道券を買った方は朝だけですから、今日は朝に片道使って、明日は

帰りの片道を使うという都合のいい訳にはいきません。必ず朝の片道を買った方は朝だけ

片道。帰りの片道は帰りだけ。というルールで販売します。 
議長（副市長） 
 事務局の想定として、どちらが多いですか。 
事務局（高野） 
 中学生で定期券を使っている方は、今は誰もいません。ただ、片道券が出来たことによ

って、買って下さる方が増えれば収入が増えると思います。 
 逆に小学生は、現在 30 人ほど定期券を持っています。その内の半分くらいの方が片道し

か使っていないので、これはありがたいということで、片道券に乗り換える可能性があり

ます。そうしますと、大幅に減る可能性があります。先ほど齋藤委員からあったように、

稲子線につきましては、あと 3、4 年で小学生が中学生に上がりますので、中学生が定期券

を使う方が出てくるものですから、その時に半額定期券であっても収入の増が見込めると

いう所がありますが、その方が買うかまだ分からないということで、売れるのかなという

所です。 
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富士急静岡バス 佐野委員 
 実態としましては事務局からありました通り、中学生は 0 で小学生は 30 名ほどです。  
 実際の収入の減少については、これについてはかなりあるのではないかという見込みは

正直ありますが、事務局がおっしゃられていた通り、上の段を見て頂いても分かる通り中

学生の単価が高くなっていて、中学生の需要がどれだけ見込めるかがポイントだと思いま

す。定期券に関しましては、当然市の方から補助を出して頂いていますが、我々も学校を

通じまして定期券の告知はしていましたが、これはまだ時間的に間に合いますので、特に

中学生に向けての情報発信が今後のこの定期券の利用拡大につながってくるかと思います。

事務局と一緒に、特に中学生の販売に重点を入れた政策を考えていきたいと思います。 
富士宮市区長会 佐野委員 
 芝川路線だけでなく、特に北部の方は子供が少なくなってきて、人穴小も 1 人になるか 0
になるかという所。みんな街に出てきてしまうので、井之頭中も 1 人になるか 0 になるか。

随分減ってしまって、全部が疲弊してしまっています。色々便宜を図って頂ければ、多少

違うかなと思います。生徒の減少がこういう所に表れているのかと思います。 
議長（副市長） 
 少しでも利便性を高めれば…。もちろん市では、地域の活性化ということで定住化策は

やっています。稲子の小学生がが、何年か先に少しは増えてくる？ 
区長会芝川支部 齊藤委員 
 来年は 3 人増えます。5 年後に 10 人以上になります。稲子路線は、今年と来年はバスの

利用者がいません。再来年からは、バス利用者が出てきます。B 評価が 3 年続いちゃうこ

とはまずいので、とにかく 29 年にならないと乗り手がいないということですね。 
富士宮市区長会 佐野委員 
 二中と北山中の特別支援学校の生徒が北部に通うという…。まだ分かりませんが。 
事務局（高野） 
 富士急静岡バスの路線バスを使っている方が何人もいらっしゃいます。路線バスにつき

ましても、先程承認されましたように補助をだしますので、ある路線を上手く使ってもら

わないと。それを使うのが大人の役目のような気がします。子供たちのためにも、多くの

方に一般のバスを使ってもらいたいと思います。 
日本大学 藤井委員 
 地域のことで分からない所で質問だけですが、このエリアは中学生の自転車通学が認め

られているエリアなのですか？（→認められている。）認められているとなると、バスへの

変換がなかなか微妙な所かなと。 
富士急静岡バス 佐野委員 
 実情としまして、自転車がかなりの数を占めています。芝川という地形が、北に向かっ

ていく道がずっと上り坂になっています。具体的な事例で言いますと、稗久保から自転車

で通われている方が多くはないという話は把握しております。芝川でも川沿いは平地にな
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るので、今後も自転車通学は維持されてしまうと思うが、小学生が使われていた部分の定

期券の生徒さんが自転車を利用しないで、バスで移送してもらうような考え方をする方が

自然なのかなと。どうしても中学になりますと、部活動の帰りの時間にバスがないもので

すから片送りという形になってしまう。中学になりますと、親が送るという形があります

ので。今年 6 年生で中学生になる方は同じ運賃を片道定期券に払う訳ですから、家庭内の

出資としては安心だよということで、何とか買っていただければと考えています。 
富士宮市区長会 佐野委員 
 北部から西高に自転車で通っている生徒がいますが、もしかしたら、その生徒がバスを

使うかなと。体力的に自転車を使う目的もあるかもしれませんが、通勤の時に危ないなと

感じています。 
事務局（高野） 
 西高につきましては、富士急静岡バスさまの路線で片道定期券もありますのでご案内を

していきたいと思います。ただ自転車通学が良いか悪いかという議論については何とも言

えない所がありますが、ご案内だけはしたいと思います。 
議長（副市長）  
 色々な意見が頂きまして負担がかかりますが、地域の要望がありますし、負担がかから

ないように、利用して頂けるように、利用勝手がいいようにというという提案でございま

した。それでは、お諮りをいたします。「第 5 号議案 宮バス芝川路線の片道定期券（通学

用）の販売」につきましては、原案の通り承認することでご異議ありませんか。 
ご異議なしということで、原案の通り承認いたします。以上で本日の協議事項は全て終

了したしました。 
 
(2) 報告事項 

議長（副市長） 
続きまして報告事項に移りたいと思います。まずは、「報告事項① 宮バスのバス停名称

変更について」。事務局から報告をお願いします。 
 

 ① 宮バスのバス停名称の変更について 

事務局（高野） 
 議案書 2 ページ。「報告事項① 宮バスのバス停名称変更について」。これについては、

残念ながらバス停オーナー様が解約したいことが原因で名称の変更になっています。 
 中央循環内回りの「いしかわ皮膚科」というバス停を、仮称ではありますが「ひばりが

丘」とします。中央循環外回りの「いしかわ皮膚科北」を「ひばりが丘」と。中央循環外

回りの「富士宮自動車学校」を「弓沢町」。いずれも地名の名称に改めたいと思います。 
 なお、今回議案書を送付した後に議員さんから提案がありました。「いしかわ皮膚科」と

いうバス停の周辺がひばりが丘という地名と一致しないのではないか、という意見を頂い
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ています。「三園平南」とか「三園平東」とか、という方がいいのでは、という意見も頂い

ています。これにつきましては届出ですむ話ですので、今回につきましては仮の名称とい

う形でご報告させていただきまして、この後、場合によっては地域の方とも話をしながら、

最もふさわしい名称という形で定義したものを静岡の支局に届出を出したいと思います 
議長（副市長） 
 説明は以上でございます。本件につきましては報告事項ですが、ご質問・ご意見等お受

けしたいと思います。 
日本大学 藤井委員 
 バス停オーナーを引いた理由が分かれば、お聞きしたいです。宮バスの基本的な運営の

中で、バス停オーナーの価格が高いことがあるかもしれませんが、それがかなりベースに

なって公共交通の負担額が市民にとって割安で提供できている実態があって、かなり目標

レベルでもバス停オーナーの数を増やす方向性がうかがえた記憶があるのですが。 
そういった中で、何かお話頂ける原因があるのであれば。例えばオーナー制のメリット。

これは以前に比べると宮バスの中で紹介するものが増えたとか、そういったサービス性が

上がっている状況があると思うのですが。この 2 か所は何が主な原因か、分かる範囲で教

えて頂ければと思います。 
事務局（高野） 
 いしかわ皮膚科様は、もともと、この路線は病院の前を走っていない路線になります。

私の方で無理を言って頼み込んで、平成 20 年当時にいしかわ皮膚科様にオーナーになって

頂きました。病院がないので「石川皮膚科北」という名称を取り付け、6 年が経過して、そ

ろそろ勘弁して欲しいというような本音のようです。 
 それから自動車学校につきましては、こちらは純粋に、バスを使って自動車学校に来る

生徒がほとんどいないということ。当然、交通弱者が自動車学校に来ているので、そうい

った利用を見込んでオーナーになったが、実際にはそうでないと。また、ここにつきまし

ては頻繁にスクールバスを独自に出していますので、そういったサービスが二重配分にな

っている中で、バス停オーナーの方はやめるというようなことです。 
 なお全体的は話としましては、この後追加で報告事項③を入れさせてもらいましたが、

国庫補助路線に対する評価がございます。その中でバス停オーナーについても触れたいと

思いますので、後程そこで説明したいと思います。 
議長（副市長） 
 それでは本件につきましては、報告済みと出したいと思います。次に報告事項②市営バ

ス等の運行実績について説明をお願いします。 
 
② 市営バス等の運行実績について（4月～11 月） 
事務局（高野） 
 議案書 2 ページ②ですね。「市営バス等の運行実績について」。資料 4 をご覧ください。
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主な所に網掛けをしています。１ページが宮バスです。全体的には、１番多かった月が８

月です。中央循環、4,055 人。東南循環、889 人。北循環につきましては、10 月が最も多

くて 1,020 人。芝川バスにつきましては、10 月の 2,086 人。芝川バスは、夏休みや冬休み

の休みの日には大幅に減少しますので、8 月が非常に少ないという結果が出ています。合計

で最も高かったのは、10 月の 7,704 人。現金収入で最も多かったのは、8 月で 947,890 円。

なお、昨年の同月対比ですけども、昨年 54,776 人で 2,286 人増加傾向にあります。増加し

ている要因は、北循環の東コースが良かったことです。 
 下の段を見ますと、中央循環のことが書かれています。8 月が最も良かったということで、

対前年同月比が 11 人のプラスになっています。 
 2 ページをご覧ください。東南循環です。東南循環も 8 月が非常に良かったようです。た

だこちらにつきましては、対前年同月比がマイナス 455 人と大幅に減っています。 
 それから下の東南循環、南循環。もともと多くはないですが、対同月比では 193 人のプ

ラスといい傾向が見られています。 
 次に 3 ページ、北循環。北循環北コースにつきましては、同月比でプラス 507 人という

ことで、大幅に増えています。この増えた原因は先程申し上げましたが、東コースを回っ

て直接駅に出れるルートに変えた所、北コースのお客さんも相乗的に良くなっていると分

析しています。 
 西コースですが、西コースはもともとのコースですね。北高の横を通るコースです。前

年比マイナス 6 人。横ばいですね。 
 4 ページをご覧ください。こちらの東コースは、昨年の 10 月から運行していますので、

利用者人数は比較できません。従いまして、1 日の平均乗車を比較しました。25 年の平均

が 9.5 人だったのが、11 月までの平均が 14.1 ということで、1 日当たりの平均が 4.6 人違

うということで、右肩上がりで東コースは順調に伸びています。評価も非常に高くなって

います。  
 次に芝富戦です。芝富戦につきましてはプラス 246 人ということで、かなり伸びていま

す。次に稲子線です。前年度比で 309 人の増加。この数か月は目標値を大幅に上回ってい

ます。119％、113％ということで、平均では 99％ですけども、この調子でいけば 100％を

超えるんじゃないかと思います。 
 次に香葉台線です。最も心配される路線ですが、昨年度よりも 883 人減っています。こ

ちらは通学路は関係ありませんので、単純に芝川方面から富士宮に出てくるところですが

大幅に減っています。 
 6 ページをご覧ください。稗久保線ですね。マイナス 21 人ということで、若干ですが減

少傾向にあります。 
 次に宮タクの報告をします。7 ページをご覧ください。全体を見ますと、最も高いのは

10 月で輸送人数 1,086 人ということです。ただ平均乗車人数を見ますと、6 月の 1.98 人と

いうことになります。収支率については 4 月の 33.6％ということで、少なくとも大勢乗れ
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ば平均乗車密度がかかって、収支率が上がるということではないということが宮タクの仕

組みになっています。全体では対前年度比でプラス 44人ということで増加傾向にあります。 
 8 ページをご覧ください。山宮エリアです。山宮エリアにつきましては昨年非常に良かっ

たですから、マイナス 160 人ということで減っております。最も高い平均乗車が 2.26 人と

いうことで、目標をかなり上回っている。全体では 2.09 人で、それでも目標値は上回って

いる状況です。収支率につきましては、35％を超えたのが 4 月のみということで、全体は

33％に留まっています。 
 次は山本エリアです。最も高かったのは 4 月の 250 人。1 便当たりの平均目標値が 2.22
人ということで、9 月につきましては目標値をクリアしています。収支率につきましては、

全ての月で目標値を達成で、全体でも 43.8％と目標値を達成ということです。なお輸送人

員につきましては対前年度比マイナス 170 人ということで、こちらも落ち込んでいる状況

です。 
 10 ページをご覧下さい。安居山エリアでは全体では 94 人の増加ということで、10 月が

最も多く 131 人の輸送があり、平均乗車人数も 2.08 人と目標値をクリアしています。収支

目標も 37.7％ということで、10 月は非常にいいです。若干ではありますが、平均乗車人数

が目標値を下回っている現状がございます。 
 次に上野エリアです。上野エリアは毎年上がっています。対前年度比も 96 人増えていま

す。最も多い月は 211 人という状況です。乗車人数も 9 月に 2.27 人という驚異的な数字を

示していまして、ただし収支率は 28.9%と全体でも 27.5%という状況で、4 月から運賃改定

がございますので、収支率がどのように推移するのかという状況です。 
 12 ページをご覧ください。南部エリアです。もともと利用者は少ないのですが、対前年

度比では 44 人増えています。3 倍に増えました。昨年が少なすぎる現状ですが、それでも

ほとんどが 1 人 1 台のマイタクシー状態で乗合の発生がまばらという状況です。ただ距離

が近い関係で、収支率についてはそれほど悪くなく料金が高いという状況です。収支率は

38.3%で目標値をクリアしています。 
 次は 13 ページ。富士根エリアです。富士根エリアも 37 人の増加ということで全体的に

増えていますが、まだまだご利用いただける地域かなと思っています。平均乗車人数が 1
番高いのは 5 月の 1.46 人ですが、平均では 1.28 人と大幅に目標値を下回っています。収支

率につきましても 30.8%。それほど遠い地域ではありませんので、もっともっと収支率が

上がってもいいはずですが、なかなか思うようにいかない状況です。 
 14 ページをご覧ください。北山エリアです。北山エリアは昨年と比べると 1 人増えて、

ほぼ横ばいの状況です。輸送人数もあまり変わらないのですが、11 月が 30 人で大幅に減っ

ている。10 月の半分になってしまっています。少し懸念するところです。1 便当たりの平

均乗車人数も 1.36 人ということで、大きく下回っています。とかく比較されます上野エリ

アと運行規模はほぼ同じなのですが、あまりにも北山との差が激しいということで、今後

北山の運行改善に力を入れていきたいとおもいます。収支率も 25.4%と 10%も下回ってい
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ます。 
 次は北部エリアです。北部エリアについては伸びています。昨年 61 人だったのが 95 人

ということで、34 人増えています。多い月では 8 月で 22 人ということで、乗合も発生し

ております。北部エリアにつきましては、毎年乗車密度が 1.01 とか、ほとんど 1 人１台で

したが今年度につきましては 1.09 人ということで、例年に比べれば乗合率もいいのかなと

いう所です。ただし 1 番問題なのは収支率で、35%の目標値に対し 14.2%となっています。 
 16 ページ、最後に内房エリアです。こちらも昨年の 4 月から運行を開始した路線です。

乗車人数の比較が出来ませんので、一巡あたりの平均乗車人数で比較をしていますが、昨

年は 1.32 人ということで、マイナス 0.09 人ということでこちらも伸びていません。以上が

宮バス宮タクの実績報告になります。 
議長（副市長） 
 事務局からの報告は、終わりました。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。 
日本大学 藤井委員 
 私も色々な所の公共交通をお手伝いさせて頂いているのですが、この数字は私自身から

すると非常に安心する数字が出ている。つまり全体のエリアで 1.9 というのは、あまり見た

ことがない。デマンドは、ある意味魔法の手段のように地域でイメージされて、どこでも

行ける仕組みとしてイメージされてしまうのですが、結局実際はなかなかうまくいかない。

でも 1.9 ということは、行政として 2 分の 1 補助を行い、ほとんど同等のサポートが出来

ていることは極めて優秀な成績だと私は思う。 
 その中で、特にＰＤＣＡの中でチェックする仕組みがある中で、問題になっている部分

が色々ございましたが、そこについて今後改善していくという形をとれば、極めていいケ

ースになっていくのではと思います。これは感想です。 
 それともう１つ。連携の中でイオンのサービス券利用で 70 万円くらいを想定していたと

思うのですが、それを宮バスと宮タクで 80 万くらい目標達成出来ている。しかし、富士宮

もある意味サポーターサービスといった所の全国でもまずないような仕組みを取り入れた

動きをしている。この動きを全体で見てみると、2400 円とまだ根づいていない。逆に言う

と、まだ根づいていない中でご協力いただいた所というのは、どういう方々からサポート

頂けたのか。そういった所が次の展開に繋がる要素があるのか。もしくは、これっきり。

言葉は悪いですが…。特に 8 月 9 月といったような夏休み限定型のサポートに留まってし

まっているのか。その辺をもう少し実態を語って頂ければと思います。 
事務局（高野） 
 これについては、私が説明するより斉藤委員から説明したほうがいいと思いますが。実

は稲子区のほうでサポーターになって頂きました。その辺を説明していただけますか。  
区長会芝川支部 齋藤委員 
 イオンに関してだけでなく、現実的には人口減少だけでなく高齢化にともなって公共交
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通を利用する人は非常に少なくなっている。その中で、何と言っても私共としては危機感

を持って公共交通を存続してほしいという願いもあるものですから。私自身も芝川支部の

区長会として出させて頂いているものですから、芝川支部の区長会の中でも、これを説明

するのに非常にまとめるのに苦労するのですが、みなさんにサポーターについてお諮りを

して、ぜひ利用して頂きたいとお願いしています。 
稲子についてはサポーター制度を事実上利用させて頂いて、なおかつ社会福祉協議会の

関係も全て利用させて頂いて、別個で年 2 回ずつ、年 4 回やりましょうということでいま

す。イオンさんの中でもイオンさんのサービス券を利用している方が結構います。ただそ

れがどの程度なのか、全体的なことは分かりませんが、地域で利用されている方もいるよ

うですので、継続してやって頂けるものは継続してもらいたいと思います。私共の地域は、

ぜひ継続して頂きたいと思います。 
日本大学 藤井委員 
 コミュニティバスですので、市民が支えるといったイメージは、私は大事だと思います。

そういった中で、今回芝川地区の区長会で地域の人たちが地域利用のために実際にサポー

ターになっている。民間企業がサポートしてもいいのですが、今回富士宮の例では、どう

いった立場でもサポーターという肩書をすれば公共交通を支える仕組みになれるものです

が、それを地元の住民が地元の人のために、これを活用できる。そういったものが、1 件で

も増えたのであれば、モビリティマネジメントの一環として、そういった情報が他の地区

へ紹介されているのかどうか。いないのだとしたら、せっかく動いたのに勿体ないと思い

ます。 
やはり市民が支える場であって欲しいという思いがありますので、そういった面では苦

労された面があるのであれば、地域の中でこういう問題を考えながら皆で支えるんだとい

う意見を統合する苦労話になるのか。しかし、やったことによって、地域の中で利用者が

これを実際の機会で使ってくれる。これが市民の公共交通を担う一つの一躍になっている

ことを、ぜひ何かの機会で色々な形で PR 効果を狙うようなものとして活用して頂ければあ

りがたいと思います。これは、お願いであります。 
さらに自治会だけでなく、本来手を挙げて頂けるような企業さんがどういった形で参加

できるかを連携計画の策定の中だけで終わらせるのではなく、どうそれをやるか。富士宮

は、かなりの側面で事務局が足を運んで動いていることは私もよく知っていますが、どの

ような形でこのサポーターが進んでいるのか、今後の取り組みについての考え方があるの

かどうか、お願いをしつつそこらへんを伺いたいと思います。   
事務局（高野） 
 年度途中での制度だったものですから、なかなか周知が出来ていなかった部分がござい

ます。区長会の会合では、このようなサポーター制度がありますからという話を差し上げ

ていますが、なかなか長い時間お話し出来ませんので、どうしてもご理解が不十分なのか

なという所があります。でも実際に受け入れてくださる稲子地区の区長様のような団体も
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あるものですから、実績としてありますので、更にＰＲをしたいと思います。 
 また中には、年度途中で予算が組まれているので、なかなか途中からは難しいですよと。

夏祭りの景品でも構いませんので、宮バスの券を買ってくれませんか、サポーターになっ

てくれれば割引で券を販売しますからという話もするのですが、なかなか地域で買い物す

る物は自転車何台とか色々決まっているようで出来ないという話もあって、早い時期から

イベントにあわせて、商品に宮バスの回数券を、というご案内をしていきたいと思います。 
区長会芝川支部 齋藤委員 
 芝川地区の場合、良い点は 19 地区が集まって会合をするものですから、みなさんにお話

がしやすい部分がございます。ただ、他の所はどうしてもバラバラの形でやっていますの

で、それをまとめるのは、ＰＲするにしても難しさがあるんじゃないかと思います。ただ

市の方でも区長会の副会長さんがいるものですから、そういう点でもなかなか話しにくい

ものがあることと、各支部長さんが次の各区長さんに持って行ってもらう部分で、正確な

こちらの気持ちが伝わらない部分が出てくるかもしれません。だから、そういう点では芝

川は話しやすい部分がございます。 
事務局（高野）  
事務局からこんなことを申し上げるのも何だと思いますが、やはり自治会であるとかシ

ニアクラブであるとか女性の会だとか、色々な所でサポーターになれる訳ですね。そうい

う意味で議員様は色々な団体の役員になられているので、ぜひ核となるような活動をして

いただいて、そこから枝葉のように広がっていけばいいなと、甘えた考えを持っています。

事務局も頑張りますので、ぜひ委員様のお力添えも頂きたいと思います。 
富士宮市地域女性連絡会 土屋委員 
今おっしゃった通りで、私も地区の方で民生委員の会があったので、民生委員の親善隊

が集まる時に高野さんに、ぜひこういうことを説明して頂いて。民生委員の方はお年寄り

との接触が多いので、もしそういう人たちがいれば、またそこで細かくお話し出来るとい

うことで、まずは民生委員さんにお話ししてもらいたい。 
これが始まる時に各地域に回って頂いたのですが、その後に宮タクの登録をしてくれた

人がいたんですけど、実際お年寄りが多いので、大変なことかもしれませんが何人か利用

したい人がいたら実践をして頂くというか。こんな感じで 1 回使うと、宮タクが使えます

よと。やはり実際に使ってみないと、お年寄りは中々使えないような気配なんですね。こ

こまで来たので、今現状でこういう状態なんだけど、利用したいけれども分からないと、

宮タクは結構そういう場合があると思うのですが。 
宮バスにしても、私は杉田なんですが、脳研の方に入って頂くことが出来たので、移動

されている方は重宝されているみたいなんですが、結局宮バスは入らない所ですので、宮

タクを使ったらとご紹介はしたのですが、なかなか。私がついて行って、おばあちゃんこ

うやって使うんだよ、と出来ればいいのですが、中々それが実践できない。皆さんが事前

に伝えてもらったので助かりましたと言うんですが本数が少ないので、たとえば公民館に
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行くにしても、時間帯が前はあったけど、変わったらそれが利用できなくなった。それは

仕方のないことなんですが。 
まずは回り始めたので、病院とかで使って下さる方がいるんですが、要するにこの結果

を見ていると、この富士根エリアもまだまだ可能性がある所なので、さっき言ったように

区長会の中でその都度この話を入れて頂いて。区長さんは 2 年交代で変わっていっちゃう

ので、この発足当時の人が変わっている訳ですよ。新たに、何年か経って今はこういう状

態で皆さんもうちょっと声をかけて頂ければ。区長さん自身が知らないので、やはりそう

いう所で周知のほうを。努力してらっしゃるのは分かるのですが、今一つここらへんのと

この周知を。市民が支える制度を作ってくれたので、そこらへんのとこの周知を。 
事務局（高野） 
 市では出前講座を行っています。残念ながら、出前講座の依頼が年に 2,3 件しかありませ

ん。まだまだ余裕があるものですから、ぜひまとまったご意見がありましたら、説明会を

やって、その会場で試しに予約をしてみましょうということで、そういった模擬訓練みた

いなものも出来ますので。分かりやすいメニューを揃えたいと思いますので、10 人 20 人ま

とまる機会がございましたら、出前講座をご要望頂ければ喜んで行きますので、関係団体

の方にご案内ください。よろしくお願いします。 
議長（副市長） 
 本日、たくさんの意見ありがとうございました。 
 最後に追加になりますが、「報告事項③ 平成 26 年度地域公共交通確保維持改善事業に

関する事業評価について」を事務局から説明をお願いします。 
 
③ 平成 26 年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 
事務局（高野） 
 追加の報告になります。資料 5 をご覧下さい。こちらは国庫補助を頂いています路線に

つきまして、2 年に１度評価をしている仕組みになっています。この資料 5 別添１とありま

すが、これが国の共通した報告形式になっています。 
 協議会の名前が「地域公共交通活性化再生会議」、本会でございます。実施事業について

は、フィーダーの所に丸がございますが、これは宮バスの北循環東南循環のことです。そ

の他にもバリアフリー事業。宮バスの購入や郵便など、そういってものもバリア解消事業

になっていますが、今回の報告はフィーダー輸送だけが報告事項になっています。 
「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、ということになって。 
 裏面をご覧ください。生活交通ネットワーク計画に基づく事業ということで、それぞれ
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該当する項目を記載して報告いたします。 
まず補助対象者ですけども、こちらは 2 路線とも富士急静岡バス様が対象者ということ

で、実際の補助金は富士急静岡バス様のほうに入ると。 
事業の概要ですが、上の段、富士宮市営バス「宮バス東南循環」。前回の事業評価結果の

反映状況ですけども、収支率・利用者数の目標値を設定し、対前年度比がプラス成長にな

るように、ダイヤ改正を行い時刻表の戸別配布等利用促進策を講じた、ということです。

こちらの会議でもご承認いただきました通り、周り中の大抵以外の車を相互に入り込むよ

うな形でダイヤ改正をしております。 
 事業実施の適切性ですけども、A 評価ということで、計画通り適切に実施されました。 
 目標・効果達成状況ですけども、これにつきましては B 評価で出しました。一部達成で

きなかったということで、運賃収入等の収支割合はバス停オーナー協力金の増額および運

行経費の節減により、目標値の 50％を上回る 66％になった。ただし、利用者数は 709 人／

月で目標値の 1,106 人を大幅に下回った。事業は改善されているものの、一部目標値を下

回っている。運行回数が少なく、日常の生活交通としての利便性に課題がある。 
 ⑥事業の今後の改善点ですが、引き続きアンケート調査等を実施し利用者のニーズ把握

と地域住民に対する利用促進を図る。また、費用対効果を分析する中で、増便について検

討する。ただし、当該バス路線の地域はデマンド型乗合タクシー「宮タク」がカバーして

いるため、このまま事業が改善されない場合は路線廃止を含め大幅な路線再編を検討する、

という内容でした。 
 次は下段の北循環です。北循環につきましては、③の前年度の対比が出来ませんので、

事業開始初年度と記載いたしました。事業実施の適切性ですけども A 評価です。計画通り

に事業は実施されました。目標・効果が B 評価です。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 51％になった。ただし、利用者数は 791 人／月で目標値の 921 人

を大幅に下回った。バス停オーナー協力金により収支状況は目標を達成しているが、肝心

の利用者が少ない。運行回数が少なく、日常の生活交通としての利便性に課題がある。 
 今後の改善点ですが、引き続きアンケート調査等を実施し利用者のニーズ把握と地域住

民に対する利用促進を図る。また、費用対効果を分析する中で、増便について検討する。

ただし、当該バス路線の地域はデマンド型乗合タクシー「宮タク」がカバーしているため、

このまま事業が改善されない場合は路線廃止を含め大幅な路線再編を検討する。という内

容を国のほうに報告したいと思います。 
 続きまして資料 6 をご覧ください。こちらは同じ国なんですが、中部運輸局が独自にや

っています評価になります。それでは 1 ページをご覧下さい。富士宮市地域公共交通活性

化再生会議からの報告になります。フィーダー系統につきましては平成 25 年 6 月 24 日に

ネットワーク計画を策定し、昨年度は 1 月 31 日に変更をしております。一部路線の改変が

ございましたので変更計画も出しております。 
 まず①ですが、協議会が目指す方向性ですが、富士宮市の地域特性を書いています。富
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士宮市は富士山の西南麓に位置し、日本一標高差が大きい（3776ｍから 35ｍ）市である。

市域のほとんどは斜面で、徒歩・自転車の移動は困難な地域である。また、面積は 389 ㎢

と広大でありマイカーの依存度が高い。バス交通においては昭和 40 年代をピークに路線

数・運行回数が減少している。市では平成 20 年 4 月から「宮バス」「宮タク」といった新

公共交通を運行し、路線バスの廃止代替、交通空白地域の解消、高齢者・障がい者の移動

支援を行っている。現在地域間幹線系統路線は 5 路線あり、ＪＲ富士宮駅にフィーダーす

る 2 路線（宮バス東南循環・北循環）を運行し、中心市街地周辺の生活交通を確保してい

る。 
 当市では平成 26 年 2 月に「第 2 次地域公共交通総合連携計画」（平成 26 年度から平成

29 年度）を策定し、地域の実情に即した便利な生活交通の実現を基本方針とし①路線バス

及び宮バスの運行の維持。②市域内公共交通の連携によるきめ細かな公共交通サービスの

提供。これは宮タクのことを指しています。③各事業所・企業・団体などの支援受入態勢

の充実。これはバス停オーナー制度や活性化再生会議です。④市民・交通事業者・行政の

連携。の 4 つの具体的な目標を掲げている。 
 次に総合計画等に掲げられた公共交通に関する目標及び期間ですが、第 4 次富士宮市総

合計画（平成 18 年度～平成 27 年度）では、快適でにぎわいとふれあいのあるまちづくり

として、交通体系の整った便利なまちを目標にし、市民のニーズに合わせ、民間路線バス

の維持及び宮バス・宮タクの利用促進を掲げている。 
 また、都市計画マスタープラン（平成 24 年度改定～平成 32 年度）では、人と環境にや

さしい都市交通の実現として、①モビリティ・マネジメントの推進。②身近で利用しやす

い持続可能な公共交通の確立。③交通結節点の機能強化。④安全で快適な歩行空間の整備

を具体的な目標に掲げている。 
 右側の図は、赤い線が市の補助路線の民間バス路線になります。黄色い線がフィーダー

路線ということで、国庫補助の複数にまたがる。緑色の線が、今回評価を頂きますフィー

ダー路線になります。 
 2 ページをご覧ください。地域公共交通に関する具体的取り組み及びそのプロセスという

所です。 
 まず主な取り組みに関しては、運行系統の追加を行いました。平成 25 年度と 26 年度、

検討プロセスの順になっています。25 年度は宮バス東南循環のネットワークだけだったも

のが、平成 26 年度は宮バス北循環を追加しました。プロセスといたしましては、アンケー

ト調査及び地域要望を基に、宮バス北循環を再編し、新たにフィーダー系統として追加し

ました。もともと北循環はあった訳ですけども、東循環を追加したことで新しい計画とみ

なして頂きまして、フィーダー路線ということで 25 年度に追加しました。 
 運行地域の拡大です。平成 25 年度に関しましては、駅南及び駅東のバス路線が廃止され

た地域を、富士宮駅を起点に 8 の字に循環しています。市立病院・大規模ショッピングセ

ンターほか、市街地周辺の医療施設を巡回する生活路線。平成 26 年度は更にそれに、駅北
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のバス路線が廃止された地域を富士宮駅を起点に循環しています。総合福祉会館、市立病

院、市民プールほか、市街地周辺の医療施設を巡回する生活路線という形で取り上げてい

ます。 
 プロセスにつきましては、旧北循環は総合福祉会館を起点とする循環路線をシャトル便

で富士宮駅に接続させていました。しかし、シャトル便の位置が西側路線であったため、

東側の地域から強い要望を受けました。人口密度は西側よりも高く、路線バスの廃止によ

る影響も大きい地域だったため、北コース・西コース・東コースの 3 コースをもって北循

環とし、富士宮駅からのネットワークを拡大しました。 
 次に主な取組のダイヤ改正です。平成 25 年度は１台の車両が内回りと外回りを交互に運

行していました。26 年度からは、東南循環と北循環を接続させ、2 台の車両をもって内回

りと外回りの各専用車両とし、車両の周り順の変更に伴うダイヤ改正を実施しました。プ

ロセスといたしましては、以前の東南循環と北循環は各 1 台の車両がそれぞれ内回りと外

回りを運行していた。従って、内回りと外回りの切り替えの時はどうしてもダイヤのバラ

ンスが崩れ、使いにくい時間帯になっていた。そこで、2 台の車両が相互に乗り入れること

にして、等間隔でバスが運行でできるダイヤに改めました。 
 路線の再編です。25 年度は計画した路線を運行しました。26 年度につきましては、東南

循環路線に近い飲食店からバス停オーナーの申出があり、路線を一部延長し再編しました。

これが変更計画にあったものです。プロセスといたしましては、申出のあった飲食店は路

線から約 200ｍ離れていました。バス停の設置場所の安全性と他のバス停への影響がないた

め、路線を拡大しました。若干実車走行距離が増え所要時間と事業費が増加しましたが、

バス停オーナー協力金の増加と、バス停増加に伴う利用者増を見込み、路線再編に踏み切

りました。 
 最後は目標値の設定ですが、収支率 50％、1 か月あたりが 1,106 人というのが 25 年度で

すが、26 年度は東南循環はそのまま据え置きにしまして、北循環を収支率 50％、乗車人数

921 人としました。プロセスにつきましては、東南循環については当初の目標値を大きく下

回っているが、富士宮市第 2 次地域公共交通総合連携計画に示された目標値であるため、

据置くことにした。また、北循環についても連携計画に示した数値を目標値としました。

ということで、Do の所の報告といたします。 
 3 ページをご覧ください。これは Check の項目ですが、これは以前にもこちらの会議で

紹介していますが、26 年度の評価をそのまま示しました。黒く網掛けになっている所が対

象路線です。収支率につきましては、東南循環が 66％、4 点。人数達成率が 64％で 2 点。

総合得点 6 点で C 評価です。北循環につきましては収支割合が 51％で 3 点。人数達成率が

86％で 2 点、総合得点 5 点 C 評価です。ということで、check のシートには市の評価表を

そのままを提出したいと思います。 
 なお②ですね。幹線系統に与える影響ですけども、幹線系統沿線の病院への移動や結節

点からのイグレス交通としての多様性が増したということで、 
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 最後になります④自己評価から得られた課題とその対応、実際の Action についてです。

課題を３つ上げました。課題 1、全体的に利用者数が目標値を下回っている。原因としまし

ては、現在の運行回数は、内回り・外回りの各 3 便で非常に少ない。アンケートの回答で

は「便数が少なすぎて、安心してバスを利用できない」「最低 1 時時間に 1 本は欲しい」等

の意見があり、利便性に欠けているという原因があります。対応といたしましては、次回

の調査・分析・評価を踏まえ、収支率等を考慮しながら、路線再編と増便を検討したいと

思っております。 
 課題 2 です。宮バス東南循環（南コース）は路線上に目的地が少ないという課題があり

ます。原因、南コースが富士宮駅から 500ｍ～1,000ｍの範囲にバス停があり、徒歩や自転

車での移動が十分可能である。バスを利用して行きたい場所は、駅北の医療施設や公共施

設が多く、乗り換えの手間・時間・運賃を考慮すると魅力に欠けるという原因があると見

ています。対応策につきましては、次回の調査・分析・評価を踏まえ、宮バス中央循環と

東南循環（南コース）の併合を検討したいということで、大幅な改善を将来的には必要と

思っています。次回の評価とは、平成 28 年度のことを指しています。 
 課題 3 です。バス停オーナー契約を解除する事業所が増えてきた。先程の報告事項でも

バス停オーナーが 3 人ほどやめています。という所を課題として上げさせていただきまし

た。原因ですが、ほとんどの路線で運賃収入がオーナー協力金をして回っており、オーナ

ーが期待するだけの利用者数に至っていないということ。先程の 3 ページを見ても分かる

通り、運賃収入よりもオーナー協力金の方が多いんですね。これは非常に情けないと言っ

たら地域に申し訳ないんですが、中央循環については運賃収入が高いと、非常に健全な運

行をしています。それを考えますと、お金を払ってオーナーになったものの、お客さんが

乗らないじゃないか、というような原因があると思っています。対応としましては、次回

の調査・分析・評価を踏まえ、路線の再編・増便を行っても利用者がふえないようであれ

ば、オーナー協力金の金額の見直しを検討する。妥当と見られる金額に下げることも止む

なしという感じで考えております。 
 更に⑤アピールポイント、工夫した点ですが、宮バス東南循環の路線延長及び、北循環

の再編による新規ネットワーク計画の策定に当たっては、バス停オーナーの協力を呼びか

け、4 事業所で 7 基のバス停オーナー契約を締結しました。年間 42 万円の収入増を図り、

今後も地域協力としての位置づけでバス停オーナーを募集し収支改善を図りたいというこ

とで、参考までに全ての路線のオーナー協力金を示しました。 
 以上を中部様式として、国の方に報告したいと思います。以上報告事項です。 
議長（副市長） 
 長くなりましたけれども、地域公共交通活性化再生会議の報告、自己評価ガイドという

ことで説明がありました。時間も押してまいりましたけれど、以上で今日の報告 3 件終わ

りでございます。その他、何か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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日本大学 藤井委員 
 資料 5 の 2 枚目ですが、先程の説明を聞いて丁寧な書き込みがなされていると理解しま

した。その中の資料 5、2 ページの⑥今後の改善点といった所で、宮タクがカバーしている

路線再編の検討というキーワードが入っているんですが、今回の改善の方向性はいいです

が、実際に宮タクといったものへ交通空白区間で手段を変更する時に、宮タクで需要量を

捌けるだけの運用が可能なのだろうかという点を検証しなければいけないと思いました。 
 全車両に対して宮タク運用を課していく。盛り上げていく。そういったアプローチが出

来たとして、この月当たり 700 人、800 人のオーダーを宮タクで出来るのであれば、そう

いうきめ細かい運用の可能性があると思います。 
 実質的にタクシーの現状の実車運送レベルでは、これをカバーするのは難しいのかなと、

まだ感覚的な印象ですがそういうのがありますので、ぜひ宮タクの統合部分でのこの定時

定路線型の宮バスとの保護を検討するにあたっては、少しじっくりやって頂けるとありが

たいと思います。どちらにとっても不利益を被るだけでは利用者の問題になってきますの

で、その時に月 700 人使われる方がタクシー事業者さんに電話連絡が、オートシステムで

運用されているのであればそのシステムが運用できるのですが、オンデマンドの仕組みに

入っていればいいのですが、実際はタクシー事業者さんのオートシステムでいった所の通

常運用の仕組みのプラスアルファで運行している仕組みで成り立っているので、仕組み全

体を含めた中でちゃんと出来るかどうかをご検討いただきたいと思います。 
事務局（高野） 
 中部様式の中では次回の調査・分析を踏まえてとありましたが、いずれにしましても次

の PDCA 評価が非常に重要になってくること。もともと宮バスをどういった意味合いで作

ったかという遡ったお話をその時にはしなければいけないのですが。もともと市の公共事

業的には、市営バスの運行はあまりしたくないという本音がありました。ただ、中央循環

をやった状況の中で他の地域も欲しいという強い要望を受けて、やらざるを得なかったと、

そういうことでした。その中でお金も税金もかかる訳だから、利用が少ないなら、もとも

とない所に宮バスを走らせるのだから、もし目標値を達成しなければ廃止することも視野

に入れてということで運行を開始していています。その辺は直に評価する時に本当に真剣

に考えなければいけない部分ですが、そういう意味で、月 700 人の人を宮タクでカバーす

ることによって、エリアバスを廃止廃業するということにおいても、目標値を達成できな

かったことによって、財政負担が本当に圧迫されることが理由で、もとあった交通空白の

状態へ廃止された路線の状態に戻ってしまう。ただし、そのセーフティーネットとして、

宮タクがあるので以前とは違う状況が出来上がっている理由の中で廃止が出来るかどうか。

一度かけた梯子を外すような状態になってしまうものですから非常に難しい点はあります

が、もともとそれが出来るか出来ないか決めるのが PDCA の仕組みであったものですから、

場合によってはそういうすごい決断をしなければならない会議が、当然後に、場合によっ

ては皆さんの多数決でどうしましょうかという議題が来るかもしれないということを踏ま



29 
 

えて、このキーワードとしては露骨な表現になってしまっていますが、記入させて頂きま

した。 
日本大学 藤井委員 
私も、それはいいと思っているんですよ。色々な自治体で私もお話をする際には、行政

側が自治体に路線を運用するということは、それを継続的に運用しなければいけないとい

う意味ではなくて、動かしたからにはやめる算段をきちんと考えなければいけないという

ことで、この富士宮で色々話をさせてもらって、その一つの仕組みで PDCA があるので、

やめる時にあたっては、やめる理由をきちんと地域の中に、どうやって理解してもらえる

形で提供できるか。例えば今回の 700 人くらいといったことに関しても、今回の報告書だ

と上がってくるんですが、その都度、地域の方たちにどういうアナウンスが行政から成さ

れていくのか。 
やはり現状を維持していくためには、更に地域強化をやっていく、そして更に継続され

ると廃止になるといったことも含めて、丁寧なことを継続的に地域に根差していって、最

終的に代替えするのではなく廃止にするといった議論を、地元密着型になり地元の方と考

えなくてはいけない。単なるサービスでやっているものではないので、その時に公共交通

でいう公共の部分と福祉の部分と自助努力で対応できる部分と、その辺のバランスをどう

考えるかということをおそらく次の段階でやらなくてはいけない。その辺では丁寧な調査

をして頂けるとありがたい。そして更に調査をしたら、いかに市民の人たちに開示してい

くか、そこを少しご検討いただければと思います。特に問題を抱えているエリアに関して

は丁寧にしないと、これは絶対に上手くいかないと思います。その辺をぜひお願いします。 
事務局（高野） 
 分かりました。 
議長（副市長） 
 時間も押してまいりましたけど、今日は様々なことを議論して頂き、ご意見を頂きまし

た。今日予定されていました案件につきましては、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） 
 それでは議員の皆様、並びに列席者の皆様 
 それでは次回の会議のご案内をいたします。平成 27 年度第 1 回公共交通活性化再生会議

でございますが、平成 27 年 5 月頃に開催予定になります。すみませんが、まだ日付がきま

っていませんので、5 月頃ということだけお知らせさせて頂きます。まだ変更等ある場合が

ございますので、1 か月前頃に開催通知を送らせて頂きますので、そちらのほうで日程の確

認をして頂きまして返送の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 それでは以上をもちまして平成 26年度第 4回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 時 35 分終了 


