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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 2７年 9 月 11 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 7 階 721・722 会議室 

○出席者 

委員 １３人 

芦澤英治会長・井原一泰専務取締役（土屋忠男委員代理）・佐野智昭委員・加藤建司委員・四條衍明

委員・高山あさ江委員・ 

篠原克敏委員・赤池芳和委員・林聖久委員・鈴木一彰委員・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 篠原友美 

 
合計 1８人 
 

【開会】 

 
事務局（竹川） 

定刻になりましたので、只今から平成 27 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。 
本日の会議は、協議事項２件、報告事項３件を予定しております。よろしくお願いいたします。 
それでは、次第に従いまして議事に移りたいと思います。 
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。改めまして、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。 
議事がスムーズに進行できますよう、皆様方のご協力をお願い申し上げます。 
まず、議事に入ります前に、今回の会議には、協議事項の説明者として、山交タウンコーチ株

式会社様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。 

 

(１)協議事項 

第１号議案「単独維持困難路線に係る申し出について」 

 

事務局（佐野室長） 

まず私から今回の申請書の目的とその流れについてご説明させていただき、その後にバス事業

者様から申出書の内容をご説明いただきたいと思います。 
始めに、資料の１をご覧ください。申出書の表題が「乗合バス路線退出意向等申出書」となっ

ておりますが、文中にもありますように今回の申出は単独維持継続困難路線に関するものとなり

ます。退出の方ではありませんので、ご承知ください。 
この申出書は、民間バス路線のうち、事業者単独では維持できない、いわゆる赤字バス路線に

ついて、平成 29 年度以降の国庫補助を受けるために静岡県生活交通確保対策協議会へ申出する
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ものでございます。 
では、配布資料の「補足資料」をご覧ください。 
平成 27 年９月末から平成 29 年９月までは、今回の申出からバスの運行までの期間となり、そ

れ以降は、補助事業に対する事業評価の期間となります。 
それでは、上から順に説明させていただきます。 
平成 27 年９月末、今回のことですが、バス事業者から県の生活交通確保対策協議会へ単独維

持継続困難の申出を行います。 
次に平成 27 年 10 月下旬までに、県の協議会で、単独維持継続困難路線を公表し、代替運行等

の参入者を募集します。ただし、ほとんどの場合、応募者は無いようですので、国庫補助を受け

るための手続きに移ることになります。 
平成 27 年 11 月上旬に県協議会地区幹事会が開催され、申出路線の維持確保対策を講じるため

の手続きを決定し、参入希望がない旨と、路線の維持確保策に関する協議検討を市の活性化再生

会議に申請します。 
市の活性化再生会議は、平成 28 年１月に第４回の会議において、維持確保方策を検討し「市

の生活交通確保計画」を策定し、県協議会へ提出します。 
平成 28 年２月下旬に県協議会が開催され、市の計画に基づき「静岡県生活交通確保計画」を

策定し、平成 28 年６月に、県協議会幹事会において国庫補助計画である「生活交通ネットワー

ク計画」を策定、国に対して補助計画の認定申請を行います。 
平成 28 年９月には、国の審査が行われ計画の認定と補助額が決定されます。 
平成 28 年 10 月から平成 29 年９月までの１年間に、策定された計画に基づきバスの運行を行

います。 
以上で補助事業が終了しますので、次に、この補助計画についての事業評価が行われます。 
平成 29 年 11 月上旬に、バス事業者は対象事業の自己評価を行い「地域間幹線系統確保維持計

画系統別評価シート」を作成し、県協議会へ提出します。 
平成 29 年 11 月下旬までに、県協議会は「系統別利用実態公表シート」を取りまとめ、市へ取

組方針の協議検討を依頼します。 
平成 30 年１月中旬には、市の活性化再生会議を開催し、県の評価案について検討を行い「地

域間幹線系統市町取組シート」として県協議会へ報告します。 
平成 30 年１月末に、県協議会は国へ二次評価書を提出するとともに、市からの報告に基づき

意見交換を交わします。 
平成 30 年２月末までに、国では第三者評価委員会が二次評価案について審議を行い、国土交

通省中部地方運輸局が、その結果を翌々年度(平成 31 年度)の地域公共交通確保維持改善事業に反

映させます。 
平成 30 年３月に県のホームページで評価結果を公表します。 
以上が、今回の申出に関する流れとなります。 
なお、申出は翌々年度以降３年度分について毎年行うことになっています。 
市の活性化再生会議としては、この申出に関連して計３回の御審議・御協議をいただくことと

なりますので、今回ご説明させていただきました。 
私からの説明は以上です。 
 

議長(副市長) 
それでは、内容の方に入っていきたいと思います。 

始めに、富士急静岡バス株式会社様から説明をお願いします。 
 
井原一泰専務取締役(土屋忠男委員代理) 

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。 
早速ですが、「単独維持困難路線に係る申出について」担当者より説明をいたします。 



3 
 

佐野智昭委員 
それでは、「資料１」になります。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。 
１つ目が、富士宮駅から柚野経由の上柚野線。２つ目が、西富士宮駅から富士市大渕を経由す

る曽比奈線。３つ目が、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。４つ目が、

富士宮駅から旧 139 号線を経由して吉原中央駅終点の大月線。本年も昨年に引き続き、国庫補助

路線は４路線となっております。 
続きまして５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。８路線は富士宮駅発着になります。富士宮駅から猪の頭行き、スポーツ公園行き、二

本松行き、上条行き、白糸滝行き、足形行き、富士宮駅から万野団地・粟倉団地を経由します富

士宮駅行き、東大渕と申しますピアゴの辺りを経由します別系統の富士宮駅行き。また、今年新

規と記載しました、昨年までは根原から富士宮駅まで出ていた路線を、今年からお客様として学

生を確保しようという計画の中で、富岳館高校を経由し富士宮東高校までを終着する路線として

挙げさせていただきました。 
特に新規で挙げた根原から富士宮東高校までは片道 0.5 往復、一本道を下ってくるだけの路線

ですが、学校側と密に連絡を取り合い、富岳館高校と東高校までの通学生徒さんの足が富士宮駅

からないと不便ということから、このような路線を今年から運行しております。しかし、まだ一

年生しか乗車していないことから、少し赤字が出ています。おそらく２～３年で赤字は消えるだ

ろうと考えておりますが、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９路線を

挙げさせていただきました。 
最後に、今回提出する様式ですが、旧様式で提出してしまったため、早急に新様式に訂正いた

します。 
 
議長(副市長) 
 この件について、ご質問等あればお受けいたします。説明にありましたとおり、単独継続困難

なため、補助金を申請しながら運行したいとのことでした。特に、最後の富岳館高校・東高校と

根原を結ぶ路線も加えたいとのことでした。 
 
赤池芳和委員 
 １日あたりの運行回数ですが、往復しているのに 0.3 は半端ではないか。 
 
佐野智昭委員 
 １日あたりの運行回数については、１週間のうち運行しているのは平日月曜から金曜になり、

１年でトータルして考えた時に、１便あたりの運行回数となると 0.3 になり、曜日割しているこ

とが関係していると思います。 
 
議長(副市長) 
 端数が出るのはそういった理由からということです。 
 他にご意見ないようですので、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２」をご覧ください。富士宮市内を結ぶ路線につきましては、

国庫補助系統であります、富士宮駅を経由しイオン・星山台を経て蒲原病院までの路線になりま

す。 
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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 29 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。 
 平均乗車密度につきましても、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。 
 資料の４ページにつきましては当社運行路線図、また５ページにつきましてはバスの通過予定

時刻表をご参考までにお目通しをお願いいたします。 
 今後、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。 
 ご審議の程、宜しくお願いいたします。 
 
議長(副市長) 
 それぞれ説明にありましたとおり、平成 29 年度から平成 31 年度までの補助事業について、こ

の会議で審議をしていくという手順でございます。 
 山交タウンコーチ株式会社様、富士宮駅からイオン・星山台経由蒲原線でございますが、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。 
 
議長(副市長) 
 それでは、ご質問等ないようですので、ここでお諮りをいたします。第１号議案「単独維持困

難路線に係る申し出」につきましては、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
 (異議なし) 
 ご異議なしということで、原案のとおり承認いたします。 
 各事業者は、本内容を県協議会へ提出をお願いいたします。 
 次に、第２号議案 宮バス・宮タクのことですが、「市営バス等の運行に係る申し出について」

を議題といたします。 
 事務局に説明を求めます。 
 

第２号議案「市営バス等の運行に係る申し出について」 

 
事務局（佐野室長） 

 それでは「資料３」をご覧ください。平成 28 年度の「市町自主運行事業申出書」についてご説

明いたします。 

 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

毎年申し出を行うものでございます。 

 表内の申し出番号１～12 については、宮バスの運行内容になります。 

 平成 28年度は今年度と変更ありませんので、運行回数・キロ程につきましては、本年と同様に

なります。 

 なお、備考欄に「フィーダー」という記載がありますが、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等、他の公共交通

との接続に適したダイヤを設定してある路線ということで、議第１号でご説明いたしました地域

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、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。 
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 次のページ、申し出番号 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、申し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) 

 この件につきまして、ご意見・ご審議等あればお受けいたします。宮バス・宮タクについて特

に変わった内容変更はないということでした。 

 

議長(副市長) 

 それではお諮りいたします。第２号議案「市営バス等の運行に係る申し出について」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。 

 事務局は、承認された本内容を県協議会へ提出してください。 

以上で、協議事項は全て終了いたしました。 

14:54 協議事項終了 

 

(２)報告事項 

議長(副市長) 

 続きまして、報告事項を議題といたします。 

 報告事項「①市民満足度調査結果について」を議題とし、事務局に説明を求めます。 

 

① 市民満足度調査結果について 
 

事務局（佐野室長） 

 それでは「資料４」をご覧ください。市民満足度調査の結果報告となります。 
 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。 
 なお、この調査は、後程ご報告させていただきます PDCA の中間報告には、直接反映するもの

ではございませんので、ご承知おきいただきたいと思います。 
 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。 
１ページ、調査の概要ですが、この調査は男女別・年代別・地区別に均等が取れるように無作

為抽出した 15 歳以上の市民 1,360 人、人口の１％に対し、本年 5 月 25 日から 6 月 15 日までの

間に実施いたしました。宛先不明で３通程戻ってきましたが、回答率は 46.1％で 626 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。 
次のグラフは、「性別」のグラフで、男性が 261 人で 42％、女性が 343 人で 55％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 代と 70 歳

以上の人の合計は 179 人 28.6％となりました。また、それ以外の年代の合計は、447 人 71.4％と

なっています。 
２ページ、「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

結果になりました。 
次に「自動車(オートバイ)の運転」については、「する」と答えた方が 495 人 79％、「しない」

と答えた方は 129 人 21％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。 
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「Q1.外出の頻度」は、第１位の「ほぼ毎日」が 64.9％で、第２位の「週に３～５回」が 20.8％
となり、合計 85.6％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。 
「Q2.外出の目的」としては、回答者の年代のうち就労世代が７割程度いたことから、やはり

第１位「通勤」、第２位「買い物・食事」となり、「通院」は第４位という結果でした。 
 「Q3.外出時の移動手段」について、第１位「自分で運転する車で移動」する方が 463 人 74.0％
でした。これは、ほぼ 20 代から 60 代までの人数の合計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、15 人 2.4％となりました。 
 その下の棒グラフは、Q3 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「宮タク」4.0 点、第２位「自分で運転する車」3.8 点、第３位が

同率で「JR」・「自転車」3.4 点という結果でした。また「宮バス」は 2.7 点の第 10 位となりまし

た。なお「宮タク」の回答者は１人、「宮バス」も回答者が７人という結果になっています。 
 ４ページ、「Q4.外出時間帯」について、「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、Q2 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、当

然の結果だと考えます。また８割の方が、午前中に家を出ることがわかります。 
 「Q5.帰宅の時間帯」について、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たが、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。 
 「Q6.※Q3.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「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、１と４の回答が増加傾向にあり、２と３が減少傾向または横ばいとなって

いることから、エコ通勤に対する考え方が一時期よりも低くなってきているようです。 
 「Q7.※Q3 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 31.9％、「困っていない」と答えた人が 60.7％となりました。 
 「Q8.※7 の日常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「路線バスの増便」・「一般タクシー料金の値下げ」となりました。第２位「宮バス

の増便」、第３位「宮バスの拡大(延長)」、第４位「宮タク料金の値下げ」となりました。 
 「Q9.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「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、第２位「市は予算を節約し、交通弱者が

困らない必要最低限の公共交通を確保すればよい」、第３位「市だけに頼るのではなく、地域が応

分の負担をすることで、地域の実情に合った公共交通の仕組みを構築すべき」となりました。こ

れは、昨年と同様の結果となりました。 
 「Q10.移動の満足度」についての質問です。順位は５点から３点までが順番に第１位から第３

位となりました。また、年代別に分類したのが下の表ですが、30 代から 60 代が 3.8 点以上とな

っていることから、自分で運転できる人の満足度が高く、10 代・20 代・80 歳以上が 3.4 点以下

で低くなっています。 
 その下に、回答者全体の平均値として 3.7 点と出ました。これは、昨年度と同点という結果と

なりました。 
 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ページ以降はアンケート結果を

支部ごとにまとめてあります。ご自宅に帰りましてから、各支部ごとの意識の違いなどを含め、

ご覧いただければと思います。 
 また、93 ページ以降は自由意見を各項目に分類しました。行政だけでなく、路線バス等事業者

様に対する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。 
 なお、このアンケートにつきましては、庁内の他の課に関する事項もありますので、庁内へ情

報提供していきます。 
 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「市民満足度調査結果について」説明がありました。何か感じたことやご意見を伺

います。 
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それでも、回答率 46.1％というのは、かなり高いということですね。自由意見でも本音が出て

いるようですね。事務局の方で、何か感じたことはありませんか。 
 
事務局(佐野室長) 
 全体のところで、５ページの Q6.では、年代別にもアンケートのサンプル数は平等になってい

ますので、エコ通勤に関して「公共交通が充実しても転換が難しい」というように、自分で運転

できる年代の方にとっては、富士宮という土地柄、通勤する会社の位置等を考えると、マイカー

依存度が高くなってしまっているということは、強く感じています。 
 また、宮タクの時間帯設定を考慮していかなくてはいけないと感じたのが、４ページの「Q4.
外出の時間帯」と５ページの「Q5.帰宅の時間帯」の構成です。 
 外出する際には、通勤者は午前８時以降が多くなります。宮バス・宮タクの対象者は、交通弱

者という部分が、現状の実績から見ても多くなっています。通勤を対象にするかしないかもあり

ますが、出発地点からの時間帯からすれば、午前８時から正午までの部分を厚く、街中ゾーンか

ら郊外へ行く時間帯は、希望が多かった午前 10 時頃から増やしていくように、均等に便数をお

さえていく方が良いのではと感じています。 
 
議長(副市長) 
 ５ページの一番下、「Q7.日常に移動に困っている人」が 32％いて、何に困っているのか見てみ

ると、「路線バス・市営バスの増便」「タクシー料金の値下げ」をして欲しい。出来ればやってあ

げたいが、それが出来ないので今後どうしようか考えていかなければならない。 
宮バス・宮タクも利用者を増やすにはどうしたらいいのか、難しいのが現状です。 
 
事務局(佐野室長) 
 Q8.の設問は、路線バス・市営バス・タクシー料金のことしかないので、移動方法の改善点と

して、設問の内容を少し考えたいと思います。公共交通に対する要望は高いということは感じま

した。 
 
加藤建司委員 
 この支部別の区切りとデマンドの区域は、符合するようになっていないのでしょうか。 
 
事務局(佐野室長) 
 区域分けは、基本的に自治会の区域と合わせるようにしています。ただし、地形地物でやらな

ければいけないところもありますが、基本的にはどこの自治会に所属しているかで分けてありま

す。 
 
加藤建司委員 
 そうすると、この調査では、例えばデマンドのエリアで意見を集約する時に、地域性のこんな

意見が出るとかは見られないということですか。 
 
事務局(佐野室長) 
 一概に、このアンケートの支部別の意見が必ずしも各デマンドのエリアと合致しているかとい

うと、合致していないので、若干その点は見えないところです。 
 
四條衍明委員 
 「Q10.移動における満足度」と非常に抽象的なことですが、この意図はなんですか。 
 
事務局(佐野室長) 
 客観的に、自分が移動する際に自家用車・路線バス・タクシー等それぞれあると思いますが、

それで自分が移動するのに満足している、しょうがない等意思があると思いますので、その点数

が低いから困っている人が多いのか、どういった点が困っているのか、普段どういった移動をし

ているのか、クロス集計をとらなくてはならないと思います。 
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土屋善江委員 
 今の部分に関連して、現在自分が運転出来ない、移動していく手段をどうしていくか、今実際

に困っている人だけを対象に、その方たちの意見を重点的にアンケートでとることも必要ではな

いでしょうか。 
 
事務局(佐野室長) 
 それは、おっしゃるとおりだと思います。今回までのアンケート調査は、年代別にも平等にと

っています。当然、人口ピラミッドがありますので、高齢者世代の人数が減ってきます。先程も

説明させていただきましたが、どうしても就労世代・自家用車を使う世代が多いため、宮バス・

宮タクの運行方法に反映させていく場合には、実際に使用している世代を中心にしたアンケート

が必要ではないかと感じています。 
 また、その点につきましては、年代別の中から就労世代を抜いてアンケートをとるか、サンプ

ル数や予算の関係もありますので、今後の検討課題とさせていただきます。 
 
議長(副市長) 
 技術的にコンピューター上は可能ですか。 
 
事務局(佐野室長) 
 はい、対象年代を 65 歳以上等決めてしまえば可能です。 
 
議長(副市長) 
 では、今そういった意見が出ましたので、検討してください。 
 その他に意見はございますか。 
 (なし) 
 色々とご意見いただきましたので、そういったことを参考に、これから修正をしていきたいと

思います。それでは、報告事項①は以上とします。 
 次に、報告事項②「PDCA(事業評価)中間報告について」、事務局に説明を求めます。 
 
② PDCA(事業評価)中間報告について  
 
事務局（佐野室長） 

それでは、「資料５」の「平成 27 年度 宮バス事業評価(４月～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。昨年度に本評価を行いましたことから、本年度は４月から７月までの４か月

分の実績を対象に、中間報告をさせていただきます。 
 まずは、宮バスの評価についてご説明申し上げます。 
 
宮バス 
 資料の左下、本年度における宮バスの総事業費は 56,611,300 円で、全路線の実車走行距離は

217,251.6km の予定でございます。 
 これに対し県補助金6,903,000円、国庫補助金9,771,000円が入ることを前提に評価をします。 
 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、各路線の年間路

線事業費は、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、４か月間でかかった経費は、年間路線事業費から４か月分の按分により算出し、路線事業

費として 6,836,302 円、これに対し運賃収入が 2,651,126 円、国と県の補助金が 2,013,529 円、

バス停オーナー収入が 1,320,000 円で、収入合計が 5,984,655 円となりました。これらから収支

率を計算すると 88％となり、宮バス収支目標の 50％を大幅にクリアし、収支評価点も 85％以上

の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14,872人あり、利用者目標値の10,960
人を達成し、人数達成率も 136％となりましたので、人数評価点も４点を獲得しました。 
 次に、総合得点は収支評価点と人数評価点を合わせたもので、合計９点となります。 
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 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 26 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 4.3 点でしたので、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。満足度評価がＡかＢかＣであれば＋評

価、ＤかＥであれば－評価となりますので、中央循環の総合評価はＢ+という中間結果となりま

した。なお、この結果は平成 24 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記載しています。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、全ての路線で向上し、昨年度目標値の 50％に達しなかった北循環(西
コース)、稗久保線、香葉台線も目標値を達成しましたが、唯一、稲子線だけが７％の向上が見ら

れましたが、目標値に達することが出来ませんでした。 
 収支評価点については、昨年度からアップしたのは、東南循環(南循環)・北循環の全コース・

稲子線を除く芝川路線が１点ずつアップしました。 
 次に、利用者数ですが、全路線で増加し、合計 3,095 人も利用者が増えました。目立った路線

は、北循環(東コース)が 883 人の増、北循環(北コース)が 646 人の増、芝川路線でも香葉台線が

250 人の増となる等、その他の路線に関しましても軒並み 100 人以上が増加しました。 
 次に、人数達成率ですが、ここも全ての路線でアップしましたが、南循環が 60％となっていま

す。 
 次に、人数評価点ですが、南循環・稲子線・稗久保線で１点ずつアップしましたが、２点台の

路線が４路線残っています。これが課題となっております。 
 次に、総合得点ですが、南循環と稗久保線が２点アップし、北循環の各コースと芝富線・稲子

線・香葉台線は１点ずつアップしました。 
 次に、満足度評価ですが、昨年度のＣからＢにアップしています。 
 最後に、総合評価ですが、昨年度からアップしたのは、北循環(北コース)・芝富線・稗久保線

で、評価が下がった路線はございませんでした。しかし、稲子線と香葉台線は、２年連続でＤ評

価ですので、今後も注視していきたいと思います。 
 続きまして、宮タクの事業評価についてご説明いたします。 
 
宮タク 
 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。 
 まず、運行経費ですが、山本エリア・安居山エリア・上野エリア・南部エリアで減額し、運賃

収入は、南部エリアのみがダウンしました。 
 次に、県補助金ですが、平成 25 年度実績により交付されますが、南部エリアは補助の条件で

ある年間平均乗車率が 1.1 人に達しなかったため、補助金はございません。 
 次に、収入合計ですが、運賃収入と県補助金の合計額となります。今回は南部エリアのみ 12,600
円から 8,500 円にダウンし、その他のエリアは運賃収入・県補助金ともにアップしました。 
 次に、収支率ですが、山宮エリアは昨年度と同率となり、南部エリアと北山エリアは下がりま

したが、その他のエリアにつきましては全てアップしています。特に、目標値の 35％以下となっ

たエリアをご説明いたしますと、まず南部エリアですが、昨年度 40％からのダウンですが、輸送

人数が 39 人から 23 人に減ったことが考えられます。 
次に、北山エリアですが、運行台数と輸送人数は非常に増えていますが、運行経費も 26 万円

以上増えています。原因としては、本年度から北山工業団地の会社に勤務する障がい者の方が、

通勤手段としてほぼ毎日利用していることが要因と考えられます。 
 次に、北部エリアですが、もともと収支率は低く、昨年度 16％が 25％に上がっていますので、

上昇傾向にあることは言えます。 
 次に、収支評価ですが、南部エリア以外は昨年度に比べて同点もしくは上がっています。これ

は、本年度からブロック制を導入したことで、利用料が上がったことが考えられ、今回の制度改

正の一つの目的としては効果が出ているものと考えます。 
次に、乗車人数の項目について、まとめてご説明いたします。運行台数及び輸送人数が減った、も

しくは同じエリアは、山本エリア・安居山エリア・上野エリア・南部エリアとなり、その他のエリア
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は増加しました。 
 しかし、平均乗車人数を見ますと、富士根エリアを除く全てのエリアで減少し、それにより山宮エ

リアだけが、かろうじて目標値である２人を確保出来ました。それ以外のエリアは、目標値を達成す

ることが出来ませんでした。このことから、平均乗車人数達成率も、全てのエリアで減少してしまい

ました。 
 この理由としては、本年度から全エリアで運行便数を２便から４便に増便したことから、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、昨年度、評価範囲ギリギリに位置

していた上野エリアが１点減点となり、唯一、山宮エリアだけが３点を確保しています。 
 次に、総合得点ですが、収支評価点と平均乗車評価点の合計点となります。収支評価点が上がった

安居山・上野・北部・内房の各エリアが上がり、収支評価点が下がった南部エリアが下がる結果とな

りました。 
 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、宮タクは各路線ごとに評価を行っています。安居山・北山・内房の各エリアが、ワ

ンランクずつ上がりました。 
 最後に、総合評価です。唯一、北部エリアがＥ+からＤ+に上がりました。その理由としては、ブロ

ック制により運行経費に対する運賃収入が上がったことにより、収支評価点が１点上がったことによ

るものと考えます。 
 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。なかなか細かな表で見づらいかもしれませんが、かなり細かく作成した

表であります。また、地区別に満足度についても今回は調べをしてあります。また、これは４月から

４か月分を按分したとのことですが、この中から読み取れるものもあるのではないかと思います。 
 委員の皆様から、ご意見・ご質問・感想等あればお受けしたいと思います。何かございますか。 
 (なし) 
 まず１ページ、宮バスについて、稲子線が厳しいですね。 
 
事務局(佐野室長) 
 追加説明いたします。 
議長がおっしゃられたとおり、稲子線がまだ目標値 40％となっています。確かに、まだ目標値に達

していないところでありますが、利用者数は昨年の同月期と比較しまして、168 人アップしています。 
説明の中でも申し上げましたが、宮バスの方は、認知度が上がってきたのではないかと考えていま

す。特に心配だったのは、稲子線・東南循環(南循環)でした。東南循環(南循環)についても、昨年同時

期に比べ 272 人の増となっています。しかし、まだまだ収支評価が低いところもありますので、今後

は認知度の周知が一番大きいのではないかと思います。 
また、一般の路線バスに比べ便数が非常に少ない状態です。公共交通事業という中で、あまり走ら

せても経費ばかり掛かってしまうため、先程のアンケート調査の結果からも、適切な時間に的確に回

していくことが必要だと考えています。 
 ただ、宮バスは５台で全エリアを運行しています。現状のダイヤを考えなおしてみましたが、今の

ダイヤで５台を回していくのが精一杯という状況です。アンケートの中にもあったように、運行形態

を豊かにして市民要望に答えていくとなると、現在の台数では賄えない状態です。その辺りを、市民

の方にもよくご理解いただきながら、増やしていけるかどうか考えていかなければならないと思いま

す。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。 

ばらつきがあっても、全体としては少しずつ知られてきて、利用者は増えているということで

した。 
 やはり、中央循環は人口密集地についているので良いですね。利用者が多くいる場所は、それ

だけ回せば使う。しかし、公共交通として、交通弱者と言われている人を労っていってください。 
また、民間バスの立ち入れなかった部分を補うこともありますので、その辺りを含めた協議事

項が必要だと思います。 
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事務局（佐野室長） 
 もう１点失礼します。 
 宮バスの乗車人数が減ってしまうかもしれませんが、第一の目的は、交通弱者に対する足の確

保です。宮バスに関する問い合わせが来た場合、民間の路線バスはかなりたくさんの便数が走っ

ているため、一つの交通手段にこだわらず、行き帰りで異なった交通手段を提案していければと

思います。 
 
議長(副市長) 
 他にございますか。 
 (なし) 
 では、報告事項②を終わります。 
 次に、報告事項③平成 27 年度「のりもの祭」の実施について、事務局に説明を求めます。 
 
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 27 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 17 日(土)と 18 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。のりもの祭の説明は以上となります。 
 
議長(副市長) 
 のりもの祭についての説明でございました。この件につきまして、何かご質問等よろしいです

か。 
 （なし） 
 10 月 17 日・18 日で行いますので、ぜひ皆さんも見にいらしていただいて、実際の様子をご覧

いただければと思います。 
 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。 
 以上で報告事項は全て終了いたしました。 

15：37 報告事項終了 
 
（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。 
 
林聖久委員 
 県東部地域交通課長の林でございます。日頃から、地域の公共交通につきまして、皆様方には

ご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。 
 本日は簡単ですが、「静岡交通ニュース」という１枚ペーパーをお配りいたしました。こちらは、

私共のホームページでご紹介をさせていただいている簡単な資料でございます。 
 本年度、富士宮の中でも人口減少の激しい地域、県下の中でも伊豆半島、特に南伊豆・西伊豆

地域で、公共交通をどう維持していくかについて、協議会を開いて検討しております。その検討

資料の参考にするため、県政インターネットモニター507 人の方にアンケート調査を行い、結果

をまとめました。興味がある部分をピックアップし、いくつかの質問がありますが、皆様にわか

りやすい形で示しました。調査結果１から６までございますが、４・５が伊豆の話となりますの

で、こちらはご参考までにご覧いただければと思います。 
 「調査結果１ 路線バスの利用」について、利用しないと答えた方が８割いらっしゃいました。
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その中でも約９割の方が、路線バスのバス停は承知しています。皆様の中では、「バス」という認

識はあるが生活の中で馴染みのない物になっているということがわかりました。 
 「調査結果２ 路線バスの不便な点」として、先程事務局の方から説明いただきましたとおり、

「運行本数が少ない」・「運賃が高い」というご意見をいただきました。 
 「調査結果３ 路線バスの維持」として、乗らない方も「必要である」という結果が出ました。

「財政負担を増加しても現状の路線を維持」という方が 40％近くいらっしゃいました。また、「地

域負担して現状の路線を維持」という方は 20％で、半分以上の方は何らかの負担をしてでも路線

を維持していくべきだという考えでした。 
 代表的なものを取りまとめて皆様にわかりやすく示したわけですが、これだけ道路網が整備さ

れた中で、バスは遠い存在になっているようです。やはり皆様に乗っていただくには、事務局か

らの説明にもありましたように、知名度を上げていくこと等ございました。この結果を検討協議

会の中でも利用して、公共交通に力を入れて役立てていきたいと思います。 
 
議長(副市長) 
 ありがとうございました。県地域交通課の林様より、交通ニュースということで、利用体系ま

た県の立場からのご意見、参考にしていければと思います。 
 その他よろしいでしょうか。 
 (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。 
15：40 その他終了 

 
事務局(竹川) 
 委員の皆様、並びに関係者の皆様、スムーズな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させていただきます。第３回地域公共交通活性化再生会議は、

11 月中旬頃の開催を予定しております。まだ詳しい日程は確定しておりませんので、また通知を

お送りいたします。ご確認いただき、お忙しい中申し訳ございますが、ご出席をお願いいたしま

す。 
 以上をもちまして、平成 27 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。どうもありがとうございました。 
 
 
【閉会】 


