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富士宮市地域公共交通活性化再生会議議事録

（平成２１年度第２回）

《第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２１年９月１１日（金） １４：００～１６：００

○会場 富士宮市役所 地下１階 ０１１会議室

○出席者

委員 １８人（太田精一委員・土屋忠雄委員・平野洋一委員・米山政司委員・小佐野

慶委員・勝亦健委委員・清利夫委員・土屋善江委員・望月利浩委員・

遠藤麗子委員・高山あさ江委員・西川泰正委員（代理：鈴木技監）・

増島康行委員（勝又技師）・塚本高士委員（小林副主任）・宮本隆博委

員・山田裕行委員・堀内哲郎委員（山本運輸企画専門官）・藤井敬宏

委員）

事務局 ８人（都市整備部角入部長、都市計画課平石課長、永田主幹、高野係長・

木下事務員・学校教育課芝切参事・福祉企画課乙部課長・企画経営

課望月課長）

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ２人（保髙尚紀・樋口浩子（昭和株式会社））

合計：２８人

【開会】

（司会）

委員の皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただき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２１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、本日の進行を務めます都市計画課交通政策係の木下と

申します。よろしくお願いいたします。

本日の会議は、報告事項４件及び、協議事項１件を予定しております。よろしくお願い

いたします。
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【委員紹介】

（司会）

最初に新任委員をご紹介いたします。前回の会議以降に委員になられた方が２名、前回

欠席されたため今回初出席の委員の方を１名ご紹介いたします。

一般旅客自動車運送事業者に雇用されている者が組織する団体の代表者として富士急静

岡バス株式会社 小佐野慶（おさの けい）様

小佐野様は、７月１日の人事異動で、前任者の小島様から委員を引き継ぎ、前任者の残

任期間を務めていただきます。

次に富士宮市区長会の代表者として副会長 勝亦健委（かつまた たけつぐ）様

勝亦様は区長会の役員改選に伴い、前任者の渡辺様から委員を引き継ぎ、前任者の残任

期間を務めていただきます。

次に学識経験者として日本大学理工学部教授 藤井敬宏（ふじい たかひろ）様

藤井様は今回初出席となります。

そのほかの委員の方々につきましては、お手元の席次表にて御確認いただきたいと思い

ます。

【資料確認】

（司会）

続きまして、本日の会議に入ります前に、お手元に配布しております資料の確認をお願

いいたします。

こちらの平成２１年度第２回 富士宮市地域公共交通活性化再生会議という資料が一部。

同タイトルで資料集が一部。受付でお配りしました席次表と宮バスのチラシ１枚、宮タク

のチラシ１枚を配布しております。

以上５点となっております。不足しているものがございましたらお知らせください。よ

ろしいでしょうか。

【定足数】

（司会）

次に定足数につきましてご報告申し上げます。

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１８人全員であることから、本日の会議が成立していることをご報告申し上げま

す。
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【議長選出】

（司会）

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、会議は、会長が議長を務めることになっており

ますので、ここからは、太田会長に議事の進行をお願いいたします。

（議長）

それでは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のでよろしくお願

いいたします。本日の議事がスムーズに進行できますように皆様方のご協力をお願い申し

上げます。

【報告事項】

（議長）

それでは議事に入ります。

最初に報告事項（１）宮バス・宮タクの利用実績について事務局に報告を求めます。

[事務局説明]（平石）

都市計画課課長の平石です。よろしくお願いします。

報告の前に、今回初めていらした方もおりますので私の方から富士宮市の公共交通のこ

とについて説明いたします。富士宮市も全国の他都市と同様にモータリゼーションの進展

ということで、自家用車の利用が増えている中で、公共交通の利用者が減ってきているこ

とがございます。同時にバス路線の廃止によって身近なところに空白地域と言われるとこ

ろも生まれてきています。このようなことともう一つ、道路運送法の改定によりまして、

市が公共交通に参入しやすくなったということもありまして、２０年度からこの空白地域

を対象として、宮バス・宮タクというものを開始しました。お手元に宮バス・宮タクとい

うパンフレットを配っております。まず、この宮バスですけれども、これは市内の病院や

公共施設、商業施設などを結ぶ循環バスであります。料金は一律２００円、内回り・外回

り各８便の計１６便という形で運行しております。また、宮タクですけれども、中心市街

地と公共交通の空白エリアでのデマンド型乗合タクシーを運行しております。これは自宅

から中心市街地までドア to ドアにより、自宅まで迎えに来てくれるということで、山宮、

山本、安居山、この３地域で宮タクを運行しております。ただし、これは利用する方は地

域限定、なおかつ会員登録ということで限られてはいます。料金は３００円から５００円

くらいを設定して、通常のタクシーでいうと、個人の負担としては３分の１程度で利用で

きるというような形をとっております。利用実績につきましては後ほどご説明させていた

だきますけれども、昨年度に比べまして、今年度も半年近く経っておりますが、これに関
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してはなかなか評判が良いというような数字があがっております。また同時に、JR身延線

や民間のバス事業と、宮バス・宮タクを通して市としても市民の生活の足を確保していく

のが良いわけですけれども、現実にはまだまだ空白地域等がありまして、それぞれの地域

の要望が多いというのも存じております。このような諸問題がある中で、市といたしまし

ても身近で利用しやすい、なおかつ持続可能な公共交通に向けて市民・事業者・行政、こ

の３つが協働の中で安全安心なまちを作るには、この実現が必要という考えの中で今日、

協議して頂きます、地域公共交通連携計画も今年立ち上がりました。これについて、今日

の協議資料の中で意見を伺いたいと思います。

[事務局説明]（担当）

報告事項（１）宮バス・宮タクの利用実績についてご報告いたします。その前に本日は

お茶を用意しました。国庫補助を受けまして今回は食料費が入ったものですから、初めて

この会議でお茶を出すということで、会場も暑いものですから、開けてもらって飲みなが

ら気楽に会議をやっていただこうかと思います。よろしくお願いいたします。

それでは報告いたします。（１）ですが、別紙資料１をご覧ください。１ページに宮バス・

宮タクの実績が書かれております。グラフの白い方が２０年度、黒い方が２１年度ですの

で４月から８月までいずれの月も全て２０年度を上回っております。下の表が１便あたり

の平均乗車数ということで、昨年度末が５．９人でしたけれども、今年度に入りましてか

らは６．６人から始まりまして８月は７．７人と、だいぶ右肩上の状況です。ゆくゆくは

平均乗車１０名まで目指したいと考えております。

次の宮タクの利用実績ですが、宮タクは３エリアございまして、その合計が大きな表に

なっております。こちらの表も宮バスに負けず劣らず、成績が良くてかなり黒い線が伸び

ております。特に安居山エリアにつきましては倍増するような状況で、６月、７月につき

ましては倍近い利用者数がいて、口コミで宮タク需要が大変伸びているという実感を持っ

ております。以上です。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。みなさまからのご意見等がございましたらお願いを

いたします。みなさんのお陰で利用者も伸びているという報告でございました。意見が無

いようでございますので、ただいまの（１）につきましては報告済みとさせていただきま

す。

引き続きまして（２）の宮バス・宮タクの利用促進事業について、事務局に説明を求め

ます。

[事務局説明]（担当）

本事業は、第１回目の活性化再生会議で議論いただきまして、この事業に取り組む決定
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をしております。すでに５月４日～６日の流鏑馬まつりの実績が６６８人。前年度の２５

１人に対して３倍の利用がありました。さすがに無料ですと大勢の方が乗るのだな、と思

います。これを皮切りにどんどん利用者が拡大すればと思っております。

次に８月１、２日、御神火・宮おどりのこの日は雨が降ってしまいまして、本来でした

らもう少し伸びるところだったんですけれども、３３９人ということでございました。な

お、今後の予定につきましては１０月１７～１８日に宮バス・宮タク祭。後ほどご説明い

たしますが、第１回目のイベントを開催します。これが無料開放。それから１０月２４日

～２５日、国民文化祭。この日も無料開放いたします。また、恒例となっております秋ま

つり。この日は３日間無料開放。それから１１月８日国民文化祭最終日。以上が無料開放

事業となります。

次に、宮バス・宮タク祭ですけれども、１０月１７～１８日の２日間、富士宮市役所の

西側駐車場で行います。これは市民生活展や緑化祭と併せました合同事業となっておりま

す。大勢の方が見える、コラボレーションというなかで、宮バス・宮タクまつりを開催し

たいと思います。主な内容につきましては、「ワクワク 親子で挑戦！のりものスタンプラ

リー」ということで、宮バスに限らず一般の乗合バス、JR の各駅でスタンプをもらって競

争します。「パネル展」。「バス停オーナー感謝式典」。宮バスにつきましてはバス停オーナ

ー制度が無くてはならない存在です。バス停オーナーのみなさまに対しました感謝式典、

「のりものウルトラクイズ」、「宮バス、宮バスの展示」という内容で開催したいと思って

おります。

次に「老人クラブ等の宮バス無料体験乗車」ということでこれも無料開放の一環という

形で、来週の１４日から申し込みの開始をいたします。対象が市内の老人クラブ、寄り合

い処、団体に限りなんですけれども、１団体１０名までという内容になります。３番便を

利用しますと、運転手さんの休憩時間がございますので、その間に参加者に食事をとって

もらって、場合によっては総合福祉会館の施設見学をして、だいたい２時間をかけて１周

宮バスを回ってもらうことになります。実施日は各団体の希望する日になりますが、９月

２４日から１２月１８日の間、土日祝祭日を除くということですけれども、その中で職員

が１名ついてご案内をするという内容です。以上宮バス・宮タクの利用促進事業です。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、みなさまから何かご意見等が

ございましたらお願いいたします。

（清利夫委員）

私、老人クラブ連絡会なんですけれども、私たちの方で、高齢者の体力増進ということ

で、スポーツ大会とか、グランドゴルフということをスポーツセンターとかでやっており

ます。体験だけでなくて今後、私達のイベントの時に間に合うような形の計画を組み入れ
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て頂ければ、なおさら高齢者の健康増進につながるのではないかというように考えており

ます。今日はそこを特にお願いして、これが可能であるかないか、ということを強く言い

たいと思います。それと同時に高齢者も財政が切迫しておりますから、財政が具体的にど

のような形でしていただけるか、というところを詰めていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

（担当）

老人クラブ等のイベントの際のバスということですけれども、今、宮バスにつきまして

はルートが定められております。そうすると、ルート沿線にいろんな催しがある場合には

ぜひとも宮バスを使って頂きたいと思います。ただ、これが定められておりますので、全

ての地域の老人会が使えるわけではございません。この後、連携計画の説明をいたします

けれども、今後の大きな予定といたしましては宮バスの路線の拡大でございます。そうい

う中でより多くの方々が利用できる、そういった仕組みを作っていく中で、富士宮市中を

全て宮バスで周っていくのは不可能です。ただし、利用の多い地域につきましては、なる

べく老人会の運動会の会場の近くを通るとか、細かい話になりますけれども、県道沿いの

宮バスの拡大をして対応しようと思います。

（清利夫委員）

私どもは小回りがきくように、宮バスばかりでなく宮タクもミックスした考え方でお願

いできれば思っています。

（担当）

宮タクにつきましては、日常生活の足という中で、時間帯が限られていますから、もち

ろんこれも時間が合えばいいんですけれども、交通の不便な地域から街中に行くという手

段です。これがグラウンドまで行って欲しいとか、どこどこ会館というのは今の段階では

性格的には難しいと思います。改善できることは今後検討いたしますけれども、地域の実

状に即した連携計画というのが課題でございますので、そういった老人会の意見も伺いな

がら検討していきたいと思います。

（清利夫委員）

私の方はイベントの年間計画を立てております。ですから、それに合うような形でぶつ

けていただけるかいただけないか、ということも検討して頂きたいと思います。これは大

きな課題になるのではないかと思うのですが。また後で詰めるものは詰めていきたいなあ

と思います。

（担当）
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これはイベント用のバスという話にもなりますので、検討課題とさせていただきます。

（清利夫委員）

お願いします。

（議長）

その他いかがでしょうか。よろしいです。それではただいまの（２）につきましては報

告済みとさせていただきます。

引き続きまして（３）の富士宮市地域公共交通総合連携計画の進捗状況について、事務

局に説明を求めます。

[事務局説明]（担当）

第１回目で、富士宮市連携計画を策定するということでみなさまの御承認をいただきま

した。その後、指名競争入札を行いまして、コンサルタントが決定しておりますのでここ

で改めてご紹介いたします。昭和株式会社から本日は２名来ておりますので自己紹介お願

いします。

（コンサル・保髙尚紀）

昭和株式会社の保髙と申します。よろしくお願いします。

（コンサル・樋口浩子）

昭和株式会社の樋口と申します。よろしくお願いします。

（担当）

それでは、すでに作業が進んでおりますので、行程表を見ながら今の状況をご説明した

いと思います。資料集をご覧ください。資料２に行程表がございます。説明いたします。

まず、「基礎調査及び現況交通実態調査」を６月の下旬から７月の中旬まで行いました。

それから「利用者ニーズ把握調査」。実際にバスに乗り込んでＯＤ調査を行ったり、アンケ

ート調査を行ったりしました。「市民を対象にした公共交通に関する意識調査」、これはア

ンケート調査、３，０００世帯を無作為抽出で調査しております。「観光客の動向調査」「事

例調査」等を行って、現在ここにあります連携計画の素案となっております。こちらの事

業を進めるにあたりまして、８月２７日に政策会議を行い、その間、庁内会議、今後は市

議会都市建設委員会での報告という予定になっています。

今回の素案につきまして１１月９、１０日を目標に素案から（案）という形にもってい

きたいと思います。この（案）ができあがりましたら、議会の全協報告にお示しして、パ

ブリックコメントにはかる。パブリックコメント等の内容を踏まえまして、最終的には１
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月の下旬に連携計画ができあがるという形になります。パブリックコメントのタイミング

上、第４回目の会議が１月８日と決まっておるのですが、恐らく１月８日の段階では正式

なものはでませんので、場合によっては第５回を行うか、著しい変更が無ければ会議の形

を取らずに承認をいただくか、検討しております。

以上が現在に至るまでの経緯と今後の流れでございます。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、ご意見等はございますか。

行程表をお示しさせて頂いておりますけれども、だいたいこのような形で今後の計画が

進んで行くということでございます。よろしいでしょうか。

それでは、特に無いようでございますので（３）につきましては以上で報告済みとさせ

ていただきます。

次に、（４）の芝川町との合併に係る協議内容について事務局に説明を求めます。

[事務局説明]（担当）

（４）芝川町との合併に係る協議内容についですが、これは合併協の方で行っておりま

して、資料にも書いてありますが８月１９日提出ということで、その時の議案書をそのま

まコピーしたものでございます。読み上げます。

「交通関係事業の取扱については、富士宮市の制度に統一する。ただし、町営バス事業

については、平成２２年度までは現行のとおりとし、平成２３年度に再編する。」というこ

とで決定いたしました。ここで重要なのが、２２年度は現行どおりですが、２３年度の再

編での変更を誰がどう決めるのかというところであります。それは具体的に申し上げます

と、こちらの会で決めることしかできません。２２年度になりましたら、活性化再生会議

の方は、芝川地区も含めて連携計画、もしくはいろんな交通の計画を立てていくことにな

ります。この施行につきましては、合併前でございますので、どういう段階で組織の再編

をするのかというところもございますけれども、一般的には合併後に芝川町の役員さんに

こちらに加わって頂いて、できあがった富士宮市の連携計画を変更するというのが一番素

直なやり方かと思います。しかし、これは国庫補助がもらえる事業でして、補助金の対応

等を見ますと、なかなか難しいと思います。今、国の方と調整をしながら、頂ける補助金

は頂きながら良いものを作りたいという気持ちを持っていますから、詳細が決まったとこ

ろでみなさまにご提案をし、ご意見を賜りたいと思います。以上です。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。これらの関係については、市町の合併協議会におい

て検討して頂いて、結論として交通関係機関の取扱についてはこういう風にするんだとい

うことで、この件につきまして、ご意見等ございましたらお願いします。よろしいでしょ
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うか。

それでは、特にご意見も無いようでございますので（４）の芝川町との合併に係る協議

内容につきましては以上で報告済みとさせていただきます。

以上で報告事項は終わりました。次に、協議事項に入ります。協議事項の（１）富士宮

市地域公共交通総合連携計画の素案について、を議題といたします。事務局に説明を求め

ます。

【協議事項】

[事務局説明]（担当）

それでは、本編の２ページをご覧ください。総合連携計画の素案についてです。３ペー

ジ以降に素案の中身があるのですが、素案を作るにあたりまして各種調査を行っておりま

す。もちろんこの調査を含めて連携計画でございますので、この辺の内容を説明した上で、

富士宮市の現状や市民ニーズ等を踏まえて、こういった連携計画を策定していきたいとい

う内容です。そこで資料を説明いたしますけれども、資料編をご覧ください。資料３から

後は連携計画策定に関わる内容でございます。概要を今日はパワーポイントにまとめまし

たので、今日はパワーポイントを示しながらご説明したいと思います。前のスクリーンを

ご覧ください。

まず目的、それから富士宮市の現状、公共交通の現状、市民ニーズや利用者の現状、地

域公共交通の課題、それらの課題に対する対応策という形でご報告を進めたいと思います。

地域公共交通総合連携計画ということですけれども、市民、交通事業者、行政、これら

が一体となって最適な公共交通体系の実現を図り、安全・安心なまちづくりを進めるとい

う大きな目標を持っております。それをするためには何が必要かといいますと、端的に言

いますと、地域公共交通総合連携計画。これがなければ、こういった三者が協力し合える

良い仕組みはできないのではないかということで、この連携計画を作るのがみなさまのお

仕事とお考えください。

それでは構成ですけれども、富士宮市の現状、それから公共交通の現状、そしてもう一

つが市民。各調査、利用者のアンケートだとか、市民のアンケート、その結果を踏まえて

どうしようかと。そうすると公共交通の課題が見えてきました。そういったものをもとに、

基本方針、事業、目標、具体的な対応に進んでいきます。利用者や市民から見た課題が浮

かびあがってきます。いずれにしてもこの二つのものを基本方針と課題の対応策というこ

とで進めていきたいと思います。

人口動態です。今は横ばいですけれども、今後ずっと右肩下がりになります。逆に、高

齢者の人口は増えていくという形で、高齢化が進むことが予想できると思います。こちら

が高齢者の割合です。現在は５人に１人が高齢者、これが未来は３人に１人が高齢者とい

う形で、高齢者率が上がっていきます。そういったことを解決するにはどうしてもお金が
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かかります。

じゃあ市の方にはお金があるのかという話ですけれども、これは市の財政です。単位が

１００万円の幅。ここが３４０億円、１９年度につきましては３２０億を下回っていると

いうことで、これも右肩下がりです。財政につきましては経済状況に比例しますので、い

くら市ががんばってもなかなかこれを上向きにするのは難しい状況であります。ですから、

高齢者は増えていく、財政は厳しくなっていく。こういう中で公共交通を整備しなければ

ならないということで、非常にハードルが高く、難しい課題だと思います。

それから、既に上位計画がございます。第４次富士宮市総合計画。この中で「交通計体

系が整った便利なまち」ということで進めております。また、富士宮市都市計画マスター

プラン。「市民のニーズに応えるバスの運行や鉄道利用促進を図り、誰もが安心して利用で

きる利便性の高い公共交通として充実します」といった目標がございます。もう一つが、

岳南都市圏(富士市、富士宮市)総合都市交通計画というのがありまして、その中でやはり、

「公共交通の利便性の向上」ということで謳われているのですが。これはなかなか実効性

が伴ったものはございません。じゃあどうしますか、ということを決めるのが今回の総合

連携計画でございます。

公共交通の現状です。これはバスの利用者の数です。平成１１年には８，０００人弱の

方が使っていました。これが平成１９年には３，０００人を割り込む、３分の１以下にな

っているということです。昨年度から、富士急静岡バスの前社長様からバス状況について

は色々とご意見賜っているのですけれど、このグラフが運行状況を物語っているというこ

とで、バス事業は非常に厳しい状況にあるということがうかがえます。これは富士宮駅の

看板の写真を撮ってきたものですが、時刻表は、現在は空白の時間の方が多い状況になっ

ております。これも利用者のニーズに伴うものですから富士急静岡バスさんの一方的な都

合というよりも、地域の方が乗ってくれないのでそうせざるを得ないという実態を物語っ

ています。路線も以前は色々なところを回っていたものが今は路線がなくなって消されて

いるという状況です。これがバス利用者の実態でございます。

これはバスの利用者数と運行するキロ数を表したもので、卵が先かにわとりが先かとい

う問題ですけれども、利用者が減ったから運行回数が減ったのか、運行回数が減るから利

用者が減るのか、いずれにしても悪循環を起こしていることは間違いありません。同じよ

うなレベルで下がっております。そういった中で空白になった所へバス路線の代わりとな

る新しいものはないかということで、平成２０年度から宮バスというものを運行開始いた

しました。宮バスにつきましては、従来、総合福祉会館に１日３往復のバスが出ておりま

した。このバスに対する補助金が４３０万円ありましたので、この４３０万円をうまく使

って多くの方が使える便利な仕組みはないかということを考えたのが宮バスです。ですか

ら、宮バスを広げてほしいという意見があるのですが、元々の宮バスの目的が総合福祉会

館行くためのバスの代わりなのです。ですから、そういったことがありますので、なかな

かエリア拡大に関しては難しい問題を含んでおります。従来１日６便であったものを１６
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便に拡大しました。料金が２３０円だったものが宮バスにつきましては２００円均一とい

うことです。利用者数につきましては平均で１日２０人だったものが、宮バスは１００人。

市の負担額はどうかといいますと、４３０万円だったものが４０万円。これはバス停オー

ナー制度によるもので、スポンサーの方から平成２０年度は４３８万円いただいておりま

す。そういった運賃収入以外の固定収入を得て、さらに静岡県の補助金制度をうまく活用

することによって、市の財政負担が４０万円に下がっています。今までは４３０万円をか

けて６便しか出していなかったものを、４０万円の少ない予算で１６便にして、更に１周

を円にしましたので大勢の方が使えます。今まではまっすぐ直線で駅と総合福祉会館を往

復していましたので、この沿線の方しか使えなかったものが拡大している、というのが宮

バスです。

次が宮タクです。宮タクも平成２０年にバス路線が廃止された地域に山宮、山本、安居

山、この地域を運行する乗合型デマンドタクシーです。従来のバスは１日３便～６便とい

うことで、元々はたくさんあったのでしょうが、減便が続いて最後には廃止というのが従

来のバスでした。そのバスに代わるものとして、どうしたらいいかということで大型バス

では大きいのではないかということで、利用者が少ないならば少ない人数で乗れるデマン

ド型のタクシーを使って予約に応じて運行しよう、というのが宮タクです。ですから、予

約がなければタクシーは走りませんので、委託料経費が一切かからないという特別な仕組

みを使っております。料金はバスですと１６０円～４７０円だったものが、３００円から

５００円ということです。利用者人数につきましては、宮タクは１日に８人の方が利用さ

れているということです。市の負担額ですけれども従来は民間バス会社さんに補助金を出

しておりました。独自では運行できない場合は赤字補助ということで出しています。これ

が３００万円程の補助金を出しておりました。今回、宮タクにすることによって１５０万

円に減っておりますが、実際の経費はやはり３００万円くらいかかっています。ただ、従

前は市の補助金に対する県の補助はございませんでしたけれども、今回は小型ですが市の

乗合バス事業です。こういったバス事業につきましては２分の１の補助がいただけるので、

予定では３００万円の半分くらい県から補助が出るという意味合いで、１５０万円で済ん

でいるということです。ドア to ドアのサービスということで今までのバスにはないサービ

スを行っております。

次に調査です。住民がどの様に考えているかということの説明です。７月２９日にＯＤ

調査という形で、お客さんがどこからどこまで行ったかということを調べる調査を行いま

した。かなり多くの路線で調査を行ったのですけれども、その結果、どの路線においても

JR 富士宮駅を利用する方が多いということでした。また、中学校や高校等の学校周辺や医

療施設周辺のバス停での乗降が多いという結果でした。また、富士市や芝川町と連絡して

いる広域路線につきましては、市、町をまたがっての利用者が多いということです。具体

的に申し上げますと、三沢線というのがありまして、芝川町へ向かう道路があるのですが、

富士宮駅からその手前の大沼久保で降りる方よりも、そのまま芝川町へ抜ける方が多いと
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いうことです。逆に芝川町の方も芝川町内で乗り降りするのではなく、富士宮市まで来る

ということで、やはり広域的な路線というのは今後も維持していかなくてはいけない路線

ではないかと考えております。それから路線ごとの利用状況については「万野粟倉循環」「粟

倉万野循環」の利用が多いということです。ちょっとびっくりしたのは、この白糸の滝経

由の白糸・猪之頭線。一般的には猪之頭線が赤字路線と言われているのですけれども、乗

っているお客さんは割とこの路線は多いということです。減便が進んで、１便あたりの乗

客が増えているのかもしれませんけれども、潜在的な需要がある地域、というのがこの調

査で浮かび上がってきました。

それからその際に行われた利用者アンケート。利用者が降りる時にハガキを渡しまして、

返信して下さいね、というお願いをして集計をしました。配布が１，２２１件で回収が３

８６件、回収率が３１．６％と一般的な回収状況となりました。こちらのデータを分析し

ております。回答者は女性の方が圧倒的に多いということでした。これは乗っている方に

聞いておりますから、ということは、女性の方が乗っていることになります。それから高

齢者が多い。すなわち、女性の高齢者が多くバスを使っているという状況です。それから、

免許を持っているか。当然これは持っていない方が多いということになります。あるけれ

どもバスに乗っている方も若干いますが、基本的には免許を持っていない方が多い。続い

て利用目的についてです。一般的にバスを利用される方は高齢者などそういった方をイメ

ージしますが、５１％の方が通勤・通学ということで、若い方がバスを使っているという

ことがわかったんですけれども、全体の総数が少ないです。やはり通勤・通学の方の足が

できますと、バス事業そのものが下がっていきますから、現在のように通勤の足、通学の

足をうまく確保するというのが今後の路線バスの維持につながっていくのではないかと思

います。現在のバス路線に対する満足度ですけれども、「停留所の位置」「ルート」につい

ては、そこそこ満足頂いているのですけれども、全体的にグラフの色が黒っぽく見えるの

は不満があるから、という状況です。

それから市民アンケートです。３，０００世帯を無作為抽出ですけれども、１，１７５

件の回収で３９．２％の回収率でした。こちらは無作為抽出ですので男性女性がほぼ同数

です。年齢につきましては、主にバスを使われる方がお答えください、という設問にして

おりますのでやはり、５０代、６０代、７０代の方の回答が多いのです。それから主な外

出手段と目的別のバス利用割合ですけれども、「自分で運転する」方が５０％ということで、

ほとんどの方が「自分の運転」もしくは「家族の送迎」で、公共交通への依存が少ない状

況です。目的別に見ても「自分で運転する車」の利用が最も多いです。バスの利用では「通

院」「買物」が若干ではありますが多くなっています。バスに運行してほしい施設はやはり、

医療施設や商業施設、公共施設というのがベスト３になっています。具体的には市立病院、

保健センター、北山医院、商業施設ではイオン・ジャスコ、スーパーよどばしデイズ。そ

れから宮バス・宮タクの運行計画利用拡大に向けて地域でできること。こういったコミュ

ニティバスは何をもってコミュニティと言うかといいますと、自治体が循環バス、均一料
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金でやればコミュニティというにはあまりにも安易すぎます。やはり地域の方が協力し合

えて、コミュニティで支える仕組みというのがこれから重要になると思います。となりま

すと、地域でできることというのがキーワードになると思います。そこで、アンケートを

しました。「地域や個人でできることはない」という意見もありました。その反面、「サポ

ーターとして個人での資金協力をしてもいいよ」という意見。「自治会等による回数券の購

入など地域での費用負担をしてもいいよ」という意見。「お金は出さないけれども啓発活動

や利用促進はできますよ」という意見。ということは、地域の方々の「宮バス・宮タクの

継続についてはみんなで協力するから宮バス・宮タクを広げてね」という裏返しだと思い

ます。それから公共交通に対する市の財政投資。市民はお金をかけても公共交通を充実さ

せろというのか、金がかかるんだったらやめてもいいよというのか、そういうアンケート

です。一番多かったのは「現在の予算を堅持し、現状のままでもやむを得ないと思う」で

す。これはマイカーを使われている方がいますので、公共交通に依存していない方がほと

んどです。そういう方からすればこれ以上予算はかけずに他の所に、「福祉にかけてよ、教

育にかけてよ」とかそういうのが本音かもしれません。ただ、私が気になるのはこちらの

３本柱です。「市の財政だけに頼るのではなく、地域も資金協力し、便利で快適な誰もが利

用できる公共交通の充実を図るべきだと思う」、「生活に必要な交通を整備するためには、

増額になっても必要な予算は出すべきだと思う」、「予算を大幅に増額し、便利で快適な、

誰もが利用できる公共交通の充実を図るべきだと思う」、この３つを合計しますと、「現在

の予算を堅持し、現状のままでもやむを得ないと思う」を超えます。ということを考えま

すと、地域住民は今後、公共交通についてはある程度の予算財政投資をしながらでも確保

してもらいたいという気持ちが表れていると思います。公共交通（宮バス・宮タク等）に

対する自由意見ですけれども、お手元の資料にも載っていますのでそちらをご覧ください。

それから観光客に対するアンケートです。お宮横丁には大勢の観光客の方がきますので、

そこでアンケートを行いました。お宮横丁に見えている方の９４％が観光目的の方でした。

そして商業目的などその他の目的の方が１６％。そして、みえている方はほとんどが自家

用車で、公共交通を利用している方は１１％でした。１１％というのは正直言って多い数

字だと思います。最近は団体バスで来るお客さんもいますので、場合によってはこの１１％

には団体バスの観光客も入っている可能性があります。その方々はどういった所を回るか

といいますと、１番は富士山、続いて白糸の滝、奇石博物館、朝霧高原というところを周

りますけれども、ほとんどの方がマイカーでみえていますから、そのままマイカーで移動

しているという実態です。観光に公共交通を利用して頂く取組みを考えますと、当然今も

路線バスがありますので、路線バスを活用すれば朝霧高原にも白糸の滝にも行けますので、

やはり幹線道路のバス路線というのは無くてはならない交通手段と考えます。アンケート

結果の考察から浮かび上がった課題をこの後の総合連携計画の基本構想に持っていけると

思います。

次に、地域公共交通の課題です。これまでの富士宮市の財政状況や市民ニーズから浮か
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び上がってきた課題が全部で７つございます。まず、富士宮市の現状からみた課題ですけ

れども、「１）高齢者等需要増加への対応」ということで、今後の高齢化に向けてどのよう

に対応するかということです。「２）効果的な財政投資に向けた検討」限られた予算の中で

効率の良い費用対効果という、なかなか市では使わない言葉なのですが、これからは費用

対効果もある程度考えた上でやっていかなければ持続可能な交通にはならないと考えます。

次は公共交通の現状からみた課題として、「３）公共交通（時間）空白地域への対応」図の

紫色の部分が空白地域です。黄色の部分のバス停から半径３００m の円を結んでいきますと

こういった形になって、バスが利用できる方の沿線のラインになります。駅から半径７０

０m の範囲から身延線を利用できる方が浮かびあがってきます。以上の（黄色と白の）色分

けが無いところが紫色になります。この紫色の地域の方は今現在、公共交通の手段が無い

方。人穴の方などは、移動する際にどなたかの支援を受けなければなりません。もしくは

営業車のタクシーで移動するということになります。こういった交通空白という大きな課

題があります。または、バス路線があって黄色く塗られていても、朝夕１便しかなく、時

間的なことを考えると空白であるという状況があります。それから「４）既存バス路線の

経年的な利用者減少への対応」ということで、やはりこのような現状は利用者が減ってい

るからであります。ですから利用促進をするための事業を考えなければ根本的な解決にな

らないということです。

それから利用者や市民の意向からみた課題ですけれども、「１）将来の公共交通ニーズへ

の対応」「２）利用しやすい公共交通の検討」。市民の立場に立った公共交通を考え、ただ

バスが走っていればいい、市が財政的にお金を出せばいいというのではなく、「実際に市民

の方が使いやすいものに変わります」というのが大きなはなしでございます。それから「３）

市民ニーズに沿った公共交通網の構築」ということで、身延線であるとか、富士急、山交

さんの路線バスと連携をして交通網とした仕組みを作る必要があると考えております。

以上でパワーポイントでの説明を終わります。今の様な状況を踏まえた上で、今後どう

いう仕組みが有効であるかをお考えいただくために、丁寧にパワーポイントを使ってご説

明させていただきました。

それでは本編の３ページをご覧ください。富士宮市地域公共交通総合連携計画（素案）

となっております。素案ですので、みなさまから意見がでましたら計画へ位置づけていき

たいと思います。まずは『身近で利用しやすい持続可能な公共交通の実現』ということに

なります。ぱっと見「良いなあ」と思っても、持続ができなければ意味がございません。

そこで、長く使える公共交通を構築したいという意味です。先程のパワーポイントであり

ましたが、「富士宮市の現状からみた課題」、「利用者や市民の意向からみた課題」、これら

から５つの基本方針をまとめました。

それでは４ページをご覧ください。２．地域公共交通総合連携計画の区域としまして、「こ

の計画区域は富士宮市全域とする」というところがポイントでございます。今は「宮バス

は中心市街地だけいいね」とか、不公平とかがあります。それから宮タクにつきましても
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ごく一部の地域でしか使えないということで、多くの方からご意見を賜っております。そ

の中で、本計画では富士宮市全域を対象といたします。目標につきましては、「身近で利用

しやすい持続可能な公共交通の実現に向け、基本方針に対する目標を以下の通り設定す

る。」ということで、基本方針から実施内容まで一連で表記いたしました。まず、最初の基

本方針ですけれども、「１、誰もが利用できる公共交通網の充実」ということで、目標とい

たしましては、「①既存バス路線については、『宮バス』『宮タク』との調節を図りつつ、必

要な路線については維持する」宮バス・宮タクだけに力を入れるのではなくて、事業の方

を見て下さい、「①既存民間路線バスへの方針」といたしまして、必要路線については今後

も補助金を出して堅持していくということです。ということで、路線バスが行かないとこ

ろも宮タクで回る、宮バスで回るというのが基本方針ですので、路線をつぶして新しい仕

組みに変えていこうというものではございませんのでご理解いただきたいと思います。そ

れから「『宮バス』の運行ルートの新設」。これらをしていくことによって誰もが利用でき

る公共交通網ができると考えます。

具体的な実施内容ですけれども、「補助金の検討と支援」ということで、どの路線が重要

で、どの路線にどのくらいの支援が必要かということを考えていきたいと思います。ただ

大枠で金額を決めるのではなくて、内容を吟味した上で補助金を出すということです。「運

行事業者との調節」これも当然必要です。「市営公共交通の連携・調整」ということで当然

宮バスを運行する際にも路線バス、JR との連携も考えます。「運行ルートの検討」「運行へ

の支援方策の検討」「他の公共交通との連携・調整」といった具体的な施策によって、基本

方針、目標が達成できると考えられます。

「２．高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交通体系の整備」ですけれども、これ

は宮タクのことでございます。先程ご説明した図の紫色の部分にはバスが行っておりませ

ん。そこは何でカバーするかといったら、今の段階では、宮タクを拡大するしかないと思

われます。ということで、「『宮タク』のエリア拡大」。また、この拡大の際には時間空白と

いうことも考えながら、バス路線と宮タクを一緒にして地域住民が選択をできる仕組みが

ベストと考えます。事業につきましては山宮、山本、安居山エリアのデマンドタクシーを

拡大する、あるいは新たな地域にも導入することを考えております。当然、「運行形態の検

討」であるとか、「他の公共交通との連携・調整」を図りたいと思います。

次に「３．財政負担を抑えた公共交通の仕組みづくり」ですけれども、やはり、１、２

の方針についてもお金が大変かかります。そういった中で、財政はどうなるのか。持続可

能というのはお金と密接な関係がございます。「宮バスバス停オーナー制度」当然これは今

後も推進しますし、もし仮に新しいバス路線ができた場合には新しいオーナー様を募集す

る、場合によっては地域の方々の支援を頂きながらオーナー様を探してもらう、というこ

ともあるかと思います。「宮タクサポーター制度」。前回、回数券の裏にコマーシャルを入

れて回数券を作ってもらいました。そういった、サポーターさんにやってもらう色々なメ

ニューをつくりまして、資金的な支援から充実を図るという目標になっております。実際
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には、バス停オーナー制度の導入、回数券等、実際にやっていることですが、更に拡充す

るという考え方を持っております。施策としましては、「オーナーの勧誘、募集」、「サポー

ターのメニュー新設」、「全国企業からの支援を受けられる仕組みづくり」ということで今

のバス停オーナー制度は地域の企業に限られていますが、この枠を更に広げて、全国の企

業が富士宮市に支援をできるような仕組みができたら素晴らしいと思います。こういった

ものをやりながら、「財政負担を抑えた仕組みづくり」を行っていきたいと思います。

次に「４．公共交通の利用環境の向上」ということで、いくら制度を作っても、これが

使いにくければだめです。そこで多くの方に公共交通を使ってもらえる環境づくりをした

いという方針です。実施内容といたしましては運行情報の提供方法の検討ということで、

やはり宮バスの時間がわからないだとか、宮タクの制度が分からないという状況がありま

す。ホームページやインターネットでも紹介していますが、高齢者にとっては使いにくい

仕組みであるという中で、色々な形で掲示をしていくことを考えております。それから「乗

継を考慮したダイヤ作成」ということで、単独で動くものでなく連携したものを作ること

によって利用者の底上げを図ることが４番目の目的です。

それから５番目。市民（企業）・交通事業者・行政、が一体となって進めていくというこ

とです。市民協働ということがよく言われますけれども、行政と事業者と市民が一体とな

ってこの事業を進めていくということです。具体的な施策につきましては、「ＮＰＯの推進」

とありますが、積極的に行える自治会についてはＮＰＯを立ち上げてもらって、自らが公

共交通をやっていくくらいまで、市の方でアドバイスができればと思います。

以上が基本方針と目標、事業、施策内容と実施主体の案でございます。これらをまとめ

たものがありますので、次のページをご覧ください。基本構想図です。今、言葉で色々言

いましたが、一体どんなものかということですけれども、これは非常に画期的なことです。

現在、富士宮市くらいの都市で、交通空白がゼロというのは全国ではほとんど存在しない

と思われます。小さな自治体でバス路線が全て廃止されて、デマンド交通に変わって１０

０％カバーしているということはありますが、いずれにしても、バス交通や電車がある中

で交通空白を無くすというのは非常に画期的な考えです。まず、既存の宮バスがあります

が、この宮バスのエリアを拡大します。この点線が富士宮駅から半径５km、こちらの点線

が駅から半径１０km。体育館、プールの辺りとお考えください。この辺りまで、ぜひ宮バ

スを持っていきたいと思います。これから地域懇話会ということで地域の方にいろんな情

報提供をする予定がございますが、その中で具体的にどこを通ろうか検討をして、場合に

よっては北循環、南循環、東循環というように考えてはどうかと思います。申し遅れまし

たが、赤い矢印は既存のバス路線の大まかな線を示したものです。ですからこのバス路線

と宮バスをうまく組み合わせて交通網をつくるということを考えております。宮バスが行

かない範囲はどうなるかといいますと、この青い線。これが宮タクです。現在、山宮と山

本、安居山がありますけれども、これを全部くっつけてしまいます。現在は３社委託して

いますが、そうすると３社だけではまかないきれません。富士宮市内ではタクシー協会に
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加盟している会社が６社ございますので、６社全ての支援を受けながらここを全て宮タク

でカバーするという考えを持っております。ただし、宮タクもバス路線がある宮タクと、

バス路線がない宮タクと、差別化をしなければいけませんし、バス路線があるところで宮

タクをガンガンやりますと、バス事業がダメになってしまいます。ですからこの辺の調整

をしながら、運行回数だとか運行内容は、バス路線が無いところでは変わってくることに

なります。これもやはり、地域とお話をする中で細かい方策を考えていきます。

宮タクが届かないエリアは宮タクがエリアをカバーしますが、問題なのは北部地域です。

富士宮市は南北に非常に長いです。３０km 近い距離があるわけですけれども、こういう地

域を抱えている中で、交通空白ゼロを目指すのは容易なことではございません。ここにバ

ス路線がありますが、こちらの人穴地域や猪之頭地域は路線からかなり離れた方もござい

ます。こういった方々については「バス路線があるから交通空白じゃありませんよね」と

いうのは非常に乱暴なやり方であります。従いまして、このバス路線を全てカバーするよ

うに北部エリアの宮タクを考えております。この宮タクにつきましては、フィーダー交通

と言いまして、こちらと連結をして、ここまで（上井出出張所）運んで、ここから（上井

出出張所）は富士急さんのバスを使うか、場合によっては宮タクに乗り込むということも

考えられますけれども、単独で根原から駅まで行くデマンドをしますと、運行コストを考

えますと、実現が難しい状況となります。そういうことで、黄色と青で全てをカバーして

交通空白地域ゼロを目指すということになります。

当然これにつきましては、地域の支援であるとか、財政的な抑制をすることを含めまし

てこの基本構想というものを立ち上げていきたいと思います。こういった方向性で富士宮

市は今後進めるにことに対してみなさんがどの様なお考えを持っているのか、この形でも

って１１月の１３日、次回には素案が案に変わります。そういった形で今後計画を進めて

よろしいかご意見を賜りたいと思います。以上です。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。パワーポイントを使って、説明させていただきまし

たけれども、みなさんの方からこの件についてご意見等ございましたらお願いをいたしま

す。

（土屋善江委員）

私は地域女性連絡会ですので、会合が猪之頭から富士根地区、広範囲にあるのですが、

実際、今やっています宮バスは利用するのは街の方だけです。富士急さんとかのバスを利

用しながら街へ出てきたらそこで利用してもらいたい、ということは言っているんですけ

れども、実際は富士根地区や杉田の方からはバスが１時間に１本あるかないかで、連携を

取るのが難しいです。色んな構想があるとのことでしたので、できれば私は富士根地区で

すから富士根の公民館あたりまで広げて頂けたらと思います。今日、午前中に富士根南公
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民館で会合や催し物があって、９、１０人位集まったのがあるんですけれども、やっぱり

その時に要望が出まして、せめて公民館までバス路線を延長して頂けると街へも出られる

し、まちの活性化にも協力ができるのではないか、という案も出ました。猪之頭も確かに

バスが本当に何本かしか出ていないのですが、それがあるので全く無い地域じゃないから

ということで、どうしても向うまでバスが行ってないんですが。正直、福祉会館で会合が

あるにしても、色んな催しがあるにしても、車が無くてはとても会合に出てこられないと

いうことで、運転できる方がそういう方を集めて来るという状況です。今お話があったの

でぜひそれは進めていただきたいな、ということです。たまたま富士根地区があまり入っ

ていないような感じだったので、それも含めてぜひ、みなさんのご要望を伝えたいと思い

ましたので、検討して頂きたいと思います。利用度がどの程度ということで地区でのアン

ケートをとったり。

そしてもう一つはオーナー制度についてで、この区域以外の大きな病院でや施設を回れ

ないかと。私はたまたま杉田なのですけれども脳研があるのですが、そういう大きな病院

にもオーナー制度のお話とかして頂いて、状況を聞きながら回れるかどうかとか検討して

いただけたらと思っております。

（議長）

今、富士根南公民館と言っていましたが、富士根北も含めていいんですよね。公共施設

全てを含めた考え方ですよね。

（土屋善江委員）

そうです。

（担当）

今、エリアを大きな円で書いていますが、事務局サイドではもうひとつ絵を持っていま

す。それには東循環というのがありまして、その中には当然、富士根南公民館も含め、個

人病院さんも含めたものです。実は既に個人病院さんで「オーナーになりますので路線を

回してほしい」という問い合わせがあります。路線を回すことは決定していますので、「そ

うなったときには是非ご協力ください」というお話になっております。地域の方で、脳研

さんはちょっと遠いんですけれども、個人病院さん等のご協力がいただければ、これから

線を描くものですから色々な意見を頂きたいと考えています。今の段階では、富士根北に

つきましては宮タクの拡大という形でのカバーを考えておりますので、それにつきまして

も、地域の方との話し合いで検討したいと思います。

（高山あさ江委員）

今、この資料を見まして、やっと私が思っている様な事をやってくださるのかな、とい
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う実感が湧きました。本当に足のない人は、今の状況ではまだまだ不足というか、私達の

ところもそれなりに不服はありますが、宮タクもあります、そういう地域です。バスが１

本通っているとけれどそこから何キロか行かなければならない、そういう人たちもいっぱ

いいる中でこれでいいのかな、という考えも最初からありました。色んな説明を聞きまし

て、お役所はある程度のデータやそういう調査を基にしないと何も前に進めない感じなの

かな、と素人判断でわかりました。

それで、これから検討材料でしょうけれども、うちの辺もまだまだ本数が少ないという

ことで、午後は帰ってくるのばっかりで、もうちょっと出ていくのがあるといいな、とい

う意見もあります。できれば送っていてくれたタクシーで街へ行けるようなシステムにし

ていただけると無駄が無いと思います。バス停くらいまでは行けるからそこからでもいい

から街へ行けるように帰りのタクシーで行きたい、と言う人が結構多いです。ただ来て降

ろして帰るではもったいない、なんで来てくれないのか、ということです。前から私、意

見を出していますけれども、ちょっとそれはできないということですが。

最後にくどいようですけれども、１時間前の予約というのをせめて３０分前にしてもら

えるとありがたいです。タクシー会社さんのご都合も色々あるでしょうから、一方的に言

えないかもしれませんが、みなさん１時間前に段取りをつけるのは病院以外はあまりない

です。動いている方は高齢者の方が多く、市の中を商店を見たり、施設に行ったり、趣味

を活かしたりというのはほとんど足のない方で、男性の方も高齢になると家族の方が「人

を乗せるのは危ないからもうやめた方が良い」と言われて廃車にしたという方もいます。

大勢の人達が市内を巡るというか利用できるというか、地域活性化のためにと言いますが、

今まで山の方の方大岩、北山、上野の方の方達は、「毎週１回出てきたのが月１回になりま

した」「自分の用を貯めておいて来るというだけが精いっぱい」ということを聞きます。そ

ういうことを考えるとまちの活性化なんてとんでもない話です。今やって下さっている便

も、うちの辺からは源道寺駅まで歩いて行って、富士宮駅まで乗って、駅で降りたら内回

り・外回りのバスを使う。そうなると、２時間くらいの余裕をもたないといけない。間隔

がすぐあるわけではありませんから、降りたらまたそこで何十分か待つという形で、吉原

の方に行くにしても上野の方へ行くにしても、元気な人はそれができますが、ちょっと足

の弱い方は、富士根まで下りて行って富士宮駅まで乗って、などとそういうことができる

人はほとんどありませんので、そういう意味も含めて、もう少し柔軟に検討して頂けると

ありがたいと思います。

（議長）

事務局いいですか。エリアの拡大の問題。それから便数増の問題。さらにはタクシーの

申請の利用の改善といったことですが。

（担当）
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便数が少ないということですが、宮タクを開始するときに１日４便というのは暫定的な

もので、「利用者が多ければ増やすし、少なければ減らしますよ」ということになっており

ました。平成２０年度の実績が良かったものですから、２１年度は１便増やしたという状

況です。資料集の資料１の宮タクの平均乗合数をご覧ください。全体で４月から１．９５、

１．９２、２．０８となっています。この２人というのが非常に重要なポイントとなって

います。実は２１年度は便数を増やしましたので、お客さんの数が変わらなければ乗合す

る率が減ります。ですから、市の予算は１．８人で予算措置をしましたので、１．８を割

り込んだ場合はもう一度４便に戻すという考えがございます。５便に増やしても、２．２

を超える状況ならば更に需要があるという考え方です。今度はこれをまだ増やしても地域

の実状に合ってくるのかな、と考えます。いずれにいたしましても、市の方で単独で４便

にするとか５便にするとかではなく、実際のデータを見ながら、地域がどれだけ使ってい

るか、この便数ではとても地域では不便だろう、という状況になりましたら増便、今現在

は１．９７、２．０３人ということで、これは現状維持で全く問題がないのですが、１．

８人を割り込むようであれば減便。そういったことも踏まえて増便については検討してい

きたいと思います。

３０分前予約についてですか、お話がございましたように、前回も米山委員から細かい

ご説明があったと思います。現状ではどうしてもマンパワーでやっている部分がございま

すので、これを全部システム化するには１千万円以上お金をかけて、そういった専用の機

械を使えば可能なのですが、それをしますと持続可能、財政負担を抑えるというところで

基本方針に反するというか、なかなか状況がうまくいきません。そこでタクシー会社さん

のそういった労力をいただきながら、１時間前予約でなんとかご理解いただきたいと思い

ます。

いずれにいたしましても、この計画、今日は説明しませんでしたが、この後ＰＤＣＡサ

イクル、聞いたことがあるかと思いますけれども、PLAN、DO、CHECK、ACTION のことですが、

やっていることを常に見直して新しいものにつなげていくというような考え方を持ってお

りますので、そういう中で、みなさんからのご意見、生の声をもとに、宮タクのエリア拡

大とか、そういったものにつなげていきたいと考えております。

（議長）

高山委員、今回答でよろしいですね。

（高山あさ江委員）

はい。

（藤井敬宏委員）

初めて参加させていただきますが日本大学の藤井でございます。お話をさせていただく
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のは、今ご説明頂いた内容でちょっと分からなかった点があるのと、富士宮市外に住んで

おりますので市域外から見て富士宮市で取り組まれているこの地域公共交通がどういう位

置づけで見られているか、どう評価されているか、その辺を少しご紹介させていただいて、

今後そういう地域連携という形で展開していったときに、富士宮市民にとってどうメリッ

トが生まれてくるのか、その辺を少しお時間を頂いてご説明させて頂きたいと思います。

まず、質問でございますが、先程パワーポイントでご説明頂いたときに、宮タクの運行

の所で、宮タクの１日利用者数が８人という形でパワーポイントに出ていて、資料では２

４人となっておりました。これは先程のご説明ですと１日平均１便当たり２人ということ

で１日４便だとすると、パワーポイントが合っていると理解してよろしいのでしょうか。

（担当）

パワーポイントは１エリアの人数を出しましたので、３エリア回っていますから３×８

＝２４で合計では２４人ということになります。

（藤井敬宏委員）

では、これは合計ということですね。わかりました。ありがとうございます。

その次ですが、先に質問だけさせていただきますと、地域公共交通の総合連携で、富士

宮市全域を対象とする。こういった例というのは非常にめずらしい。公共交通が色々複雑

に絡み合ったなかで、交通空白を無くすという、これはものすごく評価できることだと思

うのですが。今度はその上で上位計画という、都市マスとの連動という話のなかで、富士

宮市の中ではコンパクトシティとか、そういった位置づけの中で市域の問題とこの公共交

通の位置づけ、たとえば宮タクのエリアを拡大していく、宮タクの既存のエリアをブルー

のエリアで検討していく、こういったものがひとつの都市計画のなかで見た時のコンパク

トシティ、これは盛り込まれているかどうか、私は現状を見ておりませんのでわかりませ

んが、市域の将来的な政策とどうリンクしていくのかその辺がわかればお伺いしたいとい

うことがひとつ。

先程、基本方針の中で既存の誰もが利用できる公共交通のなかで、事業として既存の赤

字路線バスといったところについて、今後も運行費の補助を行うと言っているように、「も」

という表現を使っていることについての質問なのですが。先程、宮バスあるいは従来のバ

ス宮バスのところで、市の負担額を見ると、従来のバスについては約４３０万円、これが

宮バスになったら約４０万円ということで、１０分の１になっている。市の負担額を４３

０万円と従来型でいくと市民の人口１人あたりにすると、だいたい３５０～３６０円位に

なるのでしょうか。ということで見ると、私が首都圏の方で色々取り組ませて頂いている

地域公共交通のバス事業の市域の負担額から見ると、非常に負担額が少ない。うまく運用

されている。この従来型の場合でも、ということですが。ただ、それが今お話を伺ったと

ころによると、既存の赤字路線にも補填されているという形になった場合に、赤字補填額
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といったものを含めて、人口あたりにすると、今富士宮市はどれくらいの個人１人あたり

の補助金という形に相当するのか。それを教えていただきたい。

この２点をお伺いしたいと思います。

（事務局（平石））

まず、市全域の話ですが、実は富士宮市の今現在の成り立ちというか、それにやはり起

因するところがあります。同時に富士宮市が３３年に北部４カ村と合併してできたという

経緯の中で、４７年に市街化区域を設定。当然、調整区域、市街化区域という問題がある

と同時に、北部４カ村プラス富士宮地域において、今現在４万人弱の方つまり全体の３分

の１弱の人が住んでいます。宮タクを１年やってきて、宮タクも実は３分の２は税です。

３分の１しか実質の収入はありません。では３分の２の税で運行できるところできないと

ころ、その中でできないところの便数は少なくても、選択できるものを取り入れないと、

やはりそこの地域の人にしてみると、「わたしらも税金を払ってて、富士急さんのバスが走

ってるからいいじゃん」というだけではいかない部分があります。で、さっきから言うよ

うに、非常にこのような広範囲の中で、もう一つの質問につながるのですが、最終的に限

られた予算の中で、どこまでが可能だろう、それと同時にどういう形で公平なものができ

るだろうというような視点があります。

そこで、コンパクトシティということを考えると本当は市街化区域の中に約８万５千人

強いるのですが、その人達だけのことを見るとちょっと広がり過ぎということもあるので

すが、その地域の人達が、割合的には３分の１程の人達が調整区域にいて、その分をフォ

ローしなければいけない。

それともうひとつは、不公平感をなくす。これは、実は事業者さんの富士急静岡バスさ

んだとか山交さんとのチームワークで成り立たせないといといけない問題というのがあり

ます。

それともうひとつ、先程、真ん中の部分から放射状に赤い既存の路線があります。私の

方で色々試行錯誤している中で、ここの部分はやはり行政が乗り出してやるべきエリアと

しては広すぎる。というのは、今、富士急さんと山交さんが、例えば富士宮市から富士市、

富士宮市から芝川町、富士宮市から場合によっては富士川町、そういう風な広域の部分を

市がどうやって連携していくか非常に難しい部分がある中で、一定の金額の上限がある中

で、ここまでだったら補助金を出してでも維持してほしい、という要求。逆にいえば、当

然事業者さんですから採算的にどうにもならない、お金をもらってもどうにもならないと

いうふうになったら、市もしょうがないのでその部分はシャトルバスみたいなのを運行し

てでもやらないといけないというような中で、その辺の組み合わせが非常にこれから考え

なければならない。ということで考えています。

先程言いましたように、実は３分の２の市の税金のなかで、静岡県から、市がやってい

る赤字に関してはその２分の１つまり全体の３分の１の補助をもらっています。ただ、非
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常に危険なのは、県もそうですが、それを打ち切られたらどうなるかというと、全体の６

割以上を市が負担しないといけなくなります。そういう試算がある中でトータルに考えて

いかなければならないということがあります。

それともう一点、先生が今おっしゃられた、事業者さんには今１，６００万円別口で出

しています。先程宮タク、宮バスに関してはどのぐらいの予算でできましたというのは、

実はさっきも言うように、２分の１かかった分の２分の１は県からもらっているそれ以外

に１，６００万円を別個に今事業者さんの補填として出しています。ですからその辺の数

字でいくと、頭数がどこなのかなと。人口が１２万５千人ですので、１人あたり１２８円

です。県内でも最も負担の低い自治体です。

（藤井敬宏委員）

なぜこんな話をしたかといいますと、市域全体に広げ、交通空白地をゼロするというの

は非常にレアケースな取り組みだと思います。こういうことをやっている都市は逆に少な

い。あるいは、やっているところですと、島根の方では町村合併に伴って、バス事業者さ

んに約１億２～３千万円の補助金を出そうと。その中で何をしたかというと、１人あたり

利用客１００円～２００円。例えば長い区間を９００円～１，０００円を１回の料金とし

てかけるのであれば、１００円～２００円で１回に７人の人に乗ってもらえれば、これは

トータル補助金同じにしてもいいだろう。こういう発想の中で、利用者を増やすための補

助金を同じ額出すにしても、やり方を変えればいいだろうという発想の転換になったわけ

です。

あるいはここの例でいくと、宮タクの効果は他市で非常に評価が高いと思います。特に

富士宮市は富士宮駅を中心にして行政区について求心力を持っている。これは地形的なこ

と、都市的な配置によるところで、かなり中心核にかなり人が来る動態、これがイオンな

のかはよくわかりませんが、かなり求心力を持っている。そういったときには、この宮タ

クといったもので交通空白地域から地域の中に入るトリップを支える仕組みとして非常に

うまく機能している。そういった面では、これをカバーするエリアが拡大するといったと

ころに、非常におもしろい政策といいますか、バランスのとれた、先程、税負担うんぬん

と話がございましたが、これはどこで公平性の概念を判断するかと非常に難しいところな

のですが、極めて地域性と公平性が担保された計画だろうと評価できます。これは他市と

の比較をした上でも評価できるプランニングになっているのではないかということをご説

明させていただきました。

それから実際に宮タクといったものを運用するにあたって、先程システムを立ち上げる

となると１千万円かかるというお話がございました。これはまさに今、色々なところで検

討されている例なのですが、今私、千葉県の柏市で同じようなことに取り組んでおりまし

て、そこはオンデマンド方式というものの導入を検討しています。オンデマンド方式とい

うのは、デマンドという需要がある程度集約できる、そしてある方向性をうまく連動でき
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るという仕組みになっています。その中で、今回の場合、宮タクは６事業者が全部入るよ

うな仕組みであれば、それを１つのネットワークとして情報センターを開設して、需要が

あった場合にそのセンターを介して、利用ニーズをまとめて、そこにタクシーを配車する。

そして、目的地に行かせるといったような、そういう運営を柏市では検討しています。こ

れについては今、地域公共交通会議で社会実験として今度導入しようという形で検討をし

ている段階です。ですから、まだ事業ベースまで行っておりませんが、実施計画を作る段

階まで行っております。ただこの場合には、富士宮のように、山間地域の中で需要が点在

する地域、そういったところではなかなかデマンドを集約するのは難しい。ですので、先

程３０分というお話もありましたが、そういった面では限界が少しあるかな、という気が

いたします。ただ、タクシー事業者さんをまとめるような、１つの前段の窓口となれるセ

ンターが機能してくれば、配車システムといったようなものも検討できるわけで、そうい

うことではぜひ、今後実証されてくるような、柏市の例も是非、見ていただけるといいか

なというような気がいたします。

あと、これはどこのバス事業者さんも同じですが、宮バスあるいは全国の市町村の場合

もそうですが、コミュニティバスの採算を上げているところは非常に少ない。そういった

中で最近、成功事例として挙がってきているものの一つの例としては、バス事業としてバ

スを市が買い上げて、それを地域に貸し出す。その地域の中で、先程の話にあった、ここ

でいう、ＮＰＯの推進といったところに位置づけられるかもしれないです。あるいは自治

会といったところであるかもしれないです。あるいは、地域の中のボランティア団体、ボ

ランティア活動といった形になるかもしれない。そういったところの中で、運行システム

を運行管理者として取り組む。そういったところにバスを提供して、管理者をつくって運

行していくように、そういったところも少しずつでてきています。バスの実行部隊がボラ

ンティア組織で実施する。あるいは、団地、新しいニュータウン形成。富士宮の場合、都

市計画区域が幹線道路の沿線上に伸びるといったような少し特殊な地域形態をしていると

いうのもありますから、なかなかまとまった住宅系とかそういったものがまとまりにくい

というのはあるかもしれないですが、そういった新しい地域の地域コミューターといった

ような形で提供して、自治会が組織して、バス事業者と共同運行するといった仕組みとい

ったように、いくつか地域のバス事業を支えるような組織作りに市側がアプローチ。とい

うと、市民で運行できるような組織を育てるところに力を入れる自治体もでてきています。

交通空白といった中で、宮タクが運行されているということであれば、宮タクでカバーし

ていくのもいいですが、バス路線を育てるといった意味では、新たな地域核となるところ

を探し出すという手立ても連動してくるような、そういう方向性も良いのではないかとい

う気がします。

あと、非常におもしろいところとして他市からよく聞かれる話としては、宮バスのオー

ナー制度です。これについて、どういう仕組みをやって、あるいはどういうインセンティ

ブを地域に与えることによって、こういう制度が本当にうまくいっているのか、といった
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ようなことをよく、他の関連のバス事業者さんにも話を聞くような機会が非常に多いです。

色んな市町村の地域公共交通会議に参加させていただくと、宮タクといったようなことに

ついての評価が非常に高いという事をご紹介させていただきました。

あともうひとつ、今度実際に取り組まれているといったような時に、バス停であるとか、

そういったものの配置ですね。都市部の中と少し郊外の離れたところでは、地域ニーズと

いったようなものを調査して、オーナー制とはちょっと違うのですが、高齢者がいる、特

に高齢者の中でも足の不自由な方がいる、そういった時にはその人の家の前にバス停をつ

くっちゃう、といったようなことを実際にやられている自治体もございます。というのは、

地域の中で、一体バス停をどこに配置したらいいか、そういった中で、やはりコミュニテ

ィバスといったものは、通勤・通学の足としての側面もありますけど、やはり市民の方々

が市民生活をする上での交通支援策であるということを位置づけて、実際にバス停の位置

を変えていくという。この場合には、警察の、交通管理者の方々の協議こういったものも

当然でてまいりますが、その都度バス停がもしも利用されていた方が利用されなくなって

しまう。そういう事態になった時には、またバス停の位置が変わるとかですね、この辺は

かなり継続的な中で変更して行くということも出ておりますので、色んな考え方で利用者

ニーズを上げるような仕組みを今後盛り込まれていくと良いかなという感想をもっており

ます。以上でございます。

（議長）

ありがとうございました。今、先生が言われたこと色々ありましたけれども、デマンド

タクシー、更にバス停の地域ニーズを把握してうまく配置するというようなこと、それぞ

れ今後の参考になる意見がいただけたと思いますので、事務局はしっかり受け止めて、今

後の計画に活かしていただきたいと思います。

（事務局（角入））

藤井先生どうもありがとうございました。貴重なご意見を参考にさせていただきたいと

思います。また先進事例も勉強させていただきたいと思っております。

宮タクを広大な市全域に広げて行く。方や、幹線道路については赤字バス路線の補助金

を出して行く。これは実は相反するような矛盾を抱えているシステムであると認識してい

います。ですから、これから地域に出て行くのですけれども、その中では基本的に宮タク

でカバーして、全域の交通弱者を全て網羅していきたいという基本方針を持っています。

実は出て行くと、一番最後にＮＰＯの推進と書いてありますけれども、実は北部には色々

な観光施設があって、バスを持っている方もいらっしゃると思うんですよね。で、観光シ

ーズンは、バスは動いているでしょうけど、そうでない時は余っているというか遊んでい

るという場合もあると思っておりますので、地域の方々にゆくゆく話をする中で、先程い

ただいた、自治会が運営するとか、ＮＰＯが運営するとか、地域に合ったものを運行する
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という踏み込んだところまで、地域の方と話し合いを進めていきたいと思っています。う

まくそれができるかというのは、また別の話ですけれども、そういうことを踏まえて地域

に入っていきたいと思っております。それから、課長も言いましたけれども、うちのまち

は低密度に広がってしまっているまちでございますので、低密度に広がっている中での公

共交通ですので、かなりの長時間を要するわけでございます。交通弱者が低密度に広がっ

てしまったところに、交通弱者が点在することを行政としてほっとくわけにはいかない、

という中での苦肉のこういうプランでございます。気がつかないところもございますが、

これからもご支援頂きながら勉強しながら進めて行きたいと思います。よろしくお願いい

たします。

（議長）

その他ありますか。

（宮本隆博委員）

富士宮警察署の交通課長しております宮本と申します。お願いといいますか、ご検討頂

きたい点なんですが、免許証を自主的に返納された方に対する優遇措置をご検討頂けたら

と思います。お金がかかることですので、すぐにできるかどうかはまた別なのですが、ご

検討だけはいただけたらと思います。

（担当）

実はこちらの会議の下部組織といいますか、庁内組織としまして、生活交通確保対策検

討会というものを持っております。この検討会でこの議題は検討しております。全国でサ

ービス券を出すとか、バスの無料パスを配るとか、色々なことをやっているんですけれど

も、富士宮市も何かできないかということで、具体的な案も出ております。以前警察署に

もお話をしたことがありましたが、「安協の方でやっているのでこちらではちょっとわかり

ません」という話がございまして、今はその事業はストップしているのですけれども。マ

イカーから公共交通へというのが基本スタンスですから、それを進める上で自主返納を促

進するような活動を検討しております。

（宮本隆博委員）

我々の方でできることがあればご協力いたします。

（担当）

ぜひお願いします。

（小佐野慶委員）
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富士急富士宮バスの従業員代表として初めて出させていただきます。初めてなもので、

ちょっととんちんかんなことを言うかもしれませんが。私も地域公共交通というのは東京、

神奈川、山梨、静岡ですと三島市の「きたうえ号」にも携わってきました。その中で、色々

な自治体と富士宮市さんの宮タクと比べてみると、他の自治体よりも宮バスあるいは宮タ

クを盛り上げよう、もっと活用しようという力の入れ方が他の市町村よりも遥かに高いと

いうところはちょっとびっくりしました。こんなに市や市民がバックアップしてというの

はなかなか無いと思います。そういった中で、今日のお話で宮バス、宮タクをもっと拡大

しようといった場合、今度問題になってくるのはうちの方でやっている既存バスとの競合

ということになります。そうしますと、今度、宮バス宮タクがこれだけ便利で安いという

形になると、どこの自治体でもやはりそうだったのですが、市民の方から「なんでうちの

方はこんなに少ないんだ」など先程おっしゃられたようなことがでてきます。そうします

と、行政の方としてはそういったニーズに応えなければならない。そういった中で、じゃ

あどうするかというと、既存のバスの方そのものを切って、その分の補助金を向けるとい

うような政策にいくのが普通だと思います。そういった中で、必要な路線については維持

するために運行補助を出すという風な形が書いてありますけれども、この必要な路線とい

うものについてやはり私どもの方、やはり今まで曖昧にし過ぎた、というようなことがあ

りますので、今後は市と市民の方と色々ご指導頂いて、本当に必要な路線、全くいらない

路線というものを色分けして、運行計画を策定していきたいと思います。

あと、先程お話にでましたけれども、地域のバスというものの一番の弱点は私は何かと

いうと、たとえば、富士宮市から富士市へ行くバスがあるかというと、なかなか行政の宮

タク、宮バスで富士駅に入ったり新富士駅に入ったりとかそういったことには限度がある

と思います。そういった所は既存のバス会社のバスということになるのですけれども、当

然、バス会社の運行も富士宮市内でのお客様が減るわけですから、その分赤字が拡大する

と。ただ、行政の方はなかなか予算が確保できない状況。その辺のすみ分けというものも

非常に大事になってくると思いますので、今後とも長期的にみなさんのご支援とご協力を

頂きたいと思います。これは質問ではなくて、感想でございます。

（事務局（平石））

先程もちょっと言ったのですが、私たちも既存の路線と宮バス・宮タクについて非常に

悩みます。というのは、宮タクのエリアを広げるというのは、事業者さんの、言葉は悪い

ですが足を引っ張るような面もあるんですね。ただし、それはそういう一面もある、だけ

ども、空白といいながら本当の空白ってなに？という部分もあります。必要という部分の

中で、例えば、最終的には事業者さんですから、運送法が改定になって退出が自由になっ

たという関わりもあるのでやっぱりそこでお互いにというよりも、行政としてやらなきゃ

ならないことと、事業者としてエリアというか、広域にからむものとか、そういうものは

行政がやりきれるものかっていうこともあります。と同時に大事なのは、一番の利用者で
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ある、住民の人達に知ってもらいたい、利用してもらいたい、と同時に先程説明しちゃっ

たのですが、宮タクも決してパーフェクトじゃありません。なぜかというと、すごい内弁

慶型の交通で、地域の人しか乗れない。私はそれは地域の本当に困っている人に、１日に

２便とか３便しかなくてもそれを使って医者に行く、買物に行くという人たちにその便を

使ってもらえればいい。時間があるからそこに合わせてでも生きていくために必要なもの

というような形で私たちは宮タクを考えています。宮タクを使って、エリア外へ行ってく

れという要望に関しては、既存のタクシーなりバスを使って、行ってもらいたい。私達が

そこに税金を使うという基本をしっかりすみ分けたい。やっぱり事業者さんに、必要な路

線の定義は何なのかという話になりますが、その辺は今後やっていく中で、私達の明確な

考え方もそうですし、同時に税金の事も含めてトータルにしっかり腹を割って話す、地域

の人達にも同じようにそれは求めて行きたいと思います。というのはなんで行政が色々行

っても最終的には利用してなんぼのはなしですから、やはり限られた予算のなかでどうや

っていくということをトータルにコーディネートしていかなくてはだめだと思います。だ

もんで、さっき部長も言ったように、片方で補助金を出しながらお願いしている部分と、

方や宮タク便利だけど、全て便利ではないです。私がよく言うのは決して十分じゃないけ

ども、必要とするようなものがこの部分でフォローできる。つまりもっと言うと、地域住

民の足を守るということは生活の一部を確保するために公共交通としてやらなければなら

ないという使命を持てるのではないかという議論が根底としてあるんです。そのためには

税金の一部も使う事を理解して、承認を得られないとお金を使えませんから、そういうと

ころで理解を得られるし、当然、今までみたいに「みんな乗らないから悪い」というよう

な一方的なことではなくて、地域も乗るように、公共交通を利用してもらわないと広域ま

でなくなってしまうよという事も含めて、一番下に出てきます、市民（企業）事業者・行

政というのが互いに話し合いをしながら作っていくという形で、一方的にああだこうだと

いうことはできないということで理解してもらうと同時に、協力してほしいなというのが

基本的な姿勢です。よろしくお願いします。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（勝亦健委委員）

アンケートの件ですが、その中に「自治会、地域が負担してもいいですよ」というのが

何％かありましたが、どういう設問に対しての回答ですか。

（担当）

アンケート用紙を事務所に忘れてきてしまったのですが、要はお金がかかるので地域の

協力もいただきながらこういった事業を進めていこうと思った時に、地域の方はどんなこ
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とができますか、というようなことを聞いた時に、選んでもらう所がありまして、その中

で「地域でできることはないよ」とか、「お金を出してもいいよ」とか、「啓発活動くらい

だったらできるよ」とかそういった選択肢がいくつかございまして、それをグラフにした

ものが、ご紹介したものです。

（勝亦健委委員）

地域はどの辺ですか。

（担当）

これは３，０００世帯無作為抽出ですので、市全域です。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（山本巧委員）

静岡運輸支局の山本といいます。本日は主席の堀内が所用で出席できませんでしたので、

代理出席させてもらいました。先程事業者さんの立場から小佐野委員からお話があったよ

うに、既存事業者さん、バス、タクシーさんがありますので、ぜひ平石課長からあたたか

いお言葉を頂いたんですけれども、既存事業者をないがしろにするような計画は立てても

らいたくありませんので、協調して、すみ分けをして頂きたいと思います。北部地区でフ

ィーダー輸送して路線バスにつなげるということがありましたのでネットワーク的に整備

することは可能だと思いますのでぜひ、既存事業者のことを考えて計画を作って頂きたい

と思います。それで、先程、藤井先生の話にありました、補助金のところですが、資料の

４ページの事業というのは、今年度連携計画を立てて来年度の計画事業として取り組むこ

とがここに書かれているという理解でよろしいのでしょうか。まず確認です。

（担当）

そのつもりでございます。

（山本巧委員）

そうすると、事業の一番上にある、運行費の補助というのは、計画事業での補助はでき

ませんので、その辺の認識は。

（担当）

認識しています。
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（山本巧委員）

ここの事業内には、具体的な、例えば、先程東循環との計画があるということでしたが、

そういうものを入れたらどうなるかという実証実験をするとか、具体的な事業を書く欄で

あって、例えば検討するとか、そういう文言があるのですが、それは今年度の連携計画を

立てるうちにやってもらうことで、実際の具体的な計画が入りますので、そこの整理は大

丈夫かなというところなのですが。

（担当）

これにつきましては、コンサルの指導を仰ぎながら進めているのですが、実証実験の段

階が来年度以降ですけれども、具体的にどこのコースか決まらないので、できればアバウ

トな形で検討するという表現で連携計画を認めて頂ければそれが良いなと思ったのですが、

具体的な実施内容も含めてここに盛り込まなければ来年度以降のものにつながらないとい

うことであればそれは整理させて頂こうと思います。

（山本巧委員）

来年度も引き続き連携計画の策定をやる訳ではないですよね。来年度からは計画事業を

やる訳ですよね。そうすると、今年度のうちに具体的に決めておかないとできないですか

ら。そこは前倒ししてやってもらわないといけないと思います。

（担当）

今の事務局案としては、連携計画はアバウトなのですが、連携計画が終わった後、実施

計画ということで、２～３月くらいにかけて。来年度実際に、道路運送法手続きだとか、

具体的なものにつなげていったらどうかという案がありまして、事業の内容がわかりづら

くなっているところであります。これに問題があるなら、実際に北循環、南循環、東循環

という案は持っているものですから、それを盛り込む準備もできております。

（山本巧委員）

その北循環、東循環は来年のいつ頃からの予定ですか。例えば来年度当初からやるので

あれば、事業者さんの許認可手続きというのは年が明けたらすぐにでもやって頂かないと

準備ができないわけです。来年度の夏過ぎからということであれば、来年度入ってからや

ってもらえば良いことですけど。

（担当）

この計画を立てる前に行程表にありましたが政策会議というのを開いております。政策

会議で将来のスケジュールを組んだ中で、宮タクの既存のエリアに分析した地域について

は来年の７月くらい。全く違う新たに認可を取りらなければいけないエリアについては来
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年度の１０月、宮バスの新規エリアについては平成２３年の１０月、ということで計画を

作っています。

（山本巧委員）

では、来年度当初からやるということではないのですね。ただ、事業の方は具体的なも

のを盛り込むようにお願いしたいと思います。

それに関連して、連携計画の構成を付けて頂いているのですが、構成の中で現在まで進

捗している箇所として線を引いてあるのですが、一番最後の第８章の６の連携計画の計画

期間というのがまだ議論されていないようなのですが、これについて、後回しになってい

るような感じなのですが、これは理由があるのでしょうか。というのは、期間が決まらな

ければ、目標とか、具体的なものが見えてこないのではないかと思うのですが。その辺、

事務局の考えを確認したいと思います。

（担当）

実は、６番まで検討はしておりますけれども、今日現在、みなさまにお示しできる段階

が矢印で切ったところということで、連携計画の計画期間というのは、来年の１月３１日

という期間でもありますし、またそれに向けての実証実験のスケジュールも先程申し上げ

たとおり立てております。ですから全く触れていないわけではございませんが、今日の時

点ではお示しできるようなところまで行っていないということです。

（山本巧委員）

わかりました。ぜひそういうものも出していただいた上で委員のみなさまに検討頂けれ

ばと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

（山田裕行委員）

一点だけすみません。観光客の動向調査をされて動きを調べている訳ですが、その中で

誰もが利用できる公共交通の充実という言い方をしている中で、宮タクというのは本当に

地域の肝だと。利用の形を広げていく中で、使えないものと使えるものというのが出てく

るのかなと思っていましてその辺を、前段で整理をしておくと誰良いと思います。

（担当）

まさに骨となる部分というのは、採算性が合う合わないでも、結局、宮タクは地域限定

というか内弁慶型のものですので、観光客は利用できない。そうなると先程も言いました、

骨となる白糸の滝、朝霧の方、富士へ行くというのは、こういう部分でフォローしないと、

もちろん市民ばかりが利用する公共交通ではありませんから、そういう意味で骨の部分の

事業者さんにもお金を出してでも頑張ってもらうというすみ分けを考えています、
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（山田裕行委員）

そういうのが明確になっていれば、要するにバス事業者さんと宮タクという住み分けも

明確になってくるし、利用を推進するためのやり方も分けてやれば少しは効果がでるのか

と。

（議長）

ありがとうございました。

それでは他にご意見も無いようでございます。事務局はみなさまから頂いた今回の意見、

ご提案を踏まえて引き続き、連携計画策定業務を進めて頂きたいと思います。

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。この後の進行は事務局にお

願いいたします。

【その他】

（司会）

委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間に渡り議論いただきましてありがとうござい

ました。

最後に、皆様から富士宮市の公共交通に関するご意見・ご要望等ございましたらいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ご意見がありましたら都市

計画課までお寄せください。

なお次回の第３回会議は１１月１３日を予定しております。よろしくお願いいたします。

（事務局）

時間は１４時からです。１か月位前になりましたら開催通知を差し上げますのでよろし

くお願いします。

（司会）

以上をもちまして、平成２１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。

【会議終了後に頂いたご意見・ご要望等】

（山本巧委員）

事前に資料を拝見して、堀内から指摘事項を預かってきています。まず第一に、地域公

共交通連携計画の構成は決まっていますので、資料集の資料３の地域公共交通連携計画の
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構成の場合は、第８章を連携計画の最初に持ってくる章立てにしなければなりません。二

点目は、「本計画における計画区域は富士宮市全域とする。」とありますが、芝川町は区域

に含まれていない事を明示した方がいいのではないですか。


