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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３回）

《第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２１年１１月１３日（金） １３：５５～１５：４０

○会場 富士宮市役所 地下１階 ０１１会議室

○出席者

委員 １６人（太田精一委員・土屋忠男委員・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・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・

塚本高士委員（石田主査）・山田裕行委員・堀内哲郎委員・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・企画経営課望月課長・福祉企画課佐々木主任主査・防

災生活課望月主査）

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：２６人

【開会】

（司会）

皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中お集まりいただきどうもありがとうござい

ました。定刻前ですが全員揃いましたので、ただいまから平成２１年度第３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、本日の司会を務めます都市計画課交

通政策係の木下敦子と申します。よろしくお願いいたします。

本日の会議は、開催通知には協議事項１件となっておりましたが、来年度の芝川町との

合併に伴い、規約の一部改正について協議をしていただきたく案件を追加しております。

合わせて２件を予定しております。よろしくお願いします。なお、出席者についてはお手
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元の席次表にて確認いただきたいと思います。

続きまして資料の確認をお願いいたします。平成２１年度第３回富士宮市地域公共交通

活性化再生会議次第と書かれたものが一部。富士宮市地域公共交通総合連携計画（案）と

書かれたものですが、先日郵送にてお配りいたしました（案）の方に変更がありましたの

で、こちらに差し替えていただきたいと思います。

（事務局（高野））

事前に郵送しました、１ページから１２ページまでが本編なのですが、その本編の部分

を本日そっくり入れ替えております。表紙が全く同じですが、本日お配りしたものについ

てこの後説明いたしますので、それに差し替えていただきたいということです。

（司会）

続いて、参考-検討の経緯と書かれたものが一部。こちらもお配りしておりました本編の

一番後ろに足していただく形になります。続きまして、連携計画の意見に対する回答と書

かれたものが一枚。そして規約改正の案が一枚。そして席次表。そして郵送しております

連携計画の案になります。以上７点となっておりますが、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）

次に定足数につい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１６名であることから、過半数に達しておりますので、本日の会議が成立してい

ることをご報告申し上げます。

【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、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、太田会長に議事の進行をお願いいたします。

（議長）

改めて皆さんこんにちは。ご多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。では早速、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
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お願いします。皆様には議事がスムーズに進行できますように各段のご協力をお願いいた

します。

【報告事項】

（議長）

それでは早速、議事に入って参ります。

最初に協議事項の（１）富士宮市地域公共交通総合連携計画（案）についての検討を議

題といたします。事務局に説明を求めます。

[事務局説明]（担当）

事務局の高野です。よろしくお願いいたします。それでは座って説明させていただきま

す。失礼いたします。

前回、９月１１日の第２回で（連携計画の）概要を説明いたしまして、その方針で進め

て行くという事でご承認をいただきました。それに基づきまして、今回、第３回目は案が

固まっております。事前にお配りした地域公共交通総合連携計画（案）を中心にご説明い

たしますが、その前に、第２回目に多くの皆様から色んなご意見を賜っております。その

中でどの様に修正して、この案に盛り込んでいるのかという事をご説明いたします。

まず本日お配りしております、Ａ４一枚、裏表印刷の「連携計画の意見に対する回答」

をご覧ください。まず、最初の意見ですけれども、「宮バス路線を富士根エリアや杉田エリ

アの公民館の方まで延長してほしい。」という意見がございました。これについては、宮バ

スは中心市街地周辺で運行予定しているため、富士根・杉田エリアは利用度を考えて宮タ

クの導入を盛り込んでいくということでまとめてございます。

次に「今運行している宮バスは、地域でオーナーを見つければ別の地域で導入すること

は可能か。」という質問ですけれども、宮バスは人口集中地域における公共施設等を巡回し、

利用性を高める目的があるため、その可能性のある南循環・北循環・東循環から街中に出

るシャトル便を盛り込んでおります。よってどの地域でもオーナーさえいれば運行できる

というものではございません。また、運行予定地域においては、その運行を継続的なもの

にするために「オーナー制度を積極的に活用していくとともに、企業のほか個人でも『宮

バス』の運行・利用促進に協力できる仕組み・体制を構築する。」ということで、これも基

本方針のなかにうたってございます。

「上位計画で位置づけられている富士宮市の将来的な政策とどうリンクしていくのか。」

というご質問に対してですけれども、第４次富士宮市総合計画の「公共交通機関の整備」

についてのリンクは、この後説明しますが、本編の１ページでお示ししています、連携計

画の基本方針と目標がそれを受けて作成されたものです。特に基本方針「１．誰もが利用

できる公共交通網の充実」や基本方針「２．高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交



4

通体系の整備」が該当します。また、富士宮市都市計画マスタープランの「人と環境にや

さしい都市交通の実現」についてのリンクも、基本方針の「４．公共交通の利用環境の向

上」が該当すると言う形で上位計画ともリンクしたものとなっております。

裏面をご覧ください。「免許証を自主的に返納した人に対する優遇措置を検討してほし

い。」という意見をいただきました。これは、本編の９ページの「３）富士宮市と商店街等

他施設や他機関との連携の強化」で「免許証返納者に対する割引制度の導入」を盛り込ん

でおります。

次に「既存事業者とのすみ分けはどのようにするのか。既存事業者をないがしろにしな

いような計画を立ててほしい。」という意見が出ておりまして、３ページの「基本構想にお

ける考え方」で「①民間のバス路線を公共交通の軸と」し、「②『宮バス』により公共交通

の利便性の向上を図り」「③『宮タク』によりきめ細かな公共交通サービスの提供を図る」

と盛り込んだことにより、バス路線を軸としながら交通体系を整えていく共存・協働体制

を明記した。ということで、既存のバス事業者にも配慮したような計画になっております。

次に「今年度、連携計画を立てる中で実際の具体的な運行計画を盛り込む必要がある。」

というご意見がございました。１２ページで現段階で出来る限りのものを載せたが、今後

の詳細については年明けから地域との話し合いのなかで決めて盛り込んでいきたい。とい

うことで、大まかなものはもちろんここで決定していくわけですけれども、バス停の位置

であるとか、時刻表であるとか、そういった細かいものにつきましては今後、地域と話し

合っていくという段取りです。

次に「国に提出するものは、第８章の連携計画の部分を一番始めに持ってくる構成にし

てほしい。」という意見がございました。前回８章だった連携計画を独立したひとつのもの

として一番前に持ってきております。調査・分析したものは資料編として連携計画の後ろ

に綴じることにいたしました。従いまして、この本編と資料編、両方をもちまして富士宮

市の総合連携計画という様な位置づけで考えております。

次に、「『本計画における計画区域は富士宮市全域とする』とあるが、芝川町は区域に含

まれていないことを明確にした方がいい。」という意見がございまして、連携計画の１２ペ

ージに「富士宮市は平成２２年３月に芝川町と合併する予定である。したがって、芝川地

区の地域公共交通総合連携計画については、別途策定する」ということではっきりと明記

いたしました。以上が前回、質問を受けた事に対します回答です。それを盛り込んだ形で

今回、総合連携計画（案）を策定いたしました。

それでは、事前に郵送いたしました計画（案）をご覧ください。最初に資料編の説明を

した後、本編の説明に入ります。１２ページ以降が資料編となっておりますのでご覧くだ

さい。

まず最初に、「１．連携計画策定のための調査方法」とありますけれども、こちらに調査

項目をフローにしてあります。「富士宮市の概況及び場計画の位置づけ」、「地域公共交通の

現状」、「利用者意向の把握」、「市民意向の把握」、「観光客の動向調査」というものでござ
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います。それを受けまして、課題の整理をして課題の対応という事です。この資料ですと、

この後本来、連携計画が入ってきます。点線から下に「新たな公共交通の実施計画の策定」

となっておりますが、そういった課題の整理・対応をして、本編の連携計画を策定すると

いうことです。ということで、１－１ページにつきましては修正をさせていただきまして、

この点線の上に連携計画ということで一つの枠を設けたいと思います。その後、実施計画

の策定ということで地域に入って、細かな計画を作るというような位置づけです。それか

ら新たな公共交通の運行ということで実証実験等に入っていくということでございます。

「２．富士宮市の概況及び上位計画の位置づけ」ですけれども、２－１ページをご覧く

ださい。富士宮市の概況として１）で位置や地勢についてお知らせしています。ほとんど

の方、富士宮市の事はご存知ですので、こちらの地図は見てのとおりでございます。２－

１ページはありますか。もしなかったら御手を挙げてお知らせください。

次の２－２ページでは、人口の推移・高齢化率等の状況ということで表を示しておりま

すが、平成２２年をピークに平成４７年には大幅に人口は減少していきます。ただし、高

齢者数について増加の傾向にあるということで、少子高齢化が進むという様な状況になっ

ております。２－３ページにつきましては市の年齢別の構成割合ということで、右肩上が

りになっている白い三角が老年人口です。そして黒い三角が下がっている。これが年少人

口ということで、これもまさに少子高齢化を示しております。次が２－４ページでござい

ますが、これが市内の高齢化率を分布にしたものでございます。赤っぽく見えるところが

高齢化率が高いというところになります。一番高いのが根原地区です。こちらがオレンジ

色が濃くなっております。それから星山地域も濃くなっています。以上が３５％以上とい

うことで、市の平均よりも大幅に高齢化が進んでいる所で、水色の部分が割と若い人が住

んでいるとご理解ください。

次に２－５ページですが、こちらについては、市の一般会計の推移を示しております。

連携計画の事業を進めるには当然お金が必要です。富士宮市の財政はどうかということで

すが、平成１１年当時３７５億円弱ございましたけれども、今現在、１９年ですけれども、

３１５億円ということで大幅に減っております。引き続き２０年、２１年度ということで

苦しい状況でこの事業を進めて行くという状況です。

次が２－６ページです。自家用車の保有台数ということで、マイカー依存型の社会と言

われ、ずっと右肩上がりできましたが、平成１９年、これをピークと言っていいかわかり

ませんが、この表の中では一番高い数字を示しておりまして、２０年度に下がってきてい

るという状況です。これは車離れを示しているというよりも、人口の低下であるとか、老

年人口の増加により下がっているということも推測されますが、恐らく先程お見せしまし

た人口の動態から見ましても、今後右肩下がりになるのではないかと推測されます。そう

すると、自然と公共交通に依存していくという傾向が伺えます。

２－７ページです。観光客の流入状況ですけれども、こちらにつきましては、富士山の

世界文化遺産登録を現在目指している中で、観光客の数は毎年上がってきています。観光
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庁のアクションプランでも、外国人などの集客ということを考えておりまして、更に観光

客の人口も増えて来ると考えております。

次が２－８ページです。上位計画等の位置づけです。第４次総合計画というものがござ

いますけれども、その中の基本方針が６つございます。この基本方針が、今回作ります連

携計画の中に十分盛り込まれて、人にやさしい、環境にやさしいといった中で公共交通に

取り組もうという連携計画を立てています。

また、２－９ページですが、富士宮市都市計画マスタープランでも人と環境にやさしい

都市交通の実現。また、整備方針の中に、市民ニーズに応えるバスの運行という中で２行

目に「車両サイズのミニ化」とありますが、まさに宮タクがこの「車両サイズのミニ化」

ということで、マスタープランの中でうたわれています、こういった施策についても盛り

込んでいくという状況です。

２－１０ページです。岳南都市圏総合都市交通計画というものがございますが、こちら

も第４次総合計画とリンクしておりまして、これらのものも基本的に盛り込み、念頭に置

きながら、事業、計画を進めていくということになります。この計画が２－１０、１１、

１２ページまで岳南都市圏の計画となっています。以上が２の調査項目です。

「３．地域公共交通の現状」についてご説明いたします。３－１ページをご覧ください。

民間バス路線の現状ということで、本日は富士急静岡バスの代表の方も見えておりますけ

れども、平成１１年、７，７５５人の方が乗っていました。しかし、昭和の時代がバス交

通のピーク時ですので、そこから比べればはるかに少なくなっているということで、わず

か８年足らずでありますけれども、３分の１程度まで落ち込んでいるというのがバス交通

の利用状況です。その下の表が、どうしてこのようにバスの利用者が減ってしまったのか、

利用者が減ったからバスが減ったのか、バスが減ったから利用者が減ったのか、というと

ころです。薄い四角い線が利用者の線です。上の菱型の線が運行回数です。これを見ます

と、ラインが利用者の落ち込みよりも、バス運行回数の方が何とか頑張っているというこ

とで、結果的には利用者がバス離れをしているとことが伺えます。

次の３－２ページですが、こちらのＡ３の地図がバス路線の現況図ということで、これ

が今現在、富士宮市内を走っております主なバス路線でございます。地図の左側にありま

す、赤い線が上条方面に行っている線。それから真ん中にまっすぐ伸びていますのが白糸

の滝・猪之頭方面に行く一番長い路線です。その右側にいきますと、万野循環、粟倉循環。

それからその下には富士市の方に抜ける路線。それからその下が大月線から富士市に抜け

る路線。最後、一番南側ですけれども、山交タウンコーチさんの蒲原病院まで抜ける線と

いうことで主に７つの路線が走っております。３－３ページをご覧ください。これが中心

市街地における、ただいまご説明いたしましたバス路線の位置でございます。

次が３－４ページです。不採算バス路線に対する補助ですけれども、平成１４年からの

補助金の推移を出しております。これは富士急静岡バス様と山交タウンコーチ様の２社に

出している補助金額ですが、一番多く出していたのが平成１６年でした。２，３９５万円
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ということで、これが補助金としては一番多かったです。１７年以降は、廃止・減便がご

ざいまして、廃止された路線については補助金はカットいたしますという流れの中で、こ

こ最近は補助金は下がってきております。特に大きく下がっておりますのが平成２０年度

ですけれども、３－５ページの表をご覧ください。これが最近廃止されたバス路線の名称

です。⑦から⑬が一辺に平成２０年の４月に廃止されました。これが現在あります、宮タ

クのエリアと一致しているわけでして、この時に大幅に廃止された分も補助金をカットし、

宮タクの原資にしているという中で、この１９年から２０年度は大幅に減ってきておりま

す。次が３－６ページです。これが廃止バス路線図ということで、赤い点線の部分が廃止

されてしまった路線です。実際にはこの各線は駅まで行っておりますので、路線そのもの

は駅まで続くのですけれども、この区間にはまだ、別の系統として残っている路線があり

ますのでこのように宙に浮いた様な形で点線になっております。ここに示したものが最近

廃止されたバス路線ということでご理解ください。

３－７ページが富士宮市公共交通サービスということで、平成２０年度から実施しまし

た宮バスの概要と利用状況を示しております。利用状況につきましては、平成２１年度に

入りましてから、更に利用者が増えているという状況です。３－８ページをご覧ください。

こちらは運行支援策ということで、これが非常に特徴的であるということで全国からも注

目を浴びております、バス停オーナー制度です。バス停のネーミングライツということで

スポンサーを集めて、資金協力をいただくということで、現在は１５の事業者から年間４

９２万円の資金協力をいただきまして、これを財源に宮バスを運行しているという状況で

す。更には、宮バスサポーター制度ということで、サポーターを集めて宮バスを支えても

らおうということも既に取り組んでおります。この計画の中で、更にこの制度を強化して

いく、拡大していくということを考えております。

３－９ページです。宮タクの概要がここに示されております。エリア運行であるとか、

ドア to ドアのサービスである、完全予約制である、ということがこちらに書かれておりま

す。３－１１ページ。こちらが平成２０年度からの実績です。宮バス同様、２１年度に入

ってから宮タクも非常に成績が良く、特に安居山エリアにつきましては、前年度を大幅に

上回る実績ということで、利用された方が何度も利用したり、口コミで広がっているとい

うことで、ますます利用が拡大するのではないかと考えております。３－１２ページは宮

バス、宮タクを示した地図でございます。水色のところが宮タクのエリアで、既にご存知

かと思いますが、宮タクはこの水色のエリアでしか乗降はできません。それからどこへ行

けるかといいますと、真ん中のピンクの場所。これが街中エリアといいまして、こちらで

降りる、乗るという、特殊なエリア運行をしています。また、宮タクで中心市街地に来ま

したら、こちらに青い線と赤い線の宮バスがございますが、これが循環で一周約１時間、

１日１８便ぐるぐる回っているということで、宮バスに乗り換えて更に行動範囲が広がる

ということで、既に連携を図っています。次が３－１３、１４ページが市で発行しており

ます、宮バスのパンフレットでございます。３－１５、１６ページが宮タクのパンフレッ
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トでございます。

３－１７ページをご覧ください。公共交通空白地域の状況ですけれども、駅から半径 700

ｍを駅勢圏ととらえ、バス停圏としましては、バス停から半径 300ｍ。これに当てはまらな

い所が交通空白地域という考え方を持っております。３－１８ページをご覧ください。そ

れらを図に示したものです。黄色いラインがバス停圏、赤い点線が駅勢圏ということで、

富士宮市につきましてはこの他に宮タクという制度がございまして、そのいずれの色にも

当てはまらない、要するに紫色の部分が交通空白地域という位置づけで考えております。

今後連携計画を進める上でこの空白地域をどの様に解決していくかということが大きなテ

ーマとなっております。

次が「４．利用状況の把握」でございます。４－１ページをご覧ください。ＯＤ調査と

いいまして、実際にバスに乗り込んで誰がどこで乗ってどこで降りたかという調査でござ

います。７月２９日に市内の各路線、約９０％の路線に調査員が乗りこみまして、調査し

たものでございます。調査対象路線の表が、一部字が小さく見づらくなっておりますので、

製本する際にはこの辺の文字は大きくしてより分かりやすい形にしようと思っております。

以後小さい文字がございますが、全て見やすい文字に拡大したいと考えております。①万

野粟倉循環から宮バスまでということで調査いたしました。これにつきましては、図４－

１をご覧ください。これが調査をした路線図になっております。このＯＤ調査の内容は４

－３ページから各路線ごとに評価を入れてございます。まず、万野粟倉循環につきまして

は、富士宮駅の利用が最も多く、万野団地での乗降も比較的多いという分析になっており

ます。粟倉万野循環も万野粟倉循環の逆回りということで、基本的に同じような乗降の傾

向が見られます。次に富士急ハイランド線ですが、これは観光的な要素が高いために、こ

の調査を行った時は１０人程度しか乗らなかったということで、生活路線ではないなとい

う判断です。それから、白糸・猪之頭線ですけれども、１便当たりの乗車人数が調査対象

の中では最も多かった路線です。ある意味こちらは黒字のバス路線と解釈しているのです

が、白糸の滝から先で乗車する方は少ないということで、基本的には街中から白糸の滝ま

でで利用されているということでございます。４－４ページをご覧ください。二本松線で

すが、こちらは富士根南中学校へ行く学生さんが多く乗られているということで、朝夕一

便づつ運行している路線でございます。次が上条線でございますが、こちらの乗車人員も

８．９人と平均を上回っているということで、健全に運行されているバス路線かなという

ところです。上柚野線ですが、こちらにつきましては、芝川町まで行っている路線でして、

一昨年前に廃止という話も出たのですが、市と町で補助金を出して現在も維持しておりま

す。利用者につきましては、市外からの方、また市から町へ出る方が多いということで、

広域で運行されている路線という調査結果がでています。次に富士中央病院線もやはり、

市外からの乗車が９０％近いということで、基本的には富士市と富士宮市を結ぶ線という

状況です。次の４－５ページ。中野線につきましてもやはり半数が市外からということで、

こちらも学生の利用が多いですが、脳研の入口といった利用も多い路線となっております。
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富士宮営業所線ですが、これは営業所に戻る便が実車運行されているという便ですが、ほ

とんど利用者がなかったということでした。蒲原病院線は山交タウンコーチさんのバス路

線ですが、３．５人ということで、富士急さんのバス路線に比べますと大分利用者の少な

い路線という位置づけになっております。半分程度が市外からで、ほとんどの方がイオン

富士宮ＳＣで乗り降りをしているという状況です。４－６ページをご覧ください。宮バス

の内回り・外回りの状況となっております。内回りの１便当たりの乗車人員は９．１人と

いうことで、市の路線バスの平均よりもかなり上回っているという状況で、総合福祉会館、

駅、市役所、イオン等が主な乗降場所となっています。外回りにつきましても、同じよう

な傾向が見られますが、外回りについては指出泌尿器科、淀師での乗降が多くなっている

という分析になっております。次に宮タクですけれども、３つの各エリアにおいてイオン

ＳＣで乗り降りが多いということで、イオンの南口には専用の宮タク乗り場も設置されて

おりますので、ほとんどの方がそこから乗り降りをしているという状況でございます。次

に４－７ページをご覧ください。富士宮市のバス路線利用の傾向ということで、今までの

調査の総括です。民間バス路線につきましては、利用者がほとんど富士宮駅を中心に利用

しているということ。それから病院や中学校、高等学校といったところの利用が多いとい

うこと。それから広域路線につきましては、市をまたがっての利用が多いということで、

富士宮市内で完結する様な広域路線はあまり使われていないという状況です。また、１便

当たりの利用者状況につきましては、万野粟倉循環の関係、それから白糸の滝方面、大月

線での路線で多く、特に医療施設や観光施設などの沿線で多い傾向が見られます。また、

宮バス、宮タクにつきましては、イオン富士宮ＳＣが中心的になっているという傾向が伺

えました。以上が利用状況の把握です。

次は「５．利用者意向及び市民意向の把握」でございます。５－１ページをご覧くださ

い。これは先程説明しましたＯＤ調査の際に、利用者の方にアンケート調査票をお配りし

て後で郵便でお返し下さいということでアンケートをとった結果でございます。１，２２

１人に配布しまして、３８６件の回収があって、３１．６％の回収率でございました。回

収数につきましてはこちらの表に路線ごとになっておりまして、合計で３８６となってい

ます。それでは５－２ページをご覧ください。こちらはアンケートの内容ですが、まず「居

住地」について聞いています。もちろん富士宮市内という回答が一番多かったです。「性別」

については圧倒的に女性が多い。また、「年齢」についても７０代が多く、やはり５０代以

上が大半を占めているという状況になっています。それから、５－３ページの「運転免許

証の有無」やはりバス利用をされる方は免許証を持っていない方が多いということで、交

通弱者と言われる方がバスを使っているという、当たり前といえば当たり前な結果となっ

ております。５－４ページをご覧ください。「利用の目的は何ですか」という質問ですけれ

ども、一番多かったのが通勤・通学ということになります。５－５ページの「利用頻度は

どうですか」という質問ですけれども、ほぼ毎日です。要するに通勤・通学ですので、ほ

ぼ毎日利用するということで、バスを利用している方はいつも利用していて、たまに使う
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という方は逆に少ないという傾向が見られます。５－６ページをご覧ください。「バス利用

をしている理由は何ですか」ということですが、多少のバラつきはありますけれども、こ

こで言いたいのは網がけにしてあります、「このバス以外に交通手段がない」ということで、

やはり、交通弱者にとってみれば今のバス路線が唯一の移動方法であるということが見受

けられます。５－７ページは「満足度」を聞いております。不満もあるのですが、全体的

に見ますと、満足、やや満足の方が上回っている傾向にあるということで、バス利用をさ

れている方にとってみると、現在のバス交通にはそこそこ満足されているという状況が分

かりました。

次が５－８ページです。市民アンケート調査ということで、バスに乗る・乗らないに関

わらず無作為抽出で３，０００世帯にアンケート調査をして、１，１７５件の回収があり

ました。３９．２％の回収率でございます。５－９ページから内容を説明いたします。「外

出する際に使う主な交通機関はなんですか」という質問ですが、やはり自分で運転すると

いうことで、ここでもマイカー依存型が伺えます。「バスでの外出回数」については、バス

は利用しないという回答が圧倒的に多かったです。

５－１０ページをご覧ください。「バス運行のサービスが良くなればバスを利用します

か」という質問です。これは非常に気になる質問なのですけれども、これにつきましては、

利用しない方が若干多いのですが、利用する方と半々くらいということで、「利用環境が良

くなればバスを使います」という風に考えております。また、個人が自由に使える自動車

などの有無について確認したのですけれども、結果的には自動車・バイクの有無に関わら

ず、利用するしないはあまり数字が変わらないということで、利用環境さえ良くなればバ

スを使うという答えが出てきております。

５－１１ページをご覧ください。「バス停までの距離はどのくらいならば使いますか」と

いう問いですけれども、一番多かったのが２００ｍ以内ということで、それ以上離れて行

きますと、どんどん利用したいという希望は減ってくる傾向です。「バスに運行して欲しい

施設」につきましては、無回答が一番多かったのですが、回答があった中では医療・保健

施設が最も多くなっております。

５－１２ページです。「補助金の交付について」ですが、最近、富士宮市は補助金を出し

ているということを広報とか新聞でも出ていますけれども、市民に聞いたところ補助金を

出していることを知らない方の方が多かったという状況です。「不採算バス路線に対する対

応の考え方」を聞きましたけれども、「市が引き続き補助を行う事で運行を継続すべき」と

いうことで、今現在バス会社さんに補助金を出していますけれども、市民の方も補助金を

出してバス路線を維持して欲しいという意見が最も多くなっています。

５－１３ページですが、「宮バスを知っていますか」ということにつきましては、大勢の

方が知っていまして、ありがとうございますと言いたいところですけれども、８７％の方

が知っていました。しかし、使ったことのある方は１０％に留まっているということで、

やはりこれも中心市街地に限られていますから、全市的に考えますとまだまだ利用者は少
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ない。他の交通機関で中心市街地まで来て、宮バスで行動するという方はまだまだ少ない

ということで、今後の課題になると思います。

５－１４ページです。宮バスを利用しない方が多かった訳ですけれども、「利用しない理

由は何ですか」は、一番多かったのが使う必要がないということで、これでしたらやむを

得ないなというところです。次が「宮タクの認知度」です。宮タクも宮バス程ではないで

すが、知っているという方が多く、５８％の方が知っておりました。ただし、使っている

方はといいますと、５％ということで更に少なくなっています。地域限定ですので、知っ

ていても、良い制度であることが分かっていても、乗れないという方が大勢いますので、

利用したことがあるかとなりますと、３，０００世帯、１，０００名からの回答によりま

すと、結果的に５％くらいしか利用したことがないという状況が見えております。「宮タク

を利用しない理由」につきましても、使う必要がないということです。それから、「宮タク

がお住まいの地区で利用できるようになった場合に使いますか」という、これも非常に気

になる質問なのですが、これについては、利用するという答えが大変多かったです。とい

うことで、宮タクには多くの方が期待をしているという様な結果がでております。それか

ら「宮タクの料金」についてです。現在、バス料金並みということで３００円から５００

円の設定をしておりますけれども、これについては５００円が最も多いです。３００円よ

りも５００円の方が妥当ではないかという意見の方が多いようです。５－１６ページご覧

ください。エリアが市街地から遠くなれば料金はどうなるのかという所ですが、やはり中

心市街地から離れても、近くても５００円という傾向がありまして、５００円玉のワンコ

インというような意識があるのかなと感じました。

５－１７ページは「宮バス、宮タクに対して地域でできることはございますか」という

質問です。これに対しては、５０％以上の方が「自治会等による地域での利用促進・意識

啓発活動をやっていきますよ」といったことを考えておられました。また、「公共交通への

財政負担についてどう思いますか」という質問ですが、「現状の予算を堅持し、現状のまま

でもやむを得ない」という意見が一番多かったのですが、実はその下の３つの柱はそれぞ

れ、もっと多くするべきだ、拡大するべきだ、お金をつけるべきだという意見になりまし

てこの３つの柱を合わせますと、現状のままでいいという意見よりも、更に良くしてほし

いという意見の方が多いという結果になっています。以上が利用者動向調査の把握です。

次が「６．観光客の動向」です。これにつきましては、本来であればたくさんの観光地

でやりたかったのですが、今現在最も注目を集めているということで、大勢の方が集まっ

てきますお宮横丁で調査をいたしました。まず、「お宮横丁来訪の目的」ですけれども、観

光、レジャーでみえた方が多いです。ビジネスやその他の目的の方は極めて少ない状況で

した。６－２ページをご覧ください。「どこから来ているか」といいますと、総数が少なか

ったので一概に言えないですが、県外から、関東圏から来ている方が多いという状況です。

また、「移動方法」につきましては、ほとんどの方が自家用車を使っている。「お宮横丁の

後どこに行きますか」という質問には、富士登山や白糸の滝といった市内の観光地へ流れ
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ていくということですけれども、基本的にはほとんどの方がマイカーで来ていますので、

そのままマイカーで移動しているということでございます。先程も言いましたが、今後、

観光客が大勢になってくる、また、高齢化してくるという中で、公共交通に対する期待が

大きい訳です。そうなりますと、今度はＪＲ身延線で来た方がどの様に移動していくのか

ということは、まさに公共交通でカバーしなければならない分野と考えております。

次が「７．富士宮市における地域公共交通の課題の整理」というところになります。今

まで色んな調査・検討をしてきて課題の整理をするわけですけれども、「本市の現状からみ

た課題」ということで、地区特性、それから地域公共交通の現状からみた課題というよう

な形があります。それともう一点は「利用者意向や市民意向からみた課題」という２つの

テーマがございまして、それぞれの整理を行っております。地区特性からみた課題につき

ましては、高齢者の増加が今後も続くという中で、高齢者の一人暮らしも増えてくるとい

うなかで、バスなどの公共交通の依存が大きくなると整理しております。また、観光客に

ついても外国人を始め多くの観光客が来訪されるという見込み。そうしますと、交通弱者

や観光客など公共交通に対する需要増加の対応が大きな課題になると考えます。

７－２ページの効果的な財政投資に向けた検討をご覧ください。現在富士宮市は宮バス、

宮タクの運行、それから民間バス路線の補助金を合わせまして、約１，８００万円程の支

出をしております。これは県内で比較しますと極めて少ないです。公共交通にかける費用

は少ない訳ですけれども、少ない予算の中で効果的な運行をしていこうという傾向は、基

本的にそのまま継続していくと考えます。

地域公共交通の現状からみた課題でございますけれども、市内には依然として交通空白

地域があるということで、シビルミニマムというような言い方をしますが、必要最小限で

生活を確保する、そういった公共交通が必要だと。セイフティーネットというような考え

方になりますが、そんな位置づけでも考えております。

また、経年的なバス路線の利用者減少ということにつきましては、やはり不採算バス路

線については今後も維持をしていく、減少を食い止めるという考え方を持っております。

７－３ページです。利用者や市民の意向からみた課題を整理しております。バスを利用

しない人のうち半数は、サービスが改善されれば使うという意見がありますので、更に利

用検討をしていくという課題があります。

また、公共交通網の構築ということで、バス停に近ければ乗るであるとか、通院の為に

使うことを考えますと、そういった医療施設や公共施設と連携させるというテーマがござ

います。また、将来に渡る公共交通需要への対応ということで、路線バスの利用者の多く

は高齢者ということ、また、会社勤め・学生さんがほぼ毎日使っているというような状況

の中で、これは持続可能なものにしなければならないということがあります。

次が「８．課題への対応方策の検討」ですが、こちらにつきましては、この方策そのも

のが連携計画本編に繋がってきますので、こちらは頭だけの説明をして本編の説明に入り

ます。まず、８－１．課題に対する基本方針ということで、『身近で利用しやすい公共交通



13

の実現』ということで、富士宮市の現状からみた課題と利用者や市民の意向からみた課題

から、基本方針を示してございます。「１．誰もが利用できる公共交通網の充実」「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」「３．財政負担を抑えた公共交通

の仕組みづくり」「４．公共交通の利用環境の向上」「５．市民・交通事業者・行政の適切

な役割分担による持続可能な交通体系の実現」です。

８－２ページから細かい施策がありますが、こちらにつきましては本編で詳しく説明し

たいと思います。以上が資料編でございます。

それから、８－１３ページをご覧ください。ここでは、基本構想に基づく分析というこ

とで、ComPass（コンパス）というものによる分析に当たっています。ComPass とは国土交

通省の中国運輸局と広島大学の共同開発によるシミュレーションシステムです。路線を決

めて、そこの需要であるとか運行経費を自動的に計算するシステムを富士宮市は採用して

おります。今回、ある一定のデータを取り込みまして分析を行いました。分析の条件につ

きましては、今現在の宮バスを参考に１乗車２００円、１日６便平日のみ運行、運行時間

は９時から１７時までで、１キロ当たりの運行経費が２５０円、といった条件を盛り込み

まして計算をいたしました。路線につきましては８－１４ページをご覧ください。これは

この後本編に出てきます、宮バスの拡大するルート図に繋がってくるわけです。上の黄色

いラインが北循環の位置を示しております。総合福祉会館から外神東町、それから外神和

田とまわってくる路線、これが北循環です。それからオレンジ色のラインです。ちょっと

見にくいんですけれども、駅南のラインで、これが南循環ということで、神田川町から三

中の前を通って、黒田の交差点までで大宮富士線をまわってくるというライン、これが南

循環。それから緑色のラインが東循環です。これが小泉方面を西小泉町から富士根南公民

館の前を通って、西富士道路の出口の交差点から今度は上小泉の方にまわって行くという。

こういった仮のルートを決めて、一体どれくらいの経費がかかって、どれくらいの人が利

用して、どれくらいの収益があるのか、場合によってはどれくらいの市の財政負担が必要

なのかということを計算しております。その計算が８－１５ページからずっと出ておりま

して、結果的には８－１７ページをご覧ください。北循環とシャトル便は実は一体になっ

ておりまして、北循環をまわってそのまま駅へまわるというような想定をしておりますが、

こちらの運行経費が月額３０万３，８３８円。収入が６万７千円。収支が２３万６千円と

いうことで、年間２８３万３千円。これが市の負担になります。南循環・東循環も同じ様

にみますと、３１８万８千百円。合計で６０２万２，０６８円かかるということです。こ

れにつきましては、バス停オーナー制度とか、県の補助制度を入れておりませんので、こ

の経費に対してどれだけ営業外の収益が得られるかというところになります。また、今後

これらのことを地域の方とも話し合いをしながら、より少ない経費で運行していかないと、

なかなか持続可能にはならないのかなと分析しております。８－１８ページからはその期

待値ということで、これも ComPass の中のシステムとして表せます。期待値というのは、

やってほしい、期待をしますということを数値化しています。または満足度というものも
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出るのですが、今回は期待値について説明します。現在やっている宮バスの内回り・外回

りが６点ちょっといっていまして、これを評価基準としました。これに対して、新しい、

北循環や南循環がどうなるのかというと、８－１９ページの北循環・シャトル便ではちょ

っと下回りますが６程度の期待値が持たれているので、やってもらいたいという意向が伺

えます。それから、８－２０ページですけれども、南循環・東循環も６を若干下回ってい

ますが、そこそこの期待値があるということです。仮にこの運行経路を取ってみましたが、

それなりに期待できる路線かなと思います。以上が資料編です。

その後、本日お配りしました「参考－検討の経緯」というものが別綴りになっています。

それについては後ほどご覧いただきたいと思います。資料－１ページは第１回目のこちら

の活性化会議の内容になっています。既に議事録として委員の皆様にはお渡ししています

から内容はほとんど一緒です。３ページからは９月１１日の第２回目の内容です。

資料－５ページからは地域懇話会。富士宮市内の１０支部で地域懇話会を開催いたしま

した。その時に出た意見がまとめられています。そういったことで色んな意見があるので

すが、この後この連携計画について御承認をいただきましたら、パブリックコメントに諮

りたいと思っています。そうしますと、広く市民から意見が出ますので、そういったパブ

リックコメント等の意見と、各支部で出されました意見について総括しながら、次の活性

化再生会議の中でこれらを審議・ご検討いただきまして、最終的な連携計画にしていきた

いと思っております。ここに書いてあるものにつきましては、後ほどお読みいただきたい

と考えております。

それからこの懇話会に先立ちまして、区長様に限ってアンケート調査を行っております。

これが資料－２０ページです。調査期間が抜けておりますが、９月１４日から９月３０日

の期間にアンケート調査を行ったものをまとめてございます。これにつきましても後ほど

ご覧をいただきたいと思います。以上が資料の説明です。大変長くなって申し訳ございま

せん。そのまま続けて説明をいたします。

それでは、最初の本編に戻ります。本編につきましては本日お配りしました、新しい連

携計画（案）の方をご覧ください。郵送されたものではなくて、本日お配りした薄い方の

ものです。内容が若干変わっておりますので、全てページを差し替えてございますので、

こちらをご覧ください。

まず目次からですけれども、これが本編でございます。この後、先程私が説明しました

ものが、資料編ということでページがふってあります。事前にお配りした資料には参考の

ページが抜けておりましたが、今のお手元の目次にはページが入っていると思います。

めくりますと１ページが地域公共交通総合連携計画の背景と目的です。こちらは自動車

交通の進展に伴い、地域における鉄道やバスなどの公共交通機関の置かれた現状が厳しさ

を増しつつある。これは本市においても例外ではない。という書き出しで、今後宮バス、

宮タクというものを拡大していくというようなことを考えております。また、このような

背景の中、市内の公共交通の利用者をはじめ、交通事業者、道路管理者、公安委員会、学
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識経験者などで構成する「地域公共交通活性化再生会議」は、地域公共交通の活性化、再

生を推進する計画である「地域公共交通総合連携計画」を策定することにより、身近で利

用しやすい持続可能な公共交通の実現を図ることを目的としますということです。

それでは２ページをご覧ください。こちらが具体的な連携計画の基本方針、目的、その

後、施策に繋がっていきます。「２．地域公共交通総合連携計画の基本方針と目標」ですけ

れども、この目的につきましては『１．誰もが利用できる公共交通網の充実』ということ

で、バス路線の維持・拡充を図ることが目標となります。『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』につきましては、交通空白地域の解消と高齢者などに対

するきめ細かな公共交通サービスの提供を図る。『３．財政負担を抑えた公共交通の仕組み

づくり』、企業などの支援受け入れ体制の充実を図る『４．公共交通の利用環境の向上』、

公共交通に関連する情報提供と公共交通間の連携を図る。『５．市民・交通事業者・行政の

適切な役割分担による持続可能な交通体系の実現』、市民・交通事業者・行政による連携を

図る。ということでこれらのことを目に見える形で基本構想図にまとめたものが３ページ

です。これは５つの基本方針のうち、『１．誰もが利用できる公共交通網の充実』及び『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』といったことです。基本構想

における考え方の「①民間のバス路線を交通体系の軸とする」ということで、この赤い線

が主な路線バスの位置です。これを軸と考えます。これが無くては富士宮市の公共交通は

始まらないという位置づけであります。これをフォーローする意味合いの中「②『宮バス』

により公共交通の利便性向上を図る」ということで、駅から半径５km 以内の中で北循環、

南循環、東循環を既存のバスと既存の宮バスに連携させて乗継ぎをさせて行くことで、都

市機能を充実させるという意味合いもございます。「③『宮タク』によりきめ細やかな公共

交通サービスの提供を図る」ということで、この半径１０km 以内に水色の宮タクのエリア

と各エリアの名称が入っております。こちらのエリアにつきましては、ドア toドアのサー

ビスを提供するということで、現在の宮タクと同じ方式で、全ての地域に宮タクを張り巡

らします。それから黄色い部分ですが、こちらもやはり宮タクではあるのですが、こちら

は括弧書きにフィーダー輸送とございまして、これは中心市街地まで出ることができませ

ん。この黄色いところは、最も利用が多いと思われるところに「宮タク停留所」なるもの

を置きまして、その停留所まで送り届けるということで一番南側は上井出出張所までと考

えております。ですから、こちらまで送ってもらった方はどうするかといいますと、民間

のバスに乗って駅まで出てもらう。まさに地域の既存のバス路線と連携しながら、地域の

バス路線も支えながら、宮タクを運行していくという考え方を持っております。

４ページをご覧ください。目標を達成するために行う事業及び実施主体ですけれども、

「基本方針１．誰もが利用できる公共交通網の充実」。これはまさに「バス路線の維持と拡

充を図る」ということで、要するに民間バス路線を本市の公共交通の軸ととらえることで、

資料編の３－２ページでもお示しした現在のバス路線状況図、ここに載っているバス路線

は基本的に維持をしていくということで、補助金を出してでも維持をしていく考えでおり
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ます。ただし、今後も引き続き調査を行い、ニーズの変化や他の運行形態の方が効果的と

判断された場合には、この補助事業というのは見直しを行っていきますが、基本的には維

持をしていくという考え方です。具体的な施策が二重の四角に囲んであります。「バス運行

維持のための補助の実施」、「他の公共交通との連携、調整」というものが具体策です。こ

れを行う事業主体は、交通事業者と富士宮市と考えております。

５ページをご覧ください。市街地循環バス「宮バス」について、新路線の設定というこ

とで、やはり誰もが利用できる公共交通網という中では、宮バスは欠かせません。その中

で、色んな調査結果を踏まえ、また ComPass での分析も踏まえて、こちらの図に示したと

おり北循環、南循環、東循環の３つのエリア。それから北循環と駅を結ぶシャトル便とい

う、計４つの新しい運行形態を考えております。ただ、これにつきましては四角の下にご

ざいますが、「宮バスの新路線設定にあたっては、設定地域等による運行支援方策の検討も

行う」ということで、先程の６００万何某の経費がかかる中で、これをどのように持続可

能にしていくかという中では、地域の方々の支援も必要ということで、今後実施計画を進

めて行く上で、地域の皆様からのご意見を伺いながら支援方策についても並行して考えて

行くという風に思っております。具体的な施策につきましては、「新路線の形態の検討・調

整及び実証運行の実施」、「新路線設定に対する地域等の支援方法の検討」「他の公共交通と

の連携・調整」です。実施主体は交通事業者と富士宮市です。

６ページをご覧ください。「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」

ですが、これはまさにデマンド型乗合タクシー「宮タク」のエリア拡大でございます。こ

れにつきましては先程のエリア図でも示しましたが、７ページのエリアの通りです。これ

を具体的に書いたのが６ページの下の表です。エリアは全部で８つになります。具体的に

対象地域を行政区ごとに示せればよかったのですけれども、まだ詳細が決まっていない部

分もございまして、現在のところは支部単位で表記させていただきました。この内容で地

域懇話会も入りまして、各支部で運行しますというお話をしまして、今調整をしている最

中でございます。運行形態につきましては、上の５つにつきましては、各エリアと街中エ

リアをドア toドアで結うサービスです。北部につきましては、先程も言いましたがフィー

ダー輸送という２つの運行形態で宮タクを拡大するという内容です。

８ページをご覧ください。「財政負担を抑えた公共交通の仕組みづくり」ということで、

これがバス停オーナー制度、宮バスサポーター制度の拡充です。具体的施策としまして「バ

ス停オーナーの勧誘・募集」「宮バスサポーターの募集」「宮バスサポーターによる支援内

容の拡充」「全国の企業などから支援を受けられる仕組みづくり」として、色んなメニュー

を出しながら、安定的な運行を目指したいと考えております。

９ページです。「公共交通の利用環境の向上」ということで、観光情報などと連携をさせ

た、一括した情報提供を考えております。具体的な施策としましては「利用者に配慮した

分かりやすい案内情報の提供、チラシ・パンフレットの作成」をしますということです。

それから「インターネット・マスメディアを活用した情報の提供」。実施主体は事業者と富
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士宮市になります。次に公共交通間のスムーズな乗継ぎとしては、「乗継ぎを考慮したダイ

ヤの作成」が具体的な施策です。こちらのスムーズな乗継ぎにつきましても実施主体交通

事業者と富士宮市です。次が、富士宮市と商店街等他施設や他機関との連携の強化という

ことで、既に商店街とのコラボレーションもやっているわけですが、具体的な施策として

「利用者割引・買物割引などの割引制度の導入・拡充」「商店の店頭などへの運行ルートマ

ップの掲示」「運転免許証返納者に対する割引制度の導入」というものを、こちらも交通事

業者と富士宮市で進めて参りたいと思います。

それから１０ページです。「市民・交通事業者・行政の適切な役割分担による持続可能な

交通体系の実現」ですが、これにつきましては市民・富士宮市・交通事業者の３者が協働

する形で、このような三角形を示しております。具体的な施策としましては、「市民へのア

ンケートやワークショップの実施」「市民・交通事業者・行政による懇話会の開催」「市民

が公共交通に触れ合えるイベントの開催」となります。また、こういったものの中で、将

来的にはＮＰＯというような形で、自立できるような地域が生まれてくれば最も好ましい

状況なのかなと思います。実施主体につきましては、本会である富士宮市地域公共交通活

性化再生会議。と富士宮市と考えております。次が市民の公共交通への意識啓発、参加支

援ですけれども、具体的な施策としまして、「モビリティ・マネジメント」ということで利

用促進のための勉強というか市民啓発活動です。それと「市民の運行参画のための仕組み

づくり」先程も言いましたが「公共交通に関するＮＰＯの育成」ということを考えており

まして、こちらの実施主体も本会と富士宮市と考えております。

１１ページです。この計画推進のための事業評価サイクルということで、これを決めて

終わりではなくて、毎年色んな評価をしながら改善をしていくということです。本来であ

れば、今の段階で目標値、指標を設定できればいいのですけれども、今後地域に入りなが

ら細かい運行形態を決めて行くという中で、もちろんその中では乗車密度が一定数に満た

なければ運行の形態を変えますよとか、やめます、とかいうものも含めて目標値を設定し

たいと思います。そういうことも含めて plan、do、check、action という形で回して行き

たいと思います。特に check の四角い中に書いてありますが、実証運行の際には指標及び

目標値の設定を行うというということでこの指標が無ければ、この check 機能が無ければ

action も起こせません。ということでちょっと不完全かもしれませんけれども基本的な考

え方はこのように考えております。

最終ページです。１２ページをご覧ください。こちらが地域公共交通総合連携計画の計

画期間及び事業一覧になっております。計画期間は２２年度から２４年度までの３年間と

いう形で計画を示させていただいております。先程の５本柱（基本方針）が一番左側にな

っておりまして、これに必要な具体的な施策が太い括弧で示しておりますが、この太い括

弧内を説明します。まず最初は、【不採算バス路線の補助事業】ということで、これは現在

も行っておりますから平成２２年度から２４年度。次が宮バスの運行ですけれども、宮バ

スを運行するための【実施計画の策定】ということで、先程も言いましたが、まだバス停
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の位置ですとか細かいルートが決まっておりません。それを平成２２年度の頭から２３年

の中ごろまでには決めて、その間にしっかりとした実施計画を行って、宮バスの実証運行

に繋げていきたいということです。備考欄が国庫補助のメニューになっておりまして、こ

の【実証運行】につきましては、バス・乗合タクシー等の活性化再生に係る事業という補

助メニューにございまして、この【宮バスの実証実験】につきましては国庫補助を受けた

いということで今進めております。従いまして、この調査期間が認定申請までを含みます

と、２２年度末には認定申請を行うというタイミングになりますから、２３年の中ごろま

でのんびり作っていると、実際には間に合わなくなりますので、多少その辺のずれはござ

いますが、運行開始の時期を２３年の秋ぐらいから、２４年度末まで実証実験をしたいと

いう予定です。次が宮タクのエリア拡大についてですが、２２年度の頭もしくは２１年度

の末から調査に入るわけですけれども、この【実施計画】を作成いたしまして２２年の夏

以降に運行開始ができればと考えております。ただ、これにつきましては現在、実証実験

というよりも、本運行として県の補助金をもらって勧めようという考え方を持っておりま

すので、国庫補助のメニューからは除外をしております。従いまして、この辺の計画期間

も宮バスとは若干ズレが生じております。次が【広報活動及び制度 PR】ですけれども、こ

ちらにつきましては２２年度から３年間、国庫補助メニューの公共交通の利用促進に資す

る事業で対応できたらと思います。次の【市内公共交通及び観光情報提供】は、パンフレ

ットとかチラシの作成になるわけですけれども、これらも国庫補助を受けたいということ

で、２３年度を考えております。【市内公共交通乗継ダイヤ検討】は、２２年度の末から宮

バスの運行開始に先立ちましてダイヤの検討ということで、このタイミングで事業を行っ

ていきます。これについては補助除外と考えております。次の【他施設・他機関と連携し

た割引制度・企画サービスの実施】につきましては、平成２４年度に、やはりこれも国庫

補助を予定しております。【公共交通イベントの開催】ですけれども、今年度から宮バスま

つりというものを始めておりまして、こういったイベントの開催ということで、これにつ

いても国庫補助で平成２３年度から対応できればと思います。それから【モビリティ・マ

ネジメント】。これもまさに国庫補助のメニューにございまして、利用促進に資する事業と

いう位置づけで考えております。以上が期間と事業一覧です。なお、下の四角に芝川町と

の関係が示されております。芝川地区の地域公共交通総合連携計画については、別途策定

するということで、第２号議案になるのですが規約の改正につきましては改めてご説明い

たします。大変長い説明になりましたが、以上で説明を終わりにいたします。

[質疑応答・審議]（議長）

大変資料が多い中、事務局から足早な説明をさせていただきました。ただ今から、委員

の皆様からご意見を頂戴したいと思いますが、その際には、申し訳ございませんが資料が

３部程に渡っておりますので、それぞれ資料をお示しいただきながらご意見等をいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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（平野洋一委員）

バス協会です。宮タクの意識調査の関係、５－１４ページなんですけれども、認知度が

宮バスに比べて宮タクがかなり低いんですよね。なので、アンケートをやった時にどの地

区の人にアンケートしているのか。市全体のアンケートとのことなので、当然宮タクが運

行されていない地域についてはそれだけ認知度が低いということであれば分かるんですけ

れども、宮タクが運行している地域でこのような数字であれば、もう少し広報とかをする

ことによって利用者の増加につながるのではないかと思うのですが。アンケートの中身を

深く精査できるのであれば、分けてどういうことになっているのか教えていただきたい。

（担当）

お答えいたします。このアンケートにつきましては、３，０００世帯の無作為抽出です

ので、宮タクが運行していない地域の方々の所にもいっております。ですから、市民に等

しくということになるわけです。この宮バスと宮タクの認知度の違いについては、広報の

方法の違いにあったと思っております。宮バスにつきましては、誰もが利用できる公共交

通ですので、広報ふじのみやの紙面を割いて時刻表を載せたり、色々なことをしました。

一方、宮タクというのは、地域限定になるものですから、なかなか広報の中では（情報が）

行き届かないということの中で、各タクシー会社さんが独自の名刺サイズのパンフレット

を作ったりということで、その地域限定で播いたわけです。従いまして、市内３，０００

世帯を無作為抽出した場合には自ずと認知度に差が出たものと考えております。今後、宮

タクが全ての地域で運行することになりましたら、広報ふじのみやでの扱いも宮バスと全

く同じ様な扱いになりますので、同じように広報出来れば、恐らく認知度は宮タクも上が

るものと推測しています。

（平野洋一委員）

そう言っていただければ利用者が増えるものと思ったものですから。

（藤井敬宏委員）

計画書を見させていただいて、非常にコンパクトにまとめられているなというのが第一

印象です。その中で、今回の富士宮の場合は骨格となる所を既存の民間バス路線を基軸に

考えたといったところが明確に示されているところがいいのではないかと。やはり、全体

のバランスをどう考えるのかが一番難しいところです。特に宮タクといった方式は中心軸

に交通プアな地域からのアクセスを考えるということで、民間バス事業者とリンクしたり、

そういった時に競合するような問題もあったり。今回はそれを差別化されたということで、

その辺は評価される計画になっているのかなという気がしました。その中で、最後に事務

局の方からお話しされていたのですが、これをどういう形で評価に持っていくのか、気に
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なっていくところです。実施の調査の中でも平均実車率が 2 点何人といった数値もありま

す。あるいは、既往の宮バスの方では（期待値が）6.0 といったところを一つの目安として

いるとところがありましたが、実際アウトカムを設定したときに、PDCA サイクルも関係し

てくる中で、どのような時点でその達成度を評価していくのかということと、達成した数

値と、市民の意向といったものがどうすりつけがうまく合うのか、その辺をうまく評価し

ていかなくてはいけないだろう。数値が出ればそれでいいかというとそうではなくて、や

はり地域の方々の満足度と一体感が得られなければ、計画の実施があまりうまくいかなく

なってしまう。ですので、その辺のバランスを是非、追跡調査等でご検討いただきたい。

今回、特に地域連携を組まれるということで、国の補助とか色々なものが入ってきて、こ

ちらの計画（案）の１２ページによると、色んなバスの利用促進事業が入ってくると思う

のですが、その際にどの時点でどういう評価を入れるのか、といった所を明確に示して頂

けるようなことを検討していただきたいと感じています。

特に PDCA サイクルがこの公共交通活性化再生会議でチェック機能を果たすといった機能

構成を持たせているとなると、どういう時点でそれが入ってくるのか、といったイメージ

も是非提示して頂く形がいい気がいたします。全体のことについては以上です。

（担当）

今後、評価をどのように行っていくかが重要なポイントになると思います。市の財政的

な問題もありますから、そういったことも総合して評価につなげなければいけないと考え

ていますけれども、地域の方々からの意見も参考にしながら、また、既に行っております

宮バス、宮タクの実績もございますので、それらも十分基準にはなると思いますけれども、

地域の実状にあったという中で、評価も若干変わってくるかもしれません。まさに、評価

の数値設定については活性化再生会議で皆さんと検討しながら詰めたいと思います。従い

まして、今年度末に色々な調査をしますけれども、やはり実際の運行をどのような形で進

めていくのか、どういう評価基準にするのかというのは平成２２年度の４月の第一回目の

活性化再生会議の中できちんとした評価基準を設けて、市民の方々にも、そういう評価内

容の中で運行していきますよ、という話をしていければと考えております。またお知恵が

ありましたらお聞きしたいのでよろしくお願いします。

（議長）

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。

（小佐野慶委員）

今回の総合連携計画（案）を見させていただきまして、私ども既存事業者に対する配慮

をいただき大変ありがたいと思っております。その中で、１１月なりまして平成２１年度

の上期の決算の方がほぼ固まりつつありまして。当社における決算の内容でございますが、
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新型インフルエンザの発生ですとか、高速道路の渋滞といったこともございまして、残念

ながら私ども富士急静岡バスは今期は赤字といった形になっております。その中で、乗合

バス事業がどうかといいますと、当社は貸し切りバスと高速バスでなんとか利益を出して

やってきた訳でございますが、乗合バスはやはり数千万円の赤字が出ております。先程出

たように、富士宮市さんも今後、財政がかなり厳しいということで、今後の財政支援が期

待できない中で、今後私どもも乗合バスを何とかするためには、既存のバス路線の見直し

を図っていかなければならないと考えております。そういった中で、今回宮バス、宮タク

というようなものをこれだけ整備するということで、今後私どもの方で、例えば減便です

とか路線廃止するようなものがあれば、こちらの方を宮バスさんとか宮タクさんの方にお

願いしていくといったことも、是非ともご検討していただきたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。

（担当）

今の件につきましては、４ページのお話になると思います。基本的には路線バスを基軸

に考えているわけですけれども、まさに一番最後の行ですが、ニーズの変化や他の運行形

態の方が効果的といった状況、また、ただ今小佐野様からあったように、既存バス路線の

再編を考えていく中でですね、場合によっては運行形態が変わってきた方が地域の住民に

とっても良い、または、バス事業者にとっても良いという状況が生まれた場合にはここに

ある様に補助制度の見直しということになるわけです。ずっとこのお金を２千万円を３千

万円、４千万円と上げていってバス路線を補助するという意味合いではなく、効果的な形

に変えていく事はやむを得ないと考えております。従いまして、基本的には路線の維持を

していくということで続けていただきたい訳ですけれども、この２行にあるように、そう

いった社内的な問題の中で再編をされるという場合には、新しい運行形態への移行をスム

ーズに行って行きながら、クリアしていきたいと考えております。その辺を今後ともよろ

しくお願いします。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（平野洋一委員）

事前資料の中にあった ComPass を使った分析なのですが、８－１３ページです。キロ当

たりの運行経費が２５０円ということで、既存の宮バスの運行経費を見てこの数字を出し

たということなんですけれども。ちなみに静岡県内でいくとだいたい３６０円くらいがキ

ロ当たり経費と言われています。事業者や車両も決まっていないと思いますが、これから

入札かなんかかけてやると思うんですけれども、そうすると、８－１５ページの「北循環

及びシャトル便」の運行経費が年間３６０万円とのことですから、当然人件費とかバスの



22

購入費とか、受ける事業者が決まってくると思いますが、その金額が妥当かどうか、通常

からみるとかなり低いのではないかというようなイメージを受けます。ただ、現実問題と

して、現在も宮バスに対して応札されているものですから、そういう事業者が出てくれば

いいですけれども、一定程度の技術を持った運転手が定期的に正社員として勤めるにはな

かなか賃金が出せないような状況で実際はいるのではないかと思います。安かろう悪かろ

うで落とす所があれば、健康診断とか技術の劣った者が実際事業として受けてしまうとい

った恐れがあるものですから、その辺も入札を今後検討していく上では、安全面にも十分

配慮したような条件を付けていただく等して、健全な運行が確保できるような形にしてい

ただきたいと思います。

（担当）

２５０円という単価ですけれども、今現在、宮バスの運行を石川タクシー様の方に委託

をしております。中型のバスを使っているということで県平均よりも単価は下がっている

のかなと。また、企業努力されているのかなということで、運行費用はかなり安いという

風に確かに思っております。８－１６ページをご覧ください。１便当たりの乗車数が分析

されておりますが、北循環及びシャトル便の利用者数が３．５３人、南循環及び東循環が

６．５１人ということで、基本的にはジャンボタクシーを念頭に置いております。それを

使えば、現在中型バスを使っている宮バスが２５０円でできるならば、恐らく、新しい路

線の委託も２５０円あれば可能と想定しております。もちろん安かろう悪かろうにならな

いような形を考えてはおります。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（堀内哲郎委員）

連携計画本編の１２ページの計画期間の件なのですが。例えば４．公共交通の利用環境

の向上でありますとか、５．持続可能な交通体系の実現の計画期間が、計画期間そのもの

が短い気がするんですね。なぜ、平成２２年度から着手しないのかなと。例えば、５番の 2）

のモビリティ・マネジメントみたいなものは成果が表れるまで、非常に時間がかかるとこ

ろですので、できればもっと前倒しで２２年度中くらいから始めていただいて、この計画

期間の３年間の内に、ある程度の成果、評価が出せるような形での事業計画をお願いした

いと思うのですが。

（担当）

この件につきましては、この場で修正し、承認を受けた方がよろしいでしょうね。今頂

いた意見に対して、皆さん期間を前倒しした方がよろしいということであれば、今日この
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場で計画期間をそれぞれ前倒しして２２年度の早い時期ということで改めたいと思います

けれども。

（議長）

この案はパブコメかけますけれども、その時点で皆さんからまた色々なご意見があると。

その時に最終案をある程度まとめるという形を考えておりますので、その時点で改めて最

終確認して頂くということでよろしいでしょうか。

（担当）

私ども、スケジュール的に２２年度の頭がかなり忙しいということもありまして、先送

りした部分がありますが、やはり良いことはなるべく早めにやろうということで、今言っ

た、４、５のところの国庫補助に関わる事業については、全て２２年度のなるべく早い時

期から実施するという形でパブリックコメントにお示ししたいと思いますが、よろしいで

しょうか。

（一同）

承認。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（勝亦健委員）

自治会の代表で質問します。（懇話会を）１０支部全てやっていただいたんですね。御苦

労様でした。その中で、支部をもう少し小さくして説明会をぜひやっていただきたいです。

それから、５－１７ページにある、１．運行継続・拡大に向けて地域でできることという

設問に対して、１番と２番を足すと７３％になります。地域には協力する体制がかなりあ

ると思います。そこで、悪い言い方になるけれども、地域をもう少し利用してもらいたい

と思います。よろしくお願いします。

（事務局（平石課長））

この前、一つの行政の切り方ということで各支部単位で１０回（懇談会を）やらせても

らいました。その中で、この次の説明会には関連する人とか具体的に使いそうな人を対象

にやってほしいということはどこでも言われました。今回は、公に代表である区長さんや

町内会長さんに説明させていただきました。それと同時に２２年度の中ごろから運行する

に当たっては、もっと違う切り口で、より小さな単位で細かい部分をやらなくてはいけな

いと思います。なおかつ説明会で詳細が決まったら、普及というか利用促進のための細か
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い部分の説明会は間違いなくやらせてもらいます。ですからこの前の１０支部でやらせて

もらったことは、まず始めということで地域の代表の区長さん、町内会長さんに説明させ

てもらいました、ということでご理解ください。なので、この次の２度目３度目はもう少

し違った切り口の、エリアごととか場合によってはその中の地区単位ということも出てく

る可能性があります。現実に２０年度から始まりました３エリアの宮タク運行に関しては

相当細かく、私はその時いなかったので明確なことは言えないですが、最終的にはうちの

方で作成したＱ＆Ａを配って説明を行ったという経緯がある。特に富士根北地区で強く細

かな説明を求められているので、引き続きやっていくつもりですのでよろしくお願いしま

す。

（担当）

地域支援につきまして、区長会の代表の方から非常に心強いお言葉をいただきましてあ

りがとうございます。市の方もあまり地域に遠慮せず、腹を割って、地域活力を活かして

いきたいと思いますので、その際にはぜひ区長会を中心に、是非まとめていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

（議長）

その他よろしいですか。委員の皆様からは色々な意見を頂戴いたしました。実際にスケ

ジュール等を修正してパブリックコメントにかける。また更には、その他の委員さんから

も、今後の進め方等についてもご意見を頂いておりますので、それらを踏まえて対応して

いただきたいと思います。その他、ご意見も無いようですので、今言った修正部分は修正

して、パブリックコメントにかけて広く市民に周知し、意見を聴取して参りたいと思って

おります。ぜひ事務局はその点を踏まえながら対応していただきたいと思います。

それでは改めて、先程申し上げましたが、本計画の確定につきましてはパブリックコメ

ントの終了後に再度、本会にかけて皆さんにお諮りしたいと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。それでは、協議事項の（１）を終了して、次に協議事項（２）芝川町

との合併に伴う富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約の一部改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。

[事務局説明]（担当）

では、本日お配りしました、規約改正（案）をお手元にご用意ください。なぜ、このよ

うな改正をしなければいけないのかというところの説明からしたいと思います。既に皆さ

んにご案内のとおり、芝川町との合併が決まっております。富士宮市が拡大する訳わけで

す。その中で、今現在、活性化再生会議で連携計画を作っておりますが、これはあくまで

も現在の富士宮市の市域に限ってでございます。ですけれども、富士宮市が拡大した場合

には、芝川町の連携計画、交通計画はどうなるのかという問題がありますので、当然これ
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も何らかの形でもって計画を進めなければと思っています。という中で、色々な方策があ

るわけですけれども、たまたま、富士宮市と芝川町には、通称西の山という小高い山がご

ざいまして、また、芝川という河川がございまして、その中で地形地物によって分断をさ

れているという状況の中でですね、今、国土交通省静岡運輸支局の方とも調整をしながら、

ひとつの協議会において２つの連携計画を立てることが可能か否かということを調整、模

索している最中でございます。全く不可能ではないという中で、現在、富士宮市の方では、

本協議会で芝川町の連携計画も考えて行こうと思っております。本来であれば、合併後、

規約を改正して委員の構成を変えてやるという方法もあるのですが、この連携計画策定に

つきましては国庫補助を頂いております。これはありがたいことに１００％補助というこ

とで、色々な細かい調査、膨大なこういった資料の作成、これらの経費は実は国庫補助で

やっております。そういう中で、芝川町の連携計画につきましても国庫補助をいただきな

がらやれば非常にすばらしい、良いものができるのかなと考える次第です。そういうこと

になりますと、合併を待ってから申請をしますと、国庫補助の申請に間に合わないという

事務的な問題点があります。それを解消するために、合併前ではありますが、この会議を

芝川町の委員も含めて、今から芝川町の分の連携計画をつくるという基本方針を立てて、

３月中旬になると思いますけれども、国庫補助の認定申請をこの協議会が行っていくとい

うことを検討しております。はたして、これで確実に補助金がもらえるかどうか定かでは

ありませんが、今からこういう作業をしておかないと、明らかに補助金はもらえません。

そうしますと非常に厳しい財政の中で、単費で芝川地区の調査を行うということになりま

す。ということで、出来るだけ最大限の努力をしたいと考えまして、今回、規約改正を提

案させていただきました。それから、この時期になったというのは、次回が１月８日にな

ります。予定されている活性化再生会議は次回で最終回になります。この最終回において、

芝川町の連携計画を策定します、ということを合意決定しなければ国の方に申請ができま

せん。従いまして、１月８日には芝川町の役員にご同席を願うということになります。そ

うしますと、１月８日に規約改正をして、実は裏で芝川町の方が控えていてこの方々です、

というのは変な話でございますので、今回規約の改正をして、次回には芝川町の方も招集

して、皆さんで検討するという組織にしたいということでございます。

それでは規約の改正の内容を説明いたします。まず１行目、タイトルですけれども、富

士宮市の後に芝川町を入れてあります。それから、第１条でございます。今回は富士宮市

芝川町地域公共交通活性化再生会議ということで名称を変えてあります。次の変更点が目

的、第２条です。３行目に富士宮市民とありますが、その次に「及び芝川町民」を追加い

たしました。その２行下の後半部分ですが、協議すると共にの後、「富士宮市地域公共交通

総合連携計画及び芝川町地域公共交通総合連携計画」という風に改めております。それか

ら第４条、組織ですけれども、６号議員に芝川町区長会の代表者を追加いたしました。ペ

ージをめくっていただきまして、８号議員としまして芝川町老人クラブ連合会の代表者と

いうことで、富士宮市と同じように老人会の代表の方にも入っていただく。それから１１
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号議員、芝川町校長会の代表者。これが富士宮市に無い委員なんですけれども、実は、芝

川町営バスの８割が小中学生の通学に使われているという実態がございます。そういう中

で、学校関係からの意見を十分反映させなければいけないという特殊事情の中、芝川町校

長会の代表者ということで追加いたしました。それから１９号委員ですけれども道路管理

者に入っていただくというのは必須条件でございますので、芝川町内の町道を管理する者

ということで、合計で４人の方に新たに加わってもらって活性化再生会議を組織したいと

考えます。次の改正点が第９条、議決事項の中の第４項、「連携計画の策定に関する事項」

とありますが、改正前は作成に関する事項というようにありましたが、活性化再生法の中

では策定という言い方を使っておりますので、策定に改めたいと思います。最後のページ

ですけれども附則で、本日ご承認いただきましたら、この附則は平成２１年１１月１３日、

本日から施行するという形の改正案です。よろしくご審議お願いします。

[質疑応答・審議]（議長）

事務局からの説明が終わりました。今、事務局から説明がありましたとおり、皆様にご

承認を頂けたら、本日から施行ということになります。なにかご意見等ございましたらお

願いいたします。

よろしいでしょうか。

（一同）

異議なし

（議長）

特にご意見もないようでございますので、皆さんのお手元に渡っている規約の「（案）」

を消していただきたと思います。本日を施行とさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。芝川地区の地域公共交通総合連携計画の策定につきましては、合併後の重要

な課題でございます。本計画の策定に当たっては国の支援が受けられますように規約を改

正し、組織を整える必要がございます。今後とも皆様方からのご意見をいただきながら、

公共交通の充実を図って参りたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、以上を持ちまして、本日の議事は全て終了いたしました。この後の進行につ

きましては事務局にお返しをいたしますのでよろしくお願いします。

【その他】

（司会）

委員の皆様、長いお時間どうもありがとうございました。

最後に、富士宮市の公共交通についてご意見を伺いたいと思いますが何かございました

らおっしゃってください。
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（藤井敬宏委員）

ひとつよろしいですか。先ほどの協議事項の（１）でこれからパブリックコメントにか

けるというお話がございましたが、その中でぜひやっていただきたいことが、パブリック

コメントは通常はホームページだとか支所等に資料を配布するといったパターンが多いか

と思います。今回どういった形でやられるか知らないでお話しするのですけれども、せっ

かく国の補助が付いて、モビリティ・マネジメントといったものが具体的に２２年度から

動くということであれば、先程、地区の方からもお話がございましたが、地区の住民の方々

の話を聞くといったこともモビリティ・マネジメントの一つだと私は思います。なので、

地域の人たちの意見をどう受け止めるかということだけではなくて、地域の人たちに公共

交通網がどういうものかを知っていただく。そういったものがモビリティ・マネジメント

のスタート地点だと思います。そういう考え方をすると、是非このパブリックコメントも

通常型ではなくて、先程の区長会などを通してパブリックコメントの中で公共交通が変わ

るということを市民の方々に多く知っていただくような作戦を立てて、既に２１年度から

モビリティ・マネジメントがスタートしているんだ、というくらいのことをぜひ行って頂

けるとありがたいと思います。

（担当）

まさに今、藤井先生からありましたとおり通常パターンで考えておりました。ホームペ

ージと支所と都市計画課と市役所１階フロアというところでございます。もし地域の支援

をいただけるのなら、さらに広く皆様にご理解いただけるような仕組みを考えて行きたい

と思います。

（土屋喜江委員）

宮バス等を利用する人は女性が多いと思うので、今のお話に付随して、女性団体とか色々

な所でも説明や PRしていただきたいと思います。

（担当）

一方通行になってしまうパブリックコメントというのもあるものですから、そうならな

いように広く皆様にご案内できるように検討いたします。

（司会）

他にございますでしょうか。どうもありがとうございました。

それでは次回の第４回会議についてご案内したいと思います。次回は１月８日、金曜日

を予定しております。開催は１階の正面玄関から入りまして、ロビー左手にあります 111

会議室になります。開催時間は２時からの予定となっております。

以上をもちまして平成２１年度第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会議を閉会いた
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します。どうもありがとうございました。


