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富士宮市芝川町地域公共交通活性化再生会議議事録

（平成２１年度第４回）

《第４回富士宮市芝川町地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２２年１月８日（金） 14：00〜16：00

○会場 富士宮市役所 １階 １１１会議室

○出席者

委員 １９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・佐野智

昭委員・勝亦健委委員・野村晏弘委員・清利夫委員・望月久次委員・

望月利浩委員・藤井敬宏委員・堀内哲朗委員・宮本隆博委員・塚本高

士委員（代理大倉篤主幹）・増島康行委員・西川泰正委員（代理：鈴

木技監）・石川昌孝委員・高山あさ江委員・遠藤麗子委員）

事務局 １２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・福祉企画課乙部課長・防災生活

課秋山課長・学校教育課芝切参事・商工観光課芦沢課長・芝川町町

民課黒田・芝川町総務課佐野）

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ２人（保髙尚紀・新垣裕也（昭和株式会社））

合計：３１人

【開会】

（司会）

委員の皆様、区長様、事業者様、本日は大変お忙しい中お集まりいただき、ありがとう

ございました。定刻になりましたので、ただいまから平成２１年度第４回富士宮市芝川町

地域公共交通活性化再生会議を開会いたします。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。よろしくお願いします。

本日の会議は、検討事項２件、報告事項 2 件、協議事項 4 件となっておりますが、協議

事項の内容に変更がございますので、お手元の次第にてご確認いただきたいと思います。
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また、検討事項が終了した後休憩を入れますので、事業者様、区長様におきましては、そ

の際退出いただきます。退出された方で傍聴を希望されます方は、休憩時間に受付にて傍

聴受付をお願いいたします。なお、活性化再生会議委員の出席者につきましては、お手元

の席次表にてご確認いただきたいと思います。

最初に、前回の会議の規約改正を受けまして、新任委員となった方が 4 名、人事異動に

より委員となった方を 1名ご紹介いたします。

芝川町内の町道を管理するものとして、芝川町副町長 石川昌孝様、芝川町区長会代表

者として、芝川町区長会会長 野村晏弘様、芝川町老人クラブ連合会代表者として、芝川

町老人クラブ連合会会長 望月久次様、芝川町校長会の代表者として、芝川町立柚野小学

校校長 城内博司様、城内様はご都合により本日の会議は欠席されております。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、佐野智昭様、佐野

様は、富士急静岡バスの人事異動により委員を引き継ぎ、前任者の残任期間を務めていた

だきます。

続きまして会議に入ります前に、配布しております資料の確認をお願いいたします。平

成２１年度第４回富士宮市地域公共交通活性化再生会議と書かれた本日の議案書が一部。

それに伴う資料が９部ございます。区長様とバス事業者様においては、資料 1 と２を配ら

せていただいております。席次表と合わせまして、委員の皆様は 11点、区長様、バス事業

者様は 3 点となっております。

なお、席次表の方の会議名、活性化再生か会議の「会」という時が抜けておりました。

申し訳ありませんでした。

次に、定足数につきましてご報告申し上げます。富士宮市芝川町地域公共交通活性化再

生会議第 7 条 2 項におきまして、会の開催の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 19 名となりますことから、過半

数を超しておりますので、本日の会議が成立していることをご報告申し上げます。

それでは、次第に従いまして議事に移りたいと思います。

富士宮市芝川町地域公共交通活性化再生会議規約第 7 条 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となっておりますので、太田会長に進行をお願いします。

（議長）

改めまして、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。それで

は、座らせていただいて会議を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

なお、みなさんにお願いしておきますが、議事がスムーズに進行できますように、ご協

力をお願い申し上げたいと思います。

議事に入ります。

はじめに、検討事項を議題といたします。
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議事に入ります前に、本日ご参加いただいております、区長様方に、事務局から主旨を

ご説明させていただきます。事務局お願いします。

[事務局説明]（都市計画課 高野）

都市計画課交通政策係長の高野です。よろしくお願いいたします。

この後検討事項に入るわけですけれども、検討事項の内容につきましては、民間事業者

様の富士宮市芝川町を運行しておりますバス路線についての状況報告ということになりま

す。

現在、2つの市町において、複数の路線バスがありますが、経営が困難であるということ

で、継続困難の届け出が県の協議会の方に提出されております。本日は、こうした状況を

多くの区長様にご理解いただくと同時に、ご意見を賜りたいということで、この後検討い

たします。本日検討した結果につきましては、静岡県生活交通対策協議会の方に報告する

ということになりますので、よろしくご審議をお願いいたします。

（議長）

それでは早速、検討事項（１）富士急静岡バス（株）の単独維持困難路線について事業

者に説明を求めます。

[説明]（富士急静岡バス）

富士急静岡バスの小佐野でございます。当社のバス事業につきまして、ご支援ご協力を

いただきまして、誠にありがとうございます。

それでは、今回提出させていただきました単独維持困難路線についてご報告させていた

だきます。着席してご報告の方、させて頂きたいと思います。

まず、富士急静岡バスの路線事業の現状について簡単に説明させていただきたいと思い

ます。富士急静岡バスでは乗合事業を、富士宮市、富士市、こちらの方で展開させていた

だいておりますが、平成 21 年度につきましては、人件費削減等の努力をしましたが、収支

については前年並みというような状況でございました。そういった中で、富士宮市内の路

線についてのご報告でございますが、お手元の方にお配りした資料をご覧になっていただ

きたいと思いますが、赤字系統が全部で 14系統ございます。そして、その 14 系統、1 番か

ら 14番まで番号がふれられておりますが、1 番から 11番が富士宮市さんの方からご支援い

ただいている路線、12、13，14 番の 3 系統につきましては、国と静岡県さんの方からご支

援いただいているという路線になっております。こちらの方のトータルの赤字額でござい

ますが、お手元の資料の一番下の合計蘭の一番右の所に、マイナス 39,305,000 と記載して

ございますが、21 年度は今申し上げました通りマイナス 39,305,000 円、20 年度につきま

してはマイナス 37,607,000 円というような状況でございます。その中で、各路線に移る前

に簡単に申し上げますと、当社の方でも色々な経営努力をしたわけですが、昨年より収支
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率が良くなった路線につきましては 2 番の上野線、3番の篠坂線、そして 6番の北山線、そ

して 9 番のひばりケ丘線、12 番の柚野線、14 番の大渕線というような状況でございます。

では他の路線については、経常収支率はかなり悪くなったのかというご指摘がございます

が、一般的に、極端なことを言うと、この中で非常に悪くなった路線といいますと 13 番の

曽比奈線です。こちらの方が昨年はマイナス 4,048,000 円の赤字が、今年はマイナス

6,803,000 円と、6,803,000 円というような形で悪化しております。こちらの方の路線以外

については、ほぼ前年並みというような収支の状況でございます。この曽比奈線の落ち込

んだ理由としまして、運転手や管理者、お客様の意見等を聞いてみたのですが、やはり高

校生の利用が減っているというような状況でございます。今回こういう風な形で私どもも

努力しておりますが、引き続き乗合バスを取り巻く環境は非常に厳しい状況でございます。

何卒、みなさま方のご支援とご協力を、昨年に引き続きお願いしたいと思います。富士急

静岡バスからのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

（議長）

はい、説明が終わりました。最初に、委員の皆様からこの件について、ご意見がござい

ましたら、お願いをいたします。

（土屋忠夫委員）

富士急静岡バスの土屋と言います。富士急静岡バスの事業についてはみなさんにご理解

いただきまして、ありがとうございます。今事務局の方から維持困難な路線についての、

概要の報告がありました。今後、バス事業で経営していく中では、まだまだ厳しい状況が

続くという所を理解していただきたい。今年度、21 年度についても、系統で 14系統ござい

まして、約 3,900 万の赤字ということで、当然富士宮市さんからご支援をいただいてはお

りますけれど、そのご支援をいただいている中で、継続的に今後、2 年、3年を見据えた中

の運行形態が、果たして事業存続に結びついていくかというと、非常に厳しい状況がござ

います。今回の協議会の中でも出てくると思いますが、将来的な宮バスの拡大ということ

も出てきます。その中で、運行本数の少ないところについては、宮バスの拡大を視野に入

れた中で、我々の残るべき路線というところを、もう一度みなさんと意見交換をさせてい

ただきながら、事業者としてなんとか厳しい状況を乗りきっていかなければならないとい

うこともございますので、その辺についても意見がありましたら、聞かせていただきたい

と考えています。いずれにしても、事業者として努力するところは努力して参りました。

人件費の抑制についても、乗務員のみなさんにご理解をいただいて削減させていただいた

り、努力をしてきましたけれど、経済情勢、また利用者の低減、乗合バスは、一部都市部

については、利用者の下げ止まりという部分がありましたけれど、やはり富士宮地区につ

いては、一戸の戸数当たりのマイカー普及率が依然として高い地域で、高齢化社会を迎え

ているといっても、まだまだ公共交通必要性ありですよという声を聞いてはいますが、な
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かなかそこが利用実態に結びついてこないというのも、バスの運営を苦しくしている所も

あるのかなと、その中で我々事業者も鋭意努力をしていくつもりでいますけれども、その

辺をご理解をしていただいた中で、これからの宮バスの拡大というところも視野に入れて、

宮バスでカバーしていただけるところはしっかりカバーをしていただいて、事業者として

残すべき路線というものも、これから先しっかり見据えていかないと、色々な協議会の中

で、利用者に不便を与えたり、迷惑を与えたりということがあると思いますので、その辺

もご理解していただいた中で、意見を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

（議長）

その他、委員の皆様からいかがでしょうか。宜しいですか。それでは、区長様からご意

見がございましたら、お願いをいたします。

（猪之頭区長 植松）

猪之頭区長の植松と申します。よろしくお願いいたします。私どもの方は、非常に乗る

本数も少ないと言うことですけれども、富士急さんの方に前にお願いしたことがあるんで

すが、休暇村の方まではバスが来ているんですね。そのバスをちょっと延長するような形

で猪之頭の方へ向かっていただくと、そうすると、そんなに減便しなくても、なんとか猪

之頭まで来てもらえるのではないかと、前々からお願いしているんです。その辺の検討は

していただけたでしょうか。

（議長）

事業者の方、どうですか。

（富士急静岡バス）

現状から申し上げますと、乗合バスの拡大というのは、かなり厳しい状況にあります。

利用者の方がいらっしゃるというお話しをいただきましたけれども、果たして何名いらっ

しゃって、その方がどれくらい使っていただけるのかというところをご提示いただいて、

うちの方もそういったことで採算が合うということであれば、ご意志に沿うような形にし

たいと思いますので、是非とも、ご情報の方、ご提供の方、よろしくお願いしたいと思い

ます。

（議長）

その他いかがでしょうか。区長さん方、宜しいですか。それではですね、他にご意見も

ないようでございますので、次へ進みたいと思います。

（２）山交タウンコーチ（株）単独維持困難路線について、事業者に説明を求めます。
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[説明]（山交タウンコーチ（株））

山交タウンコーチの早川と申します。平素より、当社路線バス事業に関しまして、深い

ご理解、ご支援を賜りまして、この場を借りて厚くお礼申し上げます。それでは、座って

説明させていただきます。

当社の単独維持困難バス路線につきまして、ご説明申し上げます。別紙 2 をご覧くださ

い。

富士宮市内路線については、富士宮駅を起点としまして、イオン、星山台を経て蒲原病

院までの路線があります。当社にて運転する単独維持困難路線は、イオンまで経由するか

しないかの違いであることから、両系統を合算して示しております。乗車人員につきまし

ては、全体で現象が止まらず、旧年来減少しております。費用につきましては、一昨年よ

り、燃料費が下がったこと、人件費、管理費の抑制に努めたこと、また、エコドライブ運

転の実施により削減をいたしておりますことから、平成 20年度と比べますと、若干ではあ

りますが、損益は減少し、収支は改善しております。今後も富士宮市を始め、関係各社の

ご協力を得ながら路線の維持に努めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

（議長）

はい、ありがとうございました。説明が終わりました。委員の皆様から、この件につい

て、何かご意見がございましたら、お願いをいたします。宜しいでしょうか。それではで

すね、次に区長様からご意見がございましたら、お願いをいたします。宜しいでしょうか。

それでは、ご意見がないようでございますので、検討事項を終了させていただくというこ

とにいたしたいと思います。それではですね、ここで、冒頭申し上げましたけれども、区

長さん方、事業者のみなさんに退出していただくということもございますので、10 分間の

休憩を取らせていただきたいという風に思います。この後の流れを、事務局から説明をさ

せていただきます。

（司会）

皆様、お忙しい中、どうもありがとうございました。ここで会議は終了となりますが、

傍聴を希望されます方は、受付いたしますので、こちらの方までお越しください。委員の

皆様におかれましては、2時半から会議の方を再開いたします。それまでにはお席の方にお

戻りください。それでは、一端休憩となります。どうもお疲れさまです。

（議長）

それではですね、委員のみなさん全員おそろいでございますので、会議を再開させてい

ただきたいと思います。

ここからは、報告事項を議題とさせていただきたいと思います。次第（１）バイオディ
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ーゼル燃料の導入について、これを事務局に説明を求めたいと思います。

[説明]（事務局）

座って説明させていただきます。報告事項（１）バイオディーゼル燃料の導入について

ですけれども、富士宮市では、平成 20年度から給食センターから出ております、食用油を

バイオディーゼルエンジンの燃料ということでリサイクルしております。また、21 年度 8

月から一般家庭からも、各ガソリンスタンドの方へと、食用油を集めてリサイクルすると

いうようなことを行っているわけですけれども、今のところ、回収はしていますが、利用

の方は少ないということで、リサイクルに繋がっていないというご指摘もございました。

そういう中で今回、宮バスの方の燃料を、このリサイクル燃料を使ったらどうかというこ

とで、今検討をしている最中でございます。これにつきましては、リサイクル燃料を販売

しています会社と、宮バスを運行しておりますバス会社、事業者の方と検討の方が進んで

いるということです。ちなみに、回収量の報告をさせていただきますけれども、月平均で、

給食センターからは 2,000ℓの原料が集まるそうです。一般家庭からは月に 200ℓということ

ですね。実際に使っているのはどのくらいかと申し上げますと、市の道路河川課で所有し

ておりますダンプカーがありますが、こちらの方の燃料としまして、月 400ℓということで、

やはり使う方が少ないという状況です。結果的に、富士宮市で集めても、使わなければ他

所の自治体の方へと、その油がどんどん行ってしまうということになりますので、富士宮

市で集めた燃料は、富士宮市で消費したいというようなことを考えておりますので、是非

良い話になるように、宮バスの燃料は富士急静岡バスから購入しているという経緯がござ

います。富士急静岡バスの委員さんもいらっしゃいますので、これについてご意見があれ

ばお伺いしたいと思います。今こんな状況で検討が進んでいることをご報告いたします。

（議長）

はい。事務局からの説明がございましたけれども、みなさんから何か、ご質問等があれ

ばお願いしたいと思います。

ちなみに、この廃食油ですね、これは静岡油化というところに依頼をして、燃料にして

いるということでございます。

（勝亦健委員）

普通の燃料に比べ、単価は安いですか、やっぱり。

（事務局）

はい。燃料はですね、静岡油化が販売しております単価が 95円／ℓということですから、

通常の軽油よりも安いということです。これは地域差がございまして、インターネット等

で調べますと、130 円とか 140 円とか高いのもあるのですが、静岡油化さんが扱っているも
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のは 95 円／ℓということで、燃料費も安くなるということが考えられます。

（議長）

よろしいですか。その他いかがでしょうか。

（平野洋一委員）

バス協会ですけれども、95 円／ℓという値段が出ましたが、バス事業者の軽油は時価単価

で 80 円／ℓ程度となっている。これによってコストが高くなるというデメリットが一個出

てくるということとですね、ＢＤＦ自体、長期に利用した結果が評価されていなくて、以

前見たところ、燃料タンク等に錆が発生するということによって、他の内燃機関に支障が

出てくるとか、その辺の結果が出てないんですね。これを長期間使うことによって、今の

宮バス、石川タクシーさんが使っている新しい車だと思いますが、県内のバス事業者は大

体 15 年以上過ぎた古い車について壊れればやむを得ないという感じで実態として使ってい

るので、新しい車に使うについては、やっぱりその辺をきちっと検討した上で、導入を事

業者と相談してやっていただきたいという風に思います。

（議長）

はい。ありがとうございました。

（事務局）

はい。すみませんでした。

大量に投入しているところがそんなに安く買っているとは思いませんでして、富士急さ

んとも話をしましたが、100 円以上で買っているような話を聞いたので、その辺を説明いた

しましたけれども、燃料費の問題があると思います。もう一つですね、宮バスの方も中古

車両を使っておりまして、そんなに新しい車を使っている状況ではございません。これは、

実際には事業者同士の話なんですけれども、私の今聞いている限りでは、宮バスの３台の

うち、１台を試験的に使ってみたいというような話もあったように聞いております。とい

うことで、問題がないようであれば、全体的に導入するという中で、試験的なことも含め

て、今後検討していきたいというようなことでございました。

（議長）

はい。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。宜しいでしょうか。他にな

いようでございますので、次へ進みたいと思います。

報告事項（２）宮バス委託事業者の変更について、事務局に説明を求めます。

[説明]（事務局）
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はい。（２）宮バス委託事業者の変更についてです。現在は、石川タクシーの方に委託を

していますが、ここにもありました通り、経営上の問題ということで、新たにこの事業を

富士急静岡バスの方に移管したいということでございます。変更の時期につきましては、

１月 15 日に契約を解除し、新たに富士急静岡バスと 16 日に契約を結ぶという内容でござ

います。ここには、経営上の問題ということで、もう少し詳しくご説明申し上げますと、

石川タクシーさんは元々タクシー事業者ですので、タクシーが本業でございます。この度

宮バスの運行を行うにあたりまして、事業を拡大し、バス事業にも参入してきたわけでご

ざいますけれども、宮バスの委託の方をかなり安く請け負われているという状況がござい

まして、正直申し上げまして、20年度、21年度で宮バスの方は赤字になっております。さ

らに、宮バス事業を上回るタクシー事業の赤字があって、今回バス事業を切り離して、も

う一度本来のタクシー事業に専念したいというような申し出がございました。もし万が一

の時に、宮バスが運行できなくなって市の方にご迷惑をかけてはいけないということで、

あらかじめグループ会社である富士急静岡バスの方が、資本が大きいものでございますか

ら、静岡バスの方に事業を継承したいということで今回の契約がございました。今現在、

道路運送法の手続きを行っておりまして、ここに書いてあります期間の中で事業が進むと

考えております。

（議長）

事務局からの説明が終わりましたけれども、この件について何かご質問等がございまし

たら、お願いをいたします。

事業は円滑に富士急さんの方に引き継がれるということで宜しいですね。

（事務局）

はい。車両もそのまま今の車両を引き継ぐという形で、財産整理されるようです。従い

まして、一般の市民の方には、事業者が変わったということはほとんど判らないと思われ

ます。運転手さんも同じ方が入るのではないかという風にも聞いておりますので、ただ、

バス停の方に今、石川タクシーという名称が入っておりますが、これが富士急静岡バスと

いう形で変わりますから、気がつく方はあれと思うかもしれませんけれども、一般の方は

ほとんど判らないと思われます。健全に運行が続くものというふうに望んでおります。

（議長）

はい。宜しいですか。

（堀内哲朗委員）

静岡運輸支局ですが、ただ今の富士急静岡バスの路線延長の認可申請の件ですが、1 月 5

日付で認可をしておりますので、そのまま 16日から運行できるという形にはなっておりま
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すので、報告させていただきます。

（議長）

はい。その他宜しいですね。他にないようですので、次の議題へ進めたいと思います。

続きまして、（３）の協議事項に入って参ります。

協議事項（１）富士宮市地域公共交通総合連携計画について事務局に説明を求めます。

[説明]（事務局）

はい。それでは協議事項（１）富士宮市地域公共交通総合連携計画についてでございま

す。これにつきましては、第２回目から長期間にわたりましてご審議いただいたわけです

けれども、最終形という形で考えております。前回、パブリックコメントを行って、その

内容を踏まえて、また、その他意見がありましたら、整理して最終の計画に持っていきた

いというお話しを申し上げました。パブリックコメントが終了いたしましたので、まずパ

ブリックコメントの対応に付いてからご説明申し上げます。お手元の資料３をご覧くださ

い。12月１日から 31日の間、パブリックコメントを行いました。これは、市民の方に計画

をお示しし、色々な意見、提案をいただこうという主旨でございます。結果的には、4件の

意見がございました。最初の意見につきましては、宮バス、宮タクの制度のあり方につい

て、大きく評価しているということですので、これにつきましては、特にありがとうござ

いますということで、市の考え方を示しているというものではございません。また、東地

区と大宮東地区は公共交通システムから外れていると感じている住民からの苦情があるが、

この連携計画では、市全体の方針が示されているので、解決に繋がると解釈しているとい

うことで、これも今の制度に対して認めていただいているというご意見ですので、これも

特にございません。3番目ですけれども、この連携計画について、区長会等を通じて市民へ

の説明をお願いしたいということについてですけれども、この方針に定まった中では、支

部単位で説明会を実施しております。また、今後につきましてもアンケートや説明会を開

いて、多く利用者の意見を吸い上げていきたいというようなものでございます。4番目には、

南部地域から、過去に民間の路線バスが運行していた南部循環をイメージする路線バスの

要望がある。しかし、路線バスはそれなりのニーズがあって成り立つと考えるので、地域

ではバス停オーナー制度への協力はできるが、循環バスについては限界もあると思うので、

宮タクの充実を図ることで市民サービスに努めるのがよいのではないかという意見がござ

いまして、これにつきましては、もちろん宮タクで全エリアをカバーするという計画を持

っているわけですけれども、宮バスの拡大についても考えております。地域の需要と協力

があってですね、みなさんが運行して欲しいというような要望がございましたら、今後、

アンケートや地域懇話会を通じて検討していきたいということで、全て宮タクというもの

ではなく、やはりご意見にもあるような当時の南部循環というようなものが、場合によっ

ては実現する可能性もございます。これにつきまして、この後具体的な取組の中で検討し
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ていきたいと考えております。以上がパブリックコメントにおける考え方です。引き続き

まして、中部運輸局からの意見の対応ということで、前回までに出されました連携計画を、

中部運輸局に見せたところ、いくつかご指摘がございまして、それを修正しております。

それが資料 4 でございます。資料 4 をご用意ください。この資料 4 につきましては、訂正

箇所だけを綴っておりますので、第 2 回、本編と照らし合わせて見て頂くと、どこが違っ

たかということが良く判ると思いますので、本日本編をお持ちの方は、それを対比するよ

うにご覧いただきたいと思います。まず、3 パージ、ここは基本構想図となっておりますが、

最初の時は、宮タクと新しい宮バスの路線はダブらないという計画をしていましたが、や

はり宮バスがあっても、身体の不自由な方や高齢者にとってみれば、タクシーが家に迎え

に来てもらった方がありがたいという意見がございます。そういうことで、今回は新路線

の宮バスのエリア内についても、宮タクを運行するという形で、ダブらせる計画にしてい

ます。判りづらいですが、真ん中のオレンジ色の所は、新しい計画は水色と重なっている

という風にご覧ください。前回のものは完全に色が分かれています。次が 4 ページになり

ます。この部分につきましては、アンダーラインを引いてありますが、下の方ですね。「こ

のことから、民間バス路線を本市の公共交通の軸と捉え」という、この民間バス路線を軸

にするということを協調して、文章の方を改めております。また、資料のページ数が変わ

っておりますので、Ｐ３−３という形で、３−２を改めております。次は 5 ページです。こ

こは、真ん中の四角の所から言い回しが変わってきます。下線部分ですね。「設定地域等に

よる年間パスの購入及びバス停オーナー制度による運行支援の実施を基本とし、地域から

の運行支援が可能な場合に限り実証運行を行うものとする」ということで、前回までにつ

きましては、もちろんこの地域支援のことは言っていますが、運行支援の方策の検討を行

うということで、曖昧な表現でした。これにつきましては、中部運輸局から目標値を設定

して具体的な取組をしてもらいたいという話がございましたので、今回は具体的に、年間

パスやバス停オーナー制度による収益が見込める場合ならば宮バスを拡大しようと言うこ

とで、要望があればそのまま宮バスの運行につながると言うことではなくて、要望があっ

て地域がどれだけ力を出してくれますかということが重要であると言うことで、言い方を

変えております。６ページですけれども、これにつきましては、北山エリアに、エリア内

の変更がございまして、大宮中支部の一部が加わりました。それだけでございます。７ペ

ージも、宮タクのエリアが変わったと言うことで、古いものをお持ちの方は、宮タクのエ

リアが変わっているのが判ると思います。次、９ページです。以前につきましては、（２）

の公共交通のスムーズな乗り継ぎと言うことですが、「また、観光客の公共交通機関を利用

しての来訪は、鉄道又は高速バス利用の２通りが想定されるが、いずれも富士宮駅が市内

の拠点となる」という表現に改めました。前回は、来訪者は全てバス、電車で来ていると

いうような決めつけ的な言い方をしていましたけれども、アンケート調査、資料６で調査

をしていますが、その調査だけでそういう決めつけ方ができるのかというご指摘もござい

まして、鉄道と高速バスが想定されるというような表現で、誤解の無いようにしておりま
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す。11 ページになります。これは、古い資料にはございません。新しく加わったページで

す。これが何かと申し上げますと、要するに評価の所です。具体的な評価設定が必要であ

ると言うことで、11、12 ページを追加いたしました。まず基本方針である５つの柱がござ

いますが、それが大きな矢印で下に参りまして、どのような評価設定をするかと申し上げ

ますと、宮バスについての指標ですが、事業費に対する地域の負担割合という目標値を設

置いたしました。宮バスの新路線が利便性向上に資するものであることと、持続可能な運

行に向けた市の財政状況を踏まえ、事業費に対する地域の負担割合を下記の通り設定する

と言うことで、目標値を 50％と考えております。この 50％が何かと申し上げますと、具体

的には、資料 8 の方で、新しい宮バスのシミュレーションをしております。例えば、南循

環と東循環がどのくらいかかるかと見ますと、約 400 万円かかるという試算を持っており

ます。そうしますと、事業費が 400 万円の 1/2、200 万円をその地域の方で負担できるよう

な体制が取れるかどうかということです。この負担の内容につきましては、オーナー制度

の導入、地域協力金のような形で年間フリーパスを購入してもらうというようなことも考

えられます。フリーパスにつきましては、今いくらかということは決めていませんが、い

ずれにしましても、50％ということは、200 万円相当を地域の方で確保して頂ければという

ことでございます。高いハードルとなるかもしれませんけれども、ただ単に運賃収入だけ

を考えた場合には、全国平均では 20〜30％ですが、その 50％というのは、通常の運賃収入

を上回る収入が見込めなければ、なかなか実現が難しいというところです。これにつきま

しては、今後、地域の方に入っていきながら、皆様のご理解を頂けたらと思っております。

次に、1 ヶ月当たりの乗車人数に対する目標値ですけれども、これは今現在運行経費が確定

しておりませんので、計算式だけを載せました。新路線の運行経費×仮の収支率（25％程

度）÷乗車運賃÷12 ヶ月で目標値月何人と目標値を設定したいと考えております。それか

ら、100 円サービス券の利用割合ということで、今商店街とコラボレーションでやっている

わけですけれども、正直申し上げまして、利用の方が非常に少なく、現状の所 0.15％にす

ぎないということです。これを目標としては 0.2％に上げたいということで、これは商工会

議所の代表の方もみえていますけれども、なんとかサービス券の活用を促進したいと考え

ています。利用者満足度調査の実施の実施ということで、アンケート等による満足度の調

査をし、この向上を図るということで、期待値という評価をしておりますけれども、市民

の満足度を表す指標を設けまして、それに向けてその期待値を上げていくという努力をし

たいと思います。次に、バス停オーナーの数ですけれども、現在、15 の事業所がバス停オ

ーナーとして協力して頂いていますけれども、新たに東循環、南循環、北循環というよう

に路線が増えるわけですが、そうなった場合、オーナーの数を全部 20 くらいにはしたいと

いうことです。これは、今ある新しい路線の医療機関とか集客施設の数を見れば決して不

可能な数字ではないと思いますので、市もがんばりますけれども、地域の方達にも協力頂

いて、目標の 20 を超えるように努力をしたいと思います。次に 12 ページです。これは宮

タクの評価指数を表しておりますけれども、宮タクの方につきましては収支率目標値 35〜
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40 ということで、先ほども言いましたが、民間のコミュニティバスが 25％くらいといいま

すと、35〜40 は高いわけですけれども、現在の宮タクの収支率が 35％を超えているという

状況を考えますと、新しく宮タクエリアの拡大をしても、35〜40 くらいの収支率は持って

いきたいと考えております。次に、１台当たりの乗合人数ですけれども、これはエリアご

とに分析をしてみました。まず北部エリアですけれども、これは朝霧高原という広い、広

大な地域を抱えていること、非常に人口が少ないということで、あまり乗合の方について

は見込めないということです。とは言っても、宮タクというのは乗合タクシーですから、

いつも一人ということでは普通のタクシーと変わらなくなってしまいます。少なくとも 1.5

人は乗ってもらいたい。要するに２台運行すれば、片方には２人は乗ってもらいたいとい

うようなことも含めまして、1.5 人としております。下に行きまして、北山エリア、これは

現在行っております３エリアの分析を行いまして、人口を割返しまして按分しております。

その結果北山エリアで運行した場合には、１台当たり 1.9 人というのは許容ではないかと

いうことです。案居山エリアは 2.0 人、これは 2年間やっております実績数字であります。

上野エリアは人口が多いものですから 2.1 人、富士見エリアも 2.1 人、山本エリアが 2.2

人、これは実績です。南部エリアは、エリアが狭くて人口が少ないものですから、1.6 人と

いうことにしております。以上が宮バスの新しい路線に対します指数と考えております。

次に、基本方針にかかる評価指数ということで、21 年度にアンケート調査をしまして、お

住まいからの移動についての満足度を聞いているわけですけれども、3.36 点という、5 点

満点なんですけれども、そういう数値が上がりました。そういったことから、新しい運行

形態につきましても、3.4 くらいの満足度を求めるような運行形態にしたいというところで

す。今回、新しく指標として加えさせていただきました。次が 13 ページです。ここは、チ

ェックのところに、前回は運行実績の際に指数及び目標値の設定を行うという風に入れて

おきましたが、今回指数を入れましたのでこれは消させていただきました。次は１−１です。

ここには、真中に富士宮市地域公共交通総合連携計画の策定というものを入れさせて頂き

ました。次が２−５です。これも運輸局の方から、公共施設等の分布状況が判る資料がほし

いですという中で、公共施設、医療施設、観光施設の一覧表を入れまして、次のページに

その分布図を示しました。次が２−８になりますけれども、これは自家用車の保有台数の記

載ですけれども、19 年から 20年にちょっと下がっただけで、今後も車が減るというふうに

断定的にいうのはどうかということがございまして、下から 3 行目ですけれども、人口推

移の分析から判るように、今後少子高齢化が進展し、それに伴う自動車保有台数の減少が

予測されるということで、そういった社会現象を含めて車が減っていくというふうに書き

ぶりを変えております。３−２につきましては、これも新しい表現です。この後、各循環バ

スの各路線の説明がありますが、これを運行形態ごと、ＡＢＣということで、判りやすく

一覧表にしたものです。３−３ですが、例えば至富士急ハイランドといった名称があること

によって非常に判りやすいと、色々な方が見るので、県外の方が見た時に、ある程度こう

いった施設を入れた方が判りやすいということで、地図の中に名称を入れました。３−４の
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図面につきましては、既存のバス路線の図面でしたが、元々の図面には宮バスの路線があ

りませんでしたので、宮バスの路線図を入れました。次が３−５です。（２）が（３）にな

っただけのことです。３−６も、（３）が（４）に変わっております。３−７も地図上の表記

の問題、４−１も名称を入れています。４−３からですけれども、こちらは OD調査の結果に

ついて説明していますが、もう少し丁寧に説明して欲しいという意見がございまして、概

要と利用状況として、さらに前回よりも詳しく説明しております。これがずっと、４のと

ころが３，４，５，６，７と続いて、４−８も同じような括りですけれども、４−８につき

ましては、民間バス路線について、Ａ新郊外部から中心市街地へのアクセスの確保、Ｂ富

士宮市と他市町間のアクセスの確保というふうに表現を変え、さらに説明を加えておりま

す。次に５−１ですけれども、５−１につきましては、調査期間という表現を回収期間とい

うことで改めています。５−７ですけれども、こちらはアンケートの結果ですが、５−４ま

でにつきましては、各路線ごとの評価がありましたが、どういうわけか問５につきまして

は、各路線の評価ではなく、全体の評価になっていましたので、これを路線ごとの評価に、

満足であるとか不満であるとか、こういった評価に入れましたので、５−７，５−８も追加

しております。次が、ページはありませんが、６−３観光客の動向ということで１項目増え

ましたので、改めさせていただきました。次は６−２ですけれども、観光客の動向というこ

とで６−２が入っています。７−１、これは７−２（１）ですね。この中段から下のところで、

表現を変えております。このような状況の中で、一人暮らしの高齢者に関する意識調査と

一人暮らしの高齢者の外出手段は、徒歩に次いでバス等の公共交通の利用が多くなり、こ

のため今後高齢者などの公共交通に対する需要増加が予測されるというように表現を変え

ております。次が８−２ですけれども、こちらも表現上の問題でして、このことから民間バ

ス路線を本市の公共交通の軸と捉えと、本編の中でも言い回しを変えておりますけれども、

この８章のところの言い回しはそのまま本編に引用されております。８−５は、宮タクエリ

アが拡大しておりますので、青色のエリアが増えております。８−７も、観光客の動向で、

先ほど本編にも説明しましたけれども、鉄道又は高速バスの２通りが想定されると、いず

れも富士宮駅が拠点となると書き換えました。また、拡大計画における宮バス、宮タクに

ついても富士宮駅を基本とした中で、ということで、こちらも表現を変えております。８−

１２につきましても、宮タクエリアの拡大ですが、上の四角に宮バス、路線バス、宮タク

と、前回のものに枠がありませんでしたが、枠を加えました。８−１５ですね。これは、宮

バスの新路線に幾らお金がかかるかという分析をする計算式ですが、この式がなにを言っ

ているのか解らないといわれまして、新しいものは利用者の割合となっていますが、古い

ものは路線利用者に対する割合と言うことで判りづらかったので、これを利用者割合とい

う形で、64.3％が沿線で、沿線以外からが 35.7％使うということで表現を変えました。８−

１６を見てください。８−１６に、新しく表が、８−６という表をいれています。そうは言

っても沿線外の方がどれくらい利用するかということが解らないと試算ができませんので、

ここでもう一度、沿線外利用者の割合というのを、100％に対したらどうなるかというふう
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に割返して、55.5％というものを、もう一度ここに持ってきています。前のものは、一足

飛びに 55.5％となっていましたが、それを解りやすくするために表を一つ加えたわけです

けれども、数学的な話になりまして、解りづらいんですけれども、このような計算式で求

めているということです。結果的には８−１８ということで、もう一度計算をしましたとこ

ろ 6,665,772 円かかるという想定がでております。前回よりも 60万円ほど増えております

が、計算をし直した結果、これが正式な想定数値であるということで、新しい宮バスをや

りましたらこれくらいのお金がかかるということであります。８−１９につきましては、期

待値のところに、生活のしやすさというふうに注釈を入れて、８−２２では期待値とはなん

ぞやということで、四角の中で期待値の説明をしております。それから、参考の 1 は、第 3

回目の活性化再生会議の議事録になっています。前回のものは第２回目しかありませんで

したので、第３回目の議事録を載せまして、これで本編を含めまして、資料編で全て、富

士宮市地域公共交通総合連携計画としたいと思います。よろしくご審議願います。

（議長）

はい。事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、みなさんの方からご意

見等ございましたらお願いをいたします。

（藤井敬宏委員）

それでは、意見を含めてお話しをさせていただきますが、今回、修正をかけていただい

て、かなり解りやすくなったなといったことがあるかと思います。また、富士宮は、前回、

前々回の中で発言させていただきましたが、宮タクといったところでは、かなり交通空白

地域を無くすといったところに政策のポイントを置いているというところで、これは富士

宮市の基本的な政策として明確に出ているもので、非常に評価できるものであると思って

おります。その中で、事務局さんと少しお話しさせていただいている中で、まず今回の総

合連携計画といったような中では、まず交通空白を無くすというのが第一次的な内容であ

るかと、その次のプロセスとしては、この計画が遂行中という形になるかと思いますが、

では、各地域からのアクセスといったものに対しては空白地域はゼロというそういう取組

になると。しかし、逆に駅からのイグレス、地域に行きたいといったような交通の部分は、

どうしても宮タクという方式だけでは補完できない。この辺が一つの問題になる。その部

分を、タクシー事業者さんだけの、公共交通のタクシー事業者さんに全面的に依存してい

くのか、あるいは、バス路線との関係で、負担を市の方もしなければいけないという実情

の中で、バス路線の再編といったようなことを前提とした形の中で、どういう形でイグレ

スの交通といったものを負担して、将来的に行くのかといったようなことを、やはり考え

ていかないといけないだろう。と言いますのも、やはり今高齢者のドライバーが大きな問

題を抱えている中で、特に交通管理者等の方から運転免許の返納等が強く出てくるという

時代背景になってくるかと思います。そういった中で、本当に不採算路線のバスを切って
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いって良いのかというと、そうはなってこないと思いますので、公共交通の軸をバスとい

う形で、この連携計画の中でも謳っているような中においては、将来的にバスの再編とい

ったものをどう考えるのか、その中で宮バスといったものをどう組み合わせるか。今回、

宮バスの評価の中に 50％負担といったようなこと、地元対応という形で入れ込まれており

ますが、その辺のコンセンサスをきちんと得るような政策展開をしていかないと、うまく

進みにくいといったような気がします。私も別の市で取り組んでいく中で、事業費をどう

負担するかといったようなことを考えていくと、中心市街地と郊外部ではその辺の温度差

がございます。タクシー事業者さんがエリアとして入っていないところでは迎車扱いでき

ていただくといった時には、かなりプラスの費用がかかるわけですが、そのプラス費用分

くらいは各世帯でも担保できそうだといったような、別の調査ですが、そういった事例も

ございます。そうすると、この 50％の負担といったものが、逆に、そのエリアにタクシー

事業者さんが来る迎車分に見合うものを各世帯でどう分担したらどれくらいの総額になる

かといったような形で組み込んでみるとか、色々な見方を加えて、半分は市の負担、半分

は地域といった割り切りで良いのかどうか、その辺も含めて、将来的にご検討いただくと

良いかなといった気がします。まず、税金で行っている事業ですから、全面的に行政側が

負担しなければいけない、こういう時代ではございませんので、やはり利用者が負担しな

ければいけない。特に公共交通の場合には、利用する人がいない限り公共交通として足に

なりません。利用するような仕組みを作ってあげないと、公共交通が活きてこないという

ことになりますので、そういった面で、地元の負担相当分を、地域の方々にとってニーズ

にあったものとしてどう捉えるかといったようなことを、今後検討していただければあり

がたいなという気がいたします。それと、今回明確にということで、ＰＤＣＡといったと

ころの中で、前回目標値のところを具体的にといったところをお話しさせていただいたの

でこのような形で出ていただいたと思いますが、その中で、この目標値は総合連携計画と

いった中で、事前に検討しているものではありますけれども、これをクリアすれば良いと

いうものではないということが一つございます。これに達しなかった場合にどういうアプ

ローチをとるのか。やはりそれを全体計画の中で、チェックの段階と具体的な計画の見直

しのところで、どういう事業体の中でそれを組み込んで考えるのかといったようなことも、

この計画に載せるどうこうということではなく、担当されている事務局の中で、系統立っ

て運用できるような仕組みにしていただければと思います。あともう 1 点ですが、利用者

アンケートのところで、５−８といったところなんですが、バスの利用の満足度といったと

ころで、宮バス等においてはかなり運行ルート、停留所の満足度が高いといった中で、民

間バス事業者さんに関して、運行頻度、始発については不満が多いといったところがござ

います。その中で、この実態が改善できるような取組といいますか、こういった声がある

といったことに対して、それをどういう形でアクションという形で改善する動きがあるの

か、そういったことをやられているようなことがあれば、お聞かせいただきたい。
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（議長）

ありがとうございました。

（土屋忠男委員）

アンケートの結果で、先般富士市の方でも公共交通活性化計画で、私も静岡バスの方へ

赴任してきて１年になるところで、この地域の乗合バスの利用実態を見させていただいた

中で、我々バス事業者が努力しなければいけない部分がある。利用実態と、バスの乗り継

ぎですとか、ＪＲの乗り継ぎですとか、場合によっては駅のところに行き先案内ですとか、

ホームページ等でバスの利用しやすさのページがありますので、この辺については、バス

のダイヤの見直しを進めているところでございます。先ほどお話しをさせていただきまし

た利用実態は厳しい状況があるということでございますので、今とりあえず進めている部

分については、バスの運行本数の中で、昼間の待機時間の中で、利用しやすいところにつ

いては運行本数を増やす必要があるのではないかということを検討し、22 年度については

そこにしっかり取り組んでいきながら、もうちょっと利用実態の見直ししなければいけな

いと考えています。このアンケートについては、もう一度持ち帰って、乗務員の意見を聞

くなど、会社として対応できるところは対応していかないと、公共交通といってあぐらを

かいているところではないので、しっかり取り組ませていただくために、担当の方に指示

を出してやっているところであります。

[説明]（事務局）

今、藤井委員の方から言われました１と２のところについて、事務局の考え方を補足し

ます。資料４−３のところで、今先生の方から指摘されました宮タクの、地域から中心へ、

中心から地域へという部分がかけていることは解っています。その中で、いかにして事業

者さんのやる部分と、市が宮タクとして対応しなければならない部分を分けていくかを考

えています。今言われているところの一番の問題は、空白地域になってしまったといわれ

ている、最初に先行的にやりました宮タクの山本、安居山、山宮ですか。そこのところに

関しては、今の形は基本的には良いですが、逆方向への移動が出来ないことに対する議論

は常に行われています。ゆくゆくは、その部分に関しては、まちの中の人がその地域に対

しては、何らかの補完をしないと、一方通行でおかしいということを考えています。それ

が、実際問題として、宮タクの部分と、宮バスを入れた場合でも、必ず相関関係があって、

絶対的な数字の中で、マイナス方向にお互い引っ張ってはまずいということで、具体的に

言えないんですが、形としては、事業者さんがやっているバスと、高齢者対応のための便

数が少ないけど宮タクという組み合わせの中で、相互に良い部分を組み合わせながらやっ

ていかないと完璧な形にはならないと思っています。具体的に、空白になった３地域につ

いて、宮タクの実績状況を見ながら、どのくらいの需要があり、どのような形で展開して

いくかということは検討中であります。先ほど、50％という数字がありましたが、今回新
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しいエリアを広げる考え方といたしまして、ある地域からまちへ来るのに、4人乗ったら基

本的に宮タクの料金がトントンになるというくらいの設定をしております。常に 4 人で 1

台ですから、常に満席ということはあり得ませんが、そのうちの少なくとも半分くらいは

乗ってほしいという、地域のオーナー制度とか、地域の定期券で、確実に支えてくれる部

分として 50 という数字を、一見見ると高いんですが、そういうふうな考え方を持っており

ます。それと同時に、この中で大事なのは、数字だけ良ければ良いかという問題と、もう

一つ満足度、満足度というのは難しいと考えていますが、最終的にはどういう目的でそこ

に公共交通の仕組みを入れていくかという原点に帰った中での満足度ということになるの

だろうと、満足度の難しさもありますが、地域の人たちが本当に必要としているものを行

政として、税金を使ってでもやるというふうに、最終的には満足の原点があるのではない

かと考えています。まだ具体的に、その部分に関しては、今後広げていく部分と、今現在 3

地域でやっている人たちのところに、意識調査をした中で、次に繋げていきたいと考えて

います。以上です。

（藤井敬宏委員）

ありがとうございました。今お話しを伺って、かなり実績があるところをうまく使って、

次には反映するということが良く解りました。一つお願いとしてですが、先ほどバス路線

のところでＡＢＣとか、そういった形で見やすくするという形で表現されていたかと思い

ますが、３−２ですかね、不採算路線という問題もございました。交通会議の中で承認とい

う意見もございましたが、是非事務局としても、市の全体の都市の発展を考えた時に、事

業費が赤字だからここは廃止する、或いは赤字でも継続する。どちらかというとバス事業

者さんの採算云々と行ったこともありますが、市として残すべきところはどこなのかとか、

そういった時にバスにどういう役割を担わせるのか、担ってもらうのかといったようなこ

とをですね、主要な機能といったようなことが今回ＡＢＣで表現されていますけれども、

これが具体的に市として、中心に向かう動線を公共交通軸で担い、端末の部分の拠点的な

バスターミナルのところから宮タクを組み合わせるとかですね、全体のバスの公共交通の

基軸と宮タクがうまく連動するとか、そういったような将来的なバス再編に向けた中でも、

事務局ベースとして、是非とも市としてこういう方針でバスの計画を立てて欲しいといっ

たようなものを検討していただければありがたいなと思っております。これは、お願いで

ございます。

（事務局）

先生から貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。確かに、富士宮市と

して、芝川町も合併して、これから富士宮市の向かうべき方向ですね。広域的にどういう

まちづくりをしていくのでしょうか。そこに、公共交通のあり方を吟味させて行くという

ことになるバス路線を維持しながら、コミュニティバス的なものとちゃんとリンクしてい
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く考え方をしっかりつくっていかなければならないと思っております。それからもう 1 点

ですが、先生から、地域の負担が 50％、その根拠はしっかりした方が良いよという意見を

いただきました。確かに、地域の負担が 50％ないと宮バスができないねという、大雑把な

話をさせていただいていますが、これから地元に入っていくと、その辺の意見がいろんな

地域から、生の意見が出てくるのではないかと思っています。そもそもその考え方は、軸

となる路線バス、市の骨格をなすような路線バスとは違って、今回は、地域のコミュニテ

ィ的な足ですよ、バスですよということでございますので、なんとか地域の方で地域のコ

ミュニティバスを支えていただきたいという思いで、負担を半々くらいでお願いしたいと

いう思いでございます。ただですね、まだ不足していると思うのは、先ほど先生からもご

指摘ありましたように、地域の方に負担を求めますと、地域の方もお金を出しますと、な

らば、地域の方も意見をちゃんと言っていただけるようなシステムと言いますか、お金を

出していただいた以上、口も出していただくとか、その運営、運行にも行政と一緒になっ

て作り上げていくというか、地域のバスを育てていくというような、そういった仕組み、

システムを作っていけば、利用者も増えるのかなと思いますので、より地域に密着したよ

うな運行の形態といいますか、そんなことも含めて地域の方と話し合いながら負担をお願

いしていくと、そんなふうに考えていきたいなと考えております。以上です。

（議長）

その他いかがでしょうか。宜しいでしょうか。それではですね、意見もないようでござ

いますので、お諮りをいたします。富士宮市地域公共交通総合連携計画につきましては、

原案どおり承認することでご異議ございませんか。

（一同）

異議なし

（議長）

ご異議がございませんので、原案どおり承認をいたします。

第 2 回の活性化再生会議から本日に至るまでの間、長期にわたりご審議、ご検討をいた

だきました。そのことに関しまして、心より感謝を申し上げます。ありがとうございまし

た。

次に、（２）連携計画の具体的な取組について、事務局に説明を求めます。

（事務局）

はい。今、連携計画が策定されたわけですけれども、これをいかにして実際の運行に繋

げていくかということが次の段階の内容となります。うちの方で実施計画をつくるという

ことになるわけですけれども、（２）で、これから地域の中に入っていって、こういう説明
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をしていく中で、具体的な宮バスであるとか、宮タクの運行をしていきたいということを

お諮りいたします。この内容が平成 22年、23 年度から試験運行というような形に繋がって

いくように考えています。まず、最初の誰もが利用できる公共交通網の充実、これは本編

の 5 本柱の 1 番で、そこの考え方ですけれども、富士急静岡バスに対する補助金として、

平成 21 年度の補助金並みの補助を継続して行うというふうな、具体的な考え方を示してい

ます。それから、山交タウンコーチつきましては、22 年度はこれ以下での補助を行うと微

妙な表現なんですけれども、今まで山交タウンコーチにつきましては距離按分で、旧富士

川町と富士宮分の距離で按分をしておりましたけれども、富士川町の方の利用が多かった

ということで、富士市との協議で利用者按分に切り替えました。従いまして、富士宮市の

補助金は 300 万円を下回るわけですけれども、総合的には補助金の額は変わりませんから、

21 年度並みの運行が期待できるということで、民間路線バスの維持をしていきたいと思い

ます。次に、（２）宮バスの新路線の考え方ですけれども、先ほどの連携計画では具体的に

はお示ししておりません。この中で具体的にご提案させていただくのは、宮バスの北循環、

シャトル、南循環、東循環でございます。ここに書いてある起点・終点をもちまして、料

金は 200 円、1 日 6 回で、日曜祝祭日は運休というような形をとりたいと思っております。

運行時間は、9:10 から 16:00，15:00 といったところで、一日ぐるぐる回るというような宮

バスの体型になります。なお、今回新しい路線ができて、既存の宮バスとの乗り継ぎとい

うこともございます。例えば東循環で小泉の方が駅まで来て、宮バスに乗り換えて指出医

院に行くと言う場合には、通常 200 円払うところを、乗り継ぎ券を持っていると 100 円で

乗り継げるということで、小泉から指出医院まで 300 円で行けるということですね。万が

一シャトル便を使って北循環に行って、北循環から総合福祉会館の方に行きたいという方

は、それぞれ 100 円ずつ乗り継ぎ券を出しまして、400 円で行けるというようなことも考え

ております。具体的な運行ルートについてお示しします。資料 5 をご覧ください。こちら

に路線網図が書いてありますが、まず最初に北循環です。総合福祉会館を経由しまして、

固有名詞を入れながら説明しますけれども、テニスコートがありましたところをですね、

斜めに入って行きまして、南富士病院の南側の通りに出ます。それを 139 号線の方に向か

いまして、ボーリング場の角の信号機を左に曲がります。それから、スポーツ公園のある

ところの信号機、山崎パンのところの信号機ですが、そこを左に曲がってプールの前まで

行きます。その後は、スポーツ公園とプールの間を北上いたしまして、ＪＡの葬祭場のあ

る前を通りまして、もう一度スポーツ公園の体育館の西側に出てきます。その後は外神の

ところに入りまして、「うみゃーな」という農民市場みたいなものがありますが、その前を

通りまして、外神の和田から市川材木店の方へ抜け、それから西高校の方へと向かって一

周回ってくるというのが北循環のルートです。北循環にそのまま乗っていきますと、街中

シャトル、シャトル便に繋がります。これは、総合福祉会館から駅まで行く路線ですけれ

ども、現状の宮バスが 1 週 2 時間かかります。ですから、直接駅まで行きたいという方に

とっては、非常に遠回りするという批判がございまして、今回このシャトル便というもの
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を考えています。福祉会館から 414 号線旧大槻線を通りまして、弓沢線から中原線に入る

ということで、基本的には直線的に駅まで結ぶということです。その間にバス停をいくつ

か置くわけですけれども、富士急静岡バスの運行ルートにつきましてはバス停は置かない

ようにしたいということで、競合は基本的には避けたいというふうに考えております。現

状の宮バスは、中心市街地を円で回りますから、本当の中心市街地にはバスが行っていな

いという実情がございます。今回このシャトルを入れることによりまして、信用金庫の本

店の横を通るわけですので、一番の中心の中を縦断するというような計画もございますの

で、これをうまく活用すると、北循環から駅の方まで抜けられるということで、街中シャ

トルというものを考えております。次のページはですね、東循環です。これは富士宮駅の

南口が起点になりまして、市立病院南側からやまと跨線橋を越えまして、富士宮自動車学

校の前を通り、宝珍楼のところを北上し、市役所に入ります。それからその後は、西小泉

町から富士根南公民館を通りまして阿南胃腸外科の方ですかね、西富士道路の終点のとこ

ろの信号機そこまで登ります。バイパスを通って南中の下の信号機から北上し、大岩の方

へ抜けます。大岩のデニーズから上小泉の方に下がって参りまして、三室の方から阿幸地

へ抜け、阿幸地からもう一度日の出区の方へと戻ってくるというのが東循環のコースです。

次は南循環です。今の東循環をぐるっと回っていきますと、今度はそのまま南循環になっ

てしまいますが、1 台のバスが運行するとご理解ください。南循環は、ジャスコに入りまし

てその後神田川町から西公民館のところを通りまして三中の方に行きます。三中のところ

から由比線の方へ向かいまして、由比線を横断しまして大宮富士線黒田の方に行きます。

レストラン佐野という信号機がございますけれども、そこを左に曲がりまして、田中町、

新しくできた道路ですけれども、ファミリーマートのところを曲がっていきまして、共和

木材のところの信号機を右に曲がって駅の南に戻るというコースです。次に、これに関し

ます時刻表があります。資料 6 をご覧ください。最初に申し上げました通り、この北循環

とシャトルは同じバスが走りますので、始発が南口になります。始発と書いてある①9 時発

に乗っていきますと、総合福祉会館に 9:10 に着きまして、その後、Ａバス停に 9:17、順に

Ｂバス停、Ｃバス停と回りまして、実際にはもっとバス停の数が多いです。これは、案と

してこのように回るという意味合いですので３つしかありませんが、もっとたくさん置き

ます。総合福祉会館に戻りまして、その後また駅に戻ります。そうしますと、①便の駅へ

の到着が 9:55 ということで、約 1時間かかるということで、全部で６便が走るようになり

ます。このようにですね、北循環とシャトル便がぐるぐるぐるぐる回るというような計画

です。それから、裏面をご覧ください。次が東循環と南循環の関連ですけれども、これも

南口を出まして、①9:00 始発ですね。ＡＤＢＣと回りまして、駅に戻ってそこから南循環

になります。南循環のＤＥ回りまして、①の到着が 9:55 に到着します。そうしますと、そ

の後は逆回りになりまして、外回り発の②の 10:10 になります。今度は、ＥＤ駅、それか

らＣＢＡという形で、逆コースを回ってくるということです。同じ方向だけを回っていま

すと、近い距離の場合、すごく遠回りになるということで、うまく乗り合わせをすれば、
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今度は反対便に乗ると、例えばＢからＣへ移動したい人がＢに戻ろうとした時、同じ周り

ですとぐるっと回ってまたＡからＢという形で回らなければなりません。ところが、逆便

であればＣからＢへ戻るバスに乗れますので、このような運行形態を考えております。こ

のような路線に対しまして、時刻表を考えました。なお、運行予定開始時期ですが、平成

23 年 10 月 1 日ということを上げています。⑤地域支援の方策ですけれども、これも再三ご

説明申し上げましていますけれども、年間フリーパスの地域購入ということで、１世帯の

方にフリーパスを購入していただきたいと、これは世帯の方、おじいちゃん、おばあちゃ

ん、誰が使っても良いですということです。その代わり、２人で利用する場合には一人の

方は現金になりますけれども、使い回しも世帯内であれば可能であるというものを購入し

てもらいたい。これを幾らにするかというのが問題ではあるんですけれども、仮に、3 つの

地域でですね、かなりの世帯数がございます。沿線だけでも 5,000 世帯近くあるわけです

けれども、そのうちの 1,000 世帯の方が 5,000 円で買ってもらいますと、500 万円集まる。

そういうふうに考えていきますと、金額の設定と、どれだけの方が利用していただけるの

かということで、地域支援の具体的な金額が決まってくると思います。また、病院とか集

客施設が多ければ、一つのオーナーさんが 10 万、20 万ということで、もし 10 社の実績を

見れば、20 万で 10社、200 万がオーナーさんで集まってしまうので、かなりの金額がオー

ナーで集まります。残りの部分を地域で負担するという、色々な考え方がありますので、

こういったものを踏まえまして、50％を賄えるような地域支援をいただきたいということ

で、これから地域の方へ話をしていきたいと思います。目標値につきましては、先ほど連

携計画の中で計算式を出しましたが、前回はこの具体的な新しい宮バスの路線を先ほどの

計算式に入れますと、北とシャトル便で 3.5 人、東と南で 5.2 人というのが目標となりま

すが、これは年度スケジュールから見た目標値ですので、実際の 50％の地域の負担という

ことになりますと、これを遙かに上回る利用があるものと思われます。なお、これにつき

ましては、国庫補助の対象ということで、補助金をいただくということで、手続きを進め

たいと考えています。次が、３ページをご覧ください。宮タクの話になりますけれども、

宮タクにつきましては、別紙７をご覧ください。これも再三見てもらっている地図ですけ

れども、このような形で宮タクのエリアを拡大いたします。まず、一番大きな違いといた

しましては、※にもありますが、宮バスのルート沿線は除外するということで、今中心市

街地でもっとも交通の便の良い宮バスもあり、路線バスもありという便利なところは除き

まして、それ以外の地域は全て宮タクを入れるという考え方です。ただし、運行につきま

しては、年末年始土日祝祭日を除く毎日ということで、さらに※にあるように、バス路線

が運行しているところについては週三日とするということです。毎日運行する必要はどう

かということの中で、病院に行く方も週三日をうまく選んで通院していただければ可能か

と考えております。運行回数につきましては、路線バスのある地域は一日３便で、お出か

け便が２便、帰り便が１便ということです。路線バスのない地域は現在５便ですので、行

き２便、帰り３便という状況です。なお、ご存じの通り５人以上になった場合には、増発
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便が出るという考え方を持っています。４の乗車賃ですけれども、エリアごとに乗車賃を

示しました。山本３町内、貫戸区、高原区とあるわけですけれども、こちらが 500 円です。

現行は、300 円のところが一部入っていますが、値上げになっています。連携計画の中の調

査でもご覧の通り、宮タクの料金に対しての意見を聞いたところ、非常に安いという意見

が多かったです。一運行当たり 500 円くらいとってもらっても良いですよという回答が多

く、中には 300 円でタクシーに家まで迎えに来てもらって目的地まで行くのは安すぎると

いう声もありまして、今回、一運行に係る経費を 4 人で乗ったら賄える位の金額に設定し

たいということです。ですから、500 円の運賃のところは、4人乗ると 2,000 円集まります。

そうしますと、2,000 円あれば一運行賄えるということを考えますと、健全な運行になる、

持続可能な運行になるということで、値上げを考えております。なお、括弧書きはバス料

金ですので、以前はバス料金並みということにしておりましたので、かなり安い設定でし

たけれども、やはり今後のバス事業との関係を考えますと、あまり安い料金で運行するの

はというところもあります。従いまして、サービスの水準にあった適切な料金設定が必要

という中で、このような料金体系で考えています。同じような考え方で、南部エリア、安

居山エリアということで、料金改定を含めて、運賃の設定をいたしております。４ページ

をご覧ください。上野エリア、北山エリア、この辺は同じ考え方を持っています。4 人乗っ

たら一運行当たりの経費が賄える料金ということで、毎回４人乗ってくれれば市の委託料

が発生しないわけですので、そんなようなことであります。ただし違うのは、北部エリア

です。北部は、エリア内だけでも南北に 20㎞近くあるという中で、非常に広大な面積があ

りますので、乗ったところから出張所でなければ降りられないということになりますと、

非常に使い勝手の悪い乗り物になってしまいますので、これはあくまでも想定ですけれど

も、根原、富士丘、麓地域から仮に猪之頭地域で降りた場合 500 円、内野まで行った場合

には 800 円、上井出まで降りてきた場合には 900 円と、段階的な料金設定にしたいという

ふうに考えております。それから同じように、猪之頭、人穴地域の方が内野に行った場合

には 500 円、上井出に行った場合には 600 円というふうなことで、また特にここが違うの

は、佐折、原、半野、芝山いう地域がありますが、白糸の滝の周辺にまとまっている地域

でございまして、基本的に宮タクというのは、目標方向に、一定の方向にしか進まないと

いうルールがありますが、この地域が混在をしている都合、同じ方向だけでは量が足りな

いということがありまして、この地域内はどこからどこへ行っても 400 円で行くと。です

から、上井出の方がフジヤマ病院に行くというのもあるかと思います。今までは、上井出の

方が北上するという考え方はありませんでしたけれども、このエリア内については、利便

性を高めるということで考えています。なお、北部エリアにつきましては、フィーダー状

のデマンド交通というふうに考えていますから、ここまでしか行きません。ここから先は、

富士急のバスに乗って駅まで出てもらうというような考えを持っております。次の目標値

の設定ですが、これは先ほどご審議いただきました連携計画の目標値をそのままもってき

ました。それから宮タクの早見表ですが、資料の 8 になっています。色分けされている資
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料ですけれども、同じ色のところが同じエリアとお考えください。若干赤のエリアが多く

なっておりますけれども、タクシー会社の車の台数等を含めましてばらつきがありますけ

れども、これはタクシー協会の方に話をして、割り振っていただいて、このような形で考

えております。これが早見表です。こちらにつきましては、国庫補助を受けずに県補助で

本運行を目指したいということでございます。宮タクは地域に必要最小限の交通の足です

が、これは積極的に市の方でもって進めて行きます。宮バスにつきましては、地域の実情、

地域の要望、地域のまとまりによって、これから広げていく可能性があるということで、

考え方が基本的に違うので、補助金の取り方も若干変えております。それから５ページの

３、４、５ですけれども、これは国庫補助対象ではありますけれども、バス停オーナーの

ＰＲであるとか、チラシの作成、観光マップ、ダイヤ作成、こういったものを国庫補助を

受けながらＰＲをしていきたいと、利用促進の事業であります。それから５番に行きます

と、公共交通のイベントの開催、モビリティマネジメントといったものを平成 22 年度から

順次行って利用促進を図りたいということであります。このような計画を地域に持ちまし

て、具体的に今後進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（議長）

はい。事務局からの説明が終わりました。ただ今説明いたした件につきまして、みなさ

んの方からご意見がございましたら、お願いいたします。

（米山政司委員）

料金の件で確認をさせていただきますが、例えば今回料金、私山本エリアを担当してお

りますけれども、身障者割引、子供割引については、今までと同じ割合ということで宜し

いでしょうか。

（事務局）

割引はそのまま、半額ということでお願いしたいというふうに考えております。

（議長）

その他いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、ご意見もないようでございますので、お諮りいたします。

連携計画の具体的な取組につきましては、原案どおり承認することでご異議ございませ

んか。

（一同）

異議なし
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（議長）

ご異議がございませんので、原案どおり承認をいたします。

事務局は、地域と十分な話し合いをもって、住民の皆様が使いやすいシステムを構築し

てください。

次に、（３）芝川町地域公共交通総合連携計画について、事務局に説明を求めます。

［説明］（事務局）

それでは６ページからをご覧ください。本日の活性化再生会議、新たに４人の委員をお

迎えいたしまして開催しているわけです。この目的といたしましては、芝川町の連携計画

をどうするかということが最大のテーマでございます。そういう中で６ページ以降の資料

は、国土交通省の補助金の認定申請の際の様式とまったく同じものを使っております。こ

れは、芝川町の連携計画が国庫補助がもらえるかどうかということが決まったわけではご

ざいませんけれども、受けられるだけの組織体制を今整えたところです。ですから、事務

局といたしましては、受けられるべく粛々とこの事業を進めていくという責任がございま

す。ということで、今からご審議いたしたいと思いますけれども、まず１．当該地域の公

共交通の状況の問題点というところを国の方に訴えかけていきたいと思いますけれども、

まず最初に路線バスの実態ですが、芝川町にはバス路線が１路線三沢線を走っているバス

路線があるわけですけれども、柚野地域と富士宮市を結ぶ広域路線ということで、通勤通

学の方が多く利用されているということです。このバス路線は国庫補助を受けているわけ

ですけれども、国庫補助だけでは、やはり運行は厳しいということで、国庫補助を受けた

残りの赤字についても、実は今富士宮市と芝川町が補助金を出して、さらに維持している

という実態がございます。ただ平成 21 年度の補助金の額は、1 路線に対して 200 万円を超

える試算となっています。今後、この補助金が払えるのかという問題が出てきております。

補助制度を維持して行けるかどうかという大きな課題を抱えていますということを国の方

に申し述べたいと思います。また、２としまして、町営バスの実態ですけれども、芝川バ

スは平成３年度から廃止代替バスという形で、民間バス事業者が抜けたところを町営のバ

スが走っているわけですけれども、現在は３路線を走って、道路運送法の 79 条ということ

で、白ナンバーのマイクロバスを使って運行しているわけです。全ての路線がＪＲ身延線

の新芝川駅に乗り入れているわけですけれども、主には通勤通学というところになります。

平成 20 年度は、欠損額が 1,000 万円を超えるということで、町の財政を圧迫していますと

いう実態です。やはりこれは、効果的な交通システムの構築が急務であるというところで

あります。３．交通空白地域の実態ですけれども、基本的には、廃止代替でバス路線が無

くなったところは全て町営バスが走っていますから、新たに空白が広がっている実態はご

ざいません。ただし、元々バスが走っていない地域は潜在的にあるわけです。そういった

ところを解消するという意味では、町民が等しく公共交通のサービスを受けられるシステ

ムを早急に開発する必要があるというところを国の方に訴えかけたいと思います。２とし
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ましては、地域公共交通総合連携計画策定調査の必要性ですが、町営バスにおける将来展

望ということですけれども、ほとんど町営バスが賄っているという公共交通の実態、運行

経費が嵩む一方で、持続可能な交通システムになっていないのではないかということが言

えます。それから、少子高齢化に対する確保ですけれども、少子高齢化に対応したシステ

ムの構築が必要であるという中で、やはりデマンド型のタクシーを採用する場合には、十

分な調査研究が必要である、最も効率の良い運行形態にする必要があるということを考え

ております。次に、３としまして、利用促進に向けた取組ですが、現在富士宮市で行って

いるようなバス停オーナー制度の導入と、地域からの支援が受けられる仕組みというもの

を盛り込んだり、また、イベントや企画運行というものも推進していくことのＰＲ活動が

必要であると考えています。将来の交通計画につきましては、既存の民間バス事業者によ

る路線バスと町営の路線バス、コミュニティバス、デマンド型乗合タクシーをリンクさせ、

町民の安全・安心に繋がる公共交通を整備していきたい。そのためには総合的な公共交通

の連携計画が必要ですと結んでいます。次に８ページをご覧ください。具体的な調査内容

ですけれども、平成 21年度富士宮市が行いました調査内容を基本に考えてみました。芝川

町の基本的な調査、現況交通実態調査、バス利用者のニーズの把握、アンケート調査にな

ります。町民を対象にした公共交通に関する意識調査、これらもアンケート調査になりま

す。新公共交通の可能性調査、総合連携計画の策定というような項目で調査を行います。

９ページをご覧ください。具体的なスケジュールになりますけれども、合併を踏まえてお

りまして、合併協の中でも 22年度は現在の町営バスのスタイルを維持するという形で進め

て行く中で、23 年度に向けてどのようにするかというふうに話してきましたので、23 年度

に新しい、場合によっては運行形態にするということになりますと、22年の 11月には連携

計画が出来上がらないと間に合わなくなるという事情がございます。場合によっては、23

年度予算の策定であるとか、運行事業者の選定であるとか、債務負担行為を行って競争入

札を事前に行うという必要性がありますと、11 月までには完了したいということで、非常

にタイトな、ハードスケジュールになるわけですけれども、このようなスケジュールを考

えています。５．予算計画ですけれども、新公共交通の策定のための委託業務費ですけれ

ども、4,935,000 円ということで、富士宮市の調査が 600 万円くらいでしたので、そういう

意味では割高ですけれども、ある一定の項目を調査するとこのくらいかかってしまうとい

うことで、参考見積を取って、この金額を予算措置しているところでございます。また、

事務費といたしまして 957,000 円、合計で 5,892,000 円、これが実は富士宮市としまして

は、これを補助金として活性化再生会議の方に入れていただきまして、活性化再生会議が

この事業を行うということで手はずを整えている最中でございます。以上が芝川町に係り

ます連携計画の取組日程でございます。

（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、みなさんからご意見等ござい
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ましたらお願いします。

（望月久次委員）

芝川町の望月でございます。ご承知のように芝川町は南北に細長く、一端災害が起きま

すと、孤立するような地域も含まれているようなところでございまして、そんなようなと

ころでございまして、１点目の油野地区に民間バスが運行されているわけでございます。

これが、先ほどの事情の中で運行できないことになると、油野と芝川駅間が非常に長距離

で、子供とかお年寄りが歩き続けられるようなところではないわけです。そういった形も

あります。もう一つは、合併の一年間は現状のままの町営バスの形態で運行していただけ

るということでございますけれども、それから後が非常に高齢者であるとか、障害者であ

るとかの交通弱者に取りましては、先ほど申した地域性もありましてですね、富士宮市の

シャトルバスとかそういった形で便利に運行されているところと違いまして、非常に不安

を感じているわけでございます。従いまして、色々な運行につきましては、調査をしてい

ただけるようでございますけれども、その辺の事情を良く加味していただいて、合併して

みなさんが良かったなと思っていただけるような取組をお願いしたいと、これが私からの

切なる要望でございますので、よろしくお願いいたします。

（議長）

要望でよろしいんですか。

（事務局）

ありがとうございます。まさに今お話しのあったようなことを踏まえてですね、22 年度

は連携計画を策定すると思います。４月から具体的な計画に入って行くわけですけれども、

その中でそういったご意見をいただきながら、みなさんで詰めていきたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

（望月久次委員）

よろしくお願いいたします。

（議長）

その他いかがでしょうか。

（事務局）

実はですね、事務局の方に、芝川町の校長会の代表者の方が委員になっていますが、欠

席されるということで、事前にＦＡＸをいただきまして、理解してもらいたいところがあ

るということがありましたので、紹介させていただきます。芝川町小中学校の児童生徒は、
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町営バスの利用に頼っているということの中で、実態がどうなっているか理解してもらい

たいという主旨でございました。現在の芝川町では遠距離通学をする児童生徒が町営バス

を利用しています。人数につきましては、芝川中が５人、芝富小が 35 人ということで、40

人ものお子さんがバス通学をしているということです。来年度以降はこの数は変わらない

ということで、引き続きこのような利用実態があるという中で、町営バスを維持してもら

いたいというお話しでした。仮に町営バスが廃止になった場合の問題点としましては、児

童生徒の安全面が心配である。また、徒歩になった場合には不審者等の問題が出てくると

いう中で、バスが必要ですということです。それから、通学距離が４㎞以上あるため、低

学年の小学生にとっては肉体的にも厳しいということで、単なる危険というだけではなく、

そういったことを考えても、やはりバスが欲しい。また、交通環境が悪いということで、

非常にダンプカーが多いというお話しですね。そういう中では、不審者による危険という

よりも、交通事故による危険もあるという中で、是非町営バスの存続を考えていただきた

いという意見をいただいています。もちろんこういったことを踏まえながら、町営バスが

良いのか、町営バスに変わる新しい仕組みのバスがあるのか、そういったことをこの協議

会の中で検討していきたいと思っております。以上、報告させていただきます。

（議長）

その他いかがでしょうか。宜しいでしょうか。それではですね、お諮りをしたいと思い

ます。

以上のことを踏まえてこれからの計画を進めさせていただきますけれども、芝川町の地

域公共交通総合連携計画については、原案どおり承認することでご異議ございませんか。

（一同）

異議なし。

（議長）

ご異議がないということでございますので、原案どおり承認をいたします。

次に、（４）平成 22年度宮バスのダイヤ改正について、事務局に説明を求めます。

［説明］（事務局）

9 ページをご覧ください。22 年度宮バスのダイヤ改正というところですが、資料の 9 を

ご覧ください。Ａ４の一枚の表です。時刻表が書かれているものです。まず、主な点をご

説明いたします。一番上の括弧書きの※ですけれども、土日祝祭日は１便と８便を運休し

ますということで、これは大きな変更になります。今一日８便で 16便毎日回ってますとい

うことが謳い文句だったわけですけれども、来年度からは土日は朝と夕方の８便がなくな

ります。これにつきましては、事務局の方で色々調査をした結果平日に比べますと土日の
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利用者の数が少ないという実態がございます。基本的な事業者さんが大きな赤字を抱えて

しまっているということの中で、どうしても運行回数、運行キロ数が伸びると赤字が増え

るというのが、そういったバス事業の体質でございますので、少しでも運行キロ数を減ら

す必要があるという中で、やむを得ず１便と８便は運休と考えています。次がですね、真

ん中のところに、総合福祉会館での時間調整になりますということで、３便と８便は福祉

会館止まりですと書かれてあります。実は、３便が終わった後に運転手さんが１時間の休

憩を取るものですから、３便は福祉会館止まりになるわけですね。今までは、外回りも３

便のあたりで休憩を取っていましたが、一斉に内回りと外回りが同じ時間で取ると、まっ

たく走らない時間帯が出てしまいます。21年度に、「現在の形に切り替えたら不便になった」

という声がございまして、結果的に４便を福祉会館止まりにして、その後食事休憩を取っ

てもらって、どちらか一台は必ず走っているという運行形態を取るというところが変更し

ております。次が、20 年度から 21年度に入るにあたりまして、なるべく朝夕の時間帯を延

ばして、幅広いユーザーの利用をというふうに考えたわけですけれども、結果的にですね、

朝を早くしたことによって、そんな早いバスでは乗りづらいという意見の方が多くなって

しまいました。また、夕方の遅い時間にしたら、もっと早時間帯の方が良かったという声

もありまして、どっちもどっちなのかもしれませんが、結果的にはですね、運転手さんな

んかの意見を聞いてみますと、今まで使いやすかったものが使いづらくなったということ

がございまして、時間帯を少し縮めました。従いまして、内回りの出発が現在 7:30 ですけ

れども、10分遅らせて 7:40 発にしました。休憩時間を少しずつ短くしていって、最終便の

到着時間を一番遅くても 18:10 には戻ってくるという形で、30 分以上最終便の到着時間を

短くしています。運行計画の中にも、運転手の人件費という問題もございまして、拘束時

間が長くなれば委託料の方もかかってくるということになりますので、効率的な運行、利

用者が利用しやすい時間帯ということで、このようなダイヤ改正になります。以上３点を

含めまして、22 年度４月からこのような時刻表で宮バスを運行したいと考えます。よろし

くお願いします。

（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、何かご質問等がございました

らお願いいたします。

よろしいですか。それでは質疑等がないようですので、お諮りいたします。

平成 22 年度宮バスのダイヤ改正につきましては、議案どおり承認することでご異議ござ

いませんか。

（一同）

異議なし。
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（議長）

ご異議がございませんので、原案どおり承認をいたします。

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するご意見ご要望等、

委員のみなさんから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。よろしいですか。

それでは、以上をもちまして、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、事務局にお願いをいたします。

（司会）

皆様、長時間にわたり議論いただきまして、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いたします。平成 22 年度第１回地域公共交通活性化再生

会議は、４月９日(金)710 会議室を予定しております。

お忙しい中恐縮ですが、出席の方よろしくお願いいたします。

以上をもちまして平成 21年度第４回富士宮市芝川町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。


