
富士宮市地域公共交通活性化再生会議議事録 

（平成２２年度第１回） 

 

 

 

 

《第１回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成２２年４月９日（金） １３：００～１５：３０ 

○会場  富士宮市役所 ７階 ７１０会議室 

○出席者 

委員 ２０人（芦澤英治会長・土屋忠男委員・平野洋一委員・佐野智昭委

員・米山政司委員・勝亦健委委員・野村晏弘委員・清利夫

委員・望月久次委員・土屋善江委員・齊藤吉久委員・望月

利浩委員・藤井敬宏委員・深谷克巳委員・宮本隆博委員・（代

理：渡邉義正交通規制係長）・塚本高士委員（代理：笹木一

則主査）・増島康行委員（代理：岩辺路由主査）・西川泰正

委員（代理：鈴木克巳技監）・高山あさ江委員・遠藤麗子委

員） 

 

  事務局 １１人（都市整備部長・都市計画課長・都市計画課海野主幹・高

野係長・佐野主査・木下事務員・企画経営課手島課長・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・商工観光課佐野商業係長） 

 

  

合計：３１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。

定刻よりも若干早めでございますが、ただいまから平成２２年度第１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。進行を務めます都市計画課

交通政策係の佐野新太郎と申します。よろしくお願いいたします。 
本日の会議は、協議事項４件、報告事項３件を予定しております。よろしく

お願いいたします。 
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会議に入る前に、新たに委員になられた方がいらっしゃいますので、ご紹介

いたします。富士宮市校長会の代表者として、富士宮市立柚野小学校校長 齊

藤吉久様、中部運輸局静岡運輸支部長が指名する者として中部運輸局静岡運輸

支局 主席運輸企画専門官深谷克巳 様、富士宮市の国道を管理するものとし

て国土交通省静岡国道事務局調査課長 伏木章尋 様、なお、伏木様は本日、

他の職務があり欠席されております。 
新しい会長としまして、富士宮市副市長 芦澤英治です。 
次に新任の事務局員の紹介をします。都市計画課主幹 海野智之です。 
続きまして、人事異動に伴う富士宮市生活交通確保対策検討会の新任委員を

紹介します。 
企画経営課長 手島大輔です。商工観光課長 遠藤祐司です。なお、商工観

光課長の遠藤は他の職務で欠席のため、商業係長の佐野宏幸が本日は代理出席

しております。その他委員につきましては、お手元の資料でご確認ください。

なお、県交通政策課塚本様は本日ご欠席の為、笹木一則様に代理で出席いただ

いておりますこととご報告申し上げます。 
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、会議の開催用件に、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

２０人であることから、過半数に達しておりますので本日の会議が成立してい

ることをご報告いたします。 
それでは、次第に従いまして議事に移りたいと思います。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、芦澤会長に議事の進行をお願いい

たします。 
 

（議長） 

規約の規定に基づきまして、議長を務めます。議事がスムーズに進行できま

すよう、皆様方のご協力をお願い申し上げます。それでは議事の進行に入る前

に一言私の方からご挨拶申し上げます。先ほど新任役員の紹介のあった折ご挨

拶した通りこの４月１日から太田前副市長の後任として任官いたしました芦澤

英治と申します、どうぞよろしくお願いいたします。 
申すまでもなくこの会議は非常に重要な役割を持っておりまして、特に市民

生活・公共交通の観点での利便性の増進を図る、また、合併を成し遂げた後の

芝川地域を含む新富士宮市の地域・公共・交通の相互的な計画を作るという任

務を負っているわけです。この会議で皆さんにご審議を頂き、お決め頂いたこ

とが、これからの富士宮市の公共交通のあり方の一番中心になる計画でござい
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ます。そういう意味では、それぞれの各団体関係者の皆さんに大変お忙しい中

で委員として参加頂きましたけれども、これからの新富士宮市の公共交通をき

ちっと確保するためによろしくお願い申し上げたいと思います。それでは議事

に入ります。座って失礼します。 

まず初めに第１号議案 平成２２年度事業計画案及び第２号議案 平成22年
度予算案について、関連がありますので一括して議題といたします。事務局か

ら説明をお願いします。 

 

[事務局説明]（都市計画課 高野） 

交通政策係長の高野裕章です。よろしくお願いします。それでは座って説明

させていただきます。一号議案の事業計画に入る前にお手元の資料、富士宮市

と書かれた A４の一枚の補足資料がございますのでそちらの説明から入りたい
と思います。全体像をご理解頂いた上で２２年度の事業計画・予算についてご

質問を頂きたいと思います。富士宮市は、平成１９年度まで地域公共交通につ

きましては民間バス路線の補助事業だけということで行っていましたが、平成

２０年度からは宮バス・宮タクと運行をしております。それらは全てこの活性

化再生会議というところがいろいろと検討・審議しているところでございます。

資料にございます通りまず富士宮市が富士宮市地域公共交通活性化再生会議と

いうものを組織いたしました。この組織は道路運送法に基づく地域公共交通会

議の役割、それから活性化再生法に基づきます法定協議会、この２つの役割を

担っているという風にご理解ください。 
それではこの会議の目的、所掌事務ですけれども、目的につきましては市民

の生活に必要な公共交通の確保と利便性の増進を図ると共に富士宮市地域公共

交通総合連携計画作成と実施ということになります。これはお手元の資料の要

綱にありますのでまたご覧いただきたいと思います。その中に所掌事務がござ

いまして、規約の第３条になりますが大きく５項目がございます。この項目ご

とに内容を説明していきたいと思います。まず第１項ですが、地域の実情に即

した運送対応及び運賃に関することということで、これが今現在行っておりま

す宮バスの運賃であるとか宮タクの料金改定・エリアの設定とか、こういった

ものが全て審議事項に入っております。また、民間バス路線の運行形態の検討

ということも本文に入っています。２項では、市町村有償運送に関すること、

平成２１年度まではなかったんですが、合併をいたしました旧芝川町の町営バ

ス、これが市町村有償運送のバスになります。今後このバスにつきましては、

第２項の方で検討していきます。第３項、連携計画の策定及び変更に関するも

のということで、これが２１年度１年間かけて確定いたしました富士宮市の連

携計画ということになります。②番の、芝川地域公共交通総合連携計画、これ
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はこの後第１号議案でも説明いたしますけれども、旧芝川町におけます連携計

画の策定というところです。第４項が、この連携計画に伴う実施の連絡調整と

いうことで、交通事業者、または道路運送に関わる連絡調整を行う。第５項で

は、連携計画実施に関することということで、①が宮バスの路線拡大であると

か、利用促進事業、こちらもこの後の、第１号議案の方で説明いたします。②

につきましては、エリアの拡大というところも含めまして、これらを市から組

織されたこの委員会で作りまして、それを受けて、市が（図の）長い矢印がご

ざいますけれども、下の四角にいきます。それを受けて、宮バスの運行である

とか宮タクの運行、芝川バス、民間バス路線の補助というような、具体的な事

業になっております。また２番の方では、活性化再生会議が取り組む事業とし

て、宮バス宮タクの実証運行も入ってきます。また、宮バス祭りの実施、体験

乗車、ＰＲ活動といったものを、活性化会議の内容を受けて市が実施するとい

うことになります。このようなことから、非常に重要な会議ということで、皆々

様には一年間よろしくお願いしたいと思います。 
それでは、１号議案につきまして説明いたします。お手元の資料１ページを

ご覧ください。平成２２年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議計画（案）

です。１番は地域公共交通活性化再生総合事業計画、お手元の資料では「変更

事項の承認」になっておりますけれども、これは誤植でございますので「変更

事項」を消してください。第１回目ですので、ここは「承認」ということで、

ご審議いただきたいと思います。まず１番ですが、「国庫補助申請に伴う芝川地

域公共交通連携計画策定事業」でございます。これは１月８日の第４回活性化

会議でお示している内容でございます。 
２ページからをご覧ください。このような書きぶりの資料があって、見覚え

があると思いますけれども、ここの中で変更のあった部分についてご説明いた

します。なお、これは３月１９日に国土交通省の方へと申請している内容と同

じものになっております。１ページの概況と、問題点につきましては、前回ご

承認をいただいたとおりの内容になっております。 
３ページをご覧ください。３ページの（４）、公共交通の利用促進対策という

ところで、利用促進のためのイベントや定期的な企画運行の実証実験と、積極

的なＰＲ活動を行い、公共交通の利用者拡大を図るということを追加させてい

ただきました。また、（６）ですけれども、これが一番主なところでして、なぜ

今芝川町の連携計画をやるのかというところが言われておりますのでご説明申

し上げます。旧市町における公共交通サービスの平準化というところで、芝川

町では平成３年度に民間バス事業者である路線バスが全て廃止され、代替措置

としてＪＲ芝川駅を中心に芝川町内だけ法第７９条による町営バスが運行され

ています。富士宮市は芝川町との合併を目前に控え、当面は、現在の運行形態
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を維持するとしましたが、富士宮市と芝川町では、公共交通のサービス水準が

大きく異なるため合併直後に富士宮市の運行形態に移行すると大変な混乱をき

たしてしまいます。そこで、将来的に富士宮市の運行形態と統合できるような

芝川地域独自の地域公共交通総合連携計画を策定し、旧町民の不安を解消する

と同時に調査事業、計画事業を実施した上で富士宮市の運行形態への統合をス

ムーズに行いたいという旨を追加しております。 
４ページをご覧下さい。ここは調査内容ですけれども、ほとんど変更はござ

いませんが、１点、新公共交通の可能性調査のところで、書きぶりが重複した

書き方になっていたものですから、「・」の３つ目、「・既存路線バスおよび町

営バスの連携について可能性を検討する」ということで、ここは訂正をさせて

頂きました。また５ページのスケジュールですけれども、こちらも下線部の、「芝

川町域における公共交通の課題整理」ということを追加させていただきました。

いずれにいたしましても、４月からこの１１月までには連携計画を策定しなけ

ればいけないという非常にタイトなスケジュールの中でご審議頂くわけですの

でよろしくお願いいたしします。次に６ページをご覧下さい。この調査資料に

かかる予算について予算計画がございます。こちらの計画につきましては、基

本的には交通事業ということを考えておりますので、まず委託業務費用が４９

３万５千円、その他事務局経費といたしまして９５万７千円、合計で５８９万

２千円の事業ということで考えております。ただこの辺につきましてはまだ認

定申請を行っている段階で、この金額が満額出るかどうか、また、認定されな

いという可能性もあります。これは１月８日の会議でもお知らせしましたが、

まずは申請をしてみて、国の方へとなんとかこの可能性を追求するという形で

やっております。４月の中旬～下旬には認定の可否が出るのではないかという

風に考えております。 
続きまして、（２）ですが、富士宮市地域公共交通総合連携計画の事業計画で

す。これは昨年作りました計画に基づく、実際に行う事業になります。平成２

２年度から２４年度までの３ヵ年計画になっております。こちらにつきまして

は、大きな３番の、統合事業計画の、全体事業計画のところでございますが、

この中で目標を設定しております。①誰もが利用できる公共交通網の充実、②

財政負担を抑えた公共交通の仕組みづくり、③公共交通の利用環境の向上、④

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験の実現と

いうような目標を設定いたしまして、８ページ以降具体的なスケジュールを組

まれています。 
８ページをご覧下さい。スケジュールですけれども、最初に連携計画の目玉

でもあります宮バスの拡大です。この実証実験につきましては、２３年の秋、

１０月１日くらいを目標に考えていますので２２年度はこの事業はございませ

 5



ん。次の広報活動及び制度ＰＲにつきましては、３年間ということの中で新聞

誌上によるバス停オーナーの募集であるとかＰＲチラシ・ポスターの作成です。

それから観光ルートなんかを入れました宮バス・宮タクの時刻表を入れたチラ

シの作成、これを３ヵ年実施いたします。また、他施設・他機関との連携した

割引制度の各サービスの実施ですが、今現在商工会議所の方が音頭を取りまし

て、商店街とのコラボレーション事業をやっておりますけれども、なかなか利

用促進が進まないという中で、また新しい企画が無い中で、これらを３年間更

に強化をしていきたいと思っております。また、モビリティマネジメントの一

環としての交通イベントの開催、昨年宮バス宮タク祭りで行いましたけれども、

こちらの事業も、更に内容を充実させてやっていきたいということです。同じ

くモビリティマネジメントといたしまして、宮バスの無料開放、ということで、

お祭りとかイベントの際に、宮バスを無料開放し、多くの方に慣れ親しんでも

らうという形の事業を考えております。 
９ページは３年間の全体予算になっておりますので、３年間の事業総額です

けれども、１５１８万３千円で考えております。これにつきましては、国の補

助金が７５９万１千円、市が７５９万２千円ということで、まあ５０％という

ことを想定しておりますので、このような数字になっておりますけれども、こ

れにつきましてもまた交付決定の段階で査定があれば若干低くなるかなという

状況でございます。 
１０ページをご覧下さい。これが２２年度の具体的な内容ですが、先ほど内

容につきましては説明いたしましたので省略させていただきます。 
１１ページが２２年度の予算ですが、２２年度につきましては、上から順番

に、広報ＰＲ活動が６４万円、市内公共交通観光情報提供６２万円、それから

他施設との企画サービスですが、３０万円、モビリティマネジメントのイベン

ト開催４４万円、無料開放８０万円、合計２８０万円で、５０％の補助金とい

う風なことで想定をしております。 
次に１２ページからは、２３年度、２４年度ですが、同じ内容になっており

ます。またこれにつきましては連携計画の変更承認というものがある中でこの

内容を変えていくことも可能だという風には考えております。現状ではそこま

で煮詰まっておりませんので、当初の連携計画通り２４年度まで行うというこ

とで予算を考えております。以上が第一号議案の説明でございます。関連がご

ざいますので続いて第二号議案の説明に参ります。 
１６ページをご覧下さい。平成２２年度富士宮市地域公共交通活性化再生会

議予算（案）でございます。歳入につきましては、補助金と雑入だけで組んで

おります。補助金の内訳の説明をいたします。富士宮市生活交通確保対策事業

補助金８６９万２千円です。これは富士宮市からの補助金というもので、２２
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年度予算がついておりまして、８６９万獲得をしております。その下に、平成

２２年度地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金、これは頭出しの千円に

なっておりますけれども、これがまだ確定をしておりません。従いましてこの

金額に応じて市の補助金が変わってくるという、ちょっと複雑な会計を取って

おります。というのは、基本的に市の補助金は国補助が貰えなかった場合の補

助ですので、もし国補助が貰えた場合は市の補助金はさっぴくという方式です。

従って戻入という措置を取らせてもらいまして、もし万が一仮に４００万円国

補助をもらった場合には市の補助金は４６９万２千円になるということで、決

算の段階ではこの予算案とだいぶ変わってくる可能性がございますけれども、

いずれにしても両方合わせれば８６９万３千円ということになります。雑入は

頭出しの千円で、合計８６９万４千円を予定しております。 
次に歳出ですけれども、会議費・委員報酬・委員旅費ですが４８万７千円、

事務費４４万８千円、事業費７７３万５千円、この内訳を説明いたします。調

査事業委託というのは、芝川地域の連携計画を策定するための委託料です。こ

れは基本的には１００％補助の分ですので、満額つけばそれをそのまま使える

という風に考えております。下の計画事業委託２８０万円、これは５０％補助

の部分ですので、最大でも１４０万円ということですが、一応事業費としては

満額の２８０万円を用意いたしました。予備費２万４千円を入れまして同額の

８６９万４千円ということになっております。なお、各款項目間の流用を認め

るものといたします。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

[質疑応答・審議]（議長） 

事務局からの説明が終わりました。第１号議案・第２号議案につきましてご

質問等受けたいと思います。ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 

（望月久次委員） 

老人クラブ連合会の望月と言います。ページ数でいきますと５ページに、先

ほどの説明の中に調査の実施機関を決めて利用者の実態調査を行うということ

で、具体的に図形が連ねられておりますが、私どもにとってこの問題は大変重

要であるということで、前回の時にも要望いたしましたけれどもそういった形

で、地域的にも辺鄙な所ですので交通弱者の救済のためにも是非やって頂きた

いと思うのですが、この調査については利用者等にも、あるいは地域の人に対

してＰＲといいますか、こういった内容で調査をする、いつまで調査するとい

うことを通知する必要があると思うんです。そこで、既に宮バスではこういっ

た調査もやられて運行されていると思いますのでそれらの事例も踏まえて、で

きるだけわかりやすくご説明いただければありがたいですがどんな風ですか。 
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（議長） 

事務局、答えてください 
 

 （事務局） 

 それではご説明申し上げます。まず芝川町の基礎調査において、人口のデー

タであるとか年齢であるとか既に持っている資料がございますので、それらを

精査させていただくというのが主な仕事になります。主なものは現状、交通実

態調査というもので、実際に芝川バスに乗り込んで、どんな方が利用している

のか、どういう目的なのかということも調査します。また、抽出になりますけ

れども、芝川地域の住民を対象にしました無作為抽出によるアンケート調査、

そういった基礎データを整えた上で、地域の実情が何を求めているのかという

ことを調べた上で、今度はどのような運行形態が最もいいのかということに入

っていきたいと思います。昨年富士宮市の方でもやりましたので、同じような

内容になりますけれども、これにつきましては予算がつけば専門のコンサルタ

ントの方に委託をして、きっちり調べて頂きたいと考えております。また、地

域説明会の方は当然やる予定でございますので、期間中に２回は各地域に回り

たいと考えております。４つの地域にブロック分けさせていただきまして、そ

のブロックを各地域２回くらいは回りたいという計画に具体的にはなっていま

す。 

 

 （望月久次委員） 

 はい、わかりました。 

 

（議長） 

望月さんよろしいですか。野村さん、続いてどうぞ。 

 

（野村晏弘委員） 

区長会芝川支部長の野村でございます。ただいまですね、４地区を調査する

ということだったんですけれども、具体的にはどこでしょうか。 

 

（事務局） 

４地区につきましては柚野地区、芝富地区、稲子地区、内房地区、この４地

区で大きく分けさせて頂きまして説明会等に入りたいと考えております。 
 

（議長） 

野村さん、よろしいですか。 
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（野村晏弘委員） 

はい。 

 

（議長） 

その他いかがでしょうか。これは２２年度のこれからやる事業計画とその予

算というところでございますけれども、わかりにくいところ等ございましたら

ご質問等なさっていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

それではお諮りいたします。平成２２年度の事業計画案および予算案につき

ましては原案通り承認することでご異議ありませんか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（議長） 

ご異議がございませんでしたので、第１号議案・第２号議案については原案

通り承認されました。 

続きまして、第３号議案 宮タクの新規エリアの設定について議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

[事務局説明]（都市計画課 高野） 

それでは１７ページをご覧下さい。第３号議案 宮タクの新規エリアの設定

についてですけれども、こちらの地図はもう何度も連携計画の中でご覧になっ

た地図だと思います。北部エリアから始めまして北山・上野・山宮・富士根・

山本・南部・安居山の８つのエリアがございます。また、真ん中に赤いエリア

がありますがこれが街中エリアということで、このエリアを結ぶということに

なっております。いよいよ計画をしたものが今年度実施されるということでも

うすぐこの運行の開始を控えております。 
続きまして１８ページをご覧下さい。ただいまお示ししましたエリアの具体

的な内容を説明いたします。１８ページは現在運行していますエリアでござい

ます。こちらは１日５便、平日は毎日運行しておりますけれども、安居山エリ

ア、山宮エリア、山本エリアです。大きな変更は、料金体系がございます。現

在安居山エリアはすべて３００円ですけれども、エリア拡大の早いところは７

月１日を予定しておりますので、その拡大に合わせまして料金改定を行いたい

ということです。これにつきましては各地域説明会をやりまして地域の方々に

も説明して一定のご理解を得ているところでございます。ということで、まず

料金が変わるということで、大体１００円くらい値上がりします。この料金体
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系の根拠ですけれども、今まで一運行にかかる経費、バス料金並みということ

で設定しておりまして、４人乗りのタクシー満席で行っても運行経費が満たさ

れないという状況がございました。４人乗っても運行経費がまかなえないとい

う金額は妥当ではないという中で４００円、５００円、６００円という形で料

金を改めさせていただきたいと思います。 
次にエリアの中身ですけれども、安居山エリアのうちは変更ございません。

山宮エリアにつきましては新たに、村山３区、粟倉２区、村山１区、この３つ

の区がこちらの山宮エリアに加わりました。これは毎日運行の５便という形の

中で現状の運行形態で実施されます。次に山本エリアですが、星山１区、清水

窪区、源道寺区、田中区、こちらも現在空白地域という扱いですので同じよう

に毎日運行で５便ということになっております。今回お示ししていますのは、

行政区単位ごとでお示ししておりますけれども、実際には道路運送法の中では、

エリアの地番で表示するようになります。したがいまして、こちらの区ごとの

地番はうちの方できっちり調べまして、道路運送法の認可に必要な書類は地番

で表示するということをさせていただきますのでご了解をいただきたいと思い

ます。 
続きまして１９ページをご覧ください。こちら側が拡大する部分のエリアに

なります。一番大きな違いは、一番上の部分ですけれども、月・水・金の週３

回３日しか運行していないということがあります。また、１日の運行便数も見

てのとおり３便です。先ほどは５便でしたので要するに差別化をしております。

これは連携計画のときにも説明しましたけれども、バス路線のある地域と無い

地域ではやはり同じ運行形態ではいかないという中で、もちろんバス会社さん

との競合もあります。こういうところも含めまして、運行形態を差し替えてお

ります。それでは順番に説明いたします。 
まず北山エリアですけれども、１０月１日からの運行を考えております。次

に南部エリアですが７月１日です。この１０月１日と７月１日の違いを説明い

たしますけれども、すでに道路運送法の認可を取っている事業者、タクシー会

社は基本的に乗用の免許しか持っていないのですが、この宮タクというのは小

型の乗り合いバスです。バス事業であるためバスの認可が必要になります。既

に運行している３社につきましては認可がございますので利用の拡大だけで済

むということで７月１日に運行を開始いたします。北山エリアを担当するとこ

ろにつきましては、これからバスの認可をとるわけですので、若干時間がかか

るということで１０月１日ということで、運行開始の時期がずれております。

できるだけ早くしたいというところではございますけれども、このようなスケ

ジュールになっております。 
次に安居山エリアですが、こちら先ほど前のページにも安居山エリアがあり
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ましたけれども、実は町内会で複雑に分かれておりまして、三沢線のところと

芝川線の経路、そこで分けており、今回は三沢線の柚野の方に向かう道路をエ

リアに入れるということにしますが、こちらはバス路線がありますので、運行

形態を変えております。ということで、ここはひとつのエリアの中で運行形態

の違うタクシーが走るということで、ちょっと複雑になります。また、山宮エ

リアにつきましても同じくです。先ほど前のページに山宮エリアがございまし

たが、こちらに書いてあるのは、週３回の３便ということで、同じエリアであ

りながら内容が違ってくるということになります。それからその下の富士根エ

リアですけれども、こちらもこの区の通りですが、一部複雑なのは、阿幸地区

の一部の、１３９号線の東側がエリアということで、区の中で宮タクが使える

ところと使えないところがあります。ちょっと複雑な形状になっておりますが、

一応そのような形で予定しております。 
２０ページをご覧下さい。上野エリアです。上野エリアにつきましても同じ

ように淀師区の一部、淀橋区の一部と、田中青木線の西側だけがエリアの対象

ということになります。また、物見山線の北側も市街地がございますのでそち

ら側も宮タクが使えるエリアということで設定をいたしました。 
次は２１ページをご覧ください。北部エリアです。こちらも非常に複雑な運

行形態になります。最初に見ていただいた１７ページの地図をご覧いただきた

いと思いますが、宮タクのエリアの色が変わっております。これも、何度も説

明しておりますけれども、フィーダー上の輸送を考えているという所です。要

するに、根原から駅までタクシーで行くと８０００円くらいかかってしまいま

す。これを宮タクで全てまかなうと、大変な経費がかかるという中で、上井出

出張所までお送りをするという形でフィーダー輸送になります。そこからは富

士急静岡バスが運行しておりますので、バスに乗り換えてもらって目的地まで

行ってもらうという運行形態をしておりましたが、やはり不都合が出てきまし

た。というのは、この地域のエリアの中で日常生活を完結させたい、というこ

とであります。 
そこで、他のエリアとは違った方法をとっていきますのでそこを説明いたし

ます。まず、運行回数は月・水・金、これは一緒でございます。便数も３便で

すけれども、宮タクはドア toドアというのが売りのサービスですが、この北部
エリアはドア toドアにならないと思います。お迎えにあがるのはご自宅の玄関
まで迎えに上がりますが、降りる場所は４１４号線でしか降りられないという

ような運行形態になっております。非常にエリアが広く、宮タクの北部地域は

北から南への運行しかしません。したがって北から南であれば猪之頭から人穴

の方へ行っても構わないのですけれども、それをしますと限りなくいろんなパ

ターンができてしまうということで、基本的には４１４号線にお送りするとい
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う形を取っております。ただし、フジヤマ病院、国立富士病院、朝霧高原診療

所につきましては病院玄関までお送りさせていただくということが違ってきま

す。 
また、エリアが非常に広いものですから、今までのように乗ったところから

街中エリアまで均一料金というわけには行きません。下の料金表をご覧くださ

い。根原・富士岡・麓エリアで乗った方は、もし猪之頭エリアで降りた場合は

５００円、内野は８００円、上井出まで来た場合には９００円という形で料金

体系も変わってきます。この９００円というのはバス料金が７５０円というこ

とで、バス料金より高いわけですけれども、それでも自宅まで迎えに来てもら

えるというメリットがございますので、ご理解いただけるのではないかと思っ

ております。次は猪之頭・人穴エリアの方が内野に行った場合には５００円、

上井出は６００円、内野エリアから上井出は５００円、それから一番下のとこ

ろですがそこが一番複雑になります。佐折・原・半野・芝山・狩宿・上井出に

つきましては、目的地方向が北に向かったり南に向かったり複雑になります。

従いましてこれは１つのエリアとしてこのエリア内であれば４００円でどこで

もいけるということです。半野というのは上条のすぐ上ですので、もう北に上

るしかございません。半野の方がフジヤマ病院にいくことも当然ありえます。

基本的には４００円で行けるということで、このエリア内はどこから乗っても

４００円、ということです。それからもう１つ大きな違いは、資料に「※同一

エリア内の移動は４００円」という記述がございます。要するに猪之頭の養鱒

所付近の方が朝霧高原診療所に行こうとした場合、同じ猪之頭のエリア内です。

宮タクというのは乗る場所と降りる場所が決まっておりますので、乗った場所

では降りられないという不都合がございます。これはタクシー協会との話し合

いの中でやむを得ずこういう手法をとっているわけですけれども、ここにつき

ましては協会の方でも合意がありまして、乗った場所でも降りていいという特

別ルールを作らせていただきました。従いまして、同じエリア内でも乗って降

りるという場合４００円という料金体系で乗り降りできる、ここが他の宮タク

エリアとは大きく異なるところでございます。 
続きまして、街中エリアの拡大、これは７月１日から行われる予定ですけれ

ども、次の２２ページをご覧下さい。これは中心市街地を拡大した図ですけれ

ども、これは大きな四角の部分と、その右側にございます富士宮市役所、これ

が街中エリアでございました。これを安居山方面、または駅南方面の方が西富

士宮駅で下りたいということが前々から言われておりました。これにつきまし

てもタクシー協会と協議をした結果、合意に達しましたので、今回西富士宮駅

を街中エリアに入れましたので西側の方がわざわざ富士宮駅の方に行かなくて

も西駅でも途中下車ができるという形をとりました。それから大きな四角の上
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の、長細くなっているところが塗られていると思いますが、これは市道中原線

でございます。これにつきましては、この通りの周りにもいろいろ商店がござ

いますし、一番大きな理由は富士宮信用金庫の本店がこちらにございます。小

泉とか北の方から来る方もこういった金融機関を利用したいという声がござい

ますので、これらを含める形の中でエリアの拡大ということを考えております。

なるべくこの街中エリアも広ければ広いほど便利なのですが、これを広げます

と既存のバス事業者、もしくはタクシー事業者さんの営業にも影響が出ますの

で、なかなか市と地域住民が話し合ってこうしようと言って決められるもので

はございません。事業者も入った中で協議した結果、今はこれが最善のやり方

だという風に考えております。これを７月１日からやりたいということでござ

います。以上で３号議案の説明を終わります。 
 

[質疑応答・審議]（議長） 

第３号議案についての説明が終わりました。複雑な箇所の変更等もございま

して、わかりにくかった点もあるのではないかと思いますが、ご意見・ご質問

等ありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

私の方から、実施時期の問題が書いてあるところと書いていないところがあ

りますが、１８ページの内容の実施時期は７月１日ですか。 

 

（事務局） 

こちらは現在も運行しておりますので、実施時期はあえて入れておりません

でした。 

 

（議長） 

料金もですか。 

 

（事務局） 

はい。料金につきましては７月１日から改定になります。 

 

（議長） 

料金については書いていなかったものですから、ではこれも７月１日という

ことでよろしいですね。 

 

（事務局） 

はい。 
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（議長） 

その他１９ページと２０ページの方について、日が書いてありますけれども

運行することと料金の関係はどうなんでしょうか。 
 
（事務局） 

１９ページ２０ページにつきましては、料金と運行開始は全く同時でござい

ます。１８ページは運行を既に行っていますから、料金の変更だけが７月です。 
 
（議長） 
２１ページもですか。 
 
（事務局） 
これも料金と運行開始は一緒です。 
 

（議長） 

最後の中原線のエリア拡大は７月１日からでよろしいですか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（議長） 

実施日についてはそのようにご理解を頂けたと思います。ご質問等ありまし

たらお受けしたいと思います。 
 

（藤井敬宏委員） 

日本大学の藤井でございます。北部エリアのことについて少しお伺いしたい

と思うのですが、前の会議のときにも北部エリアは街中エリアの扱いと別でい

くということでした。乗り継ぎを別にして考えるというのはやはり民間バス路

線と統合していく中でのことだと思いますが、この宮タクの運行状況といいま

すか連絡について、私は現地の様子がわからないので教えていただきたいので

すが。具体的には例えば北部エリアからだと上井出エリア、こちらに向かうの

が８時１０時ということで、それから乗り継いで街中エリアまで行って、そし

て民間バスを使って、街中で何か用事を済ませて上井出の方に戻ってそれから

また宮タクを活用する、といったときにトリップの時間として十分足りるのか

ということ。それから、他の地域にとって見るとかなり帰りの便を限定してい

るというところもあるのですが、この地区のエリアのそもそものトリップベー
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スが、特に北部地域内の病院であるとか診療所であって、そういった環境の中

でこのエリア内での運用、内々トリップの方が多くてこういうような設定にな

っているのか、その辺りの実情をちょっとご説明頂くと私のような地域の実情

のわからない者でもわかりやすくなるのではないかと思うのですが、お願いで

きますか。 

 

（事務局） 

まず時間の設定につきましてですけれども、ご指摘の通りこれで富士宮駅に

した場合はおそらく１２時には間に合わないと思います。どうなるかといいま

すと、バス路線がございますので、乗れなかった方はバスに乗って来て貰う、

ということになります。ただしこの宮タクにつきましては、バスに乗ることの

できないような方や障害を持たれた方、歩くのが大変な高齢者でバス停まで遠

い方のためにやっておりますのでなかなか対応しきれないところもございます。 
そういう方々が今までどうしていたかといいますと、行きも帰りも全て営業

車のタクシーを使っていたわけです。宮タクの方が、安い料金で送ってもらえ

るということになれば、それでも便利なのかなというご意見は地域からもござ

いました。従いまして、これは内々の仕組みになっております。北部エリア内

で買い物をして、北部エリア内で病院にかかってということを想定しておりま

すので、８時に出かけて予約をした病院の診療が終われば１２時のタクシーで

帰れるのではないでしょうかというところでございます。 
いずれにしても１便しかない時間帯ですので、これを１２時に設定するのか

１時に設定するのか２時か、というのは協議がございます。これにつきまして

は、運行を実施していく中で、地域から交通役員さんを出してもらって、市の

方と定期的に勉強会をしようと思っています。そこで検証していく中で、本当

にこの時間帯が地域に合っているのかどうかということを、ＰＤＣＡというよ

うな流れを使いながら、２３年度以降の運行形態に反映させていこうと。まず

はやってみましょう、ということで始めたものでございます。 
 
（藤井敬宏委員） 

今の説明でよくわかったんですが、私も他市でこのような交通空白地域の交

通支援をどうするかという相談を受けたり一緒に問題に取り組んだりする中で、

公共交通というものは各々のライフスタイルに合うように常にあるべきだとい

う議論も勿論あるんですが、公共交通を提供して貰えるのであれば、その提供

されたものに自分たちの生活を逆に合わせるという考え方も必要になってくる。

そういった中では、フルサポートの月曜日から金曜日までの公共交通ではなく、

より限定的な形の中でもライフスタイルに合わせる、そういった部分も限られ
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た財政の中で求められてくるだろうと。今の話を伺って、交通空白地域では週

１回という運行もやっているところも現実にあるという中で、内々区域に限定

したという点で、宮タクのエリア限定という中の本来の姿とは違った形の運用

をする、そしてそれは他との差別化を図った地域特有のものだということで、

研究ベースにかけてみると非常に面白い事柄が出てきたのかなあという風に思

いました。特に、そのときに片運行だけ、例えば富士宮駅とかそういったとこ

ろの運行の支援の半分が行われているということに対して住民の理解を得られ

るということだったんですが、それが平常的なものとして地域のニーズと供給

側とのバランスといったところでどの程度担保されてくるのか、それがＰＤＣ

Ａサイクルの中で動かすという中で非常に大事な部分かなと思いますので、ま

たそういった動きがありましたら私どもの方で興味があるものですから、是非

教えていただければと思います。ありがとうございました。 
 
（議長） 

その他ご質問等ございますか。よろしいですか。ご意見・ご質問等いくつか

重要なことを出していただきました。今後ＰＤＣＡサイクルの中で運行をして

いくということで、よろしくお願いします。 

それでは、３号議案についてお諮りいたします。宮タクの新規エリアの設定

につきましては原案のとおり承認することでご異議ありませんか。 
 
（一同） 
異議なし。 
 
（議長） 
ご異議がございませんでしたので、第３号議案については原案通り承認され

ました。 
次に、第４号議案 規約の一部改正について議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 
 

[事務局説明]（都市計画課 高野） 

２３ページをご覧ください。第４号議案 富士宮市地域公共交通活性化再生

会議規約（案）でございます。この規約につきましては、実は３月２３日づけ

で改正をしております。皆様に書面議決という形で評決を頂きまして、賛成多

数で改正をしております。この改正の内容は合併に伴いまして、旧規約では芝

川町という文言が入っておりましたが、３月２３日付けで全て芝川町という文

言を消しました。文言を消すだけの改正をしたわけですけれども、今後もこう
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いったことが想定されます。現在そのようなことが要綱に無いものですから、

今回そういったものも想定した中で要綱の改正を提案させていただきました。

２５ページをご覧ください。第７条の第６項ですけれども、「会議は書面評決で

きるものとする。」ということで、この一文を入れることによりましてスムーズ

に会議を進行したいと考えます。以上でございます。 
 

（議長） 

書面評決についてもう少し具体的に、どういうやり方であるか説明してくだ

さい。 

 

（事務局） 

まず議案が１号、２号、３号とありましたら、それに対しまして、議案の内

容を示します。で、その議案の目的であるとか、それに関わる資料も添付させ

て頂きます。最後にこの議案について賛成か反対かということで賛否の欄を作

りまして、○をつけてもらうという形です。前回この芝川町を抜くということ

にたいしてご意見はございませんかということで賛否を取りました。同じよう

な形で○をつけて貰うということで、賛成多数であった場合には各議案が承認

されるという手続きをとりたいと考えております。 
 
[質疑応答・審議]（議長） 

補足説明も以上でございます。この件につきましてご質問等ありましたらお

願いします。よろしいですか。 
それではお諮りいたします。第４号議案、規約の一部改正につきましては原

案通り承認することでご異議ありませんか。 
 
（一同） 
異議なし。 
 
（議長） 
 ご異議がございませんでしたので、原案通り承認いたします。 
以上で協議事項は終わりました。続きまして、報告事項を議題といたします。

報告事項①地域公共交通活性化・再生総合事業の経過報告について、事務局に

説明を求めます。 
 

[事務局説明]（都市計画課 高野） 

 ２７ページをご覧下さい。この報告は、本年１月８日の第４回活性化再生会
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議以降の内容についてご報告を申し上げるものでございます。最初の括弧、平

成２１年度富士宮市調査事業についてですが、これは連携計画策定の報告事業

になります。１月２９日に業務完了届け及び成果の納品がコンサルの方からご

ざいました。検査を２月５日に行いまして合格しております。３月５日には業

務完了報告書を国土交通大臣の方に発送しております。３月９日に国土交通省

の評価ということで、名古屋の方に行きまして富士宮市の連携計画についてご

説明申しあげたところでございます。３月１０日には連携計画の公表を行いま

した。３月１７日に国土交通大臣への連携計画の送付ということで、一連の報

告が済んでいるというところでございます。４月の中・下旬には決算額の６７

９万３４９７円が入るということですけれども、この辺りは向こうからの連絡

待ちということになっております。 
次の括弧が、芝川町の調査事業でございます。２２年度の調査を行うために、

どのような手続きをしたということですが、３月１９日に連携計画の認定申請

を行いました。これにつきましては５８９万２千円という事業内容の認定申請

を行いましたが、こちらにつきましても、まだ認定の可否が決定しておりませ

ん。事業者仕分けでだいぶ予算を削られたということで、厳しい状況にあるこ

とは間違いございません。認定されることを願うばかり、という状態でござい

ます。 
次が２２年度の富士宮市の事業計画です。これはＰＲ活動であるとか宮バス

の実証実験も入ってくるんですけれども、２２年度は宮バスはございませんが、

この申請は３月２４日に認定申請を行いました。この芝川町が１９日付で富士

宮市が２４日付けというのは、合併の日を跨いでいるということで、２３日以

前でないと芝川町の連携計画の申請ができなかったと、それから２４日に富士

宮市の範囲になってからこの連携計画の関係ということで、日にちを考えて申

請したということでございます。なお、これにつきましては４月１日に認定と

いうか内諾を頂きまして、それに合わせて交付申請を行いまして同日に決定と

いうことになっております。以上が１月８日以降から現在に至るまでの国庫補

助関係の報告でございます。 

 

（議長） 

ありがとうございました。報告事項ということですが、何かわかりにくい点、

ご質問等ございますか。ないようでしたら、次へ進みます。 

続きまして、報告事項②芝川バスの現況について、事務局から説明をお願い

します。 
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[事務局説明]（都市計画課 高野） 

２８ページをご覧下さい。合併と同時に芝川バスの運行が既に始まっており

ます。柚野線、内房線、稲子線の３路線でございます。詳しい内容は次のペー

ジの路線図・時刻表をご覧ください。予算につきましてですけれども、乗車賃

の方は、４０５万５千円、補助金が２５４万８千円、広告使用料が６万円、以

上６６６万３千円というのが収入でございます。歳出の方につきましては燃料

費から始まりまして合計で、１７０４万４千円で、差し引きで１０３８万１千

円、これが市の方で持ち出しになる金額ということで、多額の経費がかかって

おります。この芝川バスを２２年度はどういう風にしていくのかというのが皆

様のお仕事になるわけでして、もちろん私どもの方でもいろいろ計上はしたん

ですけれども、ご承認頂くという中で、今、芝川バスを考えていこうというこ

とになります。後ろのページについているＡ３のものが路線図と時刻表でござ

います。以上、芝川バスの報告を終わりにします。 
 
（議長） 
現況についての報告、ということでございますが、何かこの点につきまして

ご質問等あればお聞きいたします。ないようでしたら、次の報告に進みます。 
次に報告事項③新規バス停オーナーの報告について、事務局から説明をお願

いします。 
 
[事務局説明]（都市計画課 高野） 

引き続きまして２８ページをご覧下さい。一番下の③のところですが、宮バ

スの方の現金収入以外の収入として、バス停オーナー収入があるということは

皆さんもご存知だと思います。このバス停オーナーに新たに１つの事業所が加

わりたいという連絡がございましたので、今回ご報告します。 
事業所の名称は富士宮市振興公社でございます。バス停の名称は、現在中央

図書館というバス停がありますが、これを「市民文化会館・中央図書館」とい

う名称に変えまして、内回り外回りの２基、バス停の名称を変えたいというこ

とです。協力金の額につきましては、１年間で１２万円、月額１基５千円とい

うことです。 
この内容について、最後のページをご覧ください。ページ番号を振っており

ませんが、一番後ろのページです。バス停オーナー制度設置要領というものが

ございます。もともとバス停オーナー設置要領があったわけですけれども、そ

れを改正させて頂きました。主な内容は第４条協力金の額ですけれども、この

２行目に「なお、公益の業に資する事業所についてはバス停オーナー協力金を

減免できるものとする。」ということで、減免規定を入れさせていただきました。 
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もともと市民文化会館は公共施設ですから、公共施設のバス停名称を入れる

のに、指定管理者の方から協力金を頂くというのもどうなのかいう議論があり

ましたけれども、このバス停オーナーというのは第５条にもある通り、バス停

の名称を出すだけではなく、市のホームページで紹介をしたり、チラシやポス

ターでその振興公社グループの方をＰＲするというのがあります。振興公社の

人も指定管理者で委託は受けておりますけれども、その後収益を上げないと赤

字になってしまう、できるだけ多くの人に利用してもらいたいという状況下、

バス停の名称に「文化会館」を入れてご案内をスムーズにしたい、自分の事業

にも大いに影響があるという中で設定されたものです。いろんなご意見がある

と思いますが、そういった形の中複合的なサービスをするという中で振興公社

からのバス停オーナーの申し出を受け入れることにいたしました。従いまして

金額の方は、３分の１になっておりますけれども、それでも年額で１２万円と

いう収入が入るということで、これで更に宮バスの健全な運行をしたい、合計

しますと年間５００万円を超えるバス停オーナー収入があるわけですので、是

非有効に活用していきたい次第です。以上です。 

 

[質疑応答・審議・補足等]（議長） 

今報告がありましたが、公共施設関連で歳入を取るということは聞いたこと

がないわけですが、やはり民でできることは民で、ということもあり、また振

興公社側も了解をしているということでございます。何かご質問等ございます

か。 

ご質問等も無いようですので、以上で報告事項はすべて終了いたしました。 
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。 
それでは協議は全て終了いたしました。今日ご審議いただいた中で特に第１

号議案の中の芝川地域の調査の方法についてご意見頂きました。それから富士

宮市と合併をし、公共交通のあり方を円滑にするために、芝川地域の町営バス

に替わるものをどうしたらいいかということで大変重要な調査を今年度行って

おります。これにつきましてはまた会議の際に報告し皆さんと議論をしなくて

はいけないと思っております。また、宮タクにつきましてもご意見ございまし

たけれども、北部地域の宮タクのエリア、新しく整備されましたけれども、こ

れを通して住民生活の本当のニーズがどこにあるかをもう一度探ってみてはど

うかというご意見をいただきました。こういった点もまた、実証の中で調査結

果を事務局に出して頂きたいと思います。 
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（望月久次委員） 

 １つよろしいですか。 

 

（議長） 

 はい。 

 

（望月久次委員） 
２８ページに２２年度の芝川バスの予算が出ておりますけれども、歳入・歳

出の差し引きがマイナス１千万円くらいあるわけですね。これについては国の

補助で補完できるものなのか、そのあたりを聞いておきたいです。 
 
（事務局） 
この額は上の歳入のところに補助金２５０万８千円が既に入っておりますか

ら、それを差し引いて赤字があるのでこの上更に国・または県から補助を受け

るというわけにはいかないと思います。従ってこれを埋めるためには、お客様

からの運賃収入を上げるか、もしくは運行形態を小さくして支出を抑えるか、

どちらかしかないかなという風に思います。この辺りがおそらく芝川町との連

携計画を進める上で最大の課題になると思っております。 
 

（望月久次委員） 

わかりました。 

 

（議長） 

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。 
 

【閉会】 
（司会） 
委員の皆様、長時間にわたり議論頂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２回地域公共交通活性

化再生会議は、６月１８日（金）午後３時から７１０会議室で予定しておりま

す。お忙しい中恐縮ですが出席をお願いいたします。 
以上を持ちまして、平成２２年度第１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。ありがとうございました。 
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