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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２２年度第２回）

《第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２２年６月１８日（金） １５：００～１７：００

○会場 富士宮市役所 ７階 ７１０会議室

○出席者

委員 １９人（芦澤英治会長・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・土屋善江委員・望月利浩委員・藤井

敬宏委員・深谷克巳委員・伏木章尋委員・塚本高士委員（代

理：小林直人主査）・増島康行委員・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 角入一典・企画経営課長 手島大輔・福祉企

画課長 乙部浩子・商工観光課長 遠藤祐司・学校教育課参

事 芝切弘孝・防災生活課係長 清水浩行・都市計画課長

平石博一・都市計画課主幹 海野智之・都市計画課交通政

策係長 高野裕章・都市計画課交通政策係 佐野新太郎・昭

和株式会社）

合計：３０人

【開会】

（司会）

委員の皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

定刻になりましたので、ただいまから平成２２年度第２回富士宮市地域公共交

通活性化再生会議を開会いたします。進行を務めます都市計画課 交通政策係

の佐野と申します。よろしくお願いいたします。会議に入る前に、富士宮市地

域公共交通活性化再生会議の詳しい役割について説明させていただきます。お

手元の補足資料をご覧ください。

本会議は道路運送法と地域公共交通の活性化及び再生に関する法律という、
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２つの異なる法に定められた会議の役割を果たすため、富士宮市が設置したも

のです。本日の議事第１項にあります検討事項のバス路線の退出等につきまし

ては、道路運送法に規定される地域公共交通会議として検討を行います。

また、第２項の協議事項につきましては、活性化再生法の法定協議会として

協議いただきます。皆様に昨年から協議して頂きました、連携計画につきまし

ては、この活性化再生法に定める法定協議会が策定し、計画を実行することに

なっております。協議事項では、昨年度の事業報告と、決算報告をさせて頂き

ますので、ご審議をお願いいたします。

第３項の報告事項につきましては、主に本年度の連携計画の関係につきまし

て、主に進捗状況の報告をさせて頂きます。また、富士宮市が実施しておりま

す宮バス・宮タクにつきましても連携計画に関係しますので合わせて報告させ

て頂きます。宜しくお願いします。

それから、先にお送りしています本会議の議案につきまして「２ 議事」の

「（３）報告事項」に「④宮タクのエリア拡大地域説明会の報告」を追加願いま

す。

本日の会議は、検討事項１件、協議事項２件、報告事項４件を予定しており

ます。よろしくお願いいたします。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、その際に退出していただきますが、

退出された方で傍聴を希望されます方は、休憩時間に入り口にて傍聴受付をお

願いします。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

次表にてご確認をお願いいたします。

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

１９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。

【１．検討事項】

（議長）

富士宮市副市長の芦澤でございます。規約の規定に基づきまして、議長を務

めます。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。本日は本年度の４月９日に続きます第２回目の活性化再生会議でござ
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います。皆さんのご意見・ご協力をよろしくお願いいたします。それでは議事

に入ります。

まず初めに検討事項について議題といたします。「検討事項（１）富士急静岡

バス株式会社の退出意向路線」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）

都市計画課 交通政策係長の高野です。よろしくお願いします。

議案書の１ページをご覧ください。路線バス検討事項です。事業者の方から

この後詳しい内容をご説明いただきますが、まずどうしてこの会議でこれを検

討するのかということを説明したいと思います。

補足資料をご覧ください。表面の「議事の補足（１）路線バス検討事項の考

え方」というところをご説明いたします。これは静岡県生活交通確保対策協議

会という県の組織がございまして、ここは生活交通の確保対策を協議するとい

う役割を持っています。平成 14 年から事業者の参入や退出が自由化されました

が、公共交通を勝手にやめられるわけにもいきません。ですからこの県の協議

会で一定の調整を図っています。この協議会には２つの役割がございます。資

料の下の四角い枠をご覧ください。「単独維持困難路線の申出」「退出意向の申

出」という２つの仕事があります。昨年まではこの単独維持困難路線の申出と

いうものが行われまして、今日ご出席の皆さんもご存知かと思いますが、今年

の１月８日の会議で事業者から、赤字が続いて、これ以上利用者が伸びないよ

うであれば退出せざるをえないという説明があったかと思います。しかし今回

出ましたのは「退出をしたい」という申出です。再三の維持困難路線の申出を

したにもかかわらず、なかなか利用者が伸びず廃止せざるを得ないということ

で、今までの協議内容より若干状況が厳しくなっております。これをこの後協

議するわけですけれども、県の方からこの協議につきまして５月２７日～８月

３０日の間に市が調整をして、その回答を報告しなさいということになってい

ます。本日ここで白黒つけるというわけではございませんけれども、タイミン

グ的には８月２０日に予定している第３回の活性化再生会議で、路線を廃止す

るのかそれとも条件付で継続をするのか結論を出したいと考えております。

したがって「②本日の会議の趣旨」として、富士急静岡バスから今回退出し

たいという申出に至った経緯、会社の実情等をご説明いただいた後、関係区長

様から乗車の状況や地域の実態をお話いただければと思います。また、利用促

進策として何かないかというお話までいただければ更によいのではと思います。

別紙で「富士急静岡バス㈱路線バスの退出について」という１枚の資料をお付

けしました。これは市と富士急とで作ったものですが、退出をしたいという趣

旨、市の対応・考え方、地域で考えていただきたいことをまとめてあります。
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区長様にはこういったことを是非地域住民の方にお話いただいた上で、どうし

たらいいか具体的な検討に入っていただければありがたいと思います。以上で

事務局の説明を終わります。

（議長）

事務局の説明が終わりました。今説明のあったとおり、今日はまず富士急静

岡バスから退出についての説明をお聞きいたします。それを受けて７月２１日

に関係区長さんとの検討会を行い、次回８月２０日の会議で結論を出したい、

という流れでございます。

それでは、富士急静岡バス株式会社さんから路線バス退出についての説明を

お願いします。

［事業者説明］（富士急静岡バス 土屋）

富士急静岡バスの土屋でございます。詳細の説明に先立ちまして皆様に簡単

にご説明します。今回運行困難な路線１４系統の退出意向を出させていただき

ました。我々がバス事業を運営する中で富士宮市はじめ関係団体の皆様にはい

ろいろな形で深いご理解、ご協力を頂いていることをこの場を借りて改めてお

礼申し上げます。我々は平成２０年以前から路線バスの維持困難の申出を出し

ておりますが、乗り合いバスを取り巻く環境は、まだ非常に厳しい状況にあり

ます。２１年度を振り返ってみますと、経営状態は非常に不安定です。その中

で我々も経営努力をしているわけですが、なかなか改善にはいたっておりませ

ん。

この協議会の中でも話し合われていますが、宮バス・宮タクの運行エリアの

拡大という動きがございます。その状況下で我々が本当に維持しなくてはいけ

ない路線はどこなのか。またもう少し利用が伸びそうな状況を作っていただけ

るのであれば「再編」という考え方もありますので、どう再編するのか。地域

の皆様と一体となって真剣に考え、残すところ、やむを得ず退出に至らなけれ

ばならないところを議論していただきたいと思います。また、行政の力を借り

なければいけないところはしっかり連携をとらせていただき、公共交通活性化

が地域の皆様により利用しやすい形の中で進めていけるよう我々事業者もでき

る努力は精一杯いたします。ですので、今回退出届を出したいろんな路線につ

いて皆さんの意見を聞かせていただきたいと思います。詳細については事務局

から説明申し上げます。

（事業者 富士急静岡バス小佐野）

富士急静岡バスの小佐野でございます。それでは今回提出させていただいた
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路線の概要について説明したいと思います。お手元の資料をご覧ください。３

枚目に「バス事業者の現況・退出意向等の申し出路線の現況」というものがご

ざいます。今回私ども富士急静岡バスが提出させていただきました退出意向の

路線は、こちらに記載してある１４路線でございます。今から各路線の収支状

況と、どこの区間が廃止になるかということをご説明します。事務局で作成し

た大きな路線図を前に貼ってありますので、これで示しながら路線の概況を説

明いたします。

まず「申し出番号０１－２ 東高線（富士宮駅～東高前）」です。こちらは平

成２１年度が９，０００円の赤字、今年度は３８，０００円の赤字を見込んで

おります。参考までに、前に貼ってある図の青い路線が今走っている路線、赤

い路線が今回退出したいという路線になります。富士宮駅から青い線を通って、

東高の校内の赤い線の部分のみが退出意向路線になります。

続きまして「０４－３ 北山線（富士宮駅～十字街～西高前）」です。こちら

も富士宮駅を出て神田通りを通り、十字街の交差点がありますがこちらを上っ

ていき、新しくできましたマックスバリューの前の交差点から西高の校内に入

る道があるんですが、この校内への赤い線の部分が退出意向路線になります。

続きまして「０５－１ 北山線（富士宮駅～白糸滝・足形～猪の頭）」の系統

です。こちらも富士宮駅を出て大月線をずっと上がっていきます。区切りが足

形にございますが、この先から猪の頭のバス停までの赤い部分が退出意向路線

にあたります。

もう１つ「０７－１ 北山線（富士宮駅～白糸滝・猪の頭～根原）」でござい

ます。これは朝１本だけですが１番上の根原から下ってくるこの路線のうち、

今回の退出路線は根原から大橋の部分になります。

続きまして「０８－１ 柚野線（富士宮駅～清水橋・柚野支所～上柚野）」で

ございます。こちらは富士宮駅を出まして西富士宮駅に向かい、西富士宮駅か

ら柚野方面へ曲がり、地図では切れていますが富士錦さんの工場のあたりが上

柚野になります。ここまでを退出申請しております。

続きまして上野線ですが上野線は２系統あります。まず「１１－１ 上野線

（富士宮駅～淀師・坂下～上条）」です。上野線というのは富士宮駅を出て大石

寺の西側の上条というバス停が終点になります。バスは出てから西富士宮駅を

起点とし、朝日町というバス停から金の宮を通って富岡小学校の下の交差点ま

で、この区間を退出路線としたいと思います。青い線で引いてある、四中の前

を通っていくルートは継続していきますが、この短い１．３キロくらいの区間

が退出となります。

上野線はもう１つございます。「１２－１ 上野線（富士宮駅～フィルム正

門・馬見塚～大石寺）」です。これは富士宮駅を出ましてフィルム入り口のとこ
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ろ、ここまでは上条線と同じですが、この先のフィルム正門を回ってきてまた

１２メーター道路に出た後馬見塚、大石寺に抜けていく赤い線、富士フィルム

周辺の地域のみ退出路線となります。

次は「１３－１ 星陵線（富士宮駅～急行～星陵高校）」でございます。駅を

出てそのまま星陵高校まで向かう路線です。星陵線はスクールバスという意味

合いが強い路線で、途中バス停がございません。直行で星陵高校に向かいます。

次は粟倉団地線ですが、こちらは３系統ございます。まず「１７－１ 粟倉

団地線（富士宮駅～郵便局前・富士見ヶ丘～粟倉団地）」です。こちらは説明し

づらいのですが、循環路線という形で弊社が執り行っており、この中には赤い

線はございません。循環ルートはそのままですが、粟倉団地から富士宮駅まで

行くルート、ここだけをやめたいという考えでおります。

「１７－２ 粟倉団地線（富士宮駅～学校入口・橋戸～粟倉団地）」です。こ

れは富士宮駅を出て東高・富士根南小学校・中学校の前を通り橋戸から重林寺

の前を通って粟倉団地へ向かう路線で、今回の退出意向の区間は重林寺の Y の

字の分かれ道を曲がり橋戸・富士根南小中学校の出口へ向かいます国道１３９

号線までの区間になります。

最後にもう１つの系統、「１７－３ 粟倉団地線（富士宮駅～学校入口・橋戸・

神成～二本松）」です。この二本松という路線もスクールバス的要素が強い地域

でありましたが、こちらに神成という地域があります。以前はこの神成方面か

ら下ってくるバスがありましたが、退出する際、地域の足をということで、こ

ちらの粟倉団地の方を一周回って先ほど申し上げた橋戸・富士根南小中学校を

経由するルートのこの赤い部分を退出したいと考えております。

続きまして「１８－１ ひばりが丘線（富士宮駅～湧玉の池～富士宮営業所）」

です。これは弊社の車庫が（図の）印のついたここにありますが、ここから警

察署の前を通って湧玉の池、神田通り、富士宮駅に行くルートになります。先

ほどの繰り返しになりますが循環のルートが残りますので、弊社の車庫から登

山道までの３００メートルほどの区間の退出を予定しております。

最後に曽比奈線でございます。２系統ございます。まず１つが「２８－１ 曽

比奈線（西富士宮駅～赤坂・千貫松～曽比奈）」でございます。これは富士宮市

の地図ではほとんど関係ないのですが、西富士宮駅から富士宮駅を経由して神

田通りへ向かい、東高前の道からバイパスを通りまして、西富士有料道路の入

り口側から杉田の方へ抜けていくルートがございます。曽比奈というのが富士

市大渕の方になりますが、この路線は吉原中央駅から中野までのルートが残り

ますので、このように青いルートで示してあります。富士宮市内の中では消え

るところはないです。

最後に、「２８－２ 曽比奈線（富士宮駅～赤坂・千貫松～曽比奈）」でござ
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います。これも今申し上げたとおりですが、始発が西富士宮駅でなく富士宮駅

になります。

今回申し出の路線は以上１４系統でございます。お手元の表の小計をご覧く

ださい。表の真ん中あたりに実車走行キロ、運行日数、乗車人員、右のほうに

収支状況の記載がございます。この経常費用の合計だけ申し上げますと、２１

年度については７１，１４３，０００円、経常収益が４５，８００，０００円、

経常欠損額が２５，３００，０００円というような状況でございます。

その中で私どもが取り組んでいることでございますが、お手持ちの資料の６

ページをご覧ください。２０年度、２１年度、２２年度と、バスの利用促進と

収支改善策というものをやっております。２２年度はこれから実施するもので

すが、利用促進策の（１）を見ますと、富士駅への直通バスの運転や（２）の

地元小学校への社会科見学での利用促進、自治体と連携した時刻表の配布等を

行っております。収支改善策は、単純に（２）不採算路線の見直しと合わせて、

（１）お客様の見込める路線については増便、ということも考えてきました。

（３）は燃料等を一括購入し軽油の単価を落とすという努力をしております。

乗り合いバスの事業は今後もかなり厳しいと思いますが、私共も何とか路線を

維持するようにやっていきたいと思っておりますので、ご審議の程、よろしく

お願いしたいと思います。以上でございます。

（議長）

事業者からの説明が終わりました。まず、委員の皆様からのご質問・ご意見

をいただきたいと思います。委員の皆様、ただいまの説明につきましてご質問

等ございましたらお願いします。

（望月久次委員）

ちょっとよろしいですか。表を見ますと運行日数が、１年まるまる３６５日

というのもあれば、１９４程度しか無いもの、逆に３６６日もある路線もある。

これはどういう意味でしょうか。

（事業者 富士急静岡バス小佐野）

ご説明いたします。日の設定ですけれども、この３６５日というのは、バス

が日に１本あろうが１０本あろうが毎日運行していれば３６５日という表記に

なっております。１９４日という日数は、例えば土日運休などで３６５日のう

ち２００日くらいは運行しないという路線を表しています。
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（議長）

よろしいですか。

（望月久次委員）

はい。

（議長）

その他よろしいですか。土屋委員どうぞ。

（土屋善江委員）

最後にありました曽比奈線ですが、数は少なくなっていますがお年寄りなど

はまだまだ利用しているという現状があると思います。バスが全く無くなって

しまうわけではないようですが、本数は不満があがらないようにしていただき

たいなと思うのですが。

（事業者 富士急静岡バス小佐野）

今回の申し出は、減便というような話ではなく、この路線をどうするかとい

うような話でございます。この路線につきましては、今日の午前中に富士市と

も会議を持ったのですが、富士宮市同様富士市にとってもかなり影響が大きい

路線ということです。現行の制度ですと、例えば単純に今年の１０月にやめる

とか来年の４月にやめるとかという話になるのですけれども、今回の話はそう

いったことではなく、現状がかなり厳しいのでどうしたらいいのか皆さんで検

討してください、ということを今回退出意向に折りこみました。ですからすぐ

ここで無くなるという話ではございませんので、どうぞ対応をお願いします。

（議長）

よろしいですか。野村委員どうぞ。

（野村晏弘委員）

区長会芝川支部長の野村でございます。質問がございますが、２ページの「０

８－１ 柚野線」ですが、これは全て赤になっておりますので全線をどうする

か検討する、ということでしょうか。

（事業者 富士急静岡バス小佐野）

柚野線ですが、お手持ちの表をご覧ください。収支がマイナス４６０万と、

かなり大きな赤字でございます。基本的には、無くなる恐れがあります。こう
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いったことをどうしたらいいか皆様に考えていただきたいということで、退出

意向を出しております。

（野村晏弘委員）

それで、区の要望としまして、確かに芝川町は今回富士宮市と合併したわけ

ですが、柚野という部落はもともと富士宮市の生活圏が主になっていました。

ですから路線バスが通っていたと思いますけれども、確かに利用者が少なく、

だから廃止ということなのでしょうと思います。商売でやっているならば私も

こんなに赤字があるなら続けられなくても仕方ないと思うのですが、公共交通

という観点に立ちますとやはり子供・老人の足の確保を最優先に考えていただ

きたい。今この路線は富士宮駅から上柚野まで行っていますね。例えば全部廃

止ということではなく、富士宮駅から柚野出張所までの区間だけ時間を決めた

定期便を出していただく。本数は今より少なくて結構ですので、そういう検討

はできないでしょうか。

（事業者事務局 富士急静岡バス小佐野）

今回の申し出についてはそのあたりを含めて、利用している地域の方からい

ろいろなご意見をいただきたいです。もう１つ、「公共交通」という言葉ですが、

今現在日本中で多くの乗り合いバスの会社が倒産しております。私共も富士宮

市から多額の補助金を頂いて今なんとかやっております。市の財政状況を考え

ると今後も補助金を存続するということは不可能だと思われます。そういった

中で今ご指摘があったように、便を減らしてもこの路線は、この便だけはとい

うことを皆様方と検討したいと考えています。今までは私どもの方も悪かった

のですが、乗客がいない中長いことそのまま走らせてきました。この反省も踏

まえて、今後ともご指導とご助言をいただきたいと思います。

（野村晏弘委員）

地域の人たちにしてみれば、少なくともこの時間には必ず通っているよとい

うことであれば足の１つの大きな糧になるわけです。ですから例えば柚野なら

柚野出張所までは知人や家の人に送ってもらい、そこからバスで富士宮まで来

られる、こういう足の確保というのは可能ならば是非検討していただきたいと

思います。以上です。

（議長）

その他委員の方でご意見・ご質問ありましたらお願いいたします。
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（望月利浩委員）

望月です。よろしくお願いします。「１７－０２ 粟倉団地線」について、こ

れは富士宮駅から富士根南小・中を通って重林寺の方に向かうこの路線が、非

常に赤字幅が大きいので廃止になるということでした。ただ、南小・南中は市

内でも規模の大きいマンモス校ということで、団地から来る子供たちがおそら

くたくさんいるのではないかと思うのですが、あの通りは非常に交通量が多く

て危険な路線ではないかと思います。できれば子供たちの安全性確保を考えて、

登下校の時間帯だけでも運行することで、赤字幅を縮小し、なおかつ子供たち

の安全も確保するようにできないかと。このあたりは検討してもらえる目処は

ございますか。

（事業者 富士急静岡バス 小佐野）

今のご意見につきましては実は富士宮市さんに昨日学校の関係者を呼んでい

ただいて委員の皆さんがおっしゃるようなご意見もいただきました。ですから

今後こういった場を設けていただいて、バスの利用を促進するようにお願いし

ていきたいと思っております。

（議長）

よろしいですか。藤井委員、どうぞ。

（藤井敬宏委員）

このような公共交通の不採算路線にまつわる問題というのはいろんな市町村

で現実に起きていることであり、非常に厳しい状況にある問題だと考えており

ます。その中で、「公共交通だから許される」ではなくて、公共交通に不採算路

線が出てきたときに、どうやって地域の方で使っていくのか、どう見直してい

くのかということを地域の住民と一体型で考えなくてはなりません。富士宮の

場合宮バス・宮タクといった市が中心になって動かしている地域連携計画の大

きな柱がございますが、これを民間の路線バスとの再編とどううまく連動させ

ていくのかを考えていかないと、民間バスが撤退した跡に何も残らないという

風になる可能性が非常に高いです。特に図の赤い路線を実際に撤退した場合、

交通空白地域になるエリアが必ず出てくる。空白エリアと宮バス・宮タクのエ

リアがどういう形で統合できるのか、撤退されることが地域の方にとってどれ

だけのリスクとして浮かび上がってくるのかをよく検討するべきでは。できれ

ば市の持っている公共交通の計画と合わせて、撤退の影響を個別の地域の方に

説明し、地域の方自身が考えていくのが大切だと思います。ある程度公共交通

の利用を担保しなければいけないので、是非そういう見方をしてほしいです。
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もう１点、今回の経常収益を見たところ、かなり実車走行キロを絞っている

ところが平成２２年度のところにあり、その効果かもしれないですが、営業キ

ロに対する経常収益の割合が２１年度だと６４％くらいなのが７０％くらいに

なっており、少し赤字分が回復しています。これは単純に実車走行を切った結

果なのか、それともモビリティマネジメントの成果として利用者が増えた結果

なのか、少しずつ収益が上がっている理由がわかりましたら教えてください。

（議長）

では２点目の質問について、経常収支が改善しているのはなぜでしょうか。

（事業者事務局 富士急静岡バス小佐野）

収支の算出の仕方ですが、キロあたり経常費用×実車走行キロという形で、

今年度について大幅に変わっているということですけれども、これは収益の増

加というよりもむしろ人件費の抑制です。例えば正社員について、定年退職し

た者を嘱託社員で使うとか、そういったコストダウンをやっております。主に

人件費の削減というものが一番大きいです。もう１つは車両の購入費、こちら

を現在抑えているような形でございます。

（議長）

それから１点目の質問について、民間の富士急バスの退出と宮バス・宮タク

の関係についてですが、冒頭で審議の仕方につきまして、事務局からの説明が

あったとおり、１点目の検討事項というのは道路運送法に規定される地域公共

交通会議としての検討ですので、宮バス・宮タクははずしたということがあり

ます。しかしこれは密接に関係があるということは重々承知ですし、また退出

部分全て市の公共交通で補えるかというと予算的な問題もあると思います。事

務局・都市整備の方から現段階で答えられることがありましたらお願いします。

（事務局 高野）

宮タクの方はこの７月から大幅に拡大されます。また、１０月から更に拡大

され、中心市街地を除く全ての地域で宮タクを利用できるようになります。た

だし宮タクというのはセダン型の小型の乗用タクシーです。したがってバスの

ようにいっぺんに大量輸送というわけにはいきません。そういうわけで、富士

急のバスが無くなっても宮タクがあれば大丈夫、というところまではいかない

と思います。また、宮バスにつきましても今路線拡大検討委員会を行っている

最中です。まさに先ほどお話のありました富士根南小学校・中学校の間の道路、

ここは宮バスの拡大路線の検討地域になっております。したがって、宮バスの



12

方に変えることによって再編されるという可能性もありますけれども、それを

どこまで伸ばしていくのかという課題もございます。そういう中で、来年の４

月から退出というのであれば非常に時間が短いものですから、しばらくお時間

を頂いて、地域・事業者・市が一体になって、協議を進めながら新しい形に再

編できるならば地域にも負担がかからないのかなと考えます。市営の公共交通

である宮バス・宮タクにつきましてもあわせながら改善していきたいと思って

います。

（議長）

本来ですと路線バスの退出をどうするかという話ですが、その後のフォロー

の問題も一緒に考えて検討事項の結論を出したいと、こういうことでしょうか。

（事務局 高野）

はい、そうです。

（議長）

いっぺんに結論を出すのは大変な問題かと思いますが、退出なら退出した後、

それならば何が代わりになるのかというところまで含めて、ここで結論を出そ

うという事務局の判断ですので、宜しくお願いします。なお、宮バス・宮タク

の拡大については、今日の報告事項の方で宮タクエリアの拡大説明会の報告と

いう、関連した報告がありますので、了解をお願いしたいと思います。

その他委員の皆さんからご意見があったらお願いします。

それでは本日の公共交通活性化再生会議の規約の「会議」というものがござ

います。第７条の５項に、必要があると認めた場合は会議委員でない方の出席

を求めて意見を聞くことができる、という規約がございます。特に地域性が強

い問題ですので各区長さんにご案内を差し上げております。１３人の区長さん

が出席いただいているという報告をいただいておりますが、この規定に基づき

まして委員ではございませんが区長さんからご意見・ご質問をうかがいたいと

思います。

（猪之頭区長 植松）

猪之頭区長の植松と申します。猪之頭の方は今駅へ行くバスが１日４本、駅

から来る北山線のバスが４本しかございません。以前は、大体２０年くらい前

は５０分ないし１時間に１本くらいはあったと思いますが最近は非常に減らさ

れ、それが今回白糸の足形以降全面的になくしてしまうということになりまし

て、市で検討している宮タクも週３回くらいしかない。そうしますと猪之頭か
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ら高等学校へ通う子供は全く通えなくなります。また、高齢者も多い地域です

から私立病院や市内の開業医の歯医者、接骨院、眼科などにかなりの方が通院

しております。病院に行く日が制限されてしまうということになります。そう

なると大変な事態ですので、バスは現在１日上下４本ありますが最低それは維

持していただきたい。富士急バスの OB の皆さんについて話を聞いていると、

富士急に勤めていた人の家はみな新しい、周りに済んでいる人の家は古いのに

それだけ裕福であるということを聞かされることがあります。会社としてはか

なり経費を切り詰めたということになっているが、過去のいきさつを見るとも

う少し努力の方法があったのではないでしょうか。それから私自身も家内にで

きるだけバスを利用させるようにしていますが、猪之頭から乗る人は確かに少

ないかもしれないがそれでも乗っており、利用者はあります。朝、根原から来

るバスについても、来年の春からはいなくなるようですが、猪之頭小学校へ来

る子供が利用しているようです。この前、小中学校の運営委員会をやりました

がそのとき、小中学校の校長先生から事業者さんが学校へ退出意向の説明に見

えたと話がありました。学校でも問題になっています。１日４本程度は是非継

続していただきたい。むしろ、もう少し増便をしてもらいたいくらいです。

実は猪之頭方面には結構観光客が来るんです。冬でもバス停で待っている人

もあります。ですから全く無くしてしまうと地域の生活権の問題もありますし

富士宮の観光にもかなり影響があるのではと思います。特に地元の人から一番

苦情があるのは、休暇村行きは廃止しないのに猪之頭の路線は何故廃止になる

のか、という意見が強くあります。ですからどういう経営の仕方でそういう感

覚というか申し出になるのか、説明をしてもらいたいなあと思います。以上で

す。

（事業者事務局 富士急静岡バス小佐野）

ありがとうございます。猪之頭の問題については昨日の校長先生との会議で

もかなり大きな問題になっております。それで、１つ誤解の無いように申し上

げておきますと、私共の給料が高いから経営に影響が出たのではという話でし

たが、確かに昔皆さんがバスを利用していたころは私共の会社もかなり裕福だ

ったのではないかと思います。ところがご存知の通り、富士急静岡バスという

かたちで富士急行から分社化を平成４年行いました。この理由は大幅なバスの

赤字です。その結果どうしたかというとバスの従業員の賃金を下げました。現

在うちで募集しているバスの運転手の給与水準を見ますとこれが高いか安いか

はいろいろ考え方があると思いますけれども、基本的に固定給と基本給で１月

１８万円という数字でございます。このような賃金形態で私共も努力している

ということはご理解いただきたいと思います。
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（議長）

その他、区長さんございますか。どうぞ。

（村山３区長 高橋）

村山３区区長の高橋といいます。私どものところは１７－３の二本松・富士

宮駅入り口の路線でございます。先ほど望月委員の方から南小の問題が出され

ましたけれども、私どものところもその対象区域ですので合わせてご意見申し

上げたいと思います。私の手元の資料では、平成１９年度は４４万２千円のプ

ラスが出ていたんです。今回の資料を見ますと、２０年度で７９万５千円がマ

イナスになっているわけです。この落差が非常に大きいものですから、ご説明

をいただきたいのと、私どもの地域の内情について申し上げたいと思います。

私どもの地域で現在定期券、パスモで通勤をしている方が３名、通学をして

いる方が２名、あわせて５名の方が毎日バスを利用しております。この中で来

年度はバス通学したいという人は３名おられますのでバスで通学したいという

人は５人になると思います。交通弱者というと今は高齢者だけの話が出ている

ようですが、子供もそうです。この３名の子供さんはバスの乗り方を最近やっ

と覚えました。駅の入り口でバスを降りています。こういう方がいる、という

ことを是非知っていただきたいと思います。交通弱者救済という観点から見て

も、ぜひバス路線というものをなくさないでほしい。この子たちは非常に素直

で、ここから乗ってここから降りる、ということを一生懸命覚えて乗っている

わけです。こういう人もいる、ということだけは是非頭の中に刻んでおいてい

ただければと思います。

（議長）

要望事項以外に、前段の収支が悪化した理由というのがありましたがそのあ

たりの説明をお願いします。

（事業者 富士急静岡バス 佐野）

私の方からご案内させていただきます。この二本松の路線は４年ほど前から

運行している路線でございまして、これは当時の世情から申し上げますと栃木

県の子供が誘拐されるという事件がございました中で地域の足として子供たち

の足を確保してほしいということで開設したのが二本松線でございます。あれ

は神成というバス停からもともと直行で橋戸の方から学校に行く、スクールバ

スのような路線があったのですが、そちらを退出した際、当時小中学校の生徒

さんが神成の方から、私の記憶では２０名超ほどご乗車いただいていました。

その後にそこをなくしたとき二本松を経由して、前の地図に書いてあります赤
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い部分一番右側のあたりにございます、ぐるっと回る部分を併設し、初年度は

そのルートのお客様もいらっしゃいました。ですが昨年の収支からもわかると

おり生徒さんも乗車されなくなりました。このバスは行きも帰りも学校に合わ

せた時間に設定してあり、利便性を図っているんですが、特に帰りに乗車され

る小学校の皆様はご父兄が迎えに来てらっしゃるという傾向もございます。こ

のバス自体は４年前から始まっていますが２年前と比べますとここ１、２年で

お客さんが乗務員にも目に見えてわかる程、という減り方をしているわけです。

昨日も学校側の話で調査をしていただいたところ、やはり申請されている生徒

さんは６０名、中学校にいるという風にうかがいましたが、では利用されてい

る生徒さんは何名いるのかというと雨の日は十数名いらっしゃるのですが普通

の日は５～６人という現状です。またその皆様がパスモや定期を持っているか

というとそうではございません。現金のお支払いでご乗車になっている方が多

数いらっしゃいます。こういうことが収益が悪化している背景にあるのではと

思います。以上です。

（議長）

その他区長さんの中でご意見のある方いらっしゃいますか。どうぞ。

（麓区長 竹川）

麓区区長の竹川と申します。先ほど猪之頭線について、猪之頭中学校の話が

ありましたけれども、来年度から星陵高校に中学校が開校されるということに

なりますと、当然高校に通うのに猪之頭から星陵高校にバスへ通う生徒さんが

いらっしゃるわけですが、今度は中学校が開校されると、中学へとバスへ通う

というパターンが出てくると思います。猪之頭中学校は現在非常に生徒が少な

く、これ以上生徒が減るということが非常に危険水域に達すると思います。小

学校・中学校は地域の活性化の一番中心的な部分ですから、是非残さなければ

ならないと思います。地域の公共交通の活性化と同時に地域そのものの活性化

を望む動き、中学校の子供たちが星陵へバスで通うとなると困ったことになる、

地域の中学校の存続も危惧されるという状況も生じますのでそのあたり慎重に

考えていかなければならないのではと思います。

（猪之頭区長 植松）

先ほどの質問で聞いたことについて、運転手の給料のことではなく、猪之頭

の子供が高校に通うのに、星陵高校へ行く子供はいいですがそれ以外の高校に

通う子供のことをどう考えてくれるかという問題、これが全然答えになってい

ません。それともう１つ、猪之頭の人に言わせると、休暇村行きのバスは数が
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あってお客さんを誘導しているのに乗っている人が少ない、それでいて多くの

バスが出ているのはどういうことか、という質問がかなり出ています。それと、

もう１点は猪之頭に来るバスに乗る人数が少なければ大型のバスでなく中型の

バスなどで路線を維持してくれればいいのではないかという３点の要望が出て

おります。これはどう考えるか聞かせていただきたいと思います。

（事業者 富士急静岡バス 佐野）

まず、１つめですが休暇村富士に何故行くかという質問について、これは率

直に申し上げますと終点でございます休暇村富士さんの方から弊社の方に援助

金を頂いております。

（猪之頭区長 植松）

いくらくらいですか。

（事業者 富士急静岡バス 佐野）

月間１０万、年間通して１２０万の援助金をいただいています。利用客は月

間平均して一番少ない時期でも８００人の集客があります。これは必ずしも月

８００人のお客様が休暇村富士さんを利用しているわけではないです。終点で

降りられるお客様の数も把握した上で、ウォーキングやハイキングのために休

暇村富士行きのバスに乗って途中で降りられるお客様も含めまして少ない時期

で８００人、多い時期ですと１６００人くらいのお客様のご利用がございます。

２つめの学校関係の方ですが、これは一番初めにこの話が出て都市計画課さ

んの方にご相談し、また県庁に書類を出した時点で真っ先に学校側のことが懸

念されたこともありましたので、先月の中ごろ、学校主催の区長さん方の集ま

りがありましたが、その週の火曜日に私共も猪之頭小中学校に伺いまして、今

日のようなご提案をした中で、今後どのようにして行きましょうかというお話

をしております。先ほど弊社小佐野から説明がございましたように退出という

意向は出しました。弊社としましては学校側にも、これまで「富士急さん、が

んばってくれ」言われてがんばってきましたが、「がんばってくれ」だけでは具

体的にはなんともならないという説明をさせていただきました。今後これをど

うしていきましょうかということを区長さんにも申しまして、ご協力賜りたい

というところでございます。

３つめのバスについてですが、バスを小さくすればいいではないかという意

見について、これは実は昨日の猪之頭小学校さんからの意見にもございました。

これはここだけでなく日本全国どこでもそういう話が出てくるのですが、まず

バスというものについて申し上げますと、小さかろうが大きかろうが一番大き
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な費用がかかるのが人件費です。ですから、まず人件費というものが１つ大き

な要素としてあります。２つめはバスの購入費用という点ですが、バス一台の

値段はかなり高額なのですがそのほとんどが国からの補助金でまかなわれてい

ます。その補助金で指定される車両を買わないと現実問題バスを買えないとい

う状況です。しかも年間一事業者に対して一台しか買えないものですから、そ

ういう現状ですと小さいバスを購入すると逆に弊社の負担が高くなりますので、

バスを小さくするというのは結局は費用がかさむ上に人件費は変わらないとい

うことになります。

（議長）

今日の会議は結論を出すより、まず問題提起を確認するという意図があるも

のですから、まずはそれぞれの意見をいただきたいと思います。会社側からコ

メントがほしいという場ではないということをご理解ください。土屋委員、ど

うぞ。

（猪之頭区長 植松）

検討が足りないのではないか、ということは申しておきたい。

（土屋善江委員）

双方のお話を聞いてきましたが、お互いに歩み寄るというか、もう少し話し

合いをしてはどうかと思います。富士急行さんも経営がなかなか成り立たなく

なればそういう路線は廃止せざるをえないという辛い状況があると思いますが、

もう少し地元の方と富士急行さんが直接話し合いする機会があったらそういう

自助努力といいますか、富士急さんも努力していただいて、地元の方とこうい

う事情でなるべく公共のバスが走っているのだから皆様に使っていただくよう

な努力を、地元の側は廃止されては困るということを訴えながら環境問題の観

点から見ても皆さんで乗れるよう心がけるとか、そういうことはできないでし

ょうか。

（議長）

事務局の方で再度今後のスケジュールを含めて考え方の説明をお願いします。

（事務局 高野）

はい。それでは、補足資料「富士急静岡バス（株）の路線バス退出について」

をご覧ください。ここに今日の趣旨と市の対応、地域で考えていただきたいこ

とが書いてございます。これに則ってもう一度説明いたします。「バス路線の退
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出は利用者の減少と密接な関係があり、富士急静岡バス㈱だけの問題とは言い

切れない」ということで、今回の退出路線のうち、①絶対に退出を認めない路

線、②新しい運行形態が見つかるまでは退出は認められない路線、③他の運行

形態で賄えるので退出はやむを得ない路線、④退出されてもいい路線等の検証

をしていただきたいと思います。退出を認めない場合はただ認めないのではな

く、地域としてこういうことを考えているよというような、協議に上るような

提案、折衷案をいただきたいと思います。

今後の進め方としましては、７月２１日（水）に午後２時から市役所の４１

０会議室で関係区長様にお集まりいただき、事業者、市ともう一度具体的にお

話しをしたいと思います。ですから、是非この提案を持ち帰っていただき、地

域としてはどうできるのか、要するに大勢の方に乗るように話をするから是非

継続してくれという話なのか、何が何でも駄目なのかということを検討いただ

いて、２１日の会議で話を深めていきたいという考えでございます。

それからこの資料の中に市役所と富士急の電話番号が書いてございます。も

し地域の方でもう少し詳しく聞きたいということであれば、こちらにご連絡を

下されば何らかの形で対応したいと思いますのでこれも含めて地域の方でご検

討ください。

（議長）

地域の方でまだ何かありますか。

今日はいろいろな意見を頂きました。冒頭でも申し上げましたが、今日は１

４路線の退出の提案の日でございました。委員の方、区長さんから率直な意見

をたくさんいただきました。これについては今後更に中を検討していかなくて

はならないということでございます。また、活性化会議以外にも個別に学校に

それぞれ協議していただきます。区長さんがおっしゃったことと学校からの要

望にはかなり重なる部分があろうかと思われます。それから地域の意見という

意味で、区長さんからまだ地域から増える部分があるという場合は更に聞いて

いただいて、次の２１日、あるいはその前に市・富士急静岡バスの方にお問い

合わせいただきたいと思います。

それから、宮バス・宮タクの関係はどうなるでしょうか。

（事務局 高野）

はい。宮バスのエリア拡大が今回の路線バスの話に関わってくると思います

が、こちらも１０月中旬くらいを目標に現在エリア拡大を検討しています。そ

れと合わせて解決できる部分があれば良いのですが、解決できないようであれ

ば廃止についてはしばらく先送りをお願いしたいと市の方では考えております。
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（議長）

先ほど藤井先生からも提案がありましたが、市の方でもそれに噛ませてどこ

までできるかを検討する、ただしどうしてもと結論が出ない場合はやはりこの

会議として廃止に踏み切らない場合もありうる、現段階ではこういう考えでご

ざいます。

時間もだいぶ過ぎて参りましたので、検討事項につきましては今日のところ

はこのくらいにしまして、今後会議のほうに検討を委ねていきたいと思います。

それでは、質問が無いようでしたら検討事項は以上になります。休憩を入れ

たいと思います。

（司会）

区長様、事業者様、お忙しい中出席いただきありがとうございました。ここ

で検討事項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

で入口までお越しください。委員の皆様におきましては４時１５分から会議を

再開いたしますので、それまでにお席にお戻りください。それでは一旦休憩に

入ります。

【休憩１０分】

【２．協議事項】

（議長）

それでは会議を再開いたします。

ここからは協議事項を議題といたします。

第１号議案及び第２号議案につきましては関連事項となりますので一括して

上程いたします。

第１号議案 平成２１年度事業報告、第２号議案 平成２１年度決算報告に

ついて、事務局に説明を求めます。なお、終了時間を５時に予定しております

ので皆さんご協力をお願いいたします。

［事務局説明］（事務局 高野）

それではお手元の資料７ページをご覧ください。本来でしたら事業報告と決

算報告は予算・事業計画とセットになるところですが、実は４月９日に既に予

算と事業計画は承認済みでございます。決算が遅れました理由は、国補助が４

月２１日に入りまして、前回までに決算ができなかったという状況で、今回は

事業報告と決算だけを審議いただきます。それでは８ページをご覧ください。
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平成２１年度事業報告です。４月１４日に第１回活性化再生会議を行いまして、

規約の一部改正、事業計画、予算についてご審議いただきました。６月１２日

に委託契約を２本実施しておりまして、それぞれ昭和株式会社、ＮＴＴ西日本

－東海と契約しております。９月１１日第２回活性化再生会議で、富士宮市地

域公共交通総合連携計画の素案をご審議いただきました。

１１月１３日第３回活性化再生会議で連携計画の案を作りました。あわせて

規約の一部変更ということで、芝川町の委員さんをここで入れるということで

規約の変更を行っております。９ページをご覧ください。１月８日第４回活性

化再生会議ですけれども、ここで連携計画が承認されました。次の下の部分、

これが昨年一番大きな事業ですが、「地域公共交通総合連携計画策定業務」とい

うものがございまして、時系列で並べております。また後ほどご覧ください。

その他関連事業の報告でございますが、①、②宮バス・宮タクの利用実績で

すけれども、お手元の資料の中に平成２１年度実績報告書というものがござい

ますのでご覧ください。この１冊にすべて書かれておりますが、最後のページ、

５９ページをご覧ください。ここに年間の数字をまとめたものがございます。

昨年度との比較になっておりますのでイメージもしやすいのではないかと思い

ます。宮バスの利用状況ですが、利用人数が合計で３万４千１３２名だったの

が、２１年度は合計４万１千７１５名となっておりますので大幅に伸びており

ます。黒い棒が２１年度ですので、前年同月比で全て上回っております。１台

あたり平均乗車人数が５．９３人から７．２５人になっております。平均乗車

人数は１人増えますと収入が１００万円増えるという計算になり、１人増える

とかなり大きいため、大幅に利用が増えたと見てよいと思われます。

その下をご覧ください。宮タクにつきましても年間の利用実績が５，０７０

人から７，３１１人ということで、こちらも 各月増加しております。６０ペ

ージをご覧ください。宮タクの３エリアの各社ごとの比較ですが、特に増加が

顕著なのが山宮エリアです。１２月～３月までの間、前年の２倍以上というこ

とで、大幅に伸びております。宮タクの方もかなり業績が上がっているという

ことでご報告いたします。

その他関連業務として資料の③その他ですけれども、宮バス・宮タク祭りを

行ったり、イベント時など無料開放日を設けたりというのがございます。また、

視察受入をした団体が１９団体ございます。神奈川県秦野市、広島県廿日市市、

富山県砺波市など、日本全国から視察に見えております。こういったところか

ら、宮バス・宮タクが非常に注目されていると申し上げます。

続きまして２号議案に移ります。１０ページをご覧ください。平成２１年度

収支決算書でございます。まず収入の部の収入済額の部分のみ説明いたします。

負担金１４，８００円、これは芝川町の役員様の報酬として芝川町から負担金
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をいただきました。次が補助金です。補助金６，８８１，２８４円のうち、内

訳が市の補助金が８７，７８７円、国の補助金が６，７９３，４９７円でござ

います。諸収入が８８８円で合計が６，８９６，９７２円です。

支出の部に移ります。運営費といたしまして、会議費３９０，２００円、こ

れは委員の報酬や旅費です。事務費５９５，２７２円、消耗品や時間外勤務手

当等です。事業費５，９１１，５００円、これは委託料２件分です。予備費の

支出はございませんでした。合計で６，８９６，９７２円です。

本来こういった会議は繰越金があるんですが、この活性化再生会議は全て補

助金で運営されておりまして、国補助で賄えなかった部分を市の補助金でいた

だいております。従いまして市の補助金は、「戻入」という形で、決算額が出た

段階で全てそれに合わせて出しますので、繰越金は０円になります。以上、１

号議案・２号議案の説明を終わりにします。

（議長）

続きまして、会計監査報告をお願いします。望月さんお願いします。

［会計監査報告］（望月利浩委員）

会計の望月です。よろしくお願いします。去る５月１９日、平成２１年度の

当会議の会計監査を富士宮商工会議所にて実施いたしました。関係帳簿及び証

拠書類を照合した結果全て相違ないことを確認しましたことをご報告いたしま

す。以上です。

（議長）

ありがとうございました。

それではここで協議事項の第１号議案・第２号議案、まとめてご意見いただ

きたいと思います。よろしいですか。

それでは異議がないようですので、１号議案・２号議案については原案通り

承認いたします。

続いて報告事項の議題に入ります。報告事項① 国庫補助事業（富士宮市計

画事業）の進捗状況について、事務局に説明を求めます。

［事務局説明］（事務局 高野）

１３ページをご覧ください。報告事項①国補助事業の進捗状況です。３月２

４日に認定申請をし、４月 1 日に認定、同日に交付申請をして決定まで受けて

おります。補助金交付決定額は１，３６４，０００円、これは事業費の２分の

１補助ということですのでこの倍額が使えると考えております。指名競争入札
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を行いまして昭和株式会社が決定しております。契約金額は２，５２０，００

０円ということで、４月１４日～３月１０日までの期間で作業を行います。事

業の内容につきましては、宮バスの路線図の作成、利用促進案内、宮タクの案

内作成、観光マップ作成等、ほとんどが PR 活動という形で進めていきたいと思

っております。以上①の説明です。

（議長）

①について事務局から説明がありました。何かご質問等ございますか。ない

ようですので、次の議題に進みます。

報告事項② 国庫補助事業（芝川地域調査事業）の進捗状況について事務局

から説明をお願いします。

（事務局 高野）

こちらの事業につきましては１月の会議でも申し上げましたが国補助が貰え

るかどうか全くわからない状態で申請だけ上げるというものです。というのは

１つの事業所につきまして国補助が受けられるのは１回限りです。富士宮市は

昨年国補助を貰っていますので本来であれば該当にならないんですけれども、

合併の経緯等の理由をつけまして、芝川との連携計画についても補助金を貰い

たいということで申請いたしました。認定申請額は約５００万円で申請したわ

けですけれども、結果的に認定されたのは２７０万円ということで、いくらか

カットはされましたけれども国補助がつきました。従いまして５月２６日に認

定申請がされ、同日に交付申請、２７日には交付決定が下りております。指名

競争入札を行いましてこちらも昭和株式会社に決定しております。交付金額は

２７０万円でしたが、さすがに２７０万円では事業できないということで、契

約額２，８３５，０００円となりましたがはみ出した分は市の一般会計で賄う

ということで、財政当局の方とも協議はできております。工期は６月８日から

来年の１月３１日ということです。こちらにつきましては基礎調査、住民意識

調査、主にアンケート調査になりますけれども、来週から１，０００人を対象

に無作為抽出によるアンケート調査を行います。それから芝川バス、富士急静

岡バスの柚野線の実態調査、これは職員が乗って OD 調査を行うという計画で

す。芝川地域の説明会につきましては、第１回説明会を７月１２日から１６日

の間、４地域で説明会を行います。また第２回は８月の初旬、第３回は９月の

上旬、合計３回の地域説明会を行いまして、芝川地域の方の合意のもとに連携

計画を作っていきたいという考えです。また、パブリックコメント、出来上が

りました計画につきましては９月１３日から１０月１２日の間にパブリックコ

メント、その間に１０月２日、都市建設委員会にて議会報告をしまして１０月
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２９日の第４回活性化再生会議にて承認いただきたいと思います。非常にハー

ドスケジュールでございます。これは実は芝川地域のバス事業を新たに行おう

とする場合、道路運送法の認可の必要が出てきます。年を跨いで１月２月まで

協議をしていますと認可申請が間に合わなくなってしまうという状況がござい

まして、なんとか１０月中にこちらの方針を決めて、予算措置、委託契約を含

めて来年の４月１日からの新しい運行形態に繋げていきたいということで、か

なりスケジュールが厳しいですが事務局も頑張って参りますのでよろしくご審

議・ご協力お願いいたします。以上です。

（議長）

②国庫補助（芝川地域調査事業）の進捗状況について説明が終わりました。

何かご質問等ございますか。

（望月利浩委員）

質問ではないのですが、昭和株式会社はどこにありますか。

（昭和株式会社 望月）

昭和株式会社 静岡営業所の望月と申します。静岡市内にございます。

（事務局 高野）

なお、本社は東京の方にございまして、いろいろ細かい調査・分析につきま

しては東京の職員も来て一緒にやっていくという状況です。

（議長）

なお、この件につきましては議会でも出ており、非常に注目されているとこ

ろです。市でも重々承知をしております。この連携計画は非常に重要であり、

大変ですが来年の４月１日までに連携計画を作り上げなければならない、大変

ですがよろしくお願いします。それから、今話に出ていましたが具体的に予定

が決まっているようでしたら説明をお願いします。

（事務局 高野）

活性化再生会議の予定ですが、次回が８月２０日、これが第３回です。ここ

では素案のような形でのご審議をいただきます。第４回が１０月２９日、これ

は承認という形で連携計画がここで決定するという位置づけです。従いまして

その間にパブリックコメントを９月１３日から１０月１２日の間に行い、また

パブリックコメント中ではありますけれども議会の都市計画委員会に報告をす
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るという段取りを踏まえて、全てを整えて１０月２９日の第４回に臨みたいと

いう考えです。

（議長）

説明は終わりました。よろしいですか。それでは今報告があった通り進めて

まいりますので、皆々様には恐縮ですが８月２０日及び１０月２９日、事務局

からも連絡が行くと思いますが日程のほうよろしくお願いします。

それでは次の議題へ進みます。

報告事項③宮バスのルート拡大に係る調査会について事務局から説明をお願

いします。

（事務局 高野）

先ほどの退出路線の関係でもこの話は出ましたけれども、宮バスのルート拡

大を今検討している最中です。１４ページに企画書という形でまとめてありま

すけれども、都市交通を充実させて市街地周辺の生活交通を確保すると、また、

宮バス・宮タクの拡大ということをしていますが、宮タクというのは行ける場

所が限られています。中心市街地まで来て更に広い場所に出ようというとき、

やはり宮バスが拡大している必要があるということで、宮タクや路線バスで移

動してきた人の足を確保する、交通弱者が安心して生活できる社会の実現を目

指すということで、この拡大検討委員会を設けております。

１５ページをご覧ください。下に組織図がございます。一番中心が富士宮市

です。富士宮市の下にこちらの活性化再生会議があります。その下の富士宮市

生活交通確保対策検討会はこちらの、事務局の後ろの席にいる各課長らがメン

バーになりまして、庁内会議を組織しております。その下に宮バスの路線拡大

調査会ということで、分科会を設けて北循環、東循環、南循環という形で作業

を進めていきたいという考え方です。その上の表が作業内容ですが、第１回調

査会は６月３日に既に終了しております。ここで初めて宮バスの拡大について

皆さんと考えていきましょうというお話をしました。今、市民協働という話が

よく出るんですけれども、なかなか市民が実際に企画・政策に関わってくると

いう場面がないのですが、この宮バスに関しては市が一方的に作ったものを押

し付けるのではなく、市民と一緒になってどういうものが相応しいのかという

ことでやっていきましょうというお話を差し上げました。第１回の会議はいろ

んな方が参加くださいましたが、市は事業を市民に丸投げするのかとか、市が

手を抜いているとか、そういうご意見も出ましたけれども、逆にこういう機会

をもらえてよかった、どんどん発言して良いものを作っていこうという前向き

な意見もございました。今右を向いている人も左を向いている人もいろいろで
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すけれども、２回、３回と会議を進める中で拡大路線についてよい物を作って

いけたなあと皆さんと実感できるような会議にしていきたいと思います。次回

につきましては７月５日を予定しています。これはグループ討議になりまして、

宮バスの路線の位置の策定をしたいと思います。第３回目が８月５日を予定し

ています。ここでは運行形態・料金・サービスなどを検討します。９月中旬に

つきましては、それまでばらばらだった分科会の中身を統合するという作業、

乗り継ぎ等のサービスの統合等の協議を行い、１０月中旬に最終報告をして、

１１月前には決定をしたいと。これも来年以降の運行形態に関わってきますの

で、の１１月前には決着しまして来年の道路運送法の認可に繋げていきたいと

いうことで、こちらも大変忙しいスケジュールですけれども、宮バスの現行調

査会を立ち上げたところでございます。以上です。

（議長）

事務局からの説明は以上です。何かご質問等はございますか。よろしいです

か。

（事務局 高野）

１つ補足させてください。活性化再生会議の中で宮バスの拡大というのは皆

さんご審議をしていただいています。この中で目標水準を決めたのを覚えてい

るでしょうか。宮バスの拡大につきましては、５０％以上の収益率をもって拡

大するという約束をしております。従って運行経費の５０％を地域の何らかの

形で賄わなければ運行しませんよという話をしました。ですから今までのよう

にうちの地域にただ欲しいというただの要望だけでなく、要望する以上はその

義務と責任という中で地域にも頑張ってもらいたいという話をして必ずしも拡

大できるものではございません。地域が、バス停オーナーでも結構です、お客

さんを大勢集めるという形でも結構です、地域が直接負担金を出すという形で

も結構です。とにかく運行経費の２分の１を賄える仕組みにして欲しいという

ことでこの会議を立ち上げていますので、非常にハードルが高いですがそれ故

に役員さんも一生懸命頑張っているという状況です。以上、補足です。

（勝亦健委委員）

よろしいですか。区長会の勝亦です。調査会のメンバーが５１人となってい

ますが、各ブロックから代表が出ていますがこれはどういうメンバーですか。

（事務局 高野）

路線バスが走っているところが大月線などございますので、その路線バスと
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重ならない位置を市で暫定的に目安を作ってみました。それで円を描き、その

円に重なる地域の区長様に委員の推薦をお願いしました。

（勝亦健委委員）

区長からの推薦ですか。

（事務局 高野）

はい。ただし、この１４ページの企画書の中にもありますが、括弧の５番目

のところに「検討を重ねる段階で新たに該当する地域が発生した場合は随時分

科会の承認で増員することができるものとする」とあります。小泉の方は３区

から６区まで出ていますけれども、１区・２区は入っていません。ただ、この

検討会を進める中で、１区・２区にも広げるような画を描いたほうがいいんじ

ゃないかという議論が進む可能性もあります。その時には改めて増員というよ

うな形で考えているという事でとりあえず提案に対して該当する地域５１名で

発足したというのがスタート段階でのメンバーの状況です。

（勝亦健委委員）

これは自治会の代表ですか。町内会長とかそういう方たちではないですか。

（事務局 高野）

そうです。一応区長様にどなたでも結構ですので推薦をお願いしますという

お願いをしたのですが、結果的にはほとんどが町内会長さんになりました。

（勝亦健委委員）

わかりました。

（議長）

その他質疑等ございますか。

（望月久次委員）

宮バスが富士急バスを補完し拡大するということはわかったのですが、芝川

地域についてはもともと芝川バスというある意味独自と言えるような路線があ

るわけですが、これは将来的には市の宮バスの方に統合されていくのでしょう

か。それとも今まで通り芝川は芝川で独自にやるという考え方でいいのでしょ

うか。これまでの背景が違うのでいっぺんにはいかないと思うのですがどうい

う方向性でいくのか伺いたいです。
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（都市計画課長 平石）

先ほど事務局高野の方からも説明させていただきましたが、まず一番大事な

のは「需要」です。富士急静岡バスさんもそうですが、２０年・３０年前はバ

スの中に車掌さんがいるような時代でしたが今は違います。マイカーの是非と

いう議論は別として現在需要と供給がどのようなバランスで成り立っているか

が大事です。交通弱者という方々は必ずいると思います。そういう方々を救う

ということは行政として必ずやらなければならない部分だと考えています。た

だし、平成２１年度の実績を見ますと芝川は１運行平均０．６４人、つまり１

往復して１人乗るか乗らないかという状態です。必要とする人がいないところ

に税金を投入してまで運行を続けるということはできません。昔のように財政

が豊かであればいいんですけれども、富士宮市そのものの話をしても仕方ない

のですが、今後少子高齢化が進み子供手当てなども始まる中で、福祉・医療・

介護にかかる部分がどんどん大きくなっていきます。我々がやるべき仕事とい

うのは何なのかということがどうしても出てきます。最終的に乗る人がいれば

済む話ですが、拡大の話と同様、市の方は何が何でも積極的にやる、というわ

けではないです。地域と話をした上で、５割以上の確実な保証がある状態でや

りましょうと、需要が無ければ違う形でフォローしてやればいいじゃないかと。

先ほど藤井先生がおっしゃっていましたが、富士急さんが退出したいという場

合市の関係はどうなるのか、という問いがあったとき、市の方で宮タクのエリ

アを拡大しバス路線と住み分けをしましょうという話がありました。宮タクの

拡大エリアについては、毎日走らせません。週３日、１日３便という、人によ

っては何だそれはと言うかもしれませんが、先ほど数字もあったように２０年、

２１年で３地域が空白地域になりました。宮タクをこの３エリアで社会実験的

に行った結果、利用者さんは増えましたが市の負担も増えました。市が現在３

分の２を負担しています。私としてはこの数字ははっきり言って大きいと思っ

ています。それで市の方で今回７月１日から値段を上げさせてもらいました。

なぜ上げたかというと、地域の利用者さんが負担する分と我々行政が負担する

分のバランスが悪いからです。宮タクも宮バスも芝川のバスも、基本的には利

用する人がいるからこそ動かすものです。利用者がいなければ動かさないとい

うのが大原則です。

もう１つ、地域の人の生活スタイルを公共交通にある程度合わせてもらうこ

とも止むを得ないということを考えています。ですから、市も地域の人たちに

必要だからということで変な言い方になりますが良い顔をするということはあ

りません。事業者とのバランスも考えつつ全体を見てやっていかなければなら

ないと思っています。ですから本来なら富士急さんのバスが現在あるわけです
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から、それを利用してもらうのが一番いいと思います。ですが実際は退出意向

というものが出ており、富士急さんも事業者としてこれ以上マイナスを抱えき

れない。次は行政がどこまで面倒を見るかという話が出てきます。このような

流れの中で宮タクというものが生まれたわけですが、宮タクも万能ではないで

す。同時に地域の利用者さんの負担も考えなければならない中でこの活性化会

議の委員の皆様にこのような背景を理解してもらった上で、最終的にはこの方

法がいいのではないか、という答えを出していただきたいという考え方です。

（都市整備部長）

少し補足しますと、芝川バスがどうなるのかという質問なんですけれども、

先ほど係長が説明したようにこれから正に芝川地域に入っていって、地元の皆

さんのご意見やご要望を聞いて、今のままの芝川バスの運行がいいのか、別の

タクシー形式がいいのか、いつどこにどういう需要があるか、どんな時間帯に

使っていただきたいのか、よく把握した上で、来年度には芝川という地域にマ

ッチした新しい仕組みを作っていきたいということです。

（議長）

報告事項②にありましたが、そのために調査を行うということでした。その

他に質問等よろしいですか。

（高山あさ江委員）

少し考え方を教えていただきたいんですけれども、南循環が田中・黒田・野

中となっていますが高原１区は入らないのでしょうか。宮タクを中心に考えて

いるからこのような考え方になる、というのもわかるんですが、高原地域では

南部循環ジャスコ行きというようなバスがあれば非常に助かるねという話があ

ります。実際データを取って大勢乗るかどうかということまでは把握していま

せんが、よくこういう意見が出ています。それで、この路線の南部循環の中に

今おっしゃったようなバス停オーナーを入れれば高原１区も仲間に入れるので

しょうか、それとも宮タクに割り切った地域なのでしょうか。残念ながら私も

あの地域は過疎地のようで好きではないですが、住んでいる以上はもう少し便

利になるといいなと思います。入口の人は歩いても自転車でも街中に行ける距

離ですが、奥の方の人は大変ですし、実際バス停オーナーになる方がすぐ出る

かはわかりませんが、もしいた場合エリアに入れてもらうことはできるのでし

ょうか。

（事務局 高野）

これは非常に難しいのですが、需要と供給のバランスの問題があります。高
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原１区はもともとバス路線がありましたが利用者が少なくて廃止された地域で

す。そこに宮バスを走らせて乗客が乗るかというと難しいのではないかと思い

ます。したがって最も利用が多いだろうという地域に走らせるのが効率的だろ

う、という話になります。運行経費の２分の１以上とるということは、大きな

円を描いて運行距離が増えれば経費は増えます。経費が増えるとその２分の１

という金額も増えてきますので、小さな円にして少しを集めたほうがいいのか、

大きな円にしてたくさんのお金を集めた方がいいのかという部分が問題になり

ます。高原を範囲にしてたくさんのお金が集まるなら、それはありだと思いま

す。しかし既に廃止された地域を宮バスのエリアに入れるのは乱暴なやり方で

はないのかという考えもあり、黒田、田中、野中地域を案にしました。しかし

ここを検討する中で、今おっしゃったように、高原まで行けばニュータウンが

あって、かなりお客さんも乗る、ということで需要と供給のバランスがうまく

取れるのであれば、それは考え方としてはあると思います。しかし、人口密度

が低い地域に宮バスを回すことのリスクは大きいと考えています。

（高山あさ江委員）

ニュータウンのあたりはかなり市街地から離れていますのでなんともいえま

せんが、高原１区のあたりにバス停１つくらい設けるのは１つの方法ではない

かと思います。贅沢は言えませんし、今あるものに合わせるしかないので、宮

タクと同じように極力相乗りするような形で、奥さん仲間同士で買い物に一緒

に行くよう呼びかけあったり、数人で行けばいいねとか他の乗り物で帰りだけ

使うとか、そういう考え方も浸透していますので、バス停１つくらいはなんと

かならないかなという風に思いました。

（事務局 高野）

循環バスという形態ですので一部の地域にバス路線が張り出すような形にな

ることは当初イメージにはありませんでしたし、このような議論を始めると他

地域でも「万野の方まで」とか「北山の方まで」という話も出てきます。そも

そも宮バスというのは中心の都市交通の充実という目的がメインですので、中

心市街地周辺の交通機関という扱いになります。どこまで中心市街地と呼ぶの

かという定義の問題が出てきますがやはりある一定の範囲ということで考えて

います。ただ、高原の地域にお住まいの方からこういう意見があった、という

ことは調査会のメンバーの方に伝えたいと思います。

（議長）

その他よろしいですか。藤井委員お願いします。
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（藤井敬宏委員）

今まで住民の方からさまざまな意見が出ましたが、私は事務局には是非この

取り組みを「住民参加」ではなく「住民判断」という気持ちで検討するような

意気込みでやってほしいです。というのも、公共交通というもの、それから利

用者が５割（５割という数字が適当か検討する余地はあると思いますが）負担

するということを考えたときに、利用の仕方を利用者自身も責任を持って考え

なければならないと考えます。自動車が中心の富士宮という地域の中でバス交

通に転換するということは、利用者自身にも公共交通を使う責任が生じるとい

う考えを地域に根付かせるという取り組みをしていかないとなりません。宮バ

スのように定期的に運行するのか宮タクのようにデマンド式でいくのか、その

場合サービスレベルは下がるがその点についてはどうか、こういうことを地域

の方に理解してもらった上でどれを選択するのかを選択してもらう、これを行

政側で舵取りしてもらう必要がある。前回も申しましたがライフスタイルを公

共交通に合わせるという地域がどうしても出てくる、この状況でも公共交通を

維持するべきかあるいは無くしてもかまわないのか、これも大いに議論しても

らいたいです。そのためには５１人という調査会のメンバーでの会議を是非大

切にしていただいて、地域の声をどう集約していくのか、市に汗をかいてもら

えるとありがたいです。

その中で宮タクという動きについて、宮バスは乗車率を上げれば利益が上が

るが宮タクは利用者が増えると市の負担が増えるということでした。そういう

状況では宮タクのエリアを拡大していくのでは例え料金体系を見直しても市の

負担も膨らんでいきます。宮タクと宮バスをどう連携させるかという仕組みも

考える必要があるのではないでしょうか。今やっている宮バス拡大地域のルー

ト設定の話の後に、次の段階として宮タクをどう連携させるか、考えていただ

きたいと思います。

特に富士宮の宮タクは全国的に参考にする市区町村が非常に多いです。他地

域ではこのようなデマンド方式の公共交通を試みてもうまくいかないという例

が多く出ております。宮タクは周辺地域から中心市街地へ、というトリップが

はっきりした中で交通の足を確保するということに成功している例として全国

的にも評価されている例です。このことを市民の方により広く理解していただ

くために「市はこんないいことをやっている」というＰＲをした上で、その分

の負担を住民が行うんだという意識付けをしていって欲しいです。以上です。

（議長）

ありがとうございました。
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最後に、追加で報告事項「④宮タクのエリア拡大地域説明会の報告」につい

て事務局から説明をお願いします。

（事務局 高野）

お手持ちの補足資料の裏面をご覧ください。宮タクのエリア拡大説明会とい

うことで７月１日からエリア拡大をするにあたり説明会を行いその状況を一覧

表にしたものです。３４の地区で説明会を行い、３０７名の参加がありました。

当日会員登録をしたり後に電話で承りまして、昨日までに、新たに４０４人の

方の登録がありました。まもなく運行開始ですので、ますます登録者数が増え

ると思われますが、皆さんにおいても地域に戻られましたら関係者の方に宮タ

クについてご案内いただけたらと思います。

それからその下の（４）について補足で説明します。富士急静岡バスが撤退

し、宮バス・宮タクが運行されたわけですが、お金はどうなったのかを気にさ

れている方も多いと思います。市の負担が増えたのか安くなったのかというこ

とを一覧表にしてあります。宮バスは平成１９年度、富士急静岡バスに４３０

万円の補助金を出しておりました。これが廃止になりまして２０年度からは宮

タクが運行されました。委託料が５，１７４，５１２円で、県からの補助金が、

２０年度の補助金としまして１００万７千円入りました。バス停オーナー協力

金が４３８万円入りまして、合計で２１２，４８８となり、プラスに転じまし

た。

２１年度は委託料が増えていますが県の補助金の方も委託料と合わせてラン

クが上がると見込んでおりまして、「？」マークの部分は２２年度に補助金が入

ってくるのではと踏んでいます。従って、バス停オーナーも増えていますので

そこそこにやっていけるのではないかと見ています。

また、宮タクも今宮タクが走っている３地域の路線に対して３００万円の補

助金を出していました。これとほぼ同額の委託料を出していますが県の補助金

が９５７，０００円入りましたので、結局は市の支出は１，９８８，９００円

に減っています。２１年度は１便増やした分委託料が大幅に増えていますが、

これについても県の補助金を見込んでおります。乗客は富士急バスの頃よりだ

大幅に増えました。宮バスにつきましては５倍以上、宮タクについては２倍以

上のお客様が利用されており、市の一般会計からの支出は以前より抑えていま

す。以上です。

（議長）

市の歳出状況についても改善が進んでいる、ということでした。その他、何



32

かご質問等ございますか。

ちょうど時間も参りました。様々なご意見等あると思いますが８月、１０月

と次の予定が組まれております。それでは、お忙しい中と思いますが皆様ご協

力をお願いします。日の議事は全て終了いたしました。この後の進行は事務局

にお願いいたします。

【閉会】

（事務局 佐野）

委員の皆様、ならびに関係者の皆様、長時間に渡り議論いただきましてあり

がとうございました。

次回の会議は８月２０日（金）午前２時から４１０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します。

以上を持ちまして、平成２２年度第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会

議を閉会いたします。ありがとうございました。


