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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４回）

《第４回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２２年１０月２９日（金） １４：００～

○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・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・齋藤吉久委員・藤井敬宏委員・深谷克巳委員・伏木章尋委員

（代理：城戸浩調査第一係長）・長倉隆一委員・塚本高士委員（代理：小

林直人主査）・増島康行委員（代理：大木誠主任）・西川泰正委員（代理：

鈴木克英技監）・高山あさ江委員・遠藤麗子委員）

事務局 ８人（都市整備部長 角入一典・商工観光課長 遠藤祐司・学校教育課参事

芝切弘孝・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

木下敦子）

合計：２８人

【開会】

司会（佐野）

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すけれども、皆さんお揃いになりましたので、ただいまから平

成２２年度第４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。

本日は協議事項６件、報告事項２件となります。よろしくお願いいたします。

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御確

認いただきたいと思います。

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。
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議長（副市長）

皆様ご苦労様です。芝川地域公共交通総合連携計画の策定が、いよいよ大詰めに

なってきました。これは来年度以降の芝川を含めた市民の足をどうしていくかということ

を決める重要な計画となっております。それぞれの委員の皆様から忌憚のないご意見

をいただき、また行政サイドの考え方を織り交ぜながらこれからの公共交通について

考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

〔１ 協議事項〕

議長（副市長）

それでは議事に入ります。

まず、本日の議事は協議事項と報告事項がございますが、協議事項から進めてい

きます。第１号議案 芝川地域公共交通総合連携計画（案）について、事務局に説明

を求めます。

事務局（高野）

交通政策係長の高野です。座って説明させていただきます。お手元の資料１ページ

をご覧ください。第１号議案の芝川地域公共交通総合連携計画（案）についてです。こ

この案につきましては、前回８月２０日の会議でご承認をいただき、案を確定しておりま

す。その案に基づきまして、最終的な地域説明会やパブリック・コメントを行っておりま

す。パブリック・コメントにつきましては、９月１３日から１０月１２日の１ヶ月間行い、６名

の方からご意見をいただきました。その意見をまとめてございます。同じようなご意見が

ありましたので、まとめて要約し３点に分かれると考えております。

まず１番目が、「交通弱者への配慮をしてください」というご意見でした。もちろんこ

れにつきましては、活性化再生会議の連携計画は、そういったことを考えながら策定を

いたしたものであります。

２番目、「PDCA による事業サイクルを日常的に行い、課題を綿密に検討していただ

きたい」ということです。連携計画では仕組みと考え方を明記しましたが、PDCA に基

づく事業評価につきましては毎年行いたいと考えております。

一番多かったのが３番目の、「運行経路及び運行時間を使いやすくしてほしい」とい

うことです。この連携計画の中で路線の位置を定めており、計画路線の範囲内でなる

べく使いやすい運行経路・運行時間帯の検討をします。お手元の資料１が時刻表に

なります。これにつきましてはまだ案ですので、時刻が変わることも考えておりますが、

なるべく使いやすい時間帯に設定しようという考えを持っております。いずれに致しま

しても、今回パブリック・コメントをいただいた意見について、今回総合計画そのものの

計画案を修正する部分はないと判断しておりますので、現行案のままでご承認をいた

だきたいと思います。

次に事務局からの修正案です。こちらは誤字・脱字の部分で大変申し訳ありません。

前回お配りいたしました連携計画をお持ちの方はお手元にご用意ください。

目次のページ数が間違っておりました。「５」のところの「５－１」「５－２」とありますが、

「５－２」のページ数が「５－４」になっていますが、正確には「５－３」でした。同じく「５－

５」が「５－４」になり、これはミスプリントですのでこちらを訂正させていただきたいで

す。
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また、お持ちの方は連携計画の７ページをご覧ください。こちらに「目標」というのが

あり、下に「高齢者等に対応する」とありますが、実際には２ページに「目標」という同じ

項目のものがあり、そこには「交通空白地域の解消と」いう言葉が入っております。従い

ましてこの７ページの「目標」というところも「交通空白地域の解消と」いう言葉も加筆し

たいと思います。

それから同じく７ページの「（１）」が広域バス路線の新設、「（２）」がデマンド交通のこ

とを書いていますが、目標では「交通空白地域の解消と」というのが順番的に早くなっ

ておりますので、「（２）」を「（１）」に置き換えて、最初にデマンド型乗合タクシーの事業

内容を示し、「（２）」に広域バス路線の新設として富士宮駅までのバス路線の新設を記

載するという形に直したいと思います。

同じく７ページですが、「柚野地域」という言葉がいくつか出てきます。この言葉は他

のページにも出てきますが、「柚野地区」という言葉と混在する形になっており整合性

が取れておりません。これにつきましては、全て「柚野地区」に統一したいと思います。

「地域」という言葉は広い範囲を示しますので、「芝川地域」に対し「柚野地区」「内房

地区」という形で地区に統一します。よってこのページの「柚野地域」を「柚野地区」に

直します。

続きまして資料編になります。４－３になります。こちらはアンケート調査結果の報告

ですが、問４のところに富士宮市というのが下から２番目にございます。N=2 というのは

回答者が２人ということですが、２人で「３３．３％」と「６６．７％」というおかしい表記にな

っておりますので、「５０％」と「５０％」という表記に直したいと思います。それから同様

の直しが４－４の問６になります。富士宮市の N＝２に対して５０％になっておりません

ので、こちらも「５０％」に直します。またその下の富士市の N=1 の部分ですが、１です

ので１００％のところが「７５％」となっておりますので「１００％」に直したいと思います。

以上、事務局から一部修正とパブリック・コメントの内容を含めまして、この連携計画を

承認いただき「（案）」をとりたいと思います。よろしくご審議ください。

議長（副市長）

説明が終わりました。それでは皆さんからご意見をいただきたいと思います。ただい

ま説明があったとおり、第１号議案につきましては、既に示しております芝川地域公共

交通総合連携計画(案)について、パブリック・コメントを９月１３日から１０月１２日まで実

施し市民に広く意見を求めたところ、６人の方から意見がありました。しかし全体として

連携計画を見直すという内容はなかった、ということが１点、２点目は事務サイドの話で

ございますけれども、誤字・脱字及び整合を取る為の記述の修正の２点でございます。

これにつきまして、委員の皆様からご意見を賜りたいと思います。ご意見等ありましたら

お願いします。

議長（副市長）

ご意見等よろしいですか。それではご意見等ないようですのでここでお諮りいたしま

す。芝川地域公共交通総合連携計画（案）につきましては、既にお示ししてあります原

案のとおり承認することにご異議ございませんか。

一同



4

異議なし。

議長（副市長）

全会一致で異議なしということで、原案通り承認いたします。

続きまして協議事項第２号議案 （再編）芝川バスの運行形態について、事務局に説

明を求めます。

事務局（高野）

はい。１ページをご覧ください。先ほどご承認をいただきました芝川地域連携計画に

基づく実際の運行形態の承認になります。こちらの承認を受けないと道路運送法の認

可手続きがスムーズに進みませんので、敢えて２号議案として挙げさせて頂きました。

芝川地域公共交通総合連携計画に基づき次のとおり事業を実施する。①事業名、

芝川バス運行事業、②運行開始年月日、平成２３年４月１日、③運行方法、道路運送

法第４条事業者に運行を委託する。なお、車両は市有車を無償貸与するという形で、

今現在走っております芝川バスを４条事業者へ貸し出してやってもらうということで、運

行形態が変わります。④運行路線、連携計画Ｐ５「芝川バス」運行ルート図のとおりとい

うことで、全部で５路線で、稲子線・内房線・芝富線・稗久保線・香葉台線になります。

運行日につきましては、日曜日及び１２月２９日から１月３日を除く毎日とします。運賃

につきましては、各路線２００円均一とします。各路線ですので、芝川駅まで行って次

の路線に変わりましたら、そこで２００円追加になります。稲子から富士宮駅へ出るには、

稲子線で２００円、稗久保線又は香葉台線で２００円の計４００円となります。また、小学

生以下及び身体障害者等は半額、保護者同伴の場合は未就学児２名まで無料と、一

般的なバス事業者が対応している割引と同じものです。⑦その他、別紙資料の芝川バ

ス時刻表です。これは承認事項ではありませんが参考として添付いたしました。この時

刻表について、通学の対応としてもう少し見直した方がいいのではないかという意見が

一部あります。道路運送法の認可そのものは１ヶ月前の届出で済みますので、先ほど

お示ししましたパブリック・コメントの意見にもありましたが、そういったことを含めて十分

検討しながら設定するつもりですので、今お示ししているものとは若干変わる可能性が

ありますが、運行便数等・開始時間・終了時間はさほど変わらないものとお考えいただ

きたいです。これはあくまでも案ですので参考までにご覧ください。この内容で４月１日

から芝川バスを再編路線として運行していきたいです。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

説明が終わりました。４月１日からの芝川バスの運行形態について⑦までの内容で

運行するということですが、何かご質問はございますか。

（野村晏弘委員）

バスの時刻表の案ですが、これを見ますと、例えば芝富線は１分間隔ですよね。これ

は実際運行した結果で組んだものなのでしょうか。

事務局（佐野）

現在柚野線が走っているところのバス停が芝富線とかぶっております。従って現在の
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バス時刻表を参考に各バス停間の時刻を設定しております。

事務局（高野）

１分間隔ですが、民間バス会社でも、例えば７時４０分のバス停の次のバス停が７時

４０分というところがあります。要するにこれについては、道路の交通状況がスムーズに

流れていれば運行できるということですので、１分おきになっていれば通常の間隔のバ

ス停なら周れると判断をしております。

（望月久次委員）

前回の会議で、宮バスとの乗り継ぎの関係について考慮していただきたいということ

で要望いたしましたが、その辺についての説明がありません。その後どうなりましたか。

事務局（高野）

お答えします。宮バスとの乗り継ぎは香葉台線で考慮しております。全ての便がスム

ーズに乗り継げるわけではございませんが、基本的には乗り継ぎを考慮しております。

宮バスの時刻表と比較してご覧ください。香葉台線の８時５４分芝川会館発に乗ります

と、富士宮駅南口に９時１４分に着きます。９時１４分に着きますと、富士宮駅南口９時

１７分に宮バス内回りが来ます。ですから、内回りに乗って神田川町から西駅の方へ行

こうという方は、２～３分程度の乗り継ぎで行けるという事になります。外回りを使う方は

若干待ってもらうことになりますが、９時５１分富士宮駅南口着の宮バスに乗ることが出

来ます。次が１３時４０分に富士宮駅南口に到着する芝川バスの便は、宮バス内回り１

３時４２分がありますので２分程度で乗り継ぎできます。基本的には、宮バスと芝川バス

の運行事業者を同一の事業者にするよう考えておりますので、多少到着時間が前後

した場合は、そのバスの到着を待ち、乗り継げるように配慮することを考えております。

宮バスの時刻表を帰りまでにご用意します。それをご覧いただければ芝川バスの時刻

表と照合して乗り継げる便がわかると思います。

それから稗久保線ですが、１１時４分富士宮駅南口着は対応しておらず、宮バスが

先に行ってしまい乗り継ぎが悪い状態です。１５時５４分に南口着の便は宮バス内回り

１６時２分に乗り継げます。外回りに乗り継ぐ場合は多少待つこととなります。ただしあく

までも案の状態で、通学の子供たちの為の時間の配慮を検討しているところなので、

そこで多少のずれが出て、最終的に宮バスへの乗り継ぎが都合が悪くなる部分が出て

くる可能性もございます。その辺につきましては、子供たちの通学の足を優先して考え

たいと思います。時刻表につきましては、確定するまでにまだ時間がありますので、次

回１月１９日の第５回活性化再生会議に確定したものをお示しできればと思っておりま

す。

（望月久次委員）

ひとつ要望だけしておきます。事務局の意見はわかりましたが、特に旧芝川町の住

民に対して、宮バス等への乗り継ぎについてわかりやすく周知していただきたいです。

事務局（高野）

わかりました。
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議長（副市長）

その他いかがでしょうか。

（平野洋一委員）

バス協会です。細かいことで申し訳ありませんが、③運行方法、道路運送法第４条事

業者に運行を委託するとありますが、これは乗合バスと貸切バスとタクシーの事業者全

てを対象としていずれかへ委託するという考え方でよろしいですか。

事務局（高野）

はい。具体的には書いてありませんが、基本的には４条の乗合事業者という風な考

え方を持っております。

（平野洋一委員）

わかりました。その下の運賃についてですが、「身体障害者割引半額」となっている

部分で、標準的には身体障害者割引と言いますが、静岡県の場合、それ以外に精神

障害者の割引も行っているため、今の乗合バス事業者という前提があれば、その認可

を受けているため約款上の認可は必要なくできます。ただし、タクシー事業者や貸切

バス事業者がやる場合につきましては、標準運送約款ではできません。その辺を今確

認させていただきました。

事務局（高野）

その件につきましては、「等」という範囲の中で３種類の手帳について割引をします。

どの手帳につきましても半額ですが、障害者１種の場合には介助者も半額など規定を

設けておりますので、標準約款というのでしょうか、それと全く同じ形で割引が出来るよ

うにするつもりです。

（平野洋一委員）

３種類の手帳のうち精神障害者に割引することは標準約款ではできないものですか

ら、乗合バス事業者は特別に別の認可を受け別の約款を持っています。標準約款で

は身体障害者しか割引制度がありません。

事務局（高野）

今現在宮バスで同じような割引をやっておりますが、全く同じ内容で運行してもらうつ

もりです。

議長（副市長）

その他よろしいですか。それでは２号議案につきましてはいくつかご意見をいただき

ました。先ほどの１号議案のパブリック・コメントのくだりにありましたように、事務局は更

に運行経路・運行時間が使いやすくなるように、これに基づいて新たな学生たちの通

（訂正事項：11 月 10 日付け富交活第 24 号で通知済）

指名競争入札を執行するに当たり、道路運送法第４条イの許

可が取得できる事業者に改めます。
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学等を含めて検討をよろしくお願いします。それから今の話は、第４条事業者とだけ書

いてありますが、正確に表現するとどんな表現になりますか。事務局はもう一度回答を

お願いします。

事務局（高野）

道路運送法の第４条にイ（一般乗合旅客自動車運送事業）、ロ（一般貸切旅客自動

車運送事業）、ハ（一般常用旅客自動車運送事業）というのがございます。イの事業者

が乗合事業者になります。その他にロの貸切事業者や、タクシー事業者のようなハの

常用という３種類ございますが、そのうちのイの事業者を想定しております。

議長（副市長）

とても大切なことですので、原案にそこが入っていなかったため、今平野委員からご

意見が出ましたように確認させていただきました。イの乗合事業者を対象として委託す

ることを示していると御理解いただきたいと思います。その他ご意見等ございますか。

よろしいですか。

それではご意見等ございませんので、ここでお諮りいたします。第２号議案 （再編）

芝川バスの運行形態につきましては、一部修正をしまして原案のと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（副市長）

ご異議がございませんので、若干時刻等変えるところもございますが、原案のとおり

承認することと致しました。

それでは第３号議案 （現行）芝川バスの事業廃止についてを議題と致します。事務

局は説明をお願いします。

事務局（高野）

２ページをご覧ください。現在の芝川バスは富士宮市が道路運送法の７９条で自主

運行しております。これについては、先ほど４条業者に委託するということでご承認い

ただき運行形態が全く変わることを受けて、廃止の手続きを致します。７９条の１１によ

り、平成２３年３月３１を以って、富士宮市における自家用自動車有償運送を廃止する

ということでご承認いただきたいと思います。

議長（副市長）

説明が終わりました。これにつきましてご質問等ございますか。これは２号議案の決

定に伴い、芝川バスを市が直接やることはなくなるので廃止手続きをとるということで

す。

それではご意見等ございませんので、お諮りいたします。第３号議案 （現行）芝川バ

スの事業廃止については、原案のとおり承認することでご異議ございませんでしょう

か。
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（一同）

異議なし

議長（副市長）

ご異議がございませんので、原案のとおり承認致しました。

続きまして、第４号議案 宮タク（上野エリア）の拡大についてを議題と致します。事

務局に説明を求めます。

事務局（高野）

はい。同じく２ページをご覧ください。これも先ほど連携計画の中でご承認をいただ

きました。交通空白地域の対応という部分の事業になります。こちらも具体的に道路運

送法の認可を取る上で承認を受ける必要がありますので、敢えて４号議案に入れさせ

ていただきました。

芝川地域公共交通総合連携計画に基づき、柚野地区を宮タクの上野エリアに加入

する。①運行開始年月日、平成２３年４月１日。②運行方法、道路運送法第４条事業

者に運行を委託する。これも先ほどと同じ、乗合の事業者になります。③運行エリア、

既存の上野エリア及び柚野地区（大鹿窪区、猫沢区、明光台区、上柚野区、下柚野

区、鳥並区）とする。④運行日、１２月２９日から１月３日及び祝日を除く月・水・金曜日

とする。⑤運行時刻、上野エリアから街中エリアに向かう便として、８時と９時３０分、街

中エリアから上野エリアまでは１２時ちょうどという時刻です。⑥運賃については、６００

円とする。小学生以下及び身体障害者等は半額にする。以上でございます。よろしく

お願いします。

議長（副市長）

４号議案の説明が終わりました。それでは第４号議案 宮タク（上野エリア）の拡大に

ついて、ご意見等ありましたら伺いたいと思います。

（望月久次委員）

説明していただきたいのですが、月水金ということですが、どうして他の曜日は省か

れたのでしょうか。

事務局（高野）

こちらの柚野地区については、基本的には富士急静岡バスの柚野線というバス路線

があり、バスを大勢の方に利用していただきたいというところがございます。ただし、バ

ス停まで遠いお宅、例えば鳥並等はバス路線からかなり離れております。そういう方々

であるとか、足のご不自由方やバスのステップに足のかからない方、そういう方は宮タ

クでないと困るというのがございます。そういった方が毎日お出かけになる需要がある

のか考えると、月水金の週３日に限った中で選択していただき用事を済ませてもらえ

れば、なんとか足りるのではないかという思いはございます。それから、もともと上条・下

条等を運行しております宮タク上野エリアが、月水金で運行しておりますので、同じ運

行形態にしないとまたここで経費が余計に掛かってしまいます。なるべく経費をかけな

い中で拡大するために、こちらの柚野地区も月水金で運行することと致しました。
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（望月久次委員）

それについて、現行の上野エリアでは、そういった運行形態で特に問題は出ていな

い訳ですね。

事務局（平石）

上野は７月から始まったエリアです。ここで理解していただきたいのですが、上野な

ら上野線という現状のバス路線があるところに、宮タクを入れるというのは、バス会社さ

んのお客さんをこちらに持ってくることにもなってしまうので、それに対する配慮というこ

ともあります。宮タクの使命というのは、バス停まで行くのに大変という人たちをフォロー

するということでして、毎日運行で便数もということになりますと、乗合率が下がるという

ことや市の財政的なこと以上に、今現在運行している事業者との競合という部分が少

なからず出ます。その中でこういう形態をとらせていただいています。ちなみに、現在

週３日の運行形態以外の宮タクは、一本もバスがない交通空白地域に関しては、土日

祝日を除く毎日運行をしています。それ以外は全て週３日のパターンです。御理解い

ただきたいと思います。

（望月久次委員）

わかりました。

（平野洋一委員）

第４号議案 ②の運行方法についてですが、乗合バス事業者を対象ということで説

明がありましたが、バス事業者だけですと狭くなってしまいますので、タクシー事業者

等を入れる方が事業者を広げることが出来ると思いますが、その点についてはいかが

でしょうか。

事務局（高野）

これにつきましては、富士宮市で運行している宮タクがそうですが、タクシー協会富

士支部との共同開発でこの事業がスタートしております。従いまして、４条の乗合事業

者となっておりますが、タクシー会社に４条の乗合の認可を取ってもらって運行してい

るというのが実情です。よって、４人乗りのセダン型のタクシーが回るということの中で、

現在考えているのが、上野エリアを運行しているホンダタクシー様で随意契約によるエ

リアの拡大をしたいと考えております。ホンダタクシー様は４条の乗合の免許を持って

おります。このように、バス経営の４条乗合とは分けているというところがございます。

（静岡県 小林委員）

基本的なことで申し訳ありません。運行時刻についてですが、８時、９時半、１２時に

した理由を教えてください。

事務局（高野）

各地域に地域説明会等を行い、１日３便という限られた本数の中でどうしましょうかと

いう話をする中で、午前中に２便、帰り便が１便になりました。帰り便の１２時につきまし
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ては、様々なご意見がございます。「１時がいい」、「２時がいい」、「３時がいい」等あり

ましたが、基本的に午前中に出かけて午前中に用を済ませていただくということになり

ます。ただ、こちらはまだバス路線のある地域になりますので、宮タクに乗れなかったら

バスに乗って帰るという方法もあります。また、便の時間の変更は割りと簡単に出来る

ものですから、試験的に運行し PDCA をまわしていく中で、地域の皆様と話をしながら

実情に応じた時間に合わせていきたいと考えております。

議長（副市長）

それではご意見等ございませんので、お諮りいたします。第４号議案 宮タク（上野エ

リア）の拡大については、原案のとおり承認することでご異議ございませんでしょうか。

（一同）

異議なし

議長（副市長）

ご異議がございませんので、原案のとおり承認致しました。

続きまして、第５号議案 平成２３年度富士宮市地域公共交通総合連携計画（計画

事業）の具体的な事業について、を議題と致します。事務局に説明を求めますが、そ

の前に事務局から私に話がございまして、第５号議案の①の（３） 宮バスの拡大路線

のバス停作成・設置について、及び（４） 宮バスの路線拡大に伴う車両の購入につい

て、これらにつきましては、市の新しい予算に絡んでくるものです。来年度予算はこれ

から作業に入りますので、ここで決定することが今の段階では難しいので、次回１月１９

日にお諮りいたしますので、（３）と（４）につきましては次回回しということで御理解いた

だきたいと思います。それでは第５号議案につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

２ページ下です。①宮バスの拡大運行に係る事業です。これにつきましては、検討

会を作りまして５回にわたる会議を開催してまいりました。その結果、拡大をする見通し

が立ってきたのもですから、改めて具体的な事業として承認を受けたいというものです。

つきましては別紙の資料２をご覧ください。こちらがその検討会の内容ですが、昨年策

定いたしました連携計画の中で、拡大路線につきましては運行経費の２分の１を賄え

る状況なら運行しましょう、という評価基準を設けております。運行経費というのは総事

業費ですが、それに対する運賃収入もしくはバス停オーナー収入等で、５０％以上賄

えるかどうかというところが最大の焦点になります。それではその資料を説明いたしま

す。

１ページには、会議の開催状況を記載しておりますが、３-２という会議がありますの

で５回ほど会議を開催しました。５１名の委員がおり、毎回かなりの数の方にお集まりい

ただき熱心に審議を致したところです。第２回目では路線の決定を致しました。第３回

目ではそれに対する運行経費の試算を致しました。第３回目で決着が付かず、第３-２

回ということで南・東循環につきましては、もう一度１６名だけでやり直しております。そ

して最後の第４回目で、ある一定の方向が決まりましたので今回の議案に盛り込んだ

次第です。
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それでは、２，３ページをご覧ください。ワークショップのようなものですが、市民協働

ということで、行政と住民が一体となって「このバス路線をどうしていこうか」という勉強会

を兼ねた検討会の風景を写したものです。３ページをご覧ください。イメージとしまして

は、真ん中に１５分１５分と書いてありますが、これはシャトル便の路線です。中央循環

というのは現在走っている宮バスです。この北側に北循環で、一番北側が総合運動場

を考えております。それから三中の方から黒田へ抜ける南循環で、東循環は小泉と大

岩の一部を運行する路線を想定しています。南循環と東循環は一運行でセットになっ

ております。こういったイメージの中でどのような運行ができるかということで審議してま

いりました。

４ページをご覧ください。これが拡大委員の皆様方と話し合った北循環のルート図

です。右回りで御案内しますが、福祉会館から出発し大月線を通りまして南富士病院

を曲がって、バイパスを一部運行して大富士中学校の東側を通り、外神の方に入りま

す。それからスポーツ公園の方をぐるっと回りまして、う宮ーなという農協の農民市場を

通り、外神の和田から市川製材の方へと抜けていきます。それから物見山線という西

高の前の道路を通り福祉会館へ戻るという、１周約３０分のバス路線です。この北循環

をそのまま乗っていきますと、シャトル便へと変わり、そのまま富士宮駅へほぼ直行で

運行しますが、シャトル便はこの北循環とは分けて考えておりますので、こちらの路線

図には入っておりません。

続いて５ページの南・東循環の南循環から説明いたします。富士宮駅南口を起点と

しまして、イオンショッピングセンターの中を抜け、パチンコ ABC やセブンイレブンのと

ころから潤井川を渡りまして、三中の方に行きます。三中の裏からお寺の裏に回りまし

て、野中公会堂の前の通りに出ます。そのまま県道を通り越しまして、黒田へ行きます。

レストラン佐野の交差点を左に曲がりまして大宮富士線を北上いたします。そして、新

しくできました南部環状線の信号機の手前を右に入りまして田中公民館の方へ行きま

す。この道はかなり狭いです。田中公民館から踏切を渡りまして、富士宮自動車学校

の横から県道４１４号線（大月線）へ出ます。そこから大和跨線橋を越えて一度駅南口

へ戻ってくるような形になります。これで南循環は終わりです。ここから東循環が始まり

ます。市立病院の方から踏切を越えまして、市役所を経由し、そのまま富嶽館高校の

方へ行きます。そこを南へ行き、大月線へ出てから西小泉の真ん中の道路の西小泉

町線を上っていきます。途中内藤整形等の前を通りまして富士根南公民館の方からマ

ックスバリューへ向かいます。マックスバリューを北上し西富士道路に出るバイパスの

信号機を左に曲がって、富士根南中学校の信号機を北に入って大岩の方へと進んで

いきます。大岩明倫保育園の方へとぐるっと回りまして三室を経由して阿幸地へ抜け

ます。そこから南へ向かってエスポットの横を通り、富士宮市役所から駅へ戻るのが東

循環です。南・東循環も約１時間程度の運行形態を考えております。

次に６ページ７ページをご覧ください。この路線に対して、果たしてどれくらいのお客

さんが乗りますかということを、全世帯にアンケートいたしました。

北循環から説明いたします。回収率もかなり良く、２９４０世帯に対しまして１６５０世

帯の回答がありました。この中の質問項目として、「この路線を運行した場合にあなた

はフリーパス券を購入しますか」や、「回数券を何冊購入しますか」等、具体的に金額

が求められるようなアンケート内容にしました。その結果をまとめたものが次のページ

からになります。このような形で、かなりの方がフリーパス券・回数券を購入する意思が
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見受けられました。また、問４・問５では、仮にもっと早い便のバスや遅い便のバスがあ

れば利用するかどうか、土日運行したら利用するかどうか、ということも含めてアンケー

トを取りましたが、やはり費用対効果という中で、そこを運行しても経費ばかりかかって

収入が上がらないということになりますと、５０％ということがクリアできなくなりますので、

基本的には原案通りにし、早朝夕の便や土日の運行は諦めざるを得ないということが

アンケートの結果から見えてきました。

７ページは南・東循環のアンケートです。アンケートの項目が違っていますが基本的

には乗ろうと思う方の金額がわかるような仕組みのアンケートにしております。

そういったものを全部積み上げました。８ページ９ページをご覧ください。まず北循

環ですが、北循環の委員の皆様と考えたのが、正規社員の運転手を使って平日のみ

の運行と、１日６便の運行です。平日に６便運行するということです。これにつきまして、

固定費等の経費を合計しますと、試算で６２８万円かかる計算になりました。その半額

は３１４万円ですから、これがクリアできるかというところです。下の表をご覧ください。先

ほどのアンケートの結果から、フリーパス券の収入金額が７１２，０００円、回数券が５４８，

０００円、現金収入が１，１７２，０００円というような見込みがございます。バス停オーナ

ーが４人と過程いたしますと４８万円、合計で２，９１２，０００円ですが、バス停オーナー

をもう少し頑張って募集する等考えれば、この数字は３１４万円に限りなく近い数字に

なるので、一度試験的な運行でやってみる価値はあるんじゃないかということになり、

北循環につきましては平日のみでやってみよう、という方針で固まりました。

次が９ページの南・東循環です。こちらは契約社員を探して平日と土曜日の運行を

するということで提案がありました。これに係る経費が７，６３５，０００円です。半額にしま

すと３，８１７，０００円ほどです。これも下の表で見ますと、合計収入が４３９万円になり

ました。契約社員が見つかれば安い金額で出来るので、見つかれば全く文句なく５

０％を越える収入が見込めるのですが、もしこの契約社員が見つからず、正規社員で

やる場合には、表のひとつ上欄の、４７２万円の経費になります。そうなりますと大幅に

収入が下回ってしまうことになりますので、場合によっては土曜日の運行を諦めて平日

のみの運行を正規社員でやることになるかもしれないということで、現在は契約社員を

探している最中でございます。そういった中で、これらの調査を踏まえ、拡大路線が当

初決めました５０％の収益を見込めるという判断のもとに拡大をしたいということです。

それでは、今日の議案書の２ページにお戻りください。なお、今回ここに書いてある

内容については報告だけでございます。具体的な運行形態の詳細につきましては、１

月１９日に予定しております第５回の活性化再生会議までに、契約社員がいたのかい

なかったのか、土曜日運行をするのか平日のみの運行になるのか等の現在不明な点

を整理して上程したいと思います。ただし、本日の会議で、この拡大路線をやるという

ことのご承認をいただきたいと思います。この事業は国庫補助がいただける事業です

ので、こういった承認を受けていないと国庫補助の申請をする際に支障が出てしまうた

め、敢えて（１）宮バスの北循環・中央シャトル路線の実証運行、（２）宮バスの南・東循

環路線の実証運行、そしてこれらを運行することのご承認だけ受けたいと思います。よ

ろしくお願いします。

議長（副市長）

事務局から、第５号議案（１）（２）の説明は以上です。これにつきまして、皆さんから
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のご意見等伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。

（県 小林委員）

実証実験ということですが、もし成果が上がらなかった場合、「もうやらない」という選

択肢もあるのか、それとももうやることが前提となって「これは路線を変えてでもやるん

だ」という姿勢の部分をお聞きしたいということと、５０％という利益目標を掲げています

が、資料２の方の６ページ７ページの質問１～３に、「使わない」とか「買わない」という

回答が多いように私には思えますが、これを踏まえても５０％というのは実態としていけ

るだろうと判断したのでしょうか。

事務局（高野）

まず、将来的な展望ですが、基本的には国庫補助で１年半の補助金がいただける

こととなっておりますので、アンケートの結果に基づいて実証実験をスタートすることが

できるわけですが、実際にやってみたら思ったよりも券が売れないであるとか、あまり乗

ってくれなかった場合は、廃止も止むを得ないと考えております。これは、拡大検討会

の中で、最初からそういう前提で話を進めておりますし、先に実施したアンケートの結

果あまり乗らないということになっていたら、立ち上げの段階で止めようという話でスタ

ートしていますから、評価はきっちりしていきたいなという考え方を持っております。

それから、こちらのアンケートは、確かに利用しないという方が多いという結果でした

が、これはごもっともな話でして、このマイカー社会においてはほとんどの方が車で移

動されているということの結果です。このアンケートは全ての世帯に聞いているので、

基本的には「利用しない」という回答が多いということは最初からわかっておりました。

ただ、その中でも「利用する」という方が５０％の収益を満たせるだけの利用率があれ

ば、これはやる価値があるという判断の中でやっております。

議長（副市長）

今の質問は、行政にとっても非常に判断基準を求められるところであります。事務局、

今のは宮バスの拡大路線の件で、芝川バスは同じ物指ではないということですね。そ

の辺を芝川の委員様には御理解いただきたいと思います。芝川バスは別の物指を考

えなければいけないということです。他にご意見ありますか。それでは続いて②の説明

を事務局からお願いします。

事務局（高野）

②モビリティ・マネジメント事業の実施についてです。モビリティ・マネジメント事業の

一環として、今日お持ちしているこういった各種公共交通案内チラシです。表は宮バ

スの路線図と時刻表、裏を見ますと公共交通の必要性ってなんですかという記載のあ

るこのチラシも、実はモビリティ・マネジメント事業の一環として国庫補助で半分お金を

もらって作ったものです。こういったものを引き続き２３年度もやっていきますので、この

後報告もありますが、宮バス宮タク祭という公共交通に親しんでもらう為のイベントも含

めて、モビリティ・マネジメント事業を実施していきたいと思います。以上です。

議長（副市長）
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これからいろいろ行っていく PR についての提案ということです。

それではお諮りを致します。第５号議案 ①宮バスの拡大運行に係る事業のうち、

１）（２）、及び②のモビリティ・マネジメント事業の実施について、お諮りしていきたいと

思います。第５号議案については、原案の通り承認してもよろしいでしょうか。

（一同）

異議なし

議長（副市長）

ご異議がございませんので、第５号議案については原案のとおり承認することと致し

ます。

事務局（高野）

議長すいません。先ほどのコメントの補足をさせていただきます。先ほど承認いただ

いた芝川地域総合連携計画の１２ページの評価のところをご覧ください。ここで、｢地域

協力を求める｣ということが評価指標に盛り込まれております。説明会の中で「全世帯

の協力をお願いしたいという話をしましたが強制ではありません」という話をしてきまし

たが、目標としては５０％くらいの協力をいただきたいということで、挙げさせていただ

いております。あくまでも目標ということですが、是非皆さんにお声を掛けていただきた

いと思っております。

（野村晏弘委員）

目標を達成しないとどうにかなってしまうという話ですか。

事務局（高野）

そういうことではありませんが、あくまでもやる気になる為の目標設定です。いずれに

しましても、この PDCA をする中で、今回決まったものを３年間はやるつもりです。その

後についてどうなるのかというのは、また先の話になります。その中で、目標値の達成

率や利用状況も踏まえながら、地域の実情に合った運行形態に代えていくことは必要

だと思っておりますから、その時に大幅な変更にならない為にも５０％の目標をクリアし

たいと考えております。

議長（副市長）

先ほど私の方から申し上げたことについてですが、そう言ってもやはり５０％の目標は

置いておきたいという事務局の考えですので、御理解いただきたいと思います。

それでは、続きまして第６号議案 平成２３年度芝川地域公共交通総合連携計画

（計画事業）の具体的な事業について、を議案と致します。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

３ページをご覧ください。先ほどの５号議案と同じような内容ですが、芝川の連携計

画に基づく具体的な計画事業についてです。これにつきましては、芝川バスのバス停

の設置ということで、新規路線の稗久保線と香葉台線につきましては、バス路線が現
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在ないため、バス停を新たに作って設置する必要があります。これも国庫補助をもらっ

て設置したい為、あえて「設置」という事業に入れさせていただいております。

２番目は、富士宮地域と同じように、芝川地域につきましてもモビリティ・マネジメント

事業で、芝川バスの利用促進につながるようなイベントや PR 活動を、これも国庫補助

事業として認めていただいて実施していきたいと考えております。以上２点です。よろ

しくお願いします。

議長（副市長）

第６号議案についての説明が終わりました。説明いたしましたとおり、第５号議案で

承認いただいたことの関連でございます。芝川バスのバス停を国庫補助を活用して設

置することと、チラシをはじめとしてイベント等も行い宣伝をしていくモビリティ・マネジメ

ント事業の実施について、ご意見等ありましたらお願いします。

よろしいですか。それでは第６号議案についてお諮りしていきたいと思います。第６

号議案については、原案の通り承認してもよろしいでしょうか。

（一同）

異議なし

議長（副市長）

ご異議がございませんので、第６号議案については原案のとおり承認することと致し

ます。

つづきまして、報告事項に入りたいと思います。本日の報告事項は２件予定しており

ます。①宮タクの拡大エリアについての報告をお願いいたします。

事務局（高野）

宮タクの拡大につきましては、昨年策定いたしました、富士宮市地域公共交通総合

連携計画に盛り込まれたものでございます。平成２２年度に、上野地域、南部地域が７

月に新たに拡大しております。これらの地域につきましては前回の会議で報告させて

いただきましたので、今回は１０月に拡大しました富士根エリア、北山エリア、北部エリ

アの３エリアについて報告いたします。ただ、１０月１日からの運行でまだ実績が上がっ

てきておりませんので、登録者数のみの報告とさせていただきました、詳しい内容は第

５回目で報告いたします。登録者数は、富士根２３３人、北山１２８人、北部１２３人です。

会員登録者数が少ないため、乗合の発生が少なく目標の２人には達成していないとこ

ろもありますが、だんだん浸透していけば乗合率も上がっていくのではないかと考えて

おります。詳細は第５回目で報告いたします。以上です。

議長（副市長）

報告事項①についての説明が終わりました。ご意見等ございますか。

よろしいですか。来年は、上野エリアに芝川地域の柚野地区が加わってくるということ

ですか。
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事務局（高野）

その通りでございます。上野エリアが大きくなります。

議長（副市長）

上野エリアに柚野地区が４月１日から加わりますので、プラスアルファで増えていくと

いう説明でございます。報告事項についてご質問はよろしいですか。

（県 小林委員）

デマンドは会員が増加しすぎると、運行回数が増えていって経費がかかるようにな

ってしまいます。山宮エリアの会員が７６２人いますが、この会員数は当時の想定と比

べて、多いか少ないかといった意味でどのくらいのイメージですか。

事務局（高野）

なかなか適正な範囲や会員数が把握しづらいですが、基本的には１台が満車で運

行するのが理想と考えております。今現在は全て満車で各便が運行していることは少

ないです。ただ逆に、こういった場合には２台目３台目が出ますから端数が出ますので、

２台目が１人しか乗らない、２人しか乗らないということもありますけれども、押し並べて

見ますと、まだまだ空席があるというのが実態です。従いまして、会員登録者数７６２人

や他のもっと少ないエリアもそうですが、もっと多くても大丈夫だと考えております。

それよりも、エリアの範囲や面積の方がもっと大きな問題で、乗合をする都合上、A

さん B さん C さんとあちこち回るわけです。それがあまりにも広い範囲ですと、運行経

費がどんどん嵩んでしまうため、この適正な運行エリアの面積とそこにお住まいの会員

登録者数を一番いいところに持っていくということが難しいです。全国にもこの例がな

いため適正値がわからなく、当市がそれを模索している状況ですが、今のところ、著し

く想定外の経費が掛かっているところはございません。

議長（副市長）

よろしいでしょうか。その他ご質問ございますか。それでは無いようですので宮タクの

拡大エリアについては報告済みといたします。

それでは②宮バス・宮タクまつりについて説明及び報告をお願いします。

事務局（高野）

はい。３ページの下をご覧ください。宮バス・宮タクまつりは１０月１６日、１７日の２日

間で行いました。４ページの写真と合わせてご覧ください。内容について報告します。

写真入カレンダーは右の２番目の写真ですが宮タクや宮バスに乗って撮影したものを

オリジナルカレンダーの枠に入れて無料でプレゼントしましたが、非常に好評で予定

枚数の 300 枚をひっきりなしに並ぶお客様に全てプレゼントすることが出来ました。そ

れから、昨年は宮バスのオリジナルエコバッグを配布しましたが、今年は宮バスのオリ

ジナルチロルチョコを配布しました。見本があれば良かったのですが、チロルチョコの

包装紙に宮バスの写真をプリントしたものを 400 人の方にプレゼントし、非常に喜んで

もらえました。それから公共交通スタンプラリーは、富士急さんのバス、JR、宮バスを

乗り継いで競争でキーワードを探してくるというゲームで、4 家族が参加してくれました。
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初めてバスに乗ったよという子供もいて、バスの乗り方も覚えながらゲームに参加する

という形で実施しました。それから川柳コンクールは新聞にも掲載されましたが、最優

秀賞は「通院も 子供に頼らず 気が楽に」という大変すばらしい川柳をいただきました。

その他にも優秀賞ということで 3名選出いたしました。それから乗り物ウルトラクイズ、パ

ネル展、アンケートの実施等を行い、2 日間盛大に実施しました。

議長（副市長）

②宮バス・宮タクまつりについての報告がありました。これにつきましてはご覧になっ

た方もいらっしゃると思いますが、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。

望月久次委員

芝川バスの関係で要望になりますが、富士宮のバスとはだいぶ外装等が違い、いか

にも田舎の外装といいますかそんな印象を受けますので、好みもあるかもしれません

が、同じ市になったのですから、ある程度同じようなバスを運行した方がいいのではな

いかと思います。

事務局（平石）

おっしゃるとおりですが、芝川バスは実証実験的要素が高いです。ご存知のように芝

川地域は全人口が一万人弱、実際に芝川バスを利用する方は 2000 人程度だと考え

ています。ですので、まずはここに示している運行形態で始めます。宮バスと同じよう

にラッピングをするというのも良いと思いますが、とりあえず 3 年ほど様子を見たいです。

実は、もう一案宮タク方式という案も示しましたが、そちらと組み合わせた方がもっとベ

ストではないかという気持ちもございます。それは、高齢化や子供たちのことも含めて

検討していく中で、新しい形態になってどういう使われ方をしていくのかという点を見て

いきたい、その中でバスを中心に展開する方がベストだねとなった段階で、充実を計

っていきたいと考えています。気持ちとしましては 4 月 1 日から新しい運行で始めたぞ

っという姿勢は示したいのですが、これらを踏まえて様子見をさせていただきたいで

す。

議長（副市長）

報告事項に限らず、皆さんから公共交通等に関するご意見等ございましたら、せっ

かくの機会ですからお伺いをしたいと思います。

（藤井敬宏委員）

アンケートをやられた中で、アンケートに参加しない、利用者がいないといったアン

ケート結果になっていますけれども、実際このアンケートで出た数字を見てみると、バ

ス停の数で数えるとだいたい 20 世帯くらいが反応しているんですよ。そうすると、概ね

事務局が捉えた、いけそうな判断の中では、だいたいバス停から 100 メートルぐらいの

範囲単位で 20 世帯くらいがカバーできるくらいなので、妥当な範囲の人から取ったの

かなという気がします。ただ、ＰＤＣＡを回すといったような話になると、全地域とも結局

利用者は地域の人ということになると思います。調査をするという意味合いはわかるの

ですが、利用者層を限定してある意味精査したいといったような時には、今回の路線
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を限定して、あるいはバス停をある程度地域の中で切るか、路線中心にアンケートを

集計するとか、何かそういう工夫をされてた方が、実車ベースのところで比較がしやす

くなるんじゃないかと思います。ただ、今回全域を捉えて、地域の方たちが総意として

そういうものをどう捉えるかといったところの意識としては、充分使えるものなのかなとい

う気がいたします。

もうひとつ関連ですが、こういう調査をやった時の利用方法として、今回は「どれくら

いの人たちが」という属性のことにほとんど触れられていなかったのですが、どういうニ

ーズで使われているのか、今回回数的な話しかなかったんですが、スクールバス的な

要素の話だとかあるいは高齢者の方の乗り物であるとか、求められるニーズが変わっ

てくるので、この辺と絡んだところでもしアンケートのデータがあがってくると、本来地域

公共交通の中のしくみとして考えるのにはやりやすいだろうなという気は致します。こ

れから事業方向を調査していく機会があると思いますので、そういった面で活用してい

ただければいいかなという気がいたします。

それともう一件、先ほど宮タクの拡大エリアの設定規模といった話がありましたよね、

それに関しては事務局がお答えになったように、富士宮は非常にレアケースといいま

すか全国にもない公共交通で、その中でどれくらいの会員数を求めて宮タクの実車率

を挙げていくのかというところでは、やはりここの例が極めて大事になっていくということ

で、他市の自治体で富士宮の例を盛り込みたいというところが関東の中でも増えてき

ています。

特に交通連携の中で、自治体費は２テンいくつとか３テンいくつとか言う数字が出て

きていますから、実際に数字を上げるにはモビリティ･マネジメントといったようなみんな

で相乗りをするんだよ、という意識構成を根付かせるのが非常に大変で、モビリティ・マ

ネジメントで地図を作るといった話があったんですが、実際にはルートを作成するのに

ワークショップ形式で市が入っていって地域の方と協働する体制で作成したということ

は、既にモビリティ・マネジメントが地域の中でスタートしているという事です。ですので、

モビリティ・マネジメント＝地図を作るということだけでなく、仕切り手をどうやって地域の

中に持っていくかということなので、他市に比べると地域に足を運ぶ回数が多いと思い

ますが、こういった活動を是非継続させていただきたい。特に新しく展開するような地

域にはありのままの事実をあげるという工夫が、このシステムをすごく大事にすることに

なりますので、是非御検討いただければと思います。

その絡みですが、私も富士宮に足を運ばせていただいてまして、私の大学のこれか

らの試みになるのですが、富士宮の宮タク方式を、駅から２０分くらい離れたキャンパス

にある他の学部で学生たちの足の確保ということで、スクールバスは買えない、ではど

うしようかいった時に、タクシー事業者さんと協力して、なんとか学生たちに乗ってもら

って差分を大学が負担する「宮タク方式」を大学で出来ないか、といったようなことも検

討しています。富士宮には交通空白を埋めるいいシステムとして宮タクがありますので、

これをうまく活用していただきたいと思います。ただし、宮タクはアクセス型ではあるが

公共交通として一般の方が利用してその地域に行こうと思ったときには、タクシー以外

の公共交通といったものでカバーするものがないということで、一時的な地域の人たち

の利用という面ではいいですが、トータルで見たときに富士宮市として最終的な落とし

どころはいいのかというところは常に意識していただきながらＰＤＣＡをうまくまわしてい

ただきたい。その辺を御検討いただきたいと思います。
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議長（副市長）

日大の藤井先生から、富士宮市の今までの取り組みについてご意見をいただきまし

た。その他ご意見等ございますでしょうか。

今日予定しました議題については全てご決定をいただきました。以上をもちまして本

日の議事は全て終了いたしました。この後の進行は事務局へ戻します。

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。

次回の平成２２年度第５回地域公共交通活性化再生会議は平成２３年１月１９日

（水）午後２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４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。


