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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５回）

《第５回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成２３年１月１９日（金） １４：００～

○会場 富士宮市役所 ７階 ７１０会議室

○出席者

委員１７人（芦澤英治会長・土屋忠男委員・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・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（代理：渡辺義正係長）・塚本高士委員（代理：小林直人主

査）・増島康行委員（代理：田村英樹施設計画班長）・西川泰正委員（代

理：鈴木克英技監）・高山あさ江委員）

事務局 ９人（都市整備部長 角入一典・企画経営課長 手島大輔・防災生活課長

秋山和彦・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：26 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。

定刻になりましたので、ただいまから平成２２年度第５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。

本日は本会議の委員の委任についてと、協議事項６件、報告事項１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１７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。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。

〔１ 協議事項〕

議長（副市長）

それでは、議事に入ります前に、この会議の委員の委任について事務局から説明

があります。

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。

議案書の 1 ページの（１）活性化再生会議委員の委任についてですが、平成 23 年

1 月 14 を以って委員の皆様の任期が満了となりましたため、こちらから皆様の元へ推

薦書と承諾書を送らせていただきました。そして、御推薦、御承諾をいただき、新委員

になられた方を資料①の名簿に記載しております。ほとんど同じ方が再任ということに

なっております。なお、今回就任されました委員の任期は、平成 25 年の 1 月 14 日ま

でとなっております。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

ほとんどが同じ顔ぶれということですね。みなさん、これからもよろしくお願いします。

それでは議事に入ります。協議事項の第１号議案 平成23年度生活交通確保計画

について、事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

それでは説明いたします。

1 ページを御覧ください。①自主運行バス事業等についてですが、宮バス中央循環

の内回り・外回りの運行を継続して行います。また、宮バス北循環・シャトルの内回りと

外回りの新規運行、宮バス南東循環の内回りと外回りの新規運行を行います。現在運

行しております宮タク8エリア、山宮エリア・山本エリア・安居山エリア・南部エリア・上野

エリア・富士根エリア・北山エリア・北部エリアですが、こちらも継続して運行いたします。

そして芝川バスを再編して継続運行いたします。

②富士急静岡バス株式会社の 8 路線 14 系統の退出意向の申し出について、検討

と調整結果です。退出に伴う学校関係打ち合わせ会を6月17日に行いました。この会

議では各学校の関係者が集まり、事業者から事業内容を説明し、各学校の利用状況

の報告を受けて終了しました。第 1 回退出路線検討会では、既に第 2 回活性化再生

会議の時に説明済みですが、6月18日に開催し、区長様等地域の代表の方に集まっ

ていただき、事業者から事業内容を説明した後、各地域の状況について報告を受けま

した。7月 21日に開催しました第 2回退出路線検討会では、こちらも第 3回活性化再

生会議にて既に承認を受けておりますが、事業者及び地域の代表者が参加し、路線

退出の可否及び地域の協力体制を確認し、4 路線 8 系統を廃止、4 路線 6 系統が継

続協議となりました。12月16日に開催しました第3回退出路線検討会では、第2回の

時と同じような話し合いをした訳ですが、結果来年からは4路線6系統は平成23年度
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以降も継続協議とし、平成 23 年 4 月の退出は行わないこととなりました。来年度の廃

止は 4路線 8系統です。

次に③富士急静岡バス株式会社、山交タウンコーチ株式会社の単独継続困難の

申し出についての検討と調整結果です。1 月 13 日に単独維持困難路線検討会を行

い、関係区長へ事業者から内容を説明し、各地域の状況について報告を受けました。

その結果、市の補助金継続と地域の利用促進活動をすることで、１．５便の減便を行

い残りの路線を維持するということで関係区長の了解も得られました。

以上が検討結果です。よろしくお願いします。

議長（副市長）

説明が終わりました。①新規宮バスの運行。②４路線８系統の廃止。３点目に付いて

は単独維持困難路線について。なにかご意見ありますか。

県 交通政策課（小林直人代理）

具体的に路線ごとに報告してください。

事務局（高野）

はい。お持ちの方は第３回会議の資料を御覧ください。協議事項第１号議案の富士

急静岡バス株式会社の退出以降路線についてというところです。

平成２３年４月以降も継続協議となったのが、北山線のうち富士宮駅発西高校終点

と猪の頭終点と根原終点の３系統、富士宮駅発上柚野終点の柚野線、富士宮駅発星

陵高校終点の星陵線、富士宮駅発で橋戸を経由して二本松へ行く粟倉団地線、合計

４路線６系統です。

平成２３年４月から退出する路線は、富士宮駅発東高校終点の東高線、上野線のう

ち富士宮駅発坂下経由上条終点と大石寺終点の２系統、粟倉団地線のうち富士宮駅

発富士見ヶ丘経由粟倉団地終点と橋戸を経由して粟倉団地終点の計２系統、富士宮

駅発富士急車庫終点のひばりが丘線、曽比名線のうち西富士宮駅発曽比奈終点と富

士宮駅発曽比奈終点の２系統です。

そして先ほど申し上げました、山交タウンコーチの富士宮駅からイオン富士宮ショッ

ピングセンターを経由して蒲原へ抜ける路線が４月１日より１．５本減便して運行しま

す。

議長（副市長）

その他御質問等ございますでしょうか。それではご意見がないようですので第１号議

案についてお諮りいたします。第１号議案 平成 23 年度生活交通確保計画について、

原案のとおり承認することで御異議ございませんか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしということで原案通り承認いたします。
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続きまして第２号議案 平成２３年度芝川バスの運行形態（時刻表・定期券）につい

て、議題といたします。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

第２号議案です。平成２３年度芝川バスの運行形態（時刻表・定期券）について説

明いたします。

①の時刻表についてです。時刻表は５ページから７ページに路線図は８ページにな

ります。前回のものから、通学にもう少し対応したものにしてほしい、宮バス等他の交通

機関との乗り継ぎも考慮して作成してというご意見をいただきましたので、それを受け

て修正してございます。これは３月の JR の時刻改正を受けて多少の調整はとりますが、

大幅に変更が無ければほぼこの案でいきたいと思っております。

②の定期券についてです。９ページから１０ページを御覧ください。定期券の種類

は、一般普通定期券・一般平日定期券と、高校生以上の学生用の学生普通定期券・

学生平日定期券と、特別定期券として中学生定期券・小学生定期券を作成しました。

片道定期券は各定期券の半額とし、小学生定期券は小学生の乗車賃が半額のため

一般定期券の半額とします。障害者定期券は各定期券の半額とします。また定期券

は路線毎の販売とし、同一路線内のみ有効とします。また、特別定期券は小中学生の

通学の足を確保するものですので、指定区間を平日のみ利用できるものとなっており、

料金も安くなっております。

定期券の金額については１０ページに式を載せてございます。例えば１０ページの

一番上の一般普通定期券の計算方法は、１乗車２００円ですので往復で考えます。芝

川バスは日曜運休なので１ヶ月２５日とし、そこから割引率０．７をかけて７，０００円とし

ました。３ヶ月、６ヶ月定期は更に０．９５、０．９という割引率を上乗せして少しお得にな

っております。一般平日定期券は土曜日をカウントしないため２０日計算で算出してお

ります。学生定期券は一般定期券の割引率０．７に対して０．６にしました。また特別定

期券については、平日のみの利用で算出し、更に割引率を高くして、０．５としてありま

す。小学生につきましては乗車運賃が半額になりますので２００円のところが１００円と

なっております。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。時刻表につきましてご意見が出たところを若干修正し通学の

便を図ったということと、定期券につきましてはそれぞれ割引率を高校生・中学生・小

学生と高めていったということが議案となっております。御質問等あったらお願いいた

します。

県 都市計画課（田村英樹代理）

ただいま説明を受けた部分ですが、学生定期券について 9 ページでは 6 ヶ月、10

ページ 4 ヶ月と記載が違います。どちらが正しいか教えていただきたいと思います。

事務局（高野）

大変失礼いたしました。学生普通定期券と学生平日定期券については、10 ページ

の 4 ヶ月が正しいです。9ページの表の学生普通定期券の 3行目が 6 ヶ月となってお
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りますが、この６を 4 に改めてください。そしてその下の学生平日定期券の 3 行目も 6

ヶ月となっておりますが、この６を 4 に改めてください。大変申し訳ありませんでした。

議長（副市長）

その他御意見・ご質問ございますでしょうか。

勝亦健委委員

割引の率が０．９から０．７までありますが、これは法律的に決められているのですか。

事務局（高野）

法律で決められているということはありません。こちらの協議会で承認されれば協議

運賃ということで認めていただきたいと思います。この定期券の率については、市内の

民間バス事業者のそれと若干異なるものになっております。

勝亦健委委員

かなり率がいいように思うがどういう計算なのか。

事務局（高野）

はい。10 ページの計算式の０．７あるいは０．６という割引率は、実は富士急静岡バス

様のアドバイスを受けまして決めておりますから、著しく安いという認識はありませんが、

特別定期券の 0.5 という割引率はかなり安いと思っています。というのもこの特別定期

券は芝川地域の小中学生の足を確保するという目的で販売いたします。現在の芝川

バスは定期券・フリーパス券という名称で、1 万円で販売し、更に教育委員会からの補

助を受けまして各家庭の負担が 5 千円程度となっております。ですからこの定期券が

急激に高くなると保護者の負担が大きくなるという中で、教育委員会とも協議し、定期

券の率を下げて購入しやすくするために０．５という特別な割引率を使っております。ご

承認いただければこれでお願いしたいです。

議長（副市長）

ちなみに民間バス会社の割引率は何パーセントくらいでしょうか。

事務局（高野）

一般定期券の０．７というのが一般的な係数です。

議長（副市長）

学生の場合はこの０．７という係数を０．６にし、更に中学生は０．５になり、小学生に

なると、基準の運賃が半額の100円になるため、かなり安くなるということになりますね。

額で言えば、一般定期券の7000円の基準に対して、学生については6000円、中学

生については 4000 円、小学生については 2000 円と理解してよろしいですか。

事務局（高野）

そのとおりです。
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議長（副市長）

学生、特に小学生に配慮したということでよろしいでしょうか。芝川の委員様、よろし

いでしょうか。

野村委員・清委員・望月委員

異議なし

事務局（高野）

学生定期券の０．６という係数も民間バス事業者の係数を参考にしています。独自に

考慮したのが０．５という係数です。学生定期券には小学生・中学生というくくりはありま

せんが、今回の芝川バスにつきましては、学生を小中高に分けて 3 段階で割引をして

います。

議長（副市長）

高校生については民間バスと同じレベル、中学生は更に割引き、小学生は更に 2分

の１となり、このことは教育委員会と協議済みということでよろしいですか。

事務局（高野）

はい。

議長（副市長）

その他定期券やバス停のことについて御意見・ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。

それではご意見がないようですので第 2 号議案についてお諮りいたします。第 2 号

議案 平成 23 年度芝川バスの運行形態（時刻表・定期券）につきましては、原案のと

おり承認することで御異議ございませんか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしと認めます。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。

続きまして第 3 号議案 宮バスの拡大運行（車両購入・バス停製作）について、議題

といたします。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

第３号議案です。この議案につきましては、前回急遽削除させていただきましたもの

の再提出です。①につきましては、１０月１日から運行開始を予定しております、宮バ

ス北循環・中央シャトル便及び宮バス南・東循環の運行に伴う車両の購入です。ノンス

テップ型のコミュニティバスタイプの車両を２台購入することを考えています。

もうひとつが、この運行に伴いますバス停の製作です。設置数につきましては１４０基
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を予定しております。デザインは、現在の宮バス中央循環のバス停と同様にし、統一を

図りたいと考えます。なお、こちらにつきましては、２月議会の当初予算で審議する内

容となっておりまして、現在役所内の査定をしているところでありますけれど、議会の承

認及び国庫補助事業の交付決定の状況を見ながら事業の内容は見直したいと思って

おりますので、予定した金額どおり予算がつけば２台の車両購入と１４０基のバス停製

作を行いたいと考えております。変わるような状況になりました時には、来年度の活性

化再生会議の中で改めて御相談させていただきます。以上です。

議長（副市長）

説明が終わりました。ただいま説明がありましたとおり、市の予算が絡むことでござい

ます。本日の午前中に市長ヒアリングまでが一応終わりまして、この原案のとおり予算

計上がされております。正式には議会の議決が必要ですが、予算的に市の方で対応

したということを前提に今日御決定をいただきたいと思います。御質問等どうでしょう

か。

県 交通政策課（小林直人代理）

小型ノンステップの車両は新車ですか。

事務局（高野）

予算計上段階では新車購入で考えております。

県 交通政策課（小林直人代理）

具体的な車種はポンチョ等をお考えですか。

事務局（高野）

国庫補助をいただいて、コミュニティバスでは「ポンチョ」という一番親しみのある車両

を予定しています。

議長（副市長）

よろしいでしょうか。それでは御質問等ないようですのでお諮りいたします。第 3 号議

案 宮バスの拡大運行（車両購入・バス停製作）について、原案のとおり承認するとい

うことで御異議ありませんでしょうか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしということで原案の通り承認されました。

続きまして、第４号議案 宮タクの安居山エリアの運行形態についてを議題といたしま

す。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）
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第４号議案です。こちらの議案は芝川バスの運行形態と密接な関係をもっておりま

す。芝川バスの運行形態につきましては、既に第４回会議で承認をされているところで

すが、これに伴いまして、宮タクの運行形態が変わってきます。

宮タクは、従来バス路線の全く走っていない交通空白地域をデマンド型で輸送する

という仕組みでした。従ってそういう地域については月曜日から金曜日を毎日運行し

て一日５便ということでした。その翌年からは、バス路線があっても利用できない方の

為に、バス路線のある地域については月・水・金の週３回、一日３便と、運行形態を変

えて実施しております。その中で、安居山につきましては、今年度までは交通空白地

域でしたが、来年度は芝川バスが運行するため交通空白地域ではなくなりますので、

宮タクの運行形態が変わります。１２月２９日から１月３日の年末年始及び祝日を除く

月・水･金となります。運行時間につきましては、街中エリアに出るのが９時と１１時、安

居山に帰ってくるのが１３時と３便になります。エリアや運賃の変更はございません。で

すので、今後につきましては、安居山地域の方々はバス路線と宮タクをうまく使いなが

ら御自分の使い勝手のいい形を見つけて、是非公共交通を利用してほしいと思いま

す。よろしくお願いします。

議長（副市長）

説明が終わりました。この件につきまして御質問等ありましたらお願いします。

私から質問ですが、地元への説明や了解・合意はどうでしたか。

事務局（高野）

各区の区長様には説明に上がっております。また、月に１０回以上使うような利用者

へは、直接出向いて説明をし、了解をいただいております。また、今日の承認を受け

た後、広報２月号で回覧文章を入れて全体の周知を図りたいと考えております。宮タク

をよく利用している方からの御了解はいただいております。

議長（副市長）

その他、御質問御意見等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは

お諮りいたします。第４号議案 宮タクの安居山エリアの運行形態につきまして、原案

のとおり承認することで御異議ございませんでしょうか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしということで原案の通り承認されました。続きまして第５号議案、宮バス中央循

環の路線一部変更についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

第５号議案です。宮バスの路線変更でございますけれども、今年の４月１日から変

更したいと考えております。変更につきましては下の図面のとおりです。イオン富士宮

ショッピングセンターから出るバスの路線でございます。こちらはイオン様からのルール
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ーでバスは必ず南の出入り口から入って東の出入り口から出ることとなっており、一方

通行となっております。現在の宮バスは東側を出て踏切方面へ左折をいたしますが、

御存知のとおりこの通りは踏切渋滞が激しく、バスがなかなか車線に入る事が出来ま

せん。そこに入れてもその後市立病院方面へ右折する間に、ひどい時は１０分から１５

分もかかってしまっています。徒歩で２、３分のところがバスで１０分もかかってしまうと

いう状況ですので、これを改善するための路線変更です。変更案につきましては、イ

オン様を右に出て、信号機を左折しまして市立病院の南側の駐車場の横を通りまして、

北上して駅の南口に入るルートです。こちらの方が距離はありますが、時間的に計算

が出来るものですから運転手も運転がしやすく、交通渋滞の緩和を考え、こちらの案

に一部変更したいと考えております。よろしく御審議ください。

議長（副市長）

説明が終わりました。この件につきまして御質問等ありましたらお願いします。実施

時期は４月１日ということでしたね。

事務局（高野）

はい。４月１日を目標に本日議決されましたら、バス事業者に認可申請をしてもらい

ます。

議長（副市長）

交通渋滞を避ける意味での変更でございます。この件につきましてよろしいでしょう

か。それではお諮りいたします。第５号議案、宮バス中央循環の路線一部変更につい

て原案の通り承認することで御異議ございませんでしょうか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしということで第５号議案につきましては原案の通り承認されました。続きまして

第６号議案、地域公共交通活性化・再生総合事業の委託についてを議題といたしま

す。事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

第６号議案です。今年度も当会議でいろいろな事業をしてまいりました。この事業は

全て市から補助金の交付を受け、コンサルへの委託を通していろいろな調査事業や

計画事業を実施してまいりました。しかし、来年度以降は当会議だけでは処理できな

い議案がありますので、来年度は当会議が出来ない部分を市へ委託し、市が実施す

るという考え方です。それらの事業は次のとおりです。

市営バス事業の宮バスの拡大路線の運行になります。運行事業そのものを協議会

がやるというのはなかなか大変です。また、宮バスの購入になりますと、車検証の名義

等の問題が出てきます。これらは協議会では出来ないので市へ委託したいと考えてお
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ります。１１ページを御覧ください。こちらに考え方をまとめてありますが、左上の四角

の中に挙げてあるものは、本来活性化再生会議が行うものですが、これらの全ての事

業について市へ委託します。市はそれを一般会計の中で実施をすることになります。

右上の四角から矢印が回ってきていますが、これは活性化再生会議へ市が経費補助

を行っていたことを示す矢印です。この部分は今年 800 万円ほど交付を受けておりま

した。来年度の事業については、市から活性化再生会議に対する補助金は、会議費

や交通費当、会議の運営に係る経費だけになり、活性化再生会議の仕事としては、計

画を立てる・評価をするということが主な仕事となります。そしてハード的な事業につい

ては、市へ委託して市が実施することとなります。ただし、これは活性化再生会議の事

業ですので、国に対しましては補助金申請を行います。国はこの申請に対し審査し、

適正であれば活性化再生会議に対して補助金を交付します。そして活性化再生会議

に入ってきた補助金は、会議が委託した事業を実施する市へと活性化再生会議が支

払うというお金の流れになります。このような流れにつきましては、富士市が既に実施し

ております。全て事業は活性化再生会議から市へ委託し、市が実施しているようで

す。

ですから、平成 23 年度につきましては、ハード面は市へ委託し、それを以って活性

化再生会議の事業とするという扱いになりますので、今年度までとは予算やお金の流

れが変わりますが御理解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（副市長）

説明が終わりました。この件につきまして御質問等ありましたらお願いします。

国の制度上、活性化再生会議に対する補助制度なので、市がダイレクトに行うので

はなく、活性化再生会議が補助金を受け、実際のハード面の仕事を市にやってもらう

ということで、理解してよろしいですか。

事務局（高野）

はい。

議長（副市長）

他にございませんでしょうか。これは制度上このようになるということで御理解くださ

い。この件につきましてよろしいでしょうか。それではお諮りいたします。第６号議案、

地域公共交通活性化・再生総合事業の委託について、原案の通り承認することで御

異議ございませんでしょうか。

一同

異議なし。

議長（副市長）

異議なしということで第６号議案につきましては原案の通り承認されました。

続きまして、本日の議事の（３）へ移ります。報告事項でございます。宮バス・宮タク

の実績報告についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。
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事務局（高野）

平成２２年４月１日から１２月３１日までの実績がまとまりましたので報告いたします。

資料の１２ページを御覧ください。

上の段が宮バスの実績です。内回り合計 17,318 人、外回り 15,978 人の利用があり

ました。平均乗車人数は 1 日当たり１２１．９人、1 便当たり８．３人です。なお、昨年度

は１日平均１１６人ですので、昨年度の実績と比較しますと伸びています。1 台あたりの

平均乗車も 7.21 人でしたので、こちらも利用が右肩上がりであがっております。

次に宮タクです。全エリアの合計は、運行台数が３，４１４台、輸送人数が７，０１０人

で月の平均が７７９人、平均乗車が２．０５人です。昨年の運行エリアは山宮エリア・山

本エリア・安居山エリアですが、昨年と比較すると輸送人数の月平均が６１０人で一ヶ

月当たり１７０人近く増えております。平均乗車人数も昨年は２．００人ですので乗合率

も上がっております。また、今年の平均乗車数２．０５人という数字は、今年度拡大した

ばかりの上野エリア・南部エリア・富士根エリア・北山エリア・北部エリアの中で、乗合の

悪いエリアも含めた数字となっておりますので、それなりの成果は上がっていると考え

ております。ですので、輸送人数の増加はエリアの増加の影響もあります。

それでは各エリアの報告をいたします。山宮エリアの平均乗車人数２．０５人は前年

度並みです。山本エリアの２．２１人は昨年に比べて若干増えております。安居山エリ

アの２．０５人も伸びております。ここからは２２年度の新規分ですが、７月に運行を開

始しました上野エリアは当初伸び悩みがありましたが、ここ数ヶ月は平均乗車２名を超

えているため乗合率も上がってきています。ただし上野エリアはエリアが広いため、実

車走行距離が長く委託料が大分嵩んでいる点が問題点です。南部エリアにつきまして

は非常に利用者が少なく平均で１．２８人です。こちらは連携計画で示した評価基準を

大幅に下回っている状況です。１０月に運行を開始しました富士根エリアにつきまして

も１．５３人、北山も１．４５人、北部につきましては１．０８人ということで、一人１台のマイ

タクシーになってしまい、乗合率が極めて低い状況になっております。また、北部エリ

アにつきましては、輸送人数も運行台数も需要がないのか極めて少ないため、今後

PDCAの中で評価して改善が出来るところはしていかないと難しい数字であると考えて

おります。以上実績報告です。

議長（副市長）

説明が終わりました。この件につきまして御質問等ありましたらお願いします。

土屋善江委員

新しいエリアができる際、各地域で説明会を開催していただき私も民生委員さんを連

れてそちらに出て説明を聞きました。そして宮タクに登録しておけば、いざという時に

使えるからまずは登録してね、とお年寄りには説明しました。ということでその時は登録

した人がたくさんいたのですが、その後利用する人がどれくらいいたのかということを心

配しております。一度使ってみれば利用の仕方がわかると思うのですが、周りで教えて

あげる等補佐する人がいないと、登録はしたものの利用につながらないのではないか

なと私の地域では思います。いかがですか。

事務局（平石）
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都市計画課では区単位で３０箇所以上説明に行き、今おっしゃられるように、使って

も使わなくてもまずは登録してくださいという話をしました。ここで考え方ですが、富士

根エリアを例に挙げると一ヶ月で４０人程度しか使わないとなっておりますが、これはそ

れだけの運行で用が足りているという見方も出来ます。確かに「利用しないとわからな

い」という面もあると思いますが、特に拡大した地域については既存の富士急さんのバ

スも通っていて、それがあっても本当に困っている人、必要としている人というのは、と

りあえずこの４０人程度の人なのかなと思います。もちろん利用し始めれば、「これ、便

利だからもっと積極的に使おう」とわかってくる人も出てくると思います。ですから、今年

度拡大した地域については、既存バス路線がある中で必要に応じて使い分けている

のかなというように見ております。ただ、今後私たちも各地域を満遍なく説明をしてきて、

使った経験がないから利用者数が上がらないのかもしれないと思う反面、不平不満が

出てこないというのはその地域の実際の社会状況ではないかという見方もあります。で

すから、単純に利用者数が上がればいいとは考えておりません。

ですが、北部エリアは心配しているエリアでして、この地域に関しましては私たちが

考えている利用形態と運行形態がミスマッチなのかという懸念がございます。数字は

上がればいいというものでもありませんし、上がらなくても必要としている部分はある程

度仕組みの中ではあるのに、それを使わなくて現状それが収まっているというのは、宮

タクの使命は果たしていると捉えることが出来ると考えています。それらを踏まえつつ、

今後も「皆さん使ってくださいね」という案内を機会を見ながらしていくつもりです。

事務局（高野）

安居山エリアと富士根エリアというのはほぼ会員数が同じです。しかも人口・世帯数

については富士根エリアの方が圧倒的に多いです。そういったことを考えると、キャパ

といいますか利用できる方というのは多いので、実際には富士根の方が多くなってい

いわけです。しかし、実際には利用者数は伸びていない。先ほどの話の中で、バス路

線の走っている地域というのもあり、既に現状の生活環境に慣れているということが伺

えます。安居山エリアを平成２０年に運行したときに、同じようにまっさらな状況で開始

しましたが、この富士根エリアのような十数台の運行台数で２０人から３０人の利用者数

だったということはありませんでした。運行開始直後から１００人近くの利用がありました。

これは、地域性なのかなと思います。同じように説明会も実施しましたが、富士根他新

しいエリアについてはなかなか数字がついてきません。ついてこないのは、それだけ

他の交通に恵まれているということかも知れません。また機会があれば、説明をしたり、

口コミで広がっていけるような話をしたいと思います。

土屋善江委員

たまたまタクシーを利用して市立病院へ通っている方から、タクシーで行く費用が負

担になっていると聞いたもので、そういう方に月・水・金だけでも是非宮タクを活用して

もらうといいかなと思って進めたのですが、さっと行動できる方でなかったので補佐して

あげないとなかなか利用できないなと思いました。また地域に働きかけてみます。

議長（副市長）

その他御意見ありますか。
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高山あさ江委員

私の方の地域も最初はそのような状況がありました。宮タクを作っていただいた時点

では、高齢者が病院へ行くということが一番重要視されていたような気がします。その

方たちは、その時間帯を見て予約もしているので、その面から見ると良くなったなと思

いますが、やはり外出したくても本数が少なくて使えないという意見が良く出ます。

また、私の地域では、私も区の方にみんなに使うように説明していますが、利用しな

い理由としては、ひとつは時間帯があると思います。最近は皆さん知恵を出し合って、

タクシーを4人乗りしたり、いついつに買い物に行くと決めて一緒に行くと言った人と割

り勘する等タクシーを上手に使うようにしていますが、買い物に行く午後の便をもう一

本作ってほしいです。午前中はほとんどの方が病院へ行っている。主婦が買い物に行

くのは午後が多いと思います。以前も提案させていただきましたが、11時半に街中エリ

アから地元に帰ってくる便がありますが、せめてそのタクシーが回送で帰るのではなく、

予約制で1便として動かせばよいのではないかと素人ながら考えます。そして、地域に

あるバス停は、ずっとそこにあるので地域の人にとってみれば馴染み深いものです。そ

れを活用して、今提案した回送便は個人の自宅からではなく予約制でそのバス停から

乗れるというのも考えていただくと無駄が無くて済むのではないかと思います。地域性

があるので、土屋委員がおっしゃられたように、近辺に買い物ができるスーパーや病

院等用事が賄える施設がある地域は田舎でも使わない地域もあると思いますが、私の

地域の例で説明しますと、ジャスコかよどばしデイズまで出ないと買い物をする店が一

切無いため、宮タクが無いときは買い物でもタクシーを乗り合わせて使っています。で

すが、そういう行動が出来ない方もいると思うので、できればもう一本買い物用の宮タ

クがあると助かるなあと思っています。自分の地域のことばかりで申し訳ありませんが、

よろしくお願いします。

事務局（高野）

来年度事業では PDCA を行いますので、調査をしていく中でそういった要望があれ

ばそれに対する経費等を考えながら検討していきたいと思いますので、その際には委

員の皆様に御審議いただきたいと思います。

議長（副市長）

その他御意見ありますか。私から最後に一点、問題は北部エリアですね。１．０８とタ

クシーと変わらず一人が乗ることに補助している状況になってしまっています。先ほど

都市計画課長からミスマッチという言葉がありましたが、このことについて現時点の分

析はいかがですか。

事務局（高野）

北部エリアが他の宮タクエリアと大きく違う点は、中心市街地まで出ることが出来ない

という点です。これは最初からこのようにした訳で、交通結節点である上井出出張所ま

で宮タクでフィーダー輸送し、そこからは路線バスを使ってもらうという仕組みにしまし

た。今回実績にある輸送人員５人とか３人とかいう数字は、全て自分のエリア内、ご近

所の範囲で動いている人たちです。従って、実車走行距離を見ましても、５台走っても
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３０Km しか走っていないわけです。従って普通上井出や根原の方から一運行してくれ

ば３０Km はかかるはずですが、そういった利用の仕方ではなく、本当に近場を行った

り来たりしているという状況があります。もちろんその分委託料もかかっていないわけで

すが、現状を見ますと使い勝手がよくないのかなという反省点が見え始めてきました。

始めてからまだ３ヶ月しか経っていないので、もう少し様子を見てから、エリアを拡大し

た方がいいのか、また拡大する際には富士急静岡バス様が運行するバス路線とも競

合するため、その辺の調整も必要になりますので、簡単には大きな変更はできません

が、中心市街地まで出られないことが大きな原因ではないかと考えております。

議長（副市長）

その他御よろしいでしょうか。

土屋善江委員

先ほどと関連しますが、何かの会合ですとか、宮タクは高齢者が利用することが多い

ことと思います。私たちの地域はバス路線がありますが、バス停まで行けない高齢者等

に是非宮タクを利用してほしいと思いますので、民生委員さんに情報を伝えてあげれ

ば、民生委員は各高齢者のお宅をまわっておりますので、高齢者にこの制度をお勧

めしたり使い方を知っていただく良いきっかけになると思います。よろしくお願いいたし

ます。

議長（副市長）

その他ございますか。それでは報告事項についてはこれで終了させていただきます。

議事は以上でございます。その他に移ります。その他につきましては特に議題はござ

いませんが、富士宮市の公共交通全般に関する御意見御要望がありましたらお受け

いたします。

議長（副市長）

なしということでよろしいですか。それでは本日予定していた議事につきましては皆

様に全て議決いただきました。円滑な議事運営に御協力いただき、また貴重な御意見

いただきましてありがとうございました。この後の進行は事務局にお願いします。

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２３年度第１回地域公共交通活性化再生会議の開催につきましては、３

月に入りましたらご案内を差し上げますので、お忙しい中恐縮ですが御出席をよろしく

お願いいたします。

以上を持ちまして、平成２２年度第５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。


