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《第１回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成 23 年 5 月 19 日（木） 14：00～

○会場 富士宮市役所 4階 410 会議室

○出席者

委員 18 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・齋藤清和

委員・齋藤靜委員・清利夫委員・望月謹二委員・土屋善江委員・望月利

浩委員・藤井敬宏委員・村上雅則委員（代理：山下富治主席運輸企画専

門官）・伏木章尋委員・長倉隆一委員（代理：渡辺義正係長）・鈴木茂樹

委員（代理：小林直人主査）・杉本則尚委員（代理：平井一彰施設計画班

長）・宮尾総一郎委員・高山あさ江委員）

事務局 8 人（都市整備部長 角入一典・企画経営課長 手島大輔・学校教育課参事

廣瀬晃・防災生活課 渡辺圭・都市計画課長 惟村克己・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）

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 23 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。

本日はお手元に席次表と本会議の規約を配布させていただきましたので、ご

確認をお願いします。

それでは、本日の会議は、協議事項 8件、報告事項 1件を予定しております。

よろしくお願いいたします。

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。

富士宮区長会の代表者として、区長会副会長、齋藤清和様。

富士宮区長会芝川支部の代表者として上稲子区長、齋藤静様。

富士宮市老人クラブ連合会芝川支部の代表者として芝川支部長、望月謹二様。

中部運輸局静岡運輸支局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、村上雅則様。なお、村上様は本日、他の職務があり欠席され

ておりますので、代理として主席運輸企画専門官、山下富治様が出席されてお

ります。
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静岡県知事が指名するものとして静岡県文化・観光部、国際交流局交通政策

課長、鈴木茂樹様。なお、鈴木様は本日、他の職務があり欠席されております

ので、代理として交通政策課小林直人様が出席されております。

静岡県交通基盤部、都市局都市計画課長、杉本則尚様。なお、杉本様は本日、

他の職務があり欠席されておりますので、代理として施設計画班長平井一彰様

が出席されております。

富士宮市の県道を管理する者として静岡県富士土木事務所技監、宮尾総一郎

様です。

なお、富士宮警察署の長倉様は本日公務のため欠席されておりますので、交

通課渡辺係長様が代理として出席されております。

次に新任の事務局員の紹介をします。都市計画課、課長、惟村克巳です。

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。

教育委員会、学校教育課、参事、廣瀬晃です。

その他委員につきましては、お手元の資料で御確認ください。

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

18 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 協議事項】

議長（副市長）

規約の規定に基づきまして、議長を務めます。

今回代わられた委員につきましてはどうぞよろしくお願いします。

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。

それでは議事に入ります。

まずはじめに第 1 号議案、平成 22 年度事業報告及び第 2 号議案、平成 22 年

度決算報告について、関連がありますので一括して議題といたします。

事務局に説明を求めます。
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事務局（高野）

交通政策係長、高野です。座って説明させていただきます。

お手元の資料をご覧ください。平成 22 年度事業報告です。①富士宮市地域公

共交通活性化再生会議の開催内容についてご説明いたします。

第 1 回再生会議、平成 22 年 4 月 9 日開催で、内容としましては、平成 22 年

度事業計画の承認、平成 22 年度予算の承認、宮タク新規エリアの運行内容の承

認です。

第 2回再生会議、平成 22 年 6 月 18 日開催で、内容としましては、平成 21 年

度事業報告の承認、平成 21 年度決算報告の承認です。

第 3 回再生会議、平成 22 年 8 月 20 日開催で、内容は富士急静岡バス株式会

社の退出意向路線の協議、一部退出の承認です。

第 4回再生会議、平成 22 年 10 月 29 日、芝川地域公共交通総合連携計画の承

認、再編芝川バスの運行形態の承認、宮バス拡大路線の実証運行の承認を審議

いただきました。

第 5回再生会議、平成 23 年 1 月 29 日開催、平成 23 年度生活交通確保計画の

承認をいただきました。

次に②芝川地域公共交通総合連携計画の策定に係る調査委託業務です。委託

期間は平成 22 年 6 月 8 日から平成 23 年 1 月 31 日までで、委託事業者は昭和株

式会社、委託料 2,835,000 円です。業務の内容といたしましては、芝川地域公

共交通総合連携計画の策定に係る調査、分析、製本で、これにつきましては昨

年度第４回までの会議で各委員様には内容をご確認いただいております。

続きまして③富士宮市地域公共交通総合連携計画の計画事業に係る委託業務

です。委託期間は平成 22 年 4 月 14 日から平成 23 年 3 月 10 日で、委託事業者

は先ほどと同様、昭和株式会社、委託料は 2,520,000 円です。業務内容としま

しては、各種チラシの作成と宮バス宮タク祭りの開催ですが、今日お手元のほ

うに資料を用意しました。

「宮バス、利用のご案内」と書かれたものは宮バスの時刻表やバス停オーナ

ー制度、宮タクや公共交通を利用した場合のメリットなどについてチラシにし

たものです。

ポケットサイズになります「のんびり散策、バスで巡る富士宮市」というチ

ラシは、市内の観光マップと公共交通を併せたもので、観光に利用できる公共

交通機関が載っています。モビリティマネジメントの取組の一環として、こう

いったものを作っております。

そのほかにこちらの宮タクのカードチラシです。こちらにつきましては既に

大半が配布済みのため、お配りしておりません。

④その他、関連事項の報告といたしまして、市営バス事業の利用実績です。
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こちらにつきましては、この活性化会議の事業ではなく、富士宮市が実施し

ている事業ですが、本会議が作成した連携計画に基づき宮バス、宮タクは運行

しておりますので、関連事業として報告させていただきます。

お手元のもうひとつの資料をご覧ください。宮バス及び宮タクの実績に関す

るページは 1ページから 11 ページまでとなっております。

１ページが宮バスの利用状況で、内回り 22,240 人、外回り 20,540 人、合計

で 42,780 人の利用がありました。なお、一番利用が多かったのが 10 月の 4,014

人でした。

次に宮タクにつきまして、2ページをご覧ください。こちらが宮タクの全エリ

ア合計の利用状況です。

宮タクの全エリア合計では、輸送人員 9,414 人、委託料としまして 5,664,629

円で、平均乗車密度は 2.04 人、会員数 2,505 人で、収支率は 39.5％でした。

連携計画に定めております収支率の目標値が、宮タクの場合、35％から 40％

ですから、全体としてはまずまずの数字であったかとは思われます。

利用状況を見ますと、やはり宮タクにつきましても 10 月の利用者が多く、911

人でした。

宮タクは 8エリアに分かれておりますが、次の 3ページから 10 ページが宮タ

ク各エリアごとの実績となっております。

3ページ山宮エリアは輸送人数 3,407 人で全体で 1番多く、委託料も１番多い

2,565,960 円、会員数が 924 人で、こちらも全エリア中 1番です。収支率が 37.5％

で、ほぼ理想的な数値で推移しているかと思われます。

次に 4 ページをご覧ください。こちらは山本エリアで輸送人員 3,157 人、平

均乗車人数が 2.24 人で、平均乗車人数はこちらが一番です。

5ページは安居山エリアで、輸送人数 1,861 人。こちらにつきましては例年並

で推移しております。

6 ページ上野エリアは輸送人数 481 人、収支率は 27.3％で最も低い値となっ

ております。

一方、7ページの南部エリアは輸送人数 159 人で、会員数 103 名はもっとも少

ないです。その代わりこちらにつきましては 収支率がもっとも高く 60.2％に

なっております

8ページ富士根エリア輸送人数160人で、9ページ北山エリアの輸送人数は167

人となっております。

次の 10 ページ北部エリアですが、棒グラフを見ると非常に寂しい限りで、

輸送人数 22 人、委託料 24,140 円、平均乗車人数が 1.10 人で限りなく 1人に近

い状況です。

11 ページの平成 22 年度芝川バス利用状況につきましては、利用合計 26,293
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人、運賃収入 3,086,988 円でした。こちらは現在運行している芝川バスではな

く、合併前の運行形態のままの数字ですので、平成 21 年度と比較しますと、利

用人数で 1,266 人の減。運賃収入が 626,057 円の減で、ここ数年の傾向を見る

と自然減なのかと思われます。

なお、この 8 月が非常に落ち込んで見えるのは芝川バスは通学の利用が多い

ため、学生が夏休みの時期はやはり利用が落ち込みます。

次に議案書に戻りまして、地方バス路線維持費補助金につきましてご説明

いたします。

昨年度は富士急静岡バス株式会社に 11,649,000 円、山交タウンコーチ株式会

社に 2,584,000 円の補助金を富士宮市が支払いました。

続きまして、関連がありますので第２号議案に移らさせていただきます。2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収支決

算書についてご説明申し上げます。

この経理の仕組み上、支出の方から説明させていただいたほうがわかりやす

いため、支出の方から説明させていただきます。

運営費の会議費、会議費につきましては当初予算額 487,000 円に対しまして

予算現額 519,000 円、支出済額 518,880 円で予算現額と支出済額の比較が 120

円です。

こちらは委員報酬及び委員旅費でした。事務費から 32,000 円の流用を行って

おります。

次に会議費の事務費、事務費につきましては当初予算額 448,000 円、予算現

額 416,000 円、支出済額 176,767 円、予算現額と支出済額の比較が 239,223 円

です。

こちらは主に消耗品ですとか、皆様に通知する文書の郵送料などになってお

ります。また先ほどの会議費へ 32,000 円の流用を行いました。

続きまして、款項目、事業費についてですが、当初予算額 7,735,000 円に対

しまして、予算現額は同額の 7,735,000 円、支出済み額は 5,355,000 円で、こ

ちらの内訳は芝川地域の連携計画策定調査業務の委託料 2,835,000 円と活性

化・再生総合事業実施支援業務委託料 252,000 円です。予算残額と支出済額と

の比較は、2,380,000 円でした。こちらは後ほど歳入で説明いたします国庫補助

金の対象事業で、芝川調査事業は 100％の補助率、富士宮の計画事業は 50％の

補助率と、それぞれ補助割合が変っております。

最後に予備費が当初予算及び予算現額 24,000 円で、実際の支出はありません

でした。

支出の部合計としまして、当初予算額 8,694,000 円、予算現額も同じく

8,694,000 円。支出額が 6,050,647 円で予算現額との比較が 2,643,353 円でござ
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いました。

次に上段の収入の部をご覧ください。

詳細の説明に入ります前に、本会議に対する補助金につきましてご説明いた

します。

本会議の会計は全て単年度で収入支出が同額となり、繰越予算を持ちません。

そのため、年度当初にまず富士宮市に対しまして補助金の申請を行い、1年分

の予算に当たるお金を概算請求いたします。

市から補助金をもらって事業を行ったのち、国庫補助金を国に申請いたしま

して、最終的に余った分を市にお返しするという経理を行っております。

それでは補助金の欄をご覧ください。

款項目、補助金で予算現額 8,693,000 円に対しまして、収入済額 6,049,502

円。予算現額と収入済額との比較が 2,643,498 円でした。収入済額の内訳とし

ましては、地域公共交通活性化・再生総合事業が 2つ合せまして 3,960,000 円。

生活交通確保対策事業補助金として、本会議は当初、市から 8,692,631 円の補

助金を受けていますので、6,603,129 円の戻出を差し引いて、富士宮市からいた

だいた補助金が最終的に 2,089,502 円でした。

諸収入、雑入としまして 1,000 円の予算現額に対し、1,145 円の収入済額で、

こちらは預金利息です。

収入合計としましては、予算現額 8,694,000 円、収入済額が 6,050,647 円。

予算現額との比較が 2,643,353 円です。

2ページの下の方をご覧ください。

収入合計 6,050,647 円。支出も同額で 6,050,647 円で差し引き 0円です。

以上で、説明を終わります。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。続きまして、監査委員から監査報告をお

願いします。

望月利浩委員

監査報告をいたします。平成 23 年 5 月 9 日に富士宮商工会議所において、平

成 22 年度の富士宮市地域公共交通活性化再生会議の監査を行った結果、関係帳

簿及び証拠書類と照合し、収入、支出ともに適正に処理されておりましたこと

をご報告申し上げます。

議長（副市長）

はい、ありがとうございました。
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監査委員からの報告が終わりました。

この件について何かご意見はございますか。

（なしの声）

議長（副市長）

ありませんようですので、お諮りいたします。平成 22 年度事業報告及び決算

報告について原案通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議長（副市長）

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。

次に、第 3 号議案 平成 23 年度事業計画案及び第 4 号議案 平成 23 年度予

算案について、先ほどと同様に関連がありますので一括し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）

議案書、３ページをご覧ください。

平成23年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議事業計画案についてご説明

申し上げます。

①の富士宮市地域公共交通総合連携計画の変更について説明します。

こちらは昨年度、本会議でご協議いただき策定しました芝川地域公共交通総

合連携計画を富士宮市地域公共交通総合連携計画に盛り込む変更を行うものと

なっております。

合併後の芝川地域の公共交通の方向性を示すために、芝川連携計画は策定し

ましたが、合併後 1 年が経過し、今後は富士宮市の一部として市の総合連携計

画に盛り込まれるための変更です。

続きまして、②富士宮市連携計画の計画事業に係る事業です。

一番上のものが宮バス拡大路線の実証運行。二番目がその車両購入でござい

ます。

これはこちらの会議で実際にバスを買ったり、運行したりということは不可

能でございますので、市へと委託をしました。

また、拡大路線のバス停製作についても同様の理由です。

その下にいきまして、富士宮市の公共交通に関するチラシ作成。

具体的に申しますと宮タク、宮バスといった市営の公共交通のチラシについ

ても市へと委託をします。

最後に、昨年度まで宮バス宮タク祭りと呼んでいましたのりもの祭りにつき
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ましても、今年度は市へ委託を行います。

次に③静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討です。

これは毎年行っておりますが、市自主運行バスの新規路線や民間路線バスの

退出、減便など生活交通確保計画の策定とその変更をこちらでご審議いただき、

県の協議会に報告するものです。

また、アセスメント調査も本会議が行います。

最後に④の今年度の会議日程ですが、第 1回活性化再生会議が平成 23 年 5 月

19 日で本日のこの会議です。

第 2回を今年の 11 月、第 3回を来年の 1月に予定しておりますが、詳細な日

程は、また近くになりましたらご連絡いたします。

今年度は第 3回でこの会議を行いたいと思います。

続きまして関連がございますので予算案についてご説明します。

ページをお捲りください。

まず、収入の方につきまして説明させていただきます。

補助金としまして予算額 18,315,000 円。こちらは富士宮市の生活交通確保対

策事業補助金が 382,000 円。国庫補助の地域公共交通確保維持改善事業費補助

金が 17,933,000 円です。

諸収入といたしましては雑入に預金利息千円を計上しまして収入合計が

18,316,000 円です。

次に支出の部です。まず、運営費の会議費が先ほどの説明のとおり 3 回分の

会議費としまして 356,000 円。事務費としまして 26,000 円です。

事業費といたしましては富士宮市のほうに委託をする、拡大路線の運行です

とか諸々の経費を含めまして、17,933,000 円で、こちらを富士宮市に払いまし

て、先ほどの事業を市に実施していただきます。

予備費を千円計上しまして、支出合計が 18,316,000 円です。

なお、各款項目間の流用につきましては認めていただきたいと思います。

以上で、第 3号議案及び第 4号議案の説明を終わります。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件について何かご意見はございます

か。

（なしの声）
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会長（副市長）

それではお諮りいたします。平成 23 年度事業計画案及び予算案について原案

通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なしの声）

会長（副市長）

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。

次に、第5号議案 宮バス拡大路線の実証運行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）

議案書 5 ページをご覧ください。第 5 号議案は宮バスの拡大路線の実証運行

につきまして、ご説明いたします。

これは昨年から都合 6 回を行いました宮バス拡大調査会において決定されま

した運行案を提案するものです。

最後の第 6回は今年の 4月 18 日に行われました。

①の運行開始予定日は平成 23 年 10 月 1 日で、運行ルートは資料の方にお付

けさせていただいております。それでは資料集の 12 ページから 14 ページをご

覧ください。

各路線につきまして、お手元の資料に沿ってご説明しますが、その前に１部

訂正をお願いします。

12 ページの北循環ですが、市民プールから北に上りまして、外神東公園とい

うバス停がございまして、そこから体育館の北側を通って、西側を下り、元の

市民体育館の前の道に戻るルートがございます。こちらにつきましては、先ほ

どの拡大調査会での意見により、外神東公園の方には上がらずに、そのまま市

民プールから市民体育館に抜けるルートに修正願います。

同じように、市民体育館の左側にうみゃ～なという施設がございますが、こ

ちらにつきましても訂正をお願いします。

一昨日、農協の方と協議をしましたところ、おもいやり会館についてはバス

利用でのお客様も望めないことから、オーナーになることは難しいとの回答で

した。その代わりうみゃ～なにつきましては、お客さんにも喜ばれるだろうか

ら、駐車場の入口ではなく、施設の目の前まで上がってきてくれるならオーナ

ーになっても良さそうだとのことです。このため、外神上のバス停につきまし

ては、そのまま北に向かって施設入口まで線を入れていただくようにお願いし

ます。

図面の黒丸はバス停。黒い線で囲われているのがバス停の名称。四角い建物



- 10 -

の絵が施設や商店などの目標物です。

それでは、路線につきまして、福祉会館から図の右の方へと説明をいたしま

す。福祉会館を出まして右に行くと、国道 414 号線にぶつかります。これを北

上しまして、下宮原。クリエイトの交差点を右に行って南富士病院のところが

宮原です。139 号線を左折しましてしまむらという衣料品店の前に出ます。こち

らを右折して大富士中学校の南側から長屋通りに出て北上します。長屋通りか

ら左折してソフトボールブリッジという橋を越え、先ほどの市民プールから市

民体育館の前を過ぎて国道 414 号線に戻ります。クランクでうみゃ～なの方へ

入りまして、中谷からテニスクラブを過ぎてお好み焼きうめづの前を過ぎて、

江柏橋、物見山橋を通り、富士宮西高を過ぎて元の福祉会館に戻って一周です。

こちらは内回り、外回りで、今は内回りルートの順で説明しました。

つづきまして東南循環です。こちらにつきましては１台のバスが富士宮の東

側と南側を回ります。富士宮駅の南口を出発しまして病院西側を通ってイオン

に向かいます。イオンを出ますと富士宮由井線を、潤川を越えてセブンイレブ

ンを右折し、三中の方に向かいます。野中北から大泉寺の方へ入りまして、野

中公会堂の前を通って、野中保育園の前を黒田の方へ向かいます。大宮富士線

を左折しまして、ファミリーマートのところを一度、田中区民館の入ってその

まま戻り田中町のデイズの前を通って浅間町から市立病院の西側から駅の南口

に戻ります。こちらが東南循環の南部分です。続いて、東側について説明しま

す。駅南口から東電、やまと跨線橋から富士宮自動車学校、市役所へと向かい

ます。市役所を出まして、一中入口、エスポットのところを上がりまして、ガ

ソリンスタンドのところを大岩方面に向かいます。阿幸寺橋、三室、橋戸を過

ぎて明倫保育園の手前を右折し、小泉の方へ向かいます。出水、上小泉、小学

校入口ときまして、中小泉の交差点を左折します。バイパスを小泉若宮の交差

点まで行きまして、マックスバリューの方へ向かい、若宮、小泉、根南公民館

を過ぎて、西小泉町の方へ左折します。西小泉町から東高の前の道を源道寺の

方へ南下しまして、前田町の交差点を右折しまして、源道寺町、自動車学校を

過ぎて、東電から駅の南口に戻るというルートで 1 周になります。こちらも内

回り外回りということで２系統になっております。

続いて、シャトル便です。現在、運行しています宮バスは富士宮市の中心市

街地を運行する都市交通ですが、本当の中心部を走るバスがありませんでした。

こちらのシャトル便は、今走っている宮バスが今後、中央循環と呼ばれますが、

この中心を通るものです。総合福祉会館からご説明します。総合福祉会館を左

に出まして国道 414 号線を南下します。富士宮北高の南側を警察署の方へ左折

しまして、中原線を右折して城山公園、中央町から神田通りを浅間大社に向か

い、大社前から由比方面へ左折して、イオンをぐるっと回りこんで駅の南口に
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つきます。以上の 4路線でございます。

なお、バス停につきましては仮の名称でございます。

バス停オーナーを募集しておりまして、例えば、東南循環の田中町のバス停

はヨドバシデイズというスーパーが目の前にございますが、こちらはデイズさ

んがオーナーになっていただければ、ヨドバシデイズ前といったバス停名にな

ります。

ただしこのバス停名の変更、時刻表の変更につきましては本会議の承認が必

要ございませんので、事務局のほうで事務的に処理させていただきますことを

ご承知おきください。

運行ルートについては以上です。

それでは議案書 5 ページに戻っていただき、③料金について説明します。料

金は現在の宮バスと同じ１乗車 200 円で小学生以下の子供及び障害者手帳を持

っている方は半額です。また、保護者が同伴の場合は幼児 2 名まで無料です。

一般回数券が 100 円券 11 枚綴りで 1 冊 1,000 円。年間フリーパス券は北循環、

東南循環でそれぞれ 8,000 円です。このフリーパスはそれぞれ北循環のフリー

パス券は北循環のみ、東南循環のフリーパス券は東南循環のみで使えるもので

す。

これは拡大調査会のほうで十分な調査、アンケートも実施させていただきま

して、導入が決定しました。中央循環、北循環、東南循環、シャトル間の乗り

換えは半額になります。④運行日は 12 月 29 日から 1 月 3 日及び日曜祝日を除

く毎日です。

次に時刻表についてご説明します。資料の 15 ページから 18 ページですので

ご覧ください。

15 ページの北循環時刻表です。北循環は内回り、外回りの 2 系統です。先ほ

どの路線図で説明しました外神東公園は訂正のとおり運行しませんので、削除

しておいて下さい。まず、朝の 1番便は内回りで 8時 15 分に総合福祉会館を出

まして、宮原、万野と行きまして 8時 49 分に福祉会館に戻ってまいります。こ

こで 8時 55 分の中央循環内回りと接続します。富士宮駅方面に向かいたい方は

ここで乗り換えです。この後、バスは 9 時 9 分に福祉会館を出まして、同じ内

回りをして 9 時 43 分に戻ってきます。今度はこの同じバスが 9 時 53 分発のシ

ャトル便にそのままなりますので、このバスに乗った方は乗り換えせずに富士

宮駅に行くことができます。これが、例えば淀師方面に行きたい場合、シャト

ルでは都合が悪いですから前の便で中央循環に乗り換えていただくことになり

ます。9 時 43 分のあとはシャトルになった便が駅に向かいまして、戻ってきて

外回りの 10 時 49 分福祉会館発の便になります。こちらは先ほどと逆回りで物

見山、江柏からうみゃ～な、体育館へと回ります。11 時 23 分に総合福祉会館に
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戻りまして、こちらは 11 時 35 分の中央循環外回りへ接続します。このバスは

同じようにもう 1周、外回りを回って、12 時 17 分のシャトルになります。午後

は、14 時 8 分の内回り便から始まって 1周して福祉会館に戻ると、今度は 14 時

57 分の外回りになって 1周して 15 時 31 分に運行を終了します。

また、議案の料金にありましたとおり、乗り換えについては 100 円でできま

すので、例えば、黒田から体育館まで行こうとした場合には東南循環 200 円、

シャトル 100 円、北循環 100 円の都合 400 円で行けることになります。

昼間の時間帯を中心にコンパクトに納めているのが北循環の特徴です。

次に 16 ページをごらんください。

この東循環につきましては、朝の 1 番便が 7 時 40 分発で、最終便が 17 時 53

分になっています。先ほどの北循環に比べ、1日の時間の分布が広いですが、こ

れは朝の 1 番便につきましては通勤通学に対応できる時間で、夕方の最終便が

帰りに使える便になっているからです。朝夕の通勤、通学の足を確保して日中

は生活交通として通院や買い物に対応するような時刻になっています。

なお、こちらも北循環と同じように富士宮駅南口でその他の宮バスへと乗り

継げる格好にしております

17 ページの南循環は東循環と 1台のバスで運行しますので、8時 43 分の内回

りから最終が 17 時 19 分発の外回りまで、他の拡大路線と同様に内外合せて 6

便です。

18 ページのシャトルにつきましては、総合福祉会館から富士宮駅南口に向か

う便が午前と午後で各 1 本。富士宮駅南口から総合福祉会館へ向かう便も同様

に午前午後各 1 本です。一見すると富士宮駅と総合福祉会館を結ぶ路線が 2 往

復しかないということで、少ないように見えますが、これ以外にも中央循環が 1

日 16 便走っておりますので、シャトル自体は運行便数が少ないですが、十分ま

かなえると思います。時刻表についての説明は以上です。

もう一度、議案書 5 ページに戻っていただきまして、運行主体としましては

富士宮市で、現在の宮バスと同様に 4条事業者へ委託をする予定です。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件について何かご意見はございます

か。

（なしの声）

会長（副市長）

それではお諮りいたします。宮バス拡大路線の実証運行について原案通り承

認することでご異議ありませんか。
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（異議なしの声）

会長（副市長）

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。

次に、第 6号議案 宮タクの運行形態の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）

同じく 5 ページをご覧ください。第 6 号議案宮タクの運行形態の変更につい

てを説明します。宮タクにつきまして、本来、一定のルールがありまして、バ

スがある場所には宮タクは運行しません。しかし、宮タクが運行し始めた時、

路線バスが運行している地域の住民の方からも、うちの地域にも宮タクがほし

いとか、場合によっては路線バスは要らないから宮タクを回してほしいといっ

たご要望が寄せられました。こちらにつきましては、昨年度の 7月と 10 月に時

間帯交通空白地域として市内全域に 1日 3便、週 3日の宮タクを拡大しました。

今回はこの逆の場合です。内容は宮バスが走ることによって交通空白地域では

なくなってしまった地域につきまして、減便を行うものです。変更するエリア

は山宮エリアの万野 2 区と山本エリアの田中区、源道寺区で、変更予定日は宮

バスの拡大路線が運行を開始する平成 23 年 10 月 1 日から。変更内容は表のと

おりで、山宮エリアの万野 2 区については運行日を月曜から金曜までの週 5 日

から月水金の週 3日へ。運行時間は帰り便の 11 時 30 分の便と 16 時の便を減ら

しまして 1 日 3 便に変更します。山本エリアの田中区、源道寺区につきまして

も同様に、月から金の週 5 日を月水金の週 3 日へ、時刻も帰り便の 2 本を減じ

まして 1 日 3 便に変更します。なお、これにつきましては万野 2 区での説明会

をおえまして、一定の理解を得ております。田中区、源道寺区につきましては

昨年の運行開始から実績をみると、利用者が実際におりませんでしたので回覧

文書にて減便の周知を図りました。今のところ問い合わせもきておりませんで

したので、影響は少ないと思われます。以上、6号議案についての説明を終わり

ます。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件について何かご意見はございます

か。

（なしの声）
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会長（副市長）

それではお諮りいたします。宮タクの運行形態の変更について原案通り承認

することでご異議ありませんか。

（異議なしの声）

会長（副市長）

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。

次に、第 7 号議案 県生活交通確保対策協議会の分科会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）

議案書の 6 ページをご覧ください。内容につきましては、静岡県生活交通確

保対策協議会設置要綱第 8 条第 1 項の規定に基づき、静岡県生活交通確保対策

協議会の分科会となる意向を申し出るというものですが、別冊の資料 19 ページ

をご確認ください。こちらの静岡県生活交通確保対策協議会設置要綱抜粋とあ

りますが、中段の第 8 条に分科会の規定がございます。そちらの第 1 項の最後

あたりに公共交通会議又は活性化協議会の主宰者の申し出により、協議会の分

科会とすることができるとあります。簡単に申しますと、これを申し出ること

によって、この会議は県の協議会の分科会となることができます。議案書にお

戻りください。②の理由の欄に記載しておりますが、県の分科会となりますと

自主運行バスの路線の休廃止や系統の廃止がこの会議の決定を以って決められ

るということです。折角、県の方で要綱改正を行い事務の簡略化を図ったもの

ですから、今回県の要綱に従いまして、県の分科会となることを申し出るもの

であります。第 7号議案の説明は以上です。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件について何かご意見はございます

か。

（なしの声）

会長（副市長）

それではお諮りいたします。県生活交通確保対策協議会の分科会について原

案通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なしの声）
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会議（副市長）

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。

次に、第 8 号議案 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）の指針案についてを

議題といたします。

事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

議案書 6ページです。第 8号議案富士宮市公共交通 PDCA の指針策定について

でございます。策定の時期につきましては今年の 11 月の第 2回再生会議におい

て指針を決定する予定です。なお、これにつきましては今年度中に策定を行い

まして、実際に回すのは平成 24 年度からになります。ただし、路線退出検討会

等で宮バス、宮タク等の改善案が示された場合、早急な対応が求められるため、

本 PDCA 指針とは別にフレキシブルに対応をしたいと考えております。

それでは資料 20 ページをご覧ください。まずこちらのページでは PDCA の必

要性を図に従いまして書いております。持続的に事業を実施するために、財政

負担、市民要望、事業者調整をこの図の事業評価サイクルに従いまして行って

参ります。

次に事業評価サイクルの基本的考え方をご説明いたします。この事業評価サ

イクルは 5 つの基本方針と 3 つの基本構想を踏まえ、調査を毎年行いながら、

隔年で計画の見直しをするものです。21 ページをご覧ください。この評価につ

きましては定量的な評価と、定性的な評価の２つに分かれます。定量的評価は

連携計画に定められた指標値のすべてを上回る A 評価から指標値をすべて下回

る C評価まで、3段階に分けられております。定性的評価も同様に市民満足度の

基準を上回れば A 評価、指標値を越えなければ B 評価と 2 段階に分けておりま

す。なお、そこのところに示されていますとおり、芝川バスにつきましては指

標値がございませんので、宮バス、宮タクと同様の指標値を用いることとしま

す。宮バス新規路線の指標値についてご説明します。こちらの指標は富士宮市

総合連携計画に定められている指標値です。①事業費に対する負担割合 50％。

こちらは定量的指標です。②1月あたりの乗車人員。○○人とありますが、これ

は運行経費に仮の収支率を設定して、こちらを掛けまして、乗車運賃 200 円と

12 ヶ月で割ったものが入ります。これも定量的評価です。③100 円サービス券

の利用率 0.2％。こちらは商店街を提携している 100 円サービス券の利用率です

が、こちらも定量的に判断します。④バス停オーナー数 20 人。これも定量的評

価です。ここまでが、すでに示されております指標値を ABC に分類するもので

あります。これで ABC の評価基準を決めた後、22 ページをご覧ください。こち

らは PDCA の検証方法を図で表したものですが、ステップ 1で定量的判断を行い
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ます。こちらが先ほどの ABC 評価になります。A 評価であれば現状維持ですし、

B評価であれば一部見直し。C評価では抜本的見直しとなります。次にステップ

2は定性的評価をこれに加えます。いくら定量的評価においてＡ評価を取ってい

ても、市民の満足度が低ければ意味がありません。21 ページの⑤市民満足度調

査 5 点満点中 3.4 以上は定性的評価になります。ステップ１で A 評価であった

ものがこちらでも A評価であれば、現状維持ですが、B評価となった場合には一

部見直しか抜本的見直しを行います。次にステップ 3 ですが、ステップ３のと

ころは非常に悩みの多い部分であります。ステップ 1、2で一部、若しくは抜本

見直しとなったものを基本方針、現状分析、市民意見に照らし合わせて、ルー

トが悪かったのか、それとも運行時間か、広報不足か、料金か、減便を行うか、

経費を削るかといったある種ブラックボックス又は公開で検討を行います。検

討の結果、利用促進や事業の見直し、あるいは事業そのものの廃止ということ

もあります。そうやって検討を行ったものをステップ 4 でこちらの会議に掛け

させていただきまして、事業の変更が決定されます。宮タクの指標値も同様で

す。①の事業費に対する負担割合 35％から 40％。こちらは定量的指標です。②

1便あたりの乗車人数。こちらも定量的指標となります。①と②をステップ 1で

定量的に判断した後、③の市民満足度調査で定性的判断を行います。芝川バス

もすべて同じように指標値に照らし合わせて判断を行います。23 ページをご覧

ください。ステップ 3 の見直し案の検討基準についてご説明します。先ほど、

22 ページで定量的定性的評価を行うと申しましたが、いくらこの数値が低いか

らといって、バスの運行をやめ、交通空白地域を発生させるということはござ

いません。最低限の移動手段の確保というのは基本方針にうたわれております。

セーフティネットとしての公共交通が残るように検討を行います。また、路線

バスが存在する地域は宮タクを隔日運行とすることも基本方針にうたわれてお

ります。こちらに基づき、6号議案では減便を行った訳です。また、現状分析に

つきましては、下記の数値を地域ごとにその要因を詳細に分析し見直し案に反

映させる、とありますが、利用実態、利用者割合、財政負担、会員数の各項目

別に調査を行います。数値上はたくさんの利用があっても、よくよく利用者を

調べたら、同じ人が毎日使っていたというような、かなり入り込んだところま

でを調査できたらと思います。次に市民意見ですけども、利用者実態調査だけ

では利用しない人の意見は聞けません。富士宮市でも地域ごとにかなり事情が

違いますので、地域アンケート調査内容を見直し案に反映させます。区長をは

じめとする地域の代表者との意見交換を 6月くらいに行います。2月は地元への

周知ですね。市民満足度調査は 10 月に行われるのりもの祭りでアンケートを実

施します。それから地域アンケートを 6 月くらいに行いたいと思います。地域

ごとの実情に合せた調査を行います。24 ページをご覧ください。こちらが年間
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のスケジュール表になります。前年度とありますが、今年の場合ですと、平成

22 年 10 月の宮バス宮タク祭りでアンケートを実施しております。4月から 5月

でステップ 1、2 の定量的定性的評価を行いまして、6 月に地域アンケート調査

や地域代表者との意見交換を行います。7月から 9月の見直し案の策定はステッ

プ 3です。10 月の市民満足度調査は次年度の評価に使われます。11 月に予定し

ております活性化会議がステップ 4 です。12 月からは決定された見直し案に従

いまして国交省への申請等、準備を行います。2月に地元に周知を行い、4月か

ら運行開始となります。こちらは毎年ではなく隔年となります。25 ページは参

考ではありますけども、現状分析のコメント例を挙げさせていただきました。

ステップ 3 を、事務局がどうしてこういう案にしたのか、こういった形で公表

していきたいと思います。

この PDCA 指針案は事務局からの提案でございますけども、今日この場で決ま

るというものではなく、11 月を目標に作成をしていきたいと思いますので、委

員さまからも、ここをこうした方が良いとか、もっとこの調査をするべきだと

いったような意見がございましたら、事務局へのご提案をお願いします。以上、

第 8号議案の説明を終わります。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件について何かご意見はございます

か。はい、宮尾委員。

宮尾委員

あの PDCA は非常に重要な話でありまして、市民意見の集約には絶対的評価と

相対的評価といった考え方が必要になります。

ステップ3に入ったときに、市民意見の調査の仕方も書いてるんですけども、

アンケートの取り方について、その地域の方に直接意見を聞くと今事務局の方

でご説明がありましたが、地域の方に宮バスはどうなのかといったことを聞い

た場合、恣意的な意見が出てくる可能性があります。事務局としては、アンケ

ート手法についてどのようにお考えかを聞きたいと思います。

事務局（高野）

のりもの祭りでアンケートを実施するとスケジュールにありますが、まさに

相対評価としましては不特定多数の方が多く集まる場所で行うものと、地域に

直接入って行う絶対的評価のものがあります。24 ページのスケジュールをご覧

ください。10 月ののりもの祭りにおける市民満足度調査。これが相対的な指標

となります。ステップ 1、2 の絶対的な指標において調査、分析を行ったのち、
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6 月の地域アンケート調査や区長をはじめとする地域の代表者との懇談会にお

いて宮バスや宮タクの絶対的な評価を行い、ステップ 3 の見直し案の策定を行

いますので、両方の指標に基づいた見直し案の策定ができると考えております。

宮尾委員

地域アンケートですが、おそらく、そこの人に聞けば「廃止しないで」とい

う意見が出てくるのは当たり前で、絶対的評価ばかりを重視しては PDCA の意味

がなくなってしまいますので、そこで相対的評価が必要になる。そこのところ

を上手にやっていただきたいと考えます。

事務局（高野）

ご指摘の点は注意して、今後のアンケートの実施方法等を検討します。

会長（副市長）

他にございますか。はい、齋藤委員。

齋藤靜委員

わたしども富士宮の一番上のほうなんですけども、先ほどからお話に出てい

る収支率や利用率が高くなることは地域的に難しいです。先ほどセーフティネ

ット的にバスを運行するとおっしゃっていましたが、地域としては是非とも残

してほしいのでお願いします。

事務局（高野）

23 ページにお示ししましたとおり基本方針に「最低限の移動手段は確保する」

こととなっております。ステップ 1、ステップ 2 において評価が低く、利用率・

収支率が悪いからといって、すぐに廃止するというものではなく、モビリティ

マネジメントに力を入れるとか、宮タクに移行するのかといったような、まさ

に PDCA の役割を生かした見直しが必要となります。

会長（副市長）

他にはいかがでしょう。藤井委員お願いします。

藤井委員

今の説明に関連する内容を含めて質問と意見をいたします。

まず地域アンケートは昨年度の宮バス宮タク祭りで実施され、この祭り自体、

大変盛況で多くの参加者が集まったとの報告を会議の中で受けておりますが、
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こういった場所で実施されたアンケートにおいてサンプリング対象の偏りとい

ったものが懸念されます。このお祭りに参加する人たちがそのまま市民全体の

意見を反映しているとは言いがたく、ある傾向に特化したデータが集まる可能

性があり、例えば、宮バスの各バス停周辺地域で満足度調査を行うという手法

のほうが、バス利用者やそうでない住民の意見を集めるには適していると思い

ます。もちろん、それだけではバス路線が通っていない地域の意見は集約でき

ませんから、そういった地域にもアンケートを実施する必要がありますし、ア

ンケート調査の手法等については今後検討をお願いします。

また、富士宮市において、まず宮タクと宮バスがセットメニューで動いてい

て、宮バスの乗車率、収支率が低下したところにおいては、撤退に併せて宮タ

クが代替運行していくという流れになっているのかとは思いますが、そのなか

で定時定路線的な手法でいくのか、あるいはデマンド型交通に移行するのかと

いう判断が PDCA によって行われると思います。宮タク北部エリアのフィーダー

輸送については大変興味を持っているところですが、宮タクの利用者はどうい

った方がどのように利用しているのかといったところまでを把握することも、

地域の人たちが自分たちのライフスタイルに合った公共交通を利用できるとい

うことが PDCA において大切なことであり、宮タクの山本エリアのように乗合率

の高い場合や北部エリアのように集落自体がまばらに点在している地域におい

て、宮タクと宮バスをどう連動させるかといったことを考えるときに、そこの

乗車率、収支率の見極め、単純に収支率、乗車率で定量的な判断をすることも

重要ですが、自家用車から宮タクや宮バスに乗り換えるとこんなに自分たちの

生活に良い影響を与えることができるといった MM、モビリティマネジメントの

部分もまた必要になると思います。

富士宮の場合には宮タクの目標率を 40％近いところにおかれていますが、南

部エリアにおいては収支率が 60％を超えています。これは逆に利用者負担を取

りすぎているため、料金の改定を行う必要があるのかといった検討も出てきま

すし、先ほどの説明のなかで基本方針における最低限の移動手段の確保につい

て触れていましたが、各地域においてどの程度のレベルにしてくのかといった

部分がステップ 3 における検討ですが、ここをブラックボックスにしてしまう

と折角の定量的判断が無駄になってしまいますので、ステップ 1、2の結果を踏

まえたものとしていくことが大切だと考えます。また、単年度において PDCA に

より評価を行い、制度をどんどん変えていくのではなく、ワンステップ置いた

形で効果を検証していくことが必要と思われます。また、富士宮市で行われて

いるかわかりませんが、ほかの自治体では市民に対して、ある一定の割合の数

の人たちを対象に市民満足度調査を行っています。こういったものが、もしあ

るならば、これで市民全体の公共交通に対する満足度を測ることも大切だと思
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います。

会長（副市長）

只今の意見に対しまして事務局から説明はありますか。

事務局（高野）

北部エリアはフィーダー輸送にすることで、中心市街地への移動を可能にし

ましたが、実際には地域内移動に留まっているようです。北部地域はバスがな

い生活に併せたライフスタイルが出来上がっています。そこへ宮タクを導入し

ても普及しないのかも知れません。また、山本エリアでは通勤通学の固定客が

います。地域の生活交通として定着してきました。

さて、PDCA ですが、制度が悪くて利用がないのか、制度は良いが周知が足り

ないのか、その辺をしっかり分析しないと PDCA の評価は出来ないと思います。

特にステップ 3の分析・見直しについては慎重に行なうべきと考えています。

是非、11 月の策定に向けて委員の皆様から御意見を頂きたいと思います。

また、富士宮市でも 2 年に 1 度の市民アンケート調査はありますので、こち

らで市民満足度は測っていきたいと思います。

会長（副市長）

その他にご意見はありますか。はい、高山委員。

高山委員

山本区は宮バスが来ないのに週 3 回に減ってしまう理由を教えてください。

私は毎日タクシーを使うので、毎月あたりの金額が結構高額になってしまうの

です。宮タクが減ってしまうと更に増えてしまいます。

事務局（高野）

山本区は変更の対象ではありません。山本エリア内の田中区と源道寺区のみ

が減便されます。

会長（副市長）

よろしいですか。他にはございませんか。

（なしの声）

会長（副市長）

その他ご意見はございませんか。無いようですね。
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それではお諮りいたします。富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）の指針案に

ついて原案通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なしの声）

会議（副市長）

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。

貴重なご意見をありがとうございました。

以上で協議事項は終わりました。

【２ 報告事項】

会長（副市長）

続きまして、報告事項を議題といたします。

報告事項① 再編芝川バスの運行実績について、事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

報告事項を説明させていただきます。

議案書 7 ページをご覧ください。こちらは再編芝川バスの運行実績です。ま

だ、この芝川バスは 4月に運行を再編したばかりでございますので、4月分のみ

となります。やはり最も乗車人数が多いのは 6 時 47 分の芝富線、453 人です。

こちらは芝富小、芝川中の小中学生が通学に利用しておりますので、平均して

高い乗車率が見込めます。稲子線の 6 時 5 分の便も中学生の利用が高いです。

また、香葉台線、稗久保線につきましても乗車人員の数字が高いことがわかり

ます。こちらは再編の最も大きなところで、富士宮駅に直通する便ですが、あ

る意味こちらの二つの路線で芝川バスを支えていると言ってもいいのかも知れ

ません。1月の乗車人数は 1,686 人でした。前年の 4月が約 2,000 人以上ありま

したので、利用者の数そのものはかなり減っていますが、1台で運行しているこ

とを考えると、まずまずの数字ではないかと思われます。

次に運賃収入ですが、こちらは定期券、回数券、現金収入を合せまして 786,470

円でした。こちらは逆に前年より大幅に増えておりますが、1年定期の販売もあ

りましたので、1年間コンスタントにこれくらいの収入が見込めるといったもの

ではありません。あくまで参考の数値となります。報告事項は以上です。

会長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。何かご質問はございますか。

（なしの声）
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会長（副市長）

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。

ございませんか。無いようですので、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】

事務局（佐野）

委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間に亘り議論いただきましてありが

とうございました。

それでは次回の会議のご案内をいたします。平成 23 年度第 2回地域公共交通

活性化再生会議は、11 月の開催を予定しております。事前にご連絡を差し上げ

ますので、お忙しい中恐縮ですが出席をお願いいたします。

以上をもちまして、平成 23 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。


