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《第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成 23 年 11 月 18 日（金） 14：55～16：20

○会場 富士宮市役所 1階 111 会議室

○出席者

委員 19 人（芦澤英治会長・土屋忠男委員（代理：小佐野慶業務部長）・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・齋藤吉久委員・藤井敬宏委員・村

上雅則委員・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：渡邉義正交通規制係長）・池谷廣委員（代理：山中雄次主任）・

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（代理：

田村英樹都市計画課長）・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 27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まして誠にありがとう

ございます。

定刻よりも若干早めでございますが、皆様おそろいになられましたので、た

だいまから平成 23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 交通政策係の佐野新太郎と申します。よ

ろしくお願いいたします。

本日の会議は、協議事項 3 件、報告事項 5 件を予定しております。よろしく

お願いします。

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。

静岡県知事が指名する者として、静岡県文化観光部交流局 局長兼交通政策

課長 池谷廣様。

なお、本日、池谷様は、ほか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 山中雄次様が出席されております。

山中委員
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池谷廣の方が、10 月 1 日に交通政策課長に就任致しました。私は本日代理の

山中と申します。県のバス事業を主に担当しております。どうぞよろしくお願

いします。

司会（佐野）

ありがとうございます。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。

次に定足数につい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 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）

はい。市の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

務めさせていただきます。議事がスムーズに進行できますよう皆様のご協力を

お願いいたします。では、座って失礼いたします。

それでは早速議事に入ります。まず第 1 号議案の宮タク北部エリア、北山エ

リア及び上野エリアの運行形態の変更についてを議題といたします。

事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。交通政策係長の高野です。よろしくお願いいたします。それでは座っ

て説明させていただきます。

お手元の議案書 1 ページをご覧ください。第 1 号議案 宮タク北部エリア、

北山エリア及び上野エリアの運行形態の変更についてでございます。

最初に、議案の説明に入る前に、宮タクの運行形態をもう一度確認の意味で

ご説明申し上げます。平成 20 年から開始しました宮タクは一定のルールがござ

います。2ページに図がございますが、エリア運行と申しまして各エリアの中を

走るデマンド型乗合タクシーという形になります。ルールは、交通空白地域か

ら中心市街地に向けてお出かけになり、お帰り便は中心市街地から交通空白地
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域の方へと戻るということで、一方通行の輸送になっております。このような

運行形態で始めておりますけれども、特に北部エリアにつきましては、南北に

30 キロもある地域ですので、1 運行で中心市街地までお運びいたしますと非常

に経費もかさむため、フィーダー輸送を取り入れております。これにつきまし

ては、上井出出張所でバス、乗合バス等に乗り換えていただくというような運

行形態を取る中で、北部エリアというものが運行しております。

本日の第 1 号議案 北部エリア、北山エリア、上野エリアの各運行形態の変

更についてですが、まず、北部エリアについてご説明申し上げます。

北部エリアは昨年の 10 月から運行開始をいたしましたが、極めて利用者数が

少ないという中で、本来であれば PDCA を回しながら評価し、新しい運行形態を

作るべきではございますけれども、あまりにもひどいので今回は来年の 4 月 1

日を目標に運行形態の見直しを考えております。

最初に①ですが、北山医院を北部エリア上井出ゾーンの飛地エリアとして新

設します。

2ページの図をご覧ください。黄色い部分が北部エリアですが、この北山医院

というのが北山エリアにあります四角い黄色い部分であります。これを上井出

ゾーンの飛地として新設することで、こちらまで移動ができる、こちらで乗降

ができるという形を取りたいと思います。

次に②、各ゾーンから北山医院までの運賃は、上井出ゾーンまでの運賃と同

額とすることについてです。現在この北部エリアにつきましては 4 つのゾーン

に分かれておりますけれども、一番遠い場所が根原ゾーンで、根原から上井出

ゾーンまで 900 円でございます。従いまして、根原の方が北山医院に行く場合

には 900 円という形で従来の料金表をそのまま使いたいと考えております。

③です。北部エリアの会員は北山エリアの宮タクを利用できるものとする。

ただし、乗降場所は上井出出張所とするということについてです。北部エリア

の利用が非常に少ないということで調査をしたところ、まず、乗り換えが大変

だという意見がありました。当初バスに乗り換える運行を考えフィーダー輸送

にした訳ですが、なかなか乗り換えてまで駅まで行けない、ジャスコまで行け

ないということがございましたものですから、今回、北山エリアの出発地点を

上野ゾーンにあります上井出出張所に定め、そこで乗り継ぎができることとし

ました。利用者は、上井出まで来たらバスに乗り換えるか、もしくは宮タクに

乗り換えるか、それは自由にご自分の都合で決めることができるということに

なります。以上の内容で③をご提案いたします。

④です。運行時間を下表のとおり改めるということです。北山エリアに乗り

継ぐことを考えておりますので、北山の出発が 8：00 です。従いまして、根原

から北山の運行時間が 8：20 と考えますと、20 分前倒しいたしまして、現在 8：
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20 だったものを 7：40 に早めます。2番便も 9：40 になります。逆に帰り便は、

中心市街地を 12：00 に出発しますので、およそ 30 分位かけて上井出出張所方

面に向かいます。そのためそこは 30 分遅らせまして、12：30 発という形で時間

変更いたします。

次に北山エリアです。⑤です。上井出出張所を北山エリアの飛地エリアとし

て新設する。これは先ほどとの関連で、北山エリアも飛地にするということで

北部エリアの運行の調整を図っております。

⑥上井出出張所から街中エリアの運賃は 700 円とする。これは、現在北山エ

リアの一番遠いところが 600 円でございますが、若干それよりも北側にあると

いうことで上井出出張所からは 700 円という形で、料金を 100 円程値上げさせ

ていただくということでございます。

次に⑦、総合福祉会館を街中エリアの飛地エリアとして新設する。これはい

ろいろなところからの要望がございまして、高齢者の利用が多い総合福祉会館

という公共施設で途中下車ができないということが、不便だという意見がござ

いました。そこで、タクシー協会等にご相談をさせていただき、新たに街中エ

リアの飛地として新設することにいたします。従いまして、2ページの図では街

中エリアがピンクの色分けになっておりますが、同色で北山エリアにおいては

総合福祉会館が街中エリアの飛地のピンク色としております。料金は、街中ま

で行く料金と同額ですので、福祉会館で降りても駅まで行っても料金は変わら

ずということを考えております。

次に上野エリアです。上野エリアにつきましても、総合福祉会館が運行経路

の途中にあるということで、上野エリアの方も飛地として総合福祉会館が使え

るということで新設します。

以上、①から⑧につきましては、来年の 4 月 1 日から実施をしたいというこ

とです。よろしくご審議ください。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件につきまして、何かご意見あるい

はご質問がありましたらお願いをします。

藤井委員、どうぞ。

藤井委員

はい、それでは今ご説明いただいた件で、事前にご送付していただいた実績

報告を見せていただきました。実績報告を見ると北部エリアは極めて少ない。

特に、昨年運行した昨年実績と比較すると、急激に落ちているところがありま

すが、利用者数を見たときに元々少なかったのがほとんどいなくなりました。
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その辺の原因はまず何かを教えていただけますか。

議長（副市長）

はい、では事務局の方お願いします。

事務局（高野）

はい、これにつきましては、利用者の実態調査、それから会員の約 20％に値

する抽出のアンケート調査をしました。その結果から見ますと、一番大きな理

由はまだまだ使う必要がないというのが一番でした。北部地域の方は基本的に

マイカーでの移動が多くなっておりますので、会員数は非常に多いですが、ほ

とんどの方が車は持っているけれども会員登録をしているという方で、宮タク

の必要性をまだまだ感じていないということでした。

それからありましたのが、行きたいところに行けないという意見です。

行きたいところはどちらですか？というアンケートに対しましては、北山医

院に行きたいという意見が多く、それで今回提案にあります北部エリアの飛地

に北山医院を入れることにつながっています。

それから、利用が少ないもう一つの理由といたしましては、乗り換えの問題

です。乗り換えをしてまでは利用しない、駅の方まで出にくいという中で利用

がないと考えています。

また、利用者数が著しく少なくて更に今回減っているということについてで

すが、実績報告を記載した別表 2 をご覧ください。最終ページに、北部エリア

についてとあります。これは後程実績のところでもご紹介するつもりでしたが、

今年の 4 月から 1 台に 1 人という運行でしたが、6 月から 0 になっております。

この利用者は、お体を悪くしまして宮タクにも乗れない状況になってしまった

ということで、結果この方がいなくなってほとんど利用がなくなったというこ

とになりました。10 月から新しいお客さんが 2 人おりますけれども、やはり 1

人 1 台運行で乗合が発生していません。そのため、北部エリアにつきましては

非常に問題があるので、今回少し早めではございますけれども、運行形態の見

直しをしたいという提案でございます。

藤井委員

はい。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。ご意見ご質問等ありましたらお受けいたしたいと

思います。
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よろしいでしょうか。住民の皆さんに伺って、特に北山医院や北部の利用内

容の改善です。皆様がより外出しやすいように変えていきたいということでご

ざいます。

それではお諮りをいたします。宮タク北部エリア、北山エリア及び上野エリ

アの運行形態の変更につきましては、原案の通り承認することでご異議ありま

せんか。

委員

異議なし。

議長（副市長）

ご異議なしということでございます。原案の通り本件につきましては承認を

いたします。

それでは続きまして、第 2 号議案 芝川バスの路線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）

はい、議案書の 3 ページをご覧ください。第 2 号議案 芝川バス香葉台線の

路線変更についてです。

平成 24 年 4 月 1 日から、芝川バス香葉台線の安居山からフィルムパークまで

の運行経路を下記のとおり変更するということです。

これにつきましては、運行開始当初から、安居山 1 区 2 区の区長さんからご

意見をいただいたところではございますが、元々のバス路線が県道富士宮芝川

線を通っていたということで、芝川バスはこの県道を走っていた訳ですけれど

も、安居山 2 区の区長様から、宮タクの方の運行台数も減った上に、バスは 2

区の方には回ってこないというお話がございました。そこで、1区、2区住民の

方々とお話をして、西小学校の北側になりますが安居山 2 区の区民館のところ

を、住宅地の方をぐるっと回るような形で路線を一部変更といいますか、拡大

をしたいというご提案です。

なお、バス停につきましては、この地域に 2 本程置きたいと考えております

が、先日富士宮警察署の渡邉係長様のご同行のもと現場を見ました。お示しし

ましたバス停の位置については、交差点や横断歩道等をはずしたなるべく安全

な場所への設置をとご指導いただきましたので、若干の移動があるかもしれま

せんが、本日の活性化再生会議では、この運行経路についてのご承認をいただ

きたいと思います。そして、運行経路が決定した後は、事業者の方から道交法

等の手続きを取っていただくという考えを持っています。よろしくご審議くだ
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さい。

議長（副市長）

はい。事務局からの説明は終わりました。

この件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらお願いをいたします。

よろしいでしょうか。点線で示した既存の路線から、さらに地域要望を取り

入れ、地域の中に入っていくというものだと思います。

齋藤靜委員

よろしいでしょうか。

議長（副市長）

はい、どうぞ。

齋藤靜委員

芝川支部の齋藤です。

この芝川路線につきましては、皆さんの要望に応えてもらえて大変ありがた

いと思っております。

芝川地区といたしましては、富士宮との合併の時に、柚野地区の芝川バス路

線が廃止になりました。柚野路線というものが全くなくなった訳なんですね。

それに伴いまして、何らかの形で柚野と富士宮の路線は現在ありますが、今ま

であった部分がどうしても少なくなっているというようなことで、現在のその

路線の部分を是非多少なりとも拡大していただければというような要望が柚野

地区の方からと出ております。是非その点をまたご検討いただければと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

議長（副市長）

直接この議案ではありませんが、関連してということですので、事務局の方、

答えられる範囲内で考え方について説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。この柚野線につきましては、確かに運行がなくなっている訳でござい

ますが、実は宮タクというものが走っております。

今日、事前にお配りした資料の、富士宮市新地域公共交通総合連携計画とい

う冊子をご覧ください。こちらの 7 ページに宮タクのエリア図というのがあり

まして、ここに芝川支部の一部という記述がありますが、これは柚野地域のこ
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とでございます。芝川バスに変わりまして、デマンド型乗合タクシーを柚野地

域に回すということで対応しておりますけれども、確かに月・水・金の週 3 日

しかないので、毎日芝川バスを使われていた方にとっては、若干不便になって

いるのかもしれません。これにつきましては、導入の際に、芝川支部の区長会

の皆様にお集まりいただき、地域の合意形成を図ってから柚野地域の芝川バス

を切り上げて、宮タクに切り替えるというような形になりました。

尚、これにつきましても、この後ご説明いたします PDCA の中で、果たして芝

川地域は宮タクがいいのか、もしくはバスがいいのかというような評価もして

いきながらです、よりよい運行形態に見直していくということは考えておりま

す。

齋藤靜委員

その件につきましてもう 1点だけお願いします。

議長（副市長）

はい、どうぞ。

齋藤靜委員

その宮タクの件ですが、確かに利用はさせていただいてるんですが、現状で

すと、登録者しか乗ることができないので、そのご家族の方が一緒に乗せいた

だくということでも駄目だったというようなことをお聞きしたものですから、

その時、多少料金を払ってでもやっぱりそういう方々が乗れるようにしていた

だければ、大変ありがたいというお話もありました。

以上でございます。

議長（副市長）

はい。事務局から何かありますか。

事務局（高野）

宮タクにつきましては、一人ずつ登録になっておりますので、そういうご家

庭につきましては、ご家族皆さん登録されているという方もいらっしゃいます。

ですので、そういう方がいらっしゃいましたら、是非皆さんに登録していただ

けるようにご案内していただければ助かります。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

よろしいでしょうか。
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齋藤靜委員

ありがとうございました。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。2号議案につきましてご意見ご質問等ありましたら、

お受けをしたいと思います。

よろしいですか。それではお諮りをいたします。

第 2 号議案の芝川バスの路線変更については、原案の通り承認することにご

異議ありませんか。

委員

異議なし。

議長（副市長）

はい。ご異議なしと認めます。

ご異議がございませんので、原案の通り承認をいたします。

続きまして、第 3号議案 平成 24 年度自主運行バス事業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）

はい。同じく 3ページ、第 3号議案 平成 24 年度自主運行バス事業について

でございます。これは静岡県生活交通対策協議会というのがございまして、そ

ちらに毎年翌年度の運行形態を報告しています。これにつきまして、別表 1 の

資料をご覧ください。

基本的には今年度と全く同じ運行形態を考えております。

まず 1ページからです。1番から 7番までが宮バスになります。中央循環が 2

本、内回り・外回り、それから、北部循環の内回り・外回り、シャトル、東南

循環の内回り・外回りの 7 路線でございます。運行キロ・時間帯につきまして

は今年度の実績でございますが、平均乗車密度につきましては、予測の数字を

入れてあります。

次に 2 ページをご覧ください。8 番から 15 番までが宮タクのところでござい

ます。各エリア山宮、山本、安居山、南部、富士根、上野、北山、北部全ての

エリアを来年度も運行する予定ということで、報告をいたします。

3 ページをご覧ください。16 番から 23 番、8 路線ですけれども、こちらが芝

川バスです。内房線が 2 系統、稲子線、芝富線が 2 系統、香葉台線、稗久保線
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が 2系統ということで、全 23 系統で来年度運行していくことを県の生活交通課

の対策協議会にご報告する内容となっております。よろしくご審議ください。

議長（副市長）

事務局からの第 3 号議案についての説明が終わりました。第 3 号議案につき

まして、ご意見ご質問等ありましたらお願いをいたします。

よろしいですか。

それではお諮りをいたします。平成 24 年度自主運行バス事業につきまして、

原案の通り承認することでご異議ございませんか。

委員

異議なし。

議長（副市長）

異議なしと認めます。

ご異議がございませんので、原案の通り承認をいたします。

以上を持ちまして、本日予定されておりました 3 件についての協議事項は終

わりました。

引き続きまして、報告事項を議題といたします。

それでは報告事項のまず① 新富士宮市地域公共交通総合連携計画の検討つ

いて、事務局に説明を求めます。

事務局（高野）

はい。それでは別冊の新富士宮市地域公共交通総合連携計画(案)をご覧くだ

さい。

これにつきましては、富士宮市連携計画と芝川地域連携計画、これを 1 つに

しようというものでございます。本日はまだ中間的な報告ですので、最終的に

は 1月 20 日開催を予定しております、第 3回目の活性化再生会議でご承認いた

だければと考えております。

それでは、案の説明をいたします。

1ページからご覧ください。印刷が赤字になっている所が変更した箇所でござ

います。

最初の目的でございますが、芝川地域と富士宮地域を合体した内容になって

おりますが、特に注目していただきたいのが「しかし」以下からです。「しかし、

一体の市政運営・行政サービスを提供するにあたり、1市で二つの地域公共交通

総合連携計画を施行すると、交通システムの見直しや再編をする場合、不都合
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が生じる」というところです。

既に合併から 1年 8ヶ月が経ちましたので、2つの計画を総合し、地域全体を

1つの指標・評価で提唱する仕組みというものを取り入れることによって、持続

可能な公共交通の実現を図ることを目的にしたいと思います。

次に 2 ページをご覧ください。こちらが基本方針・目標ですが、基本方針の

看板、「財政負担を抑えた公共交通の仕組み作り」という中で、元々富士宮連携

計画には、バス停オーナー制度等の企業からの支援のことを考えておりました

が、芝川地域にはそのバス停オーナー制度がなかなか導入しきれていないとい

う中で、地域の皆さんが共通回数券の販売に努力していただくというようなこ

とが盛り込まれております。

従いまして、この目標の中に、「地域や企業など」という形で 1つ捉えさせて

いただきました。

3ページの基本構想図です。この構想図に③芝川バスにより公共交通の利便性

向上を図るということで、緑色の芝川バスの路線を構想図に合体しました。

4 ページをご覧ください。中段から下、「民間バス路線を維持する」という表

現についてです。元々富士宮市の計画では資料編がございまして、資料編の 3

ページの路線を維持するという表現でしたが、今回の案につきましては、資料

編はつける予定はございませんので、こちらを言葉で表現し、「民間バス路線を

維持する」という形で置き換えたいと思います。

5ページをご覧ください。宮バスの維持改善ですが、元々は「新路線の設計」

ということでしたが、もう既に新路線が設計されて運行されておりますから、

今回の計画につきましては、「維持改善」という言葉に置き換えました。

また、「アンケート調査」のところにつきましても、資料編の 5ページの「調

査」という表現を、「アンケート調査」と端的に表現いたしました。

また、既に運行されております、中央循環、北循環、東南、シャトルを、固

有名詞を入れて具体的に表現します。

3)ですが、「芝川バスの維持改善」ということで、芝川バスの内容をこちらに

盛り込ませていただきました。路線図は、芝川バスを含めた市営バス全体の図

です。これが 5ページの主な変更点でございます。

6ページに行きます。こちらはデマンド型乗合タクシーの件ですけれども、こ

れも「維持改善」に直しています。元々は「エリアの拡大」でしたが、拡大も

既に完了しておりますので、「維持改善」に改めます。

なお、「地域住民のニーズの把握」というところで一行を加えました。これは

PDCA を意識してよりよい運行形態の方に改めて構築していくということで、一

行書き加えさせていただきました。

それから、この表の中で、統合した関係上、上野エリアに「芝川支部の一部」
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と入れさせていただきました。

それから運行形態ですが、今ご承認をいただきました北部エリアにつきまし

ては、宮タク北山エリアとの乗り継ぎということで、これも運行形態に入れさ

せていただきました。

次に 7ページをご覧ください。7ページにつきましては芝川支部の一部が上野

エリアにくっついた形でエリア拡大した絵を掲載させていただきます。

8ページです。先程、基本構想の 3で言いました「地域や」という言葉が入っ

ています。また、3 ページを追ってこの二重四角枠の中に、「地域協力による共

通回数券の販売」と、芝川地域のことを意識して一行加えさせていただきまし

た。

9 ページにつきましては、「宮バス」の後に「芝川バス」という言葉を加えさ

せていただきます。

10 ページは特に変更ございません。

11 ページをご覧ください。評価指標の入っているところですけれども、元々

は宮バスと芝川バスそれぞれ別の計画でありましたが、これを合体させまして

「宮バス」「芝川バス」の評価指標といたしました。また、利用者満足度評価に

つきましては数値の目標がありませんでしたが、市民満足度と同じような評価

体系でよろしいんじゃないかということで、ここで改めて利用者満足度の目標

値を「3.40 点」と設定させていただきたいと思います。

また、宮バスのバス停オーナーですが、これにつきましても全体の数字は出

ておりましたが、このように路線が増えておりますので、それぞれ路線の距離

に応じてバス停オーナーの目標人数を按分いたしまして、中央循環が 15 人、北

循環を 6人、東南循環を 12 人、シャトル 2人、芝川バス 3人という形で設定し

たいと思います。

12 ページをご覧ください。これは宮タクの目標値、収支率ですけれども、元々

はですね、富士宮計画では 35～40％というような幅を持たせておりましたけれ

ども、この表現につきましては、この幅にあることが適正な評価というような

考え方もございますが、これは収支率ですので、基本的に収支はいい方がいい

訳ですから、この辺は 35％以上あればいいということで、目標値そのものを

「35.0％」という形で改めさせていただきたいと思います。

13 ページです。事業評価サイクルとともに、PDCA を意識しまして 2行ほど書

き加えさせていただきました。

14 ページ最後のページです。この計画は平成 23 年度から 25 年度までの 3 年

計画とするということで、継続しているものにつきましては改正案をそのまま

伸ばしておりますが、北循環、東南循環、シャトルにつきましては、元々が実

証実験でございますので、平成 24 年度末ということで線を切らせていただいて
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おります。このような形で、2つの計画を合体したいという案でございます。こ

れにつきましては、先程も申し上げましたとおり、来年の 1 月の時にご承認を

いただきたいと思います。もし原案にご意見がございましたら、本日ここでも

承りますけれども、もう一度ゆっくり考えてから意見したいということでござ

いましたら、今月中にご意見をいただければ、反映をして最終版にしたいと思

います。よろしくお願いします。

議長（副市長）

はい。事務局から説明が終わりました。

ただ今説明がありましたように、この案の決定は来年ということでございま

すけれども、まず策定した連携計画と変えた資料中の赤字部分について説明が

ございました。特に今日の段階で、質問あるいは聞きたいということがありま

したらお受けをしたいと思います。何かご質問ご意見等ありましたらお願いを

いたします。

よろしいでしょうか。

それでは事務局の方から説明がありましたように、この案につきまして、ご

意見やご要望等がお帰りになった後あったということがございましたら、今月

11 月末を目処に、事務局の方にご連絡をお願いしたいと思います。

それでは、次の報告事項の方に移りたいと思います。

報告事項の② 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針の検討について、事

務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。別冊の富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針（案）というものをご

用意ください。

これは第 1 回目活性化再生会議でもご提案をいたしました。その後修正をし

てちょっとボリュームも増えておりますが、中間報告としてこのような案がで

きあがったことをご報告いたします。

まず 1 ページからご覧ください。事業の目的ですけれども、持続的に公共交

通を運営するために、評価できる仕組みを作って、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を目的としたいと思います。

2番の必要性ですけれども、限られた予算の中で、適宜計画の見直しを図って

いく中で、Plan→Do→Check→Action と回していくと、これにつきましては毎年

回していくという形で考えております。

次に 2 ページをご覧ください。PDCA 指針の基本的な考え方ですけれども、基

本的には、先程提案をいたしました新連携計画にあります基本方針、それから
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基本構想にのっとって進めたいと思っています。ただしこの事業、調査をして

評価をして次の運行形態にしますので、どうしてもその評価をするのに 1 年か

かります。実態が分からないと評価ができませんので、結果的には、隔年で評

価及び運行の見直しをするというような形になると思います。まあ PDCA は毎年

回す訳ですけれども、実際に形となって現れるのは 1 年おきになるというよう

な考え方を持っております。

3 ページをご覧ください。PDCA の全体像というところです。これを STEP1 か

ら 4まで分けて進めていきたいという風に考えています。

まず STEP1「Plan」です。まず目標がないと次に進みませんので、STEP1 では

目標を明確にするというのがあります。先程説明いたしました新連携計画の評

価指針を目標値として設定をします。また、1人あたりの乗車人数につきまして

は、毎年目標値を設定します。

次に STEP2「Do」というところです。「把握をする」ということです。これに

ついては、STEP2 の左側の「定性的な把握」と右側の「定量的な評価」があり、

左側の「定性的な把握」は、要するに気持ちの問題ですね、宮バスがあってよ

かったとか、公共交通が非常に使いづらいとか、気持ちの問題を点数評価して、

これを把握するということです。また、右側の「定量的な評価」は数です。例

えば、非常にいいけれども全く乗っていないという場合には、数字的には 0 と

いうことになりますので、この辺は絶対的に数字で表れます。定量的評価を(3)

から(6)まで各項目において点数評価をしていきます。「Do」は把握の段階でご

ざいます。

次に Check です。STEP3 ですが、STEP2 で調べたものを評価いたします。利用

者満足度を指標値と照らし合わせて定性的な評価を行う、それから定量的な評

価を行います。(1)から(5)までの評価を行って、STEP4 次の新しい運行形態、見

直し案であるとか、具体的な運行形態の策定・実施という形につながっていき

ます。

それではもう一度 STEP1 から 4までを詳しく説明いたします。

4ページをご覧ください。まず指標値ですが、こちらにつきましては、先程の

新連携計画の指標値をそのまま持ってきております。中央循環につきましては、

事業費に対する負担割合 50％、ひと月あたりの乗車人数、こちらは「毎年別表

に定める」となっていますが、現在別表はついておりません。これは事務局の

方で作成中でございますが、実際に指針を回す時にはひと月あたりの目標値を

設定いたします。バス停オーナー数 15 人、100 円サービス券の利用率が 0.2％、

それから利用者満足度、これが 3.4/5.0 という表現になっていますが、連携計

画の方では、3.4 ということになっていますので、こちらも合わせますので、最

終的には3.4/5.0ではなくて、3.4ということになるのかもしれませんけれども、
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このような形で、中央循環・北循環・東南循環という具合で目標値を設定をし

ていきます。

次に 5 ページをご覧ください。これも宮タクの目標値ですけれども、連携計

画で示した通りの目標・人数が入っております。

次に 6 ページをご覧ください。STEP2 のところです。この把握の仕方ですが、

まず定性的な評価の把握については、利用者アンケートが一番大きなウェイト

を占めます。宮バス、芝川バスに、2月中旬から 3月にかけて各路線の車内にア

ンケート調査表を置いて、利用者の満足度を調査します。一番満足していれば 5

点、まあまあならば 3 点、全く使い勝手が悪いというなら 1 点という感じで、

気持ちの問題を点数に置き換えて評価をしていくという風に考えています。

宮タクにつきましても、同じようなことを考えております。

また②は、日頃からこちらにいろいろ意見が寄せられます。良かったとか悪

かったとか、こういったものを入れて、これらを含めて定性的な評価につなげ

たいと思っております。

次に(2)市民満足度調査です。(1)は利用者で、実際に使っている方の調査で

すが、(2)につきましては、普段マイカーで移動されている等公共交通を使って

いない方を含めまして、富士宮市内の公共交通というのはどのようにお考えで

すかということを調査したいと思っています。これが(2)の定性的な評価という

ところであります。

次に(3)事業費に対する運賃等の負担割合を調べるということで、これは定量

的な評価になりますが、各路線の事業費をまず明確にする。それから運賃収入・

バス停オーナー協力金・その他の収入の合計金額の割合を調べるということの

中で、これは機械的に事務的に、きっちり数字が出てしまいますので、これら

を調べたいと思います。

また(4)・(5)・(6) につきましても、それぞれ目標値がございますので、定

量的な把握をしたいと思っております。

7 ページをご覧ください。STEP3 になります。STEP2 で把握をしたものをどの

ように評価をしていくかというところですが、定性的な評価の部分は、まず A

から Eまでの評価を行います。先程も言ったようにアンケート調査の中で、5点

満点で評価をします。4.5 以上であれば A 評価、以下 B・C・D・E と、基本的に

は C 評価が合格点という風に考えております。3.4 というのが目標値ですので、

3.4 をクリアしていれば基本的には目標を達成しているということです。定性的

な評価を基に基本施策の判断を行い、A評価をした場合には見直しは必要ないと、

B・Cについては一部見直しを検討、Dについては大幅な見直しを検討、Eについ

ては抜本的な見直しを検討という必要がありますね、という評価が下されると

いう風に思われます。
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次に 8 ページです。今説明したものは定性的な評価についてでしたが、次は

定量的な評価の方になります。こちらも A から E まで置きますけれども、定量

的につきましては、収支の目標と、人数、人の数の目標ですから、①・②と分

けました。収支率が 85％以上あれば 5点ということで、以下 4・3・2・1と点数

が下がって参ります。

次に②です。目標人数を毎年設定すると申し上げましたが、その目標人数に

対して 160％以上達していれば 5 点ということで、以下 4・3・2・1 と、いずれ

も 3点を目標値にしておりますので、3点を取れば合格点です。これを、この二

重四角の中ですが、合計しまして、10 点あれば A 評価、8 点から 9 点が B 評価

という具合に A・B・C・D・E があります。ただし、この①か②どちらかに 1 点

があった場合、例えば、実際に宮タクでも見受けられますが、非常に収支率が

いいけれどもお客さんがほとんど乗っていないという場合は、片方が 1 点にな

ります。このような片方に 1 点があった場合には、総合得点で例えば C 評価で

あっても、1ランク下げた D評価で評価するというような考え方を持っておりま

す。

次に 9 ページをご覧ください。宮タクも同じように、収入の割合と目標の人

数の達成度を 5 点満点で評価・加算いたしまして、A・B・C・D・E に分けます。

定量的な評価の判断ですが、A・B・Cの評価を受けた場合につきましては、基本

的には運行を維持することになります。ただし、定性的評価によっては一部見

直しを検討、D評価については事業改善のために運行形態の大幅な見直しを検討

する必要がある、E評価は事業改善のために抜本的な見直し又は事業の廃止を検

討するという形で、E評価については非常に厳しい採点が下るというような仕組

みになっています。

10 ページにつきましては、地域協力度の評価とか市民満足度の評価で、併せ

て評価をいたしますが、実際に STEP4 以降のものにつきましては、基本的には

最初の(1)と(2)の部分を評価していきたいという風に考えております。

11 ページをご覧ください。見直しに向けた総合評価です。提出となるのが実

は定量的評価の方になります。収支の収支率、人員というのがまずベースにな

りまして、その後に定性的な評価、満足度を加味しますので、いくら満足度が

高くても、定量的に人が乗っていないということになりますと、どうしても D・

Eというところになりますから、DA とか EA という状況になります。このような

組み合わせでそれぞれ総合評価をしますと、AA から始まりまして EE までという

形になっております。これを A＋から Eという形で評価をしていきますが、※に

ある通り、2回連続で E評価、または 3回連続で D評価以下だった場合は、運行

を廃止し、新たなシステムを構築するということになります。実例で申し上げ

ますと、24年度はこのPDCAで今年度の実績が評価できますので評価に入ります。
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で、これが Dとか Eに入ってしまった場合、もう見直しが必要になりますから、

25 年度から新しい運行形態にします。で、25 年度やったものが実際どうだった

かという評価を 26 年度にしますので、結果的に万が一、この E評価がついた場

合、1 回 24 年度で E がついていますから、2 回連続で E がついたことになり、

27 年度には廃止になることになります。最短で廃止になる場合には、このよう

なケースもありうるということで考えています。

ただし、これはただ単に廃止するということではなく、「新たなシステムを構

築する」という文言を入れておりますので、それに代わる新しい仕組みも併せ

て考えていきたいと思っています。

12 ページをご覧ください。これが先程の 11 ページからです。スライドして見

てもらうと分かりやすいですけれども、具体的な対応策になります。例えば、

BB だった場合には B＋ですから、B＋をご覧ください。費用対効果の目標値はほ

ぼ達成しており、利用者満足度も高いということで、基本的には運行形態を維

持し、更なる収支改善又は利用促進の対応を検討するという形で、この 11 ペー

ジの総合評価、施策の点数をそのままこちらの表に置き換えるということにな

ります。

ここにも※がございますが、基本方針に従い、収支や乗合率に係わらず交通

空白地域が生じることのないよう、最低限の移動手段の確保をするということ

です。交通空白地域にあります宮タクが、収支率が悪いからといって廃止して

しまったら、これまた空白に戻ってしまいます。こういうことがおきないよう

に、「新たな移動手段も確保する」ということを入れさせていただきたいと思い

ます。

それから、地域協力度評価、基本的には評価に入れませんよと言ったところ

ですが、やはり全く入れない訳には行きませんので、この※にあるように STEP4

では、地域協力度評価、市民満足度評価を加味して具体的な施策を検討すると

いうような形、また、見直し案を出す場合には、事前に地域住民また交通事業

者との合意形成を図るということで、具体的な対応策につなげていきたいと思

います。

以上が PDCA の指針案です。こちらにつきましても、来年の第 3回目でご承認

をいただければと思いますが、ご意見のある方、または修正をした方がいいん

じゃないかというところがございましたら、今月中にご意見をいただければ直

していきたいという風に考えております。よろしくお願いします。

議長（副市長）

はい。報告事項の② 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針について、ち

ょっと時間がかかりましたけれども、説明がありました。また、説明を聞いた
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中で、数値目標等、若干ドライな説明がありましたけれども、12 ページの下の

※には、ドライなだけでは行かないだろうということでですね、※を加味して

あるということを是非ご理解をしていただきたいなという風に思いました。

いずれにしても、定性的、要するに気持ちの問題、それから後はですね、定

量的、数字の問題両方からチェックをかけるということの説明でございました。

この際ですので、分かりにくいとか、あるいは質問ご要望等ありましたら、

承っておきたいと思います。何かありますか。はい、どうぞ。

田村委員

富士土木事務所都市計画課の田村といいますけれども、宮尾が本日所用のた

め、私が代理で出席させていただいております。

今の PDCA のお話で確認ですが、2ページの「評価については毎年行う」、それ

から「隔年で評価をすることの見直しを検討する」という文言がございますけ

れども、この PDCA のサイクルというのは何年おきになるのでしょうか。今のお

話を聞くと、2 年で PDCA を回すという風に感じました。ということは、1 度決

められた運行形態というのは、2回目は維持するという様な考え方が、この PDCA

の指針の中で読み取れますが、その辺はよろしいのでしょうか。

議長（副市長）

はい。事務局の説明をお願いをします。

事務局（高野）

2ページに「隔年で評価」とあります通り、大きなサイクルで考えれば 2年で

1サイクルということでよろしいかと思います。ただ、調査の部分につきまして

は、旧形態についても調査をしておきますので、実務上では、2年かけてやりた

いということであります。今のご指摘の通りでよろしいかと思います。

議長（副市長）

よろしいですか。

その他、ご意見ご質問等承ります。

はい、では藤井委員お願いします。

藤井委員

藤井です。この議案にあった前回お話させていただいたのですが、PDCA と

いったところは、今どこの市町村でもですね、変更を抱えている悩ましいとこ

ろで、限られた予算の中でどう運行するか、それを単に行政だけが動けばいい
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かということではなくて、実際こういったものをやはり地域の人たちにも理解

してもらって、特に後半の 12 ページでしたでしょうか、採算に乗らないところ

は、モビリティ・マネジメントという形で、地域の人たちが使わない限り、公

共交通というのはなかなか維持できないんだということを、丁寧に地域の人た

ちにも理解してもらう。これがないと、この PDCA がうまく動かないんですね。

そういった側面からすると、単にこう厳し目に切ったよということではなくて、

やはりどういうスタンスで市が考えているかということを明確に提示するとい

うのは、他市ではあまりやられておりません。そういった面では、評価ができ

る仕組みを今富士宮で検討されているということを、今回ご参加いただいてい

る委員の方もご理解していただくのがいいんではないかなという風に思います。

その中で、数値的なことはこれからだということもあるんですが、私の理解

の足りないところもあるので、数値の意味合いを少し教えていただきたいとこ

ろがあります。というのはですね、4ページのところに、例えば、バスの運行に

あたっては、1月あたりの乗車人数というところで取り扱う、これ別表の通りと

いうところ、これはまあ後程だというお話があった訳ですが、本日の議題の中

で、審議事項の 2 番目でしたかね、富士宮市の自主運行バス事業、こちらのと

ころの表の中で、平均乗車密度といった 1 つの欄がございました。これは予測

値といった形で 24 年度運行するんだというお話をいただいて、まあ、私もそれ

で理解をしていたんですが、この PDCA を回す時に、24 年度の事項については平

均乗車密度といった数値、こういったものが活かされていくのか、あるいは、

そうではなくて実績ベースのところのひと月あたりの人数なのか、もしくはこ

の後、PDCA の後にご説明いただけるという実績報告の中では、表としては 1 台

あたりの平均乗車人数というような項目も出てきます。これが、平均乗車密度

と関連するのかどうかとかいうことを含めてですね、少しあの項目の取り方と

いいますか、指標値が一体どれをどう使われる予定なのか、その辺ちょっと教

えていただけるとありがたいなと思います。まずちょっとその辺確認させてく

ださい。

議長（副市長）

はい、では事務局の方から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。別表の 1 でお示ししました県に報告するという資料ですけれども、こ

ちらに平均乗車密度とありますが、これは元々県の調査項目に平均乗車密度が

ありますので乗車密度を入れました。乗車密度というのは、起点から終点まで

必ず乗っている数ということになりますから、起点から終点まで 10 人乗ってい
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れば平均乗車密度 10 ですけれども、途中で乗ったり降りたりしますから、10 人

乗っても平均乗車密度は 10 に満たないということになります。

従いまして、この乗車密度というのはかなり厳しい数字が出ます。今回、こ

の指標値に出しております別表の通り、別表がなくて説明しづらい訳ですけれ

ども、この別表については、1便に対して乗った人数を考えております。基本的

に 200 円均一のためどこで乗ってどこで降りても金額は一緒になりますので、

あまりこの平均乗車密度というものを意識していません。その 1 便に対して何

人乗ったかということが重要で、平均乗車密度とは全く別の考え方を持ってお

ります。

従いまして、この後出てくるものも平均乗車密度とは考えておりませんので、

基本的には乗車人数で統一をしたいという風に思っております。

議長（副市長）

はい。では藤井委員引き続きお願いします。

藤井委員

今の確認できたところで了解をいたしました。平均乗車密度という概念がぽ

っと出てくると、なかなか見慣れない人はおそらく分からないと思いますので、

ちょっとそういうことで、質問させていただきました。

その中で、この宮バスと芝川バスの指標値、それから宮タクといったものは

何かといった時に、宮タクは 1 台あたりの乗車人数ということで、1.○人、実

際 4人乗れるんですかね、4人乗れる中で何人乗ったということが、これはエリ

アごとの数値として極めて比較しやすいですね。それに対して、4ページで出す

ようなひと月あたりの乗車人数という形になると、これは月ベースで路線ごと

に分けてしまうと、利用者数が多い路線はもちろん多く出て参りますが、実際

の運行便数等のあり方によっては、各路線の比較というのがやりにくいといっ

た面も出てきます。ですので、ここの「ひと月あたりの乗車人数にする」の部

分を例えばこれを「1台あたり」に変更する。こうすると、路線ごとにいっぺん

に比較ができますので、そういったことも可能なのかどうか、その辺を是非、

ご検討していただけるといいかなと思います。

後、この A・B・C・D・Eの組み合わせのところで、今回 11 ページのところで

出てきますが、定量的評価と定性的な評価の組み合わせといったところで、こ

の定量的、定性的という言葉が、私たちは数値データを取り扱いますので、意

味合いとしてはすんなり入ってくるんですが、これ最終的には市民の方にも見

ていただくような形になってまいります。その時に、これは全般に係わること

なんですが、定量的、定性的といったものを、もう少し柔らかく説明していた
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だける、それがないと、おそらく何と何の組み合わせをしてどういう答えが出

るんだろうと、そこが分からないと思います。今、言葉の中でもご説明いただ

いたように、その定性的なものよりも、まず定量的でベースとしてやるんだと

いう趣旨がこの中に圧倒的に入っていると。で、やはり使わなければ利用でき

なくなる。あるいは、その他の交通、今回のような交通の取り組みを、システ

ムを考えなくてはいけなくなるんだといったことを、まず明確に示すような形

でご説明いただくことが、この PDCA を回す時に 1つ必要なのかなという風に思

います。

さらに、最後にこのモビリティ・マネジメントというところをちょっと加え

たんですが、市民の方たちが使って初めて公共交通が維持できるんだというこ

とをですね、ちょっと行政の立場で書くのは書きにくいかもしれませんが、皆

さんが使わないからなくすんですよということはなかなか言いにくいとは思う

んですが、やはり使ってもらって公共交通を維持するといった、モビリティ・

マネジメントという言葉自体も、言葉としては動いてはいるんですが、住民の

方々にどこまで浸透するかというと、非常に難しい問題だと思います。

特に今、MM でもですね、通勤 MM とか学校 MM とか、なかなかよく分からない

言葉でいろいろ出ていますが、やはり小学校の生徒さんたちに、公共交通、家

族で乗ろうねっていったようなこととかですね、あるいは通勤の時に、企業と

してどう考えようかっていう、やはりそのモビリティ・マネジメントの質がだ

いぶ違ってまいります。そういったようなことも考えると、ここにポンとこう

モビリティ・マネジメントといったことが出てくるのではなくて、その趣旨を

わかっていただけるような指針を、これ評価指針ということで市の形で出てく

ると思いますので、用語としての分かりやすさ、これに是非配慮して作ってい

ただけると、これ他市にないものですから、おそらく富士宮として自慢できる

指針ができると思いますので、是非がんばっていただきたいなという風に思い

ます。

最後はコメントです。

議長（副市長）

藤井委員ありがとうございました。今いろいろアドバイスをいただきました

ので、それも含めて、最終的に皆さんに提示するときには案を作り直しておき

ます。

特に、私も定量的、定性的か分かるんですけれども、おそらく市民の皆さん

には分かりづらいですので、数字の問題や満足度の問題を一般の人が分かるよ

うに少し検討をお願いしたいと思います。

それから、モビリティ・マネジメントについても今先生の方からアドバイス
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がありました。それを活かして再検討の方をお願いをしたいと思います。

その他いかがでしょうか。よろしいですか。

土屋委員

よろしいですか。

議長（副市長）

はい、土屋委員。

土屋委員

はい。藤井委員がおっしゃっていましたように、実際使う側の住民として、

私たちが地域の人たちの話を聞くと、民生委員さんを通してとか、そういった

形で私も要望を出しましたので、行政の方でもいろいろな PR 手段を考えていた

だいてやっていただいていると思うんですけが、まだまだ住民の方にこの使い

勝手が、要するにせっかくいい制度をいろいろ作っていただいても十分伝わっ

ていない、そして今日も高齢者学級のようなところに伺ったので、聞いてみま

したが、未だにコースが分からないなんていう方もいらっしゃるし、どういう

風に利用したらいいかなんていう質問もありました。住民がせっかくあるこの

制度をまだ分からない部分がいっぱいあるようなので、引き続き行政の方で、

出前講座ですとか、地域のお年寄りだけではなくて、企業とかでも、宮バスが

使える範囲のところがあれば、そういうものを利用できたらと思ったりもいた

します。市民がせっかくあるこの制度を、不出来な部分を一人ひとりが 100％は

もちろん叶わないですが、私たちも皆さんに声掛けますが、利用できるところ

は利用していただけるように、もう一度行政の方でも努力をしていただければ

と思います。

議長（副市長）

はい、今の意見につきまして、何か現在やっていること等、簡単に説明の方、

コメントを事務局からお願いします。

事務局（高野）

はい。第 1 回目で土屋委員様の方から民生委員さんにちゃんと説明をして、

動いてもらうのが一番効果的なんだというお話がありまして、実はもうほとん

どの地域に回らせていただきました。言葉は知っているけれども使い方が分か

らないとか、そういう状況がありまして、まずは民生委員様にご理解をいただ

いて、直接家庭訪問、さらにおばあちゃん、今度こんな宮タクっていうのがあ



- 23 -

るから使ってみないという形で声を掛けてもらえるようなお願いをしていると

ころであります。そういったことを広めていって、利用促進に関しましては、

今モビリティ・マネジメント事業として、保育園・幼稚園へ宮バスを実際に園

の方に持ち込みまして、乗り方教室であるとかですね、そういった公共交通の

必要性をまず幼少期から理解していただいて、大人になってもマイカーに頼る

んでなくて、公共交通を使っていくのがいいんですよというような教育的視点

からの教室も開いております。

また、できれば出前講座という形の中で、出向く準備ができておりますから、

たとえば老人会関連の会であるとか、区長会であるとか、そういった所にも出

向きますので、お話がありましたら是非こちらに声を掛けていただきたいと思

います。よろしくお願いします。

議長（副市長）

土屋委員さんよろしいですか。

事務局の方もまた一層ですね、普及と言いますか、使いやすい宮タクの宣伝・

宮バスの宣伝ということにまたご尽力をお願いします。

その他よろしいでしょうか。

それでは本件につきましては、先程も説明がありましたように、ご意見等あ

りましたら今月末頃まで事務局の方へご連絡もしくはご提案をお願いをしたい

と思います。

それでは次の議題に進んでまいります。

続きまして、報告事項の③ 市営バス等の運行実績について、事務局に説明

をお願いします。

事務局（高野）

はい。別表 2をご用意ください。平成 23 年度市営バス月実績報告です。

まず宮バスですけれども、現在中央循環という言い方になりますが、内回り・

外回りで 10 月までに 25.186 人ということになりました。平均乗車につきまし

ては、1日 117.7 人、1台当たり 8.0 人ということですが、やはりその東日本大

震災の影響で 3月から始まり 4月・5月かなり落ち込みました。これは宮バスに

限らず、民間バス路線の方も厳しい状況だったという風な報告を受けておりま

すが、ようやくここに来て乗車人数も増えてまいりまして、10 月については 8.8

人ということで平年並みまで盛り返してきたのかなというような評価をしてお

ります。

次に芝川バスですけれども、芝川バスについても、やはり 4月・5月利用者が

悪かったですが、9 月・10 月に入りまして伸びております。実はこの伸びてい
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る理由が 1点ございまして、台風 15 号の影響で身延線が止まってしまったんで

すね。14 日から運行を開始・再開をした訳ですけれども、その間交通の足がな

いということで、今まで身延線を使われていた方が芝川バスを利用したという

ことで、10 月・11 月は非常に利用が多かったということでございます。また再

開をしたということなので今後の乗車人数はどうなるか分かりませんが、これ

で 1 回乗り慣れてもらって、引き続き芝川バスをご利用いただければなという

風に考えています。

次に、拡大路線 3路線です。宮バス北循環です。1ヶ月間ですので、まず内回

り 104 人、外回り 90 人、合計で 194 人です。運行便数が 150 便ございまして、

1日平均で 7.8 人、1台当たり 1.3 人です。この評価につきましては、別表で示

すという風な説明をいたしましたが、大幅に下回っているものと思われます。

まだ 1 ヶ月ですので、今後どのように伸びていくか分かりませんけれども、現

状ではかなり目標値を下回っている。先程の A・B・C で言えば D とか E に匹敵

してしまうのではないかという風な懸念を持っています。

シャトルにつきましては、福祉会館行きが 40 人、駅南口行きが 66 人、合計

で 106 人です。1日平均 4.2 人、1台 1.1 人ということでこちらも極めて少ない

状況です。

東南循環につきましては、他の路線に比べて良い訳ですが、内回り 394 人、

外回り 250 人、合計で 644 人でございます。1 日平均 25.8 人で 4.3 人、まずま

ずです。20 年の 4 月に運行を開始しました宮バスが、この時の 1 ヶ月間の 1 台

当たりの乗車人数が 4.8 人でしたので、それに比べれば、スタートとしてはま

ずまずかなと思っておりますが、やはりこのままですと、目標値、評価でいき

ますと D・Eに入ってしまうのかなという厳しい状況がございます。なにぶんに

もまだ知らない人が多いということですから、事務局といたしましても、利用

促進・PR 活動に努めたいという風に考えております。

次のページをご覧ください。宮タクになります。合計では今のところ全体で

5536 人の輸送がございました。昨年よりも若干いいかなというような状況で、

平均乗車人数も 2.07 人、収支率 40.1％です。こちら訂正させていただきたいの

ですが、収支目標値というところが、1番上は 35％から 40％となっていますが、

中盤から下を見ると 35％ということで、修正作業をしている最中にこれを作っ

たため、チグハグな表現になっています。まだ 35％という承認を受けておりま

せんので、現段階では 35％から 40％という風にご理解いただきたいと思います

が、それにいたしましても、全体でも 40.5％ということで非常に収支率もいい

という状況があります。

それではエリアごとに説明いたしま。山宮エリアにつきましては、10 月は 269

人ということでした。対前年ですが、302 人ということで、若干減ってはいます
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が、1 便当たりの乗車目標、人数ですが、合計で 2.06 人となっております。昨

年が 2.05 人なので、若干昨年よりも乗車率が上がっているという状況もありま

す。

山本エリアにつきましては、大変成績が良く、平均乗車人数も 2.36 人と、昨

年の 2.24 人と比べてかなり増えております。収支率も 50％を超えているという

ことで、委託料よりもお客様からいただく運賃の方が多いという状況で、非常

に健全な運行になっています。

安居山エリアにつきましては、実は安居山エリアは芝川バスの影響で、運行

が月・水・金の週 3 日になりましたので減っております。ただし前年度比でい

きますと、10月で182人だったものが76人で、半分以下ではありますけれども、

平均乗車密度につきましては 2.06 人で、昨年度は 2.02 人でしたので、便数は

減っておりますが、そこに集約されたことによって乗車密度が上がっていると

いう状況があります。収支率も 46.9％ですから、かなり成績がいいエリアであ

ります。

次のページをご覧ください。上野エリアですが、輸送人数全体では 642 人で、

10月で比較しますと対前年度が64人だったものが71人と若干増えております。

また特に注目したいのが、こちらの収支率が 30.8％であまりよくありません

が、乗合率、平均乗車人数が 2.41 人でかなり高いです。昨年が 1.96 人ですか

ら、乗合がかなり発生しているけれども収支が悪いということになります。運

賃体系に問題があるのかという部分も見え隠れしておりますけれども、利用が

増えているという風な評価をしています。

次に南部エリアです。南部エリアにつきましては、全体で 123 人、10 月を比

較しますと、24 人だったものが 18 人ですので減っております。平均乗車も昨年

1.21 人だったものが 1.05 人で減っておるという状況です。ただこちらについて

は、収支バランスは 58.0％で、お客さんは乗っていないけれども収支がいいと

いうことで、1人からいただく料金が高いということにもなるのかもしれません。

この辺のバランスがありますので、PDCA の評価の中で、非常に悩ましいところ

であります。収支率はいいけれどもお客さんが乗っていないというエリアにな

ります。

次が富士根エリアですけれども、富士根エリアも対 10 月を比較しますと、40

人乗っていたものが 15 人ということでこちらも減ってきております。乗車人数

も 1.34 人が 1.2 人ということです。収支目標も下回っているということで、こ

ちらもかなり厳しい評価になる可能性があります。

北山エリアです。北山につきましても 251 人ですけれども、あまり伸びては

おりません。昨年 1.45 人だったものが 1.52 人で平均乗車は上がっております

けれども、収支率そのものはやはり 31.2％ということで厳しい状況にあります。
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最後が北部エリアですが、北部エリアにつきましては、非常に散々たるもの

です。平均乗車密度が 1.00 人ということは 1人 1台という状況でデマンド型乗

合タクシーでありながら、全く乗り合っていないという状況です。ただし、宮

タクは予約制ですのでなければ運行しないため、委託料の方も 4 月 1,124 円と

公共交通を運行する経費という風に見たらですね、極めて少ない形で運行でき

ているということで、必要な人に必要な経費をかけたというところではござい

ますが、あまりにもこれは乗合率が低いので、先程も申し上げました運行形態

の見直しをさせていただいた次第です。

以上、実績になります。

議長（副市長）

はい。事務局からの説明が終わりました。非常に一目瞭然の数字が出ている

訳ですけれども、ご意見ご質問等ありましたらお願いをいたします。

よろしいですか。はい、藤井委員。

藤井委員

はい。またコメントになると思うんですが、今説明がありましたように、収

支率といったところを追いかけると、では収支率はいったいどこで安定すれば

いいのかといったところがやはり気になるところです。先程来のお話で 35％と

いったところで今回ご了解を得たと、そうするとある場所によっては 70％に達

成するようなところもあり、そういった場合には、実際には利用者に対してや

はり過分の運賃体系になっているといったようなところも出てきます。こうい

ったものを PDCA という中でもきちんと検証していくのかどうか、そういったこ

とをやはり組み込まないと本来いけないんですね。ただ、これが両方、今回先

程ちょっとお話しなかったのは、まず仕組みとして 1 つ、全体がどういう利用

体系になっているのかということを評価する。評価した後に今度はそのサービ

スレベルがどうかということを評価するといったような、ある程度段階的なそ

の取り組みをしていかないと、何がその真意にあってこういう状況を達成した

のかということが分かりにくくなってしまう。特に総合評価のような場合には、

積み重ねの点数になっていきますので、この場合にどの項目がどう響くか、も

しくは、どの数字を変えなければいけないのかということが複雑になっていく

んですね。

ですので、そういった面では、先程来導入をされていた事業費の収入のとこ

ろを点数化する。これは間違ったことではないと思っています。で、その次の

プロセスとして、この事業全体が A・B・C・D・E という形で評価された時に、

例えば A とか B とか高い評価になっているというところは、定量的な評価が極
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めて高い、つまり利用されている路線である。そういった中で、利用されてい

る路線の中でも、特にこの運賃体系で収支率が 35％よりもどの程度超えている

のかどうか、そういったことを次のステップで事務局として検討するようなこ

とを考えておかないと、一利用者にとって税金という形で補助されている金額、

それに対してそれ以上の民間の個人費用といったものを補出させなければいけ

ないという風になってまいりますので、当初の段階では、全体をプール制とし

て動いているようなところもありますので、それをある程度、この均一のばら

つきを抑えるような運賃体系の見直しを、是非この交通会議の中で、運賃体系

含めて全部見直しも可能ですので、是非それについては、毎年といったような

中でも、適正運賃化といったことを議論いただけるような取り組みを入れてい

ただけるとありがたいなという気がいたします。以上です。

議長（副市長）

ありがとうございました。その他、ご意見あるいはご要望・質問等ありまし

たらお願いをいたします。

よろしいですか。それではないようですので、次の議題へ進ませていただき

ます。

続きまして、報告事項の④ 再生会議が市へ委託している事業の進捗状況に

ついて、事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。議案書の 4ページをご覧ください。4月 1日から、宮バスの拡大に向け

て、いろいろな作業をしてまいりましたが、それは富士宮市長と活性化再生会

議の会長、副市長でございますが、契約を結んでおります。この契約の進捗状

況についてご報告を申し上げます。

まず、宮バス拡大路線の実証運行ですが、北・東南・シャトルの実証運行を

既に開始しております。富士急静岡バスに委託をしておりますが、6ヶ月間の委

託料、3,412,500 円ということですが、10 月が終わりましたので、執行率が 17％

消化されているというところでございます。

次にバスの購入ですが、日野ポンチョというバスを 2 台買いました。

35,600,000 円、こちらは国庫補助が出ている訳ですけれども、これは既に購入

して支払いもしましたので 100％達成しております。

バスのラッピング、こちらも 2台、346,500 円、こちらも出来上がっておりま

すので 100％です。

バス停 129 基ということで、バス停の模型を窓側に置いてありますのでご覧

ください。青い形です。従来の中央循環はちょっとおでんのような形、中の部
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分だけをくりぬいた形になっていますが、今回の物は青ベースに立体的で洗練

されたモデルじゃないかという風に評価してますけれども、これを 129 基作成

いたしました。5,722,500 円でこちらも支払い済みでございます。

次に広報活動・制度 PR ですが、宮バスのチラシです。お手元に資料として配

布をしてありますもので、A4 の 6 ページ分になりますけれども、そちらのチラ

シ 20,000 枚印刷をして、いろいろな所に配布をしています。

それから宮バスのポスターですが、これも公共施設であるとかバス停オーナ

ーの事業所であるとか、宮バス運行開始という形でこちらのポスター140 枚作成

しました。374,640 円です。こちらも全て完了しております。

次に交通イベントの開催、のりもの祭り。こちらは 10 月に行った訳ですけれ

ども、この時のいろんなイベントの設営費であるとか、景品とか含めまして、

263,603 円ですが、こちらの方も既に支払い終わって 100％と、合計では

45,719,743 円ということで執行率は 86％です。以上です。

議長（副市長）

はい。説明が終わりました。私から一番初めの北循環・東南・シャトル 17％

ということで、要するに 10 月から来年 3 月の 6 ヶ月間あって、そのうち 10 月

分 1月間だけやったから 17％ということで、全体の期間を 12 ヶ月ととっちゃう

とちょっと低くなって、実施期間が 10 月から来年 3 月ということで、6 倍すれ

ばほぼ 100％ということになります。

皆さんからご質問ご意見等ありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。それではないようですので、次の議題へ進みたいと思

います。

それでは、報告事項の⑤ですけれども、富士急静岡バス平成 22 年度退出意向

路線の継続協議の結果につきまして、説明をお願いいたします。

内容が事業者の退出意向に係わるものですので、申し出事業者であります、

富士急静岡バスの担当者の方から説明をお願いします。

佐野委員

富士急静岡バスの業務局の方を担当させていただいております、佐野と申し

ます。日頃、皆様の方には深いご理解とご協力の方をしていただきまして、誠

にありがとうございます。着席させていただいて、説明の方をさせていただき

ます。

私ども富士急静岡バスでは、平成 22 年 4 月 15 日に 14 の路線の退出意向を出

させていただいた中で、実際 8 路線の退出を今年の 4 月 1 日付けで行わせてい

ただきました。
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別表にある通りでございまして、こちら 4 ページにございます表の通りにな

っています。その中で、特に継続をそのまま協議している路線の中で、申し出

番号の 05－1 猪の頭と 07－1 根原線ですね、こちらの方は富士宮市の都市計画

課の方と地域の説明会にも入りまして、今は継続運行の方はしますけれども、

私どもの会社としては利用状況がかなり厳しい状況の方を、区長さん始め公民

館等で地域の説明会をさせていただいております。

同じく、袖野線も上柚野の近くにございます、柚野の公民館で説明会を開か

せていただいて、また下の方にございます、粟倉団地線ですね、こちらは橋戸

～二本松線というところになりますが、こちらの方も同じく地域の方に説明に

入りましてですね、現状をお伝えした後、継続運行はさせていただいてはおり

ますけれども、かなり厳しい状況だということを説明させていただきました。

またその他に、西高校と星陵高校に関しては、これは学校関係に係わること

でございますので、私どもの会社が学校と協議いたしまして、午後の方はいく

つかいらないけれども、午前中の方だけはというようなご要望もございました

ので、こちらは半分だけ継続運行しております。

また、去年活性化再生会議の方でもご了承いただいた懸案に関して、東高校

線から曽比奈線までを退出をさせていただきました。富士急静岡バスからは以

上でございます。

議長（副市長）

はい。ありがとうございました。事業者であります、富士急静岡バスからの

説明が終わりました。何かこの際ですので、ご質問等ありましたらお願いいた

します。

よろしいですか。はい。それでは、以上で本日予定されておりました 5 点の

報告事項につきまして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全般

的なご意見・ご要望等がございましたらいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。特に何についてというのはございませんが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それではないようですので、以上をもちまして、本日予定されておりました

議事は全て終了いたしました。この後の進行につきましては、事務局の方でお

願いをいたします。

司会（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。
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それでは次回の会議のご案内をさせていただきます。平成 23 年度第 3回富士

宮市地域公共交通活性化再生会議は、平成 24 年 1 月 20 日に開催を予定してお

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ご出席をお

願いいたします。

議長（副市長）

時間が分かりましたらお願いします。

司会（佐野）

はい。午後 2 時からを予定しております。また、会場等につきましても、お

って文書にて連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、平成 23 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。

委員・事務局

ありがとうございました。


