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《第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成 24 年 1 月 20 日（金） 14：30～15：40

○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・平野洋一委員・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・藤井敬宏委員・村上雅則委員（代理：山下富治首席運輸企画専

門官）・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：鈴木善久係長）・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・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・学校教育課参事

廣瀬晃・防災生活課 渡辺圭・福祉企画課長 乙部浩子・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。

定刻になりましたので、ただいまから平成 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 4 件を予定しております。よろしく

お願いいたします。

次に定足数につきましてご報告申し上げます。

ただいま土屋委員さまの方から少し遅れるというご連絡がありましたが、も

もうすぐご到着しますので、参加の方へとカウントさせていただきます。

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申し上げます。

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
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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。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。それでは規約の規定に基づきまして、本日の会議の議長を務めさせて

いただきます。本日で第 3 回目となります本会ですが、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。

それでは早速議事に入りたいと思います。

はじめに、第 1 号議案 富士宮市新地域公共交通総合連携計画についてを議

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

て説明をさせていただきます。

議案書 1 ページをご覧ください。第 1 号議案 富士宮市新地域公共交通総合

連携計画についてご説明いたします。この議題については、第 2 回で報告事項

の中で内容をご報告済みです。その際に、委員の皆さまから変更点や改善点が

ありましたらお申し付けくださいと伺いましたところ、今日までにどなたから

もご意見がございませんでしたので、本日をもちまして、平成 23 年度第 2回再

生会議報告事項①資料「富士宮市新公共交通総合連携計画（案）」の通りとする

ということでご承認を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）

はい。事務局からの説明が終わりました。事務局から説明がありました通り、

この件について特にご意見はございませんでしたが、今日、皆さんの方から何

かご意見等ありましたらお願いをしたいと思います。

望月委員

よろしいですか。

議長（副市長）

はいどうぞ。

望月委員
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私は、旧芝川の内房地区の老人会代表として出てきました。この説明の中に、

特に芝川地区につきましてお願いがございます。芝川地区のバスの利用状況を

ご覧ください。全体的に見ますと、町営バス当時とそれほど利用者は減っては

おりませんが、内房の路線につきましては、利用者が町営バス当時より４分の

１に落ちています。なぜこんなに利用者が減ってしまったのか、主に利用者な

どに聞いてみましたところ、町営バス当時は身延線との連絡を密にしたダイヤ

を組んであったと。今度は身延線のダイヤと全然関係なく組まれているため、

利用者が特に減ってしまったということでした。特に学生、朝のバスの利用が

なくなってしまったこと、それからお年寄りの病院通い、買い物の連絡も大変

だということで、皆さんバスを使用しなくなってしまったという意見が聞かれ

ました。今回この見直しをされる中で、特にこの点につきまして考慮していた

だければとお願いいたします。以上でございます。

議長（副市長）

はい。ただいまの意見につきまして、事務局の方から連携計画との関連を含

めてご意見ありましたらお願いします。

事務局（高野）

はい。それでは、第 2 回でお配りしました連携計画の案をご覧ください。

こちらの 5 ページですが、そこに芝川バスの維持改善という項目を設けてござ

います。ここでは、基本的には朝夕の通勤・通学の足を確保するという内容に

なっております。ご指摘の通り、内房線につきましては、旧芝川町時代は 2 台

のバスが芝川町全域を回っておりましたので、比較的使い勝手のいい時間帯に

内房の方も行っておりました。しかし、現在は 1台のバスで運行しているため、

内房地域については、以前よりも時間帯が悪くなったということはこちらも承

知しています。

今後、芝川の内房地域について、果たしてバス交通がいいのか、もしくは宮

タクというような別の仕組みがいいのかなど、いろんなことを考えていきたい

と思っております。連携計画の中では、あくまでもこの芝川バスを維持するこ

とが表記してありますが、細かいダイヤの改正であるとか、運行形態の変更で

あるとかは、この後やります PDCA を実施し事業改善を図る中で、地域の皆さま

が利用しやすい乗り物にしていきたいと考えています。連携計画の中では、こ

の芝川地域の維持改善は盛り込んでおりますので、これに向けて今後も取り組

んで参ります。よろしくお願いします。

議長（副市長）
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はい。ただいま説明しましたように少しご辛抱いただきたいと思います。

それでは今説明がありましたように、連携計画の 5 ページの中に芝川バスに

ついて記述がありまして、今後 PDCA の見直しをしていく中で改善を図るという

ことの考え方が示されました。

その他にご意見等ありましたらお願いをします。

それではないようですので、ここでお諮りをしたいと思います。「富士宮市新

地域公共交通総合連携計画」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ので、原案の通り承認いたします。

続きまして、本日の第 2 号の議案に移ります。富士宮市公共交通 PDCA（事業

評価）指針についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。それでは同じく 1 ページをご覧ください。こちらも第 2 回会議の報告

事項でございました PDCA（事業評価）指針（案）でございます。これにつきま

しても、皆さまの方からご意見・改正点を伺っておりましたが、早急に藤井先

生の方からご意見がありまして、そのご意見を中心に修正をしたいと思います。

それでは、修正の内容を説明いたしますので、お手元に前回の PDCA の案をお

開きください。修正事項です。本書内に「定量」・「定性」という言葉が出てき

ますが、前回この言葉が学術的な表現でなかなか分かりづらく、一般の市民の

方に説明するには、もっと分かりやすい言葉がいいのではないかとご指摘をい

ただいたため、定量とか定量的評価とか定量的指標というようなものがござい

ますが、これは全て「数値評価」という言葉に置き換えたいと思います。

同じく「定性」につきましても、「満足度評価」と改めます。具体的に申し上

げますと、PDCA 指針（案）の 3 ページの Plan のところの、「定性的及び定量的

に分けて設定する」という部分がございます。こちらを、「満足度評価及び数値

評価に分けて」と用語を訂正いたします。このように、いろんなページに出て

くるこの言葉を全て訂正をお願いいたします。

次に、3 ページの Plan の中の用語の削除です。1 行目の「指標及び目標値」

の部分ですが、この「指標」と「目標値」というのが同義語のような言葉遣い

で分かりづらいというご指摘がありましたので、「指標及び目標値」を全て「目
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標値」に統一をしたいと思います。元々、指標というのは、その基準を出すた

めの数値で、これを目標にするしかないため、結果的には同じものを指すこと

になります。そのため「目標値」という言葉に改めます。

次に、同じく 3ページ囲み左側 Do 内の訂正です。Do の中に今「（定性）」があ

りますが、それは先程の訂正で「満足度評価」に変わる訳ですけれども、この

横に、注 1)というものを加えて、欄外にその用語の説明を記入しました。「満足

度評価」とあるだけでは少し説明が不十分だということで、欄外で補足説明い

たします。同じように、右側の Do、こちらの「（定量）」ですが、これは「定量」

は「数値評価」に改まる訳ですけれども、この横に、注 2）というものを入れて、

これも欄外で説明をいたします。注釈の説明については、P3 下段、枠外にあり

ます。注 1)の用語につきましては「満足度評価：利用者や市民の満足度を比較

評価」と注釈を入れます。また、注 2)「数値評価：人数や金額を比較評価」と

欄外に注釈を入れたいと思います。

次に 4ページをご覧ください。1行目の用語の訂正です。先程の関連ですが、

「指標値」というものがあります。「新連携計画に定める指標値」ですが、この

「指標値」は「目標値」の方に改めさせていただきます。

次に、4ページ・5ページに出てきますが、記載事項の削除です。「3.4/5.0」

というもので、5点満点中 3.4 点という意味合いで、各項目⑤あたりに出てくる

表現ですが、これは全て目標値を示しますので、「3.4」という形で「/5.0」を

削除いたします。

次に 12 ページになります。モビリティ・マネジメントの表記です。これにつ

きましても、藤井先生の方から、モビリティ・マネジメントにはいろんなもの

があるため、もう少し分かりやすく説明をした方がいいんじゃないかというこ

とでした。事務局としましては、「モビリティ・マネジメント」という言葉は、

確かに専門用語ではありますが、これからはこの用語も一般の方にも覚えても

らいたいという目的で、あえてこの言葉は残すことにしました。ただし、モビ

リティ・マネジメント（○○）というように、モビリティ・マネジメントもい

ろんな物がございます。そのため、周知活動をするのか、啓発活動をするのか、

またもしくはデータ的に何か行うのかということが分かりづらいので、具体的

な活動を入れることにいたしました。例えば、表中の施策 C＋・C－というとこ

ろに具体的にモビリティ・マネジメントが出てきますが、この「モビリティ・

マネジメント及び周知活動を強化する」というところを、「モビリティ・マネジ

メント注 3)（周知活動）をする」という表記にすることで、モビリティ・マネ

ジメントのうち、C＋・C－については周知活動を主に行いますということにな

ります。D＋・D－にも同じくモビリティ・マネジメントの表記がございますが、

こちらの D は C よりも厳しい運行状況になる訳ですから、さらに強化する必要
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があります。従いまして、このモビリティ・マネジメントは「周知・啓発活動」

とし、ただ単に周知活動をするだけではなくて、実際に地域に入り込んで啓発

活動を行うということで、少しレベルを上げたモビリティ・マネジメントを行

うことを考えております。またこの C＋・C－・D＋・D－のところですが、語尾

のところが現在の訂正前のものは「強化する」という表現になっておりました

が、この「強化する」という方法は、Eで使いたいものですから、これらの部分

は語尾を「図る」という形で少し弱めたいと思います。従いまして、D＋・D－

については「モビリティ・マネジメント（周知・啓発活動）を図る」と訂正い

たします。

次に議案書の 2ページをご覧ください。PDCA 資料は同じく 12 ページ表中の施

策 Eになります。Eにもモビリティ・マネジメントが出てきますが、こちらのモ

ビリティ・マネジメントも Dと同じく「周知・啓発活動」ですが、こちらは「強

化する」という言葉を残して、Dよりもさらにモビリティ・マネジメントを強め

ていくという意味になります。

最後の訂正です。先程「注 3)」を入れましたが、下段の枠外でモビリティ・

マネジメントの用語説明を書きました。これは注釈で書いても難しい表現にな

っております。モビリティ・マネジメントとは、「多様な交通政策を活用し、個

人や組織・地域が社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促

す取り組みを指す」としました。これはウィキペディアから引用しましたが、

要するに、行政が「バスに乗りなさい」と無理矢理乗せるんではなくて、住民・

市民自らが、「これからはバスを使っていかなくてはいけないんだな」と気持ち

を改めて自発的な行動をさせる、ということがモビリティ・マネジメントとい

うことです。そのためにはいろんな啓発活動であるとか、周知活動もしくは、

乗りやすい仕組みにするためのシステム改善というものも含まれてきます。

以上が訂正事項です。その他は各委員さまから特にご指摘がございませんで

したので、こちらの修正をしまして、PDCA（事業評価）指針としたいと思いま

す。よろしくご審議ください。

議長（副市長）

はい。事務局からの説明が終わりました。今説明がありましたように、内容

というより、より分かりやすくするためにということでご意見をいただきまし

たので、そのように直させていただきました。藤井先生いかがでしょうか。

藤井委員

はい。丁寧にやっていただいたので、私としては申し分ありません。
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議長（副市長）

いかがでしょうか。PDCA という言葉は、盛んに聞かれるようになりましたが、

まだまだ一般的でない部分などもありましたので、分かりやすく計画を立て、

実行し、もう一度見直し、さらに評価し、さらにいいものにしていくというこ

とを繰り返していくことで、ご理解いただければと思います。その際、藤井先

生の方から、定量的あるいは定性的という、いわゆる日本語で我々が使ってい

る上で馴染みが薄い言葉では伝わりにくいというご意見をいただきましたので、

数値評価あるいは満足度評価とより分かりやすい言葉に変えたということが要

点でございます。

その他、その内容についても理解をしやすいように注釈をつけたいというこ

とが要点であろうかと思います。

皆さんの方から、このことも含めて全体的なこの PDCA 資料について、ご意見

等ありましたらお聞かせをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よ

ろしいですか。

それでは、ご意見等ないようですので、お諮りをしたいと思います。富士宮

市公共交通 PDCA（事業評価）指針につきましては、今説明がありました内容の

訂正をいたしまして、原案の通り承認することにつきまして、ご異議ありませ

んか。

委員

異議なし。

議長（副市長）

はい。ご異議なしということでございます。ご異議がございませんので、本

件につきましては、原案の通り承認いたします。

続きまして、本日の第 3号議案 平成 24 年度生活交通確保計画についてを議

題といたします。こちらにつきましては、前回の会議におきましてご承認して

いただきました市の自主運行バス事業の他に、来年度運行いたします民間バス

路線の運行計画についての承認事項となりますので、事業者から説明を求めた

いと思います。

富士急静岡バス及び山交タウンコーチ、両事業者の方から説明を先にしてい

ただきまして、ご質問につきましては、後でまとめてお願いをしたいと思いま

す。

それでは、富士急静岡バスから資料に基づきまして説明をお願いします。

佐野委員
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富士急静岡バスの佐野と申します。日頃は弊社の運行に対しまして、皆様の

ご支援を賜っていること、この場を借りてお礼を申し上げます。誠にありがと

うございます。

私ども富士急静岡バスは、昨年のこちらの会議で、22 年度において路線バス

の収支が改善されない路線については、平成 23 年に退出ということで、ご承認

をいただいている経緯があります。今年度平成 23 年から 24 年、弊社の予定で

はこの収支価格はこのままの路線維持ができるものという計画の下、今回富士

宮市さんと話し合いの上、平成 24 年度の生活交通確保計画案というものを出さ

せていただいております。

別紙 1 をご覧ください。上から順に説明します。ただいま私どもの会社が単

独で行っている路線バス 5 本、富士宮市さんから経費をいただいて走っている

路線が 4 本、国から補助をいただいて運行している路線が 2 本、富士宮市さん

と国の両方から補助をいただいて運行している路線が 2 本ですので、補助がな

い路線 5 本に対して、補助をいただいている路線が 7 本あるという計画を書か

せていただいております。補助がないということは本当に大丈夫なのかという

疑問等があろうかと思いますが、今年度は、富士急静岡バスとしては運行・協

力は必ず行わせていただきたいと思いますので、この 5 本は単独でも我々が必

要な路線として、社内的なことから補助なしでも運行していく計画となってお

ります。

その他の路線については、どうしても市の補助が必要な路線となります。国

から支援をいただいている路線に関しては、距離が長いこともあり、維持して

いくのが大変困難なため補助を受けさせていただいております。

富士急静岡バスとしましては以上です。来年度以降もいろいろとご支援を賜

ることになりますが、富士急静岡バスをよろしくお願いします。

議長(副市長)

ありがとうございました。それでは続きまして、山交タウンコーチから説明

をお願いします。

山交タウンコーチ

山交タウンコーチの土屋と申します。日頃より、弊社バス事業に多大なるご

支援・ご協力をいただいておりますことを、この場を借りてお礼を申し上げま

す。

当社の生活交通確保計画案についてご説明申し上げます。当社も富士宮市路

線につきましては、国庫補助及び市単独路線の運行になります。富士宮駅を起

点として、イオン、星山台を経て、蒲原病院までの路線となります。
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乗車人員につきましては、一昨年の秋以降、去年から比べますと若干の回復

が見られながらも、昨年 3月 11 日の東日本大震災、3月 15 日の富士宮を震源と

する地震では、身延線の運休がありまして、震災以降の影響が大きく、当初の

段階では減少が見られ、また終了後も減少しております。

収支につきましては、人件費・管理費の抑制に努め、またエコドライブ運転

の実施・削減をいたしております。欠損額につきましては、平成 22 年度より減

少しております。昨年 7月 25 日には、当社で路線編成を行いまして、当該バス

路線につきましても、一部減便が出そうなので拡大防止に努めております。運

行時間帯の見直しなどによりまして、利便性を確保して対応して参りました。

今後も公共交通ネットワークの構築に向けて、時刻改正等によりまして利便

性の確保、富士宮市さんをはじめとしまして、関係各所のご協力を得ながら、

バス路線の普及に努めて参りますのでよろしくお願いします。

簡単ではありますが以上です。

議長（副市長）

ありがとうございました。今、富士急静岡バス及び山交タウンコーチの両事

業者から説明がございました。何かご意見等ありましたらお受けをしておきま

すが皆さんいかがでしょうか。

それではお諮りをいたします。平成24年度生活交通確保計画につきましては、

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）

はい。ご異議なしということでございます。ご異議がございませんでしたの

で、原案の通り承認いたします。尚、本件につきましては、前回の内容と併せ

まして、静岡県の生活交通確保対策協議会に事務局の方から報告をお願いいた

します。

以上で、本日予定をされておりました協議事項につきましては終了をいたし

ます。

続きまして、報告事項を議題といたします。まず、報告事項の① 市営バス

の運行実績につきまして、事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

はい。それでは議案書の 3 ページの市営バス等の運行実績についてご説明い
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たします。

別紙 2 をご覧ください。前回の会議で 10 月までの報告をしておりますので、

今回は 11 月・12 月について、実績をご報告します。

中央循環は、11 月は合計で 4,036 人、12 月は 3,375 人です。12 月は年末の運

休がございますので若干利用者の方が減っています。1便当たりの平均乗車率も

9.2 から 8.2 と、12 月は若干利用者が減る傾向にございます。

東南循環は、11 月合計が 550 人、12 月 459 人、こちら 10 月から徐々に下が

り、非常に厳しい状況です。

北循環の合計人数は、11 月が 158 人、12 月が 175 人です。こちらも運行開始

当初よりも若干減っております。

シャトル便が、11 月が 121 人、12 月が 103 人。こちらも横ばいの状態です。

芝川バスは、11 月が 2,462 人、12 月が 1,779 人。冬休み等が入りますとお子

様が乗らなくなるので 12 月はがくっと落ちます。全体的に冬場に入って悪くな

っています。

2ページをご覧ください。こちらは、棒グラフにして目標値に対してどの位な

のかを分かりやすく示しました。

黒いボーダーラインが 100％のラインですが、中央循環につきましては、ほと

んど超えています。しかし、拡大路線については半分にも満たない路線があり、

非常に厳しい状況です。

芝川バスについては、JR が運休した 10 月・11 月は伸びていますが、ライン

付近を行ったり来たりというような状況です。

市としましては、この拡大路線の利用が少ないという中で、今老人クラブ連

合会、それから寄り合い処様に声掛けしまして、オリジナルのツアーを組み、

実際に宮バスを使って温泉に行ったり、食事をしたり、買い物をしたりという

お出かけプランのアドバイスに取り組んでいます。実際にまずは団体で乗って

もらって、次からはお一人でも移動できますねということで、ご案内の取り組

みをしながら、拡大路線の利用促進に努めたいと考えております。

次に 3 ページをご覧ください。宮タクです。宮タクにつきましては、11 月の

合計の人数が 765 人、12 月が 732 人で、いずれも平均乗車が 2.0 人を超えてお

ります。収支につきましても、目標の 35％を上回っています。下に棒グラフが

ありますが、人数は目標に達成し、収支割合につきましても全てボーダーを超

えています。それでは各宮タクについて説明いたします。

4ページからご覧ください。

山宮エリアは、収支割合・乗車割合とも、目標ライン付近です。成績はまず

まずな状況です。

山本エリアにつきましては、収支は目標値を大幅に上回っています。人数も
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上回っている月がほとんどということで、大変成績がいいエリアです。

安居山につきましては、収支割合の方は平均で 46.6％とかなりいいですが、

人数については若干下回っていますが、2.03 人ということになっております。

上野エリアにつきましては、収支割合が目標値に達していない月があります。

ただしこちらは、秋からだいぶ成績が良くなっております。乗合率が高くなっ

ておりますので、今後改善が見込まれれば、収支目標の 31.8％に達する可能性

があるなと感じております。

6ページをご覧ください。南部エリアです。こちらも非常に極端なところです。

収入割合については大幅に超えていますが、人数は下回っています。ほとんど、

1.0 とか 1.1 になっていまして、これは、運行経費がかからない分収入割合はい

いが、実際に人が乗っていないため、これも評価の中ではマイナス評価になり

ます。PDCA をやる中で変更対象になってくると思います。

富士根エリアにつきましても、ほとんどの月で収入割合を下回っていて人数

も達成していません。

北山エリアも同じです。

北部エリアにつきましては、棒グラフに全く棒が立たない月がほとんどでご

ざいます。これは、あまり公共交通としての利用されていませんが、セーフテ

ィーネットを張るという意味では、こうしたシステムがあるということは重要

かと思います。4月以降に、運行改善をしますので、その改善で利用者が増えれ

ばいいなと考えています。

以上実績報告です。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。それぞれ宮バス・宮タクについての報告

がありましたが、グラフ・資料を見てもらえれば一目瞭然で、なかなか苦戦を

しているというような報告でございます。これらを含めまして、ご意見等伺い

たいと思います。皆さんの方からご意見等ありましたらお願いをいたします。

はい、どうぞ。

宮尾委員

富士土木事務所の宮尾と申します。不勉強なので教えていただきたいのです

が、今目標として収支率の目標値を 35％という形で説明されていましたが、そ

の 35％の考え方を教えてほしいのと、第 1 回目の会議の時の目標値が 35％～

40％という幅を持たせた値になっていますが、今回評価の中で 35％と低めの評

価になっている。そこら辺がどのような形で動いてきたのか、はっきり分から

ないところがあるので、非常に分かりずらいところなので教えていただければ
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と思います。

事務局（高野）

はい。それでは、連携計画の話になります。

第 2回でお配りした連携計画 12 ページをご覧ください。先程ご承認いただい

た連携計画ですが、こちらの目標値が 35.0％ということになっています。実は

富士宮市連携計画については 35％～40％というような表記になっていましたの

で、35％～40％の間にあることが最も適正というような見方もできるという考

え方がございました。ただし、事務局のこの収支についての考え方は、35％よ

りも、良ければ良い程いいんじゃないかと考えておりまして、この間が最も適

正という考え方をやめて、35％を目標としてそれよりも上を目指すという形に

この連携計画を直しました。そのため、今回のこちらの実績表の表記も、目標

値は 35％といたしました。この 35％というのがどういった数字かという点につ

きましては、全国の交通事業の状況、一般的なコミュニティバスの収支率がい

くつなのかというようなところを調べまして、10％でもやっている自治体もあ

り、30％あればコミュニティバスとしてはかなり成績がいい方ですよという中

で、当初 35％～40％という高いハードルを設けました。しかし、本来であれば

これは 100％行けば黒字というか赤字じゃない訳ですが、残念ながらコミュニテ

ィバス事業はどこの自治体も、財政的な負担をしながらやっているという実情

がありますので、35％ということで入れさせていただきました。

議長（副市長）

宮尾委員よろしいでしょうか。

宮尾委員

はい。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。はいどうぞ。お願いします。

池谷委員代理 山中主任

県の交通政策課の池谷の代理、山中と申します。35％という目標ですが、他

の市町へのバスの実施運行の制度等も全部拝見させていただいていますが、

35％というのはいい方でございまして、大変頑張ってくださっているなという

印象を持っております。その上で一点。宮タクは、乗り合いすることが基本で

あるのかと思うのですが、他のエリアはもう申し分ありませんが、南部エリア
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があまり乗り合いが進んでいないような印象を持ちます。この実績表をみると、

ここだけ運行台数と輸送人数の方が均衡している状態で、1人 1乗車になってい

ますが、これは地域的な特性というのがあるのでしょうか。教えていただけれ

ばと思います。

議長（副市長）

はい。事務局の方からお願いします。

事務局（高野）

はい。南部エリアは、今日もお見えになっております山交タウンコーチさん

の路線バスがまともに入っている地域です。基本的には、幹線道路の交通はバ

スに頼っているような自治体でございます。宮タクを使われている方は、バス

停までかなり距離のある方、もしくは、足の不自由な方のため、利用者が限ら

れているため利用率が伸び悩んでおります。また、全部で 8エリアありますが、

この南部エリアについては、非常にキャパが小さいという状況もございまして、

なかなか利用者が増えないという悩みがあります。ただ反面、距離が中心市街

地まで近いものですから、運行経費がかかりませんので、1乗車当たりの収入割

合が非常に高くなります。そのため、逆に左側の表が目標値ラインを大幅に超

える、逆転現象が起きています。いずれにしましても、乗り合いが増えるよう

に、更に地域の方に周知の方をしていきたいと思っております。

池谷委員代理 山中主任

ありがとうございました。

議長（副市長）

よろしいですか。その他いかがでしょうか。はい、藤井先生。

藤井委員

藤井です。今の乗り合いに関連してということで、情報の提供をかけるとい

うことですから、この富士宮の宮タクですね、運用されていて 1.1 とかあるい

は 2.1 とかいろんな数字が出てきていますが、他市は、セダン型のタクシーを

使う、あるいはジャンボタクシーを使うといったような形でデマンドの動きと

いうのが出てきている訳なんですが、その中で数値を見ると、富士宮の乗合率

は極めて高い数字です。逆に言うと、なぜこんなに高いのかと逆に他の地域の

人たちが不思議がるような数字です。実際に私は千葉の方でして、2.0 になると

いうのはまずなかなかあり得ない。そういうような乗合率です。これはおそら
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く地域の方々の地域性があるのか、もしくはタクシーを使うといったことに対

して、情報提供がかなり定着しているなどその表れだと思います。得に、宮タ

クのようなセダン型の場合には、一般的に乗車率と言いますか乗合率、普通嫌

がるため本来低く出てくるところが、極端な話ある路線では 3 に近いような数

字が出ているという結果が出ています。逆にそういったことはどうしてそうい

う地域性が起きたのかということを考えると、おそらく行政の方々の汗がそこ

にはにじみ出ているのだとは思いますが、どういう地域作りをするとこういう

形で実車率が上がるのかなんていうのは、他県ではあまりやられていないこと

ですので、是非また継続的に調べていただいたりすると、おもしろい結果が出

るのではないかなと思います。ただやはり 1.1 となっているような北部地域と

いったところでは、やはりこれは実施の形が違う、あるいは地域性が分断され

ているとかですね、そんな要素があるかもしれませんので、そういったところ

でマイタクシーの利用になってしまうのはやむを得ないことかなという気がし

ます。ただ、集約できる要素が何があったのか、その辺を是非調べていただく

と、おそらく県の中でデマンドを考えるといったような時に、非常にありがた

い情報になるんじゃないかなと思いますので、何か機会があればそういったこ

とも調べていただきたいなという風に思います。

議長（副市長）

はい、どうもありがとうございました。先生からアドバイスをいただきまし

たことを参考にこれから対応を考えていきたいと思います。その他いかがでし

ょうか。はい、どうぞ。

村上委員代理 山下主席運輸企画専門官

静岡運輸支局です。北部エリアの方が数字が出たり出なかったりしてるんで

すけれども、これは普段免許証を持っていない方がどの位いらっしゃるのか、

把握していましたら教えてください。

議長（副市長）

事務局分かりましたらお願いします。

事務局（高野）

地域で言いますと猪之頭とか人穴とかそういったこの北部地区につきまして

は、元々バス交通がない道がかなりあります。従いまして、もう既に宮タクを

導入した段階で、他のそういったものに頼らない仕組みが出来上がっています。

ほとんどがマイカー、もしくは、家族の送迎というようなものが習慣付いてお



- 15 -

りますので、そこに公共交通に入れていこうと思ったときに、なかなか利用が

ない。で、会員数が 147 人と割りと多いんですけれども、この 147 人はほとん

ど免許証を持っている方です。将来的に宮タクを使うかもしれないということ

で、登録だけをされているという方が非常に多いです。また、第 2 回目でもお

話をしましたが、他のエリアと違って中心市街地に出ることができなく、フィ

ーダー輸送で上井出出張所からバスに乗り換えるということを実践的に入れて

おりまして、この辺も使い勝手が悪いという中で、病院の通院のために、1 人、

2 人の方がたまに使うというのが実態で、11 月・12 月は 0 人だったというよう

な状況になっています。これは4月以降どのようにこの棒グラフが伸びるのか、

こちらもいろいろ頑張っていきたいと思いますが、そんな状況で伸び悩んでお

ります。

議長（副市長）

はい。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。実績が数字で表せま

すので、厳しい状況が分かる訳ですけれども、こちらの方としては、先程出ま

した宮バスにつきましては、いろんなイベントとの組み合わせも含めてですね、

創意工夫をしているところでございますので、次の時にまたいい報告ができる

ように事務局の方で配慮をお願いしたいと思います。

それでは、この件につきましては以上といたします。

次に報告事項の②へ移ります。宮バスのバス停増設について、事務局から説

明をお願いします。

事務局（高野）

はい。ここからはちょっとスライドを使って説明します。

～スライド上映～

それでは、報告事項の②、宮バスのバス停増設です。バスもバス停がなけれ

ば使い勝手よく利用できませんので、地域からバス停を増やして欲しいという

要望がございまして、来年度いくつか増設等行いたいと思っております。

まず中央循環です。資料の 2ページを見ますと、「淀師区民館前」となってい

ますが、場所はこちらになります。今現在「淀師」という宮バスのバス停があ

りましてこの次が「淀平町」ですが、この間だいぶ距離があるため、淀師区の

区長様からこちらにバス停を置いて欲しいというご意見をいただきました。実

はこの位置は、元々富士急静岡バスのバス路線がありまして、ここにバス停が

ありました。ところが、先程担当者様からご説明がありましたが、退出という

ことでこのバス路線が 4 月からなくなっております。そのためバス停がなくな

りましたので、このなくなったバス停の跡地に、「淀師区民館前」という名称で
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内回り・外回り各 1基ずつ設置したいと思います。

2番目は「宮北町」です。場所はこちらの位置になりますが、こちらの大塚弓

沢線という市道に「三園平」というバス停・「いしかわ皮膚科」というバス停が

ありまして、こちらもかなり距離があるため富士宮北校のすぐ北側、裏側にな

りますが、こちらの道路に置きたいと思います。ここは、当初から距離がある

ので置きたいという希望がありましたが、こちら側に都市下水路がございまし

て、歩道がないことと、バス停を設置する場所がなくて、手をこまねいていま

した。しかし、地元の区長様のご協力で、一般家庭のこちらに橋がありまして、

この橋の一部にバス停を置いてもいいよという調整ができたため、今回「宮北

町」を新設したいと考えております。

次は東南循環です。新設の方からご説明いたします。東南循環は 10 月から運

行したばかりですが、こちらの三室という地域、今現在「三室」というバス停

はあるのですが、ここもその昔富士急静岡バスのバス路線がありまして、その

時には「三室上」と「三室下」があったためそうしてほしいという区長様から

のご意見がございました。今回、新設でこの南側の方に「三室下」というバス

停を入れたいと思います。

新設関連で次に芝川バスです。第 2 回でこの路線の変更をいたしました。安

居山 2 区の方に回り込んでフィルムパークの方へ戻るということで、少し赤い

路線が伸びております。この路線にバス停を設置するということで「安居山 2

区北」と「安居山 2 区南」を新設したいということで、新設は全部で 5 ヶ所と

いうことになります。

次に名称変更に移ります。

最初に「イオンモール富士宮」です。今までは「イオン富士宮ショッピング

センター」という名称でしたが、昨年末に「イオンモール富士宮」と名前が変

わっているようです。従いまして今度の 4 月にバス停の名称も変更ということ

で、実際にあるバス停の中身のプリントを差し替えるということで「イオンモ

ール富士宮」に変更いたします。

次が現在は「お宮横丁」というバス停が「浅間大社前」に変更したいです。「お

宮横丁」様につきましては、バス停オーナーということでバス停オーナー協力

金をいただいております。2本バス停をお持ちですが、オーナー様の方から、こ

こは「お宮横丁」になっているけれども、本来「浅間大社前」の方が観光客や

そういった方には分かりやすいんじゃないかということで、「浅間大社前」とい

う名前に変えて欲しいとご要望がありました。オーナー様はオーナーバス停の

名前を自由に変えることができますので、あえて「お宮横丁」をやめて「浅間

大社前」と変えますので、こちらも 4月から名前を変更したいと思います。

次に先程の関連ですが「三室」というバス停がありますけれども、これを「三
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室上」と変更いたしまして、新設の「三室下」と合わせてこちらは 2 基になり

ます。

次に廃止です。「飛図温泉」のバス停を廃止します。場所は稲子線の一番終点

部付近になります。「飛図温泉」の次が「門野」、次が「上稲子落合」でここが

終点になります。その前には「天子湖入口」、ユートリオの温泉に行く場合には、

この「天子湖入口」で降りる訳ですが、この間に「飛図温泉」というバス停オ

ーナーのバス停がありました。が、昨年の東日本大震災の影響でこちらのホテ

ルが倒産をしてしまい、現在営業もしていないため、こちらのバス停は廃止し

撤去をさせていただきたいと考えています。

以上がバス停の新設等になります。

議長（副市長）

宮バスのバス停の増設等について説明がございました。新設が 5、名称変更が

3、残念ながら廃止が 1ということで、相対的には数が増えているのかなという

気がいたします。

この件につきまして、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。いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、次の報告事項に移ってまいりたいと思います。報告事項の③とい

たしまして、モビリティ・マネジメント、先程も解説を加えたところでござい

ますが、モビリティ・マネジメント事業につきまして事務局から説明をお願い

します。

事務局（高野）

はい。先程の PDCA にもいくつか出てきましたが、実際に既に昨年度からモビ

リティ・マネジメント事業にかなり力を入れてやっております。実際にどんな

ことをやっているのか、今日は皆さまにこのマネジメントの中身を見てもらい

たいと思います。

最初に、幼少期から公共交通に対しての理解を深めてもらう保育園等への「の

りもの教室」についてです。今バス離れが起きているのは、子どもの時からバ

スに乗っていないというお子さんが多いからなんですね。塾にしろ何にしろ全

て親の送り迎え。高校生についても、駅まで車で送ってもらう高校生が多いで

す。私たちが子どもの時には、当たり前のようにバスに乗っていましたけれど

も、そういったことがなくなっています。そういう中で、まずは子どものうち

から公共交通を使っていかなきゃだめなんだよということを覚えてもらう、ま

た、バスに乗るマナーも教えてもらうということの中で、「のりもの教室」をや

っております。では「のりもの教室」の中身をちょっと見てください。



- 18 -

～プロジェクター上映（のりもの教室）～

これはオリジナルの紙芝居ですね。絵も職員が実際に書いています。かなり

大型の紙芝居です。この紙芝居は、職員が物語からシナリオまで全てを書いて

いる１００％オリジナルです。これは「まもれ！みどりのだいち」という紙芝

居ですけれども、これの他にももう１つおもしろいのがあります。今日は時間

の都合で 1 つになってしまいますが、こういったものを、子どもたちに見ても

らって大変なことになっちゃうんだということをやっております。それでこの

後、絵合わせクイズということで○×クイズをします。例えば「赤信号は進め。

○か×か。」ということを聞きます。当然×ですね。このように正解しますと、

この文字のカードがもらえますのでこれを前のパネルにかけていきますと、だ

んだん 1 つの文になっていきます。○×クイズをしながら、楽しみながら学ん

でいく。自然と公共交通に慣れていくというようなことを考えています。ここ

は、「宮タク★サンバ」を子どもたちと一緒に歌って踊っているところです。子

どもたちが大騒ぎで曲が聞こえないんですけれども。その後、実際に宮バスを

園庭の方に持ち込みまして、乗り方教室をします。「乗ったらすぐに座るんだ」

とか、「降りる時にはブザーを押す」とかこういった基本的なマナーを勉強して

います。低床バスですので、スロープにしてこんなものも出しながら乗っても

らいます。これはオリジナルの作ったバス停です。こんな小道具も出しながら、

実際に富士急静岡バスの運転手さんに来ていただきまして、子どもたちにバス

に乗ってもらうと。次はお父さん・お母さんと一緒に本当のバスに乗るんです

よと投げかけながらやっています。

以上が「のりもの教室」ですが、モビリティ・マネジメント事業、まだ他に

もございます。

次は、ロというところになりまして、保育園保護者アンケートです。これは

スライドありませんので、お手元の折りたたんだ小さなアンケート表をご覧く

ださい。

いろんなアンケートがあると思いますが、こちらのアンケートは非常におも

しろいアンケートになっています。ちょっと開いてもらいますと、いきなりマ

ンガから始まります。２０１１年１２月東京モーターショー、「パパかっこいい

車がいっぱい。」と親子で東京モーターショーに行ったというところから始まり

ます。この内容読んでいきますと、「どんどんエコカーになってくるからもう排

気ガスの心配はないね。」なんていう話が出てくるんですが、「いやそうじゃな

いよ。」と。「まだまだそんな時代が来るのは遠い先の話だ。」「まず自分たちが

今できるのが、こういった車から公共交通に乗り換えることが重要なんだ。」と

いうことをマンガ形式で書いてあります。マンガ形式で書いた後、最後に宮バ

ス・宮タクの写真なんかも入れてアンケートにつなげるという流れで、このア
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ンケートを書いてもらうことそのものがモビリティ・マネジメントになります。

読んでいくと、「ああなるほど、こういう風にしないと駄目なんだと。いくらエ

コカーを買ったって、みんながエコカーを買ってる訳じゃないんだ。」というよ

うなことを分かってもらう意味でアンケートをやります。こういった単なる質

問して答えてもらうということじゃなくて、これを機会に、いろんなことを理

解してもらう。また７ページなんか見てみますと、「え？！ホント？！」なんて

書いてありますね。任意保険代が 8万円、ガソリン代等が 16 万円なんていうこ

とで、年間考えていくと自動車はお金がかかるんだな、バスとかタクシーの方

が安いんじゃないの、というような提案もさせてもらっています。このアンケ

ートもモビリティ・マネジメント事業にあたります。

次がモビリティ・マネジメント事業のハですね。「走れ宮バス♪」「宮タクサ

ンバ★」イメージ DVD ということで、実はこっちも歌を作ったというのは皆さ

んもご承知の通りですけれども、なかなか歌だけでは寂しいものがありまして、

動画を作りました。今「走れ宮バス♪」の方が出来上がっておりますので、ち

ょっと宮バスの動画を見てください。

～プロジェクター上映（「走れ宮バス♪」「宮タクサンバ★」のイメージ DVD）～

市長も GO！とやっていますね。副市長もいらっしゃいます。こんな形で、ロ

ケ地：浅間大社、なんていう富士宮市の名地なんかも入れながら、宮タクを通

じて富士宮市を紹介していくプロモーションビデオも作っています。このよう

なものを「宮タクサンバ★」でも作って、1 つの DVD にまとめたいという状況で

すね。宮バスの方はこんな形で出来上がっておりまして、宮タクの方も作って

いきたいということです。

次に、ニの How-to「富士宮市公共交通」DVD です。今ご紹介しましたモビリ

ティ・マネジメントも含めた、総合的な富士宮市の公共交通を紹介する DVD と

いうものを作っております。今全国から視察が多いものですから、そういった

方にも分かりやすいものを作っています。

～プロジェクター上映（How-to「富士宮市公共交通」DVD～

プロジェクターの映像は色が悪いですが、実際の映像は綺麗に出ております。

こんな感じで、市長が出演して DVD の紹介をしています。実は今日の会合が終

わった後、藤井先生と富士急の土屋社長とそれから米山会長の方にもですね、

同じようなインタビューを撮って、要所要所で富士宮市の公共交通について語

ってもらうというようなコーナーを盛り込んでいまして、3月中には全体のモビ

リティ・マネジメントをまとめて完成させたいと思います。歌や踊りについて

もご覧ください。

～プロジェクター上映（ダンス教本）～

こういう教本があります。これはもう保育園に配付しています。子どもたち
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に教えるのに踊りが分からないと困るということで、こういった DVD を作って

配付しました。これは踊りも自分たちで考えました。

ということで、こんなものを盛り込んで、1枚の DVD、30 分から 1時間位にな

るかもしれませんが、実際に訪れた視察の方々に、場合によっては有料で販売

しようかなということも考えています。こうやって富士宮市をどんどん PR する

ことを考えています。以上です。

議長（副市長）

はい。どうもありがとうございました。ただいまのがモビリティ・マネジメ

ントについてということでございます。先程の解説中は分かりにくかったです

けれども、こういうビジュアルに訴えれば分かりやすいかなと思います。

それではですね、報告事項の④になります。平成 23 年度地域づくり総務大臣

表彰につきまして、事務局から報告をしてください。

事務局（高野）

はい。それでは議案書の 3 ページ④をご覧ください。既に新聞等でご案内の

通りでございますけれども、「全国各地で、それぞれの地域をより良くしようと

頑張る団体個人を表彰することにより、地域づくりへの情熱や想いを高め、豊

かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的としています。」ということで、

県の方から、総務省の方でこういう事業をやっているのでどうでしょうかとい

うような話がございまして、公共交通だからどうかなと思ったんですけれども、

三位一体の取組み、要するに交通事業者それから地域住民も一緒になって作り

上げたという宮タク・宮バスというものが、場合によっては地域づくりになる

のかなというそういう切り口で推薦をいただきました。そういう訳で、今回晴

れて「地方自治体表彰」ということで富士宮市が選ばれました。これを見ても

ご覧の通り 6 団体のうち 4 団体が東北地方で、内容につきましても災害の復興

のための地域活動ということが評価されていまして、ある先生の意見では、そ

ういった状況の中で選ばれた富士宮市というのは、なかなか評価が高いんじゃ

ないんですかというコメントもいただきました。江戸川区につきましては、も

う 30 年以上続いている社交ダンスのステップを分かりやすくして、老人会なん

かに提供して街づくりをしたというようなこともありまして、いろんなそうい

う取組みがあるんですが、公共交通を町づくりのテーマにしてやっているとい

うのも、過去あまり例を見ないということの中で表彰を受けました。表彰式に

つきましては、2月 4日仙台国際センターありますが、市長がこの日は行けない

ため、代理で都市整備部長と私 2 名で表彰式には行きたいと思っております。

以上、報告でございます。
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議長（副市長）

はい。ありがとうございました。これについてのご質問はないかと思います

けれども、皆さんに 1つお願いがあります。私は副市長という立場ではなくて、

本会会長という立場で、富士宮市のスタッフの表彰のために拍手でお祝いをし

たいと思います。（拍手）どうもありがとうございました。

以上で、本日予定をしておりました報告事項全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お伺いをしたいと思いますが、何かありましたらお願いし

ます。よろしいですか。はい、どうぞ。

池谷委員代理 山中主任

この度の総務大臣賞の受賞おめでとうございます。県としても大変快挙とい

うことで喜んでおります。委員の皆さん、後は事務局の皆さんのおかげかと思

います。特に県の方としてもこの報告を受けまして、県内のみならず全国から

視察が来て、大変高い評価を受けていると伺っております。県内の他の地域で

も、例えば磐田市では「竜タク」とか、島田市では「ユイタク」、富士市では「丘

タク」とこちらの宮タクをいろいろこちら勉強させていただいて、地域計画に

も出て来ております。これからいろいろ事務局の方には、県内の市町からもい

ろいろ問い合わせ等あるかと思いますが、ご指導お願いしたいと思います。以

上でございます。

議長（副市長）

どうもありがとうございました。先程のところで伺えば良かったんですよね、

失礼いたしました。その他いかがでしょうか。よろしいですか。

それではご意見等ないようでございます。

以上をもちまして、本日予定をし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。

それでは次回の会議のご案内をいたします。平成 24 年度第 1回富士宮市地域

公共交通活性化再生会議は、平成 24 年 5 月頃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。
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以上をもちまして、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

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。


