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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 24 年 5 月 18 日（金） 14：30～

○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・平野洋一委員・米山政司委員（代理：遠藤

泰由副支部長)・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・渡邉利治委員・藤井

敬宏委員・村上雅則委員（代理：小松田始運輸企画専門官）・武田正昭

委員・宮﨑隆弘委員（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）・古梶隆宏委員・高山あさ江委員）

事務局5人（都市整備部長 角入一典・都市計画課長 惟村克己・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・都市計画課交

通政策係 望月奈保子）

合計 24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 24 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。

本日の会議は、協議事項 5 件、報告事項 7 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。

富士宮市校長会の代表者として、富士宮市立上井出小学校校長 渡邉 利治

様。富士宮市の国道を管理する者として、静岡国道事務所 調査課長 武田正

昭様。静岡県知事が指名する者として、静岡県文化・観光部交流企画局交通政

策課長 宮﨑隆弘様。なお、本日は代理の山中様にご出席いただいております。

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 古梶隆宏

様。

次に新任の事務局員の紹介をします。都市整備部 技監 渡邉恭一です。な

お、渡邉は本日、別の業務のため欠席させていただいております。都市計画課

交通政策係 望月奈保子です。その他の委員につきましては、お手元の資料で

御確認ください。



- 2 -

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

の出席委員は代理委員を含めて 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）

皆さんご苦労様でございます。当市におけます、宮バス・芝川バス・宮タク

は新しい公共交通システムであり、全国の中で非常にユニークなケースという

ことで注目されております。本当に、市の職員が手作りでいろんな知恵をしぼ

りながら、また、話題づくりをしながら、本日まで来たのかな、というふうに

思っております。もちろん内容的には、PDCA の中で見直しはしていますけれど

も、これから提案すべきことも沢山あります。その中でも、地域公共交通とい

う市民の足を守るということは、通常のやり方だけでは難しい時代に来ている

というのは皆さん１番よくご存知だというふうに思います。魅力ある、そして

使いやすい新しいシステムを皆で工夫しながら市民に提供することによって利

用者をどんどん増やしていく…新たな取り組みなくしては、やはり地域の市民

の足は足りないんだな、そういう時代に来てるな、と思います。もちろん予算

を際限なく投入していって人が乗らなくてもバスを走らせることも出来ますけ

れども、そういう時代ではないというふうに思っております。また、ここに DVD

がありますが、このような色々な面で、富士宮市の取り組みがまた新たな一歩

になりますよう、この会において委員の皆様から提言をしていただき、富士宮

市の公共交通をさらに発展させていきたいなと思っておりますので、今年度も

またよろしくお願いいたします。

それでは、議事を進めさせていただきます。座って失礼いたします。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します。

それでは、お手元の議案書に基づきまして進めさせていただきます。

まずはじめに第 1 号議案であります、平成 23 年度事業報告及び第２号議案

平成23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。

事務局から説明をお願いします。
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事務局（高野）

交通政策係長、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。

お手元の資料、議案書の１ページをご覧ください。第 1号議案 平成 23 年度

事業報告です。本日議題が沢山ございますので、主なところをかいつまんでご

説明申し上げます。最初に、活性化再生会議の開催内容です。

第 1回再生会議が 5月 19 日に行われまして、決算・予算・宮バスの運行路線

の縮小運行をご審議いただきました。

第 2 回目再生会議は 11 月 18 日、宮タク北部エリア運行形態の変更承認・芝

川バスの路線変更を行いました。

第 3 回再生会議は平成 24 年 1 月 20 日、新連携計画の策定をいたしました。

PDCA の指針の策定、それから、平成 24 年度の生活交通確保計画の承認をいただ

きました。なお、書面議決といたしまして、3 月 6 日から 15 日まで、芝川バス

芝富線の系統廃止についてご審議をいただきました。

次に、活性化再生総合事業の内容についてご説明申し上げます。活性化再生

会議が富士宮市に委託している事業として、昨年度は、コミュニティバスの実

証運行・バスの購入等を行いました。これに伴い、国庫補助を受けましたので、

17,933,000 円を委託料として、この業務内容にある事業を実施いたしました。

次に、その他関連事項ですが、これは会議が出しているものではございませ

んが、地方バス路線維持費補助金といたしまして、富士急静岡バス株式会社様

に 12,550,000 円の補助、山交タウンコーチ株式会社様に 2,950,000 円の補助を

いたしました。以上が事業報告です。

続きまして 2ページをご覧ください。第 2号議案 平成 23 年度富士宮市地域

公共交通活性化再生会議収支決算書です。収入は、主に補助金だけです。補助

金は、富士宮市からの補助と国からの補助という 2 つになっています。富士宮

市からの補助につきましては、年度末に不要額が発生した場合には市にお返し

するという形になっておりますので、今回の収入金額は 18,258,720 円で、不要

額の 56,280 円は戻出というかたちで市に戻しております。諸収入は、預金利息

105 円を入れまして 18,258,825 円になります。

次に支出の部です。運営費の中の会議費ですが、昨年 3 回の会議費の中で、

委員報酬・旅費が 294,480 円、事務費・郵便料その他が 31,345 円でした。先ほ

ど説明いたしました連携計画に伴う事業費が 17,933,000 円で、これは国庫補助

の金額をそのまま市へと支出しております。予備費からの支出はございません

ので、支出合計 18,258,825 円、差し引き 0 円ということで、平成 24 年度は 0

円から始まっております。以上、収支決算報告にご報告いたしました。

議長（副市長）
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事務局からの説明が終わりました。続きまして、監査委員であります商工会

議所の望月委員監事より監査報告をお願いします。

監査委員（望月利浩委員）

幹事の望月です。よろしくお願いします。監査報告をいたします。平成 24 年

5 月 2 日、富士宮商工会議所におきまして、平成 23 年度の当会議における会計

監査を実施いたしました結果、関係帳簿、ならびに証拠書類とを照合いたしま

した結果、間違いなく正確であったことを確認いたしましたので、ここに報告

いたします。以上でございます。

議長（副市長）

ありがとうございました。それでは、第 1 号議案・第 2 号議案・監査報告を

一括して、ご意見がございましたらお願いしたいのですがいかがでしょうか。

（特になし）

よろしいですか。それではお諮りをいたします。第 1号議案の平成 23 年度事

業報告、及び第 2号議案の平成 23 年度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）

ありがとうございます。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。

続きまして、第 3号議案 平成 24 年度事業計画案、及び第 4号議案 平成 24

年度予算案について、同じく関連がございますので一括して議題といたします。

事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

議案書 3ページをご覧ください。第 3号議案です。平成 24 年度事業計画案で

ございます。①富士宮市公共交通 PDCA を今年度から実際に運用いたします。具

体的なスケジュールにつきましては、報告事項で説明させていただきます。②

につきましては、市の連携計画の計画事業に係る事業ということで、昨年度か

ら運行を開始しました北部循環・東南循環・シャトル便が今現在も実証運行中

ですので、引き続き平成 24 年度も実証運行を行います。また、時刻表・チラシ

の作成、のりもの祭の実施を行います。③静岡県生活交通確保計画の策定・変

更等を行います。④会議の日程ですが、本日が第 1 回目で 5 月 18 日です。第 2

回目は 9 月 7 日、第 3 回目は 11 月 30 日、第 4 回目は平成 25 年 1 月 18 日とい

うことで、日程のほうは決まっておりますので、また詳細のほうは追ってご案

内申し上げます。
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続きまして、4ページをご覧ください。第4号議案 収支予算案でございます。

収入の部の補助金に関してですが、昨年はいろいろな事業を行いましたが、本

年度は特に事業はございません。従いまして、会議費分といたしまして、富士

宮市のほうからの補助金 524,000 円を収入として見込んでおります。諸収入に

よる 1000 円の頭出しをいたしまして、合計 525,000 円で収入を組みました。

支出の部では、今回は 4 回の会議を予定しておりますので、予算額 475,000

円で昨年より増えております。事務費が 49,000 円、事業費は 0円です。予備費

1,000 円で、同じく 525,000 円です。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。それでは、第 3号議案の 24 年度の事業計

画案、及び第 4 号議案収支予算案に関して、一括してご質問・ご意見を受けた

いと思います。ご意見・ご質問等ありましたらお願いいたします。

（特になし）

よろしいでしょうか。それではお諮りいたします。第 3 号議案及び第 4 号議

案 平成24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

はありませんでしょうか。

（異議なし）

ご異議がございませんでしたので、第 3 号議案・第 4 号議案につきましては

原案通り承認をいたします。

それでは続きまして、第５号議案 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）の目

標値の設定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）

議案書の 5 ページをご覧ください。第 5 号議案です。PDCA を実際にまわして

いく面に際しまして、やはり目標値がなくては PDCA がまわせませんので、ここ

で PDCA の目標値の設定をしたいと思います。こちらが PDCA の表でございます。

本日、新委員さんのものは席に置きました。お持ちの委員さんは昨年度の PDCA

の表をご覧ください。PDCA では目標値を毎年設定するというような表現になっ

ておりまして、平成 24 年度の目標値を設定するということになります。目標値

につきましては、中央循環は 1 ヶ月あたりの目標乗車人数が 2,740 人、北循環

が 553 人、東南循環が 1,106 人、シャトルが 184 人、芝川バスが 1,886 人です。

富士宮市新連携計画の中に、この人数を求める計算式がございまして、基本的

には委託料（必要経費）の 2 分の 1 をまかなうためには、どのくらいのお客さ

んが乗らなければいけないかということをベースに算定するものです。ただし、
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今回実は、平成 23 年度とまったく同じ目標値になっております。実際には委託

料は若干増えているので目標値の変動はあるものですが、これにつきましては、

市の契約状況によって毎年目標値がかわってしまうというものもいかがなもの

かということで事務局でいろいろと知恵をしぼりました。結果的には、連携計

画にあります運行経費で算出するというのは、運行開始当初の経費をベースに

するというようによみ替えさせていただきたいです。そうしないと、北循環の

人数が 500 人に到達したのに、翌年委託料が伸びましたので来年は 1,000 人お

願いしますといったら何だいこれはという話になりますので、基本的には、運

行当初契約をしたときの経費金額をベースに、社会情勢の大幅な変更がない限

り、来年再来年もこのような目標値でこれを目標としたいというふうに考えて

おります。尚、ご参考までに、5 ページ下に平成 23 年度の実績を評価したらど

うなるかということを記入させていただきました。中央循環は利用者数が非常

に多いです。1 ヶ月の利用人数が 3551.7 人ということで大幅にクリアしており

ますから B 評価です。プラスとマイナスは満足度評価から来ています。満足度

が高いとプラス、満足度が低いとマイナスということになり、中央循環は B＋と

いうことになります。北循環は、553 人に対して 169.2 人です。大幅に下回って

いますから、平成 23 年度現在では E評価です。東南循環も E評価、シャトル便

が D＋です。芝川バスはかろうじてクリアしており C＋ということで、C 評価以

上で合格点です。D,E 評価につきましては、何らかの運行の見直しをするという

ことになります。これはあくまでも平成 23 年度の仮の評価ですから、実際に 24

年度の 8 月の評価で D がつきますと、完全に黄信号・赤信号がともるというこ

とになります。PDCA の指針の中で、E評価を 2回連続でとった場合には、退出・

廃止もありえるという表現になっております。また、D評価以下を 3回連続でと

った場合にも同じく退出というような厳しい評価もありますので、Eを Cにもっ

ていくような策を打ちたいと考えております。

次に 5 ページの下の表の宮タクでございます。山宮エリアにつきましては C

＋、山本は B＋、安居山は C＋、上野は C＋でかなり良く、目標値をクリアして

おります。6ページをご覧ください。南部エリアにつきましては、利用者数は少

ないのですが収支率が高いということで結果的に C＋になっております。この辺

りは後々評価の中で考えていきたいと思っております。富士根エリアは D＋、北

山は D＋、北部エリアは Eということで大変厳しい評価を受けているエリアもご

ざいますが、あくまでもこれは 23 年度の評価ということで、24 年度評価がどう

なるかということによって、今年度また皆様と、運行計画の見直しについて第 2

回第 3 回目の会議でご審議をいただきたいと思っております。以上で、第 5 号

議案の説明を終わります。

議長（副市長）
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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がありました

らお伺いしたいと思います。数字というものはある意味残酷でしてピタッと出

てしまいます。これによって直さなければいけないことも沢山あろうかと思い

ます。委員の皆様から、ご意見あるいはご質問、感想でも結構ですのでお受け

したいと思います。いかがでしょうか。感想やコメントでも結構ですので何か

ありますでしょうか。

では藤井委員のほうから、学士専門的な立場でコメントをお願いします。

日本大学 藤井敬宏委員

昨年、この PDCA を組むということで私も色々な意見を言わせていただいた

のですが、先ほど、数字は残酷な面があるとおっしゃっていたように、非常に

厳しい面があることは間違いないかと思います。そのときに、この PDCA とい

うのは、ダメなものを断念するぞという方法ではなく、いかにいい方向に、プ

ラスにあげていくかというそこの視点がすごく大事で、特に今回評価が出てき

た DE 評価に対しどういう政策展開が行えるのか、といったところを事務局と

して整理していかないといけないだろう、と思います。これに関しては、モビ

リティ・マネジメントを他市に比べて富士宮は非常に取り組まれているところ

で、市民の宮バスの認知度は極めて高いわけですね。高いんだけれども、仕組

みとして利用がなされていない。この辺のところでは、やはり根本的に宮タク

あるいは宮バス方式のものが、活用しにくいエリア設定になっているのか。あ

るいは、その他の要素の中では、非常に使いにくいといったところでは、縦を

結ぶといった連絡機能を持たせるような仕組みも今回シャトルという形で入れ

たんですけれども、それが本来、シャトルとしての機能が果たせていて、地域

利用のニーズに合っているかといったことも含めて、便全体の問題と、それか

らネットワークとしての仕組みの問題をやはりあわせて検討していかなければ

いけない、というふうになるかと思います。そういった中で、評価は評価とし

ての継続性で、平成 24 年度の中でどういう方向に動かしていくのか、そういっ

たようなポリシーをもっていきながら、2 年・3 年と継続していく。継続してい

った中でどうにもならないところを公共交通でどうサポートするのか。本来公

共交通ですべてのものがサポートできるというわけではない、といった中では、

福祉という側面でサポートしなければいけないものもあるかもしれない。ある

いは、今回出てきているような、宮バスのエリアとしては動いているんだけれ

ども、そこの集落の展開から考えて、円状の交通空白の考え方からすると、本

来交通空白のエリアでないんだけれども、実際の利用ベースで考えると、宮タ

ク方式を適用するような利用者人数しかそろわない。逆に言うと、自動車のモ

ビリティ占有率が極めて高い地域においては、公共交通の側面からすると、交

通空白の側面を担わないといけないといったエリアが特徴としてあるのかどう
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か、そういったことも、次のステップで見ていかなければならない、というふ

うになってまいりますので、ぜひ、そういった観点では、継続してこのような

数値評価をする中で、利用動向がどう伸びたのか。さらに、このあと報告事項

の中で、具体的に作業スケジュールという形で PDCA をどう動かしていって、

地域説明に入るか、あるいは入っているかというご説明があります。そういっ

たところの丁寧な説明が、やはりこれからの富士宮の公共交通 PDCA の事業評

価で重要になってくるのかな、と思います。このような評価を、本当に具体的

に行っているところは極めて少ないです。形骸的に PDCA をやるんだというこ

とでうたっているところは沢山あるんですが、本当にその数値評価として次年

度にどう展開するかというところを議論するところは本当に少ないです。ぜひ、

そういった面ではここで数字をしっかり上げていきながら、地域にどのような

サポートをするかということをご検討いただく。単年度で数字が出たからやめ

るよ、ということではないことは事務局のほうからも言われてますので、ぜひ

そこをどう維持していくのか、プラスにつなぐのかということをご検討してい

く材料に今回すごくいい数値が出てきたのかな、というふうには見ております。

議長（副市長）

ありがとうございました。今の藤井委員からのご指摘等に、事務局としてコメ

ントはありますか。

事務局（高野）

PDCA につきましては、2 年に 1 回の評価ということですので、平成 24 年度

に評価し、その次は平成 26 年度になります。その間に、何が出来るかというこ

とが重要になります。もちろん事務局的にはいろんな提案をいたしますが、や

はりそれを、みなさんのお知恵を借りながら、こういう方向性にしていこうと

いうことをご審議いただくわけですから、今後も、この再生会議が非常に重要

になっていくと思っております。事務局も色々ないい提案を出すつもりでおり

ますので、今後とも、ご審議お願いしたいと思います。

議長（副市長）

大変難しい課題をこれから背負っていくということだと思います。今日は目標

値の設定ということでございますが、その内容につきましてはこれから 2 年間

かけてどうしていくかということで、大きな課題になろうかと思います。

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）の目標

値設定について原案通り承認することでご異議ございませんか。

（異議なし）
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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。

以上で協議事項は終わりました。

続きまして、報告事項を議題といたします。

次は、報告事項①富士宮市公共交通ＰＤＣＡ（事業評価）作業スケジュール

について、事務局から説明をお願いします。

事務局（高野）

それでは議案書 7 ページをご覧ください。報告事項①です。先ほどご審議い

ただきました、PDCA の作業スケジュールです。5 月のところを見ていただきま

すと、第1回再生会議ということで目標値の報告ということになっております。

この後、6月に市民満足度調査を行います。これは、市民の１％の無作為に抽出

したアンケート調査です。この調査を受けまして満足度評価を行います。それ

から数値評価として、平成 23 年度の始めから平成 24 年度の 7 月末のデータ分

析をいたします。そして、人数の評価、収支割合の評価を 8月にいたしまして、

実際の評価が出ます。ここで、ABCDE いずれかの評価が決定いたします。この評

価で、仮に Dや Eがありました場合には、運行形態の見直しがありますから、9

月から 11 月にかけて、その見直しを行います。実際には、11 月の第 3回再生会

議で、この計画案、例えば、路線の変更であるとか、料金の見直しという提案

を 11 月に差し上げまして、皆様とご審議をいたしたいと思います。それにつき

まして、年明けの第 4 回目で、変更・承認を行います。この変更が決まりまし

たら、交通事業者のほうは４月 1 日を受けて道路運送法の手続きに入るといっ

たような作業スケジュールになっております。また、平成 25 年度もスケジュー

ルに入っておりますが、25 年度は 4 月から新しい運行形態になります。それを

粛々と進めていく中で、24 年度・25 年度の評価も行います。ただし、これらは

仮の評価の年になりますので、新しい運行形態の利用促進を図るというところ

だと思います。平成 26 年度の新しい評価に向かうまでの間に、どれだけの数値

が上がるかというスケジュールで、2年を１スパンというように、ぐるぐる回し

ていくという PDCA を考えております。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

富士宮市公共交通(PDCA)の作業スケジュールについての説明が終わりました。

ただいまの説明・報告につきまして何かありましたらお受けしたいと思います。

いかがでしょう。

（特になし）

よろしいですか。ご質問ご意見等ないようなので次へ進ませていただきます。

続きまして報告事項②書面議決により決定した芝川バス芝富線の路線見直しに

ついて、事務局から説明をお願いします。
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事務局（高野）

それでは議案書の 8 ページをご覧ください。②書面議決をいただきました芝

富線の路線見直しにつきましてですが、3月末に行いました。この際、各委員さ

んのほうからご承認を頂いたわけですけれども、その中で、このような路線系

統廃止という重要な問題を書面でやるのは少し乱暴じゃないかとうようなご意

見をいただきました。そのような点について今回報告事項の中でもう少し丁寧

にお話をしたいということで議案の中に入れさせていただきました。議決事項

につきましては、芝富線の芝川会館発の 6時 34 分のバスがあるんですが、その

系統廃止です。お手元に配布されている時刻表をご確認ください。開いてマッ

プを見てください。芝 1～芝 5というのが芝川バスの路線でありますけども、芝

川駅と新田、赤と青の点線が北方向に伸びているのがわかると思いますが、実

は新田と芝川駅を結んでいるのは、まっすぐに行く 1 路線と、芝 1 と書いてあ

ります稗久保のほうへとまわりこみます 2 系統あります。朝廃止した１便とい

うのは新田方面から芝川中学校方面へと行くこどもたちの通学用のバスという

ことで、朝、バスをそこに運ばなければいけません。要するに、回送のような

形のものを実車させていきます。実際にはそのバスに乗る方はほとんどいらっ

しゃらないというのが非常にもったいないという話が出ました。これをですね、

もっと有効的に使おうということで、現在は宮バスの１番便を、富士宮から新

田に向かいまして新田発というかたちにしました。要するにその回送をなくし

たわけです。したがって、このなくなった路線の系統廃止ということで、実際

にバス路線の運行数が減ったというわけではありません。使いやすい時間帯に

振り分けるというかたちになっております。朝はそのようなかたちで稗久保を

まわって学校のほうへ行きますが、実は帰り便につきましては、稗久保のお子

さんを乗せなきゃいけませんので、学校から稗久保を経由して新田に行くとい

う形で、朝も帰りもまったく同じ路線で対応できることになりましたので、直

通便である系統を廃止したというのが前回の書面議決でございます。これにつ

きましては道路交通法の中でですね、1ヶ月間の期間が必要だということの中で、

3 月の中旬に運輸省のほうに書類を提出しまして、4 月 15 日で廃止になってき

ているということだと思います。以上②の報告です。

議長（副市長）

ありがとうございました。芝川バスの路線廃止について話してもらいました。

芝川地区からいらしている斎藤委員さん、何かご意見等ありましたらお受けし

たいと思います。

区長会芝川支部 齋藤靜委員
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これに関して私も少々関わらせていただいたんですが、いずれにしても旧芝

川町のエリアの中では、どうしても乗車率の問題であるとか人口の問題である

とかいろんなことがからんできますものですから、その点におきまして時間の

多少の変更という部分がございまして、新田行きのバスに関しましては中学生

が 3 名ほど乗っただけだということだったわけですから、それをなくすことに

よって逆に内房地区のほうの電車とのつながりのいい時間帯をとれたと言うよ

うな痛し痒しの部分がございますのでその点につきましてはやむを得ないな、

というように考えております。できましたら、先ほども言いましたように人口

の少ないところであるものですから、これは去年もお話させていただいたので

すが、ぜひ PDCA だけにこだわらずに、できましたら路線を減らすということな

く、ぜひずっと続けていただきたいというのが私たちの願いでございます。以

上です。

議長（副市長）

ありがとうございました。PDCA でドライにやるだけではなくて…ということ

で、先ほど藤井先生のほうからはこの先には福祉的な観点から、といういろん

な面でまた公共交通をどこかでスパっと切るのではなく、見ていかなければな

らないのだと思います。とりあえず今回につきましては公共交通の活性化再生

会議でございますので、とりあえずできるところまで、改善できるところまで

やっていくというところからいって、それから先についてはまた次の見地から

考えなければいけないのかな、というふうに思っております。この件につきま

してその他、ご意見ご質問等がありましたらお受けをしたいと思います。

(特になし)

よろしいですか。それでは報告事項②に関しては以上とさせていただきます。

続きまして報告事項③市営公共交通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）

それでは本日お配りいたしました別冊の実績報告の１ページをご覧ください。

こちらが宮バスの実績報告になります。中央循環につきましては、合計乗車人

数が42,895人ということで、4年連続で上昇しているという状況にございます。

昨年度 4 月につきましては、東日本大震災の影響で非常に利用者数が落ち込ん

だわけですけれども、年度末に向かいだんだん盛り返してきているというよう

な状況で、今年度 4 月につきましては 3,772 人ということで、昨年の同月より

も増えているという状況にございます。次が東南循環ですが、先ほど評価のほ

うでも触れましたけれども、合計人数が 3,187 人です。収支率に関しては 48.0
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パーセントということで、非常に厳しい状態にございます。北部循環につきま

しては合計で 1,028 人で、平均乗車 1 台当たり、ひどい月は１人しか乗ってい

ないというような状況で、非常に利用率のほうが低いです。目標達成率につき

ましても、31 パーセントにとどまっているというような状況です。シャトル便

につきましては 797 人、こちら利用者の目標達成率は 72.2 パーセントというこ

とで、伸びてきてはおりますけれどもまだ目標値には達成していないという状

況です。次に芝川バスです。合計では 22，730 人で、こちらは平成 23 年度は再

編された新しい芝川バス、22 年度までは 2 台運行による芝川バスだったのです

が、利用者数は 4,000 人ほど減っております。これは自然減なのか、もしくは

運行形態の変更に伴うマイナスなのか、この辺はきっちり分析するところでは

ございます。経費は以前の芝川町時代のときよりも半分以下の経費でできてい

るということで、費用対効果から見ればいいのですが、なかなか費用対効果だ

けでは公共交通は計り知れない部分はございますので、この辺はきっちり評価

をしていきたいというように考えております。乗車数達成率は 100.6 パーセン

トということで目標を達成しております。

次に 2 ページをご覧ください。先ほど報告したデータをグラフ化したものが

あります。太い線で示した 100 パーセントのところが目標値ですから、真ん中

のところが大幅に下回っているのが目に見えると思います。

次に 3 ページをご覧ください。3 ページからが宮タクの実績報告です。平成

23 年度の芝川バスの輸送人数の合計が 9,334 人と昨年度より減っているのです

が、これは、芝川バスの利用者の増加に伴う現象とみられます。収支率は 40.2

パーセントでした。

続いて 4 ページをご覧ください。山宮エリアの年間輸送人数の合計は 3,330

人で、昨年度より 100 人減少しています。1 台当たりの平均乗車人数は 2.01 人

でした。山本エリアの年間輸送人数の合計は 3,207 人で昨年度より 100人増加、

1台当たりの平均乗車人数は 2.36 人で収支率は 49.9 パーセントでした。

続いて 5 ページです。安居山エリアの年間輸送人数の合計は 789 人で、これ

は昨年度に比べ 1000 人以上減っております。これは、芝川バスの利用が増加し

宮タクの利用が減ったということだと思われます。1台当たりの平均乗車人数は

2.10 人、収支率は 46.3 パーセントでした。上野エリアの年間輸送人数の合計は

1,118 人で、乗り合い率が最も高いです。この路線は遠距離で経費が高くなって

おります。

続いて 6 ページをご覧ください。南部エリアの 4 月のところを見ていただき

ますと、運行台数が 16 台で輸送人数が 17 人、1台当たりの平均乗車人数が 1.06

人と、ほぼ 1 人 1 台マイタクシー状態となっております。そのわりに収支率の

年間平均は 60.4 パーセントとなっておりますが、南部エリアは輸送距離が短い
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ため高い収支率となっております。富士根エリアは、1台当たりの平均乗車人数

が 1.25 人で、収支率が 32.8 パーセントです。富士根エリアは市内でも人口の

多い地域ですが、そのわりに利用者が少ない地域です。正直、もっと利用者が

増えてもいい地域だと思います。そのためにはまず会員数がもっと増えたらと

思います。

続いて 7 ページをご覧ください。北山エリアの年間輸送人数の合計は 422 人

で、1台当たりの平均乗車人数は 1.53 人で収支率は 31.4 パーセントでした。24

年度は目標をクリアできるといいな、と思います。北部エリアは年間運行台数

が 6台で、4月・5月・10 月・3月しか利用がありませんでした。しかし、委託

料が 9,128 円しかかかっておらず、セーフティネットという意味では十分役割

を果たしていると思います。このように利用者が少ない状態が続いたからとい

ってすぐに廃止というわけではなく、今後どういい方向に変えていけるかを検

討して行きたいと思っております。以上です。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。それでは、報告事項③市営公共交通の運行

実績につきまして何かご意見やご質問等はございますか。

日本大学 藤井敬宏委員

宮タクに関しましては、北部エリアが悩ましい問題だと思います。仕組み自

体が地域の中でうまく機能するかどうかが問題です。北部エリアは、輸送エリ

アを病院まで延ばす、または地域に見合ったかたちにする、などの検討が必要

です。北部は非常に問題があるので個人的に調べたのですが、北部の中でも行

きたい場所が、もともと宮タクエリアの本来行ける場所にあるのですが、どう

も細かい部分が伝わっていないようです。また、宮タクがどう回転するかがな

かなか難しいですよね。乗り合い率 1.0 人は宮タクの精神からするとぜんぜん違

う方向に動いています。例えば、乗り合いがあるので運賃設定等も地域のルー

ルを埋め込まないといけないですね。バス停を超えた範囲の交通空白をすぐに

どうこうするというわけではなく、これからひとつひとつ考えて検討していっ

ていただけたらと思います。

富士宮市区長会 齋藤清和委員

実績の数値を見て、特定の人しか利用していないと感じました。会員数の推

移を見ると、新しく会員になられた方もおりますが、まだまだ徹底していない

ようです。事務局のほうで検討していただいて、また説明会等を行っていただ

けたら、と思います。
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県交通政策課（代理） 山中雄次主任

以前、宮タクの降車エリアを拡大したとお聞きしましたが、その後はどのよ

うになったのでしょうか？

事務局（高野）

4 月から北山医院で下車できるようにし、総合福祉会館にもいけるようになり

ました。つまり、北部・北山エリアの宮タクのドッキングのような形です。北

山医院にいけるようにしてほしいとのアンケートの意見を反映したのですが、

いざ開始されると、１ヶ月で１名しか使っておりませんでした。残念ながら、

総合福祉会館で乗り継いで市街地に行った人も１人もいらっしゃらなかった、

というような状況です。

富士宮市地域女性連絡会 土屋善江委員

富士根地区の宮バス宮タクに関してですが、どうやら皆様使い勝手がわから

なかったり、なんとなく面倒なようです。せっかくいい制度なので、老人会や

民生委員などでもう少し周知をお願いしたいと思います。

事務局（高野）

富士根エリアは、登録会員数が少ないです。北部エリアでは、利用者はない

ものの登録会員は 245 名おります。富士根はエリアが広いにもかかわらず、会

員数が少ない状況です。エリアの広さから考えたら、実際は、会員数は山宮よ

り多くてもいいくらいなので、もっと会員数を増やしていきたいと考えており

ます。他のエリアで宮タクを利用できているご高齢の方はいらっしゃるので、

富士根の方も同じように利用できるはずです。こちらでうまく説明をしながら、

地域の中でも協力していただけたら、と思います。

議長（副市長）

他にご意見はございますでしょうか。では、次に進みたいと思います。報告

事項④ 地域公共交通確保維持改善事業（国庫補助）の適用除外について、事

務局から説明をお願いします。

事務局(高野)

では、議案書 8 ページをご覧ください。平成２４年度の宮バス（拡大路線）

に係る補助事業についてです。昨年 10 月から運行を行っている、宮バス北循環・

東南循環・シャトルが国庫補助の対象路線となっております。現在、国庫補助

をいただけるかどうかというところでひっかかっている状態で、国のほうに調
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整をして頂いている最中でございます。国庫補助がもらえないときは県の補助

を頂く予定で、今現在ではどちらの補助を頂ことになるかわからない状況です。

もし国庫補助になった場合は、ネットワーク計画を作成しなければなりません。

申請手続きをするにあたりまして、再生会議がネットワーク計画を作成し、運

送事業者が 6 月 30 日までに補助金の交付申請を行うことになります。申請に伴

い、書面による議決をお願いすることになるかもしれませんが、どうぞよろし

くお願いいたします。以上です。

議長（副市長）

以上で、事務局からの説明が終わりました。何かご意見やご質問はございま

すでしょうか。

静岡運輸支局（代理）小松田始運輸企画専門官

少し訂正をしたいと思います。ネットワーク計画の作成は協議会が行い、今

年の 6 月 30 日までに提出をすることになります。補助金の交付申請は 11 月 30

日までに事業者さんに申請していただくかたちになっております。

県交通政策課（代理）山中雄次主任

今年の運行分から静岡県の補助制度が変わりました。自主運行バスにつきま

しては、平均乗車密度の要件を 1.0 から 1.2 にあげ、デマンド運行についても本

年度運行から正式に補助対象にしました。補助の要件は乗車率が 1.1 以上である

ことです。先ほどご説明のあった宮タクにつきましても、要件を満たさないエ

リアがあるようですので、県の補助を活用できるように対策をとっていただけ

たらと思います。予算は、7 億 1 千万円の補助を見込んでおります。県の交通政

策課では、富士宮市は乗車の為のＰＲを積極的にしているという認識をしてお

ります。

議長（副市長）

ご意見ありがとうございます。では、次に進みます。報告事項⑤市営公共交

通の利用を促進する協定の調印について、事務局から説明をお願いします。

事務局(高野)

昨年度行われていた 100 円サービス券に関してですが、市内であった事業の

利用者が少なく、昨年度末に解消されました。その後イオンリテール株式会社

さんからサービス券に関しての提案をいただき、承認いたしました。調印者は

富士宮市長・イオンリテール株式会社・富士急静岡バス株式会社・静岡県タク
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シー協会富士富士宮支部です。このサービス券は市営公共交通で利用できるサ

ービス券で、イオンさんでのお買い物 1000 円で 100 円券が 1 枚、2000 円で 2

枚発行される仕組みです。昨年度行われていたサービス券の制度では月 4 枚ほ

どの利用でしたが、今回の制度では 4 月だけでも 400 枚を超えるサービス券の

利用が行われています。この制度は１年契約ではありますが、今後も継続して

いただければ、と考えております。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。それでは、報告事項⑤について何かご意

見やご質問はございますか。

それでは報告事項⑤まで事務局からの説明が終わりましたが、これ以降の報

告事項につきましては、映像等を交えての説明となりますので、10 分間の準備

の時間を設けたいと思います。

委員の皆様におかれましては、しばらく休憩をお取り頂き、10 分後に会議を

再開したいと思いますのでよろしくお願いします。

《(自作の公共交通 DVD を流しながら)10 分間 休憩》

議長（副市長）

では、皆様お集まり頂きましたので、会議を再開いたします。報告事項⑥ 富

士宮市公共交通視察用資料の販売について、事務局から説明をお願いします。

事務局(高野)

近年、視察がだんだんと多くなってまいりまして、視察をしていただく際に

お配りする資料の印刷等の経費もかかるということで、500 円で視察資料を販売

することになりました。富士宮市の公共交通の視察の資料に自主制作の DVD が

ついて 500 円です。本日、委員さんたちには DVD を 1 枚ずつ差し上げますの

でご覧ください。

では今から少し DVD を流します。

《DVD 鑑賞》

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。何かご意見やご質問はございますか。よ

ろしいでしょうか。

では、報告事項⑦にうつりたいと思います。日本大学による車内案内システ

ムの研究について、本日、日本大学 理工学部 社会交通工学科 交通まちづ
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くり工房の村松賢吾（むらまつ けんご）さんに来ていただいておりますので、

説明をお願いします。

日本大学 藤井敬宏委員

今回、交通会議の中でこのような時間をとっていただくのは大変恐縮なこと

でありますが、学生の自主性をどう育てるかを考え、学生のパワーを受け止め、

学生たちが自主的に行っているものを教員がサポートしていきたいと考えてお

ります。まちづくり工房の学生が、宮バスをもっと市民にとって近い存在にし

たいと考え、宮バスを情報発信のツールとして使えないか、お金がかかりすぎ

ずに便利なものができないか、パワーポイントを使って情報発信できるように

考えてまいりました。本日はデモ版を流しますが、興味があったらぜひ導入し

ていただきたいと思います。もしできたら、追跡調査もしたいと考えておりま

す。本日は、学生の声を聴いていただけたらと思います。本日は、学生の村松

と村瀬が説明をいたします。

日本大学 村松賢吾さん

こんにちは、日本大学理工学部の村松です。本日は、このような時間を設け

てくださいまして、ありがとうございます。私たちは、宮バスのインフォメー

ションディスプレイを考えてきました。名付けて宮 BAN です。

現在の宮バスについてのアンケート結果より、ルートがわかりづらい等さま

ざまな意見があります。宮バスの主な目的は、地域住民の生活交通を確保する

ということですが、今回私たちは、それにコミュニティをプラスして宮バスに

乗るきっかけづくりをしたいと考えました。宮バスをもっと市民の方々に積極

的に利用していただけるよう、バス車内に液晶ディスプレイを設置し、情報提

供や共有を行います。音声・画像・映像などを使いわかりやすさを追求し、市

民が参加できるかたちのディスプレイを考案しました。パワーポイントを使い、

誰でも・簡単・短時間で作成や手直しが可能で、費用も 7 万円程度と比較的安

くなるように考えました。(中略)

では、実際にデモンストレーションを行います。デモンストレーションは村

瀬が行います。

日本大学 村瀬佑馬さん

こんにちは、日本大学理工学部の村松です。今回のデモンストレーション版

では、オリジナルのコンテンツを用意しました。パワーポイントで音声・動画

コンテンツを編集し、ボタンはマウスを改造して作りました。ディスプレイは

運転手席の後方上部に設置し、ボタンは運転手の手元に設置します。では、実
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際にデモンストレーションを行いたいと思います。

《実際のモニターを使ったデモンストレーション》

ディスプレイで流す情報は、停留所の案内や乗り換え案内に加え、市民の方

が市民に伝えたいことを流すということが宮 BAN の特徴です。バス停を通過し

てから運転手がボタンを押すと、次のバス停のアナウンスが流れ、施設の広告

なども流れるシステムになっています。さらに、市民の方から募集した写真等

を載せることで、コンテンツ作成者が宮バスに乗るきっかけにもなり、(あの人

の写真が載っているから宮バスに乗ってみようかな？)、と、作成者の家族・友

人・知人宮バスに乗るキッカケにもつながると考えています。(中略)

議長（副市長）

ありがとうございました。村松さん・村瀬さんからの説明が終わりました。

何かご質問やご意見などはございますか。

富士急静岡バス 土屋忠男委員

大変良いシステムだと思います。今説明してもらったものを、宮バスに導入

していく計画はあるのでしょうか？

事務局(高野)

非常にいい仕組みなので、実施に向けて活動していきたいと考えております。

来年から使っていくことができればと思います。なんだかんだで 20 万円くらい

かかっている車内放送システムを独自にできることによって、安価にできて小

回りがきくのがいいと思います。地域の人と協力してコンテンツを作れるとこ

ろが良いと思います。

議長（副市長）

他にご意見・ご質問はありますでしょうか。よろしいですか。

ありがとうございました。本来、公共交通とはどのようにしていけばいいも

のなのか‥交通どころか、それを超えてまちづくりというものに進んでいく感

じを受けました。村松さん・村瀬さんありがとうございました。このシステム

の経過については今後、事務局から報告願います。

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。よ

ろしいでしょうか。

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
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事務局にお願いいたします。

司会（佐野）

委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間にわた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 2回地域公共交通

活性化再生会議は、9月 7日 14 時 30 分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 24 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。


