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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 24 年 9 月 7 日（金） 14：30～

○会場 富士宮市役所 7階 710 会議室

○出席者

委員 17 人（芦澤英治会長・土屋忠男委員・米山政司委員・佐野智昭委員・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・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（代理：日隈善則調査課計画係長）・長倉隆一委員

（代理：秋山洋康係長）宮﨑隆弘委員（代理：山中雄次主任）・杉本則尚

委員・松井三千夫委員）

事務局 6 人（都市整備部長 角入一典・都市整備部技監 渡邉恭一・都市計画課長

惟村克巳・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 23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、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 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４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。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

静岡県富士土木事務所 技監兼企画検査課長 松井三千夫 様

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。

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 16 名(※のち 17 名)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。
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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。

議長（副市長）

皆さんご苦労様です。それでは、規約に基づきまして、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、皆様方のご協力をお願い申

し上げます。それでは早速議事に入ります。

はじめに、第 1 号議案 平成 24 年度公共交通 PDCA 評価の確定についてを

議題といたします。事務局に説明を求めます。

事務局(高野)

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。議案書の１ページをご覧ください。協議事項 第１号

議案です。平成 24 年度公共交通 PDCA 評価の決定についてです。PDCA の DO・

CHECK の部分を本日ご承認いただきたいということでご提案申し上げます。

①利用状況などの把握・分析・評価の決定です。（ア）満足度調査、本年の 2

月 20 日から 3 月 13 日の間、実際に宮バス・宮タクにアンケート表を置きまし

て利用者の満足度を調査いたしました。下の表の通りですが、評価基準があり

ますのであわせてご覧ください。宮バスにつきましては 4.5Ａ評価、芝川バス

3.5Ｃ評価、宮タク山宮エリア 4.5A、山本エリア 4.5Ａ、安居山エリア 4.6Ａ、

上野エリア 4.3Ｂ、南部エリア 5.0Ａ、富士根エリア 4.4Ｂ、北山エリア 4.5Ａ、

北部エリアは利用者がおりませんのでデータがとれておりません。以上のとお

り、すべての地区におきましてＣの合格点以上をとっております。但し、芝川

バスにつきましては、運行便数が大幅に減少している、2 台運行から 1 台運行に

なったということで、 利用者の満足度はギリギリの 3.5 という状況になってお

ります。

続きまして下の表にいきます。市民満足度調査です。こちらは、宮バス・宮

タクを使わない人、路線バスを使えない人もふくめた満足度調査になります。

市民の１%無作為抽出ということで、高校生以上の方を対象にアンケートをいた

しました。5 月 25 日から 6 月 26 日の間です。これを支部ごとに分析してみま
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した。大宮東支部につきましては 3.8 で、評価基準が 3.4 ですのでクリアしてお

ります。大宮中支部 3.6、西支部 3.8、富丘支部 3.7、富士根南支部 3.6、富士根

北支部 3.6、上野支部 3.1、北山支部 3.3、上井出支部 3.3、白糸支部 3.3、芝川

支部 3.6、以上の通りです。総合的には 3.6 で満足度をクリアしているんですけ

ど、北部地域につきましては、やはり満足度が低いということが伺えます。宮

バスが行っていないとか、路線バスの運行回数が少ないという状況があるせい

かですね、市民満足度は街中においては高く、北部地域に向かうと低くなると

いう傾向が見られます。

2 ページをご覧ください。次に、数値評価に入ります。（ア）事業費に対する

運賃等の収入割合調査です。宮バスと宮タクでは評価が違うんですけれども、

宮バスにつきましては、こちらの評価基準の通りになっております。宮バス中

央循環は 70%4 点、東南循環 30%2 点、北循環 21%1 点、シャトル 23%1 点、

芝川バス 39%2 点です。次が宮タクです。山宮エリア 35%3 点、山本エリア 49%4

点、安居山エリア 46%4 点、上野エリア 36%3 点、南部エリア 49%4 点、富士

根エリア 41%4 点、北山エリア 35%3 点、北部エリア 30%2 点です。なお、こ

ちらのパーセントをどのように出したかということはですね、8 ページをご覧下

さい。別表がございますので、そちらをご確認下さい。ちょっと訂正がござい

ます。事業費に対する運賃等の収入割合の計算方法は、4 月から 7 月の 4 ヶ月間

です。下の（イ）にはこの表記があるんですが、上の（ア）には抜けておりま

すので、そこは補記して下さい、よろしくお願いします。このようにですね、

運賃収入とオーナー収益金その他の金額を入れまして委託料で割りパーセント

に直すという計算をしております。それが先ほどの結果の表になっております。

もう一度 2 ページをご覧下さい。次に、1 月あたりの目標乗車人数の達成調査

です。こちらも評価基準がございますが、それに合わせてみてみますと、中央

循環は 146%4 点、東南循環 57%2 点、北循環 42%1 点、シャトル 79%2 点、芝

川バス 115%4 点、宮タク山宮エリア 99%2 点、山本エリア 105%3 点、安居山

エリア 113%4 点、上野エリア 125%4 点、南部エリア 65%2 点、富士根エリア

72%2 点、北山エリア 95%2 点、北部エリア 67%2 点という状況になっておりま

す。それを合計したものが 3 ページにあります。（ア）と（イ）の合計得点で数
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値による総合評価が出来上がりますので、中央循環につきましては 8 点の B、

以下 4 点 D、2 点 E、3 点 E、6 点 C、5 点 D、7 点 C、8 点 B、7 点 C、6 点 C、

6 点 C、5 点 D、4 点 D、という具合になっております。ここで基本的に数値が

確定いたします。中にはですね、例えば芝川バスにつきましては 6 点のＣです

けれども、本当にかろうじて C 評価をとれたところもあれば、もう少しで B に

なったというようなエリアもございます。評価基準の点数表と見比べて、C で

もいい方なのか悪い方なのかということでご評価お願いします。

次に、見直しに向けた総合評価です。PDCA の指標の中で、数値評価と満足

度評価を合わせて総合的に評価するというようになっておりますので、１ペー

ジで紹介しました満足度評価と合わせますと、中央循環から以下、B＋、D＋と

いう具合に総合評価が決まっています。この評価が平成 24 年度の評価になりま

して、スタートの年の、第 1 回目の評価です。次が 26 年度ですから、その段階

で、Ｅだったものがもう１回Ｅをとると廃止の可能性があります。D 評価が 3

回続いた場合には、廃止の可能性があるというような評価につながりますので、

非常に重要な第 1 回目の評価というふうに認識しておりますので、よろしくご

審議ください。

4 ページをご覧下さい。これは直接的には施策には関わらないんですけれども、

その他評価としてバス停オーナー数の評価も指標の中でうたっております。

中央循環は、オーナー数 15 に対して 16 ということで C 評価です。東南循環は

12 に対して 16 ということでＢ評価、北循環は 6 に対して 8 でＢ、シャトルは 2

に対して 2 でＣ、芝川バスは 3 に対して 0、Ｅ評価ということで、オーナー数的

にはすべて合格点を取っているという状況です。ただし、先程のページの通り、

北循環・シャトルは E 評価、東南循環は D 評価と、非常に厳しい状況というこ

とで、利用者数が足りていないという状況がうかがえます。

次に（イ）100 円サービス券の利用枚数ですけれども、これはもともと商店街

の 100 円サービス券というものがございまして、それを運賃収入の何パーセン

トくらいこういったサービス券を活用したい、というところで評価をわけです

けれども、実は今現在は商店街のサービス券はございません。かわりまして、

イオンモール富士宮から 100 円のサービス券が出ているんですけれども、その



- 5 -

枚数で評価をいたしました。中央循環につきましては、売り上げの 2.9%がサー

ビス券でした。Ａ評価です。東南循環 2.0、北循環 7.1、シャトル 7.2、芝川バス

4.5、宮タク山宮エリア 3.3、山本 9.8、安居山 7.2、上野 5.0、南部 0、富士根

9.7、北山 3.4、北部 0 という具合に隣の評価とは桁外れになっております。調

べたところ、昨年の商店街のサービス券が使われた枚数は年間で 20 枚程度とい

うところだったんですが、今回は直近の 7 月 1 ヶ月間だけで 772 枚出ていると

いうことで、非常に利用が多いです。いずれはこの評価基準を見直さないと何

の評価にもならないのかなというところもございますけれども、当面このよう

なかたちで、また非常にサービス券のほうが有効活用されているというところ

を報告します。以上になります。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。PDCA について、路線ごとに大きな開き

があるので厳しいと思います、というような状況です。それではこの件につき

まして、ご意見あるいはわかりにくかったということのご質問でも結構ですの

で、伺いたいと思います。いかがでしょうか。

日本大学 藤井敬宏委員

藤井です。評価として第 1 回目ということで、これが基準になるということ

ですので、考え方としては、前回の公共交通会議の中で議論された結果ですの

で基本的に第１ステップで問題ないな、というようには考えております。その

中で先ほど 4 ページのところのその他の評価ということでバス停オーナーの紹

介があったんですが、実質的にはこの評価というのは事業費の収入に対する運

賃の収入割合、こちらのほうの評価の中に基本的に組み込まれているというこ

との理解でいいということですよね。ですので、今後新たな評価軸にこのバス

停オーナーといったものは考えていないということでよろしいのかということ

と、もうひとつは、直接的評価にはからんでこないんですけども、例えば、こ

のようなバス停オーナーの方たちというのは、宮バスを補助するためにという

ことで、ある程度の金額を負担している、そういった中で、実質的な利用者状

況という数字が出ていったときに、いままでの情報で結構なんですけども、利

用者数が少ないといったところは、逆にいうとバス停オーナーを継続するに当

たってメリットがないといったようなことで、そのような意見のほうがあった
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のかどうなのか、あるいはそういった危険性といったものがなくて経常的に維

持できそうなのか、その辺のところをちょっと教えていただきたいと思います。

事務局(高野)

バス停オーナーにつきましては、毎月実績報告という形で通知をしておりま

す。各バス停毎の乗降者数を出しておりますので、オーナー様自体がですね、

自分のバス停から何人の方が乗り降りしたかということは十分理解はされてい

ると思います。すでに 4 年たったわけですけれども、現在におきましてオーナ

ー様が抜けたのは１箇所だけでございます。これはちょっと事情がございまし

ての話でして、基本的に乗降が少ないからやめるというものではありませんで

した。というかたちで、仮に利用がなくても、やはり地域のためにという気持

ちもあるとおっしゃってますので、そんなかたちでは継続できるのかなという

ように思います。最初の質問の、収入につきましては、オーナー収益金も含ま

れてますから、利用者が少ないところはオーナーを集めていただいて収入が上

がれば、自動的に収入割合が高くなり評価のほうがあがってくるという仕組み

になりますから、やはりこれはあわせてですね、地域の利用者とオーナー、地

域活力ということで見込んでおります。そのように考えております。

議長（副市長）

その他はいかがでしょうか。それではご質問がないようですので、お諮りを

いたします。第 1 号議案 平成 24 年度公共交通 PDCA 評価の確定については、

いま説明がありました原案の通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議なしということでございます。原案の通り承認をいたします。

続きまして第 2 号議案 単独維持困難路線に係る申出についてを議題といた

します。内容が民間のバス路線にかかわるものですので、申し出事業者であり

ます富士急静岡バス及び山交タウンコーチの御担当者から説明をお願いします。

初めに富士急静岡バスの担当者の方からの説明をお願いいたしします。

富士急静岡バス 佐野智昭委員

皆さんこんにちは。わたくし富士急静岡バスの佐野と申します。日頃皆様の

ご指導とご理解のもとバスのほうを運行させていただいていることをこの場を

持ちましてお礼申し上げます。ありがとうございます。では、着席してご説明
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のほうをさせていただきます。

今回、弊社のほうでは、昨年同様乗合バスに関してですが、単独維持困難で、

当社一社ではなかなか経費がもてないということでご協力のほうをお願いした

いということで今回申し出のほうを行わせていただきました。まず別紙１のほ

うの１番上のほうの部分でございます。まず、08－１柚野線、28－1 曽比奈線、

33－8 大渕線、こちらまでは昨年同様、今年度もどうしても赤字が続いておりま

すので、このまま継続していただきたいということで記載させていただきまし

た。この度、弊社のほうでは、１番下のほう新規と書いてありますけれども、

大月線、これはですね、富士宮駅から富士市の旧吉原市街というところにござ

いまして、吉原中央駅というところまで運行しているバスが１日あたり片道で

22.5 ということで往復で約 44 本走っているバスがございますけれども、こちら

のほうを今回出させていただきました。こちらはですね、平成 20 年の 10 月に

大幅に減便させていただいた路線でもございます。当時は 1 時間におよそ 3 本

ないし 4 本あったものを、20 年の 10 月に、あまりお客さんの利用が多くはな

いということで 1 時間 2 本、ただいまのところですと富士宮駅を各 15 分・45

分というサイクルで約 1 時間に 2 本ずつの運行を行っておりますが、こちら幹

線系統ということもございまして平成23年度の頭にいろいろ枝にわかれていた

路線なんかもあったものですから、あまりお客さんが乗らない枝の路線という

のを退出させることによって維持を図ってまいろうと思いましたけれども、や

はり 23 年をもちまして、次のページにもあります通り欠損額が平成 23 年度で

210 万 2 千円と持ち直すことができないものですから、今回ですね、単独維持

困難ということで提出させていただきました。

次に２枚目 3枚目にいかせていただきます。こちらは先ほども申しましたが、

富士市と富士宮市にまたがるところでございます。今度 3 ページ目にございま

すところは富士宮市のみの運行となります。先ほど富士宮市の運賃路線図をお

配りさせていただきまして、そちらを見ていただければと思うんですけれども、

まず申し出番号の 04－5 と 17－3、こちら富士宮駅からスポーツ公園行きとい

う夏場だけのプールのお客様を運行している路線というのがございます。こち

らは 1 日の運行が 3 回、時期も 7 月・8 月だけの 2 ヶ月間運行となっておりま
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す。やはりどうしてもこちらのほうは少ないというところであります。富士宮

市さんの公共施設だった場所にバスを走らせているということもございまして、

こちらは過去 5 年間出させていただいております。次の、村山線と申します富

士宮市から粟倉団地線というものがございますけれども、こちらのほうも例年

通りやはりどうしても赤字が消えないということで出させていただいておりま

す。昨年までは、万野団地や粟倉団地に行く系統もあったんですけれどもそち

らのほうは収支のほうの改善がはかられておりまして、今回の単独維持困難と

いうところからは外させていただいております。

続いて、新規１行目にございます上野線というところでございます。富士宮

駅から上条・上野方面を走っているバスがあるんですけれども、こちらが１日

6.4 回、片道運行しておりますが、この路線に関しては、次のページをめくって

いただくと収支のほうが出ているんですけれども、実は過去 21 年度・22 年度

は黒字で走ってこれた路線ではあったんですけれども、ちょっとこの系統図だ

とわかりづらいんですが、終点の富士宮駅から上条までは変わらないんですけ

れども、違う地域を通っていく路線がございまして、こちらは平成 23 年度に退

出させていただきました。そのぶんの運行本数を足した運行本数というのはも

ともと黒字だった時代の運行本数が 4.5 回だったのが、今回退出路線を統合する

ことによって6.4本になった関係で今回は1,057,968円という欠損額が出てしま

いました。ただこちらのほうは、過去に退出というやめない路線が継続してお

りまして 280 万円ほどの欠損額が出ておりましたので、今回 3 路線を１つの路

線に統合することによって 100 万くらいで収まってはおります。ですがどうし

ても 3 路線を１つに統合しても出てしまった欠損額がございますので今回新規

ということで出させていただきました。

その下の北山線の 4 つに関してですけれども、これは白糸の滝、足形、休暇

村富士、猪の頭線というのは、弊社のほうでは北山線というひとつのくくりに

しておりまして、細かい話をさせていただきますと 8 時台は白糸の滝行き、9

時台は足形行き、10 時台が休暇村富士行きという形で行き先が時間によってず

れているという関係もございまして、生活路線というところで考えますと白糸

の滝と足形までは近いんですけれども、休暇村というのは白糸の滝より先は観
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光というところで強いところでもあります。猪の頭というのは富士宮市でも北

部地域で重要な地域でもございまして、こちら猪の頭線に関しては平成 22 年度

に１回退出の申し出のほうはさせていただきましたが、富士宮市さんと協議し

地域のほうに一緒に出回っていただいてですね、今後 2 年間お客さんを増やす

ためになんとかしましょうってことで話し合った結果ですね、猪の頭線に関し

ては少し欠損額が減るように努力のほうもさせていただきました。それでもど

うしても 4 本、白糸の滝・足形・休暇村富士というのが、ひとつの生活路線と

して白糸の滝までの人口の多い地域を走らせている路線の中で、どうしてもこ

れだけの欠損額が出てしまいますので、今年度からはこのような形で申し出の

ほうをさせていただきました。市をまたぐ路線が、先ほどの吉原中央駅から富

士宮駅、残りは富士宮市単独の単独維持困難ということで出させていただいた

のが、今申し上げました通りになります。富士急静岡バスからは以上になりま

す。

議長（副市長）

ありがとうございました。富士急静岡バスからの説明が終わりました。事業

者からの説明は終わりましたが、何かご意見ご質問等がございましたらお受け

いたします。

県交通政策課 山中雄次主任

静岡県交通政策課の山中と申します。大月線の新規で単独維持困難が出され

ているんですけれども、富士市さんとのお話は何かされているんでしょうか。

富士急静岡バス 佐野智昭委員

同様にお話のほうはさせていただいております。

県交通政策課 山中雄次主任

今後要件等を改めて確認をしていくということになると思います。またいろ

いろ内容等をお伺いすると思いますが、よろしくお願いします。

議長（副市長）

よろしいですか。富士宮市と富士市のこと、ということでした。その他にい

かがでしょうか。よろしいですか。では次にもう一社、山交タウンコーチの担

当者の方からご説明お願いします。

山交タウンコーチ株式会社 野口係長
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山交タウンコーチの野口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。日頃

より当社のバス事業に多大のご支援・ご協力をいただいておりますことを、こ

の場を借りて御礼申し上げます。では、座ってご説明をさせていただきます。

当社の単独困難バス路線の申し出につきましてご説明を申し上げます。当社は

別紙資料 2 でありますが、こちらをご覧ください。まずは資料のご説明となり

ます。表紙、こちらにつきましては、上段が、今回提出をさせていただくプリ

ントとなっております、申し出概要の内容となっております。年度は 26・27・

28 年の 3 ヵ年分となります。なお、2 のほうに関しましてはこれまでの実績で

あります 21・22・23 年度分を掲載しております。2 ページ目以降につきまして

は、県のほうに提出になっております申出書のコピーを添付させていただいて

おります。１番最後のページにつきましては、当社の系統図を載せさせていた

だいております。

では、１番表紙のページ、こちらをご覧いただければと思います。当社富士

宮市内の路線につきましては、国庫補助系統であります、富士宮駅を経由し、

イオン・星山などを経て蒲原病院までの路線となっております。当社では、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等により、費用の削

減につとめておりますが、損益につきましては、平成 23 年度は増加をしてしま

っております。昨年 7 月 25 日からは当社路線の再編につきまして、当該路線に

つきまして一部減便によりまして損益の拡大防止に努めるとともに、運行時間

帯の見直しなどの対応をして参りました。下のほうの実績、また上のほうの見

込み額、実際の予定額と予定につきまして、実績に比べまして申し出概要の実

車キロが減少しておりますのは、この再編によるものとなっております。実際

の収入総益の見込み額につきましては、こちらの算出に当たっては国庫補助要

綱に基づく参図となっておりまして、過去の減少率を加味したものとなってお

ります。平成 24 年度今現在、運行している状況ではありますが、前年並みの推

移となっており、23 年度同様の収入の若干の増減で推移をすると見込んではお

ります。また今後 26 年度以降も同様の形での収入を見込みたいところでもある

んですが、こちらの算出に当たっては国庫補助要綱に基づく算出によりまして、

計算をしておりますことをご了承いただきたくよろしくお願いします。今後も
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公共交通ネットワークの構築に向け、時刻改正等、模索しつつ、富士宮市さん

をはじめ関係各所のご協力をいただきながら路線バスの維持につとめてまいり

たく思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。簡単ではあります

が、当社の説明は以上でございます。

議長（副市長）

ありがとうございました。山交タウンコーチでございました。この件に関し

て、何かご意見ご質問がありましたらお願いをしたいと思います。

よろしいですか。それではお諮りいたします。第２号議案 単独維持困難路

線に係る申出につきまし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）

ご異議なしということでございます。よって原案通り承認をいたします。

続きまして、第 3 号議案 市営バス等の運行に係る申出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（佐野）

事務局からご説明を申し上げます。別紙資料 3 をご覧ください。こちらにつ

きましては、平成 25 年度の当市におきます自主運行バス事業の申し出を静岡県

生活交通確保対策協議会のほうへ行うに当たりまして、みなさんのご審議をい

ただくというようなものになっています。当市25年度の運行計画としましては、

宮バス・宮タク・芝川バス全て合わせまして 23 系統の申し出を予定しておりま

す。１枚目、申し出番号１番から 7 番が宮バスとなります。具体的にご説明申

し上げますと、１番２番が宮バスの中央循環内回り外回り、3 番 4 番が宮バス北

循環の内回り外回り、5 番が宮バスシャトル、6 番 7 番が宮バス東南循環の内回

り外回りというようなかたちになります。めくっていただきまして、申し出番

号 8 番から 15 番、こちらが宮タク 8 エリアの運行の申し出になります。8 番か

ら順に山宮エリア、9 番山本エリア、10 番安居山エリア、11 番上野エリア、１

2 番南部エリア、13 番富士根エリア、14 番北山エリア、15 番北部エリアという

ことで、こちらにつきましても現在運行しているエリアをそのまま継続して運

行するというような予定をしております。続きまして芝川バスです。申し出番

号 16 番から、若干番号がずれているところもございますけれども、23 番まで

の 5 路線 7 系統が芝川バスの申し出となります。こちらにつきましても、現在
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運行している路線そのままというものを自主運行させていただきたいというこ

とで、静岡県のほうには申し出をさせていただく予定です。簡単ではあります

が、以上です。

議長（副市長）

説明が終わりました。それでは、この件について何かご意見ご質問等ありま

したらお願いいたします。

よろしいですか。それでは、ご意見等ないようなのでお諮りをします。第 3

号議案 市営バス等の運行に係る申出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）

異議なしということでございます。よって原案の通り承認をいたします。

続きまして、第 4 号議案 宮バス・芝川バスのバス停増設等についてを議題

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 5 ページをご覧ください。第４号議案 宮バス・芝川バスのバス停

増設等についてでございます。新設が３件、名称変更が１件です。まず最初が

宮バスの東南循環南内回り１基、南外回りが１基、ふじさんという新しいバス

停を設置します。これはバス停オーナー制度のオーナー協力のバス停でござい

ます。

続いて（イ）です。宮バスの東南循環南内回り・外回り１基ずつ、佐野内科

クリニックでこちらもオーナーバス停になります。

続いて（ウ）です。こちら既存のバス停で、実は既にバス停があるわけです

けれども、当初申請する際に、道路運送法の手続きがもれてしまったというこ

とで改めて今回承認をいただいて申請したいと思っております。芝川バス香葉

台線に１基、平井というバス停、こちら既存のものをご承認いただきたいと思

います。

続いて②名称変更です。旧名称が北保育園というバス停があったのですが、

これも既に名称をかえてバス停が設置されております。大久保中という名称で、

芝川バス芝富線に１基です。すでに訂正済みのものです。これを改めて運輸支

局のほうに届出をするというかたちで考えております。よろしくお願いいたし
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ます。以上です。

議長（副市長）

説明が終わりました。それでは何かご意見ご質問等あればよろしくお願いい

たします。

ふじさんというのは授産所の名前ですか。

事務局（高野）

そうですね。保育園前の授産所で市役所１階にも売店があっていろいろと福

祉活動をしている団体ですけれども、そちらからご協力をいただけるというこ

とになりました。

議長（副市長）

その他にもご意見ご質問等があればお願いいたします。ないようですのでお

諮りをいたします。第４号議案 宮バス・芝川バスのバス停増設等について原

案の通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議なしということでございます。よって原案の通り承認することといた

します。

以上で本日予定をしておりました協議事項につきましては、4 議案ともすべて

ご決定をいただきました。

それでは続きまして、報告事項を議題といたします。まず報告事項① 高齢

免許返納者への支援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）

それでは議案書の 6 ページをご覧下さい。こちらの制度につきましては県内

では三島市や長泉町も行っているということで報道されておりますが、いよい

よ当市においてもこういった発信をしていこうということを考えております。

目的は運転免許を自主的に返納する高齢者に対して、自動車にかわる移動手段

の支援をすることにより高齢者が自主的に運転免許を返納しやすい環境づくり

を進め、高齢者ドライバーによる交通事故を減少させること及び市営公共交通

の利用促進並びに静岡県タクシー協会が実施しているタクシー運賃割引制度に

対する協力を目的とするということで、この券につきましてはタクシー協会の

ほうからも市のほうに要望書がございまして、ようやくこれが来年実現できる
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のかな、というところでございます。定義につきましては、運転免許とは、道

路交通法第 84 条に規定する運転免許で、有効期限内にあるものをいう、という

ことで、期限が切れてしまったものを返納しても今回の支援の対象にはならな

いということになります。自主返納とは、本人の申請に基づき、静岡県公安委

員会に運転免許の全部を取消申請することをいい、高齢者は 65 歳以上と定義し

ております。支援の対象ですが、この事業の対象となる者は、住民基本台帳に

基づき本市の住民基本台帳に登録されている高齢者のうち、運転免許証を自主

返納した者とするということで、外国人を含めて住民登録がある方につきまし

てはすべて支援をするというように考えております。支援内容は、市長は運転

免許を自主返納した者に対し、宮バス・芝川バス・宮タクに利用できる共通回

数券（5000 円分）を交付するということで、今後回数券の作成に入ろうと考え

ております。支援の開始は平成 25 年 4 月 1 日から実施する。申請方法は、今後

要綱を決めますけれども、申請書に必要事項を記載のうえ市長に提出すると考

えております。以上ご報告申し上げます。

議長（副市長）

報告事項① 高齢免許返納者への支援についての報告でございました。この

ことにつきまして、ご意見ご質問等ありましたらお願いいたします。

富士宮市区長会 齋藤清和委員

5000 円の回数券ですが、毎年いただけるんでしょうか。１回限りですか。

事務局（高野）

１回限りでございます。非常に市も財政的に厳しくてですね、現在百何十名

かが自主返納しているんですけれども、この制度を導入することによって年間

で 200 名くらいの返納があるかなと考えますと、単純に 100 万円の予算となり

ますので、毎年これが重なっていきますから、1 回限りということで。なお、タ

クシー協会の割引につきましては、運転経歴証明書があれば何回でも 1 割引が

使えますから、やはり 5000 円程度は単に導入するときのメリットで、タクシー

協会の割引のほうはずっと使えますので、そんなことも含めてお願いしたいと

思います。

議長（副市長）

高齢者というのは 65 歳以上というのが定義ですね。まぁ以上ですから良いの
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ですけれども…。

事務局（高野）

タクシー協会の制度のほうが 65 歳以上というように定義しておりますから、

ここは敢えてですね、70 歳等年齢をかえて制度を複雑にするよりも同じ年齢で

統一したほうがいいかと思いまして、ご提案をしたところでございます。

議長（副市長）

よろしいですか。では、1 件目の報告事項に関しては以上でございます。次に

報告事項② 宮バスと富士宮バルのコラボレーション事業について、事務局か

ら説明をお願いします。

事務局（高野）

6 ページ②をご覧ください。宮バスと富士宮バルのコラボレーション事業につ

いてです。第２回富士宮バルの日程が決まりました。9 月 22 日ということです

けれども、1 回目にやったときにですね、移動が非常に困ったというような参加

者の意見もあったということで今回初めて宮バスとコラボレーションするとい

うことが決定いたしました。当日の午後 3 時から 11 時まで１時間に 3 往復する

ということで、宮バスが行ったり来たりします。場所は、富士宮駅から西富士

宮駅、県道の神田通りを中心に往復するということを考えております。事業の

効果につきましては、富士宮バルにおける移動の円滑化、宮バスの PR というこ

とで、宮バスに乗ったことのない方も 1 回バルシャトルに乗っていただいて、

こういうものか、と。また普段も使っていただけたらと思っております。事業

費は、富士急静岡バスに委託をするわけですけれども、44,100 円ということで、

これを市と研究機構さんのほうで折半するということで話し合いがついており

ます。以上です。

議長（副市長）

事務局からの説明は以上ですけれども、本日は富士宮バルの実行委員会であ

る富士宮市地域力再生総合研究機構からご担当者の高根沢さんお見えになって

おりますので、もう少し富士宮バルについての説明をお願いします。

富士宮市地域力再生総合研究機構 高根沢氏

こんにちは、一般社団法人富士宮市地域力再生総合研究機構の高根沢と申し

ます。よろしくお願いします。ちょっと長い社名なんですけれども何をしてい
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る会社なのかというと、基本的に町おこしのイベントの企画・運営などを行っ

ております。その中で富士宮バルというものを 4 月に開催いたしまして、第 2

回を 9 月 22 日に行います。富士宮バルというイベントは富士宮駅から西富士宮

駅までを飲み歩くというイベントなんですが、なにしろ範囲も広いもので、人

の移動手段がないと皆さんも困っておられました。今回高野様にご協力いただ

いて、その期間特別便を走らせていただく、と。先ほどもありましたように、

私たちと市で金額を折半して利用者には負担がかからないようなかたちでバス

を走らせるということになりました。こちらのイベントなんですけれども、わ

りと若い人たちも多く参加していただけるので、宮バスを若い人たちに認識し

てもらえるチャンスではないかな、と思っております。また、もうひとつです

ね、前回は僕たちもどのくらいのお客さんが来るのかがわからなくてタクシー

会社の方たちにご迷惑をかけてしまったということもございまして、予想以上

のお客様が来てしまってですね、みなさんお酒を飲んで帰られるので自家用車

がなく公共交通機関を使う、と、それでタクシーの電話が鳴りすぎて足りなく

なってしまったという話も聞いたので、今回は事前にご説明させていただいて、

もし可能でしたら 9月 22日に少しでもタクシーを他の営業所からまわしていた

だけたらな、と思っております。このようなかたちで富士宮バル第 2 回も行い

ますので、公共交通機関の皆様にもご協力いただけたらなと思います。よろし

くお願いします。もしよろしかったら、ポスターも何枚か持ってきております

ので、こちらは会が終わりましたらよろしくお願いします。

議長（副市長）

ありがとうございます。富士宮バル、9 月 22 日土曜日ということでございま

す。この件につきましてご意見ご質問等ありましたらお願いいたします。西富

士宮駅と富士宮駅間を午後3時から11時の間で毎時3往復するということです。

それから、バルの券を持っていれば無料で何回でも乗れるということです。

この時間、一般の人でも乗れるんですか？

事務局（高野）

券がないと乗れないものですから一般の方はご遠慮いただくということにな

ります。

議長（副市長）
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乗ってしまうような気もしますが…。

事務局（高野）

15 時からですので、普通の宮バスとバルシャトルが同じ路線を走ることがあ

りますから、富士急さんのほうにはお願いしますけれども、バルシャトルとい

う表示をしっかりとつけていただいてですね、間違って乗ってしまった方にも

くれぐれも誤解のないようにしっかり説明をしていただきたいなというように

思います。

議長（副市長）

この件についてよろしいでしょうか。それでは富士宮バルと宮バスとのコラ

ボレーション事業に関しても、よろしくお願いいたします。

続きまして報告事項③ 平成 24 年度のりもの祭について、事務局から説明を

お願いします。

事務局（高野）

資料の 7 ページをご覧下さい。平成 24 年度のりもの祭です。昨年に引き続き

今回も開催するわけですが、今年度は産業フェアと同時開催ということで規模

が大きくなっております。場所は市立体育館の東側の敷地ということで、黄色

いモニュメントある運動場の南側なんですけれども、そこに広場がございまし

て、そこがのりもの祭の会場というふうになっております。こちらにつきまし

ては、のりもの関係を一同に集めるということで、電気自動車や HKS の車など

全てを集めるといったようになっております。事業内容は、宮バス宮タクの展

示、宮バスカレンダーの無料配布ということで、来年のカレンダーを、宮バス

に乗車しているところを撮ってその方のオリジナルカレンダーをつくるという

ことで、非常に評判が良くてですね、少し枚数も増やしながらですね、今年度

も実施したいと思います。それからステージショーということで、モニュメン

トの一段上がったところをステージに見立てまして、70 周年記念事業と合わせ

ながら 2 日間のステージショーを考えております。パネル展、ウルトラのりも

のクイズ等の盛り沢山の内容で、2 日間公共交通を楽しんでもらおうと企画して

おります。よろしくお願いします。

議長（副市長）

平成 24 年度のりもの祭についての説明でした。この件につきまして、何かご質
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問やご意見がありましたらお願いいたします。

よろしいですか。それでは平成 24 年度のりもの祭、ぜひお時間がありました

ら皆様にもご参加いただけたらと思います。11 月 17 日から 18 日です。

それでは、最後になりますが、報告事項④ 日本大学による車内案内システ

ムの実証実験につきまして説明をお願いいたします。

日本大学 藤井敬宏委員

それではまず私のほうから簡単に説明させていただきまして、プレゼンさせ

ていただきたいと思います。すでに、公共交通会議のこの場で報告していただ

いて 10 月から実証運行に向かうように準備を、ということが決まっておりまし

た。その関係もございまして、昨日富士宮市長の定例記者会見の場でご報告さ

せていただきまして、すでに今朝の新聞等で紹介をしておりますので、お目に

ふれている方もいるかと思いますが、10 月１日から 10 月 31 日までという期間

で実証運行をしたいということでございます。その中で本日は実証運行で使う

バージョンのものを持ってきておりますので、それを見ていただきたいと思っ

ております。前回お持ちした内容と若干異なる表現等ございますので、その部

分についてご説明させていただきたいと思っております。特に実証の中におい

てはですね、どういう形で市民の皆様がこの宮ＢＡＮという形のものを情報シ

ステムとして使うかといったところで、意見を吸い上げるといったところにか

なりウエイトを置きたいと考えておりますので、その際には各委員の皆様もぜ

ひ一度乗っていただいて、こういった情報ＢＡＮといったものの使い勝手とい

ったようなものをぜひご指摘いただければありがたいなというように思ってお

ります。今日はですね、実際この情報案内システムのほうを作りこみました、

私どもの学科の交通まちづくり工房という、平たく言うと学生のサークル活動

のようなものです。学科の中で未来の博士号をとるくらいの、社会に貢献でき

るような勉強を自主的にやるんだということで、そういう思いで集まってきた、

学年を問わず集まってきた有志たちで、学生たちが各提案型で作ったプロジェ

クトでございまして、そのひとつということでございますので、そういうかた

ちで見ていただけたらと思います。それでは、本人に自己紹介をさせながら進

めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

日本大学 折本さん
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先ほど藤井先生のほうからご紹介預かりました、日本大学理工学部社会交通

工学科 まちづくり工房 3 年の折本と申します。本日はよろしくお願いいたし

ます。

日本大学 松本さん

同じく 3 年の松本と申します。本日は貴重なお時間をいただきましてありが

とうございます。よろしくお願いいたします。

それでははじめに、私松本のほうから実際の宮バス車内情報案内システムの

使用機材のほうについて説明していきたいと思います。こちらにございますの

が、実際に使用する機材となっております。左手のほうにありますのが、案内

装置を動かすためのノートパソコンになっております。データが多く負荷がか

かっても耐えられるものを利用しております。その左にございますのが、実際

に案内を表示するためのディスプレイです。１番右側にあるのが運転手の方が

操作するボタンになっております。こちらは市販のマウスを改造して作ったも

のになっております。今こちらに準備していないものが１つございまして、運

転手用の画面の確認のための小型ディスプレイと、取り付け器具のほうが他に

ございます。続きまして、システムのほうについて折本のほうからご説明をい

たします。

日本大学 折本さん

これからですね、ディスプレイの中身のシステムのほうを私折本のほうから

説明させていただきます。こちらに出ているのが実際の運行に使われるディス

プレイの内容となっておりますので、これが実際に流れるんだな、という感じ

で思っていただけると幸いです。では、流していきます。前回の変更点といた

しまして、アナウンスのほうを男性から女性の声に変更しました。声のほうに、

優しさというか、なるべく親しみをもてるような感じということで、今回は女

性の声で運行させていただくことにしました。富士宮郵便局は、郵便局の情報

をこのように表示することも考えております。このスライドの間にですね、今

回の運行ではサンプルとして載せる程度になってしまうのですが、写真等を載

せることも考えております。次回も申し上げたと思うのですが、動画を載せる

こともできます。実際に高野様が作られたすばらしい映像も、宮バスに親しみ
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をもってもらうという意味で載せたいと考えています。マナー広告も、パワー

ポイントで作ることができますので、周知という意味で載せたいと考えていま

す。私どもの学科の宣伝も実証実験の案内を含めて載せたいと考えています。

中央循環の外回り系統はですね、駅を通るということもありまして、このよう

に乗り換え案内を載せていきたいと考えております。この乗り換え案内を載せ

る際にですね、マナー広告や様々なサンプルを載せることによって、利用者が

どのような情報を得たいのかということを知りたいと思っております。マイロ

ード本町の入り口は、商店街ということでですね、十六市のイベントの情報を

載せたりということも考えております。デザインの変更点といたしまして、宮

２系統の系統色を用いた赤色を用いていて、循環系統の矢印を円筒であらわす

ことにより、循環ということをより利用者にわかりやすいようにしております。

大和の付近に踏み切りがございますので、踏切を通過することでバスが揺れる

ことに注意、ということを知らせるコンテンツも考えております。浅間大社で

は、富士宮市の観光名所である浅間大社の情報を載せていきたいと考えており

ます。お宮横丁も近くにありますので、お宮横丁の情報も載せていきたいと考

えております。市民文化会館と中央図書館は、図書館の情報を載せたいと考え

ております。ちょっと遊び心で学生のほうで考えたのが、富士宮やきそばのＰ

Ｒということで、おいしい富士宮やきそばも車内で食べると匂いが充満して迷

惑になってしまうよということを載せることも考えています。宮バスの宮 2 系

統の運行ではですね、総合福祉会館で時間調整をするということで、乗り継ぎ

案内も載せ、発車までしばらくお待ちくださいという案内を載せて時間調整の

間のスライドとしています。実際にはですね、この他に抜かしたバス停の情報

も載せて一周分のデータとして作っております。実証実験のほうが 10 月１日か

ら 31 日を予定しておりまして、前日に取り付けることを考えています。このよ

うなディスプレイですが、利用者にアンケートをとりまして、どのような情報

を載せたらいいのかということを知るということを１番の目的としております。

宮バスにディスプレイが載せられるということの周知とも考えております。以

上で、簡単ではございますが説明のほうを終わらせていただきます。ご清聴あ

りがとうございました。

議長（副市長）
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4 件目の説明はこれですべてでしょうか。補足等はよろしいですか。どうでし

ょうか、学生の感性で新しいシステムを考えてくれました。ご質問やご意見が

ありましたらお受けしたいと思いますがいかがですか。

富士宮市地域女性連絡会 土屋善江委員

若い方がこういうものに関わってくださって、富士宮の活性化やいろんなも

のに協力してくださってありがたいと思いますけど、そのうちに全コース対象

となるでしょうか。

事務局（高野）

今回実証実験でして、これがもし成功した場合どうするかということで、実

は昨日記者会見でもそういう質問が出たんです。全路線いれるのかとか、来年

は何路線にするのかとかいうこともありますが、まだ全く決定をしておりませ

ん。こういったことも、全てこの活性化再生会議の中で皆さんと意見交換をし

たいと思っています。まずは実証実験をしてみて、その成果を聞いたうえで、

これならやってみようとのご決断を、次回 3 回目の活性化会議でしていただき

たいと思っています。市のほうも予算の関係や、物理的にこういったモニター

が設置できないバスもございます。そういうことで、結果的には順次できると

ころからやっていくということになると思いますけれども、当面宮２という中

央循環外回りにこれをつけるわけですから、これが成功した場合には来年度外

回りはできるかなと思っています。これ以上につきましてはまたこの活性化再

生会議のほうでご意見を賜りたいというように考えています。

議長（副市長）

土屋委員さんよろしいですか。ありがとうございました。その他はよろしい

ですか。それでは以上で報告事項につきましてはすべて報告済みといたします。

以上を持ちまして本日予定した議題はすべて終了したのですけれども、委員の

皆様から富士宮市の公共交通に関するご意見・ご要望等なんでも結構ですので、

この機会にございましたらお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。

富士宮市地域女性連絡会 土屋善江委員

すみませんが座って失礼します。私のところが富士根なんですが、やっと希

望がかないまして富士根エリアのほうにも宮バスに来てもらったんですが、今

使っている方がなかなか思うように増えないのですが、使っている方の意見を
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聞きましたら、おばあちゃまたちが多くて、病院へ行きたいという方がいるん

ですけれど、いまのところ午前中にこちらのほうに来るというものがなくて、

午前中に病院のほうに来れるものがほしいなという意見がありましたので、な

かなか本数はまだまだ多くはできないとは思いますが、それですごく重宝だよ

ということで皆さん声を掛け合って利用すればいいなと思います。それともう

ひとつ、なかなか本数的には増やせないと思いますので、宮タクをせっかく用

意してくださったので、そのぶん宮タクをおおいに皆さんに利用していただき

たいんですけれども、なかなかその使い勝手がわからないといいますか、実際

に老人会の集まりですとか、対象者が多い人が集まる機会にもう一度宮タクの

利用法を教えてあげて、できたらそこに市の方が実際何か使ってくださるよう

な、そのようなことも考えてくださってるみたいなんですけれども、わたした

ち市民からしても、わたしたちは今まだ元気なので車を利用できますが、65 歳

以上になって自分の運転が心配になってしまったときはバスですとかタクシー

ですとか使い勝手がよければ安全のために切り替えていかなくてはならないと

きがくると思いますのでその辺のところを教えてください。

事務局（高野）

本日 PDCA の評価を決定いたしましたので、D 評価・E 評価につきましては

指標でいきますと見直しを検討するということになっております。従いまして、

いまご提案のありました東南循環につきましても、ダイヤの見直しとか路線の

検討とか、そういうことをさせていただきたいと考えております。また、宮タ

クをうまく活用することによって宮バスをフォローできるという部分もござい

ますので、宮タクのほうの利便性をあげるということも合わせてですね、考え

ております。なおこういったことにつきましては第 3 回の活性化再生会議でこ

の評価を受けて、施策・アクション、PDCA の A、ACTION の部分のご提案を

させていただきます。そのときに具体的に、東南循環のダイヤや宮タクの運行

回数をこのようにしたいと思いますというご提案をしたいと思いますので、そ

こでまたご審議をいただきまして最終的には１月の第 4 回目の会議で施策につ

いてご決定をいただければ、25 年度からその運行形態に基づいて実施するとい

うふうに考えております。11 月 30 日が第 3 回目ですけれども、その間に地域
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のほうに入ります。特にＤ評価・Ｅ評価だった地域に関しましては積極的に入

ってまいります。また芝川バスにつきましては、Ｄ評価ではあったんですけれ

ども、内房地区がちょっと悪いという状況がございまして、個別に内房に入り

まして宮バスがいいのか宮タクがいいのかということをもう一度議論してみた

いというふうに考えています。いろんなことを含めてですね、次回には ACTION

の部分のご提案をしたいと思っています。それから、老人会などで使い方がわ

からないからというお話がございましたけれども、昨年度もおでかけプランと

いいまして、市の職員が実際に老人会に付き添って、宮バスを使って花の湯に

行って温泉に入ったりとか、イオンに行って映画を見たりとか、そういったイ

ベントもやりました。それを今度は宮タクを使ってですね、実際に予約から移

動についても職員がフォローをしながらまず１回使ってもらうというようなこ

とも、そういった機会があればご案内のほうを各老人会のほうに差し上げたい

と考えております。

議長（副市長）

土屋委員さんよろしいですか。富士根地域はかなり人口が多いところでまだ

まだ可能性があるんではないかな、というふうに思います。そんなことで、次

はまたそんなことも事務局のほうからお願いをしたいと思います。その他いか

がでしょうか。

区長会芝川支部 齋藤靜委員

芝川支部の齋藤と申します。私どもは街中のほうとは違いまして、山間部に

なりますので、そのうえで今までにも何回かバスを減らさないでくれというよ

うな、そんなお願いばかりしてきております。現状で、利用をしないで減らさ

ないでくれといくらお願いしても無理な場合もあるということで、私どものと

ころでは今、地区社協なんかも立ち上げまして話し合っておりますけれども、

そんな中で高齢者なんかの買い物ツアーをいま予定しております。そんなとき

に、やはり公共交通を利用させていただくということで、何人かでも増えれば、

芝川バスの稲子地区なんかの場合ですと、ひとり乗れば何十パーセント上がっ

てくるような場所ですから、そういった中でも年に 3 回くらい 10 人くらい行う

だけでもかなり乗車率のアップにはつながる、と。ただそのときに稲子から富
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士宮のイオンさんに来る場合でもかなりの距離があるんですね。現状ですと一

度乗り換えなければならないというようなことがございますので、いま高野係

長さんからお話がありました、バスの代わりに宮タクを同じような金額で利用

できるのなら、そういったものをぜひ考えて、直接来れるような方法をとって

いただくようなことが、もしできましたら大変ありがたいなと。今現在は老人

クラブのみなさんにも、区から補助金を出しているそのうちの１割くらいをゲ

ートボールなんかに行くときには、下稲子のほうへとバスを利用して行ってく

れというようなお願いをしたりしている、そういう状況の場所でございますの

で、いろんなアイディアをぜひみなさんのほうから出していただけたら大変あ

りがたいな、と。すみません少し長くなりましたけれども、そんなお願いをし

たいと思っています。以上です。

事務局（高野）

買い物ツアーなど行っていただいて本当にありがとうございます。そういっ

た利用の少ない地域についてはですね、一人の方がマイカーからバス通勤に変

えただけで収支率がグンと上がるというのが正直なところでして、ぜひそのよ

うな活動を引き続きお願いいたします。また、稲子から直接富士宮駅のほうに

ということですけれども、便を選べば直接いけるものもあるんですけれども、

それが果たして都合のいい時間帯かどうかということもありますから、ダイヤ

の改正も含めてですね、そういったところも検討したいと思います。宮タクは

ですね、富士宮駅のほうまでなどいろんな要望があろうかと思いますけれども、

これにつきましては内房地区のほうに話をしたり、また芝川全体の話になるか

もしれませんけれども、芝川駅止まりなのか、富士宮駅まで出るのかというと

ころは大きな検討の課題になるのかなと思っております。一応そういった点も

頭に入れておきますので、よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。よろしいですか。夢のある話のことはよろしいで

すか。

事務局（高野）

それではですね、今日お手元のほうに新聞記事のコピーをお分けしてあるん
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ですけれども、ご説明したいと思います。これは 9 月 4 日に出た新聞でして、

コピーしたばかりなんですけれども、夢のある話ということでですね、富士宮

市都市計画課がここまでやるかといような記事でございます。ここまでやるか

ってどこまでやったのかな、ということでですね、ちょっとご紹介をしたいと

思います。のりものゲームというものをつくったんですけれども、このゲーム

はモビリティ・マネジメント、要するマイカーから公共交通のほうに移行して

もらうという教育の一環としてやっているものです。こどもたちに、遊びなが

ら交通の仕組みを理解してもらう、車の良さ・バスの良さを理解してもらうと

いうことでですね、私がこのゲームを考えたわけなんですけれども、非常に評

判が良くてですね、夏休みにのりもの教室をやって実際にこれで遊んでみまし

た。そうしたら非常にこどもたちが喜んで、取材にいらした新聞記者の方もで

すね、これは面白いとおっしゃって、これを商品化したらいいんじゃないかと

いう話がありました。また、新聞を見たお母様から、このゲームはどこで売っ

ているんですか、なんていう話もあったんですけれども、実際には売っていな

いわけでして、なんとかこれを商品化できないかなというところで考えている

最中でございます。それが“ここまでやるか”という表現になったのかなと思

いますけれども、それではですね、どんなゲームかということをご説明したい

と思います。

まずですね、これは基本的にはボードゲームで、すごろく遊びですね。サイ

コロを使って出た目の分だけ進むというものですけれども、ここでアイディア

の１です。スタートでバスかマイカーを選ぶというものです。通常のすごろく

は、平等の立場でスタートしますけれども、今回はですね、予めバスカードと

車カードの 2 枚のカードを用意しております。ゲームは 6 人くらいで遊ぶんで

すけれども、せーの、で自分がこのゲームに何で参加するかということを選び

ます。車を選んだ人は、車でスタートラインにつくことになり、バスの方はバ

スでつきます。一番重要なのは、6 人のうち車が多いのかバスが多いのかによっ

て今後の展開が大きくかわってくるというところです。

次にアイディアの２です。サイコロの大きいほうはマイカー、小さいほうが

バスということで、サイコロは２つ振ります。一般的にはすごろくはひとつの
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サイコロでやるんですけれども、このゲームは 2 つ振ります。というのは、車

ははやいです。皆さんも乗っているのでわかるように、はやく目的地に行きま

す。バスはゆっくり行きます。サイコロを選んで、車のカードを選んだ人は大

きい目が出た人はそのぶんだけ進むという仕組みです。バスの方は、一緒に振

って出た小さい目の分だけしか進めません。ですからバスの方は、何回振って

も 2 マスとか 3 マスとかちょこちょこちょこちょこしか進まないということで、

確実に車のほうが有利です。先にゴールすれば賞金もありますから、これだけ

考えたら皆車でいいんじゃないかということになりますけれども、マイカーが

重なると渋滞という扱いになります。例えばマイカーで 4 が出てマスに止まっ

て、次の方も４が出て同じマスに止まったら、渋滞という格好になりますから、

止められた方も止まった方も 1 回休みというようになります。仮にバスがここ

に止まったとしてもですね、いまではバスレーンというものがありますからバ

スは渋滞には関係ありませんし休みがありませんからどんどん進むという仕組

みです。したがって、必ずしも車がはやく進むとは限りません。また、このゲ

ームは最終的にお金をいくら持っているのかということが勝敗をわけます。最

初に 210 万円を皆さんに手持ちでわけます。それをどんどんこのバスに書いて

ある通りに払っていきます。バスの方は定期券の購入とか 2 万円払うとかそう

いうのがありますけれども、わりと金額が少ないです。車のほうはですね、新

車を購入して 100 万円払うとかですね、車が故障して 100 万円払うとか、リス

クが大きいです。実際の問題もそうですよね。バスのほうはやはり維持費がか

かりませんので、お金がかかっていないんです。車のほうは、一見安くあがっ

ているようですけれども、実際には車検とかそういったリスクを考えていきま

すと、非常にお金がかかるものだということで、はやくゴールした人が勝つと

は限らないということがこのゲームの特徴です。これをなんとか商品化してい

こうということでいま考えておりまして、つい先日も、日本一流のゲームメー

カーのほうに打診をしております。まだ返事は来ておりませんけれども、そこ

がダメだったら第 2 第 3 をと考えておりますけれども、まぁあまりここでネタ

ばらししてしまうとあれですけれども、なんとかこれを商品化してですね、多

くのこどもたちに遊んでもらって、結局バスを使ってよかったな、とか、車が
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はやくてやっぱり便利だよね、と、このくらいでいいと思います。このような

ゲームを考案しましたので、これが商品化されることをぜひ皆さんも期待して

お待ちいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

ありがとうございました。ここまで公務員がやるのかな、と思うのもありま

すけれども、やはり仕事というのはここまでやるぞといったところからいろん

なアイディアが出てくるのかなと思います。ぜひこれが商品になったらいいな

と思っております。その他よろしいですか。

いろんなご意見どうもありがとうございました。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をいたします。

事務局（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 3 回地域公共交通活性化再生会議は、11 月 30 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ご出席

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。

16:00 終了 以上


