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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 11 月 30 日（金） 14：30～

○会場 富士宮市役所 4階 410 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・佐野

智昭委員・齋藤清和委員・齋藤靜委員・清利夫委員・望月謹二委員・

土屋善江委員・望月利浩委員・藤井敬宏委員・村上雅則委員・武田

正昭委員（代理：廣野英二調査第一係）・長倉隆一委員（代理：秋山

洋康係長）・宮﨑隆広委員（代理：山中雄次主査）・杉本則尚委員（代

理：木下和昭主査）・松井三千夫委員・高山あさ江委員）

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 25 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 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 2 件、報告事項 1 件を予定しております。よろしくお

願いいたします。

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 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。

議長（副市長）

どうも皆さんご苦労様でございます。それでは、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。本日は協議事項が 2 件、報告事項 1 件が予定
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されています。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。

それでは早速議事に入ります。まずはじめに第 1 号議案であります、平成 24

年度公共交通 PDCA 評価に係る施策の考え方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)

交通政策係長の高野です。よろしくお願いします。それでは、座って説明を

させていただきます。

議案書の１ページをご覧下さい。第 1号議案であります、平成 24 年度公共交

通 PDCA 評価に係る施策の考え方です。いよいよ PDCA の最後の Action の部分に

入ります。細かい運行形態、路線や時刻表といったことは、次回 1月 18 日の第

4回活性化再生会議でご承認をいただきたいと思いますけれども、今日はその細

かい施策を決める方向性を皆さんにご審議いただきたいということで、ご提案

申し上げます。

市営バス改善の基本方針ですが、いろいろなアンケートやデータを分析した

結果、来年度に向けてはこのような方針でいきたいと思います。改善の時期は

平成 25 年度中とする。評価の低い路線は、ダイヤを見直す。評価の低い路線は、

ルートを見直す。評価の低い路線は、積極的に地域（町内会、オーナー）の支

援を求める。大幅な見直しを行う場合は、十分に地域住民と話し合う。2回連続

E評価又は 3回連続 D評価以下だった場合は、路線の廃止を検討する、という方

針でいきたいと思います。具体的に路線ごと説明いたします。

宮バスの中央循環、こちらは B＋ですから、基本的には現行を維持するという

ことになります。ただし、他の交通機関との連携、JR 身延線とのダイヤの連携

についての検討、バス停オーナーの新規獲得、車内広告等の収入を上げるとい

うようなかたちで進めたいと思います。

②宮バス東南循環、こちらは D 評価ですので、見直しが必要な路線です。バ

ランスの取れたダイヤに改善するというものです。今現在は、東南循環が 1 台

のバスでまわっておりますけれども、1台のバスでまわっている都合上、行って

帰ってという、ちょっと近い時間帯で戻ってくるというラインでございます。

その辺りを、北循環・シャトルなどとあわせながらダイヤの改正をしたいと考

えております。それから回数券の販売について、地域協力を求めるということ

で、すでに地域説明会のほうに入っておりますけれども、地域のほうでまとめ

て購入していただけないかというようなお願いをしているところです。バス停

オーナーの新規獲得、車内広告等、収入を上げるような努力をいたします。

③宮バス北循環は E 評価ですので、最低評価でございますが、それにつきま

しても先ほどの東南循環とあわせまして、ダイヤの改善をしたいと思います。
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それから、需要の見込める地域への路線の変更ということで、こちらが 1 番大

きな改善となっておりますけれども、乗らない理由としては、あまり住宅のな

いところを走っているとか、もう少しまわしてもらえれば乗るとか、いろんな

意見がありましたので、路線の変更を検討している最中でございます。１月に

は、ルート案の候補を示したいと思います。それから、回数券の販売、バス停

オーナー、車内広告について同じく考慮したいと思います。

2ページに移ります。宮バスシャトルこちらも E評価です。現在、シャトル便

が、富士宮駅南口から総合福祉会館に向かっておりますけれども、このシャト

ル便をですね、もう一路線、シャトル 2 というか、東回りというか、そういっ

た路線も検討しております。それによってだいぶ利用できる方も増えてくると

いうことの中で評価のほうを改善できるのではないかと、需要の見込める地域

での路線の新設を検討しております。それから運行回数を増やしたいと思いま

す。現在シャトル便は 2 往復 4 便しかございませんけれども、それぞれ 3 往復

の 6 便にしたいというふうに考えております。それから、バス停オーナー、車

内広告というものはもちろん進めていきたいと思っております。

次に芝川バスです。芝川バスは C＋ということですから、基本的には見直しは

必要ございません。ただし、細かく見ていきますと、内房線の利用状況が少し

悪いという中で内房地域の路線の検討をしているところです。内房地域の検討

によってはですね、他の地域に増便ができるということもありますので、その

辺を含めて検討しております。また、それに伴いまして、今現在ダイヤがいっ

ぱいいっぱいですけれども、余裕が出来れば西富士宮駅へと行くような路線の

検討もしております。バス停オーナーの獲得、車内広告、ということにつきま

しても、引き続き、努めてまいりたいと思っております。

次に宮タクの改善方針です。改善の時期は平成 25 年度中とする。一定水準ま

でサービスを向上させる。これにつきましては、現在宮タクを拡大したところ

につきましては、バス路線と競合しておりますので、月水金で 1 日 3 便と極め

て少ない時間帯でありまして、利用者からは週 3 日では困るという話も出てお

りますので、一定水準までサービスを向上させたいと考えます。それから、交

通空白地域と他の地域では運行内容を差別化する、街中エリアの飛び地ポイン

トについて検討する、現在街中エリアというものがございますが、年々ポイン

トが増えております。今現在では、総合福祉会館がポイントに増えました。そ

ういった具合に下車できる場所を増やしていきたいと考えております。次回の

評価が改善されなかった場合は、サービス水準を下げていく、3回連続 D評価以

下だった場合には、さらにサービス水準を下げるか、ボランティア輸送の仕組

みを検討する。サービス内容の大幅な変更及び他の仕組みを導入する場合は十

分に地域住民と話し合う。交通事業者と十分に協議する、と、こういった方針
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でいきたいと思います。

それでは具体的にいきます。①宮タク山宮エリアですが、D＋です。こちらに

つきましては、毎日 5 便の地域と、月水金 3 便の地域と混在しておりますが、

そのうち月水金の 3 便の地域を毎日 4 便に改めるということで、一定水準まで

サービスを向上させるという施策が組まれていきます。②から以下、すべて評

価は違いますけれども、内容は同じです。平日 3 便、月水金とあったものを、

平日毎日にして、4便にします。ただし、山本エリアにつきましては 6便という

ことで、現在 5 便ですけれども、ここは、この交通地域と他の区域で差別化す

るならば、山本は完全なる交通空白地域です。他の地域の便数を増やしており

ます都合上、また、C＋ということで合格点をとっておりますので、こちらにつ

いては地域の要望も強く、今ある 5 便を 6 便にしたいということで、山本につ

きましては大幅な改善が見込めると思います。以下は同じです。平日毎日 4 便

に改めるというかたちで、③④⑤という具合になっております。⑧の北部エリ

アにつきましても、かなり利用が低いわけですけれども、こちらについても稼

働率が低ければ市の財政的な負担も少ないというなかで、平日4便にしますが、

どの程度乗るかというところがありまして、これを増やしたからといって大幅

に予算が増額するというようなことはないというふうに考えております。従い

まして、北部エリアにつきましても毎日 4 便の運行にするということで改めた

いと思います。以上が方針でございます。こんなかたちで、次回は具体的に路

線と運行ダイヤをお示ししながら皆さんからご承認をいただければというふう

に考えております。よろしくお願いします。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。本日は、次回への具体的な方針というこ

とで定義をしたものでございます。今の質問内容につきまして、委員の皆様方、

ご意見ご質問がありましたらお受けしたいと思います。宮バス宮タク含めてと

いうことでございますが、いかがでしょうか。

静岡県バス協会 平野洋一委員

バス協会ですけれども、2ページ目の宮タクの改善基本方針で、D評価以下だ

った場合に地域ボランティア輸送等の仕組みを検討するというようになってい

るんですが、ボランティアというと、無償でやってくれる相手方の好意に甘え

るということなんですけれども、輸送について、人を預かって他人を乗せて輸

送するというふうになるものですから、もし事故があった場合に、ボランティ

アという団体自体、経済的な財産保障もないような団体がやっていると思うん

ですね。その場合、当然、事故を起こせば、刑事罰は運転手が負うんですけれ

ども、それ以外のところはボランティア団体が受けるということになると思う

ので、その辺もですね、十分ボランティア団体に説明して、納得してもらった
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うえでやらないとですね、こんなはずではなかったということになりかねませ

んので、その辺もうちょっとですね、細部にわたって検討していってもらいた

いと思います。

議長（副市長）

重要なことだと思います。事務局からお願いします。

事務局(高野)

こちらの基本方針にはですね、よその地域でこのボランティア輸送っていう

んですかね、地域の方々がマイクロバスというかワンボックスカーを使って輸

送をしているという話の中で書いておりますけれども、具体的にこれをすると

いうものではございません。で、検討課題の中にこういったものも含まれてお

りますけれども、道路運送法の 79 条で登録をして、運行そのものを地域の方々

にお願いするという方法もありますし、問題が起きないような方法で進めたい

と思っております。一応そのようなことを頭に入れております。

議長（副市長）

よろしいですか。具体的に、対象になっているという意味ではないというこ

とですか。想定をしてというわけではなく、こういうこともありうるというこ

とでしょうか。

事務局（高野）

まだ D 評価以下を 3 回という事態ではありませんから、ただ、一部の地域か

ら、この輸送について検討してくれという課題が、具体的にいうと稲子地区の

ほうからありまして、そういった検討はしておりますけれども、一応うちのほ

うからボランティア輸送は基本的には好ましくはないと、市のほうから進める

に当たっては、そうではないかたちで、道路運送法の認可を受けた運送形態で

やりましょうということで、いま地域の方とはお話をしている最中でございま

す。したがって、ここにはこう書いてありますけれども、具体的にこのような

かたちになる可能性は極めて少ないのかな、というふうに思っております。

議長（副市長）

平野委員さん、よろしいですか。積極的に市が行うということではなく、地

域にそういう声があるということで、協議検討というふうに入れただけだ、と

いう説明でございました。その他いかがでしょうか。宮バス、宮タクそれぞれ

の基本的な改善の考え方について、よろしいですか。これが具体的になるのは

次の会になるということでございます。よろしくお願いいたします。

それでは皆さんからのご意見等ないようですので、お諮りをいたします。第 1

号議案の平成 24 年度公共交通 PDCA 評価に係る施策の考え方につきましては、

事務局の説明がありました原案通り承認することでご異議ありませんか。

（異議なし）
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ありがとうございます。ご異議なしということでございますので、第 1 号議

案については原案通り承認されました。事務局は、ただいま承認されました施

策の考え方に沿って、次回の 1月 18 日の活性化再生会議までに具体的な計画を

立てるようお願いいたします。

それでは、先に進みたいと思います。続きまして、第 2 号議案であります、

宮 BAN の本格導入の考え方についてを議題といたします。宮 BAN につきまして

は、日本大学理工学部の『交通まちづくり工房』によります実証実験に基づく

ものでございます。最初に日本大学の藤井先生からお話をしていただいて、皆

さんのご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

日本大学 藤井敬宏委員

藤井でございます。今日は、本格導入に向けてということで、どのようなか

たちで実証実験が行われたかといったことに関してご説明をさせていただきた

いと思います。

まずはじめに、学生が提案した新しい宮 BAN という仕組みをですね、この公

共交通会議の中でご議論いただきまして、実証実験というかたちで取り組ませ

ていただきましたことに御礼申し上げます。また、実際の実証実験が始まるに

あたりましては、富士急静岡バスさんに相当な労力をおかけしながら取り組ま

せていただきました。運行開始日の 10 月 1 日は晴れだったんですが、前日は台

風ということで、静岡バスさんにおきましては会社自体の運行バスをどうする

かといった非常に大変な中、取り組ませていただきまして本当にありがとうご

ざいました。また、実証実験の最中におきましては、バスの中にアンケートを

入れさせていただきまして、こちらは本来であれば私どもの大学の学生が各位

お願いをするところでございますが、これに際しまして、バスの運転手さんは

じめ皆様方にいろいろとご協力いただいてできたということに感謝申し上げた

いと思います。今日お話しする内容でございますが、お手元にある配布資料と

同じものがパワーポイントに出ております。宮 BAN の実証実験報告ということ

で、交通まちづくり工房という、学生たちの提案型ということで取り組ませて

いただいたものとしてご紹介いたします。

まず最初にですね、実際に宮バスに乗っていただいて、宮 BAN を見ていただ

いたというのがおそらくではないだろうということを思いまして、今回報道関

係といたしましては新聞あるいはテレビでかなり勢力的にご紹介いただいたと

いうことでございます。その中で、静岡第一テレビにおきまして、5分少々でご

ざいますが、宮 BAN の仕組みを丁寧にまとめていただいてテレビ放映していた

だきました。それをまず最初に見ていただきますと、学生たちがどういうかた

ちで実証実験に取り組んだかということがわかると思いますので、まずそれを

見ていただいてから、アンケート調査の結果等につきましてご報告させていた
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だきたいと思います。5分少々になりますので、こちらを見ていただければと思

います。

（※静岡第一テレビでの放映の様子の上映(約 5分間)）

日本大学 藤井敬宏委員

ということで、いま紹介させていただきました映像の中で出てきました通り、

アンケート調査をさせていただいております。特にまた、改良といったところ

では、今回１ヶ月間、動かしていただいた中で、大きなトラブルといいますか、

小さなトラブルも無いといったような状況で運用をさせていただきました。た

だいくつかいろいろ映像の中でもお話がございましたが、モニター上の問題で

あったり、あるいは音声のバランスであったり、あるいは、ドライバーさんの

声がお客さんに聞こえるようなマイクの調整であったり、いくつか課題が見え

てまいりました。そちらについては、すべて改良できる見込みが、今回の実証

実験運行をさせていただくことによって、解決できる内容だと確認ができまし

たので、その旨は、今回のひとつの成果として挙げられたといったふうに考え

ております。

これから少し具体的に、アンケートをさせていただいた内容につきましてお

話しさせていただきたいと思います。その結果に基づきまして、後ほど事務局

から全体を通じてのご説明の中で、来年度運用するかどうかといったようなこ

とも含めてお話しいただくかたちになるかと思います。配布した資料の中には、

このパワーポイントと、また別途、宮バスアンケートの集計結果と、バス停オ

ーナー向けのアンケートという、学生が表にまとめたものが入っております。

今回は速報版といったかたちで、10 月 24 日の段階で手元に届いたアンケート結

果だけを集約したものが先にお配りしたもので、パワーポイントにつきまして

は 11 月 19 日と 1 番最新の情報になっておりますので、こちらをご覧いただけ

ればと思います。

利用者宛の調査結果ということでこれから少しご説明させていただきますが、

このアンケートを実際に手渡ししてお願いするというかたちではなくて、ドラ

イバーの方のありますよというアナウンス、あるいは、この宮 BAN の中でもア

ナウンスを通じてということでご協力いただき、自由に乗客の方にピックアッ

プもらって返信してもらうというかたちをとりました。それから、宮バスにつ

きましてはかなり固定客といいますか、同じ方が利用されているパターンが多

いということで、総数としましては 33 人の回答がございました。その回答を見

てまいりますと、やはり年代的には 70 代 60 代という高齢の方、多くの回答を

いただいております。その利用の様子としては、買い物、あるいは通勤といっ
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たものが中心となっている状況です。その中で、どれくらい利用されています

かといったところでは、１番多かったのが、月に数回ということですが、ほぼ

毎日、あるいは週に数回使われるといったところで、約 40 パーセント近くとい

うことで、週に平均 2･3 回程度は利用されるようなパターンが多いです。その

中で、宮 BAN という仕組みをご覧になったかということに関しては、85 パーセ

ントの方に内容を見ていただいたというご回答をいただいております。という

ことは逆に、十数パーセントの方はですね、モニターがうつっているんですが、

目に入らなかったということで、音声として聞いていて、バスそのものの仕組

み自体もわからずに、というところかとは思います。ですので、1 番後ろの席、

あるいは座った位置によってこういた影響が出てるのかな、というふうに思っ

ております。見やすさと言ったことでは、問題ないよといったことではさらに

39 パーセント、微調整の指摘ありというのは、先ほどお話があった黄色の文字

が見えにくかったりするといったような問題がございます。さらに本格導入と

いうことに関しては、ぜひ導入してほしいという肯定的な意見が77パーセント、

反対といったのは 0 パーセントというような結果でございました。利用者アン

ケートの中でこの宮 BAN の特徴としましては、市民の方に作ってもらう、とい

うものですが、今回は大学側で作ったものです。その中で、音声につきまして

は、私の研究室におります助教の女性の先生にアナウンスの声を入れていただ

きました。こういったものも、地域の方たち、特に地域の子どもたちであると

か、いろんなかたちの声も自由に入れられるような仕組みでもある、あるいは、

情報に関してもいろんなイベントの行事などを、市民の中から挙げる、あるい

は行政側からの連絡、あるいはお願い事項などを入れることも自由に出来る、

こういったことを、利用者の方たちは希望されているのか、ということで挙げ

たものです。なくてもいいよという中間のところが多いので、どうしようかな

と悩むところでもあるんですが、それよりもやはり作ってくれたほうがいいね、

必要だねといっている声に耳を貸そうというふうに見てまいりますと、やはり

地域情報として必要なことを提供して欲しい、という声や、乗り換え案内とい

ったものがございます。乗り換え案内につきましては、宮バス同士の乗換えと、

JR 身延線の情報、これら両方を組み込みました。乗り換え案内に関しては皆さ

ん肯定的にとらえていらっしゃるのかな、といった感じです。逆に今回注意喚

起といたしましては、踏切のときにお気をつけ下さいという話と、それから振

り込め詐欺の情報を提供させていただきました。毎日乗ってらっしゃる方もい

らっしゃいますので、毎回同じことを聞くということもあるのかもしれません

が、注意喚起としては逆に不要だよという意見である、そういったことも含め

てピックアップされてまいりました。こういった状況で、必要な情報としては

地域情報と乗り換え案内、こういったところがどうも中心になってきそうです。
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こういうことを考えながら、本格導入ということをこの後ご議論されて決定し

ていただければ、次にどのような内容を行政側として組み込むかといったこと

をぜひご検討いただければありがたいなというふうに思っております。その中

で、具体的に、アンケートだけではなかなか返ってこないところを学生がヒア

リングで聞いた内容がございます。そういった内容を見ると、50 代 60 代の女性

では、声が機械的でなくて聞きやすくてよかったとか、やわらかくていいねと

か、ディスプレーがあるとどこにきてるかわかるので見やすくてよかったよと

か、あるいは、うしろからじゃちょっと見えづらいかなということをちょっと

心配していただくような声もございました。当初宮 BAN は、前と後ろのほうに

も 2箇所、2台モニター型で組んでございましたが、今回実証実験では 1台とい

うかたちで組んでおりますので、2台運用というかたちであれば後部座席の方も

同じ状況で見られるのではないかなというふうに考えております。小学校 3 年

生の男の子に聞いたところでは、「アナウンスどう？やってみたい？」というこ

とを聞くと、自分ではちょっと恥ずかしいんだけど学校にはやりたいと思う人

がたくさんいると思います、とか、自分の描いた絵が宮 BAN のモニターに映る

とうれしいな、とか、あるいは、パソコンの授業があるので、そこでみんなで

宮 BAN に載せるようなものをどうやって作ろうか、などというものを、授業の

中でやってくれると僕なんかは嬉しいな、といったような声、こういったもの

が挙がってきた、ということでございます。あるいは60代の女性のところでは、

やはりいい面だけでなく、先ほど言った見づらさであるとか、あるいは高齢者

の特徴的な表現が挙げられたのかもしれません。わたくしどもカーナビに慣れ

てまいりますと、高速道路などを走っておりますと、下のほうが手前でどんど

ん遠くなっていくという案内の仕組みになっておりますが、ご高齢の方は、順

番に上からものを見る癖がある、そうしたときに、自分の位置が後先どちらか

わからなくなってしまうといったような声も中にはございました。そういった

ような工夫なども含めて、わかりやすさといったものをどうしていったらいい

かな、といったものもひとつの課題として残されているのかなというように感

じます。こういったような状況がございました。あるいは、バスの位置がわか

るように矢印をつけてほしいといったこともございまして、こちらに関しては

途中一度 10 月 10 日前後にソフトを 1 部改良して見やすいような状況に変更し

たということもございます。

次はバス停オーナーの方にということで、今までバス停オーナーさんには、

バス停オーナーということで富士宮市さんのほうに費用を出していただいてい

たということでございますが、このオーナーさんに関して、実際そのバス停で

どれくらいの利用客の実績があったかという数字はいろいろご報告はされてい

たということでございますが、このサービスについては具体的に対応が出来て
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いなかったということでございます。そういった中でバス停オーナーさんに、

宮 BAN の中で皆さん方のご紹介や PR といったものを入れたらどうでしょう、仕

組みとして活用できそうですかね、といったことをアンケートしたものでござ

います。まずオーナーの方々22 名の方にご回答いただきました。その中で見て

みますと、宮バスを特に利用していない、利用している方は 14 パーセントと極

めて少ない、そして宮 BAN というものも乗っていないから特に知らなかったと

いう方がほとんどです。ですので、やはりこういう運用をする場合には、バス

停オーナーという費用負担をいただいているところなので、こういったところ

にも丁寧なアナウンスが必要だったのかな、といったような気はしています。

続いて宮 BAN で PR をしたいかどうかといったところで見てまいりますと、映像

を掲載したいというオーナーの方が 77 パーセント、特に、営業時間、営業案内、

診療時間、診療内容、それから建物の写真、こういったものを合わせながら映

像でご紹介していただくとありがたいな、中にはプロモーションビデオといっ

たものを自分のほうで作って、簡単なものであればそれを流してほしいなとい

ったような積極的なオーナーの方もいらっしゃいました。あるいは逆に、従来

型の音声のバス停表示でいいよ、といった方も中にはいらっしゃったというこ

とでございます。こう見てまいりますと、こうした情報の中に、バスオーナー

さんの情報提供といったものをかなり希望している部分というものもあります

ので、そういった面では、市で現在いただいているようなバス停オーナーの費

用負担に相当するサービスということで返還するといったような方向性でもあ

るのではないかな、と感じております。さらに、実際に導入してはどうでしょ

うか、といったところでは、導入に賛成という方が 77 パーセント、反対といっ

たところに関してはやはり、これは費用負担0では行えないものでございます。

仕組みとしてどれくらいの金額がかかるかということはご紹介しておりますが、

他の仕組みに比べると、機器だけでもトータル 15 万円くらいで済んでしまうと

いうことはございますが、それでも音声だけであればもっと少ないだろうとい

ったような観点から反対といった意見が出てきているようでございます。ここ

でやはり音声の仕組みにしても、通常型の契約でやっていると、もっと費用が、

実際にはルート変更の音声案内をかえるとなると費用がかかってしまうという、

そういったところに関して十分周知できなかったところでの反対といったもの

かな、というふうに考えております。導入賛成といったところでは、やはり地

域情報として活用できそうだ、あるいはバス停オーナーの宣伝といったかたち

で積極的な PR 活動に今までなかったところが一歩進める、こういった点がいい

なというところが特に賛成のルーツになっております。その他にも、設備利用

が安いという意味でご理解いただいたり、あるいは案内が分かりやすい、ある

いは顧客増加が少し期待できるかな、といったところに、その点のまとめをも
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たれたりしているという状況でございました。このようなものが具体的に、本

格的導入といったかたちで認められた場合ということでございますが、やはり

市民参加ができる仕組みをどうやって考えるのかということと、その中に報告

媒体といったかたちで広告収入もおそらく見込めるような状況にはなると思い

ます。ただやはり宮 BAN のコンセプトは、地域からの情報発信、地域の情報を

どうつなげるかといったところにありますので、そのへんの広告収入をいただ

く部分と市民の情報提供といったもののバランスづくりを行政がしっかりハン

ドリングしなければいけない部分かな、と考えております。さらにこの情報と

いたしましては、コミュニティバスを活性化させるためにということで、今回

富士宮市さんの交通の担当者の方で具体的に差し込みができる、あるいは判断

できるといった仕組みづくりを提案しておりますが、その中ではやはりいろい

ろな不具合、あるいは改善の方法が出てくると思います。そういったところを、

私どもの大学のほうでサポートできていければというふうに考えております。

特に、今このような仕組みを提案させていただいた中で、他の別のところにお

きましては GPS を使って実際に車の遅れ等のようなものも簡易的にスマートフ

ォンのほうに転換してあと何分くらいで着きそうだよといったような情報も提

供できるような仕組みには検討できませんかといったようなお話もしていると

ころでございます。当初富士宮市さんのほうに一昨年、最初にお話を持ってい

ったときにまだ将来的な段階ということで簡易 GPS を使った取り組みも検討し

ているというお話をさせていただいたところでございますが、そういったこと

もローコストの中でどれくらいのタイミングで発信できるかといったようなこ

とも検討しておりますので、問い合わせがあったところによりますと、単なる

コミュニティバスだけではなく、市が管理しているいくつもの中に簡易 GPS 等

を含めて統合した仕組みで遅れ等の対応を交通課のほうで確認して運用できる

ような仕組みとして活用できないだろうかといったような投げかけはしており

ます。そういったことへの対応も含めて、今後交通まちづくり工房学生たちが

取り組んでくるので、それを全部パッケージのようなかたちで組み込んで行政

支援のほうに提供できればいいな、というふうに今思っているところでござい

ます。一応実証実験を進める中で、本格導入をご検討いただく状況といった段

階までまいりましたので、報告させていただきます。以上でございます。

議長（副市長）

藤井委員、どうもありがとうございました。日本大学理工学部交通まちづく

り工房からのご報告でした。今、藤井委員からの説明があったんですけれども、

それに基づきましてですね、来年度以降の宮 BAN の本格導入につきましての提

案といいますか、この後みなさんにお諮りしますけれども、その考え方につき

まして事務局にから提案をしていただきたいと思います。
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事務局（高野）

議案書の 3ページをご覧ください。2号議案のところですが、①②のところに

つきまして、今藤井先生からお話がありました。非常に実証実験のほうも好評

であり、みなさんからはやく本格導入してほしい、すべての宮バスに入れたら

どうかという意見が寄せられているわけですけれども、本格導入につきまして

このように考えております。よろしくご審議ください。

まず本格導入につきましては、導入するということで、導入する路線につき

ましては、中央循環外回り、実証実験を行ったバス路線でございます。それか

ら導入の時期としましては、平成 25 年 4 月 1 日から。コンテンツの内容につい

ては、バス停案内、イベント情報、注意喚起、バス停オーナーの CM、有料広告、

JR 乗り継ぎ情報等、というコンテンツにまとめたいと、他の路線等の導入につ

いては、中央循環外回りの状況を見ながら、決定をするというようにしていき

たいと思っております。4月 1日から本格導入ということになりますと、各オー

ナーバス停さんのところに職員が取材に行っていろんな情報を集めます。それ

を 1月・2月という段階で作りますので、すべての路線にコンテンツを揃えると

なりますと非常に厳しいということがございまして、当面は外回りの宮 2 の 1

路線だけでやらせていただいて、25 年度中に拡大のほうの検討をしていきたい

と考えております。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。お手元の資料 3 ページの第 2 号議案の③

が本格導入の基本的な考え方ということでございます。まずこのことにつきま

して、委員の皆さんからご意見またはご質問等ありましたらお受けしたいと思

います。

県交通政策課 山中雄次委員

県の交通政策課山中と申します。いまお話をいろいろ伺いまして、大変素晴

らしい取り組みであるというふうに思いました。特に全市をみていましても、

自主運行バスのほうに、藤井先生ですとか学生さんが参画されてバスについて

取り組みをされるといった事例は、県内ではちょっとそういったものはないも

のですから、こういったところまで持っていくのに大変な努力をされたのでは

ないかと思います。素晴らしい取り組みですので、経費の面でも浮く面がある

というお話もさきほど先生のほうからありましたので、また機会がございまし

たら、県内の他の市町様にもぜひこういった PR を、高野係長様もしくは佐野様

から PR の機会等ご協力をお願いできればと思います。また、1 点ご質問なんで

すけれども、本格導入した後、例えばいまアンケートをとられていろいろ意見

なども出ていっているんですけれども、実際本格導入した後にもこういった評

価やご意見を反映していくといった取り組みは続けられるのでしょうか。
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事務局（高野）

PDCA のほうで、利用者満足度調査をやっておりますので、その中に一項目宮

BAN についても入れられればその辺の情報の収集も出来ると思いますので、ぜひ

やっていきたいと思います。他の路線の拡大についても、改善をしながら進め

ていきたいと思っております。

県交通政策課 山中雄次委員

ありがとうございました。

議長（副市長）

よろしいですか。他にご意見ご質問等ありましたらお願いします。

静岡県バス協会 平野洋一委員

バス停オーナー制度のほうですね、CM や有料広告を入れるということで、当

然音声で説明を入れると思うんですけれども、その辺の時間や秒数の長さ、次

のバス停の音声ガイダンスの表示の位置ですね、最初に言うのか、後に言うの

かとか、その辺混ざってしまって自分が降りるバス停見逃してしまうとか、そ

ういうことのないように、きちっとそのへんをはかっておいてほしいと思いま

す。

議長（副市長）

アドバイスだと思いますが、その辺についてはどうですか。

事務局（高野）

いまバス停ごとの時間を計っておりまして、短いところは 1 分かからずにい

ってしまうところもありますし、いろんな状況がございますので入れる場所と

いうのは非常に難しいなと思っております。実際に入れる際にはその辺も注意

しながらやっていきたい、と思っております。文字にしますと 50 文字から 100

文字くらいの内容がせいぜいかなと思うんですけれども、そういうところも考

えながらやっていきたいと思っています。ありがとうございます。

議長（副市長）

ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。

聞き漏らしたかもしれませんが、4月 1日に導入というのは、今のモニターその

他そのままなんですか。予算やハード的にどうでしょうか。

事務局（高野）

市のほうで全て用意をいたします。これにつきましては、備品購入費の予算

の委託料のほうがまだ若干ございますので、今年度中に機材のほうは用意して、

4月 1日に間に合うようにしたいと考えております。

議長（副市長）

市の予算ということですね。

事務局（高野）
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市の予算でやります。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。今、県の山中さんのほうから画期的だというお褒

めをいただきましたようにですね、これは先駆的な例になるようですので、準

備をしていただきたいと思います。

それでは、基本的な考え方で何を決めるのかちょっとはっきりしませんが、

今説明がありましたようなことを、第2号議案の③本格導入の基本的な考え方、

その他①②意見をいただきましたので、その方針で行くことについていいかど

うかにつきましてお諮りをいたします。 宮 BAN の本格導入の考え方につきま

しては、今事務局から説明がありましたような③の考え方、それに①②の意見

を加味して行うという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。ご異議なしということですので、宮 BAN の本格導入

につきましては、事務局から説明がありました通り、決定をいたします。今後

この決定を受けまして、当会議といたしまして宮 BAN の本格導入について、か

たちとしては市へ提言するというかたちをとりたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。

以上で本日予定しております協議事項 2件は終わりました。

続きまして、報告事項のほうにうつりたいと思います。

報告事項①のりもの祭アンケート調査結果について、事務局から説明報告をお

願いします。

事務局（高野）

それでは、報告事項です。のりもの祭アンケート調査結果です。別冊の平成

24 年度第 4 回のりもの祭アンケート調査結果という紙をご覧下さい。このお祭

りは 11 月 17 日・18 日の 2 日間かけて行いました。今回は産業フェアと同時開

催ということで、外神スポーツ公園、体育館の東側の広場を使いまして大々的

に行ったものです。ただしこの日はですね、17 日はひどい朝からの雨でして、

ほとんど来場者が無いという状況でございました。かわりに 18 日は非常にいい

天気で、大勢見えたというかたちで、結果的には 305 名の方からアンケートを

いただきました。その結果を報告させていただきます。

まず①ですが、あなたの性別を教えてくださいという中で、女性のほうが多

いということ、これは毎年、こういったイベント関係には女性のほうが多く参

加されているということの中で回答者のほうも女性が 64％で多かったです。年

齢につきましては、30 代ということですが、今回産業フェアということもあり

まして、若いお子様連れの主婦の方が多かったということで、年齢のほうは昨

年よりも若返っております。30 代が一番多かったです。続いてお住まいの地区
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を教えてくださいということで、富丘地区が 23 パーセントで、場所が外神スポ

ーツ公園ということで、昨年は大宮中地区が 1 番でしたが、今年はこのように

なっています。今日はどうやってのりもの祭の会場に来ましたかということに

ついては、ほとんどが自動車で見えたということです。それから宮バス 0 パー

セント、芝川バスも 0 パーセント、タクシー0.3 パーセント、バス 1.0 パーセン

トとということでした。それから、宮バス芝川バスについて、宮バスを知って

いましたかということにつきましては 95 パーセントですね、これはかなり高い

率で周知がされているようです。

3ページをご覧ください。芝川バスを知っていましたかという質問ですけれど

も、こちらは 54.8 パーセントということで、まだちょっと知名度というものは

低いのかなというところがございます。次に、どのくらい利用しますかという

質問に関しましては、利用しないが 59 パーセント、若い世代の方が回答しまし

たのでほとんどがマイカーで移動されているということでですね、利用は少な

いという結果でございました。次に宮タクについて聞きました。利用しないと

いう回答が 68 パーセントでした。次に利用しない理由は何ですか、ということ

に関しては、他の移動手段のほうが便利だから、マイカーのほうが便利だから、

という回答が出ております。次に宮タクについて聞きました。宮タクを知って

いましたか。これは、79.3 パーセント、年々増えてきております。ただやはり

宮バスほどの知名度はないということで、利用者が会員登録制ということもあ

って限定されているということの中で、知らない方もだいぶいらっしゃったと

いうふうに感じております。宮タクを利用していますかという質問では、利用

していないという回答が 68 パーセントでした。理由は何ですか、これもやはり

同じく、他の利用手段のほうが便利なためということです。

次に 5 ページをご覧ください。いまのお住まいからの移動のしやすさについ

て満足度を教えてくださいということですけども、満足という回答が１番多く

て、34.1 パーセントです。基本的にはマイカーで動いていますから困っていな

いという回答だと思います。やや満足が 27.5 パーセント、どちらともいえない

が 22.3 パーセントと、市のほうでは市民満足度 3.4 を合格点としておりますか

ら、これを点数におきかえますと、満足、やや満足が多いということですから、

3.4 は超えているかな、という結果になっております。それからこのお祭りを何

で知りましたかということにつきましては、広報ふじのみやが 50 パーセント、

新聞、チラシという順になっております。参考までに 6 ページにどのようなア

ンケートをとったか、アンケート用紙の見本を掲載しました。それから最終ペ

ージのほうですけども、アンケートを受けて今後の取り組みということで記載

させていただきました。のりもの祭当日の交通手段についてということの中で

ですね、今回はスポーツ公園でやって、来年また市役所の駐車場でやりますか
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ら状況はかわってきます。無料開放もしているので、来年はもっともっと宮バ

スで来場されるという方が増えると思います。そんなかたちでですね、大勢の

方に公共交通を使ってもらえるような仕組みにしたいということです。それか

らですね、市営バスの周知と利用促進ということで、こちらについても図って

行きたいというところです。こちらのほうに今後の取り組みについてまとめて

おりますので、ご一読いただきたいと思います。以上がのりもの祭のアンケー

ト調査の結果でございます。

議長（副市長）

のりもの祭のアンケートの結果の報告でした。せっかくの機会ですので、ア

ンケートの結果から今後の計画について最後の 7 ページに記載しておりますけ

れど、何かこのアンケートにつきましてご質問、ご意見等ありましたらお受け

したいと思います。

静岡運輸支局 村上雅則委員

満足度のデータなどにつきまして年代別でクロス集計をされたりはしている

んでしょうか。

事務局（高野）

クロス集計までは至っておりません。データはありますので、その辺は今後

まとめていきたいと思います。

静岡運輸支局 村上雅則委員

何か今後の方策が見えてくるような可能性もあるかもしれませんので、ご検

討いただければと思います。

議長（副市長）

ありがとうございます。クロス集計、せっかくのアンケートですから、生か

してのほうがいいのではないのかなと思います。ありがとうございました。そ

の他何かご意見・アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。よろしい

でしょうか。それではないようですので、以上で報告事項は終了させていただ

きます。では、次第のその他にうつります。それでは最後に、ありましたら事

務局のほうからお願いいたします。

事務局（高野）

１点、補足事項がございます。お手元のほうにですね、同意書もしくは任命

をするための通知書が入っている方がいらっしゃると思います。来年の 1 月 14

日に委員任期が満了する方が 15 名ほどいらっしゃいます。ご本人様が委員にな

っている方につきましては、同意書というものを入れさせていただきました。

例えば、県のほうから見えている方につきましては、県知事の指名する者とい

うように規約で決まっておりますので、県知事宛の通知を出させていただきま

して、どなたかを指名してくださいという内容の書面を机のほうに置かせてい
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ただきました。芝川地域の方はですね、昨年更新しておりますのでその書類は

ございません。お手元のほうにそういった通知のある方は、12 月 14 日までに、

返信用の封筒も入れてありますので、こちらのほうへとご郵送していただきた

いと思います。つきまして次回のご案内をさせていただくということになりま

すので、よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

その他ということで、該当される方は、よろしくお願いいたします。この件

についてご質問等ありますか。よろしいですか。事務局側で予定された事項は

以上でございます。この際ですので全般的なことで何か委員の皆様からご意見

がありましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。

それでは、いろいろなご意見を出していただきましてありがとうございます。

以上を持ちまして本日の議事は全て終了いたしました。特に今日は、日本大学

の皆さんの実証実験、ありがとうございました。それでは、この後の進行は事

務局のほう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 4回地域公共交通

活性化再生会議は、来年の 1月 18 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 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。

15:30 終了 以上


