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《第 4回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》

○日時 平成 25 年 1 月 18 日（金） 14：30～

○会場 富士宮市役所 7階 710 会議室

○出席者

委員 18 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・

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）・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：平井一

彰施設計画班長・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 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 4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７件、報告事項１件を予定しております。よろしく

お願いします。

なお、前回の第 3 回会議にて御依頼いたしました任期満了の委員につきまし

ては、事前に指名、推薦並びに承諾をいただいております。本来であれば、お

名前をご報告するべきでありますが、すべての委員が再任でありますので、お

手元の名簿で御確認ください。

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まして 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）

皆様ご苦労様でございます。年も改まりましたけれども、引き続き、富士宮

市公共交通の活性化再生会議にていろいろなご意見を頂戴し、当市の公共交通

の活性化を目指してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。座って失礼します。

それでは早速、会議を進めてまいりたいと思います。規約の規定に基づきま

して、議長を務めさせていただきます。議事がスムーズに進行できますよう、

特に今日は案件が多いようですから、皆様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。まずはじめに、第 1 号議案であります、富士

宮市地域公共交通活性化再生会議規約の改正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 富士宮市公共交

通活性化再生会議規約の改正についてです。改正内容につきましては、規約第

14 条・15 条とし、第 11 条から 13 条までを 1 条ずつ繰り下げ、第 10 条の次へ

11 条を追加するというものですが、実際に見てもらったほうがわかりやすいと

思いますから、5 ページをご覧ください。現在 10 条に議決事項があります。議

決事項の第 6 で、重要な事項は議決を得なければならない、となっております

が、その他の事項についてどのような規定があるかといいますと、具体的な記

載はございませんでした。そこで改めまして、報告事項というものを第 11 条と

して追加いたします。次に掲げる事項は、再生会議において報告するものとい

うということで、報告で足りるというような条項にしたいと思います。まず（1）

路線の名称変更、（2）バス停の名称変更、（3）時刻表の変更、（4）、バス停の新

設・廃止・移動です。ただしこのバス停の新設・廃止・移動につきましては、

料金の変更がない場合に限るということで、料金に関わる場合には当然会議の

議決が必要になりますので、それに関わらないものについては報告でできると

いうものです。こういった改正につきましては、JR の時刻改正に伴いまして、

宮バスの時刻変更をしなければいけないということが挙げられます。その際に、

会議を招集するわけにはいかないという中で、時刻表を改めまして事後で報告

をさせてもらいたいというところです。また、当市ではバス停オーナー制度を

導入しております。新しくオーナー様が決まった場合には名称が突然変わるこ

ともございます。そういった際も、事後の報告で足りるようにしたいと思い、
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改めて 11 条を追加いたしました。なお、この変更時期につきましては平成 25

年 1 月 18 日、ご承認をいただきましたら、本日から改正をしたいと考えており

ます。よろしくご審議ください。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。この件につきまして何かご意見等があり

ましたらお願いいたします。報告事項について明記をする、こういった趣旨で

ございます。よろしいですか。ご意見がないようですので、それではここでお

諮りをいたします。富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約の改正につきま

しては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。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 2 号議案 宮バス北循環の路線変更に

ついてを議題といたします。事務局に説明を求めます。

事務局(高野)

第 2 号議案です。宮バス北循環の路線変更ですが、宮バス北循環につきまし

ては、PDCA 評価で E 評価ということで一番最低の評価になってしまいました。

従いまして、何らかの改善をしていく中で、25 年度以降利用を促進したいとい

うことでございます。それに伴いまして、廃止・新設等がございますので、ご

説明申し上げます。まず廃止区間ですが、別紙 2 の 7 ページをご覧下さい。折

り図になっておりますので広げてご覧ください。

最初に廃止区間ですけれども、廃止区間は、図面の左上のほうになります。

赤の実線部分、バス停の名称は入っていませんが、中谷というバス停から和田

のバス停を抜ける縦道ですけれども、この部分を廃止したいというふうに考え

ております。これは単なる退出ではなく、もちろん新設を伴う退出でございま

す。

次に、新設区間です。ここの関係で申し上げますと、中谷のバス停から西へ

向かいます。それから、かなり古いですが、住宅生協で作りました団地、この

団地内を抜けまして和田の下に抜けてくるということで‥

議長（副市長）

図示をして、この辺りということを言ってもらえますか。みなさんどこを見

ていいかわからないと思います。

事務局(高野)

図面の左上の部分の説明をしております。赤の実線のところを迂回するかた

ちで少し遠回りになるわけですけれども、こちらへとバスを回したいというこ

とになります。これが新設部分です。

もう 1 つ、今度は図面の中央部です。富士宮スポーツ公園という表記がござ



- 4 -

いますが、その部分に赤い点の路線があると思います。この部分が新設でござ

います。宮バスにつきましては、体育館の北側をぐるりと回るようになってお

りますけれども、基本的にはこちらには住宅が少ないということで、地域説明

会の中で住宅地をもっと回ればお客さんが乗るかもしれないというご提案をい

ただきまして、今回ですね、体育館を抜けた後南側の団地の中を通りまして、

う宮～なの方向に抜けていくというかたちで、迂回するようなかたちで調整し

延長しております。これが新設の 2番目です。

それから新設の 3 番目、これが 1 番大きなところですね。図面の中央部、右

側になりますけれども、下のほうからいきますと、もともとこのシャトル便と

いうバスは富士宮駅南口からイオンを抜け中原線を上っていったわけですが、

信用金庫の本店のところ、ちょっと変形交差点がございますが、ここを東に向

かいます。ずっと東に行きますと、郵便局の通りを横断いたしまして、さらに

バイパスを横断していきます。次に、信号機の無い交差点、ガソリンスタンド

が右側にある交差点を下から行って左折いたします。次の交差点は信号機がご

ざいまして、そこを右折、小字でいいますと時田という方面へ回って行きます。

まっすぐ行きますと県道の大坂線にぶつかるわけですけれども、こちらに中川

眼科医院がございまして、こちらの交差点まで上っていきます。そこを左に曲

がりまして、狭いんですが舞々木橋というところをわたりまして万野原新田の

ほうへと進んでまいります。しばらく行きますと、通称登山道というところの

交差点を左に曲がります。南下いたしまして最初の信号機、パチンコ ABC がご

ざいまして、そこを右に曲がって鉄鋼団地を抜けて福祉会館に入っていくとい

う新しい路線を考えました。以上が新設路線になります。

それではもう一度１ページにお戻り下さい。次に、運賃につきましてですが、

①としましては総合福祉会館から市民体育館、従来でいいますと北循環といわ

れる路線ですが、この部分につきましては一乗車 200 円と考えております。ま

た、②としまして、富士宮駅南口から福祉会館まで、従来のシャトルという便

ですね、今ご説明しました赤い一点鎖線、大きな一点鎖線の部分、それと、も

ともとの黒い実線の部分、その部分に当たるわけですけれども、ここも、一乗

車 200 円と考えています。また、①と②を乗り継いだ場合、駅から赤い一点鎖

線に乗って、体育館に行ったという場合につきましては、本来 200 円と 200 円

ですけれども、乗り継ぎ割引が受けられますから 300 円といった考え方をもっ

ております。以上が運賃でございます。この変更時期につきましては、平成 25

年 10月 1日から変更をしたいと考えております。その他といたしまして、今回、

路線の変更をすることによりましてフィーダー路線、国庫補助をいただいてい

る大きな線に接続することによりまして、国庫補助が受けられる可能性がござ

います。ネットワーク計画を策定いたしまして、国のほうに補助金の申請をし



- 5 -

たいと考えております。なおこのネットワーク計画につきましては、3月頃にな

りますので、また書面による議決ということで皆様方にお願いをしたいという

ふうに考えています。以上、2号議案の説明です。

議長（副市長）

2号議案、宮バス北循環の路線変更についての説明が終わりました。この件に

つきまして、ちょっと口頭での説明でわかりづらかった点もあろうかと思いま

すので、ご意見ご質問等ありましたらお受けしたいと思いますがいかがでしょ

うか。さらに東側のほうにですね、阿幸地、小泉、大岩地区、舞々木等今まで

薄かった点の充実を、といったところでございます。

県交通政策課 山中雄次代理委員

一点、具体的なところになるんですけれども、線が延びることで運行に要す

る時間はどのくらい延びるものでしょうか。始点から終点でどれくらい変わる

のでしょうか。

事務局(高野)

この赤い長い路線ですけれども、従来よりも 10 分ほど伸びるというふうに考

えております。北部側の点線につきましては 2.3 分程度ということですので、

合計では 15 分くらい延長されるのかな、というふうに考えております。

議長（副市長）

よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。よろしいですか。

それではお諮りいたします。宮バス北循環の路線変更につきましては原案通

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、本案につきましては原案通り

承認いたします。次に、第 3 号議案 芝川バス内房線の路線廃止及び宮タクの

新設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)

第 3 号議案です。芝川バスにつきましては、PDCA 評価で C 評価です。合格点

だったわけですけれども、細かく路線を見ていきますと、内房線の利用が非常

に悪いという実態が見えてまいりました。そこで、地域の区長会の役員様とお

話をする中で、今後内房の地域について、地域にふさわしい交通とはなんなの

かということで検討してまいりました。その結果といたしまして、ドア to ドア

で移動できる宮タク方式のほうがよろしいのではないかという結論に達しまし

て、C評価ではありますが、内房地域の運行形態の見直をしたいと思っておりま

す。ついては、バス路線の廃止をして宮タクを入れます。

廃止の路線について説明いたします。廃止区間は別紙 3 の 8 ページをご覧下
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さい。こちらの黒の実線の部分ですね、黒い線が下に延びていると思いますが、

尾崎という地域から瓜島という地域の間を廃止にしたいと思っております。こ

れが 25 年の 9月 30 日をもって廃止というように考えております。

次に、宮タクの新設について説明いたします。どのような運行形態にするか

と申しますと、9 ページをご覧下さい。宮タクというのはエリア運行ですので、

黒い点線の楕円がございますが、ここが交通空白というかたちになりますから、

この空白地域と中心部を結ぶという仕組みになります。まず中心部のほうを説

明しますと、黒い点線があるのですが、芝川会館と JR 芝川駅を結んでいる線、

それからその線から北に桜田医院さんという病院がありますが、そちらの病院

のほうへ抜ける線、東側につきましては佐藤医院さん、こちらの病院の前まで、

ということで、この路線上であれば乗り降りができるということでですね、現

在の宮タクでいえばこれが街中エリアというような位置づけとなります。基本

的には路線がなければ動けませんので、この路線上で降りられるといったよう

に考えております。

それでは、どういった場所から乗れるかといいますと、図面の上のほうから

見ていきます。橋上という地域がございます。少し中心部から離れているんで

すけれども、橋上から駅周辺まで 500 円、途中尾崎という地域で降りた場合に

は 300 円ということで、この尾崎・落合という地域で途中下車できるという仕

組みを考えております。次に、先ほど言った尾崎・落合という地域ですけれど

も、これは駅にしか行きませんので 300 円でございます。次に塩出、駅まで 400

円、尾崎周辺で 200 円、竹下・大嵐・巡沢ですけれども、駅まで 400 円、尾崎

まで 200 円。瓜島・野下・山口・行道は駅まで 500 円、尾崎周辺まで 300 円で

いけるといったような、2段階の運賃体系で行きたいと思います。これが宮タク

のエリアでございます。

もう一度 1 ページにお戻り下さい。運行日ですけれども、これにつきまして

は現在の宮タクと同じ考え方で、年末年始、12 月 29 日から 1月 3日および土日

祝日を除く毎日、というように考えております。運行時間につきましては、交

通空白の地域、内房地域から芝川駅周辺は朝 8時と 10 時、逆に芝川駅周辺から

交通空白地域に戻る便が 13 時と 15 時ということになっております。これにつ

きましても、運行開始を 10 月 1 日を予定しておりますけれども、また細かい意

見が地域から出る可能性がございます。本日ご承認をいただきまして、万が一

時間の変更があった場合には、大変申し訳ありませんけれども正式に決まった

段階で報告というかたちでご照会するようになるかもしれませんが、現段階で

はこの 4 便を考えております。運賃につきましては先ほど図面で照会いたしま

した。その他といたしまして、会員登録、予約方法につきましては現在の宮タ

クと全く同じ形式をとりたいと考えております。運行開始は平成 25 年 10 月 1
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日を予定しております。よろしくお願いいたします。

議長（副市長）

第 3 号議案について事務局からの説明が終わりました。この件につきまして

ご意見ご質問等はございますか。

老人クラブ連合会芝川支部 望月謹二委員

宮タクは初めてなんですが、内房地区の芝川周辺の 8時と 10 時とございます

けど、これはこの時間に宮タクが運営されるということですか。そうしますと

この前も申し上げましたけど、町営バス当時と芝川バスのお客さんの利用状況

を見ますと、4分の 1 に低下しました。それは主に身延線の連絡が、町営バス当

時はバスの回数も多いし、また身延線の連絡も良かったんですけれども、今度

の宮タクは電車の接続ということは考えていないんでしょうか。例えばこの 10

時でございますけど、皆さんの希望を聞いてみますと 9時 24 分の身延線ののぼ

りの電車の利用者が非常に多いように感じられます。その時間に合わせていた

だくというわけにはいきませんでしょうか。

事務局(高野)

細かい時間につきましては調整をしている最中でございまして、そういった

ご意見がありましたらもちろん時間の変更は出来ます。現在は、JR と、芝川バ

ス両方を含めてもう少し詳しく確認したうえで、調整をさせていただきたいと

思います。

議長（副市長）

よろしいですか。時間等につきましてはまた、地域住民の方々のご意見を聞

いて決めていきたいといったところでございます。その他いかがでしょうか。

先ほど手を挙げていらっしゃった齋藤委員いかがでしょうか。

区長会芝川支部 齋藤靜委員

地域で、地元の皆さんとかなり協議してあってこういう結果になったんじゃ

なかろうかと思いますので、時間調整のことだけできれば問題はないんじゃな

いかなと思います。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。

県交通政策課 山中雄次代理委員

県の交通政策課です。2点お伺いしたいと思います。まず1点なんですけども、

他の宮タク等も PDCA のサイクルを基にやってらっしゃると思うんですが、この

内房線についても同じように PDCA に基づいて行われるのかということと、もう

1点はお金の話になるんですけれども、これは補助事業として何か制度の活用は

考えていらっしゃるかということを、2点お伺いしたいと思います。

事務局(高野)
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内房線はですね、内房線だけの評価は無いんですけども、芝川バスという 5

路線ございますが、5 路線を 1 路線ということで、全体評価として PDCA を行っ

ております。補助金につきましては、県補助を考えておりますから、確保計画

でこちらのほうは入れさせていただきたいと考えております。

県交通政策課 山中雄次代理委員

地域間幹線との接続はないという系統でよろしかったでしょうか。

事務局(高野)

身延線は地域幹線になっていなかったですかね。フィーダーにはならないと

いうふうに考えたんですけれども‥。

県交通政策課 山中雄次代理委員

鉄道ですと交通不便地域の指定等を受けることが出来れば、接続可能になる

場合もありますけど‥そのときには細かい資料を出していただいての判断とな

るので、この場では判断できないというようになります。

事務局(高野)

原則的には、バス路線の幹線系統とフィーダーしているということになりま

すと該当しないのかということで県補助を考えていますが、先ほどあったとお

り、もしフィーダー路線になるようであれば、国庫補助のほうで対応したいと

いうように考えております。わかりました。よろしくお願いします。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。よろしいですか。それではお諮りいたします。芝

川バス内房線の路線廃止及び宮タクの新設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。

（異議なし）

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、第 3

号議案につきましては原案の通り承認をいたします。

続きまして、第 4 号議案 芝川バス稲子線、稗久保線、香葉台線の路線変更

についてを議題とします。事務局に説明を求めます。

事務局(高野)

第 4 号議案です。こちらの路線変更につきましては、内房線がなくなること

によって若干ダイヤに余裕ができます。それに伴いまして路線の変更をしてい

きたいというものでございます。まず廃止の区間がございます。8ページをご覧

下さい。先ほど見てもらった図面ですけれども、この 8 ページの中央、内房橋

の新橋と旧橋の間なんですが、稲子線廃止区間というのが実線で若干ございま

すが、その部分は全くバスが通らなくなるものですから、廃止をさせてもらお

うと考えています。ではどうなるのかと言いますと、北から来た場合には新橋

をまわって、古い橋のほうを渡る新設の区間を入れるということで考えており
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ます。これが廃止区間でございます。新設の区間、今、稲子線の説明をいたし

ました。もうひとつ新設区間がございます。②の稗久保線、香葉台線の新設で

すが、10 ページをご覧ください。こちら稗久保線、香葉台線は、富士宮市の中

心市街地に近いほうの部分での変更になります。既存区間という矢印があるん

ですが、この矢印が指しているのは富士宮三中の付近を指しております。滝戸

橋を渡りまして信号機のない T 字路を右に曲がるのが現在の路線です。神田川

町を通りまして由比線のほうに出るわけですけれども、パチンコ ABC さんのと

ころの信号機を曲がってイオンに入っていくというのが現行の路線です。この

現行の路線を１便だけは残すわけですけれども、残りの便につきましては、先

ほど申し上げました滝戸橋を渡った T 字路から北上してまいります。黒の一点

鎖線になります。これは従来富士急バスさんが運行していた路線でありまして、

そこを復活させるという意味合いもございます。まっすぐ県道まで上がってま

いります。左に曲がりまして、西駅のほうにまわりまして、西駅のロータリー

をぐるっと回って東へ向かいます。県道をずっといって神田通りを通ります。

浅間大社のところまでまいりまして、神田橋の交差点を南下いたします。東へ

向かった場合には右折をいたします。右に曲がって鉄道高架をくぐりまして、

イオンの西側から南側へとまわりこんで既存の路線につながるというかたちで、

この黒の一点鎖線の部分を新設したいというふうに考えております。以上が新

設区間でございます。変更時期につきましては、新設部分につきましては平成

25 年 10 月 1 日からということで、廃止は 9 月 30 日ということでよろしくご審

議下さい。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。第 4 号議案につきまして、委員の皆様か

らご意見ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

内房線の廃止に伴って、バスに余裕ができたのでまわすということでよろし

いですか。

事務局(高野)

約 10 分ほど延長するわけですけれども、これにつきましては内房線の廃止の

中で生まれてきた時間を有効活用したいということで、西町地域の生活交通も

実現したいと考えております。

議長（副市長）

西町まで回るということはなにか地域要望等があったのですか。

事務局(高野)

もともと芝川の方は、富士急静岡バスの時代から、西富士宮駅を経由して富

士宮駅に行っていたという経緯がございまして、現在の芝川バスがいきなり富

士宮駅の南口に着くものですから、当初から違和感を感じていた部分がござい
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ます。なるべく旧芝川町地域の住民の方の生活スタイルに合わせたものという

ことで西駅を経由するというように考えました。

区長会芝川支部 齋藤靜委員

齋藤です。今のお話で私どものほうとしてはこの路線のコースについてはあ

りがたい話なんですが、ただ時間的な面でですね、この西駅経由のものが、ま

だ他の商店が開いていない時間に通るようなことだと、正直申し上げて、店の

開いている時間というのは遅い時間なものですから、できれば各商店があいて

いるような時間帯で走っていただけるようにぜひお願いしたいと考えておりま

す。現在イオンに直接来るものは、ほとんどまだ商店が開いていないというよ

うなこともあるもんですから、その辺りを考慮していただけたらと思います。

事務局(高野)

朝の 1 番便については、実は宮バスの車両が新田から芝川を通って南口へ来

ます。そこから東南循環がスタートするというかたちでですね、どうしても時

間の制約がございますので、路線を変更いたしましても、朝の 1 番便だけはそ

のまま西駅を通らずにですね、黒い実線で行きたいと思っております。残りの

便につきましては、残り 3 便ございますが、すべて西富士宮駅を通りますけれ

ども、これは商店が開いている時間帯になると思います。ただ詳しい時刻表に

ついてはまだダイヤを組んでおりませんので、今日公表できませんけども、い

ずれにいたしましても、運行時間が限られてますから、基本的には商店があい

ている時間でおさまるというふうに思っております。

議長（副市長）

その他いかがでしょうか。ご意見ご質問がありましたらお願いいたします。

それではないようですのでお諮りいたします。芝川バス稲子線、稗久保線、

香葉台線の路線変更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）

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、第 4

号議案につきましては原案の通り承認いたします。続きまして、第 5号議案 宮

タクの運行形態変更についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。

事務局(高野)

議案書の 2ページになります。5号議案、宮タクの運行形態変更です。別紙 6、

11 ページをご覧下さい。こちらにつきましてはやはり PDCA の評価に基づいて変

更するものでございますが、第 3 回目の活性化会議の中でご提案をいたしまし

た。宮タクについてはあまりにも不便であって、もう少し実態に合った運行形

態にしないとまずいんではないかという説明をした中でですね、すべて増便、

運行回数を増やすというかたちで変更いたします。それでは細かく説明いたし

ます。
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まず、山宮エリアです。こちらは D 評価でした。赤い部分が変更部分という

ことでご理解下さい。山宮エリアの月水金の地域がございますが、こちらは毎

日運行に変えます。それから、運行便数を 3 便から 4 便に増やします。増やす

時間帯は、街中エリアから山宮エリアに戻る便で、11:30 を追加したいと思いま

す。それから、その他の山宮エリアには変更はございません。

次に、山本エリアです。こちらは C 評価です。山宮と同じく、月水金の地域

は、すべて平日毎日に変えます。また、3便から 4便で、同じく 11:30 を増便し

たいと思います。さらに、毎日運行している山本エリアがあるのですが、運行

日に変更はございませんが、こちらは 5 便から 6 便ということでこちらも 1 便

増やします。この 1 便は山本エリアから街中に午後出掛けるという便、これは

従来から非常に要望が多くて、初めて山本エリアに午後でかけるという便を入

れたいと考えております。

次に、安居山エリアです。こちらは評価が B で、宮タクの中で最も高い評価

でした。現在月水金ですが、平日毎日にして 1便増やします。1便を増やすのは

16 時ということで、実は安居山エリアは、芝川バスが運行するまでは毎日 5 便

走っておりました。そのときに、13時と16時という時間帯で運行していたため、

この16時を復活させるということで、16時に1便増やしたいと思っております。

次に南部エリアです。評価は C でした。平日毎日に改めて、1 便増便、14 時

を 1 便増やしたいと思います。現在お昼 12 時しかございませんでしたので、2

時間後の 14 時に増便と考えております。以下、同じになります。上野エリアも

毎日運行の 1 便増、富士根エリア、毎日運行の 1 便増、北山エリアも 1 便増の

14 時ですね。なお、北部エリアにつきましては北山エリアとの引継ぎがござい

ますので、30 分ずらして 14 時 30 分というかたちになっています。変更時期に

つきましては、平成 25 年 4 月 1 日から運行形態の見直しをしたいと考えていま

す。よろしくご審議下さい。

議長（副市長）

事務局からの説明が終わりました。かなり大幅な改善をしたということでご

ざいます。この件につきましてご意見ご質問等皆様からお受けしたいと思いま

す。よろしいですか。それではご意見がないようですのでお諮りいたします。

第 5 号議案宮タクの運行形態変更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）

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、第 5

号議案につきましては原案の通り承認いたします。次に、第 6 号議案 平成 25

年度、26 年度の生活交通確保計画案についてを議題といたします。事務局に説

明を求めます。
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事務局(高野)

第６号議案です。こちらも別紙でご説明申し上げます。別紙７、ページでい

いますと 12 ページから 20 ページになります。よろしいでしょうか。それでは

ですね、こちら別紙 7、国庫路線と県単路線と市単路線と 3種類ございます。こ

の確保計画につきましては、市営バス事業、それから民間バス事業、今日は富

士急静岡バス様と山交タウンコーチ様がお見えになっておりますので、それぞ

れ担当する路線についてご説明いたします。

まず私のほうから、市営バス事業についてご説明いたします。12 ページをご

覧下さい。国庫補助路線です。申し出番号 3･4･5･6 とございますけれども、3･4

につきましては北シャトル、先ほど路線変更をいたしまして、国庫補助を申請

するということを前提にですね、確保計画を考えております。運行につきまし

ては、富士宮市の市営バスですから市町名は富士宮市、富士急静岡バスのほう

に運行の委託をしたいと考えております。下の表をご覧ください。3･4･5 に対応

するんですが、現行がキロ程、13．1 が 19.8、先ほど赤い点線でご説明した部

分が 6.7 キロほど増えるということで、こちらが増えております。それに伴い

まして 1便当たりの回数が 3.0、平均乗車密度 1.0、輸送量 3.0、実車走行 17463.6

キロ、経常経費 397 万円、平常収入 25 万 9 千円、欠損額、371 万 1 千円、とい

うような感じで考えております。この 3･4 が内回り外回りということで同じ路

線でございます。

次が 5･6、こちらが現在も運行しております東南循環です。東南循環につきま

しては、既に国庫補助をいただいております路線になりますので、そのままご

照会をいたします。運行便数･キロ程については変更はございません。計画を進

めてまいります。5･6 同じでございますが、キロ程が 16.8 キロ、1 日当たりの

運行回数3.0回、平均乗車密度1.0人、輸送量3.0人、キロ程が実車走行が14817.6、

経常経費が 336 万 8 千円、以下このような欠損額が生まれる、というように考

えております。以上が富士宮市が持っております国庫補助路線になります。

続きまして、県単のほうの説明をいたします。14 ページをご覧下さい。こち

らもやはり富士宮市の市営バスになりますけれども、申し出番号 1･2 がござい

ますが、これが現在の宮バス中央循環です。こちらも市営バスですので関係市

町名は富士宮市で、富士急静岡バスのほうに委託をする業務になります。起点

は福祉会館、終点も福祉会館で、途中、富士宮市役所等を経由するという路線

になります。このキロ程につきましては、現行・計画に変更はございません。

キロ程 14．9 キロ、1 日 8 回運行して、1.5 人乗車密度、輸送量 12 人、実車走

行キロ程 39365.8 キロです。以下経常経費等ここに記載いたしました。2は、そ

の外回りということになります。若干乗車密度等が変わっていますので、そこ

だけ説明します。平均乗車密度は、外回りが実績上悪いものですから 1.1 人、
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輸送人員8.8人、実車走行距離以下につきましては記載のとおりでございます。

次に 15 ページをご覧ください。こちらも市営バス事業ですが、デマンド交通

宮タクの部分になります。申し出番号 7番からずっと次のページの 15 番までが

デマンド交通でございます。こちらの記載のとおりでございますが、先ほど運

行形態の見直しで説明いたしました路線すべてになります。山宮地区、山本地

区、安居山地区、上野地区、これが 7･8･9･10 になります。運行形態につきまし

ては、先ほどご説明をいたしましたとおりです。山宮エリアにつきましては、

もともとの大きいほうの便数が変わっておりませんので、現行と計画が基本的

には同じになっております。実車走行だけは若干変わっておりますけれども、

これは運行日の関係ということになります。8･9･10 につきましては、それぞれ

運行日数を増やしましたので増えております。1日当たりの回数の 2.5回が 3.0、

輸送人員のほうもふえております。実車走行のほうも、それぞれ増えていると

いうかたちで提出したいと思います。同じく安居山、上野につきましても実際

の日にちの増加に伴う実車走行の増加がございます。11 から 15 は南部エリア、

富士根エリア、北山エリア、北部エリアになります。15 につきましては新たに

内房エリアということで現状では県単ということで、フィーダー路線には該当

しないのではないかということで県単のほうに入れておきます。これは、先ほ

どのお話であったように場合によって調整ができれば国庫補助にあがる可能性

がありますけれども、現状ではこちらのほうで示させていただいております。

こちらについても現行よりも増便をするということでそれぞれ増えております。

ここの記載の通りでございます。

続きまして、17 ページをご覧下さい。こちらが芝川バスの話になります。内

房線が 2 系統ございます。これは長貫にいくものと長貫を通らないものという

ことで 2 系統ございます。それが 16･17 です。18 が芝富線になります。実車走

行等につきましては下の表の通りでございます。

18 ページがその他の芝川バスですが、香葉台線、芝川線、稗久保線も 2 系統

ございます。香葉台線を経由するものとしないもの、それから稲子線というか

たちになります。実車走行につきましてはこのような状況ですけれども芝川バ

スにつきましては計画が 2 段階になっております。先ほど路線の変更のご提案

をさせていただきましてご承認をいただきました。それに伴う実車走行距離で

示しておりますので、2段書きの下の計画のほうが若干増えている部分がござい

ます。路線変更に伴うものとしてご理解ください。

続きまして 19 ページの市単に入ります。先ほどは県単でした。続いては市単

ですが、市単につきましてこれも重複のようなかたちになってしまうんですけ

ど、今現在の北循環・シャトル、申し出番号 3･4 ですが、これは国庫補助路線

にも 3･4 がございましてダブっております。というのは、10 月 1 日から変わる
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ものですから、25 年度につきましては 4月 1日から 9月 30 日までは市単部分で

運行するということで、ここは重複のような表記になっておりますけれども、

申し出番号 3･4 を改めて市単のなかで記載をしております。実車走行等につき

ましては下の表記の通りでございます。以上が市営バス関係になります。

続きまして、富士急静岡バスと関係する路線についてご説明をお願いします。

富士急静岡バス株式会社 渡辺部長

富士急静岡バス渡辺と申します。いつも弊社の路線バス事業におきまして格

別なご配慮をいただきましてありがとうございます。生活交通確保計画につい

てご説明申し上げます。お手元の資料 13 ページの国庫補助のほうから説明させ

ていただきます。国庫補助路線といたしまして、上から柚野線、曽比奈線、大

渕線、大月線ということで記載がされております。この中でですね、平成 26 年

度より大月線の方を新規路線としてエントリーしていただきました。こちらの

大月線に関しましては、富士市と富士宮市を結ぶ基幹路線でございまして、利

用客は買い物客、通勤・通学でご利用のお客様、日中の買い物客等が主な利用

客となっております。こちらの大月線のほうは、下段のほうに収支計画があり

ますけれども、キロ当たり往復で片道 9.5 キロ程の輸送量が 105 人というよう

な路線でございます。こちらのほう、いままで手前ども頑張って努力して色々

路線の維持をはかってまいっておりましたが、23 年度くらいから赤字路線とい

うような方向になりましたものですから、この度エントリーのほうをさせてい

ただきました。

続きまして手前どもは県単補助のほうはございませんのでお手元の資料20ペ

ージの市単補助のご説明のほうに移らせていただきます。こちら 25 年度の計画

ということになります。手前ども 24 年度に上野線の 3系統 1系統に統合し、本

年度 25 年度におきましては前年度からの変更はございません。こちら記載の通

り、北山線、上野線ですね。こちら 3 路線の 5 系統、こちらのほうが市単補助

の系統のほうになっております。こちら特に市内の買い物客、通勤客のご利用

の多く、JR のほうの接続をはかりながら、路線のほうを維持して参りたいなと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。手前ども富士急静岡バス以上

です。

事務局(高野)

続きまして、山交タウンコーチ様お願いします。

山交タウンコーチ株式会社 野口係長

山交タウンコーチの野口でございます。日頃より、当社バス事業に多大なご

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申し上げます。当

社の生活交通確保計画につきまして、座ってご説明をさせていただきます。当

社の路線につきましては、資料の 13 ページをご覧下さい。この 13 ページ内、
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全部で4つの四角がありますが、下2つの部分にかかってまいります。1番左端、

事業者番号または市町コードといいますが、こちらでこの 105 の部分となりま

す。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起

点とし、イオン･星山台を経て蒲原病院までの路線となっております。まずこち

らに記載しております、確保計画案の現行につきましては、平成 23 年 10 月か

ら、平成 24 年 9 月の補助年度といわれる年間の実績を記載させていただいてお

ります。計画につきましては、国庫補助路線として国へ提出しておりますネッ

トワーク計画というものがございますが、こちらに基づく値を掲載させていた

だいております。輸送サービスの範囲、また地域間幹線系統としての役割でご

ざいますが、こちらの路線につきましては、身延線富士宮駅、またはイオン、

各学校への通勤・通学・買い物手段として、学生・中高年層の利用が多く、ま

た終点となります富士市内の蒲原病院への通院手段、東海道線富士川駅への利

用が多く見受けられます。富士市内からも通学や富士宮駅の利用とともにイオ

ンへの買い物が多く身受けけられます。こちらのことから、地域間の幹線系統

としての位置づけを行わせていただいております。実際の確保計画の各項目・

数値、現行との計画の差になりますが、まず実車走行キロ、こちらにつきまし

ては現行・計画とも片道が 18 キロの系統となっております。１日当たりは 10.3

回、平均乗車密度は 2.2、輸送量は 22.7 というかたちになります。実車走行キ

ロ、こちらの差になりますが、当社運行につきましては平日のダイヤ、また土

休日のダイヤと 2 種類にわかれております。この差につきましては、この計画

の中の年間の平日の日数、土休日の日数、カレンダーの差から出てくるものと

もなりますので、各計画そのものは現状のものを維持していくということにな

ります。費用収入につきましては、さきほどネットワーク計画に基づく算式と

させていただいておりますが、こちらの算式につきましては、過去の増減率、

過去 3 年間で増えているのか、減っているのか、こういった傾向をもとに算出

をすることとなっております。よってこちらの平成 26 年度の算出をすることと

なりますが、年間実車キロの減少、また当社若干ではございますが、キロ当た

りの走行費用というものも若干減少することによりまして、費用そのものを、

減少傾向といったかたちでの記載をさせていただいております。収入につきま

しても、1キロ当たりでどのくらい収入があったかという部分でありますが、当

社一昨年、1部路線参入によりまして減便を行わせていただきました。こちらの

ことから、収入につきましても若干減少、ということから、結果として欠損額

のほうを出させていただいております。以上で、簡単な説明とはなりますが、

今後も公共交通ネットワークの構築に向け、時刻改正等による利便性を模索

し続け、富士宮市さんをはじめ関係各所のご協力を得ながら路線バスの維持に

つとめてまいりますのでよろしくお願いいたします。
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事務局(高野)

以上で 6号議案の説明を終わります。

議長（副市長）

ありがとうございました。事務局並びに事業者様からの説明が終わりました。

この件につきまして何かご意見ご質問等ありましたらお受けしたいと思います。

主に市の関係は、先ほどご承認いただいた路線の変更あるいはその他の変更に

伴うものでございます。各事業者様につきましては 25 年度・26 年度の考え方に

つきまして計画について説明をしていただきました。

日本大学 藤井敬宏委員

すみません、内容に関する質問ではないんですが、だいぶ前に聞いた記憶が

あるんですが忘れてしまったので教えていただきたいといったところです。例

えばページの 16 ページを見ていくとですね、平均乗車密度という概念がちょっ

と入ってこないので、前も伺った記憶があってすっかり忘れてしまったもので

すから、例えば下から 2番目の申し出番号 14 の数値を見てみるとこれは北部エ

リアのデマンドタクシーで、平均乗車密度が 5.2 という数字が出てくるところ

が、どうも 5.2 という数字が何を意味しているのかわからない、密度の概念を

教えていただけるでしょうか。これはおそらく出し方としては１日当たりの運

行回数が 2回運行していて、平均乗車密度が 5.2 だから輸送量が 10.4 というか

たちの掛算式で出てきているとは思うんですけれども、密度というふうに考え

て、1台あたりを普通考えると、タクシーを使っていてどういう換算になるのか

というのがちょっとわからないということで教えていただけますでしょうか。

事務局(高野)

乗車密度につきましてはバス路線の場合はわかりやすいんですけれども、起

点終点の間でいつ見てもそこに乗っている数というのが乗車密度になります。

ですから、例えば白糸の滝から富士宮駅の路線がございまして、北山で 1 人乗

って駅までいって、1 人乗っていますけれども、乗車密度は 1 にはならないん

ですよ。白糸の滝と北山の間が 0 ですから。結果的には大勢乗ったときにどこ

を切ってもその数が乗っているというのが密度で表記されます。宮タクにつき

ましては予約制ですので、必ず 1人乗って目的地まで行きますから、1人乗った

ら乗車密度は必ず 1 になるという仕組みになります。そこで乗り合いが発生す

ることによって乗車密度が 2、3、というふうにあがっていくわけですけども、

バス路線のように停留所という概念がございませんので、宮タクについては非

常にわかりにくいんですけれども、そういった考え方で乗車密度は作っており

ます。ただ、ご指摘のように、北部エリアの 5.2 は非常に高いわけでして、こ

れは非常にわかりにくいんですが、これは国庫補助の申請のときにこの数字を

使っているものですから、このまま確保計画の中でもこの数字を使わせていた
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だいております。実態とは若干異なってくるという状況があります。ですから、

宮タクも非常に運行回数が少ないんですけれども、誰も乗っていなければ 0 で

運行そのものがありませんから、分母が大きくならないんですね。走ったとき

に何人乗るかという話になりますと、必ず利用の少ない宮タクにおいても乗車

密度というのは常に保たれているということになります。いかがでしょうか。

議長（副市長）

これは 5.2 は乗車を越えてしまうんじゃないかという、単純に言うとそうい

うことなんでしょうか。

事務局(高野)

5.2 は非常に難しいんですけれども、北部エリアというのは非常に長いんです

よ。根原から上井出出張所のところまであります。20 キロくらいあるんですね。

で、宮タクの北部エリアというのは、途中で乗り降りできる仕組みになってお

ります。例えば、内野の方がフジヤマ病院で降りるという方法もございます。

それは、全体のキロ数からみますと非常に密度が高いことになりまして、そう

いう計算式に基づきますと密度が高まってくると、いうことになって…もしで

きましたら国の方にフォローでもしていただけると‥県のほうがいいでしょう

か、わかりにくいですね。

日本大学 藤井敬宏委員

密度の概念で行くと、時間占有率が空間占有率か基本的にはどちらかなんで

すよね。それを、タクシーを使うと、実際に宮タクのいいところは動かしてい

るときしか発生しない事案ですよね、ですから通常 1 台に乗っている人が 1 人

乗車 2 人乗車といったときにはその利用できる人数から考えると 4 分の何某か

という空間占有で考えるほうが基本はわかりやすいんですが、というのも、オ

ンオフで乗ったところと降りたところを必ず特定できているので、あまり距離

対制での空間でわけてもあまり意味をなさないという状態で、それから考える

とどういう密度の概念なのかということがよくわからないので聞いたんですが、

いま聞いてもやっぱりよくわからなくて、申し訳ありません。基準でこういう

算出の方法が、バスならまだわかるんですけれどもタクシーのところで占有の

概念が違うのであればまた別の機会に調べて教えていただけるとありがたいと

思います。これだから良い悪いというわけではなくて、何なのか単純に知りた

いといったところでございます。

事務局(高野)

バスでしたら起点終点がしっかり定まっている系統のものであればわかりや

すいんですけれども、宮タクのようにどこからどこへ運行するというのがその

日よってかわってきますので乗車密度の考え方は難しいと思っています。ただ

計算式に当てはめてみますと 5.2 が出て、この平均乗車密度を計算するときは
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県の場合は任意で特定の日を選べるというものがあります。ですから、多く乗

った日を選んで計算していきますと、計算式上、非常に長い路線の中でもって

この区間しか運行していなかったというと、非常に密度の高い運行をしたとい

う結果が導き出されて、数字上 5.2 ということで、実態は 1 便に対して 5.2 な

んていうのは 2 台走らなければ乗れない数になりますので、今現在、満席で 4

人ですので、ちょっとイメージしづらいというか‥ありえない数字になってお

りますけれども、計算上このようになってしまったということで‥説明しても

さらにわかりませんかね。すみません。

日本大学 藤井敬宏委員

平均という概念がつくと、なおさらわからないというのもありますね。

事務局(高野)

これにつきましては、わたくしもう少し勉強させていただきまして、次回の 4

月になると思いますけれども、以前からこういった質問を受けておりましたの

で、もう一度整理するといった意味合いでもう少しわかりやすい例を示しなが

ら乗車密度の考え方をご説明したいと思います。今日のところはこういったこ

とでご理解ください。

議長（副市長）

よろしいですか。ではこれは課題というか、皆様と私を含めて理解に苦しむ

ところがありますので、次回までに考え方を説明できるようにお願いします。

それでは他にいかがでしょうか。

県交通政策課 山中雄次代理委員

今の話に若干の付け加えなんですけれども、県のほうのデマンド運行に対す

る補助金の制度があるんですけれども、たしかにこの密度の考え方がデマンド

には当てはめにくいという話がこれまでにもあったものですから、補助要件の

計算のやり方を変えました。乗車率というものを当てはめることにしました。

つまり、10 回運行して 12 人乗ったというと、12÷10＝1.2 といったかたちで計

算して補助率を出して補助を決定していくということで、県の補助の基準です

と、1.1 超を超えた場合は補助対象とするということになっています。つまり

10 回運行して 11 人乗ったという場合は補助の対象にはならなくて、10 回乗っ

て 12 人乗った、1.2 という場合は補助対象とするという線引きをさせていただ

いております。なので、県のほうの考え方として、マイタクシーの状態で使わ

れると困りますよと、補助の対象にはできないですけれど、きちんと皆さんで

声をかけあって乗り合わせていただくという、そうしたデマンド交通について

は補助をしていくといったように考えております。以上、補足をさせていただ

きました。

議長（副市長）
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ありがとうございました。この件につきましてはよろしいですか。その他に

第6号議案につきましてご意見ご質問等ありましたらお受けしたいと思います。

よろしいですか。

それではお諮りいたします。平成 25 年度、26 年度の生活交通確保計画案につ

きましては、1部説明しきれない点はありましたが、これは宿題とさせていただ

いて原案通り承認するということでご異議ありませんか。

（異議なし）

ご異議がございませんでしたので、6号議案につきましては原案通り承認いた

します。なお、こちらにつきましては、静岡県の生活交通確保対策協議会に事

務局から報告することになりますのでそのようにお願いします。

続きまして、第 7号議案、平成 25 年度、26 年度の収支改善計画についてを議

題といたします。第７号議案につきましては第 6 号議案の路線に関する運行事

業者の収支改善計画案が議題となります。その関係もありますので、富士急静

岡バス並びに山交タウンコーチの御担当者の方それぞれからご説明をお願いし

たいと思います。

まず、富士急静岡バスの御担当者から説明をお願いいたしします。

富士急静岡バス株式会社 渡辺部長

富士急静岡バスです。収支改善計画、25 年度 26 年度と続けて説明させていた

だきたいと思います。利用促進策に関しまして、引き続き乗合バスの乗り方教

室の実施により校外学習でのバス利用促進を図ってまいりたいと思います。特

段の部分をかいつまんでご説明いたしますけれども、IC カード PASMO の相互利

用拡大が本年度 25 年の春に行われます。この関係で、今まで JR 東日本しか使

えなかった PASMO が、JR 東海・西日本等々利用範囲が拡大します。これに伴っ

て相互利用が可能となりますので、利用促進のほうを図ってまいりたいと思っ

ております。続きまして平成 26 年度といたしまして、補助制度の活用をして超

低床バス継続導入することで交通弱者のニーズに応えると共に、バリアフリー

に対応した車両整備による利用促進を図って参ります。今のところの計画であ

りますけれども、26 年にノンステップバスを 2 台購入する予定、27 年に 1 台、

28 年に 2台導入する予定となっております。経費削減策といたしまして、燃料・

オイル・タイヤ等につきましてグループのスケールメリットを生かしましたコ

スト削減を行い、稼動経費の削減を推進してまいります。また、車両のほうの

計画的更新により、燃費率の向上と修繕費の削減を図ってまいりたいと思って

おります。富士急静岡バスの収支改善計画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。続きまして、山交タウンコーチの御担当者様から

説明をお願いします。
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山交タウンコーチ株式会社 野口係長

山交タウンコーチ野口でございます。引き続き、よろしくお願いいたします。

当社平成26年度収支改善計画に関しましてご説明をさせていただきます。なお、

収支改善計画につきましては、資料の 23 ページとなります。またこちら利用促

進策、経費削減策とありますが、双方に共通する部分であったり、記載のほう

がなんとも難しいところもありますことをご了承いただければと思います。

まず、利用促進策になりますが、自社のホームページ内にて停留所毎の時刻

表、またバスコンシェルジュというシステムがございますが、こちらでは携帯

電話向け、またホームページ向け、一般のパソコン向けになりますが、こちら

で停留所毎の時刻表、路線案内、停留所案内を実施しております。こちらを引

き続き公開し、利用促進をはかるとともに、バス停ベンチ等の補修、また停留

所に記載しております時刻表の改正、また見易さをより使いやすくするよう行

って参りたいと思います。

2つ目としましては、バス利用者またバス路線沿線施設等へ地区毎、また利用

者を中心にいたしまして通過時刻表を配布し、当該バス路線の認知を目指すこ

と等をしてまいります。

3つ目としましては、学休期割引運賃、高齢者割引運賃を引き続き実施したい

と考えております。学休期割引運賃に関しましては、小学生・中学生等学生を

中心になりますが、春休み・夏休み・冬休みに小児 50 円、学生 100 円とする運

賃の制度となっております。またこちらの高齢者の割引運賃につきましては、

敬老の日を中心とした連続する休みの期間となりますが、同様に一律運賃での

運行を行っております。こちらを実施することで、バスに目を向けていただい

て、広くバス路線を知っていただくとともに、実際に楽しく乗っていただき、

定期券を持たない時期でもバスを利用できるような環境を整備していきたいと

考えております。

続いて経費削減策になりますが、運行仕業の見直しにおきまして、人件費や

残業の抑制を進めることで更なる経費の削減を目指してまいりたいと考えてお

ります。

2つ目、3つ目につきましては、省燃費運転、エコドライブの講習、またバス

にはデジタルタコグラフという運行記録計がございますが、こちらを活用しま

して個人の運転データに沿った運転者講習、省燃費の向上を行うことで乗務員

の意識向上、また燃費の改善を目指していきたいと思います。この燃費の改善

に伴いまして、CO2 削減と、環境面へも貢献していきたいと考えております。

4つ目になりますが、乗降調査等により、効率の良いダイヤを研究し、また必

要に応じて時刻改正等を実施していきたいと考えています。これによりまして

より利用促進を目指すとともに不必要なダイヤをどういったところで利用が図
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られているのかという部分で、利用促進にもつながる部分となりますが、収支

改善していくということから経費削減策の記載をさせていただいております。

簡単ではございますが以上でございます。

議長（副市長）

ありがとうございました。事業者であります富士急静岡バス及び山交タウン

コーチの方からの説明でございました。この件につきましてご意見ご質問等あ

りましたらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、第 7号議案であります、平成 25 年度、26 年度の収支改善計画につ

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。

（異議なし）

ご異議なしということでございます。以上で協議事項につきましては終わり

といたします。

続きまして、報告事項を議題といたします。報告事項① 市営バス等の運行

実績につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局(高野)

それでは議案書の2ページ報告事項に入ります。市営バス等の運行実績です。

別紙 9、ページでいいますと 24 ページをご覧下さい。24 ページ、こちらが宮バ

ス等の実績になります。

まず中央循環ですけれども、この 12 月まで 9ヶ月間のデータがこちらに出て

おります。合計では 35,084 人の利用がありました。全体の利用者達成率につき

ましては、142.3％ということになります。細かく月を見ていきますと、最も多

かったのが 5 月ですね。内回り外回りで 4,319 人という利用がありました。た

だし運賃収入が 1番多かったのが、8月の 727,694 円です。こちらの違いにつき

ましては 5 月には流鏑馬まつり等で無料開放をしておりまして、お客さんは乗

っていますけれども運賃が伸びていないというような実態も見えてきておりま

す。それから、1 番少なかったのが先月ですね、12 月の 3,125 人と、極端に落

ちて私も心配をしているんですけれども、平均乗車人数が 111.6 人まで下がっ

てしまいました。ということでちょっと心配ではございますが、寒くなると出

控えるということもございまして、宮バス以外の公共交通も落ちているという

ような情報もあがっております。

次に東南循環です。12 月までの合計人数が 6,559 人です。最も多かったのが

10 月の 902 人ですね。利用度達成率も 81.6 パーセントということでかなりいい

ところまでいっております。ただし、合計では利用者の目標達成率が 65.9 パー

セントということで、非常に厳しい状況が続いております。

次に北循環です。全体の利用者数 2,045 人です。1番多かったのが 8月の 352

人で、悪かったのが翌月の 174 人ということで、半分になってしまっていると
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いうことで非常に難しいところなんですけれども、達成率のほうもこのような

状況になっております。

シャトル便です。全体では 1,355 人の利用がございます。1 番多いのが 11 月

の 175 人で、95.1 パーセントまでいっておりますので、こういう月が続けば目

標がクリアできるのかなと、若干の希望を感じております。

25 ページをご覧下さい。こちらが芝川バスでございます。芝川バス 5 路線ご

ざいまして、全体では 18,418 人の利用がございます。1 番多かったのが 5 月の

2,464 人です。利用者の達成率も 130 パーセントということで、目標を大幅にク

リアしているということになります。1番少なかったのが 1,850 人ということで

すが、こちら小中学生が通学に使っているバスでございまして夏休み・冬休み

になると利用者が減るというような実態が毎年見受けられます。この下に棒グ

ラフがございますので、よりわかりやすいと思いますが、黒い 100 パーセント

のところ、これが目標値点になります。中央循環と芝川バスは概ねクリアをし

ております。東南循環につきましては、まだクリアはしておりませんけれども、

なんとなく右肩上がりかなということが見えまして、今後ダイヤの見直し等を

することによってですね、目標のクリアが出来たらなと思っております。シャ

トル便につきましても、デコボコはしておりますけれども、かなり目標に近い

達成はできております。今回シャトル便につきましては、北循環と合わせて大

幅な路線変更がございますので、25 年度以降改善されるのかなという希望を持

っております。ただし北循環につきましてはここにある通りですね、8月がピー

クといたしましてまた右肩下がりになっているもので、この先はちょっと見え

ないという状況が続いております。

次は 26 ページをご覧下さい。こちらが宮タクになります。宮タクの 9ヶ月の

総輸送人員ですが、7,049 人ですね。委託料が 4,835,599 円、既にお支払いをし

ております。平均乗車人数が 2.1 人、会員数が 2,905 人、収支率が 38 パーセン

トということで、全体では全て目標を達成しているような状況でございます。1

番利用が多かったのが 10 月ですね。輸送人員 875 人、委託料のほうもそのぶん

かかっております。委託料 600,032 円ということで、平均乗車人数が 2.1 人で

す。このくらいですと、利用者が増えると委託料も増えていくというかたちに

なってしまいます。これが 2.5 人とか 3 人に増えていきますと今度は乗り合い

率がふえることによって運賃収入が増えていきますから実車走行は増えても

委託料のほうは下がってくるという傾向が見られますけれども、現在の 2.1 人

ではもう少し乗り合い率が高まればどうかな、というところでございます。全

体では棒グラフのとおりで、35 パーセントの終始率はどの月もクリアをしてお

ります。それから 27 ページからは各エリア毎の説明になりますが、まず山宮エ

リアですね。合計では 2,369 人です。これは 8 つのエリアのうち最も輸送人員
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の多い地域になります。平均乗車人数が 2.0 人、収支率が 35 パーセント、まさ

に目標値のボーダー上にあるというところです。ただ気になるのがですね、昨

年の収支率が 38.8 パーセントですから、収支状況は悪化しているという状態が

みられます。実車走行が多いといったような状況があるかと思います。

次が山本エリアです。輸送人員は 2,323 人です。平均乗車人数が 2.3 人、収

支率が 48 パーセントです。目標人数・収支率ともクリアをしています。またこ

の収支率 48 パーセントは全てのエリアの中で最も収支率の高い、効率のいい運

行をしているエリアということになります。棒グラフを見ればわかるとおり、

大幅に目標をクリアしております。。

28 ページにいきます。安居山エリアです。輸送人員 711 人、平均乗車人数が

2.3 人、収支率が 46 パーセント、こちらもかなり成績がいいです。平均乗車人

数、昨年が 2.1 人でしたので、これを 2.3 まであげているという中で、安居山

エリアも非常に評価の高いエリアとなっております。

次が上野エリアです。乗車人数が 820 人です。平均乗車人数が 2.5 人、収支

率 33 パーセントです。平均乗車人数、目標 2.1 に対して 2.5 という非常に高い

数値を示しております。この 2.5 人は、全てのエリアの中で最も乗り合い率の

高いエリアとなっております。収支率についても若干足りないということで、

もうひとふんばりかな、というような状況でございます。

29 ページをご覧下さい。南部エリアです。輸送人員が 77 人、平均乗車人数

1.0 人、収支率 44 パーセント、こちらは問題があるとしかいいようがございま

せん。平均乗車 1.0 人というのは 1 人 1 台のマイタクシーです。先ほど県の担

当者の方からもありましたように、これは補助金の対象にはならないエリアと

なってしまいます。また気になるのが、昨年の 12 月までの数が 157 人だったの

が半分以下に下がっているということで、利用者の数そのものも非常に落ち込

んでいるという実態がございます。こちらについても、今回の運行形態の見直

しでどれだけ改善がされるか、大きな課題を抱えているというものです。また、

こちらについては、駅まで近いということで収支率が非常に高かったわけです。

昨年度は 60 パーセントの収支率を誇っておりましたが、今のところ 12 月まで

は 44 パーセントなので、収支率も下がってきているということで、非常に心配

なエリアでございます。

次は富士根エリアです。輸送人数 320 人、これは昨年の同月で 161 人ですか

ら 2 倍に増えています。平均乗車も 1.5 人、目標には大幅に達していませんけ

れども、昨年 1.25 人でしたので、ここも頑張っているのかなという状況です。

収支率も 39 パーセント、こちらは目標クリアをしているという状況です。

30 ページをご覧ください。北山エリアです。輸送人員は 402 人、昨年 302 人

ですから 100 人ほど増えております。平均乗車人数は昨年同月で 1.53 人が 1.7
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人と上がり、収支率も 33 パーセント、もう少しでクリアで C評価までいくのか

なといったような望みがございます。

次が北部エリアです。最も利用の少ない地域でございます。輸送人員は、9ヶ

月間で 27 人しかおりません。ただし、昨年の当月は 4 人でしたので、7 倍に増

えているということになります。また、いい兆しといたしましては、11 月に乗

り合いが発生しております。今まで一人一台のマイタクシーだったものがです

ね、8 台運行で 12 人乗っているということで 1.5 人を達成いたしました。この

1.5 人というのは目標値でございます。また収支率も 40 パーセントということ

で、35 パーセントを超えております。11 月に限ってみれば C評価ということに

値しているわけですけれども、平均では 1.2 人の 26 パーセント、まだまだ厳し

いわけですけれども、昨年と比べれば北部エリアはだいぶ改善されているのか

な、上井出出張所での宮タクから宮タクへの乗り継ぎであるとか、北山医院で

の途中下車であるとか、総合福祉会館に行けるといった大幅な改善を本年度し

ております。そういった成果が少しずつ見えてきたのかなというところでござ

います。以上が実績報告です。

議長（副市長）

ご苦労さまでした。宮バスの実績につきまして、事務局からの説明が終わり

ました。いまの報告を受けてですね、委員の皆さんにご意見あるいはご感想等

あればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。一目瞭然でこのグラフを

見ますとですね、課題のところがわかるんではないかと思います。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、以上をもって

報告事項を終わります。

それでは最後に、その他といたしまして、富士宮市全体の公共交通に関する

ご意見・ご要望等ありましたらここでお受けしたいと思いますがいかがでしょ

うか。

日本大学 藤井敬宏委員

1 つ PDCA のところで事務局にお願いなんですけれども、今日の議案でいくと

第 3 号議案に関連したところなんですけどね、通常 PDCA のサイクルでいくと

バス事業で C 評価だったので変える必要は無いエリアだったと、そこが今度は

宮タクというかたちの運行形態に地元要望で変えた、これは地元要望で利用者

ニーズに合わせて変更する、これは全然問題ないと思うんですが、この PDCA と

いうシステムとしてのっけたときに、これを継続的にどう評価するのかという

ことをぜひ検討しておいていただきたいなというふうに思っております。とい

うのは、個別案件で全然連携しなければいいんですけれども、今回バスをやめ

て宮タク形式に変えたエリアによって、内房地区においては新たに西富士宮の

方面であるとか路線が拡大したり、利便性も上がってくるかなと、それに伴っ
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て利用者の評価というものが上がって利用率が上がる可能性があるわけですよ

ね。そうすると、今回 C 評価であったところが地域で抜けて、その運行方式に

したことによってもともとあったところの評価がよくなると、これは 1 つ運行

方式によるメリットとして読み込むことができるのかもしれない。これがプラ

スになるかどうかはわかりませんけれども。逆に今度は宮タクとして独立した

ところが、宮タクの PDCA サイクルの運行評価ということでこれからかわってく

ると、その場合に、運行実績のところが、そのエリア単独で見た場合には、今

度はプラスマイナスどちらで出てくるかわからない。といったときに、今度は

マイナス評価がでてきたときに、戻すのかというと、今度免疫が生まれてきた

ときになかなかそれがやりにくくなるということがありますので、その免疫分

を上乗せで評価してあげるのか、そういったようなことが、今回評価がいい状

況の中で生まれてきた別評価式運用の場合には、評価の仕方をちょっと変えな

ければいけないのかなという気もいたしますので、まだ結果はおそらく 1 年後

くらいしないと出てこないということかもしれませんが、ちょっと念頭におい

て、どうしたらいいかなということを頭の中に残しておいていただけるといい

かな、というひとつのお願いでございます。

議長（副市長）

ありがとうございました。事務局のほうはいかがですか。

事務局(高野)

この芝川バスにつきましては 5 路線ございまして、本来であればこの 5 路線

を路線毎それぞれ PDCA の評価をすれば問題はなかったのかな、というように思

います。事務局の中でですね、この路線をそれぞれ評価してみました。その結

果内房線が非常に悪いということで、全体は C 評価ですけれども、内房線はも

う少し頑張ってくれればもっと高い評価になったかもしれないということもご

ざいまして、今回は運行の悪い路線を切り離して宮タクにするということでご

ざいます。従って場合によっては、先ほど説明のあった通り残りの芝川バスに

ついては評価が上がる可能性がございます。評価基準をどうするのか、既に評

価基準は出ておりますけれども、その評価基準の見直しであるとか、又新たに

起こります内房エリアの宮タク、この評価をどこに設定すればいいのかという

ところになりますので、その評価を決める段階でもですね、また会議のほうで

ご提案をしながら、皆さんに意見をもらってですね、適正な評価で運行してい

きたいというふうに考えております。

議長（副市長）

その他にいかがでしょうか。藤井委員、ご意見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

局にお願いいたします。
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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 25 年度第 1回地域公共交通

活性化再生会議は、平成 25 年 5 月ごろ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 4回富士宮市地域公共交通活性化再生会議

を終了いたします。ありがとうございました。

16:00 終了 以上


