
≪第 1 回富士宮市地域公共交通活性化再生会議≫ 

日時 平成 25 年 5 月 10 日（金） 14：30～ 

富士宮市役所 ７階 特大会議室 

出席者 

委員１６人 （芦澤英治会長・土屋忠男委員（代理：渡辺仁業務部長）・米山政司委員   

（代理：篠原克敏副支部長）・佐野智昭委員・斉藤靜委員・清利夫委員・山本静候委員・ 

土屋善江委員・遠藤進委員・藤井敬宏委員・村上雅則委員・増田澄委員・宮崎隆広委員 

（代理：小林直人主査）・森田尚孝委員（代理：平井一彰施設計画班長）・松井三千夫委員

（代理：古屋徹之都市計画課長）・高山あさ江委員） 

事務局５人 （総務部長 望月斉・市民生活課長 廣瀬晃・市民生活課交通対策室長  

高野裕章・市民生活課交通対策室 竹川香弥・市民生活課交通対策室 塩川雅子） 

合計 2１人 

 

【開会】 

司会（竹川） 

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。本

件に先立ちまして、席次表に訂正がございますのでお願いいたします。「富士宮市老人クラ

ブ連合会」、「老人クラブ連合会芝川支部」と記載されていますが、連合会の名前が変更と

なりまして「富士山シニアクラブ富士宮」となりましたので、訂正をお願い致します。山

本様の方は「富士山シニアクラブ富士宮 芝川支部」となりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは定刻になりましたので、平成 25 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。進行を務めます私、市民生活課 交通対策室の竹川と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議では、協議事項 11 件、報告事項 3 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ますので、ご紹介いたします。富士山シニ

アクラブ富士宮 芝川支部の代表として富士山シニアクラブ富士宮 芝川支部長山本静候

様でございます。 富士宮市校長会の代表といたしまして富士宮市立井之頭小学校校長 

遠藤進様でございます。富士宮市警察署長が指名するものとして、富士宮警察署交通課長 
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増田澄様でございます。静岡県知事が指名するものとして静岡県交通基盤部都市局都市計

画課長 森田尚孝様でございます。なお、森田様は本日他の職務で欠席されておりますの

で代理といたしまして都市計画課施設計画班長 平井一彰様が出席されております。 

続きまして、今年度機構改革により担当部署が都市整備部都市整備課から総務部市民生活

課交通対策室に変更となりましたので、改めて事務局員の紹介をいたします。総務部長 望

月斉です。市民生活課長 廣瀬晃です。市民生活課交通対策室 高野裕章です。同じく交

通対策室 市川和彦でございますが、所用のため席を外しております。同じく交通対策室 

望月奈保子です。同じく交通対策室 塩川雅子です。そして、先ほどご挨拶させて頂きま

した交通対策室 竹川香弥と申します。よろしくお願いします。 

 その他委員の皆様につきましては、申し訳ありませんがお手元の資料でご確認お願いし

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所でござ

いますが、本日の出席員は代理出席を含めて、議長を含めて 16 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は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） 

皆様、ご苦労さまでございます。富士宮市副市長の芦澤でございます。この富士宮市地域

公共交通活性化再生会議を何年か活動を続けてきました。市民の足をどう守ろうかという

ことにつきましては、富士宮市における宮バス・宮タクが全国的にも知られるようになり

ました。全国的に少子高齢化が進む中で市民の足をどう守るかが重要な政策課題となって

います。その先駆けとしての役割を当会議が担っているように思います。その中で皆様に

ご案内のとおり、富士山世界文化遺産の登録勧告が ICOMOS という審査機関よりありまし

た。本登録につきましては、来月にペノンペンで開かれる会議の中で正式決定される予定

です。一部、三保の松原に関しては除外となっておりますが、その他に関しては滞りなく

決定されるでしょう。既に色々な経過でその場合の交通対策の打ち合わせをしております

が、市民の足を守る公共交通活性化に加えて、外部からのお客様、観光客等の足をどのよ

うに確保するかも重要な課題となっています。いずれにしても、世界文化遺産のある町富
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士宮という位置づけが新たな責任となります。引き続き、公共交通に関しては活発な意見

をいただき、1 歩も 2 歩も前進する先進事例として頑張っていきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。 

 規約に基づきまして、議長の役目を務めさせて頂きます。 

 「第 1 号議案 平成 24 年度事業報告について」及び「第 2 号議案 平成 24 年度決算報

告について」は、関連がありますので一括議案とします。事務局に説明をお願いします。 

事務局（高野） 

事務局の高野です。今年度から室長となりました。よろしくお願いします。 

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 年度事業報告①会議の開催内容です。昨年度の第 1 回会議は 5 月 18 日に行いまし

て、報告事項・決算報告・予算案の承認を頂きました。また、PDCA の目標設定も行って

います。 

第 2 回は 9 月 7 日に行い、PDCA 評価の確定をしました。また、「単独維持困難路線に係る

申し出」「市営バス等の運行に係る申し出」は県協議会に関する申し出になりますが、審議

を頂きました。また、宮バス・芝川バスのバス停増設等について審議を頂きました。         

第 3 回は 11 月 30 日に開催し、PDCA 評価に係る施策です。確定した評価に関しては ABCD

と出ましたが、これに関する具体的な施策をどうするかということをご審議頂きました。

また、宮 BAN の本格稼働についてご審議頂きました。 

第 4 回は 1 月 18 日に行いまして、規約の改正を行っています。これは、報告事項という項

目を増やして協議に係らない部分、報告で足りる部分を追加しました。「宮バス北循環の路

線変更」、「芝川バス内房線の路線廃止・宮タクの新設」、更に「芝川バスの路線変更」。こ

の路線変更は、主に西富士宮駅を経由するというものです。それから、「宮タクの運行形態

変更」、「平成 25 年度、26 年度の生活交通確保計画案、収支改善計画」。これは、県協議会

への報告の審議を頂きました。 

また、書面議決におきまして「富士宮市ネットワーク計画の承認」「富士急静岡バス様岩本

団地の路線退出」の書面による承認を頂きました。 

 その他関連事業の報告ですが、民間バス事業の補助事業としまして、富士急静岡バス株

式会社に 11,974,000 円、山交タウンコーチ株式会社に 2,889,000 円の補助をおこなってい

ます。  

以上が昨年度の報告です。続きまして、2 ページをご覧ください。第 2 号議案 平成 24 年
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度の活性化再生会議の収支決算書です。 

補助金は 522,874 円です。これは、一年間活動した不要額を 後に市に返すことになって

いるので、1,126 円を返して使った分だけを決算として報告します。雑入 56 円があります

ので、合計 522,930 円です。支出の部です。会議費 400,170 円、事務費 122,760 円。これ

につきましては、事務費が当初予算額を超えていますので、会議費から 74,830 円を流用し

ています。内容は、宮タクの設置に伴う作業をおこなった日大生の旅費等をここで支払っ

ています。予備費はありませんでしたので、522,930 円。歳入・歳出は同額で差し引き 0

円です。毎年この会では、年度初めは 0 円からスタートすることになっています。以上で

よろしくお願いします。 

議長（副市長） 

 事務局からの説明は終わりました。続きましては監査報告となっていますが、本日は監

事の望月利浩委員が都合により欠席をしていまして、議長の私が一任を受けています。異

例ですが、私から監査報告の朗読をさせて頂きます。2 ページの下にございますので、ご覧

ください。「会計監査報告 富士宮市地域公共交通活性化再生会議 会長 富士宮市副市長

芦澤英治様 平成 24 年度の当会議における会計監査を実施した結果、関係帳簿及び証拠書

類と照合し、相違ないことを確認しました。 平成 25 年 4 月 16 日 富士宮商工会議所 監

事 望月利浩」。以上が監査報告です。それでは、ただ今上程しています第１号議案及び関

連のある第２号議案。一括して質問等受付します。 

 ご意見等無いようですので、お諮りします。まず、第 1 号議案平成 24 年度事業報告につ

きましては原案の報告通り承認することでよろしいですか？ 

（特になし） 

ありがとうございます。続きまして、第 2 号議案平成 24 年度富士宮市地域公共交通活性化

再生会議 収支決算書につきましては原案の通りに承認するということで、ご意見ありま

せんか？ 

（特になし） 

異議なしということで、よって第 1 号議案・第 2 号議案につきましては原案の通り承認を

致します。 

続きまして、第 3 号議案 事業計画（案）及び第 4 号議案 平成 25 年度予算（案）につい

ては、先程同様に関連がありますので、一括してこれらを議題といたします。 

事務局から報告をお願いします。 
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事務局（高野） 

 議案書の 3 ページをご覧ください。第 3 号議案 平成 25 年度 富士宮市地域公共交通活

性化再生会議事業計画（案）になります。 

 第 2 次富士宮市地域公共交通総合連携計画の策定です。今現在は、「富士宮市新地域公共

交通総合連携計画」になっていましたが、平成 25 年度で終わってしまいます。従いまして、

26 年度以降の計画を今年度中に策定したいと思っています。以前は 3 か年計画でしたが、

第 2 次につきましては 4 か年計画を考えています。PDCA のサイクルが 2 年ですので、26

年から 29 年までの計画を立てることになります。 

 スケジュールにつきましては、アンケート調査を 6 月。PDCA を含めた現状分析を 7 月。

素案の検討を 8 月。中間報告を第 2 回再生会議で報告します。その後、計画の承認を 11 月

の第 3 回再生会議で承認いただきましたら、パブリックコメントにはかりまして、計画の

確定が来年 1 月の第 4 回再生会議となります。そして、計画の実施が来年の 4 月から、と

いうスケジュールになります。 

 富士宮市新地域公共交通総合連携計画に基づく事業の評価です。宮バス・宮タクの運行

は、活性化会議でシステムを作って市に提案。実際には市が運行しています。その評価を

するのが、この会議の仕事だと思っています。市営バス事業等の運行評価（PDCA）、基本

整備に係る事業（時刻表・バス停・宮 BAN 等）が市民サービスに対してどうなのかという

評価をしていきたいと思います。利用促進に係る事業（のりもの祭・のりもの教室等）も

合わせて評価し、来年度以降の計画に盛り込んでいきたいと思っています。 

 静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討ですが、バス路線の新設、退出に係る検討・

協議、生活交通確保計画の策定・変更をご審議頂きたいと思っています。 

 会議日程ですが、第 1 回は本日。第 2 回は 9 月 13 日。第 3 回は 11 月 22 日。第 4 回は

来年の 1 月 17 日ということで、いずれも金曜日の午後 2 時 30 分からを予定しています。

ご協力お願いたします。以上 3 号議案。 

続きましては 4 号議案に入ります。4 ページをご覧ください。 

 平成 25 年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議 収支予算案です。収入の部です。昨

年と同額の 524,000 円を考えています。雑入を加えて、合計 525,000 円で事業を執行した

いと思っています。支出につきましては、会議費が 475,000 円、事務費 49,000 円。予備費

1,000 円。合計で 525,000 円です。昨年の決算額と変わっていますが、今年度は流用する事

業を考えていませんので、昨年と同じ当初予算の配分をしています。なお、各款項目の流
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用を認めるということで、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。それでは、第 3 号議案・第 4 号議案につきまして何

か質問・ご意見等ございましたら、お受けしたいと思います。いかがでしょうか？ 

委員（小林直人主査） 

 第 3 号議案の連携計画についてです。新しい連携計画に世界遺産登録に関する項目がな

いのですが…。 

事務局（高野） 

 第 2 次連携計画ですが、まだ素案も出来ていない状態です。当然、観光も含めた地域公

共交通をふまえた計画を作らなければと事務局的には考えています。今後、アンケート調

査等をする中で、世界遺産も盛り込んだ連携計画を作っていきたいと思います。 

議長（副市長） 

 これにつきましては、中心市街地の浅間大社、白糸の滝以外の構成資産はほとんどがバ

ス路線がない所にあります。村山・山宮・人穴につきましては、ここ以外の観光部門等で

課題となっています。観光客がマイカーやバスで押しかけてくることは、間違いないです。

その対応が出来ないことは、市としては恥ずべきことですので、重要な政策課題としてき

ちんと対応していきたいと思います。連携計画に関してはジャンルが少し違うところもあ

りますので、将来的に協議していくということでご理解いただきたいと思います。 

 その他ご意見等、ございませんか？ 

（特になし） 

 それでは、他にご意見ご質問等無いようですので、お諮りいたします。「第 3 号議案 平

成 25 年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議事業計画」につきましては、承認すること

にご異議はありませんか？  

（特になし） 

ご異議がないようですので、よ第 3 号議案を原案の通りに承認いたします。続きまして「第

4 号議案平成 25 年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議 収支予算書（案）」について、

お諮りいたします。第 4 号議案を原案の通りに承認することで、ご異議はありませんか？  

（特になし） 

 ご異議ないようですので、第 4 号議案も原案の通りに承認いたします。 

 それでは続きまして、「第 5 号議案 地域公共交通活性化再生会議規約の改正について」
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を議題といたします。事務局に説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 議案書の 5 ページをご覧下さい。規約改正です。これにつきましては、実際に見ていた

だいた方がいいので、7 ページをご覧ください。赤く色が変わっている部分が改正箇所にな

ります。 

 第 1 条。以前は都市整備部都市計画課だったのですが、それを総務部市民生活課交通対

策室に置くということで改めました。それから、8 ページをご覧ください。 

 「第 6 条 再生会議に次の役員を置く」で、会長 1 名・監事 2 名となっていますが、現

在は 1 名です。今回のように監事が欠席されると監査報告も出来ないので、監事 2 名に改

めたいと思います。追加ですが、7 ページをご覧ください。 

 第 4 条。（２）バス協会様が一般社団法人となり、一般がつきます。それから、（６）富

士宮老人クラブ連合会を改めて、富士山シニアクラブ富士宮の代表者となります。こちら

を、あわせて改正をしたいと思います。以上です。 

議長（副市長） 

 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します。 

（特になし） 

 ご意見、ご質問等無いようなので、お諮りいたします。「第 5 号議案 地域公共交通活性

化再生会議規約の改正」については、原案の通り改正することでご異議ありますか？ 

（特になし） 

 ご異議なしということで、第 5 号議案は原案の通りに決定いたします。  

 続きまして、「第 6 号議案 監事の互選について」を議題とします。この件は、第 5 号議

案の監事を二人とする、規約の改正に伴うものです。規約第 6 条第 4 項に規定により、残

り一人の監事を互選していただきます。委員の皆様、立候補、もしくは推薦はございまし

たらいかがでしょうか？ 

（特になし） 

 無いようですので、事前に事務局から推薦を頂いています。富士宮市地域女性連絡会 土

屋善江委員に監事をお願いしたいということで、ご提案したいと思います。ご異議はあり

ませんか？ 

（特になし） 

 それでは、残り一人の監事は、富士宮市地域女性連絡会会長 土屋善江委員に決定いた
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します。 

 続きまして、「第 7 号議案 宮バス東南循環・北循環（再編）の運行形態について」を進

めたいと思います。事務局に説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 11 ページからご覧ください。昨年度の会議で、東南循環・北循環・シャトルが変わると

いうところまでご承認を頂きましたが、詳しい時刻は決定していませんでした。本日は内

容を修正しましたので、ご承認を頂きたいと思います。 

 まず、東循環です。1 番目、7 時 30 分。2 番目、10 時 39 分。3 番目、14 時 38 分。外回

りは、9 時 58 分。13 時 57 分。17 時 21 分になります。以前は、東南循環で 1 台のバス、

北シャトルで 1 台のバスになっていました。右回りをしたら左回りをするという、複雑な

運行形態になっていました。 

バス停によっては、3 本しかない便が 1 時間に 2 台来るという不都合もありました。そこ

を今回、東南循環と北シャトルを 1 台で大回り、内回り、外回りと分けることで、バラン

スのとれたダイヤ改正が実現できました。  

従って、内回りの 1 番便と 2 番便の間に外回りの 1 番便が入るようになり、真ん中あた

りのバス停の方は内回りと外回りのどちらを利用しても駅に向かえるようになりました。

これは、かなり使い勝手がよくなったと思います。 

 続きまして、12 ページをご覧ください。南循環です。これは、東南とセットになって

いる所です。こちらも 3 便ずつセットになっていて、1 便目が 8 時 32 分。 終便が 16 時

42 分です。 

11 ページから見て頂きますと分かる通り、東循環を 8 時 22 分に到着しまして、休憩を取

って 8 時 32 分の南循環になります。 

 次に 13 ページ、北循環です。今までは、北循環とシャトルと別れていましたが、今度は

大きな枠組みの中で北循環という、位置づけになります。 

 北循環では、西シャトル・東シャトル・北コースを一つの路線にしています。 

 1 番初めが 9 時 6 分で、 終便が 16 時 14 分となっています。こちらも 12 ページの終わ

りを見て頂ければわかる通り、南循環を終わったバスが休憩をとって、9 時 6 分の北循環の

西シャトルになるという流れになります。 

 従って、これも内回り外回りが交互に入ってきますので、ある一定間隔で内回り外回り

出来ます。この間隔さえ覚えてしまえば、病院や買い物の時間をうまく調節することで、
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内回りで行って、外回りで帰ることが可能になります。 

便数は増えていませんが、ダイヤの改正によってかなり利用しやすくなると思います。以

上が第 7 号議案宮バス東南循環・北シャトルの運行形態になります。 

議長（副市長） 

 事務局からの説明が終わりました。ただいまの宮バス東南循環・北循環の運行形態につ

いてご意見・ご質問はございませんか？ 

県交通政策課 小林直人主査 

 ダイヤの計画はどのように決めましたか？ 

事務局（高野） 

 1 台ずつしかないバスですので、1 番いい時間帯にすべてのバスを回すわけにはいきませ

ん。ベースになったのは、東循環です。7 時 30 分発の東循環がベースになります。 

私共が、通勤通学の公共交通の利用を地域に促す中で、「市の職員はバスで通勤しているの

か？市の職員がバス通勤をして、市民に利用を促すなら分かるが、自分たちだけマイカー

通勤をして何だよ。」と言われます。中央循環については、内回りも外回りも市役所の時間

に間に合うように、設定しています。東循環でも、例えば弓沢町の人は 7 時 34 分に乗って、

8 時 11 分に市役所に到着します。8 時 30 分の登庁に間に合いますので、市の職員は極力市

バスを利用してもらいたいという、メッセージになっています。 

帰りにつきましては、東循環外回りの 3 番は 17 時 33 分です。15 分に市役所は終わります

ので、ちょうど良い時間に帰宅できます。 

これは、市役所の職員のためのものではありませんが、まず市役所の職員が率先して使え

る仕組みにして、皆さんにご案内を出来るようにと、ダイヤを考えました。 

議長（副市長） 

 分かりやすいですね。よろしいですか？ 

富士宮市地域女性連絡会 土屋善江委員 

 これが出た時、私共の地域もありがたいと思いました。しかし、実際に使ってみると町

に出る時間にダイヤが無かったので、要望を出させていただきました。この改正により、

市の職員だけでなく私共の地域のお年寄りも利用しやすくなったのではないかと思います。 

 また、これが決定した場合、利用者には早急にお知らせ出来るのでしょうか？ 

事務局（高野） 

 これは 10 月 1 日からの運行になりますので、あまり早い時期にお知らせしますと誤解を
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招きます。9 月、1 か月くらい前から広報をしていきたいと思います。 

 また、先程お知らせし忘れたのですが、13 ページの北循環東シャトルの 7 時 45 分、総

合福祉会館 8 時 8 分着は、西校生をターゲットにしています。阿幸地や大岩方面の学生が

学校に間に合うように配慮しています。周知は、運行に合わせてしていきたいと思います。 

議長（副市長） 

 よろしいでしょうか？その他、第 7 号議案についてご意見・ご質問はございませんか？ 

（特になし） 

 それでは、ご意見・ご質問等ありませんので、お諮りいたします。「第 7 号議案 宮バス

東南循環・北循環（再編）の運行形態について」は、原案通り決定することで、ご異議は

ありませんでしょうか。 

（異議なし） 

 異議なしということで、第 7 号議案は原案の通りに決定いたします。なお、運行実施は

10 月 1 日ですので、皆さんにお知らせするように広報の手配をお願いします。 

 続きまして、「第 8 号議案 芝川バスの運行形態について」の説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 14 ページをご覧ください。まず、名称についてお知らせします。「宮バス芝川バス地域路

線」の名称ですが、10 月から芝川バスという名称をやめようと思っています。「宮バス 芝

富線」「宮バス 稲子線」というふうに、全て宮バスに統一します。また、時刻ですが、基

本的に通勤通学に対応しているのが旧芝川バスですので、同じような形を考えています。 

 内房地域に行かなくなった都合上、若干増便はしていますが、西富士宮駅が入ることで

かなりの時間のロスがありますので、それほど増便はしていません。 

 具体的に申しますと、芝富線は 2 便から 4 便に増えています。また、１番早い便は宮 12 

稲子線です。この右側 1 番の 6 時発は、通勤に利用している 1 人のために運行しています。

たった一人ですが、止められないのが公共交通です。もっといい仕組みになれば今後検討

もしますが、現状乗っている方がいれば無くせないということで、6 時発を運行しています。

また、左側 3 番目、18 時 7 分が 終便です。これも一人しか使っていません。このような

形で、基本的には通勤通学は確保しています。 

 あと、大きく変わったのが宮 13 香葉台線です。「第三中学校」の下の「西町」「西富士

宮駅」「浅間大社前」「大宮町」が新しいバス停となり、回り込む形で伸びています。同じ

く稗久保線につきましても、「西町」「西富士宮駅」「浅間大社前」「大宮町」が増えていま
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すので、時間の変更があります。以上、「芝川バスの運行形態について」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。まず、名称が芝川バスを宮バスに統一し、その中で

芝川地域路線を宮 11 から宮 14 とします。これにつきまして、芝川のほうからご意見はご

ざいますか？ 

区長会芝川支部 斉藤靜委員 

 先程おっしゃっていた一人の利用に関しては、ご迷惑をかけていて申し訳ないです。現

状では、大きな時間の変化はありませんので、問題はないように思います。 

議長（副市長） 

 名称は宮バスに統一してよろしかったでしょうか？ 

区長会芝川支部 斉藤靜委員 

 はい。 

議長（副市長） 

 その他、いかがでしょうか？ 

（特になし） 

 それでは、ご意見ご質問等無いようですので、お諮りいたします。「第 8 号議案 芝川バ

スの運行形態」についましては、原案通り決定することでご異議はありませんか？ 

（特になし） 

 ご異議なしということで、第 8 号議案は原案通りに決定します。 

 続きまして、「第 9 号議案 宮タク内房エリアの運行形態について」の説明を、事務局か

らお願いします。 

事務局（高野） 

 5 ページをご覧ください。時刻表は前回出していましたが、芝川地域の方から時間につい

て、もう少し慎重に審議した方がいいというご意見を頂きました。そこで、7 月に内房地域

の 4 つの区長と改めて検討しました。内房地域→芝川駅周辺が 8 時 10 分と 9 時 20 分です。

逆に芝川駅から帰る便が 13 時 30 分と 15 時 30 分です。これは、JR 芝川駅の時刻表が目安

となっていて、30 分～40 分かかることを想定して、電車に乗り遅れない時間を設定してい

ます。帰りも同じで、電車を降りて宮タクで帰れる時間設定で地域の方々の周知も出来て

います。 

議長（副市長） 
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第 9 号議案の説明が終わりました。この件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらお

願いいたします。 

（特になし） 

無いようですので、お諮りいたします。「第 9 号議案 宮タク内房エリアの運行形態につい

て」は、原案通り決定することで、ご異議ありますか。 

（特になし） 

無しということで、第 9 号議案は原案の通りに決定いたします。 

続きまして、「第 10 号議案 公共交通 PDCA に係る平成 25 年度の目標値設定について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

事務局（高野） 

5 ページになります。この PDCA の目標値設定ですが、毎年行うことになっていました。

しかし以前の活性化会議で、毎年変えていては何が目標か分からなくなってしまう。目標

をクリアーしたと思ったら、またハードルが上がってしまっては、地域としても目標を覚

えづらいということで、当初の目標値を使っていくことになりました。 

従いまして、25 年度の目標値も 24 年度と同じ目標値にしています。ただし、10 月から

の路線の再編等ありますので、細分化しました。例えば東南循環の東と南それぞれの評価

が出来ていません。従って、東南循環は合計 1,106 人ですが、東循環は 697 人で、南循環

は 409 人です。路線の延長距離で配分し、それぞれの目標値を設定しました。 

北循環は、ほぼ同じコースですので同じ数値です。 

シャトルは、西シャトルと東シャトルに増えます。従いまして、シャトル 1 便の目標値

をそのままにして、西と東のそれぞれも同じ目標値 184 人と設定しています。 

芝川バスです。合計では 1886 人ですが、内房地域が無くなりました。内房の実際の数が

86 人になりますので、残りの 1800 人を 4 つの路線で配分しました。これは、実際の利用

者按分という形で 24 年度の実車数を配分しまして、稲子線が 288 人、芝富線が 468 人、香

葉台線が 468 人、稗久保線が 576 人となり、合計で 1800 人になります。このように、宮

バスの目標値を設定しています。 

次は宮タクです。宮タクにつきましても昨年度と同じ目標値ですが、新たに内房エリア

が加わりました。この新しい目標値は、エリア内の人口が目安になりますが、内房エリア

は目標値 1.6 の南部エリアの人口の 5 分の 1 になりますので、乗合の発生もしづらくなり

ます。しかし、乗合タクシーの目標値が 1.1 や 1.2 では問題があるので、現在の 低目標値
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である北部エリアと同じ 1.5 に設定しました。以上、宮バス宮タクの目標値の設定とします。 

議長（副市長） 

 事務局からの説明が終わりました。それでは、この件につきましてご意見ご質問等、よ

ろしくお願いします。 

 4 月～9 月までは今までのままで、10 月から変えたいということでよろしいですか？ 

 表の見方としては、右側の 10 月～3 月の一月当たりの乗車人数に変わるということです

ね。 

日本大学 藤井敬宏委員 

 10 月からの目標値の細分化と芝川バスの関係についてです。公共交通としてする時に、

一人の利用者のために継続するかどうかを検討しなければいけない時期が、いつか来るか

もしれません。何故なら PDCA を動かしていると、効率性の問題が必ず出るからです。 

 例えば、稲子線の 6 時の利用者が一人であれば、これを切ってしまえば、本数が減り、

一台当たりの平均利用者数が上がります。 

 違う見方ですと、10 月からの稲子線の目標値 288 人を細分化していき、PDCA を継続し

て回した時に、果たして運行台数と人数の関係で現状の一人でも、公共交通だから運行を

止められない体制がとれるのでしょうか。全体の効率を考えれば、本来なら運行してはい

けない位置づけにあることが実情だと思います。やはりこれは、公共交通のバス事業とし

てやるか、それともその他の運用としてやるかを含めて考えなければいけないことになっ

ていると思います。 

 先程、芝川バスの運行形態について私は何も言いませんでしたが、PDCA を検討し、細

分化をして目標設定をし、効率性を考えた時に、事務局として将来的にどうしていくかを

考えなければいけないと思います。即答は出来ないかもしれませんが、市民の足を確保す

る大事な目的と市民の税金を使って運用している公共交通のバランスをどこで考えるので

しょうか。トータルのプールした人数の中で 100％水準を超えていれば、運用するというな

らば、日中は 99％で朝が 1％だとしても、問題はないとするのでしょうか。それならば、

PDCA の運行管理計画の中で考えていかなければならないと思います。そのあたりの考え

方を事務局で検討して頂きたいと思います。私は、かなり厳しい状況だと思っています。 

事務局（高野） 

 具体的には稲子線がどうなのかということですが、全部で 6 便あります。朝・夕で利用

者が一人であっても、他の便で大勢の方が使ってくれて、PDCA の評価が C 以上であれば
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問題ないと思います。もし C 以上取れなかった場合は、どの便が悪いのかという細かい話

になっていきます。 

PDCA の評価の中では、「基本方針に従い、収支率に係らず、交通区画の生じない 低限

の足を確保する」ということが謳われています。従って、この 1 便をなくしても、それに

代わって利用者を地域住民が順番に送るような「地域のボランティア輸送」などの新しい

仕組みを入れて、生活交通を確保しながら回していくこともあると思います。 

 しかし、当面は効率の悪い便があっても、評価が C 以上になるように利用促進をしてい

きたいと思います。 

区長会芝川支部 斉藤靜委員 

 私共のところは、限界集落に近い状態です。その中でバスの本数を減らされていき、今

が 低線の状態と考えています。その中で私たちは、公共交通を利用した形で区民の協力

が出来ないかと、去年からジャスコへの買い物ツアーを企画していまして、今年度は 4 回

する予定です。そんな形で、公共交通に貢献し、運行本数が減らされないように、私共も

試行錯誤しています。ぜひ、その点もご理解いただき、バスを確保していただくようお願

いいたします。 

静岡運輸支局 村上雅則委員 

 PDCA に関してですが、比較的分かりやすい目標値を掲げています。その分、何故走る

のか、何故走らせるのかの目的等については、地域ごとに事情があるなら、そこまで踏み

込んで目標が異なっていてもいいように思います。それを各地域でどう考えているか、ま

た地域の皆さんにどう理解いただいているか、その部分が事務局として頑張ってい頂きた

いと思います。細かく決めても、交通は規模なのでどんどん変わっていくという点も、皆

さんに理解していただきながら、進めていくべきだと思います。 

議長（副市長） 

 数字だけですとオールオアナッシングになってしまいますが、システムをもっと考えた

方がいいのではないかというアドバイスを頂きました。そのことも含めて、事務局で検討

をお願いいたします。 

 両方意見を頂きましたが、目標値の設定は「諸刃の剣」というか、厳しい決断を迫られ

る面もあります。こういった意見を聞きながら、事務局は課題として受け止めて頂きたい

と思います。 

 お諮りいたします。意見等ございましたが、「第 10 号議案 公共交通 PDCA に係る平成
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25 年度の目標値設定について」は色々な意見も含めて、原案の通りに決定することでご異

議はありませんか？ 

（特になし） 

 10 号議案につきましては、色々な意見を頂く中で承認をされます。 

 続きまして、「第 11 号議案 地域公共交通確保維持改善事業におけるバリア解消促進等

事業に係る補助金交付申請に伴う生活交通ネットワーク計画について」を議題といたしま

す。事務局から説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 資料 16 ページをご覧ください。こちらは、国庫補助を受けるための計画になります。実

際には、交通事業者が国庫補助を受けるわけですが、受けるためには地域の交通会議等が

その計画を承認しなければいけないので、今回お諮りいた します。 

 事業主体は、富士急静岡バス株式会社。事業内容は、ラムコーダーの 4 ヶ国語対応・駅

前案内所、時刻表の 4 カ国語対応となります。 

詳細が 3 番にあります。ラムコーダー、つまり車内放送を日本語・英語・中国語・韓国

語でするということになります。富士市・富士宮市が関わる中で、富士宮市分は 252,000

円です。国庫補助が 3 分の 1、残りの 3 分の 2 を富士急が出すという提案です。 

 また路線についてですが、駅から富士山 5 合目、またはハイランドターミナルというこ

とで、基本的には観光路線です。一般の生活路線では、あまりこのようなアナウンスは意

味がないので、世界遺産を睨んで、このような音声放送をやりたいと思います。 

 17 ページをご覧ください。（イ）駅前案内所看板も 4 ヶ国語に表示します。富士宮市分に

つきましては、135,000 円です。（ウ）富士山 5 合目、マイカー規制の時の駐車場内の看板

も考えていて、こちらの経費が 245,000 円になります。これらのネットワーク計画の承認

を頂きましたら、富士急静岡バスが国に補助金申請を上げることになっています。よろし

くご審議ください。 

議長（副市長） 

 事務局からの説明は以上です。質問等ありましたら、お受けしようと思います。その前

に、富士急静岡バスさんから何かありましたら、お願いいたします。 

富士急静岡バス 佐野智昭委員 

 ただいま高野室長様からお話がありましたように、弊社はこのような事業を行う予定で

す。先程、芦澤会長様からお話があった通り、海外からのお客様の受け入れ態勢を弊社で
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も二年くらい前から行っていました。しかし、実際には昨年度も外国語の案内で苦労しま

した。英語くらいなら何とかなりますが、韓国語や中国語ですと弊社の従業員では対応し

きれません。その中で案内板やラムコーダーの案内で、日本語・英語・中国語・韓国語と

いう順番で流させていただくことで、海外からのお客様の受け入れを出来るだけ分かりや

すくするために、このような事業の補助金の申請をさせて頂きます。 

議長（副市長） 

 ただいま補足説明を頂きまして、この件についてご意見ご質問等ありましたら、お願い

いたします。 

 私からですが、放送案内内容はどういったものになりますか？ 

富士急静岡バス 佐野智昭委員 

      放送に関しては各地の案内は、すぐに次のバス停についてしまうので、考えていません。 

   一番肝心なのは、バスが止まった時に流れる放送です。例えば、今富士宮駅にバスが到

着しバスが開きますと『お待たせいたしました。富士山 5 合目行きです。This bus is…』

という形で、英語が流れます。それに補足する形で中国語・英語を流します。表示だけで分

か 

     るならいいのですが、実際に自国語の音声案内を聞き情報を得ることで、間違ったバスに乗

らないで、目的地に向かうバスに乗れるようにするためです。従って、 一つ一つのバス停

にもこの案内は入れますが、そのバス停付近の案内までは考えていません。行き先・降りる

場所の放送に特化していきたいと思います。 

議長（副市長） 

 補足説明をして頂きました。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） 

それでは、お諮りいたします。「第 11 号議案 地域公共交通確保維持改善事業における

バリア解消促進等事業に係る補助金交付申請に伴う生活交通ネットワーク計画」につきま

しては、原案の通りに承認することでご異議はありませんか？ 

 （特になし） 

 ご異議なしということで、よって 11 号議案につきましては原案の通りに承認しました。 

 続きまして、報告事項に移りたいと思います。 

 まず、①「平成 24 年度市営公共交通の運行実績について」、事務局から説明をお願いし

ます。 
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事務局（高野） 

 資料の 18 ページをご覧ください。時間の都合もありますので、簡単に必要な所だけを説

明します。 

 まず、宮バス中央循環の利用者数が 45,401 人です。飽和状態と思っていたのですが、昨

年より 2,500 人ほど伸びています。中央循環は、まだまだ利用者が増える状況が見受けら

れます。また、イオンサービス券というものがあるのですが、×（かける）100 ですので、

271,300 円とすごい金額になります。ちなみに、23 年度の 2,100 円は下記の富士宮商店街

連盟発行のサービス券です。このサービス券制度がなくなり、イオン様が引き継いたとこ

ろ、このような際立った金額になりました。 

 次は東南循環です。これは、平成 23 年度 10 月からの運行ですので、総数は比較できま

せんので、1 日の平均乗車人数で比較したいと思います。22、0 人から 29、3 人に、こちら

も伸びえています。 

 北循環につきましても、8、9 人に伸びています。 

 シャトルも若干ですが、6、0 人に伸びています。 

 芝川バスにつきましても、24,142 人と 2,000 人近く伸びています。 

 宮バス芝川バスともに、利用者数が増えている状況です。全国的には、コミュニティバ

スの利用が減っていると、悩んでいる自治体が多いです。富士宮市のコミュニティバスに

つきましては、右肩上がりで増えており、嬉しい状況になっています。 

 しかし目標値の設定が高いせいか、黒いボーダーラインを超えているのが、中央循環と

芝川バスだけです。評価そのものを見ると、厳しい状況です。 

 20 ページをご覧ください。宮タクに移ります。 

 輸送人数は、9,278 人でした。平均乗車人数は 2、06 人。収支率は 38、1％です。全体を

通して、目標値はクリアしています。 

 昨年との比較ですが、輸送人数は 9,334 人でしたので、若干減っています。22 年度はも

っと多かったので、3 年連続で減っています。 

 宮タクにつきましては、必要な方が必要な時に予約して使うので、増えた減ったと一喜

一憂することもないのかなと思います。しかし、使い勝手が悪くて利用が伸びないのなら、

それは問題と考えています。 

 1 番数字が落ち込んだのは、山宮エリアです。目標値 1、96 人。収支率 34、7％。いずれ

も、少し足りない状況になっています。 
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 次に山本エリアです。こちらも 3,104 人と減っています。しかし、1 便当たりの目標値 2、

27 人、収支率 47、6％といずれもクリアしている優秀なエリアとなっています。 

 次は 22 ページの安居山エリアです。919 人と、大幅に利用者が増えています。乗合率も

作年の 2、10 人を上回って 2、30 人となっています。収支率も 45、8％と非常にいい数字

を推移しています。 

 次に上野エリアです。利用者は若干減って、1，075 人です。目標値は 2、44 人と、全て

のエリアで も高い乗合率を誇っています。ただし、収支率は 32、7％と目標値を下回って

います。 

 この辺りの、目標に対してお客さんが乗っているのに収支率が悪いのは、単純に考えて、

料金が安すぎるのか、運行経費が高すぎるのかのいずれかになります。 

 分析をしてみましたが、安居山エリアと上野エリアのタクシー会社は同じになるので、

運行経費そのものに、差はありません。安居山エリアは、100 メートル間隔が 40 円で、上

野エリアは 100 メートル間隔が 33 円と、上野エリアの方が安いです。要するに、渋滞や信

号機が無いと単価が安くなりますから、地方に行けば行くほど単価が安くなります。安い

単価を使っていても収支率が悪いということは、単純に料金が安いという分析が出来ます。

今後 PDCA の評価をする中で、収支率が乗合率に見合った値上げをしていくのかと思いま

す。 

 次に 23 ページ、南部エリアです。大幅に減って、86 人です。月別に見ますと、3 人、5

人、2 人と、おそらく同じ人が月に 1、2 回使う状況になっています。従って、この 216 人

が大幅に減ったのは、全く使わなくなった人が何人かいたということになります。バスで

も、一人の通勤利用者が利用しなくなっただけで、定期券の売り上げが何十万と落ちます。

そういったことが、宮タクにも起きています。公共交通としてはどうかと思いますが、費

用対効果を考えると、委託料が 43,420 円しかかかっていません。市の財政の中で、1 年間

で 43,420 円しかかからない。結果的に利用が無ければ委託料もかからないことが、デマン

ド交通の利点になります。 

 しかし、平均乗車人数が 1、08 人では、県の補助金の基準を満たしません。このままで

は、補助対象外エリアになる可能性があります。 

ただし、収支率 45、4％。これは逆に、料金が高すぎることになります。今、タクシーの

初乗り料金が 670 円です。このエリアの主な利用者の野中に住んでいる方ですと、初乗り

料金で街中に来れてしまいます。また、夫婦 2 人で宮タクを利用すると、400 円が 800 円
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になり一般のタクシーの方が安くなってしまいます。基本的に宮タク運賃が、タクシー運

賃の 4 分の 1 をベースに設定しているにも関わらず、南部エリアはタクシー運賃の 2 分の 1

以上になってしまって、料金が高すぎると考えられます。そいうことによって、収支率が

悪くなっても乗合率が上がれば、料金の値下げもあるのかなと、今後の PDCA の中で分析

をしていきたいと思います。 

 次に富士根エリアです。輸送人数は、425 人と 2 倍ほど増えています。しかし、人口から

考えると、この地域はもっともっと伸びてもいい地域と思っています。 

先日の名古屋の会議で、「路線ポテンシャル」という言葉がありました。要するに、ただ

目標値を決めるのではなく、その路線が持っている全体的な能力を評価していく必要性が

あるということです。まさに、その意見が言えていますね。地域に病院等の施設があり、

人口も多いなら、もっともっと伸びてもいいと思います。費用対効果を考えるなら、富士

根エリアはまだまだ不十分なエリアであると考えています。 

24 ページをご覧ください。北山エリアです。こちらも若干ですが、増えています。1 日

当たりの平均乗車人数が 1、68 人。収支率も 32、8％。月別に見ていくと、目標値を超え

る月もありますが、若干足りていません。この辺は、まだ可能性もあるのかなと考えてい

ます。 

次は北部エリアです。利用者数は 6 倍に増えましたが、36 人です。1 人、0 人の月が 3

回ありますが、昨年度に比べると大幅に伸びています。 

実際、北部エリアにつきましては、色々なテコ入れをしている所です。例えば、北山医

院に行けるとか、宮タクから宮タクへの便替え輸送をするなど、色々な策を講じた結果、6

倍には増えましたが、まだまだ少ないです。1 便当たり 1、29 人と、それでも乗合は発生し

ています。収支率も 27、8％となっています。月々ですと目標値を超えている月もあるので、

厳しいエリアという見方をしていましたが、何となく光が見えてきたように思います。 

以上、24 年度の実績報告です。 

議長（副市長） 

 ありがとうございました。事務局から 24 年度の実績について、報告いたしました。この

ことについて、ご意見はありますか？ 

日本大学 藤井敬宏委員 

 高野さんからお話があったように、実績としてコミュニティバスの利用者が伸びている

所は、他の自治体においても珍しいと思います。 

 19



 その中で、PDCA で具体的にどう改善していくかといった時に、運賃と潜在的なポテン

シャルの話がありました。 

「ポテンシャル」が路線の潜在分析といった中で、その沿線で「移動しようと思う人が

地域にどれだけいるか」。「バスに乗る、乗らないではなく、一日当たり外出行動をするの

かしないのか」。あるいはその時に、「使う交通手段があるのかないのか」。あるいは、「地

域のコミュニティで、それを支援出来るものがあるのかないのか」。これは、隣の人にお願

いできるかも含めてです。「地域の中で支援出来るものがあるのかないのか」、そういった

潜在的な人の移動能力に基づいて係数を与えて、地域の中に公共交通を展開した時に、ど

れだけの需要が認められるかを分析する方法があります。 

そういったものを、北山地域や北部地域などで見る方法もあります。しかし、そもそも

の潜在力が低い所ですので、あまり顕著には出てこないかも知れないところが心配です。 

色々なアプローチをするという手は、当然出てきます。運賃費用対効果を含めて、そも

そも利用者がどうあるのか。特に南部地域では利用者登録数が 100 人を超えているにもか

かわらず、実際に利用している人が 1 人、2 人です。登録者そのものがどういう目的でエン

トリーしたのか。 

公共交通は、今は必要なくても将来必要だといった意味で、公共交通を無くしてもらっ

ては困ると、登録する人がかなり多いです。そのため、実際の登録が利用に繋がっていな

い所があります。ここで、登録者の見直しも含めて地域の持っている潜在的なポテンシャ

ルを見直すことが必要だと思います。 

 その他関連する必要な資料があれば、私のところにありますので、事務局に紹介してい

きたいと思います。以上です。 

議長（副市長） 

 ありがとうございました。委員の皆様から運行実績について、質問ご意見等ございます

か？ 

（特になし） 

 それでは、報告事項②に移ります。 

 「新規バス停オーナー」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 6 ページになります。②新規バス停オーナーについてです。この 4 月から、バス停オーナ

ーが 2 か所増えました。 
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「マルハン中原店」様、「マルハン富士宮駅南店」様と、初めてパチンコ店を入れました。

これにつきましては、庁内の組織会議で議論した結果、地域でお世話になっている中で、

公共交通に協力したいという話がございまして、マルハン店様からのご協力を受ける形に

しました。 

 マルハン様は、車イスの寄付や色々な植樹祭、お祭りの寄付など、色々な形で地域に貢

献しています。宮バスに関しても、地域貢献の一環としてご協力したいと言うありがたい

お話がありまして、ご協力をお願いすることになりました。 

 両方で年間72万円増額になりますので、平成25年度のバス停オーナー協力金は、7，956，

000 円になりました。 

また、既に今年度は申し出が 2 件あります。お寺と歯医者さんです。こちらも、10 月に

は設置するということで、準備に入っています。おそらく、これを入れますと 800 万円に

なります。 

次に東シャトルという新しい路線ですが、こちらにも病院がたくさんあります。目標値

を 1,000 万円にして、何とか早めに安定的な収入を得たいと思います。以上、新規バス停

オーナーの報告です。 

議長（副市長） 

 新規バス停オーナーについての報告がありました。それでは、ご意見ご質問がありまし

たら、お願いします。 

（特になし） 

 また更に、バスのオーナーを開拓中ということです。 

 続きまして、報告事項③「強力くん（周遊観光バス）の運行について」報告をお願いし

ます。事業主体であります富士急静岡バス様から、お願いいたします。 

富士急静岡バス 佐野智昭委員 

 この強力くんに関しましては、弊社が国土交通省に届け出を出していない関係で、正式

にオープン出来ない内容です。 

 ただ、先程芦澤会長様からお話があったように、富士宮市には構成資産がいくつかある

中で、路線バスが経由している所がほとんどないのが現状です。弊社でも、去年の暮れか

ら問題としていました。 

 構成資産を巡るものに関しては、構成資産めぐりとして観光バス形式・回路周行式でと

り行います。もう一つは、空港からのお客様を出来るだけダイレクトにお連れするもので
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す。もう一つは、富士宮市内の富士急静岡バスが持っている路線の中の観光地を、乗継な

く回れる「強力くん」です。これは、富士宮市の観光地を巡る路線バスとして、計画して

います。 

 これに関しては、国土交通省にまだ届け出を出していませんので、6 月運用開始予定とあ

りますが、6 月に開始出来ればいいかなと考えています。そのへんは、ご理解をよろしくお

願いいたします。 

 このバスに関しては、今まで弊社には無かった 1 日乗車券を 1200 円に設定しています。

これは、仮に猪の頭の路線バスで田貫湖へ行くと、1 回 800 円かかります。往復で 1600 円

かかる所を、弊社の他の路線バスを 1 日乗車券で乗り継いで、1200 円で乗り放題が出来た

らいいなと考えています。 

 公共交通の会議でこの話をさせて頂くにあたって、皆様にご理解して頂きたいことがあ

ります。富士宮の北麓地域（猪の頭周辺）で、3 年ほど前に弊社が路線バスの退出の申し出

をした経緯があります。その中で、井之頭小学校の前校長先生に言われたのは、地元、特

に北麓地域の生徒の足の確保も考えて欲しいという強いご要望でした。 

 弊社は、その時から 5 年をめどにお客様を増やせるように弊社も努力をすることと、地

元でもバスの利用をよろしくお願いしますという話をしていました。 

 この公共交通会議で観光の話をするのもいかがかなと思いましたが、弊社が 5 年くらい

前から路線バスを止めたいとお話していた中で、地元のご理解を得た中で、路線バスのご

利用を深めて頂く一つの施策として、観光と地元密着型を併せ持った強力くんを計画して

いました。 

 今回、世界遺産の関係でこの計画がバタバタと早めになった経緯がありました。本来な

ら、もう少し煮詰めていなければいけなかったのですが、申し訳ありませんでした。25 ペ

ージの時刻表も少し時間を間違えています。 

このようなことを弊社でとり行いながら、地元受け入れ型の観光、また地元（北麓地域）

の利用の受け皿を広げるために一生懸命取り組んでいきたいと思います。皆様も、強力く

んが出来た際には、「利用してみようかな」と。地方から来た方に関しても、このバスは毎

日運行していますので、まかいの牧場・朝霧高原・猪の頭・田貫湖・富士高砂酒造に行く

際に、利用して頂ければありがたいと思います。 

弊社としましては、許可が下り次第速やかに運行して、皆様の足として努めていきたい

と思います。ぜひよろしくお願いします。 
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議長（副市長） 

ありがとうございました。大変ありがたい申し出です。「強力くん」はこれから申請され

ますが、ご意見ご質問等ありましたら、この際ですのでお受けしたいと思います。 

県交通政策課 小林直人主査 

 先程高野さんの話にもありましたが、昨日、国の事後評価会議がありました。これに、

私も出席しました。 

 その折に、中部運輸局の自動車交通部長から、静岡県の世界遺産登録をふまえた交通政

策の報告を近日中にして欲しい、とありました。その中で、この話をさせて頂く経緯があ

ります。 

 この「強力くん」ですが、説明の中で一般の人にも利用してほしいという思いがありま

したが、実態としては使えるのでしょうか。 

富士急静岡バス 佐野智昭委員 

 これに関しては、路線バスの運賃の特例があります。この中では、乗って個々に運賃を

お支払いいただいて、途中のバス停でも 200 円なり 400 円なりで降りて頂ける特例がござ

います。私共が今回考えているのは、あくまでこれを 1 日乗車券という位置づけで考えて

います。 

 今回、小林様から話があった件に関しましては、強力くんはまだ詰める所、話し合う所

が盛り沢山です。この系統が、実際にはいいのかというのもございます。構成資産を考え

た時に、北麓地域と人穴地域があります。こちらは、弊社が 20 年前にやめてしまった場所

ですので、再び通すか通さないかについても、今後の課題となってくるところです。 

 これに関しては、今のところスタート地点です。今後お客様を増やすために、地元の方

の要望を受け入れながら、交通政策室さんといろいろ協力していきたいと、思います。 

県交通政策課 小林直人主査 

 生活交通路線に関してではないので、この場で話していいか分からないのですが…。コ

ミュニティバスを含めて、地域公共交通の利用者が減っているということで、生活だけで

は路線維持が出来ない状態です。ですので、観光事業でもいいので乗ってもらうという形

を作っていかなくてはいけません。観光に特化する路線でありすぎてはいけないし、生活

に特化する路線でありすぎてもいけない。使う人がどれだけ多いかに、物事の視点は流れ

ています。 

なるべく、みんなが使いやすいような使い方を検討して頂きたいと思います。 
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事務局（高野） 

 私もこの企画を富士急から聞いた時に、非常に面白いと思いました。実際に、猪の頭地

域の方は強力くんを使った方が、安く出かけられます。例えばおばあちゃんに「何時の強

力くんに乗って、路線バスで帰ってきてもいいんだよ」と、ご案内をすれば、地域の生活

交通に成り得ます。 

  収入が減って申し訳ないのですが、せっかく作った仕組みで乗らなければ仕方がありま

せん。地域住民の方も乗って、観光客も乗れる新しいタイプの公共交通に育てていきたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

  それからもう 1 点ですが、本日お休みしている平野委員からお電話がありまして、「強力

くん、いいね。」というお話でした。これに宮 BAN のようなものを載せて、観光案内をし

ながらバスを回してもらえないかということでした。 

  日大の宮 BAN も、本格稼働して非常に評判も良いです。宮 BAN のようなものがあれば、

白糸の滝や朝霧高原の映像を流しながら回るバスということも、考えて頂きたいです。ま

た、ラッピングはどうするか等の話が出ています。以上です。 

議長（副市長） 

  色々な意見が出て、大変良い意見交換だったと思います。これは報告事項ですので、そ

れぞれの立場の意見をいただきました。ぜひ、参考にして頂きたいと思います。冒頭では、

別の組織でということでしたが、この組織の中でも世界遺産がらみで色々なヒントや対応

があるように思います。それぞれ観光部局のシンボルになりますので、今後も勉強してい

く必要があるように思います。 

  それでは、③につきましては、報告を終わりたいと思います。 

  本日予定されておりました議案につきましては、全てご検討いただき、また報告させて

いただきました。では、盛り沢山な議案でしたが、大変たくさんの有意義な意見をいただ

けたと思います。ぜひまた、今日いただいた意見を基に公共交通の活性化再生に向けて、

引き続き施策を深めて頂きたいと思います。 

日本大学 藤井敬宏委員 

  その他についてですが、お願いと報告があります。 

  まず、4 月 1 日から宮 BAN が本格導入される中で、富士宮市さん、静岡バスさんには、

うちのシステムを入れて頂きありがとうございます。先程、評判がいいと少し聞きました
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が、システムが止まっていないことを聞いて、ホッとしています。 

  その関係ですが、昨年の実証運行を 1 か月させて頂いて、今年４月から運行・導入とな

りました。 

  それ受けて、他市でも動きがございました。千葉県我孫子市で動き出しています。こち

らはコミュニティーバスだったのですが、かなり細かい路線が入るため、バス事業者では

なくタクシー事業者がマイクロバス運行をします。 

  全面的に宮 BAN と同じシステムを入れて欲しいということで、急きょ動き出しました。

こちらは、学生たちが主として扱っていた「地域の声をどうやって現場に投げるか」、「情

報ツールは何を入れるか」について議論をしました。 

富士宮では私共の女性教員がアナウンスをしていますが、実際に我孫子市で動いている

我孫バンでは、小学校の子どもたちがバス停ごとにアナウンスをしています。 

今動いているのは、ある一つの小学校の年間四季の情報です。4 月の入学から遠足云々な

どの 1 年間の行事をバス停ごとに写真として展示しています。そんな形で、地域の小学校

が地域の人たちにアナウンスをするという目的を持って、動かしています。 

  その中で、もともとこの宮 BAN は、地域の情報をどのような形で地域のかわら版として

運用するかについて、もともとのコンセプトがあります。 

今後具体的に、地域の声をどうやって入れていくか、どういった形で広報していくのか。

ただし広報するだけではなくて、やはり市がコントロールをしなければいけませんので、

この辺を交通対策室でどうやって具体的にしていくのでしょうか。  

今回、学生たちも自分たちが提案したものが地域の中でどう広がっていくのか非常に興

味を持っています。その中で、地域のコンテンツ集めにぜひ協力させていただきたいと、

声を上げています。今後その辺で、高野さんはじめ事務局にご相談させていただきたいと

思っていますので、よろしくお願いいたします。これが、一つお願いです。 

  もう一つ、報告です。この宮 BAN の仕組みを静岡第一テレビで紹介された経緯もありま

して、こういったものが動き出したということを、学生たちが学術的にまとめようという

ことになりました。 

今年の６月に仙台で開かれる土木計画学の研究発表会に「ポスターセッション」がござ

いまして、この宮 BAN のシステムを地域に展開する情報かわら版として、報告させて頂き

ます。 

これは、学生コンペという形で全参加大学がプレゼンをして、賞を貰えるものです。6 月
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に開催されますので、次回の９月には賞が貰えればその報告が出来ますし、私から何も申

さなければ、賞は無かったとご理解いただければと思います。 

そんな形で、こういったシステムが動き出したことを、大学、あるいは学会の報告の中

でも紹介させていただきたいと思いますので、ご承知頂きたいと思います。 

  後に、もう 1 点です。都市計画課から市民生活課に窓口が変わったということで、市

民の足としての生活交通という考え方は、私は間違っていないと思います。 

それが、この連携計画の枠組みの中で取り組まれることは大事なことですが、本来都市

計画課にあった時のように都市計画がスタートなのだという将来計画、ひいては市の総合

計画に擦り合わせた交通体系を本来考えなくてはなりません。 

その場合において、総合交通計画で市の将来の交通の体系を市民の足を含めてどう考え

るのか、また世界遺産に向けた観光交通も含め、全体計画を本来持つべきだという考え方

もあって、その中の一部として生活交通を連携計画の中で組み込んでいくのが、本来の姿

だと私は考えます。 

その中で、先程この交通の問題を全庁的に考えるという話もありましたので、その全庁

的な考え方というものを、今後どういった所で考えられるのでしょうか。 

企画として求められるのか、あるいは今の交通対策室をベースにして全体計画まで動か

せるような仕組みとして考えられるのか。いずれになるかは考え方にもよりますが、連携

計画は３年とありましたが、長い期間で全体をどう考えるかを総合交通計画の擦り付けを

含めて、今後の交通を富士宮でどう考えていくかをご検討いただけると、ありがたいと思

います。こちらも、お願いでございます。 

 議長（副市長） 

  改めまして、その他ということで、藤井先生から 3 点のご意見を頂きました。 

  後の件につきましては、都市計画の１番中心、都市マスタープランの見直し作業の中

で、富士宮市の交通のあり方について、市民の足、世界遺産対策を含めた観光、駐車場の

中で、きちんと盛り込んでいかなくてはと、考えています。 

  所管は都市計画課ですが、これは企画も入りますし、やはり全庁的な形として、交通対

策室を一つの課として独立させたのは、そういう面もあります。今頂いたご意見を基に、

これだけではなく、市の政策としての位置づけをしっかりしていきたいと思っています。 

  その他、ご意見はありませんか？ 

 （特になし） 
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  それでは、終了宣言を高野室長からしてください。 

 事務局（高野） 

  すみません、宮 BAN の件を言っていいですか？ 

  非常に使い勝手がいいなというのが、実感です。4 月末から 5 月は宮 BAN で流鏑馬祭り

のコマーシャルをしていました。現在は、ミス富士山のコンテスト募集を宮 BAN でしてい

ます。きれいな女性の顔写真が出てきます。そのように、一つのイベントが終わったら、

すぐに次を載せられます。大手に依頼すると、1 か月 2 か月かかってしまいます。そうしま

すと、出来上がった頃にイベントが終わってしまします。かと言って、2 日月前にどれだけ

の商材を流せるかというとそれほど情報は流せません。このように非常に宮 BAN が使い勝

手がいいという所で、機構改革で新しくできた情報発信課に協力を依頼しました。情報発

信課が色々な情報を集めまして、宮 BAN の中で発信をするということを、一緒にやろうと

いうことになっています。当面は、庁内のお知らせが主になっています。例えば、自動車

税の期限が迫っているということなどですが、いずれは地域の中にも入っていきたいと考

えています。以上です。 

 議長（副市長） 

  それから、その他番外編です。バルにおける宮バスについて、去年の総評も含めてお願

いします。 

 事務局（高野） 

  第３回の富士宮バルですが、5 月 18 日、来週の土曜日に行われます。 

 議長（副市長） 

  バルの説明もお願いします。  

 事務局（高野） 

  バルというのは、いわゆる街コンみたいなものです。ただ、街コンは男女ペアをくっつ

けるものですが、宮バルというのはただ飲み歩けばいいものです。富士宮の神田通りを中

心とした飲食店が関連していまして、3，500 円の割引チケットが 5 枚ありまして、飲み歩

くという仕組みです。 

  これを宮バスとコラボレーションしていまして、その期間中は無料で宮バスに乗れると

いうことで、夕方 4 時から夜の 11 時まで宮バスは動いています。そこで、バルのチケット

を持っている方は、無料で乗れます。前回は非常に好評でして、宮バスで立ち乗りになり

ました。とにかく宮バスを知ってもらおうということで、地域力再生機構さんと共同でこ
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んな事業もしています。 

 事務局（竹川） 

  それでは、長時間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 2 回 地域公共交通活性化再生会議」は 9 月 13 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

席をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上を持ちまして、「平成 25 年度 第 1 回 富士宮市地域公共交通活性化再生会議」を

閉会したいと思います。誠にありがとうございました。お疲れ様でした。  

 

 

 

16：20 終了 以上 


