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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 13 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 17 人（芦澤英治会長・道本晃一委員・平野洋一委員・米山政司委員（代理：篠原克敏副支部

長）・佐野智昭委員・石川一廣委員・齋藤靜委員・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（代理：松野勝敏運輸企画専

門官）・武田正昭委員（代理：廣野英二調査第一係長）・増田澄委員・宮崎隆広委員

（代理：仲野弘己班長）・松井三千夫委員・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 23 人 
 
【開会】 

司会（竹川） 

 委員の皆様、本日はお忙しい中お集まり頂きまして、誠にありがとうございます。定刻

になりましたので、只今から平成 25 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。よろしくお願いします。 

 本日の会議は、協議事項 3 件、報告事項６件を予定しています。よろしくお願いいたします。 

初めに、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にございますが、

本日の出席委員は、代理出席を含めて 18 名でありますことから、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します。 

議長（副市長） 

それでは、規約の規定に基づきまして、議長を務めさせて頂きます。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します。 

本日の協議事項は、議案が 3 件、報告事項 2 件とさせて頂きます。 

それではまず、第 1 号議案「富士宮市第 2 次地域公共交通総合連携計画（素案）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） 

 交通対策室長の高野です。 

 資料１をご用意ください。素案です。11 月の第 3 回の会議で承認を受けたいと思ってい

ますけど、その素案です。それでは、1ページを見てください。 
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 「１．第 2 次地域公共交通総合連携計画の背景と目的」という所に参ります。過度のマ

イカー依存型の社会は鉄道やバスなどの公共交通に大きな影響を与えており、地方都市の

民間交通事業者は路線の廃止・廃便を余儀なくされている。 

 これは、本市においても例外ではなく、民間路線が撤退した路線や地域において、平成

20 年 4 月から「宮バス」「宮タク」の運行を開始した。 

 これにより本市の公共交通は JR 身延線及び幹線道路を運行している民間路線バスを交通

体系の軸とし、中心市街地と周辺住宅地を横断的に結ぶ「宮バス」が、富士宮駅から放射

状に広がる民間路線バスと連携し交通ネットワークを構築している。 

 更にその交通ネットワークを面的にカバーする「宮タク」を市内の広い範囲に敷設する

ことで、公共交通のセーフティ・ネットが張り巡らされた。 

 しかし、これらの仕組みは生活に必要な最低限の移動手段にすぎず、誰もが何時でも何

処へでも移動できる仕組みにはなっていない。公共交通にマイカーと同様の利便性を求め

ることは難しいが、運転免許証を持たない人が、通勤・通学・買い物・通院等に困らない

交通体系に改善する必要がある。 

 また、富士山世界文化遺産登録を受けて多くの方が富士山及び構成資産を訪れている。

環境保護や交通渋滞、交通事故等の問題を解決し、本市を訪れた人が安全に安心して移動

できる交通体系の構築も重要な課題である。 

 「富士宮市第 2次地域公共交通総合連携計画」では、民間バス路線及び「宮バス」「宮タ

ク」の維持改善と新たな交通システムを開発することにより、さらに身近で利用しやすい

持続可能な公共交通の実現を図ることを目的とする。ということで、書かせて頂きました。 

 次、2 ページ。「2．第 2 次地域公共交通総合連携計画の基本指針と目標」でありますが、

中段から、基本的には第 1次の基本方針を踏襲した上に考えています。新たなテーマは、『地

域の実情に即した便利な生活交通の実現』に定め、高齢者による交通事故の削減のため、

マイカーから公共交通への転換を容易に進める施策や、身体障害者等の就労を支援するた

めの公共交通の実現を目指すということで、新しい取り組みに入れてあります。 

 基本方針は 4つあります。「１．誰もが利用できる公共交通網の維持」「2．高齢者をはじ

め、地域住民の足となる公共交通体系の整備」「3．地域や企業が支える公共交通の仕組み

づくり」「4．地域が協働することで、公共交通の利用環境を向上させる」という 4 つの基

本方針を立てました。 

 3 ページでは、この基本方針に基づく基本構想図を入れました。1番新しい特徴的なのは、

中ほどのピンク色の枠「就労支援の宮タクエリア」。北山、山宮、南陵の工業団地の方に通

勤のために行く仕組みを、今回入れようということで、基本構想図に入れさせて頂きまし

た。 

 4 ページをご覧下さい。4つの基本方針の主な内容を、それぞれご説明します。 

 「１．誰もが利用できる公共交通網の維持」ですが、1．民間バス路線について、必要な

路線の維持ということで、現在富士宮市では、富士急静岡バス、山交タウンコーチの 2 社
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のバス路線がございます。基本的には、今あるバス路線を維持していこうということが、

ここに書いてあります。ただし、最後の方ですが、「なお、引き続き調査を行い、ニーズの

変化や他の運行形態の方が効果的と判断される場合は、補助事業の見直しを行う。」という

ことで、他の交通モードへと変更されることも有り得るということも、書いてあります。 

 ２．生活交通を兼ねる観光路線バスの運行ということで、富士急静岡バスでは、平成 25

年 6 月末から生活交通を兼ねる観光路線バス「強力くん」の運行を開始した、ということ

です。既に実績も上がっていますが、中々厳しい状況にあるという報告も受けています。 

 生活交通を兼ねる観光路線バスは珍しいタイプの運行形態です。この路線を改善しなが

ら、拡充し維持をしていくということを記入させて頂きました。 

 5 ページをご覧下さい。市の自主運行バス「宮バス」の維持改善です。 

 こちらの図にある通り、中央循環を中心にして、南循環、北循環、東循環と大きな循環

が 3個あります。それから、芝川地域に行きます。香葉台線、稗久保線、芝富線、稲子線。

これら全てが、宮バスという位置付けになります。これらの維持改善を図っていくことを、

こちらに記入させて頂きました。 

 6 ページをご覧下さい。「基本方針 2．高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交通体

系の整備」。 

 １．JR 身延線、路線バス、宮バス及び宮タクの連携ということで、ニーズが多様化する

中で、いきなり目的地に行けることは、中々難しいです。従いまして、宮バスから路線バ

ス、宮バスから宮バスに乗り継ぐと、色々なモードの乗継が必要になります。その際には、

ダイヤの改正や乗継の案内を明確にしながら、誰でもが乗り継ぐことによって、色々な場

所に移動できるような仕組みにしたいということを、1番に書きました。 

 7 ページ、2．デマンド型乗合タクシー「宮タク」の継続運行、です。何と言いましても、

高齢者の生活の足と言ったら、宮タクは欠かせない乗り物になっています。更に、利便性

の高い運行形態に改善し、現在の運行エリアを維持していきたいと思います。 

 このエリアにつきましては、１番下の内房エリアが 10月 1 日からの運行開始になります。

これで現在、9エリアになりますが、こちらのエリアを維持していきたいと考えています。 

 8 ページをご覧下さい。宮タクのエリアを図に示したものです。 

 9 ページ、3．「宮タク」の運行形態の大幅改善という所で、宮タクは平成 20 年から開始

しまして、色々運行形態の見直しを進めてきましたが、まだまだ改善の余地がございます。 

そんな中で１番大きいのは、中心市街地の住民が利用できないのが、宮タクの仕組みで

す。宮タクは、交通空白地域から中心市街地に集まる仕組みですので、中心市街地に住ん

でいる方は、移動できない仕組みがございます。 

この図で見ますと、矢立町にお住まいの方が図書館の方へ行きたいといった場合、街中

エリア内の移動ですので、認められていません。例えば、駅やショッピングエリアに行き

たいと言っても、これは全て街中エリア内です。 

これらを、街中エリア内で移動できる仕組みに変えていきたい、ということです。 
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また、宮タクは途中下車が出来ないという特殊な仕組みを持っています。水色のエリア

からピンクのエリアへ、真っ直ぐ点線の矢印が伸びていますが、これが基本的な移動パタ

ーンです。しかし、この沿線道路上には、大きな病院やショッピングセンターがございま

す。そちらで降りたいという需要もかなりありますが、現在の所、そういったことは認め

ていません。 

実際の例で申しますと、北山エリアで乗ったお爺さんが、戸田眼科へ行きたいという要

望がありました。しかし、戸田眼科は途中下車できませんので、１番近い下車場所が総合

福祉会館になります。福祉会館で降りますと、そこから１度タクシーで下ってきた所を徒

歩で歩いて行くと。足のご不自由な方ですと、福祉会館から戸田眼科まで 30 分かかる、と

いう話もございます。そういうことを考えますと、病院の脇を通っているなら、その病院

で降ろして上げるのが普通ではないか、というご意見もございました。 

そんな中で、これから色々制度を整備しますが、途中下車を出来る仕組み。またこれは、

バス事業者なんかとの調整も必要になりますが、少しでも宮タクの利便性を上げることに

よって、利便性の高い交通モードに転換していきたいと。引いては、それは、路線バスや

タクシーが結果的に大勢使うことになって、相乗効果が発揮出来るのではないということ

で、9ページに新しい仕組みのイメージを記入させて頂きました。 

 10 ページをご覧下さい。4．宮タク（北部工業団地エリア）の運行ということで、目標の

所に書きましたが、就労におけるバリアを少しでも解消し、就労希望者・受入企業の双方

にとって有益な社会環境を整える。また、多くの方が富士宮市に訪れます。過度なマイカ

ー依存を抑制し、マイカー通勤を止めて、公共交通通勤に変えることで、環境問題・交通

渋滞等を改善し、環境負荷の少ないエコタウンの実現を目指すということで、4項目目に書

かせて頂きました。 

 これは、あくまでもイメージ図ですが、団地内に交通組合的なものを作って頂き、そこ

に社員と勤める会社が、組合にお金を払います。この組合は、事業者に運賃、市に協力金

を払います。事業者は、当然組合から頂いた運賃では、賄いきれませんので、足りない部

分を国と市から補助または委託を受けて、１運行でサービスをするような、イメージ図を

書きました。 

 要するに、実際に使われる利用者と企業、それから自治体の 3 者が実態になってこの仕

組みを作っていくということのイメージ図になります。 

 それから 11 ページ。基本方針 3．地域や企業が支える公共通の仕組みづくりについて。

まさに企業が支えるということでは、「バス停オーナー制度」「宮バスサポーター制度」と

いうものが、上げられます。引き続き、この制度を充実させていくことで、書きました。 

 12 ページをご覧ください。基本方針 4．地域協働による、公共交通の利用環境の向上と

いうところです。 

 この地域協働というのは、一般的に地域と言いますと、自治会とか、かなり狭いエリア

をイメージしますが、これは特にそういうものではありません。 
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 地域協働というのは、まさにこの活性化再生会議には、地域の代表者の方、老人会、婦

人会など色々な各種市民団体の代表者の方が見えています。それから、交通事業者、国・

県の関係者という中で、これが地域協働という位置付けになります。従いまして、この会

議で決定された事項につきましては、地域協働事業による利用環境の向上につながるとい

う位置付けになります。 

 何故この 4 項目を敢えて入れたと申しますと、国庫補助の中に地域公共交通改善事業と

いう補助金制度がございます。今年度から、この地域協働による事業につきましては、国

の補助が受けられます。従って、連携計画にそういった項目が無いと補助金の対象になら

ないということで、敢えて 1～9まで項目を載せました。ここに載せていれば、全て補助金

が貰えるという訳ではございませんが、逆に言えば、ここに載せていないと補助金が貰え

ないという裏返しにもなります。細かい内容ですが、各項目を記入させて頂きました。 

 １．地域協働による「富士山世界文化遺産～構成資産めぐりガイド～」の発行。マイカ

ーで大勢の方が押し寄せた場合に、色々な社会問題になるという中で、公共交通を使って

世界遺産を見に来てくださいというような、アナウンスをするためのパンフレットです。

このパンフレットを作るための経費も、国の補助が受けられる仕組みになります。 

 同じように、2．「のりもの祭」の開催。来月 10 月 19，20 日で、今年も行います。こう

いった色々なイベントの経費も補助対象になります。 

 3．公共交通間のスムーズな乗継ぎ。乗継案内やダイヤ改正、こういったものも地域協働

の中でやっていきたいと考えています。 

 それから 4．富士宮市と商店街等他施設や他機関との連携の強化の中で、現在、イオン富

士宮ショッピングセンターさんの中で、かなりの支援を受けています。利用者割引券とい

った制度の導入・拡充を図っていきたい。また、高齢者免許返納制度の中で、警察に返納

をした方に宮バス・宮タクで使える券を発行するということも、10 月から始めます。これ

らのことも、引き続き強化していきます。 

 5．公共交通の意識啓発、参加支援ということで、モビリティ・マネジメント事業。市民

の行動参加のための仕組みづくり。お出かけプランといったものの仕組みづくりです。NPO

の育成といったものも、こちらの項目に記入しました。 

 14 ページをご覧下さい。6．地域協働による「のりものゲーム」「紙芝居」「絵本」の作成。

様々なものを作ってきました。そういったものを、製品化してより多くの方に、楽しんで

理解を深めてもらうため、こういったものを作る作業も国庫補助で出来たらありがたいな

と、6に入れました。 

 7．市民・交通事業者・行政が連携する場の設置。ワークショップの開催や懇話会、イベ

ントの開催といったもの、これらも地域協働の中で行っていきたいと、思っています。 

 7 までは協議会が実施して、協議会に補助金が出る仕組みですが、15 ページの 8，9 は、

変わっています。これは、地域協働による地域内フィーダーということで、公益幹線のバ

ス停に接続する路線、これをフィーダー路線といいます。富士宮駅や西富士宮駅に接続し
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ている路線について、サービスレベルの見直しをすることによって、本来国庫補助路線で

はないが、地域協働による県維持になりますと、国庫補助路線の対象になることもありま

す。これらを、上手く活用したいと思います。 

 9 は、民間バス路線の話です。民間バス路線の沿線住民に対する周知活動を充実させると

いうことを行いますと、低密度で補助金の対象にならなかったものや、補助金のカットを

受けていたものが、復元されるといった補助もあるようです。従いまして、9まで入れさせ

て頂きました。以上が、基本構想になります。 

 16 ページをご覧下さい。計画推進のための事業評価サイクルです。基本的には、この辺

は第 1次と変わっていません。 

こちらに各目標値を入れていますが、まず収支率です。目標値は 50％以上で、現在の目

標と変わっていませんが、ここで若干の変更があります。※運賃等には協力金・補助金・

その他雑入を含む。と記入いたしました。現在の 50％の指標の中には、明確な補助金がど

うなるかということが書かれていません。補助事業も、国の補助と県の補助は仕組みが違

います。国の補助は、事業者に入ります。県の補助は、市に入ります。ということで、こ

の収支率は、運行経費に対して 50％以上の運賃収入等を得たいというもので、国から補助

金を頂いて、運行経費そのものが小さくなりますと、当然その 50％も小さくなる訳です。  

従って、国庫補助路線の所については、ハードルが下がる仕組みです。県補助につきま

しては、その事業費は変わりませんから、高いハードルになります。路線によってアンバ

ランスが生じることによって、今回、国庫補助に合わせて県補助につきましても、計算上

は運賃収入等に含めて収支をすると考えています。 

目標値は変わっていませんが、若干中身が変わるということを、ご協力頂きたいです。 

次に 1 か月当たりの乗車人数ですが、第 1 次ではここに難しい計算式がありました。運

行経費×運賃収入×1か月の利用者数とか難しい計算がありましたが、これも委託料が変わ

ると目標値も人数も変わってきます。例えば、新しいバスを新車で買いますと、原価償却

費になりますので委託料が増えます。委託料が増えると、その計算式でのぞくと、基本的

には乗車人数を増やさなくてはいけなくなります。 

収支率は 50％でチェックしておきながら、結果的に 2 番目の収支率に影響してしまう中

で、影響しない形での目標値の設定をしたいということで、昨年度の PDCA の指標に基づい

て、毎年年度初めに目標値を設定しています。この計画の中でも、指針に基づき、目標値

を設定ということで、実績に応じた目標値設定に改めたいと思います。 

100 円サービス券の利用割合ですが、もともとこれは、商店街のサービス券を考えていま

した。第 1次では、0.2％が目標値でした。現在、イオン様のご協力を頂いて 6.03％とかな

り大きな金額になりました。そのうち 10％にも達するということで、宮タク・宮バスの 10％

をイオンが払っているという状況もあり得ます。そういった中で、実態に合った形の中で、

現在の 0.2％を 7％以上に目標値を引き上げたいと思います。 

次は、利用者満足度調査の実施ですが、3，4 という利用者満足度につきましては、前回
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と同じ点数になっています。バス停オーナー数は、現在の 43人ですが、これを踏まえて 50

人以上と新しく目標を設定したいと思います。 

17 ページは、宮タクの指標目標になります。こちらも 35％以上で、第 1次とは全く同じ

ですが、こちらにも補助金というものを運賃収入に含めまして、計算をさせて頂きたいと

思います。 

1 便当たりの乗合人数ですが、基本的にはこの 4 月に PDCA で指標にまとめた目標値を採

用しています。ただし、北山工業団地エリアだけは新しいエリアですので、改めて 2.0 人

と目標値の設定をしたいと思います。 

こちらは従業員の移動ということになりますので、基本的には平日毎日ということで、

おそらく決まった方が乗られるという中で、2人以上の方は確保できるのではないかと、設

定をしました。 

利用者満足度は、宮バスと同様 3.4 点となります。 

次に基本方針にかかる評価指標ですけども、市民満足度です。先程の自動車満足度は、

マイカーを使っている人も含めた満足度ですが、現在は 3.4 点ということで統一していま

すが、アンケートの結果、やはり交通弱者とマイカーを乗っている人とでは移動に関する

満足度が異なってくる中で、全体での目標を 3.8 以上と少し上げさせてもらいました。そ

して、交通弱者の目標値を 3.4 と。実態が 3.3 となっていますので、3.4 以上は今後も維持

をしていきたいということで、目標値を設定しました。 

18 ページをご覧下さい。PDCA のサイクルになりますが、こちらは、第 1次と全く同じで

す。「PLAN」「DO」「CHECK」「ACTION」をグルグル回していくということで。詳細につきまし

ては、PDCA の評価指針に基づくことになります。 

19 ページは、全体の事業一覧になります。この実際に書かれているところが、事業年度

ということで、平成 26 年度から平成 29 年度の４ヵ年の計画にしたいと思います。基本的

には、２６年から全て棒が入っている訳ですが、１カ所２－４宮タク（北部工業団地エリ

ア）は、実際の運行開始は 27年の 4月を予定しています。従って、26 年度は実証実験や研

究・開発をする期間にしたいと思います。 

この４につきましては、地域公共交通確保維持改善事業、国庫補助事業を活用するとい

うことで、記入させて頂きました。以上が本件になります。次が、資料編になります。 

1-1 を見て下さい。こちらが、富士宮市の位置、地形ということで、現在の状況を書いて

います。世界遺産の登録がされたということも、最近の話題として記入しました。 

1-2，3 につきましては、運行問題研究所の資料をもとに、今後の富士宮市の人口の推移、

各種生産人口、老年人口等をグラフにしたものです。 

1-4 は、高齢化率を色分けしています。赤の濃い所が、高齢化率が高いということで、北

部地域の方が高い。街中にいくと高齢化率が低いということで、分布図を作りました。 

1-5 は、公共施設一覧になります。富士宮市の主な公共施設。こちらの公共施設は、民間

施設も含めています。誰でもが行ける施設ということで、レジャー施設も含めて列記させ
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て頂きました。 

こちらを分布にしたものが、1-6。こちらの図の中に宮バス、宮タクも含めたバス路線と

公共施設の位置を記入してあります。 

次に 1-7 です。一般会計による予算の推移ですが、合併によりまして伸びておりますが、

平成 23 年度、24年度と少し下がっているという状況があります。これは、富士宮市の統計

から、既に公表されている部分を記載させて頂きました。 

1-8 は、自家用車の保有台数。23 年は下がっているが、24 年はまた上がっているという

ことで、依然としてマイカーの保有率は高く、依存度も高いというわけです。 

観光客の流入数も増えたり減ったりですが、24 年に増えまして、おそらく 25 年度は 60

万人を超えるのではないかと。おそらくこの矢印は、右肩に上がっていくと予測されます。 

1-10 をご覧下さい。上位計画の位置づけです。まず、第 4 次富士宮市総合計画の位置づ

けの中で、「交通体系が整った便利なまち」ということで、位置づけられています。 

1-11 では、平成 32年までの都市計画マスタープランの中でも道路・交通体系計画という

ことで記されています。 

1-12 をご覧下さい。岳南都市圏総合都市交通計画ということで、載せています。1-13 か

ら長期計画、1-14 では短・中期計画、都市部交通戦略（富士宮市プラン）ということで、

これらが岳南都市計画の交通計画として出ております。 

資料２に入ります。富士宮地域公共交通の現状ですが、こちらも市の統計で公表されて

いる部分だけをピックアップさせて頂きました。まず 2-1 が民間バス路線の状況ですが、

折れ線グラフが下がっているのが、分かると思います。 

 2-2 では、現在運行しているバス路線の状況が書かれています。2-3 は、その路線を図面

で示したものです。 

 2-4、通信市街地を拡大したもの。宮バス宮タクを含めて、現状を示した地図を入れてい

ます。 

 2-5、6 が、先ほど説明しました強力くんのパンフレットです。これで運行路線、それか

ら時刻表ということが分かると思います。 

 2-7 をご覧下さい。不採算バス路線に対する補助です。平成 16年が 1番ピークでしたが、

23,000 円を通して、今現在では 15,000 円弱という所で、下がっております。実はこの下が

った金額で何をしているかと言いますと、宮タク・宮バスを行っているということになっ

ています。 

 全体の予算的には、当時よりも増えています。当然、サービス水準も上がっている訳で

すから、一般的には増えていますが、費用対効果という意味では、かけた経費以上の効果

を見ているのではないかと評価をしています。 

 2-8 に移ります。こちらの廃止路線の状況ですが、平成 20 年の 4 月の最後にその後の廃

止路線はございません。 

 2-9 が、今まで走っていた所のどこが廃止されたかということを、図で示しています。 
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 2-10 が、宮バスの概要でございます。新しく出来ます宮 5 北循環まで含めた最新の状況

をここに記載させて頂きました。 

 2-11 からは、その利用状況です。若干ではありますが、右肩上がりの状況になっていま

す。評価は低いながらも北循環も東南循環も利用者が増えています。 

 今、全国的にはコミュニティーバスが、年々減り続けている傾向のある中で、少しでも

上がっているというのは喜ばしいかなと思っています。 

 2-12、バス停オーナー制度ですが、平成 20 年に 4,380,000 円で始まったものが、これだ

け大きく伸びています。平成 25 年 4 月には 8,176,800 円と大幅に協力金が増えています。 

 2-13 をご覧下さい、宮タクの概要になります。新しく含まれます内房エリアを含めまし

た概要を 13 ページに書きました。14からは、各エリアの評価になります。目標値が点線で

書いてありますが、目標値を超えたり下回ったりとまちまちです。 

 17 ページまでエリアごとです。こちらにつきましては、基本的には必要な人が必要なと

きに移動するということですから、多くても少なくても、そんなに一喜一憂することはな

いのですが、やはり目標値を決めている以上目標値を達成しているかは、気になる所です。

ということで、この辺はご覧頂きたいと思います。 

 次に資料 3です。アンケート調査の結果を記入しました。3-1 は、利用者アンケートです。

実際に宮バス宮タクを使っている方に、直接アンケートを書いてもらいました。今年の 2

月 22日から 3月 22 日の間に実施しました。全部で 141 の回答が出ております。 

 3-2 をご覧下さい。性別につきましては、圧倒的に女性の方が多いということです。運転

をするか、しないか？当然、しない方がほとんどです。運転を出来ないから、宮バスに乗

っているという状況が伺えます。年齢につきましても、70歳以上の方が 50％を占めている

という結果です。 

 3-4 をご覧下さい。宮バス・芝川バスを使ってどこに行くのか？これは、通院、買い物が

多いということが分かりました。それから利用する頻度ですが、「ほぼ毎日」と「週に 1～2

回」ということで、ほとんどの方が宮バスを使って日常の足になっていることが分かりま

す。 

 それから、利用する理由は何ですか？という所も聞いています。また、行きたい場所に

ついても、このような場所に行きたいということで、記入して頂きました。 

 3-6 をご覧下さい。利用したい時間帯。それから、料金についても聞いています。「ちょ

うどいい」という意見が多いようです。いま、料金は 200 円。障害者手帳をお持ちの方、

お子様は 100 円という料金がちょうどいいというような意見を頂きました。 

 周知活動ですが、足りているという意見が多くて、良かったなと思います。70％の人が

足りていると思っているようです。それから、気になる満足度ですが、目標値 3.4 に対し

まして、宮バス 4.4、芝川バス 4.2 ということで、こちらも目標値を達成しております。 

 次は宮タクです。宮タクにつきましても、90％の方が女性で、90％の方が運転をしない、

免許を持っていないということでした。年齢につきましても、80％が 70 代以上です。また、
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若い年齢の方でも山本エリアでは、利用している方がいらっしゃるということが、分かり

ました。 

 3-10 をご覧下さい。目的ですが、やはり通院・買い物が上位を占めています。利用頻度

は、週に 1～2回が最も多い状況です。 

 3-12 をご覧下さい。なぜ宮タクを使うのか？という質問ですけども、「家まで迎えに来て

くれて、目的地まで行ける」と、まさに宮タクの最大のセールスポイントですけども、こ

の辺が評価されて使われているという意見が多いです。行きたい場所があればということ

で、選んで頂きました。問 5では、時間帯を確認しております。 

 3-14 をご覧下さい。料金の方ですが、「ちょうどいい」「安い」ということで、宮バスは

ちょうどいいという意見が多かったですが、宮タクになりますと、「安い」という意見もか

なりウエイトを占めています。割安感を感じている人も、かなり多いようです。 

 それから、広報活動、チラシについては、60％の方が「足りている」と。宮バスが 70％

以上でしたので、宮タクと宮バスでは、まだ宮タクの方が知名度が低いのかなという結果

になっています。 

 満足度につきましては、各エリア、まちまちですが、全て目標値の 3.4 をクリアしてい

ます。 

 3-15 では、市民アンケートです。これは、車を乗る方も含めた無作為抽出、6月 3日～6

月 24 日間です。1360 人に出しまして、626 件の回答があり、回収率 46，2％になります。 

 性別で見ますと、回答されている 46％で、関心が高いのは、女性で 60 代ということで、

高齢者の方も関心が高いということで、回答率に反映されております。職業は、会社勤め

が一番多い。外出については毎日ということで、通勤通学されている方も対象になります

ので、このような結果になっております。 

 3-18 をご覧下さい。外出の移動手段で最も多いのは何ですか？ということで、無作為抽

出したほとんどの方が、自分で運転するということになります。 

 次の所ですが、１と答えた方、つまり車を利用する人に満足度を聞いた所、3.9 というこ

とでした。車以外の方については、3.3 ということで、これは車以外の方が高いということ

が、逆に意外だったなという感想を持っています。あまり、車を乗っている方と乗ってい

ない方の満足度に差がないのかなということで、この辺はもう少し詳しく調査をした方が

いいのかも知れません。 

 次に時間帯を聞いています。また、クロス集計したものが、3-20，21 に載っています。 

 3-22 をご覧下さい。エコ通勤についてどう思いますか？という、新しい調査項目ですが、

やはり一番多かったのは「マイカーは便利なので、公共交通が充実しても転換が難しい。」

という、非常に残念な答えが多いわけです。今後、モビリティマネジメントを強化するこ

とによって、マイカーから公共交通に転換していく意識を高めていけるようにと考えてい

ます。 

 それから７では、マイカー以外の方に困っているかどうかを質問しました。「困っていな
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い」という意見が多くて、びっくりしたのですが、困っているという意見が 35％あります。

困っている人に８で、聞いています。どの辺を改善したらよいでしょうかという問題につ

きましては、「路線バスの増便」ということで、宮バスの増便もあるのですが、1 番多いの

は路線バスの増便です。 

 こんな形で 3-25 まで、市民満足度調査をまとめています。 

 次に 4．観光客の動向調査というところで、1 日限りですが午前中に調査を行いました。

調査場所は、お宮横丁と浅間大社です。実際に訪れている方にアンケートを行いました。

83 人の方から情報を得ることが出来ました。 

 4-2 をご覧下さい。回答者のお住まいはどこですか？ということで、色々ありましたけれ

ども、県外の方が約 80％ということで、遠くからお見えになっている方が大勢いらっしゃ

いました。移動手段は？ということにつきましては、やはりマイカーが 71％。鉄道が 18％。

思ったより少なかったのは、高速バスの方が 1 人しかいなかった、という結果になってお

ります。 

 それから、調査地以外で立ち寄る場所はどこですか？と質問した所、市内では、白糸の

滝という所が一番多かったですが、県外から来ていますので、せっかく静岡に来たついで

に色々見ていきたいという所で、市外の方が多かったようです。 

 4-4 をご覧下さい。宿泊の有無です。日帰りですか、お泊りですか？という質問ですが、

日帰りの方が多かったです。泊りの方は、どこへ泊るかという質問をしたら、県外へ泊る

ということで、白糸の滝、朝霧高原を周って、山梨県の方へ宿泊をするというお客様が多

かったです。 

 来訪の回数は？ということで、「はじめて」ということで、世界遺産の効果がまさに現れ

ているなという結果になっております。以上が連携計画の素案になります。長くなりまし

たが、よろしくお願いします。 

議長（副市長） 

 少し長くなりましたが、第 2 次の地域公共交通総合連携計画の素案ということで説明頂

きました。資料まで含めて量が多いのですが、ここで市民の皆様からご意見、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 

 10 ページに宮タクの北部工業団地エリアの運行とあるのですが、その所のシステムのや

り方をもう少し詳しく教えてもらえませんか。会社と社員さんが工業団地にいらして、協

力金を富士宮市さんへ。なおかつ、運賃を交通事業者さんへ直接支払うのもあるのですか？ 

事務局（高野） 

 これは、実は報告事項の中に、こういう運行を考えていますよということで、報告事項

②がありますので、先に説明をします。 

 それでは資料 6をご覧下さい。報告事項④を先にしてしまいます。 

 こちらに企画書というものがございまして、まず、何でこういうことをするのかという



 - 12 - 

ことが、目的に書かれています。事業の概要につきましては、市が運送事業者に運行委託

をすると。運賃では賄えきれない金額を委託料として支払うと。工業団地エリアにつきま

しては、利用者台帳を作成し利用者状況を把握する。詳細につきましては、今後詰めてい

きますが、運行日の前日に交通事業者に予約するであるとか、利用者から運賃を徴収し毎

月事業者に支払うとか。 

 こういったものも書かれていますが、これはあくまでも案でございます。考え方です。 

 それからフローチャートがこちらにもございます。連携計画の中では細かいことは入れ

ていませんが、同じようなフローチャートが出てきます。ここには金額が入っていますの

で、非常に分かり易いと思います。 

 社員 1，2，3，4 とありますけども、この方々にそれぞれ必要な金額が書いてあります。

この仕組みは就労支援を兼ねていますので、障害者手帳を持っている方が通勤をするため

の移動手段と考えていますから、中距離で 200 円、一般の方ですと 400 円ですけども、障

害者割引で 200 円になります。この 200 円と同額をその勤務する会社の方が組合に払いま

す。従って、これは 1 運行のチャートですけども、この社員 1 の会社につきましては工業

団地組合に対して、400 円支払うわけです。社員 2，3 が勤めるｂ社につきましては、短距

離と中距離の方と想定しますと、300 円ずつで 600 円。ｃ社は 200 円ということで、この 1

運行に対しまして工業団地組合に 1200 円入ります。この 1200 円は、運賃の 600 円と賃貸

という協力金です。本来、このような運行は想定していなかったので、就労を支援するた

めの特別な仕組みになります。従って、この協力金を頂いて市は新しいシステムを開発す

るという訳です。 

 1 運行 3000 円、中距離を想定していますから、交通事業者に組合から 600 円入りますと

2400 円になります。この 2400 円を、国と市が補助金と委託料で賄う仕組みになっておりま

す。 

 また、各事業所がキロ制運賃によってメーターを動かすことなく、キロ制運賃によって

ということで調整をしている所です。ただ工業団地組合で、このような組織が出来るかど

うか、また、予約等細かい作業が入ってきますので、どこまで企業に出来るか、まさに今、

調整をしている所です。これが平成 27 年の 4 月から開始というのは、1 年間かけてこの仕

組みを構築していく所で、フローチャートにまとめています。 

 次のページにあるのが、このエリア図ですけども、ＡＢＣＤＥＦというのは、社員さん

の自宅と考えて下さい。Ａの方を乗せて、ＢＣと乗せて山宮、北山に周るという例です。

Ｄの方につきましては、富士宮駅、芝川方面からの方は駅から乗ってもらうという形で、

市外の方も同じ扱いという仕組みにしたいと思っています。現在、宮タクは市民の方しか

使えませんけども、工業団地エリアにつきましては、富士市など市外、県外の方も利用で

きる仕組みにして、かなり安い料金になっています。 

通常の宮タクよりも、正直言ってこの料金体系は、安いです。何故こんな安い料金体系

かと言いますと、この企業から富士宮市に協力金を貰っています。この協力金をもとにし
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て、これを運行経費に入れることによって、もともと安い金額で運行できると。協力金を

失うと、なかなか障害を持たれた方の毎日の通勤の足にしづらいということがありまして、

このような仕組みを考えました。以上が先程の質問の回答になるかと思うのですが、いか

がでしょうか。 

議長（副市長） 

 これは、フローチャートで 4人（障害者）と書いてあるけど、限定する訳じゃないのか？ 

事務局（高野） 

 これは、たまたま障害者を想定していますが、一般の方もこれに乗って頂けますので、

一般の方はここにあります、中距離でしたら 10 ㎞以上 15 ㎞未満の方は 400 円を払って頂

けたら、宮タクを使って通勤が出来ますから、エコ通勤ということで、マイカーから公共

交通通勤に変えて、ということも含めています。 

議長（副市長） 

 これは例えば、今日は飲み会があるからとか、そういう使い方は出来るのですか？ 

事務局（高野） 

 基本的には通勤ですので、いつからいつまでの期間、使えますよ、という形で利用をお

願いしたいと思います。 

 これにつきましては、拡大する要素が多分にございまして、街中から北部地域に行く宮

タクですので、今現在の宮タクとは、逆方向の宮タクになります。ですから、街中の方が

北部方面の病院に行きたい時に、この宮タクが使えないのか、という議論も出てくると思

います。この辺は整理する中で、通常の宮タクのように前日や 1 時間前予約でこの就労支

援型の宮タクを活用できるようにしたらどうか、ということも含めて 1 年間検討していき

たいと思います。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 この 3 ページ目の絵で見ると、例えばＤＥＦの人が工業団地組合からの予約で、Ｄの人

を乗せて、Ｅの人を乗せて、Ｆの人を乗せて工業団地まで行くと、そうすると金額的には、

それぞれ 900 円。そうすると工業団地組合から富士宮市さんへは、600 円の協力金を払う。 

事務局（高野） 

 今言ったＤＥＦという運行が 1台で行ったとしたら、900 円の運賃収入が利用者からあり

ます。そうしますと、利用者と同額を会社が負担する仕組みですから、組合は 1800 円払う。

この金額は普通の方の料金ですので、障害者の方は半額になりますから、全部障害を持た

れない普通の方が使った場合には、900 円になりますので、会社負担が 900 円。利用者負担

が 900 円。合計 1800 円が組合に入って、会社から言えば、900 円ずつ市と運行事業者の方

にまわるという仕組みです。 

議長（副市長） 

 市を通さないと、補助対象にならないから、迂回するというわけですか？ 

事務局（高野） 
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 そういう訳では…。委託事業で市がするのに、どうしても財源もない中で厳しいという

中で、こういった形を取って、事業者に委託事業としてやりたいという風に組み立ててお

ります。 

 いずれにしても、市営の乗合交通になるのですから、市の委託として発生しますので、

運賃収入で賄えない部分が赤字になりますけれども、赤字については、先程のフィーダー

輸送の国庫補助を活用できる仕組みにして、国の支援も受けながら、という風に考えてい

ます。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 そうすると、1200 円集まったら、工業団地組合さんは交通事業者さんへ 600 円払って、

市の方へ 600 円払うと。市の方は、これらのものを 1 か月か半年か 1 年でまとめて交通事

業者に、契約して所に払うということですね。 

事務局（高野） 

 協力金だけでは、当然賄えきれませんから、協力金を入れて委託料として、毎月精算を

していくという風に考えています。 

 工業団地組合の方も、月に 1 回１カ月分として事業者にいきますから、事業者は日銭と

いうのは入らない仕組みでして、１カ月間待って下さいという仕組みになります。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 ただ 4分の 1の 600 円は、入るのか？ 

事務局（高野） 

 この仕組み上、運転手さんの所へお金はいきません。全て工業団地組合の所へ行って、

組合が運賃として払いますので、それで降りる時に運転手さんに乗っているお客さんがお

金を払うという仕組みではない。 

 それもこれから、こういう方がいいとか、これは、余りにも１カ月間つけては困るよ、

という話もあるかも知れませんし、調整をしていきたいと思っています。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 それもそうですが、国の方の補助も 2 分の 1 の補助が出ますけども、それは年度を過ぎ

てから出ますよね。その分ずっと事業者の方には、お金が入らない。 

事務局（高野） 

 この辺の仕組みにつきましては、国庫補助部分も含めて委託料として支払っておいて、

後から事業者の方に国から補助金が入りますので、それが入った分は、市の方に雑入とし

て入れるという仕組みにすれば、事業者には迷惑がかからないかなと、思っています。 

 ただ一時金として、市の方には持ち出しが増えるものですから、これも簡単にこういう

仕組みがいいとか言いきれませんけども、手法はこういった形で取れると思います。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 今言った中で、国庫補助のフィーダーということだったのですが、これでフィーダーと

いうことであれば、26年の 6月の計画で国の方に提出することになるのでしょうか？ 
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事務局（高野） 

 27 年の 6月で、実際には 27年の 10 月開始ということです。国庫補助が 10 月 9月ですの

で、26 年の 6 月に上げた時には、後半分だけが対象になるということですね。システムが

まとまれば、26 年の 6月に後半分だけ申請をして、国庫補助対象にすると。そうすると 27

年の 4 月から 9 月までが 26 年度事業としての国庫補助対象ということですね。その辺は、

考えていきたいと思います。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 あと１点。企画書の中で、より県の補助を最大限に活用するということで、国庫の方は

いいですが県は…。 

事務局（高野） 

 実は、最後のページのカラーを見て頂きますと、黄色の北ゾーンがあります。この北ゾ

ーンは、残念ながらフィーダー路線には成り得ないものですから、申し訳ないのですが、

これは県補助対象路線ということで、確保計画に上げさせてもらって、県の支援を受けた

いと考えています。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 この辺が県の補助ということであれば、また別途担当者の方とご相談して頂きたいと思

います。 

事務局（高野） 

 そうですね。まだ絵に描いたような状況ですので、また具体化してきたら担当者の方と

お話ししたいと思います。よろしくお願いします。 

日本大学 藤井敬宏委員 

 面白いことを考えていたな、というのが率直な印象です。前の公共交通会議の中でも何

度もお話しましたが、宮タクはアクセス交通にはいいけれど、通常イグレスと言われてい

るような駅周辺から直に戻るような交通、これは中々宮タクだと難しいねという所でした。

今回の提案は、一気にそこまでは行かないけれど、住民の方々が就労する場所まで向かう

といった交通を担うという面では、非常に面白い発想をされたなというのが印象です。 

 ただ、事業の目的が大きすぎるというのが、率直な印象です。企画として、どれくらい

のイメージを持たれているのか。例えば、その事業組合が一つの組織として、就労者を、

民間バス利用者さんを交えた形で、展開をするという形に向かうのだと。通常は、企業が

持っているようなバス利用ですね。それを公共交通の位置づけとして組み込んで、それを

すると言った時に、これが過度なマイカー依存を抑制し、環境問題、交通渋滞が改善する

かというと、これはそこまでのレベルではないだろうと。 

比率的に考えれば、4 人の人が乗って 1 台で行けば 25％にカット、と数字を見ればそう

なるかも知れないですけども、目的からするとそういうことではなくて、地域の人たちの

就労支援といったものが公共交通として、どう担えるか。   

特に交通のプアーゾーンに対する足の確保といった所で、個別利用出来るような宮タク
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というものが、あくまでも地域から中心市街地、その逆パターンとして有効活用できない

かという所では、見方の 1 番の所かなと思いますので、もう少し小さな目的の方が、身の

丈に合っているのではないかと思います。特にエコタウンの実現なんて、これはどうなる

のですか？というのが、率直なイメージ。ただこれを、どう発展するかもあるのですが、

大々的に発展させるようなことを計画の中に組み込むのであれば、それくらいの意思表示

で全体の企画に、1年実証運行した後本格運行に向けて地域拡大も含めて大々的にやるとい

う考え方であれば、もう少し柔らかい表現で残していくといったことは、ありかなという

気がしますので、この辺でご考慮頂ければと思います。これは意見ということですので、

回答は結構です。 

議長（副市長） 

 この件を先にやってしまいましょう。今の新たな工業団地エリア運行主旨ということに

ついて、報告事項の 2ですね。 

 なかなか詳細が掴みにくかったかもしれませんけど、考え方としては新しい発想で、宮

タクのサービスの改革を進めていくということで、ご理解いただきたい。 

 これは事業組合の方に、障害者が何人いるかについてはカッティングしているとかは、

ないのですか？ 

事務局（高野） 

 既にアンケートをとっておりますけど、現在、山宮・北山工業団地エリアには公共交通

がありませんので、残念ながら現状として、障害者の受け入れは、ほとんどないです。 

ただ逆に、障害を持たれた生徒さんが卒業した後、北山・山宮に行きたいという希望が

あるということです。それらをつなぎ合わせるのが宮タクの役割ということで、この仕組

みが出来ることによって、これから富士支援学校の卒業生が、どんどん北山・山宮へと入

って行って、事業側も法律の中で何％は障害者を採用しなくてはいけないという規定もご

ざいますので、そういう中では、いい人材をどんどん受け入れて、お互いのそういう関係

の繋ぎ役にも、宮タクがなるかと思っています。 

現在は、あまりないです。一部あるのが、高齢者で車に乗れないので、家族の送迎で行

って頂くか、相乗りで行っている方が数人います。そういった方々も宮タクに移行して頂

ければありがたいですし、新しいニーズを掘り起こすことの方が、大きいなと思っていま

す。 

議長（副市長） 

 その他よろしいですか？新しい試みということで、これから連携計画の中に組み込みた

いということですので、ご理解頂きたいと思います。この件につきましては、以上といた

しまして、その他全体的な総合連携計画でご意見ご質問を頂きたいと思います。 

日本大学 藤井敬宏委員 

 まず 9 ページ。宮タクの運行形態の大幅改善ということで、今までの宮タクの常識を少

し変えたいと。変えたいという方向性は分かるのですが、タクシー事業者さんとバス事業
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者さんと、どういう調整が具体的に出来ているのか？ 

 10 年後 20 年後といった話であればいいのですが、連携計画はかなり近いタームで動き出

すものですので、その際に、路線協力といった民間事業の意見といったものが一番気にな

る所かと思います。 

 また、市民の公共交通の足といった所で、例えばＡさんが移動できないから新たなコー

スを考えるということではなくて、公共交通のサービス利用がエリアとしてどれくらいの

水準にあるのか、といった所を前提とした形の中での、移動のしやすさしにくさを評価し

なくてはいけない。そうなっていった時に、エリア内といった所で、具体的に民間のバス

と宮バスの運用の仕方とタクシー事業者さんとの実際の運用の仕方と、きちんと差別化が

図れる仕組みとして成り立つのかといった所を、ある程度しっかりイメージしないと中々

難しい。 

 ダブルトラックを解消するためといったキーワードは出ているのですが、やはり連携計

画に盛り込んでいくと、その具体化したイメージというものは、次の中にすぐに求められ

てくる。そういった際に、耐えられる中身になるかどうか若干心配があるので、その辺の

事前調整をかなり丁寧に進められて、盛り込むなら盛り込むといった形を進めて頂きたい

という、これは要望です。 

 それから 16ページ。この計画目標値、「宮バス」の評価指標の所で、いい形なのですが、

どっちがいいか分からないですが…。 

 評価指標の中に、100 円サービス券の利用割合が書いてありますよね。実績値に対して上

げていくという話です。 

 もう１つはバス停オーナー数。50 人以上。バス停オーナー制というのは、宮バスを運用

する際の１つの給付金という形で、全体に運用費用として、まとまって入ってくる。これ

は、市の方にいくらか入ってきてプールされていく。今度の 100 円サービス券というのは、

個人事業者に特定サービスという形で、個人に分配されるもの。そういった時に、例えば

収支率 50％にしますよ、これは１つの収支率の運用の話ですので結構です。 

 バス停オーナー制の健全な運用をするために、基金という形で確保する。全体像の仕組

みということですから、目標値はいいかと思います。 

ただ、この民間の個人利用に対する所、あくまでもイオンが大きすぎるので、こういう

状況になるかも知れないのですが、民間サービスとして提供して頂いているものに対して、

行政側から目標水準を 7％にしますよと掲げることが、本当にいいことなのか？個人利用と

いったところの利用サービスに対して目標設定をするのは、いかがかなという印象を持ち

ました。 

当初の0.2％などの小さい数字の時であればいいのですが、かなり全体像の1割も占めて、

それを民間 1 企業に対する基金として受け入れるのであれば、それは宮バスオーナー制の

ような形で、公共交通会議に入れてあればいい話になるので、それであれば目標値として

構わないのですが…。 
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イオンに限らず色々な企業の方からそういったものを入れ込むという発想は、あると思

うのですが、入れるとしても実績値として、参考値レベルで 100 円サービス券が評価とし

て、0.2％から 7％くらいになって、現在非常に有効活用されていますというくらいのもの

かなと。そういった印象を持ちましたので、その辺の扱いを考えて頂けるといいなと思い

ます。 

それと 1-11 ページ、参考資料ですね。公共交通をやっていると、いつも悩ましい所があ

りまして、こちらに富士宮市都市計画マスタープランというものがあります。その中に長

期的視野に立った土地利用、都市施設などの配置及び整備その他都市計画の基本的な方針、

という枠組みの中で、どういった形で都市施設や土地利用を書いてあるのか、ここでは分

からないのですが、全国の市町村なんかで見ると、かなりコンパクトシティーといった形

で、人口減少に対応して、都市の形態を出来るだけコンパクトにしましょうといったアプ

ローチをしている。 

それに対して、公共交通をどうしよう？公共交通で考えた時に交通不便地域の方たちに

交通の足を確保する、これを前提として組んでいることは、富士宮の素晴らしい所です。

宮タクといったもので、交通空白地域 0 政策をとっている、これは他の所にはないので、

非常に面白いです。 

逆に都市計画といったものの、コンパクトな都市配置や計画都市をと思った時に、逆に

公共交通をどんどん優先にしてあげることによって、その施策を遅らせる施策にもなって

しまうことに。両方起きる訳ですね。 

特に何故この場でこういう話をするかというと、以前この会議では都市計画課が事務局

となって動いていました。今回は、市民生活課に事務局が変わりました。都市計画的な配

慮の中で公共交通をどうするかという考え方と市民の生活で足を確保するためには、どう

するか。これは、求める方向性が若干違う所が出てくるのです。ですので、この上位計画

を擦り付ける時には、ぜひこの辺の所も都市計画的な計画といったものと公共交通の仕組

みが合っているかということも、是非常に確認しながら検討して頂けるとありがたい、こ

れは要望です。 

特にこれは、事務局が変わってしまったというのがあるので、発言させて頂きました。 

議長（副市長） 

 3 点のご指摘を頂きました。事務局どうですか？特に 1点目、民間事業者との調整につい

て、大幅改善はではないけれど、市街地から外へ持っていくこと、或いは途中下車もする

こと、それを心配されていますけどどうですか。 

事務局（高野） 

 本日の会議を開催する前に、交通事業者と 2 回ほど会議をしました。具体的に、こうい

うものが可能かどうかの話をする中で、概ね了解を得られているという風に考えています。 

 ただ細部につきまして、幹線道路というのはどの路線まで幹線道路というのかとか、行

ける施設が、医療施設だけなのか、ショッピングセンター、銀行はどうなのか、という細
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かい所は出来ていません。 

 ただ、必要最低限行けるような病院等は幹線であれば、ここでは乗降出来るようにする

のがいいのではないか、というような話は受けています。ですから、4年間の計画でありま

すので、4年の間には改善が出来ればということで、事務局としては調整を図っていきたい

と考えています。 

 今の段階で、全く駄目だと真っ向から反対されていることはありません。 

 100 円のサービス券ですね、正直申しますと私も 1次の計画にあったものですから、この

ままそれを持ってきて現実に合った％を置き換えただけと言ったらそれまでですが、確か

に先生がおっしゃられた通り、これは裏を返せばどれだけ企業から金をとれるかという目

標を市が作っているのですよ。これは、市の計画に入れた時に、果たしていいのだろうか、

ということは正に感じる所でして…。結果的にそういう支援を受けた、というのでしたら

いいのですが、例えばこれが 6.5％しかなかったから、もっとイオンで買い物をしてサービ

ス券を貰いましょうねという活動をするのは、市の姿勢としていいのかどうなのかという

ことは、正に自分も感じる所でして。敢えて指標から除いてしまった方が、誤解がないの

かなという風に思いました。これをまとめて最終的に調整していく中で、ご意見を頂けれ

ば従いたいと思います。 

議長（副市長） 

 この前が商店街だったのですよね。商店街で買い物しましょう、という連携の中でした

のですが、全くそれが廃止になって、イオンさんが肩代わりをしたら、効果絶大になって

しまったという訳ですよね。 

事務局（高野） 

 そうです。ですから、特定の利用者になっている部分もありますし、これを上げて特定

の事業所で買い物しましょうという話にもなってしまいますが、今、先生のご意見を頂い

て、あまり好ましくないなと思いました。 

区長会芝川支部 齋藤静委員 

 現状ですと、まだあまり知られていない部分があるのですよね。と言うのは、当日しか

使えないことを一般の方が知らないことが多い訳ですよ。 

ですので、買い物をしてカウンターでサービス券を貰って来るというようなことを、や

っていない方が結構多い訳ですよ。だもんで、その辺を周知させることが、この目標値数

値ということではなく、このようなことを載せるということを行って頂ければ、思うよう

な数値は伸びていくのではないかと思います。 

議長（副市長） 

 裏技というか色々な方法が考えられますね。2人でとか複数でとか。それでは事務局の方

で、もう 1度ペンディングして、検討して頂けますかね。 

事務局（高野） 

 そうですね。今のように知らない方に周知させることは、当然必要ですし、公共交通を



 - 20 - 

使いましょうよという活動も必要だと思いますので、この目標値の％を上げるということ

を目標にするのではなくて、周知度合を高めるという目標に変えることもあります。誤解

を招くならば、いっその事これをはずしてしまって結果報告の中でこれだけのご協力を頂

きましたと、これだけの利用券が使われましたという部分で留めるというやり方もあろう

ことかと、その辺も少し検討させて頂きたいと思います。 

議長（副市長） 

 2 点目、よろしいですか？また、検討しましょう。 

 3 点目については、私の方から言いましょう。確かに都市計画部門から移りました。実は

食・住・遊・学は、前の前の市長さんの平成 14年のマニフェストになります。 

現在その後、リーマンショックもあり、この夢のような都市計画は、置いていません。

反対にコンパクトシティになっていて、富士宮市の場合ですと人口の減が 17～19％、富士

市も同じですが、全体的な概数値になりますので、その時にどんな街を作るのかというこ

との議論が、次の 28 年からの総合計画、企画スタッフがやっているのですが、今、先生が

ご指摘なった所は、正にその時どうしていくのかという所です。 

 難しいのが、地域要望と市の政策とが、中々合わない。例えば行政改革の分野から言い

ますと、市が財政健全化計画を立てた時に、多少の不便はあっても効率化を優先して、北

部の出張所は廃止して、本庁に集約しましょうと、利用者費用対効果が合いませんという

ことで打ち出したんですが、やはり地域要望や色々な市町村が変わってきますと、地域の

政策的にも非常に触れていく、ただし人口については、児童・生徒数は減っていくという、

この矛盾は、次期総合計画の重要な課題となっています。 

ですので、その考え方と、拡大路線そのままに、例えば北部地域の人の利便性を確保す

るためには、費用対効果よりも福祉という観点から置くべきかという議論もございますが、

そことの調整をどうするのかということです。これは、富士宮市の次期総合連携計画の非

常に難しい所だと、私は思っています。ですので、その回答を今ここで、市民生活の交通

スタッフに求めるのはきついのかなと、正直思います。 

ご指摘頂いたように、基本理念は 10 年前の理念ですので、おそらく今は合わないでしょ

う。田貫湖のキャンプ場の利用客も減っているんですね、理由は簡単で、10 年前に子育で

した世代が、例えば昭和 20 年代の富士宮市の 1 学年が 2500 人くらい、いるんですね。今

は 1100 人なんです。当然、ファミリーが減って子供が減っている訳ですから、10年前のキ

ャンプをした人と今では平行して減っていしまっている。そういうのが、あちこちにある

ものですから、今後どういう風にするのかが、重要な課題としています。答えになりませ

んが…。 

 

日本大学 藤井敬宏委員 

 私も答えを求めている訳ではなくて、特に課が変わった時に見る視点が変わってくるの

で、その辺はどこか心の片隅に置いたままで見て欲しい、とそういったお願いですので。 
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議長（副市長） 

 分かりました。当然、公共交通のスタッフとしては、なるべく市民の利便を高めたいと

いうことで、考えてしまうと思います。 

 では、今の所は難しい案件ですが、重要なアドバイスを頂きました。今日は都市計画ス

タッフがいませんけども、私の方からお話をします。その他、いかがでしょう。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 1 ページと 4ページなんですけど、そういった所には民間バス路線を本市の公共交通の軸

として捉えていると書かれているのですが、記載が 1 個だけで、後は宮タクと宮バスが前

面に出ている気がします。 

 それにつきましては、富士宮市さんが主体となって宮タクとか宮バスがあるので、それ

は分かるのですが、富士急静岡バスさんや山交タウンコーチさんの方にも、富士宮市の市

民の移動に不可欠な役割を果たしていますので、また本県と致しましても、業者のバスを

軸として考えていまして、補助についてもさせて頂いています。 

 ですので、今後軸となる両社のバスのあり方ですとか、宮バスや宮タクとの相互関係と

いうのも記載すべきじゃないかなと思いました。その辺は、どうなのでしょうか？ 

事務局（高野） 

 そうですね、この 4 ページの所の 1 ページに満たない文しかございませんので、例えば

図を入れたり、分かり易くして、こういった路線を維持していきます。まあ、資料編を見

れば分かる仕組みにはなっていますが、本編の中で載せることによって、やはり軸と言っ

ているならば、何で軸になるのか、今後どうしたらいいのかということもですね、4ページ

はボリュームを上げたいと思います。ありがとうございます。 

議長（副市長） 

 よろしいですか？では、加筆をするということでお願いします。その他いかがでしょう

か？ 

静岡運輸支局 松野勝敏運輸企画専門官 

 第 1 次地域公共交通連携計画を策定された際にも、国の方からこれは地域公共交通活性

化再生法に基づく連携計画のうんぬんというお話でさせて頂いたかと思うのですが、委員

の交代等あったと思いますので、改めて国の方から述べさせて頂きますと、地域公共交通

活性化再生法に基づきまして、この連携計画を策定して頂きます。 

 そうしますと、まず協議会につきましては、市民の皆様や事業者をはじめ、関係行政機

関につきましては、それぞれ応諾義務、この会議に出席して頂くという義務事項になりま

す。また 11 月に予定している第 3回のですね、本日は素案の提出と聞いていますけど、第

3回で承認させて頂きまして総合連携計画が策定されまして、国に提出して頂きますと、今

度はこの計画について達成の努力義務がそれぞれ事業者さん行政機関はじめ市民の皆さん

にもそれぞれ義務という形で達成できるように、頑張って頂く必要が生じます。ですので、

本日この会議の席上で気付かなかったこと、発言できなかったこと、あるかと思いますが、



 - 22 - 

それにつきましては事務局の方でもお受け頂けると思いますので、それぞれの立場の方か

ら意見を述べて頂きますよう、よろしくお願い致します。 

事務局（高野） 

 今いくつか訂正の点がございました。それも含めて 11 月 11 日（月）を目標に、ご意見

がありましたら、こちらにお寄せ頂きたいと思います。そうしましたら、最終案という形

でご提示も出来ます。もちろん第 3 回目のその場で変更することも出来ますが、出来まし

たら 11 日までにご意見を頂ければ、それを製本したものをお分けして、又審議したいと思

いますので、早く協議を頂いて疑問な点とか訂正した方がいいのではないかという点があ

りましたら、お寄せ頂きたいと思います。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？ 

富士急静岡バス 道本晃一委員 

 1 つ追加でご説明頂きたいのですが、9ページの「宮タク」の運行形態の改善の中で、街

中エリアについてと宮バスとの関係と言いますか…。宮バスは街中に来ているものですか

らそのイメージ、宮タクの街中エリアのイメージは、どういう風になるのか？ 

事務局（高野） 

 正にこれにつきましては、富士急様の競合よりも宮バス宮タクの競合が 1 番大きいと思

っています。宮タクも拡大する段階で、今市内ほとんど全域に宮タクを入れていますが、

入れた理由は高齢者や障害者を持たれた方がバス停まで行けない、もしくはバスのステッ

プに足がかからない方もいらっしゃるので、全域に広げましょうという話でした。 

結果的には街中エリアでこの宮タクを使う方は、こういった高齢者である方とか障害を

持たれた方でも移動が出来る仕組みという風に、ある意味では差別化をしてきたという風

に考えています。ただ現実問題として、今まで宮バスで移動していた方が宮タクで移動す

るということで、宮バスのお客さんが減る可能性もあります。ただご存じの通り、宮バス

と宮タクは料金が違いますので、健康な方が敢えて高い料金を払って宮タクを使うのか

と・・・、それもまた分かりません。従いまして、ある意味では一定の差別化が出来るの

かなという中で、共存が出来ればという風に考えております。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 その件で今の説明だと、街中エリアの輸送は障害者を対象として輸送をすることが前提

なのですか？そうではなくて、一般の健常者の方というのは、利用できるのか？ 

事務局（高野） 

 勿論、全ての方を対象にしたものですけれども、逆に言うと宮バスでは、全ての方の送

迎が出来ていない可能性があります。それを網の目で拾うというか、補完する意味合いで

街中に入れることが、十分意義のある仕組みかなと考えています。 

静岡県バス協会 平野洋一委員 

 そうするとですね、今までタクシーで行っていた人も街中エリアで宮タクを利用できる、
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ということになるのですよね。ただその辺は、先程先生がおっしゃいましたけど、バス事

業者が市のバスと競合する部分がかなり多いということで、タクシー事業者は自分たちの

仕事とかなり競合する部分があるんだけれども、その辺はすり合せが出来ているという話

なのでいいのですが、これから検討するということになっていくものですから、その辺を

きちっとしていかないとかなり摩擦が起きてくるのではないかと思います。その辺、よろ

しくお願いします。 

事務局（高野） 

 いずれにしても、時間帯の制約が宮タクにはつきますので、時間においてはフリーで使

えるタクシーの方が当然便利なわけですね。タクシー事業と宮タク事業は、サービス内容

が違うということでどうかな、という話はタクシー事業者ともしております。 

 タクシー事業の邪魔をしてまで、宮タクを広げようという気持ちは無いものですから、

お互いが共存して外出する機会を増やすことによって、宮タクも営業タクシーも両方増え

ていく形が理想的だと思っていますので、まず高齢者、障害を持たれた方が外出をする機

会を増やすためのものとして、宮タクの利便性を高めるという風に考えます。この辺は、

今後も事業者さんと連携を密にしながら進めていきたいと思っています。 

議長（副市長） 

 心配が大きくなる所ですので、十分調整をして協議をお願いします。 

 その他いかがですか？ 

日本大学 藤井敬宏委員  

 情報提供ということだけなんですが、観光客の動向というのが１つありましたので、そ

の点でこちらの都市計画課の方にご協力頂いて、私共の研究室でせせらぎ駐車場に来迎さ

れた方がどのような形で観光されているかといった所を、簡易ＧＰＳを携帯して頂いて、

どういう形で浅間大社まで行って回遊して帰ってきたのかを、調査致しました。 

 それについては、データの分析がまだ十分に終わっていないですが、その辺のデータの

解析が終わりましたら、事務局の方に提供させて頂く。そうすると駐車場と浅間大社の参

拝も含めてどういう利用がされているかという所が、グループ属性も家族なのかアベック

なのか、そういった所も全部データにとってありますので、どういう利用パターンがある

かということを、すこし利用出来るかなと。 

 そうすると、今回 4-3 でも立ち寄り場所と言っただけで聞いていますが、具体的に誰々

さんの所まで行った所までＧＰＳがとれるものですから、そういった要望を提供させて頂

きたいというのが、1点ございます。 

 その関係という所で、私ども大学で、明日から 150、60 人の学生の交通調査があるんで

すが、その関係で昨年末のデータで浅間大社周辺の観光の実態で周辺の駐車場とかの活用

を、今回富士学会というのがありまして、こちらの方の大学院でプレゼンテーションをし

まして、学会賞というポスターセッションの部門で賞を貰ったということでございまして、

そちらについても富士宮でやられた成果といったものを１つ、大学から出させていただき
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ましたので、PR させて頂きました。 

 先程のデータに関しましては、事務局に提出させて頂きます。 

議長（副市長） 

 富士宮市としてはもう 1 つ、静岡県の世界遺産センター。非常にこれは、富士山の文化

の学術施設であり、その施設が浅間大社のせせらぎ広場の隣に決まりました。県では、3年

でユネスコに報告しなくてはいけないので、オープンを目指す。大変かなと、かなり大き

なものですから大変なのかなと、知事が建物自体で人を呼べるものにしたいと。何年続く

かは別として、3年後につきましては、そういう施設も出来るということです。 

 その場合、いらっしゃる方につきまして、どんな風なニーズがあるのか、何でみえるの

か、また他の構成資産の資料を並べて、どんな風に使うか。 

 非常に富士宮市の重要な課題になってくるということで、色々なデータを出して、一緒

に考えていきたいと思います。これは、お知らせになります。 

 その他、よろしいですか？色々ご意見がございましたが、先程室長からご説明があった

通り、今日あった意見以外にお気付きの点がございましたら、11 月 11 日までに担当の方へ

ご連絡を頂きたいと思います。 

 問い合わせでも結構ですし、ここが分からないということでも結構ですので、ぜひ 11月

11 日に担当までご連絡頂きたいと思います。その上で、次回の会議にかかっていきたいと

いう風に思っています。 

 続きまして第 2 号議案であります退出単独維持困難路線にかかる申し出について、受け

たいと思います。内容が民間バスの路線にかかるものですので、申し出業者であります富

士急静岡バス株式会社、山交タウンコーチ株式会社の担当者の方からのご説明をお願い致

します。はじめに、富士急静岡バス株式会社さんから説明を…。 

富士急静岡バス 道本晃一委員 

 今日初めてこの会議に出すのですが、よろしくお願いします。佐野の方から申し上げま

す。 

富士急静岡バス 佐野智昭委員 

 その前に、富士急静岡バスの運行に対しては、皆様の温かいご協力、またはご支援の方

を頂きまして、誠にありがとうございます。この場をお借りして、お礼申し上げます。 

 資料 2を見て頂きたいと思います。平成 26年度乗合バス路線退出意向等申出書というも

のがございます。これは、退出等ということでございますので、富士急静岡バスとしては、

退出意向、路線バスを止める路線は、今回予定しておりません。 

 ただ単独継続困難、要は富士急静岡バス単体の運行では、少し運行自体が出来ませんと

いう気持ちの方を書かせて頂きました。 

富士急静岡バスでは、今回資料 2 の 1 番初めにある備考欄を見て頂きますと、市単独系

統というものがございます。富士急静岡バス富士宮管内ですと、全部で 16系統のバス路線

がある中で、今回、市単独補助系統が 7路線。 
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2 ページをめくって頂きまして、国庫補助対象系統、これは国の方から補助金を頂いてお

ります、4系統。全てで 11 系統の単独維持困難ということで、出させて頂きました。 

 富士急静岡バスとしては、このようなものを出す前に、当然運行経費の削減ということ

で、その前から人件費の削減等を行っております。只今、燃料等が高騰している関係で、

交通費の関係で、そうは言いましても、少ないながらも、富士宮市内で利用者が多い時間

帯に、バスを集中して航行させることによって、収入を上げるようなダイヤの設定をしま

した。 

 また、回送等で減らせるダイヤを毎年、2月から 3月にかけて策定しまして、4月からの

運行を取りまとめております。運行の際は、各自治体は各学校の方へ乗り方教室などの専

門活動をしてきまして、また若い人への情報発信をして、若干ながらですが弊社のホーム

ページ等の更新も敏感にして、またバス事業に対しての、こういう新しいバスが入りまし

たよということで、若い人にも興味を持って頂ければ、ホームページ等でバス事業に対し

て興味や理解を持って頂ければと思います。 

 それでは具体的に申し上げますので、只今から資料 2、1番上にあります、富士宮駅から

の路線になります。猪の頭行き、スポーツ公園。 

スポーツ公園は、7月 8月のみの運行になっています。 

二本松線。富士根北小学校、富士根南小中学校の方ですね。上条というのは、富士宮駅

から上野の方になります。 

下に行くと北山系統になりますが、白糸まで足形まで、田貫湖周辺の休暇村富士まで運

行することになりますけど、形状欠損額というのが、年々増え続けているのが現状です。   

これは毎年申し上げていましたが、一番の原因は燃料の高騰があります。それに合わせ

て乗車人員ですが、以前のような減り方はしていないのですが、若干ながらも減っていま

す。特に猪の頭地域のお客様も、乗車人員の落ち込みというのが、ちょっと多い。特に猪

の頭地域の方に関しては、ご理解の方をもらっているのがございます。 

またその下の方、スポーツ公園、二本松、上条、白糸滝、足形、休暇村富士に対しまし

ては、例年通りお客様が少ないですので、ご協力の方お願いいたします。 

次のページにいきまして、国庫補助対象系統。これは富士宮市と隣の市、町の地域間路

線ということで、ある程度人数がいっている所に対して頂ける補助金になっているのです。 

上柚野にたいしては去年芝川町だったこともありまして、地域間路線として入れさせて頂

いております。 

その中で今回 4 路線、富士宮駅から上柚野、曽比奈行き、この後富士市の大渕も経由し

まして吉原中央駅に向かう路線と、今年度より富士宮から吉原中央駅に向かう、139 号線と

県道 404 号線を経由しています。こちらもお客様の乗員が芳しくないことから、今回の国

庫補助対象に出させて頂いています。 

次のページをめくって頂きますと、同じように単独継続困難路線です。曽比奈線は多め

に、他は例年通り出させて頂きたいと思います。 
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富士急の方からは、以上です。 

議長（副市長） 

 引き続き山交タウンコーチさん、お願いします。 

山交タウンコーチ 野口委員 

 日頃、当社のバス事業に多大なご支援、ご協力を頂いていますことを、この場を借りて

御礼を申し上げます。では、当社の単独維持困難路線の申し出につきまして、ご説明をさ

せて頂きます。 

 当社の申し出につきましては、資料 3をご覧下さい。資料 3の表のページにつきまして、

山交タウンコーチの単独維持困難バス路線について、になりますが、1番として、申し出の

概要を３ヶ年分、まとめて掲載をしております。その後、下の段、2につきましては、過去

の実績値をつけさせて頂きました。 

 その後のページにつきましては、2 枚目、3 枚目、4 枚目。実際に県にお出しする資料の

写しとなっております。この 3 枚に関しましては、県の要綱に基づきまして、27，28，29

の 3 ヶ年分の資料となっております。その後につきましては、実際の路線の系統図、最後

の方に時刻表を添付させて頂きました。 

 各系統図、時刻表共に青く塗られています路線が、今回申し出をさせて頂いております

路線になります。富士宮市内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

点としまして、イオン、星山台を出て蒲原病院までの路線となります。 

 当社では人件費、また会議費の抑制を実施をしつつ、平成 23年 7 月になりますが、当社、

路線の再編を行いまして、損益の拡大の防止に努めてまいりました。 

 申し出の概要につきましては、平成 27 年度からの 3ヶ年分となっております。この 3ヶ

年分の運行回数、実車走行キロ、ちょうど資料 3 の表の真ん中あたりになりますが、こち

らにつきましては、各年度の曜日配列から実際に計画している平日の運行回数、休日の運

行回数の状況から算出し、記載させて頂いています。 

 また損益につきましては、過去の実績表を基準としまして国庫補助要綱に基づき、そう

させて頂きました。 

 実際の運行回数、実車走行キロにつきましては、実績の方をご覧下さい。この表の中の

下、22 年度から 23，24 年度になります。23 年 7月に、実際の再編をする中で 22 年度から

23 年度につきましては、7 月の国庫補助の年度につきましては、10 月か 9 月ということに

なります。よって、ここの約 2 か月分の数字の中での運行回数、実車走行キロが減少して

います。 

 その上 24 年度、直近の年度となりますが、こちらにつきましては年間を通して実績され

た値の中から運行回数、実車走行キロというのがあります。 

 実際の方針で、今後の 27 年から 29 年度につきましては、この再編する中で安定した運

行、お客様の理念をより促進するような活動を行いながら維持してまいりたいと考えてお

ります。 
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 今後も交通ネットワークの構築に向け、時刻改正と利便性確保を模索しつつ、富士宮市

さんを始めとしまして、関係各所の協力を得ながら路線バスの維持に努めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。簡単ではありますが、以上となります。 

議長（副市長） 

 ありがとうございました。それでは、委員の皆様から只今の説明につきまして、ご質問

等ありましたらお願いいたします。 

 それでは、ご質問がないようですのでお諮りをしたいと思います。第 2 号議案退出単独

維持困難路線に関わる申し出につきましては、原案の通りに承認することにご異議ありま

せんか？  

（特になし） 

ご異議なしということでございます。よって原案の通り、承認をすることに決定いたし

ます。 

 それぞれの事業者さまにおかれましては、本内容を県の方へ提出をお願いします。 

 続きまして「第 3 号議案 市自主運行事業の申し出について」を、議題と致します。事

務局から説明をお願いします。 

事務局（高野） 

 資料 4をご覧下さい。市町自主運行事業の申し出です。平成 26 年度に行います、具体的

に言いますと宮バス宮タクの事業計画になります。基本的には、現在の運行を維持します

ので、変更のあった点だけを申し上げます。 

 申し出番号 3です。市街地循環（北循環内回り）。系統キロ数が 21.8。かなり長い距離数

になりますが、こちらをフィーダー路線として今年の 10 月から運行の開始をしますので、

これが新しい路線になります。 

 同じく 4、外回りになります。以下につきましては平成 23 年のフィーダー系統、東南循

環 5,6 と続きます。 

 次のページをご覧下さい。こちらが旧芝川バスと呼ばれたバスですが、こちらも宮バス

という名称になりまして、それぞれが芝富線、香葉台線、稗久保線、稗久保線につきまし

ては 2系統ございます。これらの路線については、変更はございません。 

 なお、申し出番号 11 につきましては、内房線の廃止に伴いまして、1 部路線の変更をし

ておりますので系統キロ数が 12.9 ということで、若干増えております。 

 次は 12から 20 まで。こちらは宮タクになります。こちらは、各エリアにつきましては、

12、13、14、15 全て現在と同じ運行になります。変更になります所は、20番です。こちら

は内房線ということで、25 年、今年の 10 月 1 日から運行開始ということで、1番新しい路

線として県の方に要請したいと思っています。以上です。 

議長（副市長） 

 説明が終わりました。只今説明につきまして、ご意見ご質問等ありましたらお願いいた

します。 
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 それでは、お諮りをいたします。「第 3 号議案 市自主運行事業の申し出について」は、

原案の通りに承認することにご異議ありませんか？なしということで、原案の通りに承認

いたします。事務局では、本内容を県の方へ提出をお願いします。以上で協議事項につき

ましては、全て終了いたしました。 

 続きまして、報告事項を議題と致します。何点かありますので、要点を説明して下さい。 

 まず、報告事項①「平成 26年度ＰＤＣＡ評価（中間評価）について」をお願いします・ 

事務局（高野） 

 それでは、議案書の 1 ページ、①の中間報告ですが、今年は中間報告で、決定ではあり

ません。資料 5をご覧下さい。時間の都合がありますので、簡単にご説明申し上げます。 

 評価がＡＢＣＤＥと 5 段階ございまして、そのもとになる点数が右側の表になります。

総合得点 8点となっております。8点は、Ｂ評価ということです。1番下に先値の評価を入

れてありますから、宮バス中央循環につきましては、今年度の評価も 8点でＢ+で変更ござ

います。 

 次のページをご覧下さい。北循環につきましては、1点増えました。収支率の方が良くな

って、3点に上がりましたが、やはり相変わらずＥ評価ということで、レッドカードとなっ

ております。 

 次が東南循環です。そちら側も評価点数は、変わりありませんけども、内容は良くなっ

ています。収支率も 47.7％、乗合の方も 73.5 ということで、数字は上がっておりますが、

結果的にはＤ+という評価です。 

 次はシャトルになります。シャトルにつきましても、評価点数は 1 点増えています。昨

年はＥ評価ということで退出もあり得る路線でしたが、Ｄということでランクも上がって

おります。 

 次は芝川バスの評価ですが、そちら側は収支、人員とも点数が減って 6 点が 4 点になっ

て、Ｃ評価の合格点からＤ評価に落ちました。 

 次は宮タクに入ります。山宮エリアですけども、総合得点が 6 点と上がっています。Ｄ

評価だったものがＣ評価、合格点に達しました。 

 次が山本エリア。こちらは７点が６点と下がってしまいましたが、引き続きＣ評価。合

格点を維持しています。  

 安居山エリアに入ります。安居山エリアにつきましては、8点が 6ということで大幅に下

がりました。これは、運行回数を増やした都合上、どうしても乗合率が下がって乗車割合

が 93.7％と落ちています。結果的にＢだったものがＣ。ただしこれも、合格点でございま

す。 

 次は南部エリアです。こちらも、得点は昨年と全く同じですが、今年度はかなり利用が

よくて、6月については誰も乗っていないということで、運行台数 14台 14 人と 1人 1台の

マイタクシーになっているのが現状です。 

 次が上野エリアです。7ページのＣ評価だったものが、今年度につきましては、5点とＤ
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評価に落ちております。乗車の割合をうりあいの方が下がっているという結果になってお

ります。 

 次が富士根エリアです。6点が 4点で、こちらもＣからＤに評価が下がっています。 

 北山エリア、5点が 4点と 1点下がっていますが、これも乗合率が下がっているのが大き

な原因です。 

 北部エリア、4点から 4点と変わりはないですが、乗合率 66.7 が 81.5 に上がっているの

が、いい兆しが見えているのかなと思います。また、今年度につきましては、各月必ず乗

車があるということで、昨年は乗車 0 という月がありましたが、今年はないです。以上中

間報告になります。 

議長（副市長） 

 只今の報告につきまして、ご意見ご質問等ありましたら、お願いいたします。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 宮タクの上野エリア、富士根エリア、北山エリアの所は数値的には下がったりしていま

すが、輸送人員が伸びている所が結構多いなと感じたのですが、その辺はどんな要因があ

ったのでしょうか。 

事務局（高野） 

 こちらは 4 月から、月水金の週 3 日だったものを毎日運行していますので、基本的には

人は増えております。ただ、限られたユーザーがそのタクシーに乗りますから、どうして

も密度が下がってくるということで、乗合率の方が下がっていると。また、上野地区や北

部地区につきましては、回数部分のキロ数が多いですから、実車走行距離に応じて収支割

合を出すものですから、どうしても大勢乗っても、その分収支率は悪化してくるという関

係になっているという風に評価しています。 

議長（副市長） 

 それでは①につきましては、報告済みと致します。次に②、これは先に言いましたので、

③に行きます。 

 報告事項③「宮バスのバス停増設及び名称変更について」、報告をお願いいたします。 

事務局（高野） 

 議案書の 2 ページになります。まず増設の部分ですけども、稗久保線で安居山上と稗久

保の間に楓の丘というバス停を作りたいと思います。これは楓の丘という所をご利用され

ている方の要望等がありまして、地元の区長さんともお話をして、かなり距離があるもの

ですから中間にあってもいいねという形の中で、増設をさせて頂きます。なお、楓の丘様

につきましては、バス停オーナーの協力を頂けるということで、今契約をする作業をして

いる所です。 

 次に廃止ですけども、東循環の尾無沢ですね。139 号線のバイパスの所ですが、尾無沢と

中小泉というバス停がありますけども、2車線がありまして、更に信号機で 3車線になりま

す。バス停が近くにありますので、どうしてもバスが車線を渡っていく都合上、非常に危
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険を伴うということで、尾無沢を廃止いたしまして、中小泉 1 つにまとめたいということ

で、廃止をします。これは、地域の方とは協議済みです。 

 次に北循環東コース内回りですけども、もともと承認を頂いた時には阿幸地公会堂にバ

ス停を 2本上げる予定でしたが、道路が狭いという都合がございまして、片側 1本にして、

その 1本に両側の時刻表を入れることによって、安全な運行にしたいということで、1本の

バス停を廃止いたします。それに従って、「阿幸地橋」というのもご承認を頂いたバス停で

すけれども、こちらも富士急静岡バスと非常に路線が近いということで、競合を避けると

いう意味合いで、このバス停を外したいと思います。 

 次に名称ですけども、名称変更がございます。ご承認を頂いた時には、万野 2 区という

名称でご承認頂いたのですが、バス停オーナーとして田中医院からご協力頂きますので、

内回り外回りが「田中医院」になります。同じく本大岩が「なかがわ眼科前」、東阿幸地上

が「ピアゴ富士宮店」、若の宮町南が「若の宮ホールあかり」ということで、全てバス停オ

ーナーの関係で名称の変更を致しました。 

 次に北循環の北コースですが、ソフトボールブリッジというバス停を「外神歯科医院」。

こちらもバス停オーナーの関係で、名称を変更いたします。以上、バス停の増設廃止及び

名称変更でございます。 

議長（副市長） 

 只今の報告につきまして、ご意見ご質問等ありましたら、お願いいたします。それでは、

③につきましては、報告済みといたします。 

 次に④「富士山世界文化遺産の交通ガイド」につきましては、報告をお願いします。 

事務局（高野） 

 それでは、お手元の資料７をご覧下さい。Ａ3をジャバラ折にしたものですが、基本的に

は公共交通でお見えになった方のガイドブックという風にご覧ください。開いて頂きます

と上に「世界文化遺産富士山」とありまして、地図がございます。例えば富士宮駅から白

糸の滝に行く場合にはどうしたらいいのだろう？ということを見ますと、⑥の所。富士宮

駅から車で 24分ですと、バスを使う場合には 2番線乗り場から北山線、運賃は 600 円。タ

クシーで行った場合には 3400 円。ということが、日本語と英語の表記であります。 

 このように目的地に合わせて、マイカー以外で移動する場合にはどうしたらいいのだろ

うか、ということを分かり易く書いていますけれど、全てのモードで書ききれませんので、

ある程度距離を見ながら、ここだったらタクシーでいくらぐらいかなと、これをご利用さ

れる方がご自分で考えて頂く分もありますが、その目安にはなるのではないかと考えてい

ます。 

 また、もとのページに戻りますが、それぞれの時刻表がありますので、バスを使う場合

の時刻表が、それぞれ裏表に書かれています。また、タクシー会社、バス会社の電話番号

を入れます。このような構成資産めぐりガイドというものを作ります。 

 今落札業者が決まりまして、印刷屋さんと調整をしている訳で、10 月に入りましたら、
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綺麗なものが出来上がりますと思いますので、出来上がりましたら次回の会議の中で皆様

にお渡ししたいと思います。以上です。 

議長（副市長） 

 交通ガイドマップというか、交通ガイド付きということですが、ご質問等ありましたら、

お願いします。 

県交通政策課 仲野弘己班長 

 どんな所に置かれるのですか？ 

事務局（高野） 

 ＪＲ富士宮駅、西富士宮駅にラックがございますので、そこに置きます。あとは、観光

協会、駅前の「きらら」。そういった公共施設など、駅の周辺でこのガイドブックが手に入

る仕組みにしたいと思います。 

議長（副市長） 

 その他よろしいでしょうか？④については、報告済みといたします。 

 次に⑤平成 25 年度「のりもの祭」について、報告をお願いします。 

事務局（高野） 

 来月 19、20 日の 2日間、富士宮市役所の北側駐車場で開催いたします。内容につきまし

ては、宮タク宮バスの展示。それからオリジナルカレンダーのプレゼント。アンケート。

今年は、オリジナルボールペンを作る予定です。11 月の会議には、委員の皆様に、こんな

ものを作りましたよと披露したいと思います。 

 のりもの川柳の紹介、それから塗り絵コーナー、パネル展というような内容になってい

ます。 

 なお、この期間中は宮バスを無料開放するということで、2日間、公共交通についての利

用促進事業にしたいと思います。以上です。 

議長（副市長） 

 のりもの祭につきまして、ご質問等ありましたらお願いします。 

（特になし） 

 それでは、報告事項⑤につきましては、報告済みといたします。次に報告事項⑥平成 25

年度「地域公共交通優良団体表彰」について、報告をお願いします。 

 

事務局（高野） 

 今日、静岡新聞と岳南朝日新聞の方では掲載がされておりましたが、25 年度地域公共交

通優良団体表彰を頂きました。授賞式は来週 18日ですが、こちらの当会議会長であります

芦澤副市長の方に国土交通省の表彰の方へと、行って受賞を受ける訳です。 

 お手元には新聞のコピーであるとか、プレス発表についてなどもありますので、また見

て頂きたいと思います。これは富士宮市が受賞したのでなくて、今まさにここでやってい

る活性化会議が受賞したわけです。 
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 ですから、今日も色々な意見を頂いている訳ですが、前身である交通会議は平成 19 年か

らやっていますが、もう 7 年間に及ぶ会議ですが、様々なことをしてきました。宮タク宮

バスの運行から始まって、ＰＤＣＡ評価、色々なモビリティマネージメント事業、そうい

ったものを常に皆様と協議しながら実行してきた。これが評価されたということで、今日

も長時間にわたっておりますが、皆様の協力によって、表彰を頂いたと感謝をしているし

だいです。詳細につきましては、この資料をご覧ください。以上です。 

議長（副市長） 

 今説明がありましたように、これにつきましては、国土交通大臣表彰は富士宮市公共交

通活性化会議が受賞したということです。私が行きますが、これは富士宮市ではなくてこ

の会議を代表して行ってきますので、よろしくお願いします。 

 以上で報告事項は、全て終了しました。それでは、最後にその他と致しまして、どんな

ことでも結構ですが公共交通に関するご意見、ご要望がありましたらお受けしたいと思い

ます。 

静岡運輸支局 松野勝敏運輸企画専門官 

 先程、第 2 号議案、第 3 号議案で富士急静岡バスさん、山交タウンコーチさんから地域

間幹線系統、3号議案で富士宮市さんからフィーダー系統の確保維持に関するお話があった

所でございます。しかしながら、先程富士急静岡バスさんと山交タウンコーチさんからお

話がありました、複数市町にまたがる地域間幹線系統につきましては、輸送量 15 人という

基準要求を満たさないと、国からの支援が受けられない状態になってしまいます。 

 そうしますと自動的に、先程富士宮市さんのフィーダー交通につきましても、一部支援

を受けている事業がございますが、そちらについても支援を受けられないという形になっ

てしまいます。 

 先程、地域公共交通優良団体表彰ということで、こちらにつきましては 21 年度から始ま

った事業でございまして、全国から 5 つの公共交通会議、協議会等が選ばれていまして、

中部地区につきましては 3 件目の事例。静岡県では初めての事例ということで、静岡県と

しても富士宮市さんの取り組みは、非常に他の地域の模範となるような功績がある協議会

という形になります。ですので、先程お話がありましたように地域協働推進事業というこ

とで、地域の皆様のご協力を得ながら地域間幹線系統を維持することによって、宮バス宮

タクの維持が働いてきますので、ぜひ既存の民間バス事業者の交通につきましても、乗っ

て維持して頂けますように、皆さんのご協力をお願いします。 

議長（副市長） 

 ありがとうございました。その他いかがでしょう？ 

事務局（高野） 

 3 点、ございます。お手元の時刻表の裏がマップになっていますが、北循環、新しい路線

がまもなく運行開始される訳ですが、１カ所道が狭くて渋滞する恐れがあるというのが、

阿幸地西から阿幸地公会堂という県道 158 というマークがある所です。 
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 市内の方でしたら、この場所よく御存じだと思います。狭い場所でして、眼鏡屋さんの

所、ここは朝夕に渋滞もあるということで、場合によって支障がある場合には迂回をして、

今新しく交差点を直していますが、北側へと回していくことも考えていますので。 

 まずは、ここで運行開始しますが、今後事務局としては、利用状況を見ながら、場合に

よっては路線変更の提案をさせてもらう可能性もございますので、ご説明だけしておきま

す。 

 2 点目ですが、香川県の方で紹介されたものです。上手くまとめられて、きれいなページ

だったので、皆様にコピーを渡しました。 

 自治香川の冊子の中にあります。興味のある方は、持って行って、お近くにおいて頂け

ればと思います。 

 もう 1 点、高齢者、10 月 1 日から間もなく始まりますので、お知り合いの方で免許を返

したいという方があったら、こういったこともありますよと、お知らせください。以上で

す。 

議長（副市長） 

 その他よろしいですか？今日は、長時間にわたってその他の意見を頂き、ありがとうご

ざいました。 

 以上を持ちまして、本日の議事は全て終了いたします。この後の進行は、事務局にお願

いします。 

司会（竹川） 

 それでは、委員の皆様、関係者の皆様、長時間に渡って議論を頂きまして、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 年第 3回地域公共交

通活性化再生会議は 11 月 22 日 14 時 30 分の開催を予定しております。お忙しい中恐縮で

すが、ご出席の方お願いいたします。 

 それでは以上を持ちまして、平成 25 年度第 2回地域公共交通活性化再生会議を閉会いた

します。 

  

 

16:45 終了  以上 

 


