
《第 2 回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 25 年 11 月 22 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・米山政司委員・佐野智昭委員・齋藤靜委員・清利夫委

員・山本静侯委員・土屋善江委員・望月利浩委員・遠藤進委員・藤井敬宏委員・村上

雅則委員・武田正昭委員（代理：廣野英二調査第一係長）・増田澄委員（代理：秋山

洋康規制係長）・宮崎隆広委員（代理：山中雄次主査）・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・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】 

第 1 号議案富士宮市第 2 次地域公共交通総合連携計画（案）について 

事務局（高野） 

 前回、素案として審議してもらった時に、いくつか修正点を貰った。タクシー協会から

の要望も含め、修正を行った。 

１．修正によりページ数が増えたため、目次において 16 ページを 19 ページに。19 ペー

ジを 22 ページに変更。 

２．事務局提案により、写真をポンチョが正面から写っている絵にし、庁舎とロータリ

ーを、より分かり易くした。 

３．中野班長の指摘により、民間バス路線の路線図を挿入。また、路線バスの現状、補

助金の内容、交通ネットワークを丁寧に説明することで、ページ数が増えている。 

４．もとは、「生活交通を兼ねる観光路線バスの運行」というタイトルだった。当初、強

力くんは、観光客も地域住民も使えるバスとして運行していたが、どっちつかずに

なることによって、双方が使いにくいバスになっていた。そのため、1 カ所で休憩を

取ってから次の目的地へ行く「はとバス形態」をとり、そのバスに乗ると世界遺産

が一通り回れる観光バス主体の路線バスにするという働きかけがあり、タイトルの

生活交通を削除して、「観光路線バスの運行」とした。 

５．宮バスには「宮ＢＡＮ」が欠かせないため、宮バスの特徴として「宮ＢＡＮ」をク

ローズアップして、追加記載をした。 

６．タクシー協会からの「タクシーが公共交通の位置づけになっているのに、どこにも

記載がない」という要望から、タクシーに関する記載をした。 

７．タイトルが「デマンド型乗合タクシー「宮タク」の継続運行」とあったが、この前

にも宮タクの記載があったため、「デマンド型乗合タクシー」の部分を削除した。 



８．タイトルから、「大幅」を削除。藤井委員と平野委員の指摘により、交通事業者との

十分な協議を記載。勿論、この仕組みを記載する前には、交通事業者との調整はし

ているが、今後も改善をする際には十分に協議し、競合を極力避けるようにしたい

という意味合いで補強した。 

９．藤井委員の指摘から、北部工業団地の通勤のための宮タクでは、富士宮市の環境問

題や渋滞の緩和には繋がらないため、「エコタウン」を削除した。しかし、環境問題

や渋滞問題を改善したいという気持ちはあるため、その部分だけは残している。 

１０．公共交通のユニバーサルデザイン化は、欠かせないため補足した。①ノンステッ

プバスの運行②「宮ＢＡＮ」の有効活用③駅及び交通の結節点における案内表示 

１１．以前は「宮バスサポーター制度の支援」とあったが、サポーター制度があまり機

能していないため、新しい制度を検討している。そのため、「バス停オーナー制度等

を活用した市営公共交通を支える仕組」に改めた。                       

    本文中の 100 円サービス券の周知に関する記載。これは、評価の中でイオンのサ

ービス券の目標値を 7％に上げることを、敢えて書く必要があるかという議論の中で、

齋藤委員の目標値を設定しなくても周知することで数値は伸びていくのでは、とい

う意見のもと、変更した。 

    バス停オーナー制度に関する記載が連携計画の中になかったため、概要を簡単に

記載した。 

１２．公共交通の意識啓発・参加支援ということで、主な事業の部分に事務局提案で、

新しい言葉を入れた。 

    「ハイブリッド通勤の奨励」。これにより、マイカーの利用を少しでも減らして、

公共交通を使ってもらおうという富士宮独自の運動を展開していきたいと思う。 

    「モビリティ・マネジメント」。一般市民が聞いた時に、何か分からないため、意

味合いを連携計画の中で補足した。 

１３．藤井委員と齋藤委員の指摘により、評価指標から 100 円サービス券の利用割合を

削除した。 

以上が変更点となる。今回の案の承認を貰ったら、パブリックコメントに諮っていきた

いと思う。 

・委員からの指摘 

富士宮市校長会 遠藤進委員 

14 ページの写真において、イオンがバス停以上に目立っている。公的なものなので、店

よりバス停が目立つ方がいい。 

事務局（高野） 

至急確認を取ってから、病院前のバス停に変更する。 

日本大学 藤井敬宏委員 

宮ＢＡＮの仕組みを連携の中に入れてもらうことで、学生の提案が地域貢献出来ている



と実感できるため、学生が喜ぶと思う。感謝している。 

前回の「一企業だけの目標値の設定は問題となる」という指摘から「100 円サービス券の

利用割合」を削除し、新しい案を提案してきている。 

宮バス・宮タクを富士宮市全体で支えるこの「サポーター制度」は、一企業に頼らず、

志があれば個人も企業も参加できる仕組みである。富士宮市らしさを出すためにも、「地域

で支える公共交通の育成」の中で、もっと書き込むべきである。 

また、目標設定に関しては、一企業だけでは問題だが、高齢者や移動制約を持っている方

たちの足を確保するために、みんなで公共共通を支えようという形で「10％くらい」やろ

うという形は、悪くないと思う。 

事務局（高野） 

 そうなると、前回の素案の 100 円サービス券の素案の復活ということになる。2 号議案で、

サポーター制度がうまく回り、色々なお店や病院にサポーターになって頂くと、更に 8，10％

の目標値を目指せるかもしれない。  

これを前提に、連携計画の中で 100 円サービス券の利用割合を目標値に設定して、色々

なサポーターを集めて、大勢の人に公共交通を使ってもらう目標値の設定は、いいように

思う。  

みなさんからご意見をもらって、もう一度復活し、富士宮市の特徴として 100 円サービ

ス券の利用割合の目標値を設定する必要があるなら、事務局で準備をしたいと思う。 

議長（副市長） 

これから 2 号議案において、富士宮市のサポーター制度について審議する。これは、そ

のエッセンスをここに盛り込んだらどうか、ということになる。2 号議案で審議をした後、

改めて 1 号議案のお諮りをしたいと思う。 

富士急静岡バス 道本晃一委員 

最後のページ、4 ヵ年の一覧が中身と合っていない。 

事務局（高野） 

中の表現と違うため、事務局で改めて確認する。 

議長（副市長） 

 本件については、富士宮市からの委託により本会で受けているという形になるので、こ

の承認を持って、市へ提出することとなる。12 月に実施予定であるパブリックコメントで

の市民の意見を集約して、必要であれば修正をして、正式に富士宮市地域公共交通総合連

携計画が策定されるという、流れとなる。 

 

第 2 号議案 富士宮市市営公共交通サポーター制度の提言について 

事務局（高野）から議案書の通り説明 

・委員からの指摘 

富士急静岡バス 道本晃一委員 



非常にいい制度だと思う。しかし、「名称を明記し、サポーターを判別できるようにする」

とあるが、誰がするのか？ 

事務局（高野） 

市がベースとなる券を用意して、そこの取り扱い店名を書く欄に店の屋号を記入しても

らい、どこが発行したか分かるようにしてもらう、という意味だ。発行枚数が多く、独自

で作っているイオンは、例外とする。 

富士急静岡バス 道本晃一委員 

サポーターがスタンプを押すということだが、押されていない場合は、どこに請求する

のか？ 

事務局（高野） 

交通事業者会議で修正し、改めて町に提言したいと思う。100 枚以上の発行など、多い場

合は、市であらかじめ印刷するなどの対応をしたいと思う。 

県交通政策課 平野一彰施設計画班長 

商店や病院等とは、具体的にどのあたりまでをイメージしているのか？また、病院にお

ける販売は想定しにくいが、どうするのか？ 

事務局（高野） 

大小問わず、看板を上げて商売をしている商店やＮＰＯ法人など。ただ、個人の場合は、

売名行為になる為、認めないものとする。 

 病院に対しては、まだ説明をしていない状態である。各病院で、通院に来てくれた方に

1000 円券を渡すなど、判断してもらいたいと考えている。まずは、病院側に受け入れても

らえるか伺って、提言した後は市の職員に頑張ってもらいたい。 

県交通政策課 平野一彰施設計画班長 

サポーター制度の可能性として「等」とは、どこまでを考えているのか？ 

事務局（高野） 

宗教法人は駄目だが、学校法人など基本的には法人であればいいと考えている。なるべ

く、拡大していくという方向で検討したいと思う。 

日本大学 藤井敬宏委員 

「地域で支える」という表現をするなら、間口を広げて、拡大して欲しいと思う。この

制度なら、100 円券を買い物利用だけでなく、通院や企業への通勤などでの利用にも活用で

きる。 

「富士宮にとって必要となっている、地域の公共交通をみんなで支えてみませんか？そ

れに対し、企業としてはこんな形のサポートもありますよ。」というメニュー出しも、モビ

リティ・マネジメントとしてはありなので、限定せずに幅広くしてほしいと思う。 

事務局（高野） 

今思いついたが、町内会も法人のような位置づけとし、宮バスのサポーターとなっても

らい、清掃活動等で宮バスの券を配ってもらうようにするのはどうか？ 



議長（副市長） 

今の意見を入れて、「等」の部分をより包括的な表現にして欲しい。 

県交通政策課 平野一彰施設計画班長 

この制度がスタートするのは、いつ頃か？ 

事務局（高野） 

早ければ、26 年度の 4 月から始めたいと思う。 

富士山シニアクラブ富士宮 山本静侯委員 

市内が冷え込んでいるため、買い物の金額に上乗せされることが無いようにして欲しい。 

事務局（高野） 

目を光らせて、契約を結ぶ際に不祥事が無いようにしていきたい。 

議長（副市長） 

 第 2 号議案富士宮市市営公共交通サポーター制度の提言については、原案の通りに承認

する。事務局は、本内容の市への提出をお願いする。 

第 2 号議案の承認により、第 1 号議案の資料 1 の 19 ページにサポーター制度の旨を踏み

込むことについては、どうか？ 

事務局（高野） 

前回の目標値は 7％だったので、目標値を上げたいと思う。委員の意見を伺いたい。 

日本大学 藤井敬宏委員 

載せるページは、19 ページだけでなく 14 ページの「バス停オーナー制度を活用した」と

いう部分にも、サポーター制度を打ち出して欲しい。 

 また、目標値に関しては、やり方はいくつかある。まず、14 ページに制度として出して

おいて、目標値は定めず協力体制にする、とする方法。また 19 ページに、地域で支えると

いう形の目標値を、イオンの 6％を担保にして、7％に設定する方法。 

 チケットの周知も十分でないという課題がある中で、最初からハードルが高いとつらい

と思う。課題をクリアしながら、まずは 7％をクリアしていく方向がよいだろう。 

事務局（高野）  

前回は、7％以上を目標値としたので、今回は、この制度を含めて 8％を目標値としたい。 

議長（副市長）  

藤井委員から提言のあった 14 ページの主な事業において、今は「市営公共交通サポータ

ー制度の募集」のみで説明がない状態である。ここに付記することについては、どうか？ 

事務局（高野） サポーター制度の内容を本文に付記し、後ろで目標値を 8％と定める。 

議長（副市長） 2 号議案で議決した案の盛り込み方については、資料 1 の 14 ページにサ

ポーター制度の説明を加える。19 ページには、目標値 8％を目指すことを盛り込む。その

ことを補足して、1 号議案の承認とする。 

 

 



報告事項①宮バス北循環宮タク（内房エリア）の運行実績について 

事務局（高野） 

 1 カ月間のデータと前の月のデータを比較する。旧北循環・シャトルは「北コース」「西

コース」「東コース」に分けた。北コースに関しては 126 人増え、西コースでは－5 人。東

コースでは 216 人増えた。これは、市立体育館、外神周辺の人が 1 回バスに乗れば、その

まま駅に行ける仕組としたため、便利となり、利用者が増加したものと思われる。 

 218 人は、そこだけのお客さんではなく北コースから流れたお客さんも含まれていると思

われる。以上の結果から、今回の再編は大成功であった。 

 宮タク（内房エリア）は、芝川バスの利用が少ないため、地域住民と協議した結果、デ

マンド型に変えることにした。 

 内房線の尾崎は、新たに稲子線に入っているので、芝川バスの内房線と宮タクの内房エ

リアをただ比較する訳にはいかなく、2 つの線をあわせた比較の必要がある。 

 9 月の芝川バスの内房線の人数が 103 人に対し、10 月の宮タク内房エリアは 25 人で、－

78 人である。 

 稲子線は、9 月が 236 人だったのに対し、10 月は 279 人で、43 人増えている。このこと

から、今まで内房線で駅に出ていた方が、稲子線を使うようになっていることが分かる。

従って、339 人が 304 人と－35 人となっている。 

 この－35 人の追跡調査の結果、尾崎から毎日芝川バスを使って、駅に出ていた青年を発

見した。時刻が変わったため、現在は徒歩で駅に出ているが、このマイナス分はその青年

の利用分と思われる。 

 デマンド交通は、会員登録や予約など複雑な作業がある。現在の宮タクにも言えるが、

運行開始当初は少なかったものが、年々増えていく状況にある。ここからスタートという

形で、これからどれだけ地域の生活交通にできるかが、今後の課題と評価している。 

 また、内房エリアでも目標値を設定しているが、1 便当たりの目標人数が 1.6 人に対し、

10 月は 1.5 人だった。また、収支率の目標が 35％に対し、28.4％と両方下回っていた。内

房エリアの利用者は、障害者手帳を持って利用される方が多いため、収支率が上がらない

背景があるように思う。 

 

報告事項②のりもの祭アンケート調査結果について 

事務局（高野） 

毎年実施し、質問項目をあまり変えないことで、経年変化が分かるようにしている。今

回の「のりもの祭」は、10 月 19 日、20 日に市役所の北側駐車場で開催した。 

 ①②女性が多く、40 代未満が 49％と小さなお子さん連れの家族が多かった。 

 ③市役所での開催のため、富士根南地区、大宮東地区が多かった。 

 ④70％の方がマイカーで、宮バスで来た方が 4.3％だった。無料開放はしていたが、4.3％

にすぎず、民間路線バスに至っては、1％だった。 



 ⑤宮バスの認知度は、97.5％だった。経年変化を見ると、宮バスの認知度はもともと高か

ったが、更に上がって、ほとんど知らない人はいない状態となっている。 

  Ｈ24 年が低かったのは、開催地が外神東町の体育館だったため、宮バスが走っていな

い北部地域からの来場者が多く、意識が若干低かったからだと思われる。 

 ⑥宮タクも 82.3％と、かなり高い認知度となっている。 

 ⑦路線バス、タクシー、宮バス、宮タクとそれぞれ聞いたが、全てにおいて「利用しな

い」の割合が一番多かった。またその中でも、宮タクを 1 番利用しないという割合が多か

った。利用の最も多いのは、宮バスだった。 

 ⑧利用しない理由について、全てのモードで「他の移動手段の方が便利なため」とあり、

マイカーの方が便利だからということと思われる。 

  また、7 ページの宮タクの円グラフ、下から 3 つ目の□の宮バスは、宮タクと訂正する。 

 ⑨満足度に関しては、「満足」「やや満足」の割合が半数近ある。基本的には、マイカー

で移動している人が多いため、不満を感じる人が少ないと思われる。 

 クロス集計①意外なことに、10 歳代の満足度が 1 番高かった。これは、移動範囲が他の

年代に比べて狭く、徒歩で移動しているからである。また、親の送迎もある為、満足度が

高かったと思われる。 

 クロス集計②街の方が、満足度が高かった。芝川地区の満足度が高かったのは意外だっ

た。 

 クロス集計③「利用しない」と答えた割合は、20 歳代が最も高く、10 歳代が最も低かっ

た。高齢になると、宮バス宮タクの利用頻度が高くなっていくという結果だった。 

 クロス集計④70 歳以上で利用している方が多かった。 

 13 ページが、アンケートの設問ページとなり、14 ページが事務局の今後の取り組みにつ

いて、まとめたものとなる。 

 

報告事項③宮タク（北部工業団地エリア）の実証実験について 

事務局（高野） 

10 月 10 日から土日を抜いて 10 日間。委託先はホンダタクシー株式会社、利用者は富士

支援学校の 2 年生が 4 人。移動先は、マツヤフーズ、富士カプセル、日本クレア、ファイ

ンテックの 4 社の玄関先まで。 

 この制度は、企業からの協力を頂いて、企業・交通事業者・行政が協力し合って、交通

支援、就労支援をするものである。しかし、今回は実習であるため、協力金を出せないと

する企業が 2 つあったため、実際には富士カプセルさんと日本クレアさんから協力金を頂

いた。協力金の内容としては、生徒の運賃と同額とした。 

利用料金は 100 円～200 円。富士市の生徒は路線バスで富士宮駅まで来て、宮タクに乗

り継ぐため、1 乗車 200 円だった。また、大岩の生徒は 150 円、外神・馬見塚の生徒は、

それぞれ 100 円だった。 



利用実績については、10 日間往復したので、20 台のタクシーが運行。走行距離は、325.4

㎞。利用者数は、1 人早退した生徒がいたため、69 人。平均乗車人数は 3.45 人。これは通

勤のために約束された運行なので、本来は 4.0 人だが、生徒が早退したため 3.45 人。宮タ

クの平均乗車人数が 2.0 人なので、この制度にすることで平均乗車人数が増えることが分か

る。 

収支実績については、総事業費は 86,240 円。これは、実際のメーターを倒した障害者運

賃のメーター料金である。利用者運賃が、10 日間で 9,400 円。企業協力金は、2 社なので

4,200 円。それを差し引いた金額が委託料となり、72,640 円。 

当初は、これほどかかると思わなかった。この実験は 10 日間なので、実際は月に 20 日

以上運行されるので、この倍はかかると予想される。ただ、今回は国庫補助になっていな

いので、それが受けられた場合は委託料がこの半分になる。収支率は 15.7％。 

・事務局（高野）からアンケート調査結果の報告。 

利用者と企業側に温度差があることが分かった。先日、山宮工業団地で 22 社全ての会社

に、この制度の説明をしてきた。またこの後、高野の方から 1 社ずつ会社訪問をして、宮

タク通勤の受け入れをお願いしようと思う。 

来週は北山工業団地に行くので、説明会を行った後、そちらも個別訪問を計画している。 

連携計画に載せている以上、形はどうなるか分からないが、障害者通勤を含めたエコ通

勤に全ての方が移行できるように構築したいと思う。 

・委員からの指摘 

富士宮市校長会 遠藤進委員 

 富士宮に富士特別支援学校の高等部を設置するにあたって、子供たちの就労を目指して

いることを聞いている。その子供たちの就労の支援になるような制度が実現したら、それ

は市だけでなく、企業もみんなで障害者を支えるという、いい事例になると思う。 

 利用者と企業の温度差があるということだが、企業がこれ以上の負担が厳しいなら、料

金を安いと考えている利用者の料金を上げるなど、今後検討してもいいのかも。これが出

来るとすごいと思う。 

日本大学 藤井敬宏委員 

 この就労支援の位置づけを公共交通とするか、福祉交通とするか、を明確にすべきであ

る。私は福祉支援策として、限定したベースでのスタートがいいと思う。 

 企業によって通勤の考え方が違い、どこまで費用負担が賄うか、という部分が異なる為

難しいからである。目標としているエコ通勤に縛られることは、就業者の通勤システム全

体を変えてしまう可能性がある。そのためにもまずは、続けるために、急がず、福祉支援

策に重点に置いた移動支援策として位置づけて、宮タクの空間の 1 次利用 2 次利用の仕方

として、福祉支援策に提供できる新たな模索を考えたというスタートでも、私は悪くない

と思う。 

 関東でも、福祉支援策として色々な車両を設けたり、介護の資格を持ったドライバーを



増やすなど、一般のタクシー事業者の取り組みの中でも移動搬送が出てくる。そういった

中で、地域の限定型として取り組んでいるので、タクシーと運用の仕方を差別化した福祉

支援という、限定した中で動かした方が、見た目もスッキリすると思う。 

 企業の通勤の利用転換は難しいため、過度なマイカー通勤にこだわらず、定着してもら

うため、企業には雇用促進も含めた福祉支援策としての協力体制を求める方がいいと思う。 

静岡運輸支局 村上雅則委員 

 本来、交通は目的ではなく何が目的かで使われる移動手段だが、障害者の場合は、移動

手段の選択肢がない方たちなので、この取り組みは非常に重要である。こういった取り組

みをしていることを、もっと情報発信すべきと思う。 

議長（副市長） 

 市長としても福祉政策に力を入れている中で、これは特異な政策である。ＰＤＣＡで、

はかりにくく、また連携計画の中に納まらない面もある。色々な面でアドバイスを貰い、

市の新たな政策としてレベルアップしていけるかも含めて検討していきたいと思う。 

 

その他 公共交通全般に関する意見・要望 

事務局（高野） 

 前回、北循環の東コース、バイパスへ出る阿幸地周辺で狭い部分があり、宮バスの運行

により渋滞等が起こった場合は、路線を変更すると報告していた。バス事業者の報告によ

ると、宮バスが原因の渋滞や苦情は無いということである。よって、東コースが現在の運

行を継続することとする。支障があった場合は、早い段階でこちらの会議に提案をして、

変更したいと思う。 

 

次回の会議は、平成 26 年 1 月 13 日 14 時 30 分からを予定 

 

 

 

15 時 55 分終了 

以上。 


