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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 26 年 1 月 17 日（金） 13：00～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 19 人（芦澤英治会長・堀内哲夫委員（代理：斎藤俊之氏）・平野洋一委員・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（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：山中雄次主査）・森田尚孝委員・松井三千夫委員（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 24 人 
 
【開会】 

第 1 号議案 平成 26 年度（市単独路線等）及び平成 27 年度（国庫路線）の生活交通確保計

画案について 
事務局（高野） 
 資料 1、6 号様式は、富士宮市長が静岡県生活交通確保対策協議会にあてる資料となる。

来年度の計画を提出することによって、協議路線の確定をし、補助金等の策定となる重要

なものである。 
 富士宮市が運行している宮バス・宮タクの説明をする。 
 3 ページ、申し出番号 1，2 は、宮バスの中央循環。運行形態等についての変更はない。

経常費用については、消費税アップに伴い、多少増加している。 
 4 ページ、申し出番号 7～11 は、芝川地域の宮バスである。これも昨年と同様の運行であ

る。 
 5 ページ、申出番号 12～20 は、宮タクの路線である。これも現在と同様の運行を計画し

ている。 
 今話したのは県・市の補助の部分、次は 7 ページ以降の国庫補助路線である。 
申し出番号 3～6、これも宮バスではあるが、北循環と東南循環は国の補助金で回ってい

る路線なので、様式が分かれている。国は 9 月 10 月の決算になるので、こちらは平成 27
年度の計画路線となる。こちらも現在の運行の通りを予定している。 
富士急静岡バス 斎藤俊之氏  
 1 月 16 日付で、富士急グループ内で人事異動があり、再生会議の委員であった社長の道

本が異動となった。後任には、富士急行本社の専務をしている堀内が就任することになる。

引き続きよろしくお願いします。 
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富士急静岡バス 佐野智昭委員 
 富士急静岡バスでは、7 路線出した。現状において、万野に行く路線に関しては、数年前

から収支も改善され、欠損額が出ないため、負担補助に関しては大丈夫だろうという見解

で、出さなかった。 
 北山線、系統でいうと猪の頭行、夏場だけの運行のスポーツ公園行、朝夕だけの運行の

白糸滝行、日中の白糸方面に行く足形行、観光路線を主体とした休暇村富士行の 5 本があ

る。また朝夕だけだが、二本松線、上野地区にある上条線、全部で 7 路線において欠損額

が出てしまうということから出している。  
 特に白糸線に関しては、近隣の小学校や、隣設している北高や西高に定期券の募集など

図り、また、世界文化遺産になったことで、白糸滝方面のお客様は、生活交通というより

観光のお客様が乗るのではないかと思い、欠損額が出ないように頑張った。しかし、全体

の路線長が長く、またお客様のご利用が足りず、今回このような計画を出した。 
 二本松線、上条線に関しては、昨年と同様に欠損額が出たので、出させていただいた。 
 しかし、以前出していた万野団地方面に関しては、お客様のご利用が見られるようにな

ったので、今回は出さなかった。 
 富士急静岡バスは、欠損額が出ている 7 系統を提出させてもらう。 
山交タウンコーチ 野口氏 
 路線バスを取り巻く環境は依然厳しく、何とか公共交通、地域の足として確保すべく、

国庫補助路線として富士宮駅から蒲原病院線の単独継続困難の申し出をさせていただいた。 
 本日は、この申し出にともなう確保計画案を説明する。 
資料 1、8 ページの下 2 段が当社関係となる。事業者番号 105、運行ラインについては、

現在の歳出水準を維持し、公共交通の確保に努めるべく策定している。 
 計画路線は、富士宮駅を始発とし、イオン・星山台を経て、富士市内に入り、富士川駅、

終点の蒲原病院に向かう路線の策定となる。富士宮駅、また東海道線富士川駅の他、蒲原

病院、イオンモールを中心とした通勤、通学、買い物の手段としての利用が見受けられる

路線となる。 
 具体的な確保計画について、現行は、既に変更している最終年度の実績を記載している。

計画については、平成 27年度確保計画になることから、これから運行する見込み値となる。

1 日当たりの運行回数、実車走行距離については、当初の運行概要について、平日及び土休

日において運行回数を分けている。この運行回数で、平成 27 年度の曜日配列の中から実際

の運行回数、走行キロを算出し記載をさせて頂いた。 
 真ん中くらいからの経常費用・収益については、国庫補助路線であることから、ネット

ワーク計画の要綱について、過去 3 年間の実績を基にした推移から算出した見込み値を、

記載している。 
 今後も公共交通ネットワークの構築に向け、収支改善に努めるべく確保計画を策定して
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いる。引き続き富士宮市を始め、関係各所の協力を得ながら路線バスの維持に努めていく

ので、ご協議をお願いしたい。 
富士急静岡バス 佐野智昭委員 
 8 ページの説明を忘れていたので、説明したいと思う。事業者番号 111 が、富士急静岡バ

スとなる。こちらに記載してある柚野線、曽比奈線、大渕線、大月線の 4 系統は、国にも

支援をお願いしたいということで、例年通り出しているものである。 
 上柚野線は、富士宮駅から旧芝川町の上柚野方面に向かう路線。曽比奈線は、富士市で

も北部の大渕に向かう路線。大渕線は、富士宮駅から大渕を経由して、富士市の旧街中の

吉原中央駅に向かう路線。大月線は、国道 139 号線県道 414 号線を経由して富士宮駅から

吉原中央駅に向かう路線である。 
 特に 4 つ目の大月線は、昨年から申請させてもらっている。吉原中央駅から富士宮駅に

来る大半のお客様は、主幹を経由する富岳館高校、富士宮東高校、また、富士宮から吉原

高校へ行く高校生のお客様が多い。その中で高校生のお客様が減少し、路線の維持が出来

なくなってしまった。 
 この 4 路線に関しては、私共の方でもお客様にたくさん乗って頂けるように、定期券の

製作や、IC カードのチラシの配布などを行っているが、なかなかお客様の増員が見込めな

い状況である。我々としては重要な路線としての認識があるので、今後も運行していくた

めにも、皆様の協力をお願いしたい。 
議長（副市長） 
「第 1 号議案 平成 26 年度（市単独路線等）及び平成 27 年度（国庫路線）の生活交通確保

計画案について」は、原案の通り承認する。 
 この件については、静岡県交通確保対策協議会に事務局から報告するようにして下さい。 
  
第 2 号議案 平成 26 年度（市単独路線）及び平成 27 年度（国庫路線）の収支改善 
計画案について 
議長（副市長） 
 この件については、第 1 号議案に関する運行事業者の収支改善計画が議題となるもので

ある。富士急静岡バス株式会社様、山交タウンコーチ株式会社様、それぞれのご担当者様

から説明をお願いしたい。 
富士急静岡バス 佐野智昭委員 
 資料 2 の 1 ページ目。利用促進策では 8 項目出させて頂いたが、富士急静岡バスでは重

点的に行っている政策を説明する。 
１．「富士富士宮市内の既存路線を一部見直し（富士駅への直通ダイヤの設定等）を行いバ

ス利用者の利便向上を図る。」 
 これは、富士宮市の会議で出すのはおかしいと思われるかもしれないが、先ほど言った

吉原中央駅を経由する富士宮から行く路線を、更に富士駅まで伸ばすことで、途中の経由
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地のお客様を増やしていくことは出来ないか、ということで路線の計画をし、利用促進案

として載せている。 
2．IC カード（パスモ）の相互利用の拡大 
 こちらに関しては、JR東海のTOICAが昨年の 4月から日本全国で使えるようになった。

富士山世界文化遺産登録に際し、全国から IC カードを持っているお客様に利用していただ

けるということで、もう 1 度アピールをし、計画路線プラス確保路線としてもお客様のご

乗車の利便性を高めていきたい。 
3．「シルバー定期券」、平日専用学生「ウィークデイ定期券」 
 お客様の利便性を確保するために、安価な設定を続けながらたくさん売ることで、収支

の改善を図っていきたい。 
 経費削減策は 5 項目あげているが、特に交通事業者ということでアイドリングストップ

運動をし、高騰している軽油の使用量削減と環境保全に務めるということで、より一層図

っていきたい。 
山交タウンコーチ 野口氏 
 資料 2、3 ページ目。平成 27 年度の国庫路線の収支改善計画となる。 
 利用促進策としては、大きく 2 つの柱としている。1 つ目は、「多くの方に使って頂く時

刻表等をより分かりやすくする」。2 つ目は、「運賃割引により、実際に利用していただくこ

と」。 
 １つ目は、自社のホームページのバスコンシェルジュを活用し、時刻表、路線案内、停

留所の位置等の情報を、携帯端末を含めて発信していく。また、バス停・ベンチ等の補修

を適宜行い、実際に利用しやすい環境を整備していく。 
 また、補修等に合わせて、実際に提出している時刻表をより見やすく分かりやすくこと

に関しても、随時検討を重ねていきたいと考えている。 
 同じく対外的な PR としては、バスイベント等に積極的に参加し、バス路線の認知を図っ

ていきたい。 
 2 つ目は、運賃割引政策を上げている。「学休期割引運賃」「高齢者割引運賃」などの運賃

割引政策を実施することによって、普段、定期券を手にしている方については、定期を持

たない時期においても通常の交通手段となり得るべく、実際に活用していただく。また、

定期券を持たない方については、休みの期間に実際にバスを利用して、将来バスが移動手

段になり得るように、試していただくような政策になっている。 
 高齢者割引に関しては、敬老の日にあわせ、高齢者向けの 60 歳以上の方が、100 円運賃

になっている。普段バスを使わない方々についても、敬老の日に実際にバスにご乗車いた

だくこと。また、高齢者の免許の返納が進む中で、免許の前に実際にバスを体験乗車する

中で、将来バスが移動手段の選択肢になり得るような政策と考えている。 
 当社の中では、時刻改正時等、運行始業の改正を見直す中で更なる経費の削減を目指す

ことと考えている。 
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 また、継続事案となるが、省燃費運転・デジタルタコグラフを活用した個人運転データ

を活用した運転講習を実施していく。 
 燃料の高止まりが続く中、省燃費運転を実施してきた。下がってきた経費を悪化させな

いためにも、継続して実施していきたいと考えている。 
 当社の収支改善計画に関しては、以上になる。 
議長（副市長） 
 質問・意見がないので、お諮りをする。「第 2 号議案 平成 26 年度（市単独路線）及び平

成 27 年度（国庫路線）の収支改善計画案について」は、原案の通りに承認する。 
 各事業者様は、本内容を静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いする。 
 
第 3 号議案 平成 25 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価について 
事務局（高野） 
 この評価は静岡県の評価となるので、先に県交通政策課の山中様に説明をお願いする。 
県交通政策課 山中雄次主査 
県内では、バスは 1850 系統あり、その 3 分の 1 を行政で支援している。 
それについて、事業者路線バス（自前でやれるバス）が、独自でやれているものが 1200

系統あるが、それが苦しくなっていくと楕円形の外側に行く。 
行政の支援を受けているバス路線が 266 系統。それも厳しくなっていくと、351 系統あ

る地域振興バスとなる。この中に宮バス・宮タクも含まれている。 
また宮タクは、県全体で 35 系統あるデマンド運行にも含まれている。 
利用者が最盛期に比べて 4 分の 1 に減ってしまい、事業者が赤字のため、バスを運行出

来なくなってしまっている。そのため、行政が何らかの支援をし、それらが苦しくなると、

最終的には自主運行バスという形になっていく。 
1850 系統のうち、約 3 分の 1 の 650 系統が行政の支援を受けているという、大変厳しい

状況である。 
行政の支援の仕方は、国と県が直に支援したり、市が独自で支援をするなど、色々なパ

ターンがある。 
資料 1 にも、それらが混じっている。1，2 ページは、富士宮市が独自で支援しているも

のである。3，4，5 ページ目は宮バス宮タクになるが、これは富士宮市が自前で運行してい

るものである。ここに対しては、静岡県から市町自主運行バス補助制度ということで、600
万円ほど支援をしている。 

7 ページ目は、特に国が支援している路線である。 
8 ページ目。富士急静岡バスさんと山交タウンコーチさんが説明したが、国と県が折半を

して支援させていただいているという形の支援計画である。 
今日は、評価制度について説明をしたいと思う。 

まず、8 ページの国と県が支援している路線だが、これがどういった路線かを説明する。ま
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ずは、欠損を生じる赤字の系統である。また、複数の市町をまたがる公益のバスであると

いうこと。1 日の輸送量が 15 人～150 人のバスであること。1 日の運行回数が、往復 3 本

あるバスであるということ。 
それらが要件になって、国と県が事業者さんに支援させてもらっている。それにあたっ

ては、皆さんのご了解をきちんと頂きたいということで 1、2 号議案に載せている。 
県の方では、国庫と折半している制度について、国から県全体のバスの補助系統はどう

だったか、総合的に判断してほしいと求められている。これについて、県の各路線を見な

がら全体を評価したいと、今日は資料をお持ちした。 
資料 2 ページ目の一覧が、国と県が半分ずつお金を出して補助をしている静岡県の全事

業者の路線であり、全部で 59 系統ある。そのうち、山交タウンコーチさんの路線と富士急

静岡バスさんの路線、柚野線・曽比奈線・大渕線の 3 つが、富士宮市さんが関係している

路線である。 
3 ページ目からは、県全体でどうだったかという評価である。全体では、B 評価だった。 
詳しい状況と、評価はどのように行ったかは、資料 3 に 4 系統載っている。 
資料 3 の 1 ページ。下の表に、運行回数、収支率、乗車人員、また評価のやり方が書い

てある。ちなみに柚野線に関しては、国と県で合わせて 210 万円の補助をしている。 
また、特にご覧いただきたいのが 3 ページ。その中で、特に輸送量と平均乗車密度、収

支率、広域利用状況をご覧いただきたい。 
先ほどの要件で、輸送量が 1 日 15～150 人という中で 18.7 人。15 人を超えているため、

補助の対象となっている。 
また、特に県と国が重視しているのが「広域利用状況」。国と県が支援している路線なの

で、複数の市町を跨るご利用を積極的に確認して、促進を図りたいという考えである。 
次に 6 ページ目。これは曽比奈線の評価結果である。輸送量は 15.6 人。広域利用状況が

57％。この路線には、国と県が 180 万円支援をしている。 
9 ページ目、大渕線には 51 万円の支援をしている。輸送量が 15.3．広域利用状況が 42.8

パーセント。 
最後に、山交タウンコーチさんの路線は、12 ページにある。輸送量は 21.6 人。広域利用

状況は 20.7％。こちらには、国と県で 645 万円の支援をしている。 
事務局（高野） 
 今の話を踏まえて、資料 3、13 ページ。1 ページから 12 ページまでが評価シートだった。

その評価に基づいて、自治体としては取り組みをどうするかを、3 号様式として県に報告す

る必要がある。読み上げて、提案させていただく。 
 柚野線「本路線は過去に廃止計画が浮上し、交通事業者と市が地域説明会を行っている。

利用者が少ない現状を報告し、今後、更に利用者が減少するようであれば、路線の存続は

難しいことを説明した。収益悪化の最大の理由は、柚野地域の通勤の為のバス利用が減少

したことにある。とは言え、朝夕の通学利用や日中の買い物・通院の利用が多いため、国
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庫補助後の欠損額を市が補助することで、路線を維持していく。」 
 曽比奈線「本路線は富士宮東高校及び富士養護学校への通学や富士脳研病院・新富士病

院の利用者が多い。収支率は下がっているものの、潜在的に多くの利用者が見込めるため、

事業者の努力により収支改善を図っていただきたい。なお、本路線は大渕線と平行して運

行している区間が多く、路線の再編を含め、地域の実情に合った運行形態の改善に努めて

いただきたい。」 
 大渕線「本路線は富士宮東高校及び富士養護学校への通学や富士脳研病院・新富士病院

の利用者が多い。また、富士宮駅から吉原中央駅までの長大な路線で経常経費も増大して

いる。潜在的に多くの利用者が見込めるため、事業者の努力により収支改善を図っていた

だきたい。なお、本路線は曽比奈線と平行して運行している区間が多く、路線の再編を含

め、地域の実情に合った運行形態の改善に努めていただきたい。」 
 富士宮駅～イオン・星山台～蒲原病院線「本路線は富士宮駅～イオン～星山台～富士市

松野を経由し蒲原病院までの長大な路線である。朝夕の通勤・通学及び日中の買い物・通

院の利用が多く重要な路線であるため、国庫補助後の欠損額を市が補助することで、路線

を維持していく。」以上である。 
議長（副市長） 
 今の 13 ページに対し、意見・ご質問等はないか。 
富士宮市校長会 遠藤進委員 
 曽比奈線と大渕線に養護学校が出ているが、特別支援学校に名前が変わっているはずだ

が…。 
事務局（高野） 
 訂正をする。 
議長（副市長） 
ご異議なしということで、「第 3 号議案 平成 25 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別

評価について」を原案の通りに承認する。 
事務局は、本内容を静岡県生活交通確保対策協議会へ報告をお願いする。 
以上、本日の協議事項 3 点をご決定いただいた。以上で協議事項を終了する。 
続いて、報告事項を議題とする。事務局から報告をお願いする。 
 

報告事項① 富士宮市第 2 次地域公共交通総合連携計画のパブリックコメントについて 
事務局（高野） 
第 3 回で計画は確定した。それに基づいて、12 月 2 日から 12 月 27 日の間にパブリック

コメントを行い、5 名の方から 11 点の意見をいただいた。それに対する対応策を説明する。 
1．イオンのサービス券を、もっと積極的に取り上げてほしい。 
→基本方針 3．「地域や企業が支える公共交通の仕組み」として、積極的に PR をしていき

たいと考えている。 
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2．3．4．については、同じような内容である。観光客の案内、パンフレット置き場を使っ

て、パンフレットを置いたらどうか？また、公園や児童施設の案内をして欲しい。 
→いずれも地域方針 4「地域協働による、公共交通の利用環境の向上」という中で、パンフ

レット、その他の取組を考えていきたいと思う。 
5．1 日乗り放題のチケットを販売してはいかがか？ 
→基本方針 1．「誰もが利用できる公共交通網の維持」にある、宮バス維持改善として、1
日乗り放題チケットの販売を検討したいと思う。 
6．バス路線と運行便数を増やし、車社会から公共交通社会へのシフトを進めてほしい。 
→「5．計画推進のための事業評価サイクル」の中で適正に評価し、路線の拡大・増便につ

いては慎重に対処し、公共交通の利用促進を PR する。 
7．と 9．は、関連している。小中学生にも配慮した計画。または、高齢者ばかりに目を向

けず、ということである。 
→第 2 次の中では、高齢者という言葉が要所要所で出てくるので、このようなご指摘をい

ただいた。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」とし

て、小中学生を含む交通弱者全体に配慮した施策の実現に努めているという状況である。 
8．アンケート調査は、市民全体に調査してほしい。 
→現在も市民アンケート調査を行っており、そういったことに含めている。 
10．バスを増便し、時刻表・バスマップを積極的に市民に配ってはどうか。 
→パンフレットと増便の話なので、6．と 2．～4．を合わせた回答になる。 
11．北部の小学校と図書館等の施設をつなぐ循環バスがあればいいなと思う。 
→本計画の基本構想の中には北部地域を循環するバスの運行は計画していない。民間路線

バスの積極的な活用をお願いするということで、対応したい。 
 いずれにしても、前向きな意見が多かった。特にこの意見をもとに、連携計画そのもの

を変える必要があるというものは、考えられなかった。従って、連携計画の見直しはする

ことはない、ということで報告する。 
報告事項② 宮バス稲子線のダイヤ改正について 
事務局（高野） 
改正理由を説明する。10 月にダイヤ改正をしたことによって、稲子駅発の 8：35 の電車

に乗れなくなってしまったという、苦情の電話をいただいた。これは、運転手の休憩時間

を 4 時間の間に 30 分とるという、道路運送法の配慮ばかり考えたため、乗り継ぎの時間帯

を考慮しなかった事務局側のミスである。 
 このバスは 7：56 に上稲子に到着しているので、休憩を芝川会館に到着してからとって

もらうことで、ダイヤ改正を考えている。 
改正内容は、路線が宮 12 の稲子線。改正便は、2 番便。改正時間を現在の 8：30 を 8：

00 に 30 分前倒しする。改正時期は、2 月 17 日を予定している。 
区長会芝川支部 齋藤靜委員 
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 地元の要望ということで、まったく問題ない。 
報告事項③ 宮バスのバス停名称の変更及び廃止について 
事務局（高野） 
バス停オーナーの退出等による名称変更である。 

 まず、中央循環内回り外回り。マルハン富士宮駅南店。こちらが 3 月をもって契約解除

ということで、錦町という地名のバス停に変わる。同じくマルハン中原店は、オーナーバ

ス停として新たに設置したものなので、契約解除と同時に廃止となる。 
 次に北循環外回り、あすなろ歯科。こちらは、光町という地名の名称になる。 
 次は新設のバス停。外回りにある鉄工団地というバス停にオーナーがついて、バロー三

園平店という名称で、新しく契約を結ぶ。 
 次に、中原町が米山クリニックに。仮称となっているのは、静銀との調整があり、場合

によっては静銀とのダブル名称になる可能性がある。 
 名称変更が 4 件。廃止が 1 件。内回り外回りがある所については、1 件というのは 2 本を

指している。全て 4 月 1 日からの変更となるので、お願いしたい。 
 マルハンさんは、2 件で 72 万円のオーナー協力金があったが、それが来年度から無くな

る。新たにバローさんと米山クリニックさんが入るが、こちらは 1 本ずつなので 2 か所で

12 万円となる。差し引きすると減額になるが、今後もオーナー獲得に努めていきたいと思

う。 
報告事項④ 宮タク（北部工業団地エリア）の進歩状況について 
事務局（高野） 
 資料 4 は、北山・山宮・南陵の工業団地に企業訪問している時の資料である。これを持

って、各会社を回っている。 
 この制度はもともと、障害者の就労支援のために作ったもので、既にみなさんともお話

をし、連携計画の中にも盛り込んでいる 
 2 ページ目。4 つの移動スタイルがある中で、やはり乗り合いバスに関しては、利用者が

多くなくてはいけない。また、自社運行によるバスでは、車両を持って運転手を確保する

のは大変である。また、一般タクシーでは乗り合いが難しい。 
 様々な問題がある中で、宮タクだったら限りなく通勤に使える手段ではないのか、とい

うことで話をしている。 
 3 ページは、市が今考えている事業概要である。以前、連携計画で示した図と形が違うと

いうことで分かりづらいが、基本的には同じことを考えている。 
 利用者の運賃と受け入れ先の企業が、それぞれ運賃を持ち合って支払い、その足りない

部分を国と市が補助してサービスを提供するという内容で、説明をしている。 
 4 ページ。運行開始までのフローということで、今現在は、検討会の参加企業募集という

段階である。昨年 12 月から今月 1 月にかけて、会社訪問をしながら参加企業を募集してい

る。いきなり協力企業といっても、内容はまだはっきりと決まっていない上、宮タクを理
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解していない。検討会を立ち上げて、みんなでシステムを構築していこうということを考

えている。 
 企業協力については、5月ごろ確定し、6月のネットワークに載せたいという考えである。

運行開始は、2015 年 4 月を目指している。富士特別支援学校では、今の 2 年生の卒業時期

に合わせている。実証実験を行っているので、場合によってはこの実証実験を行った生徒

は、そのまま就職先が決まるかもしれない、ということになる。 
 5 ページは、今までの説明及び交渉計画になる。ここ以外でも、既に 23 社の訪問が終わ

っている。 
 その内、検討会に参加すると言ったのは、ジャトコさんと富士カプセルさんの 2 社しか

ない。 
 システム構築をして、どれだけの企業が協力してもらえるか、多くの企業に多くの社員

が宮タクを使う形になって初めて、公共交通としての役割を果たせる。1 社 2 社の 1 人 2
人の足を確保するということになると、公共交通性が薄くなってくるので、そうならない

ように今後も努めていきたい。 
 
報告事項⑤ 市営バス等の運行実績について 
事務局（高野） 
資料 5。下半期ということで、10 月から大幅に運行形態が変わったので、10，11，12 月

の報告になっている。 
 1 ページ目は宮バス。現在 10,522 人と、利用者は、まあまああり、128％を維持してい

る。11 月が多いのは、無料開放しているからということがあり、若干増えている。12 月で

減っているのは、年末の休みの 3 日間があったからである。 
注目すべき点は、イオンのサービス券の枚数である。865 枚、86,500 円がイオンの券で

ある。月に 53,700 円くらい、イオンの券が使われているということになる。 
 次に東南循環。東循環は利用者が 70％とまずまずだが、南循環が 40 パーセントと、目標

値を大分下回っている。 
 北循環東コースについては、124.8％で 100％を超えているが、本体路線の北コースが

51.9％ということで、厳しい状況になっている。 
 芝川バス系統だが、宮 11，12，13，14。こちらについても、非常に厳しい状況である。

目標値が若干低めの設定になっているが、大きくボーダーを超えている路線もある。 
 芝川については現在、3 か月で 5,232 人。月に 1,742 人となる。昨年の同時期に比べると、

大分落ちている。24 年度の目標達成率が 106.7 パーセントで、100％を超えていたが、現

在は 97％となっている。 
 次は宮タクである。宮タクは、増えている。12 月までで 8,523 人。大体、1 年間で 1 万

人弱が宮タクを利用しているが、3 月末で 11,000 人を超えるということで、宮タクの利用

者が、大分増えている。 
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 月平均も、昨年は 773 人だったものが、今年は 947 人ということで、200 人弱利用者が

増えている。毎日運行にして、便数を増やしたことによって利用者が増えている印象であ

る。 
 また、イオンの券についても、月に 33,600 円である。宮バスと宮タクを合わせると、イ

オンから毎月 9 万円を超える協力金をいただいているということになる。 
個々については、後程ゆっくり見てほしい。 

議長（副市長） 
 以上で、予定にあった案件、並びに報告事項の説明を終わる。 
 
次回の平成 26 年度第 1 回地域公共交通活性化再生会議は、平成 26 年 5 月頃に開催予定。 

 
 
 

14 時終了 
 

以上 


