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《第 1回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 26 年 5 月 30 日（金） 15：00～ 

○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・米山政司委員・

佐野智昭委員・佐野孜委員・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・石川敏之委員・藤井敬宏委員・加藤建司委員・小森和弘委員・増田澄委員・宮﨑隆広委員

（代理：木佐森雅裕主任）・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主任主査 竹川香弥・市民生活課交通対策室 渡辺美加） 

合計 24 人 
 
【開会】 

議長（副市長） 
規約に基づき議長を務めさせていただきます芦澤です。議事のスムーズな進行のために

皆様のご協力をお願いいたします。 
 

 (1) 協議事項 

議長（副市長） 
それでは早速議題に入りたいと思います。第 1 号議案及び第 2 号議案は相互に関係があ

りますので、一括での説明を事務局よりお願いいたします。 
 
第 1号議案 平成 25 年度事業報告について 

事務局（高野） 
 それではお手元の議案書 P.1 をご覧ください。①富士宮市地域公共交通活性化再生会議の

開催内容についてです。 
第 1 回再生会議は昨年 5 月 10 日に行いまして、事業報告、決算並びに事業計画及び予算

の承認をいただきました。それから規約の一部改正、改正内容は主管が都市計画課から市

民生活課に変更したことと、監事を 1 名から 2 名へ改めたことです。望月委員お一人から

互選により土屋委員が選出されました。次に宮バス各路線の運行形態について、昨年 10 月

1 日からの時刻表改正および路線の改正に関してご承認いただきました。また、宮タク内房

エリアの運行形態変更についてもご承認いただきました。続く H25 年度 PDCA 事業評価の

目標値設定、富士急静岡バスが行うバリア解消促進等事業に係るネットワーク計画につい

てご審議いただきました。 
第 2 回目の開催は 9 月 13 日で、第 2 次地域公共交通総合連携計画の素案についてご承認

いただきました。それから単独維持困難路線、赤字路線になりますが富士急静岡バス並び
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に山交タウンコーチの路線の申出を受けご承認いただきました。また宮バス・宮タクの H26
年度からの運行に係る申出についても承認をいただきました。 
第 3 回は 11 月 22 日で第 2 次地域公共交通総合連携計画の案についてご承認いただきま

した。案は市に提出し、その後パブリックコメントをいただいて翌年 2 月の決済をもって

連携計画ができあがりました。次に市営公共交通サポーター制度の提言を行いまして、こ

れも承認をいただきまして実際に本年度の 4 月 1 日より制度を開始しております。後ほど

詳しくご説明をさしあげます。 
第 4 回は 1 月 17 日です。H26、27 年度の生活交通確保計画案について、これは県の協

議会に対するもので、また同じく県に対して収支改善計画についてご承認をいただきまし

た。H25 年度の地域間幹線系統確保維持計画に対する系統別評価というのは県が独自に行

っている広域路線による強化制度でありまして、これに基づく評価を行いました。 
その他書面議決が 3 件、ネットワーク計画、宮バスのバス停新設に係る件が 2 件でした。 
次に②H25 年度国土交通大臣「地域公共交通優良団体表彰」についてですが、会場後ろ

にその時の写真と表彰状を展示してありますので、お帰りの際にでもご覧ください。 
 

第 2号議案 平成 25 年度決算について 

事務局（高野） 
P.2 をご覧ください。第 2 号議案の H25 年度富士宮市地域公共交通活性化再生会議の収

支決算書についてです。 
収入は全て市からの補助金で、収入済額は 384,825 円です。これは実際に使った決算額

に応じて収入を得ているため、残金は戻出としています。次の雑入 50 円は預金利息で、合

わせて 384,875 円が収入となりました。 
支出の部、会議費が 345,800 円、事務費が 39,075 円、予備費が 0 円で合わせて 384,875

円です。収入、支出の差引残額は 0 円で全て市に戻したため毎年会計は 0 円となります。 
議長（副市長） 
事務局からの説明は終わりました。続きまして監査報告を監事の望月委員よりお願いい

たします。 
富士宮商工会議所 望月委員 
 去る 4 月 24 日に望月と地域女性連絡会の土屋会長とで会計監査を行いました。関係書類

および証拠書類と照合し正確であったことをここで報告いたします。 
議長（副市長）  
それでは第 1 号議案および第 2 号議案についてご意見、ご質問等をお受けいたします。 
ご意見等ないようですのでお諮りいたします。まず「第 1 号議案 平成 25 年度事業報告

について」原案の通り承認することにご異議ありませんか。 
ご異議なし、ということで本件は原案の通り承認いたします。続いて「第 2 号議案 平成

25 年度決算について」は原案の通り承認することでご異議ございませんか。 
ご異議なし、ということで議案の通り承認いたします。ありがとうございました。 
続いて「第 3 号議案 平成 26 年度事業計画案について」および「第 4 号議案 平成 26
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年度予算案について」は関連がございますので、一括して議題といたします。事務局より

説明をお願いいたします。 
 
第 3号議案 平成 26 年度事業計画（案）について 

事務局（高野） 
 議案書の P.3 をご覧ください。第 3 号議案 H26 年度地域公共交通活性化再生会議事業

計画案についてです。 
①地域公共交通確保維持改善事業、これは国庫補助事業になりますが、これに係る生活

交通ネットワーク計画の策定についてです。既に UD タクシー1 台、宮バス用ノンステップ

バス 2 台の書面議決を皆様にお願いしておりまして、この後 6 月下旬には宮バスの東南循

環、北循環におけるフィーダー系統のネットワーク計画書をまた書面議決でお願いする予

定になっております。 
②H26 年度 PDCA 事業評価について、この事業評価は 2 年に 1 回偶数年度に行っており

まして、今年度は第 2 回目の重要な評価の年にあたります。スケジュールを申し上げます。 
利用者アンケート調査は 2 月末～3 月末に既に実施済みです。次の市民アンケート調査は

現在行っており、6 月 16 日までの回収を予定しています。収支率調査、乗車人数調査につ

いては 4～7 月に事業者から送られる月報をもとに調査分析をし、各調査項目の分析、評価

並びに運行形態の見直し検討を 8 月に行います。D 評価、E 評価を受けた路線は大幅な見

直しもしくは廃止の検討をいたします。評価の報告及び運行形態の見直し案の提示につい

ては 9 月に予定している第 2 回再生会議で行うつもりでありまして、最終的な運行形態の

見直しは 11 月の第 3 回でご承認いただく予定です。 
③第 2 次地域公共交通総合連携計画に基づく事業評価について、市では活性化再生会議

で提案してできあがった第 1 次連携計画に基づいて事業を行っておりますが、本会議で調

査分析し、また市に提言していくという位置づけになっています。基本整備事業、利用促

進事業、バス停オーナー制度、新設の公共交通サポーター制度、これらについて評価を行

います。 
④静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討、これはバス路線の新設退出に係る検討、

生活交通確保計画の策定および変更などが内容となります。 
⑤活性化再生会議の日程ですが、第 1 回は本日の 5 月 30 日ですが、2 回目以降も決定し

ております。内容は会議の約 1 か月前を目安に各委員様あてに郵送でお知らせいたします。 
 
第 4号議案 平成 26 年度予算（案）について 

事務局（高野） 
 次に P.4 をご覧ください。第 4 号議案 H26 年度地域公共交通活性化再生会議の収支予

算の案についてです。 
収入の部、補助金は昨年度と同額の 524,000 円で、雑入の 1,000 円を合わせて 525,000

円となります。支出の部、会議費は 475,000 円、事務費は 49,000 円、予備費 1,000 円、合

計 525,000 円で各々昨年度と同額です。また各款項目間の流用をお認め願います。 



-4- 
 

議長（副市長） 
以上で事務局からの報告が終わりましたので第 3 号議案および第 4 号議案についてご意

見、ご質問等をうかがいます。いかがでしょうか。第 3 号議案の PDCA 評価は気になると

ころかと思います。 
それではご質問、ご意見ないようですのでお諮りいたします。「第 3 号議案 平成 26 年度

事業計画（案）について」原案の通り承認することでご異議ございませんか。 
ご異議なし、ということで原案の通り承認いたします。続いて「第 4 号議案 平成 26 年

度予算（案）について」原案の通り承認することでご異議はございませんか。 
異議なしということで、原案の通り承認いたします。ありがとうございました。 
続いて「第 5 号議案 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針の修正について」を議

題といたします。事務局より説明をお願いいたします。 
 
第 5号議案 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針の修正について 

事務局（高野） 
それでは議案書 P.5 およびお手元の資料１をご覧ください。赤字のところが修正した部分

で、まず表紙にある「H24 年 1 月 20 日策定」の下に「H26 年 5 月 30 日改正」を本日ご承

認いただけたら付け加えます。 
続いて P.1「１ 事業の目的」、H26 年 2 月に第 2 次総合連携計画ができたのでそれに基

づいて内容を修正しております。次の P.2「３ 交通 PDCA 指針の基本的考え方」でも同

様の修正と、以前は５つだった基本方針をまとめて４つにしました。基本構想も連携計画

に基づき変更しています。P.3「４ 交通 PDCA の全体像」でも第 2 次連携計画と修正いた

しました。 
P.4 の「５ 第 2 次連携計画に定める目標値」では、目標値の内容を若干変えています。

以前は宮バス各路線で目標値を定めていましたが、第 2 次では全体での設定となりました。

宮バス①事業費に対する負担割合は 50%を 50%「以上」とし、②1 月当たり乗車人数は各

路線別表に定めるところとなっております。別表については次の議題でご審議をお願いい

たします。③バス停オーナー数は 50 人以上、④100 円サービス券の利用割合は 0.2%を 8％
以上と目標値を上げています。また、⑤市民満足度にも 3.4%「以上」を付けました。宮タ

クも同様の修正を行い、100 円サービス券の利用割合 8%以上を入れました。全体の市民満

足度は交通弱者か否かで評価を分けて調査するようにいたしました。 
P.5「６ 利用状況などの把握」（２）市民満足度評価については 2 年に 1 度の市民アンケ

ート調査で行っておりましたが、最近質問項目が増えて回収率が下がっておりますので、

公共交通については情報発信課および財政課と協議の上、毎年担当課が独自のアンケート

を行うように改めました。 
「７ 各運行形態における評価方法」について P.6～8 の変更は特にありませんが、P.9

（３）100 円サービス券の利用の評価、利用割合の目標値が 8%以上となりましたので 8.0
～8.9%を C 評価に定め、上下に振り分けました。また（４）市民満足度評価も全体では 3.8
～4.2 を C に、交通弱者は 3.4～3.9 を C 評価といたしました。以上、ご審議をよろしくお
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願いいたします。 
議長（副市長） 
事務局からの報告が終わりました。この件についてご意見ご質問等お受けいたします。

なお赤字の箇所に限らず全体での分かりにくいこと、確認あるいは改善点等あれば発言を

お願いいたします。 
それではご意見等ないようですのでお諮りします。「第 5 号議案 富士宮市公共交通

PDCA（事業評価）指針の修正について」は原案の通り承認することでご異議ございません

か。 
ご異議なし、よって本件を原案のとおり承認いたします。 
続いて第 6 号議案の説明を事務局よりお願いいたします。 
 

第 6号議案 公共交通 PDCA に係る平成 26 年度の目標値設定について 

事務局（高野） 
議案書の P.5 をご覧ください。先ほど修正した PDCA 指針の中に別表の通り定めるとあ

りましたが、それがこの表になります。 
宮バスは路線ごと、1 月の乗車人数を明記しております。この人数は昨年度と同じで H24

年度から変わっておりません。元々この人数は 50%の収支率を満たすために必要な人数を

特殊な計算方法で割り出した数値でありまして、運行経費でみると毎年委託料が上がって

いるため乗車人数も上げないといけないのですが、残念ながら当初の低い目標値をクリア

できていない路線がほとんどで、高跳びの低いバーを越えられないのにまたバーを上げる

ことはありえないということで当初の H24 年から据え置きにしています。 
宮タクも同様の考えで、宮タクは 1 便あたりの乗車人数を設定しています。この目標値

も H24 年度から同じです。よろしくご審議のほどお願いいたします。 
議長（副市長） 
事務局からの説明が終わりました。この件についてご意見、ご質問等をお願いいたしま

す。収支率 50%を維持するのは公共交通としては難しいですがこれを目標値とすること、

また宮タクの一乗車人数が 1.0 人となると通常のタクシーとなんら変わらなくなってしま

うわけですが、数値をいかにあげるかは昨年度同様の数値にした、ということでした。 
それではご意見、ご質問等ないようですのでお諮りいたします。「第 6 号議案 公共交通

PDCA に係る平成 26 年度の目標値設定について」原案の通り承認することでご異議ありま

せんか。 
ご異議なし、よって本件は原案の通り承認いたします。 
次の第 7 号議案については富士急静岡バスの運行路線に関する議題でありますので、運

行事業者でいらっしゃいます富士急静岡バス㈱様よりご説明をお願いしたいと思います。 
 
第 7号議案 静岡県生活交通確保計画の変更について 

富士急静岡バス 斎藤委員 
当議題である生活交通確保計画の変更については担当の佐野よりご説明を差し上げます。 
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富士急静岡バス 佐野委員 
富士急静岡バスの佐野です。本日はこのような場を与えていただき誠にありがとうござ

います。このたびバスの路線の変更を考えております。資料２をご覧ください。 
１．趣旨にある通り今回は国庫補助路線についての変更でありまして、県からの補助を

いただいている路線は現在 3 つございます。乗客が 0 に等しい路線が国庫補助を受けられ

るというわけではなく、乗客の利便性、利用の多さが求められます。ある一定の距離、厳

密には市と市をまたぐ路線で一定数の乗客があるものが該当し、これは弊社としても重要

な路線にあたるものです。 
次の２．計画変更の概要については２つございます。まずは①をご覧ください。 
①脳研への乗り入れ 
吉原中央駅から中野経由富士宮行き、大渕街道を通る路線ともう一つは富士市大渕地区

にある曽比奈から西富士宮へ行く路線がございまして、途中の富士宮市杉田の辺りに富士

脳障害研究所附属病院、一般には「脳研」と言われている所がございます。外来患者が通

っており、県道沿いにあるバス停で降りてそこから病院までの 600ｍを徒歩で移動しており

ます。 
実は 4 年ほど前に患者や病院の方から脳研の入口までバスを通してくれないか、という

要望をいただきまして、弊社としてもバスが通すことができるよう模索して参りました。

概要にもある通り、近年バスは低床化が進んでおり段差が多い道路ではバスが下に着いて

しまいますので通ることができません。それで実施を見送ってきたのですが、今年の 1 月

に道路の改善が終わりましたので脳研への乗り入れを 10月から始めたいと思っております。 
②富士宮駅への乗り入れ 
次に P.2、先ほどと同じ路線のことになりますが、現在、西富士宮駅から曽比奈へ行くバ

スは富士宮駅を経由して脳研の方に向かうのですが、曽比奈・大渕から西富士宮へ向かう

路線は富士宮駅を経由しておりません。これは弊社の前身である富士急行時代からの運行

形態ですが、富士宮駅で降りるお客様が多いため利便性を考えて、また今回の脳研への乗

り入れの機会にあわせて富士宮駅への乗り入れを開始したいと考えております。 
またそれに伴い曽比奈線のキロ程 10.6/10.4 だったものが 11.6 に、大渕線 13.8/13.9 が

14.8/14.9 と伸びることをお認めいただけますようお願いいたします。 
議長（副市長） 
富士急静岡バス㈱様からの説明が終わりました。ご意見ご質問等あればお伺いいたしま

す。利用者の利便性を図るための変更だということでした。 
それではご意見ご質問等ないようですのでお諮りいたします。「第 7 号議案 静岡県生活

交通確保計画の変更について」は原案の通り承認することでご異議ございませんか。 
ご異議なし、よって原案の通り承認いたします。 
以上で本日の協議事項は全て終了となります。 

１５：３０協議事項終了 
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(2) 報告事項 

議長（副市長） 
続きまして報告事項に移らせていただきます。まずは①「平成 25 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いたします。 
 

 ① 平成 25 年度市営公共交通の運行実績について 

事務局（高野） 
お手元の資料３をご覧ください。宮バス・宮タクの実績報告をまとめたもので、これを

もとに進めてまいります。P.1 は宮バスの実績報告から始まり、全体として H24 年度との

比較ができるように合計欄が 2 段になっております。 
宮バス 
全体の利用者数としてはマイナスの 3,528 人ですが内訳は路線ごとに異なります。中央

循環は 2,400 人ほど減りましたが東南循環は 125 人増加、北循環は約 1,500 人と大幅に増

えております。芝川もマイナス 2,740 人で全体としては減っています。次に各路線につい

てです。 
中央循環は大幅に減少しておりまして、一便当たりの乗車人数が 8.6 人から 8.2 人に減っ

ております。達成率も130.6%と下がってはいますが、まだ目標値を大幅に上回っています。 
東南循環の利用者は全体を見ると増えていますが、東循環は若干減っています。7 月、8

月のように達成率が 100%を超えた月もありましたが、10 月に時刻の変更をしてから達成

率や収支率が下がっています。P.2 南循環の利用者は増えてはいますが、乗車人数も 1.0 人

から 1.1 人、達成率も 40.3%とかなり低い状況となっています。 
北循環は利用者が大幅に増えました。まずは北コース、昨年 10 月から一乗りで駅まで行

けるような運行形態に変更しまして、これが評価されたようで 2,617 人から 2,932 人に増

えました。しかしながら達成率は依然 44.2%と目標の半分にもいっておりません。西コー

ス、これは大月線を通る路線で、こちらも同様に減っています。一便あたりの乗車人数は

若干増えていますが、達成率は下がっています。ただし P.3 新設の東コース、信用金庫本店

から阿幸地－大岩－万野を通るこのコースは非常に利用者が多く、6 か月間で 1,368 人、こ

れは西コースの 1 年分とあまり変わりません。また目標に対しても 123.9%と達成しており

まして、循環で唯一 100%を超えているコースとなっています。 
次の宮 11 芝富線は 10 月から 1 日 1 往復を 2 往復に増便し、利用者も増えています。宮

12 稲子線は若干ではありますが減っています。この線は通学目的の利用が多く、生徒が減

少すると利用者も減ってしまう、というところです。続く P.4 宮 13 香葉台線、宮 14 稗久

保線も同様に減っておりまして、こちらも芝川中へ通う生徒の減少によるものです。内房

は昨年 9 月で廃止しておりますが、少し減ったようです。 
宮タク 
P.5 からは宮タクの実績になります。毎年 9,000 人前後であった利用者が昨年度初めて 1

万人を突破し 11,141 人の利用がありました。これは月水金の 3 日運行を平日毎日へと増や

したことが利用者増につながったと見られます。ただし運行台数、実車走行距離も大幅に
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増えまして、委託料も 642 万円だったのが 895 万円と 250 万円ほど増えてしまいました。

平均乗車人数が 1 台あたり 2.06 人から 1.95 人になり、収支率も 35%の目標値に対し 34.2%
とわずかながら下回りました。便数が増えたことで乗合率は下がってしまいました。次は

エリアごとに見ていきます。 
次頁 P.6 の山宮エリアは毎日運行となりいい結果が出ました。輸送人員も大幅に増え、乗

車率も上がっています。乗車人数も 1.96 人から 2.13 人となりまして目標値の 2.0 人を超え

ております。収支率も 35.0%とクリアしており、改善が功を奏したのかなと思います。 
山本エリアも運行回数を増やしたのですが、輸送人員は減っており、さらに一便あたり

の利用者数も減少しました。また収支率は高いものの、H24 年度よりは下がっています。

利用者が減って乗車率も下がったことについてはどういうことか、また分析をしたいとこ

ろであります。 
次の P.7 安居山エリアにおいては乗車人数が増加した分、乗車密度が下がったのが顕著に

表れました。収支率も 45.8%と非常に高かったものが 38.9%となっています。目標値はク

リアしているものの、このまま今年の 7 月までこの状態が続くと厳しい評価がつくのでは

ないかと予想されます。 
上野エリアも同様で、利用者が増えて乗車密度が下がり、それに伴い収支率も下がりま

した。それでも利用者が 800 人近く増えたのは毎日運行にして地域の方にとってはいい結

果になった証かなと思いますが、ただ、委託料が倍近く膨れ上がっているのが実情です。 
P.8 南部エリアはもともと利用者の少ないエリアではありますが、さらに下がり、6 月と

8 月はだれも利用しない月となりました。1 年間に 38 人、ほとんど一人１台のマイタクシ

ーで平均乗車人数も 1.03 人と全てのエリアで最低と。なおこの乗合率では県の補助もいた

だけない厳しい状況で、収支率も 45.4%から 30.6%に下がっています。非常に問題のある

エリアといえます。 
富士根エリアも毎日運行にして利用者は増えましたが結果的に乗車密度、収支率は下が

っています。 
P.9 北山エリアも同様で、利用者が増えて乗車密度と収支率が下がりました。 
北部エリアの利用者については少ないながらも増えてきました。運行当初は年に 5～6 人

だった利用者が一昨年度は 36 人、昨年度は 91 人となりました。しかし 1 便あたりの乗車

人数が 1.12 人に下がり、収支率も全エリア中最も低い 18.3%。北部エリアは山梨との県境

にある根原地域から利用でき、上井出出張所まで来てそこから北山エリアの宮タクに乗り

換えて駅まで来ることができます。一般のタクシーを使うと一乗車 1 万円ほどかかる距離

ですが、宮タクを使うと上井出出張所まで 900 円、そこから市立病院まで 700 円と 1,600
円で行くことができます。また実際に根原から市立病院まで来る利用者があるのですが、

この方は障害者手帳を持っているため半額となり運賃収入は往復で 1,600 円になります。

これではどうしても収支率は下がってしまいます。ただ、そういう方を救う仕組みとして

宮タクをやっているのであり、こういう例が多いから止めてしまうという議論にはならな

いとは思いますが、大幅に目標値を下回っている以上、次の評価の時には皆様にご審議い

ただく必要があると思っております。 
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最後の P.10 内房エリアは去年の 10 月から運行開始した新しいエリアですが、11 月に目

標値を上回った以外は達成しておりません。ただ乗車人数も収支率もここより低いエリア

もありますので、年々増えていく宮タクの傾向を考えれば今後伸びていくのではないかと。 

その下にあるのは各人口における会員数と利用者数を調べて表にしたもので、初めて皆

様にご紹介いたします。富士宮市の人口 135,000 人に対する各エリアの人口を調べ、会員

数を出しました。山宮エリアの会員率は全体の 4%、そのうち普段利用されているのは 7%、

となっておりまして、極めて少ない方が利用されているということが分かります。 
利用者率が一番高いのは内房エリアで、会員率 5%に対し利用者率が 15%、また上野も

2%に対して 12%と幽霊会員が少ないエリアであることが分かりました。実績報告は以上に

なります。 
議長（副市長） 
事務局から H25 年度の実績報告が終わりました。この件につき皆様よりご意見、ご質問

等をお伺いします。 
日本大学 藤井委員 
そんなに危惧する必要はない数字かと。実際には週 3 日から 5 日運行になり、サービス

性としては 1.6 倍強あがっていることになりますし、従来の利用者からすると増便すれば分

散するのは当たり前で目標値が 0.2 くらい下がっていても内包される範囲のもので大丈夫

ではないかと。利用者にとってプラスαの要因が出てきたことを考えると、あまり収益に

はこだわらず地域の利便性が向上して利用者が増加したという点を評価したほうがよろし

いかと思います。 
ただ一部、厳しいところも。例えば先程あがった障害者手帳の利用について、民間事業

者の路線ならプラスαとして収益を出さなければならないですが、元々これは公共交通で

黒字を出そうという政策ではなく、移動手段の支援、という仕組みで展開しています。公

共交通か福祉支援かとなると微妙ではありますが、総合的な人の移動の福祉＋公共という

概念からすれば当然サポートして問題はなかろうと考えます。ただ、PDCA の今年度評価

をされる時に単純に D と E の連続という評価軸でいいのかは運用の段階で考えなければい

けないところで、地域別の中身を見て、全体の公共交通の概念だけでいいのかというとこ

ろは検討が必要になってくるかと思います。 
もう 1 点、数値評価する中で現状は変わらないが利用客が減ってきた、少し精査しなけ

ればいけないという話がありましたが、他所の例で、登録者は高齢者が多く体調の問題な

どから外出そのものを控えてしまい実質利用できない、結果固定客が減った、というとこ

ろもございます。高齢者のサポートとして行う場合には登録者の利用者数も大切ですが、

継続的な利用がどう維持されているのか、という見方も入れてご検討いただくと実際の地

域での利用が分かるのではないかと。これから調査されるとのことですので、是非その辺

りも入れてご検討いただけたらと思います。 
議長（副市長） 
的確なご指摘をいただきました。市としても悩むところで、機械的に収益が悪いから切

る、とはいかないわけでして。福祉との接点など内部でも意見の分かれる所ではあります
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が、重要なご指摘をいただきましたので、この後も検討しなければならないと思います。 
事務局からこの件について何かコメントがあればお願いします。 

事務局（高野） 
さきほどの山本エリアにおいても特定の方の利用が何らかの理由で減って、地域全体で

は満足度が下がっていないということも考えられます。その辺りを分析しないと山本エリ

アの運行形態ではなく個別の問題ということもあるかもしれませんので今後調査をしてい

きたいと考えております。 
議長（副市長） 
他の方で何かあればお伺いします。 

地域女性連絡会 土屋委員 
民生委員等もメンバーが変わってきています。宮タク・宮バスが始まる時には各団体、

各地域に説明に来てもらったのですが、当初の利用者が使わなくなる例や、またこれから

使いたいという声もあります。高齢者のところを回っている民生委員への説明があると話

も伝わりますし、私たちも理解しているようでしていないこともあると思います。いい制

度があっても利用しないと仕方がないですから今一度説明に来ていただきたいと思います。 
事務局（高野） 
以前も民生委員のほぼ全地域を回っておりますので、またご要望がございましたら是非

おっしゃってください。 
議長（副市長） 
実績報告の中でエリア内人口に対する数がありましたが、この表から何か地域別に読み

取れることはありますか。 
事務局（高野） 
実績報告の P.8 をご覧ください。富士根エリアは利用者 517 人、収支率 31.0%、目標値

が 2.1 人と高いのに実際は 1.23 人。また P.10 を見ていただくと富士根エリアの人口は

23,000 人とかなり多いですが、人口が多いわりに会員率が 1%と非常に低くなっております。

もっと多くの利用があってもいいと思いますので、まずは会員を増やす活動をしたいと考

えています。具体的にはエリア担当事業者の富士宮交通に協力を仰ぐということと、また

この地域は若い世帯が多く、富士急静岡バスの大月線、大渕線、曽比奈線、場所によって

は JR 身延線も使えたりする地域で既に交通が発達している所ではありますが、会員数 345
人は少ないかなと思いますので今後この辺に注目をしていきたいと思っております。 
静岡県バス協会 平野委員 
富士宮市は交通空白地域をなくすための取り組みとして民間バス、市営バス、デマンド

型タクシーがありますが、宮タクの収益率が低いからどうするかと考えだすと逆に空白地

域を作ることになってしまうのでは。市の政策として空白地域をなくす保障をした上で地

域をどうするか、という考えを大事にして今後の検討をお願いしたいです。 
事務局（高野） 
その点については先ほどご承認いただいた資料１の P.11 に「基本方針に従い収支、乗合

率に係わらず、交通空白地域が生じることのないよう最低限の移動手段の確保をする」と
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いう一文があり、道路運送法の中でなんらかの手段を講じるつもりでおります。具体的に

は宮タクの北部エリアがその可能性があり、運行便数を毎日から週 3 回にするという方法

もあるのですが、宮タクは予約がなければ稼働せず経費は発生しません。評価が低いから

と運行便数を減らしても利便性が下がるだけで収支率には影響しませんので、今年度の評

価報告がある 9 月にご指示いただき、空白にはしないつもりで検討してまいります。 
富士宮市区長会 佐野孜委員 
北部は特に高校生が学校に通う場合、親の送り迎えか自転車。自転車は危ないし、市内

の私立高校が送迎バスを出すというような事態になっています。 
事務局（高野） 
路線バスは今まで高齢者と学生が支えていました。現在はスクールバスが大流行で、先

ほどの市内の私立高校だけではなく、御殿場市や富士市の私立高校などからも白糸あたり

までバスがきて学生の安全を確保しています。以前はバスの中で学生と高齢者の交流もあ

り社会勉強となる一面もありましたが、今は高齢者のみが取り残されてしまっています。

これはスクールバスを受託するバス事業者を責めて済む問題ではなく、社会的な問題とな

っています。送迎する親の車で大渋滞を起こしている市内の公立高校もありますし、根本

的な部分から見直さないと公共交通の基本的なところは直っていかないのではないかと。

悪いところを宮バス・宮タクで手当しても公共交通全体の体質改善をしていかないと。基

本から直せるような良い案があれば、ぜひ皆様からご提案をお願いいたします。 
議長（副市長） 
ご指摘いただいた点で実際は難しいところもあると思いますが、公共交通の持つ意味と

いうのは我々にも責任があるので兼ね合いが難しいところですね。今年の PDCA の評価は

厳しい数値が出ることが予想されますが、それをどう分析して次にどうつないでいくか、

議論が必要なところです。結果は 9 月にご審議いただくので様々な角度からご意見をいた

だけたらと思います。地域によって抱える問題は異なりますが、お住まいの地域のことは

よくご存じかと思いますので、その辺りからのご意見を頂戴したいと思います。 
それでは次の報告事項に移ります。事務局より報告をお願いいたします。 
 

 ② 宮タク内房エリアの時刻変更について 
事務局（高野） 
議案 P.6 にある通り、利用者からの強い要望がありまして宮タク内房エリアの時刻を変更

いたしました。JR 身延線のダイヤ改正により宮タクの待ち時間が長くなったため、宮タク

のお帰り便 芝川駅発 13：30 を 13：00 に、15：30 を 15：10 に変更いたしました。出発

便の方も変更の要望がありましたが、他の利用者さんとの兼ね合いも考慮し、こちらの変

更はしないことでご納得いただきました。5 月 1 日から新時刻で運行をしておりまして、運

輸支局には 5 月の連休明けに提出が済んでおります。 
議長（副市長） 
この件につきご質問はございませんか。すでに時刻は変更済みとのことです。 
ご質問等ないようですので、次の報告へ移りたいと思います。 
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 ③ 市営公共交通サポーター制度について 
事務局（高野） 
これは本会議が市に提言し市が策定したもので、資料４にある通り「市営公共交通サポ

ーター制度設置要領」を定め決済もすでに取っております。趣旨は「地域とともに公共交

通を守り育て」ることで、サポーターの資格としては商店・病院等の営業行為を行ってい

る第 1 事業者と、次が特徴的なところになりますが、自治会等の第 2 事業者を対象として

おります。昨日、区長会で説明とサポーターへの登録依頼はしたのですが、今のところ反

応はありません。今後、地区の会合等に参加し声掛けをしていく予定でいます。 
販売に関しては 12 枚綴りを 1,000 円とし、サポーターは 2 割引で購入できます。配布方

法として、第 1事業者は 1,000円の売上に対し 100円券 1枚とします。現在イオンでは 1,000
円のお買上に対し 100 円券 1 枚、2,000 円以上で 2 枚を配布しており、これに倣う形とし

ました。ただし第 2 事業者は活動の対価として配布していただくため、配布枚数は各自治

体に任せるものとします。 
またサポーターへのサービスとして市の時刻表やホームページでの紹介を行い、これが

営業活動への宣伝になると考えています。自治会にとっても宮バス・宮タクに積極的に取

り組んでいることへの使用費になります。 
サービス券の有効期間は 6 か月とし、払い戻しはできません。100 円未満の支払いは不可、

つまり 50 円等のお釣りは出ません。譲渡は認めます。例えば自治体の活動で得た券を家族

にあげるというのは構いません。ですが転売はできないこととします。 
購入履歴に 1 年以上の空白が発生すると登録解除となり、時刻表等からも名前を削除い

たします。 
交通事業者には委託料を合わせて市に請求していただきます。 
4 月より運用を開始していますが、申し込みは残念ながらまだありません。 
次頁の参考 1 にイオン方式と今回の方式のフローを載せております。先に金券としてお

金を整理するか、予め市が販売するかが大きな違いとなっております。コストや有効期間、

2 割引のコストの妥当性については参考 2 に記載しています。また次の参考 3 で収支予測を

たてましたが、これによると配布した券が全て使用されると市は損をし、反対に使用され

ないと得をしてしまいます。しかしサービス券の類は使い切るとは思えないですし、券を

きっかけとした新規利用者の増加と 2 回目以降の利用を促進するのが元々のねらいではあ

ります。次の参考 4 ではサポーター登録時に発行する登録証の見本を示しました。サービ

ス券購入時にこれを提示していただくことになっています。 
静岡県バス協会 平野委員 
静岡のデパートなどは駐車場がないため利用金額に応じて有料駐車場の無料券を出す、

例えば 5,000 円の利用に対し 2 時間分無料等としておりまして、車での来客にはサービス

がありますが、バスを利用しての来店者には何もないんですね。富士宮市はその辺りの対

応をされているということかと思いますが、車を利用する人ばかりを優遇するのではない、

こういう制度を是非広めていただきたいなと思っております。 
事務局（高野） 
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以前、商工会議所が中心となって商店街を対象に車もバスもタクシーも使える、という

券を出したんですが、結局は値引きになると感じた商店が券を出し渋ってしまい、2 年前に

廃止されました。それを受けてイオンで宮バス・宮タクで使えるサービス券を始めたとこ

ろ大成功しまして年間約 100 万円の利用が見られています。これを見た個人の商店から同

様のサービスはないかという話があがりまして、商店街組合から押しつけ的に言われた時

はうまくいかなかったんですが、掘り起こしていけば自発的にサービス券を取り入れたい

商店もあるのではないでしょうか。 
サポーター制度については一度新聞に掲載されたものの、制度自体の認知度がまだ低い

ものですから、これから各商店に営業に出向いてサポーターを獲得したいと考えておりま

す。一か所サポーターとなり登録されて名前が出れば競争心から更に登録者が増える、と

いうのを狙っています。 
実は自治会のサポーターについて懸念しておりまして、本日ご意見を賜れたらと思って

います。 
区長会芝川支部 齋藤委員 
バスを利用している方は定期券を持っていますし、自治会に 1,000 円でも 2,000 円でも

購入させることは可能だとは思いますが、1～2 回で終わっては意味がないのでは。継続さ

せるには区や町内会に広げていかなければ難しいのではないでしょうか。人口の多いとこ

ろは利用もしやすいでしょうが、稲子など、例えば市役所から私の家までバスや電車を使

って家に帰ると夜 10 時くらいになってしまいます。公共交通の利用については今までも協

力してきていまして、昨年度には計 4 回の利用する機会を設けましたが利用者が少なかっ

た。サポーター制度としては厳しい面があるのではないかと思います。 
事務局（高野） 
以前も買い物ツアー等していただきましたが、年 1、2 回のイベント時にでもサービス券

を配って利用していただければと思います。実績としてどこかが始めることが重要で、稲

子が始めたから内房も、というように煽っていただくようになればと。 
富士宮市区長会 佐野委員 
サービス券は難しいのでは。私の区ではバスを使う人は限られていて 5 人くらい、その

人達向けに年間パスを出した方が利用はあると思います。子供の頃バスに料金を払うのが

不思議だったんです。移動機関は全てサービスで使えるように思っていたので、同世代の

老人にはパスの方が受け入れられやすいのでは。 
事務局（高野） 
北部地域には宮バスがないためお願いしにくいところではありますが、宮バスの評価が

低い地域、具体的には南循環や北循環が D 評価を受けてもサポーター登録が多数あれば数

年後には利用者数が伸びるだろうという見通しの中で存続しようという意見も出てくるか

もしれません。サポーターがあまりいなければその地域の路線は不要だという意思表示と

捉えられてしまうので、宮バス、旧芝川バスエリアでサポーターになっていただければと

思います。 
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議長（副市長） 
今日は説明というより営業のようですが、高野室長は宮バスの CD も出していますし、

何でもするので優秀な営業マンとなるのではないでしょうか。皆様からのご協力もあわせ

てお願いします。 
日本大学 藤井委員 
サポーター制度については面白い、いいのではと前回の会議の時も申し上げましたが、

それを評価と連動させるのはどうかと。実務運行をしている中で地域の思いの有無を評価

軸に入れると別の問題が動いてしまうので、実績は実績として評価してサポーターは別の

尺度でとらえるべきかと思います。公共交通はある地区のためではなく市内全域の移動手

段で、それを支えるのがサポーターの意義だと思いますので、あまり露骨な表現はされな

い方がよろしいのでは。事務局の思いは分かります。 
もう 1 点、イオンと他のサポーター券で 110 万円くらいになりますが、イオンは評価の

目標値 8%のうち何%を占めているのか、参考 3 の予測から市の水準の成立するオーダーを

教えていただけると、サポーター募集の際にどのくらい営業に力を入れなければならない

のかが分かるかと思います。 
事務局（高野） 
昨年度中間で調べたところサポーター券の割合が 7.2%ほどで、イオンのサービス券利用

は増加しています。自然増の中でイオンだけでも 8%はクリアできると考えています。ただ

8%では C 評価なので、更に上の評価を目指すにはサポーター券が伸びないと厳しいかとは

考えております。 
日本大学 藤井委員 
そうすると券収入の 110 万円から A 評価の 10%を目標とすると 10 人 2 冊で 12 か月、と

いうイメージでよろしいんでしょうか。 
事務局（高野） 
はい。そのように考えています。 

議長（副市長） 
色々な意見が出ました。営業も大事ではありますが公共交通であることを念頭にお願い

します。 
次の報告事項④については事業主体である富士急静岡バス様よりお願いいたします。 

 
 ④ 強力くん（周遊観光バス）の運行について 
富士急静岡バス 佐野委員 
公共交通というのは地元の方のためだけではなく、対外的に来られた方が観光のために

利用するという側面もあるかと思います。弊社の観光バスの運行について、僭越ながらこ

の場をお借りしてご案内申し上げます。 
「強力くん」というのはかつて富士登山の際に案内や荷物の運搬を担っていた「強力」

にあやかり名づけたものでして、昨年 6 月 29 日より富士宮の名勝を回るという趣旨で開始

いたしました。その後世界遺産に選ばれたことで構成資産を回るものも考えまして、山宮、
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村山、人穴富士講遺跡を通る路線認可を取り今年の 4 月 9 日よりリニューアル運行をして

おります。経験上、平日はどうしても弱く、土日祝日のみの運行としております。通常の

ツアーバスであれば最少催行人員 20 人以上となっておりますが、認可を受けていますので

1 人でも乗客がいれば運行可能となっております。リスクを負う可能性もありえますが富士

宮市の構成遺産を全て巡るバスの要望もあり、始めたばかりで諸問題を抱えてはおります

が 3 年後の世界遺産センター完成までには何とか形を整えたいなと思っております。 
コースとしては午前に富士宮駅－山宮浅間神社－村山浅間神社－浅間大社－富士宮駅、

午後に富士宮駅－白糸の滝－田貫湖－人穴富士講遺跡－ミルクランド－高砂酒造－浅間大

社－富士宮駅と午前は神社を中心に、午後は観光をメインに回ります。多いときは 10 人弱

のお客様にご利用いただいておりまして、一見すると地味そうな午前ルートの方が実は人

気があります。ですが市内で強力くんのデザインがなされたバスを目にして午後に乗車す

るというケースも見られます。収支ベースにはまだ乗っておりません。 
日本大学の藤井先生と学生にご協力いただき、バスの運転手の後ろにモニターを設置し

てパソコンと連動し目に見える説明を流しております。日本語の説明のあと英語の説明、

これはまだ一部ではありますが、英語で表示もしておりまして、今後さらに中国語や韓国

語の表記も予定しています。バスガイドを乗せておりませんので、走行中は車内のビジョ

ンでの案内としております。またチラシに観光ガイド付と記載してありますが、現地到着

後に地元のボランティアガイドが現場で待っていて案内してくれる、という仕組みになっ

ております。経費の都合でこのような形態にしているわけですが、地元、大学のご協力を

仰ぎ 3 年後をめどに完成させ、富士宮市外からの観光客等にもご理解いただけるようなも

のにしたいと考えております。 
議長（副市長） 
ぜひ多くの方にご乗車いただけるよう委員の皆様にも宣伝をお願いいたします。村山浅

間神社は国の史跡となり、市では屋根をかけて改装工事をしていますので、今後の需要も

期待しています。村山の他に山宮、人穴も周辺のトイレの整備が完了しております。 
世界遺産センター建設地を県が富士宮に選んだのは駅から近いためで、マイカーでなく

電車を使って来てもらおうという考えです。そこから足をどうするのかという問題は 3 年

以内に必ず問われてくることですし、車用にも土地を買収し自家用車ないし観光バスが数

百台オーダーで停まれる大型駐車場の整備も大社近辺に予定しています。これからが期待

される事業であります。 
この件で何かご意見等ございますか。 

事務局（高野） 
市民でも村山や富士講等へ行ったことがない人も多いのではないかと思いますので、社

会科見学的に市民活動として使ってもらえればと思います。 
議長（副市長） 

9：30 または 13：00 に駅に行けばいい、というのは分かりやすいですね。よろしくお願

いいたします。 
それでは最後の報告⑤に移ります。事務局からの説明をお願いいたします。 
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 ⑤ 就労支援型公共交通「宮タク北部工業団地エリア」の運行計画について 
事務局（高野） 
昨年度の本会議でも説明して参りましたが、最終段階にきております。一番力をいれて

いる事業でもございます。資料 5 をご覧ください。第 2 次総合連携計画にもありますが、

これは企業が市に協力金を払い、それを利用者に対する補助に充てることで企業と市が協

力して安い料金で交通弱者を救うというものです。 
しかしここへ来て企業が協力金に難色を示しておりまして、税法上の問題もあり通勤手

当とは別の枠で市にお金を払うというのは会計上も複雑になるので割高でも一つの予算で

いきたいと言われています。本来、協力金があることで明白だった企業と自治体の協力体

制が見えにくくなってしまいました。P.1 に交通システム案を載せています。 
利用出来る人 
あくまでも就労目的としているため、通勤を目的とする特定の方のみの利用に限ります。

タクシー事業者も利用者を把握できないと混乱し、事務も煩雑になりますから、そのよう

にしたいと思っております。 
乗降できる場所 
最終頁にあるA3の乗降エリア図をご覧ください。北は469号線、東と南は富士市境まで、

西は富士フィルムの裏側までになっております。この限られた範囲の中のみ利用ができる

としますので、富士市の人が利用される場合は JR 身延線や富士急静岡バス曽比奈線、大渕

線でエリア内まで乗り入れていただいてそこからのご利用となります。エリア外の上野・

北山・北部辺りも同様で、エリア範囲内まで移動したのち宮タクに乗り継いでいただく、

と。この範囲を拡大すると実車走行距離が伸び運行経費が増えてきます。反対に縮小する

と結果的には単一路線系になりますので利用者が限られてしまいます。ですので図の指定

範囲が妥当かと考えます。 
運行日・運行時間 
基本的には毎日運行ですが、予約運行となりますので勤務日のみ、例えば日曜日が休み

の会社であれば月～土で運行します。時間は会社の始業時間 8 時に合わせて事業所到着を

7：30～8：00、また終業の 17 時に合わせて事業所発車を 17：15～17：45 といたします。 
運賃 
距離に応じて 6 段階に設定しており、最短距離 5 ㎞で 400 円、最遠距離 15 ㎞以上で 1,000

円、障害者は各半額となっております。一乗車の運賃は宮タクと同じですが、異なるのは

宮タクで初めて定期券を導入したことで、割引率は通常のバスの定期券と同様 1 ヶ月 25 日

計算×往復 2 回×0.7 で 3 割引。3 ヶ月、6 ヶ月のときは更に割引率が上がります。 
予約方法・予約の取消 
利用の際は前日の夜 8 時までにタクシー会社に予約をしていただきますが、実際は定期

券購入時に曜日と時間を決めておりますので毎日予約の電話をする必要はございません。

反対に電話をしていただく必要があるのは風邪などで予約をキャンセルする時だけになり

ます。定期券を購入している利用者の場合キャンセル料はありませんが、一乗車の場合は

宮タク同様キャンセル料を支払っていただきます。 
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運賃の支払方法 
一乗車の方は降車時に現金で支払っていただき、定期券の方は事業所で前払いとします。 

運行開始は平成 27 年 4 月 1 日を予定しておりまして、それまでのスケジュールは P.3 に

記載の通りです。3 月にすでに関係企業にお集まりいただいてシステム開発の検討会を行っ

ております。その後書面で検討し現在に至っておりますが、今は書面による意見調整・参

加確認を行っています。これは各企業にシステム案について実際の利用者の有無等をたず

ねる調査で、その結果に基づき市の負担額が算出されます。今後本会議では国庫補助申請

のためのネットワーク計画書の作成を行い、でき次第委員の皆様に書面による承認をお願

いしたいと思っております。合意が得られれば 6 月 25 日までには運輸支局へ提出をいたし

まして、国庫の補助がいただければ来年の 4 月から運行が可能となります。 
現時点では市の負担額がどれ程になるか分かっておりません。もちろん必要な事業です

から実施したいですが、あまり高額になれば実施したくてもできない状況になる可能性も

あります。利用者も限られてきますので一人に対する市の負担割合はどのくらいになるの

か、補助金以外の収入源などを模索しながら就労支援型宮タクの 4 月運行を目指します。

実施できれば全国に例のないケースとなりますし、これがモデルケースとなって厚生労働

省あたりから新しい補助金が生まれる可能性もあればいいなと。皆様からのご意見をお願

いいたします。 
議長（副市長） 
事務局からの説明は終わりました。この件は全国でも例のない取り組みだということで

課題も山積しているかと思います。何かご意見、ご質問等あればお願いいたします。 
区長会芝川支部 齋藤委員 
窓口を広げることは大事なことだと思いますが、ライフワークに必要な路線に響かない

ようにしていただきたいです。 
議長（副市長） 
市の内部でも毎日タクシー通勤というのはどれほどの負担になるのか、金額が明らかで

ないため議論の最中なんですね。新しいことへの意欲をふまえ、前向きに考える検討材料

としたいと思います。 
事務局（高野） 
そもそもこれは公共交通案件なのか、福祉事業ではないのか、という議論も予算配分の

際にもありました。既存路線への影響を懸念する声もありましたが、そこにはしわ寄せが

いかないようにしたいと思います。これは重要な仕事ですし、社会的にも障害者の自立を

求めています。公共交通にできること、それによって社会全体を良くしていくことを委員

様にも真剣にご検討いただけますようお願いいたします。 
日本大学 藤井委員 
これは面白い仕組みで画期的な事業だと思います。どの自治体でもデマンド交通、交通

空白地域のことは考えておりますが、交通空白地域の方が都心地域へアクセスする交通の

確保がまとまらず、市の負担が増加していて問題となっています。そこへ都心地域から空

白地域の就労場所へ、専門用語でいうとアクセス交通からリグレス交通へということで、
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就労の場面で交通の質が変わるという大きな意味を持っています。福祉の事業だから、公

共交通だからという見方ではなく、市の全体の交通支援の仕組みとして人の移動をどう担

保するのか、という視点でとらえた方がいいのではないかと思います。日本でも例がない

取り組みですし、生活支援という側面だけではなく、弱者のためのサポートということを

宮タクの応用版として富士宮市が活用できれば、他市にも参考になる事例ではないかと。

是非がんばって進めていただければと思います。 
議長（副市長） 
藤井先生からエールをいただきました。庁内でも議論がありますが、様々なご意見をい

ただき皆で検討、調整していければと思います。 
以上で本日予定されていた全ての報告事項を終わりますが、その他全般的なことで皆様

からご意見、ご質問等ございますか。感想等もあればお願いいたします。 
特にないようですので、本日の協議、報告はこれで終わります。あとは事務局より進行

をお願いいたします。 
 

１６：５０報告事項終了 

 
 
事務局（竹川） 
皆様お疲れ様でございました。それでは次回の会議のご案内をいたします。平成 26 年度

第 2 回地域公共交通活性化再生会議は 9 月 12 日に開催予定でございます。急遽変更が起こ

ることもございますので、委員の皆様には会議の１ヶ月前くらいに改めて日程等のお知ら

せをお送りいたします。そちらでご確認の上、ご出席をお願いいたします。 
以上で本日の会議を閉会いたします。ありがとうございました。 
 

【閉会】 


