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《第３回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 28 年 11 月 18 日（金）13：00～ 

○会場  富士宮市役所 ４階 410 会議室 

○出席者 

委員 13 人 

芦澤英治会長・土屋忠男委員・篠原克敏委員・佐野智昭委員・大内善久委員・四條衍明委員 

清利夫委員･土屋善江委員・望月利浩委員・水村裕子委員・工藤正邦委員 

足立守篤主査(林聖久委員代理)・望月康史都市計画課長（青木直己委員代理） 

 

事務局 ５人 

市民部長 大畑宏之・市民生活課長 塩川貴洋・市民生活課交通対策室長 佐野孝明 

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 篠原友美  

 
合計 18 人 
 

【開会】 

 
事務局（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、どうもありがとうございます。 
定刻になりましたので、ただいまから平成 28 年度 第３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。 
私は、進行を務めます市民生活課 交通対策室の竹川と申します。よろしくお願いいたします。 
本日の会議は、報告事項１件を予定しております。 
また、議事終了後に皆様に宮バスの乗車視察を行っていただきます。本日、お手元に「宮バス

乗車視察資料」をお配りさせていただいておりますが、日程は裏面にございます。市役所から東

南循環に乗っていただき、富士宮駅南口で乗り換え、また市役所に戻ってくるルートとなってお

ります。15:09 頃の到着となっておりますので、ご参加いただけるようであれば乗車の方よろし

くお願いいたします。 
視察中には宮バスの概要や車内案内システム「宮 BAN」等もご紹介する予定で、所要時間は

１時間程度となります。よろしくお願いいたします。 
それでは、会議を始めさせていただきます。本日の定足数についてご報告申し上げます。 

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とこ

ろでございますが、本日の出席委員は代理出席を含めて 12 人であることから、過半数に達して

おりますので、本日の会議が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。 

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。よろしくお願いいたします。 
 
議長（副市長） 

皆様、ご苦労様です。それでは早速、会議に入りたいと思います。規約の規定に基づきまして、

議長を務めさせていただきます。次に宮バスの試乗がありますので、議事がスムーズに進行でき

ますよう、よろしくお願いいたします。 
それでは議事に入ります。 
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(１)報告事項 

① のりもの祭の実施報告について 

 

議長（副市長） 

 報告事項① のりもの祭の実施報告について、事務局から説明を求めます。 
 
事務局（佐野室長） 
 交通対策室の佐野です。どうぞよろしくお願いいたします。 
 それでは、１ページ目をご覧ください。（1）報告事項① のりもの祭の実施報告について、ご

報告いたします。着座にて失礼いたします。 
 開催日は、平成 28 年 10 月 15 日(土)から 16 日(日)までの２日間で、例年同様、緑化祭花木市・

林業祭・市民生活展・環境フェアと同時開催となりました。 
 のりもの祭の催しとしましては、「のりもの祭のアンケート調査」に 434 人の回答者がござい

ました。右のカッコ内の数字は昨年度の回答者数となっております。 
次に、「オリジナルカレンダー」の作成に 360 人。これにつきましては、宮バスを使いまして、

子供さんの写真を撮っていただき、家族で楽しんでいただき、カレンダーですので、１年間飾っ

て宮バスを常に見ていただくという趣旨で、富士急静岡バス様には写真撮影等、大変ご苦労をか

けまして、ありがとうございました。 
 次に、「ぬりえコーナー」には 450 人。これにつきましても、タクシー協会の方に担当してい

ただき、ありがとうございました。大変好評でした。 
 次に、「のりもの川柳」の投票に 258 人。「のりものゲーム」には 15 組。今年も例年どおりの

人数でできたと思います。 
 また、16 日(日)には、宮バスバス停オーナー事業として、５年以上の長きに亘りご協力いただ

いているオーナー様に対して、芦澤副市長から感謝状の贈呈と事業の協力に対する謝辞を述べさ

せていただきました。対象の皆様につきましては、２ページにあります資料１をご覧いただきた

いと思います。 
 今回、路線といたしましては、北循環と東南循環。 

事業者につきましては、下記の(参考)に書かれておりますが、平成 28 年度オーナー様は 46 者、

協力金は年間で 7,228,800 円いただいております。バス停総数 266 基で、その内オーナーバス停

は 79 基となっております。 
 また、平成 20 年 4 月 1 日から平成 28 年 10 月 1 日までの協力金総額といたしまして、5,500
万円以上のお金をいただき、本当にこの宮バスを支えていただいていることを実感しています。 
 今回につきましては、平成 23 年 10 月 1 日からオーナー契約を５年間継続しているバス停オー

ナー様で、北循環で８者、東南循環で 15 者。それぞれの循環に「株式会社スーパーよどばし」

様がございます。このオーナー様につきましては重複となっておりますので、22 者の皆様を対象

に行っております。当日はご臨席いただいた６者の方に、副市長から直接感謝状の贈呈を行いま

した。 
 なお、一番右の欄に対象者の協力金の累計総額を記載しております。先程も申し上げましたが、

バス停オーナー協力金が宮バス事業を維持していくための大きな支えであるということがわかり

ます。 
平成 28年 10月 1日現在に、今回対象の各事業者様からいただいた協力金総額は、合計 11,484,000
円となっております。 
 １ページに戻りまして、アンケート調査でございますが、これにつきましては後程説明いたし

ますので、このまま続けさせていただきます。 
 続きまして、「のりもの川柳」の投票結果についてご報告いたします。応募期間は９月上旬から
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10 月 3 日までで、全国の 127 人の方から 231 作品の応募がございました。231 作品を市民生活

課で審査し、15 作品に絞らせていただきました。のりもの祭の会場では、一次審査を通過した

15 作品を掲示し、来場者の皆様にシールを貼り付けていただく形式で投票を行いました。 
その結果、最優秀賞１作品、優秀賞２作品を次のとおり決定しました。最優秀賞には 3,000 円

の図書カード、優秀賞には 2,000 円の図書カードをお送りしました。なお、最優秀賞は市内の方、

優秀賞は県外の方でした。 
 今回、新たな取り組みを行いました。その成果と課題についてご報告いたします。 

「① 来場者拡大のための新たな取り組み」としましては、幼児用の風船の配布を行いました。

さらに、山交タウンコーチ株式会社様の降車ブザーの展示と体験を行いました。 
「② 成果」としまして、風船は幼児から小学校低学年の来場者に大変人気でございまして、そ

れに伴って、子供を連れてくる保護者の方の来場が増えました。 
 また、オリジナルカレンダーも毎年行っておりますが、「毎年楽しみにしているよ。」との声が

ありました。子供からお年寄りまで、楽しみながら公共交通の必要性について考える機会を提供

できたと思います。 
「③ 課題」としましては、オリジナルカレンダー撮影待ちのお客様を、宮バスバス停オーナー

感謝状贈呈式へ参加していただくための誘導ということで、表彰においては、なるべく多くの方

に祝っていただきたいという趣旨がございまして、その間オリジナルカレンダーのお客様をお待

たせしてしまったということがございました。その辺りを、来年は上手く誘導できるように行っ

ていきたいと考えております。 
 また、合同で開催している市民生活展や他のイベント会場にいるお客様に参加していただくた

めの誘導も考えたいと思います。 
 それでは次に、資料２「のりもの祭のアンケート調査結果」についてご報告いたします。資料

２をご覧ください。 
 １ページをお開きください。調査概要ですが、調査日時は平成 28 年 10 月 15 日(土)から 16 日

(日)、調査対象者はのりもの祭の来場者となります。調査方法としましては、のりもの祭にてア

ンケートに協力してもらい、回答者には粗品をお渡しいたしました。回収数は 434 件となってお

ります。 
 ２ページ目をご覧ください。Q1.まず始めに「性別」です。女性が約７割、男性が３割となり、

昨年と同じようになっております。次に「年齢」です。第１位は 30 歳代で 33.4％と最も多く、

次いで 40 歳代で 23.7％、60 歳代が 14.5％でした。10 歳代以下は 5.1％、子育て就労世代で主に

車を運転できる世代ではございますが、20 歳代から 50 歳代が７割程度、高齢者世代である 60
歳代以上は約２割となりました。 
 今回対象となられた方の多くは、自分で車を運転でき、小学生以下の子供を育てている子育て

世代です。今は公共交通をあまり利用していないと思われるような方の意見を聞くことができる

機会となっております。 
 次に３ページ目をご覧ください。「お住いの地域」を尋ねる設問となっておりますが、第１位は

大宮東地区で 24.0％でした。次に富士根南地区の回答者が多く、回答者の６割程度が市街地周辺

の地区からの来場者でした。 
 次に４ページ目をご覧ください。Q2,「宮バス･宮タクの認知度について」の設問でございます。

「宮バスを知っている」と答えた方は 97.9％でございました。これは昨年よりも増加しておりま

す。 
宮バスの認知度は大変高いものと考えております。 
 次に５ページ目をご覧ください。「宮タクを知っていますか」という設問になっておりますが、

宮タクは昨年と比べまして若干下がっております。82.0％となり、市民には十分認知されている

かと思いますが、まだ宮バス程認知は進んでいませんので、さらに進めていきたいと考えており

ます。 
 次に６ページ目をご覧ください。Q3.「日常の移動の足」について、民間路線バス･一般タクシ
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ー･宮バス･宮タクの利用頻度についての設問でございます。 
民間バスは、「利用しない」が 80.9％と最も多く、次に「年に数日」が 12.9％となっておりま

す。 
一般タクシーでは、「利用しない」が 79.7％と最も多く、次いで「年に数日」が 15.0％でござ

いました。 
次のページをご覧ください。宮バスは、「利用しない」という回答が 73.5％と最も多く、次に

「年に数日」が 18.0％となっております。「年に数日」利用する人の割合が、民間路線バスや一

般タクシーに比べ多くなっております。 
 宮タクは、「利用しない」が 91.0％と最も多く、次いで「年に数日」が 5.8％となっております。 
 ８ページ目をご覧ください。Q4.です。Q3 で公共交通を利用すると回答した方に対して、利用

する理由を伺う設問でございます。第１位は 24.5％で「自家用車がない又は送迎してくれる家族

がない」。第２位は「その他」が 15.5％、第３位は「運行ルートや行き先が目的に合っている」

の 14.1％、第４位は「料金が安い」12.3％。その他の回答には、「子供が乗って楽しむ」等とい

うご意見がありました。 
 次に９ページをご覧ください。Q5.です。Q3 で公共交通を利用しないと答えた方に対して、使

わない理由を伺う設問でございます。第１位は「自家用車又は送迎してくれる家族がいる」の

63.3％で、第２位は「運行時間が合わない」の 12.1％、第３位は「利用できない地域に住んでい

る又はバス停が遠い」の 9.2％でした。その他の意見としては、「子供が小さいので待てない」と

いうようなご意見もございました。 
 次に 10 ページ目をご覧ください。Q6.「公共交通を利用する目的について」の設問でございま

す。第１位は「レジャー･観光」で 30.3％、第２位は「買い物」で 23.4％、第３位は「通勤･通学」

で 16.8％となりました。その他の意見としては、「食事会･飲酒時」等が記載されております。 
 次に 11 ページをお開きください。Q7.「運行時間が決まっている公共交通について利用したい

時間帯について」の設問でございます。第１位は「９時～12 時」が 26.0％、第２位は「７時～

８時」の 13.5％、第３位は「８時～９時」の 11.5％となりました。第４位が「18 時～19 時」の

10.6％で、２位～４位は通勤時間帯の要望があることがわかります。これは、設問に答えていた

だいた方が勤労･子育て世代ということで、そういったご希望がありました。その他の意見としま

しては、「19 時以降」の要望が多くありました。 
 設問の結果は以上となります。 

次に 12 ページにありますが、公共交通に関する自由なご意見を伺ったものを記載してありま

す。最後は少しきついご意見もいただいております。 
今回、このような子育て世代や勤労世代の調査を受けまして、子育て世代へのアプローチが重

要ではないかと考えております。 
新たな取り組みですが、富士宮市では「富士宮ハハラッチ事業」というものを現在行っており

ます。その事業に、今、取材を申し込んでおります。 
このハハラッチ事業というのは、事業提案者である NPO 法人母力向上委員会に富士宮市が事

業委託をしまして、取材した記事をホームページや SNS により情報発信を行い、「母親目線」で

の情報提供という点において、公的制度やイベント情報等、富士宮市内のお役立ち情報、民間の

企業や店舗の情報等、幅広い情報を発信するものとなっております。 
母親目線での宮バス･宮タクの利用方法を発信していただくことにより、新しいニーズ･需要が

生まれてくるのではないかと大変期待しております。 
先程も取材される方がいらっしゃいまして、第１回目の取材としては、お母さん方はお得情報

に大変敏感であるとのことで、イオンモールで 1,000 円以上のお買い物をすれば 100 円、2,000
円以上で 200 円の宮バス･宮タク共通乗車補助券をもらえるお得情報には、大変興味を持ってい

ただけるのではないかということで、そういったものを発信していただくような話をしました。 
また、アンケートの中にもありましたが、「子供が乗り物が大好きなので」という意見もありま

したので、宮バスを使っての子供との小さなバス旅行のようなものを、私の方から提案しており
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ます。そういったものを、母親目線の中で新たな宮バスの利用方法を発見していただき、新たな

ニーズを掘り起こしていただくことができるのではないかと思います。 
昨夜も、城山区民館の方で説明会を行わせていただきました。宮バス･宮タクというのは、「お

年寄りの乗り物ではないか」というご意見もございました。やはり、そのようなイメージも強い

ですが、新たな取り組みの中で母親世代や勤労世代の需要も促進していきたいと考えております。 
のりもの祭の実施報告は以上となります。 

 
議長(副市長) 
 報告が終わりました。色々とのりもの祭のこと、アンケートのこと、説明がありましたが、こ

の際ですので意見交換といいますか、ご意見･ご質問等でも結構です。お受けしたいと思います。

感想でも結構です。いかがでしょうか。 
（なし） 
 先程の話にもありましたように、今年は風船をやって子供が集まって、子供に付いて親が来て、

去年に比べて随分にぎやかな感じだなと思いました。 
 アンケートの中で、主に回答した方が 30 歳代ということで、子育て世代の方はみんな車を持

っていらっしゃるので、なかなか利用はないかと思います。その中でも、いずれは運転できなく

なった時にはバス等を利用したいという感想がございました。 
 また、市としても高齢の方、最近非常に注目といいますか、高齢者の方の人命に関わる重大な

事故が増えているとテレビでも取り上げられています。 
市でも運転免許証の返納の奨励を行っております。何歳以上でしたか。 

 
事務局（佐野室長） 
 65 歳以上で免許を返納していただいた方に、１回に限り 5,000 円分の宮バス･宮タク券をお渡

ししております。 
 また、タクシー協会様のご尽力･ご協力によって、県内統一ではございますが、タクシー運賃１

割引というものがございます。 
 
議長（副市長） 
 65 歳、少し早いかとも思いますが。 
 先程、宮バスに比べて宮タクの認知が低いと。 
 
清利夫委員 
 今、室長さんの方から話がありましたが、8･9･10 日とシニアの全国大会がありまして、その時

３日程参加したんですが、最近やはり高齢者の事故ということで、各市町の方では、市町の財政

にも関わることですが、名古屋は 65 歳以上の方に「バス券」を配布して高齢者の自家用車運転

をできるだけ抑えている、という意見もありました。各市町の財政の関係もありますので、どこ

がどうという訳にはいきませんが、各地域でこのような形で何としても高齢者の事故を減らそう、

という考え方が進んでいるようでございます。 
 富山に行った時も、市内循環は 100 円です。富士宮市は 200 円ですが、各市町の方では非常に

公共バスに対して力を入れているということがわかり、実感してきました。 
 その辺のところも色々とご協力をいただければ、そうしますと我々高齢者といたしましても、

やはり公共バスはこれから大いに活用する形になってくるのではないかと思います。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。 
 今 200 円ですが、財政的なことも。 
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清利夫委員 
 それともう１件、10 月の私達の常任理事会があった時に、室長さんがお見えになりまして「出

前講座」をしていただきましたが、少し時間の都合上足りず、あまりにも私達自身も PR が不足

していたので、この次には我々高齢者全体の集まりの時に何としてでも PR に、出前講座をお願

いしたいと考えておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。 
 
事務局（大畑市民部長） 
 声を掛けていただいて本当にありがとうございました。 
 
清利夫委員 
 よろしくお願いします。 
 
事務局（大畑市民部長） 
 お声掛けいただければ、どこでもいつでも出向きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
清利夫委員 
 それと、多分地域においても必ず２ヶ月に１回または１ヶ月に１回ずつ、地区懇談会を行って

おります。地域においてもそのような形で、富士宮市内で７支部ございますので、支部会の時に

出前講座できれば非常にありがたいと思います。 
 
議長（副市長） 
 本当に声を掛けていただきまして、ありがとうございました。やはりまた前も土屋委員さんか

らもありましたが、「もっともっと宣伝したほうがいい、潜在的に需要があるから」ということで、

事務局の方は今提案がありましたように、そういう集まりの時に行ってぜひ説明をお願いしたい

と思います。 
 特に宮バスはわかるけれど、宮タクはちょっとわからないというような意見が。宮バスはどう

しても本数とか場所とかが限定されますが、宮タクの方はある程度「ドア to ドア」的な、行き先

は限定と時間がありますけれど、自宅まで来てくれると。 
 その他いかがでしょうか。 
（なし） 
 それでは、報告事項についてのご質問はないようでございますので、以上で終了したいと思い

ます。貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。今日は１件だけということです

ので、本日の議事は終了いたします。円滑な議事進行に対しまして、ご協力いただきありがとう

ございました。 
 今日は報告事項だけですので、この際ですので他に何か交通に関すること等ありましたらどう

ぞ。 
 
事務局（佐野室長） 
 事務局から、利用促進の取り組みについてお礼と報告をいたします。 
 先程、清会長からもありがたいお話がありましたが、10 月 15 日にふじさんシニアクラブ富士

宮の清会長のおかげをもちまして、ふじさんシニアクラブ富士宮の役員会で、宮バス･宮タクの利

用について説明を行うことができました。大変ありがとうございました。 
 そして今現在、各区の方に出張で説明をさせていただきたいということでお願いをしておりま

す。 
昨日ですが、11 月 17 日に城山区民館の方で、宮バス･宮タクと地域交通ということで、富士急

静岡バスの佐野代理さんと２人で、地域の宮バス･宮タクの説明と民間の路線バスのことについて

説明を行いました。 



7 
 

12 月 16 日には山本区で説明する機会を作っていただき、こちらはかなり大人数で集めていた

だけるというように伺っております。 
また、1 月には上稲子区の方で説明を行うことが予定されています。 
今後も宮バス･宮タクについては、利用促進を行っていきたいと思います。 
先程言いましたように、お声掛けいただければ、またこちらからもお声掛けしますので、その

際にはどうぞよろしくお願いいたします。 
先日の感想等はどうですか。 

 
佐野智昭委員 
 昨日の朝、佐野室長の方から「このようなお話がありますけど」ということでお誘いを受けま

して、昨夜、城山区の方に参加させていただきました。 
 私の直感的な印象で申し上げると、宮タクというのは、ここでお話がありましたが、システム

自体がなかなか複雑な部分がある。私自身もちょっと難しいなと思う部分がありまして、福祉タ

クシーと混同されている方が多かったのかな、というような印象でした。 
 ただ今回、城山区は街の中ということで、公共交通というものは富士宮の考え方を直さなけれ

ばいけないのかなと思ったのが、やはり富士宮というのは駅から南北東西に広い市域がございま

すので、街中に集まってくることを「街に出る」という表現をよくしますよね。街に出るという

感覚の公共交通と、私の頭の中でイメージだったんですが、その街の中の人が外に行くという感

覚というのが私も希薄だったなと。昨日の話の中で、「出掛けるにしても何にしても、どこにして

も歩いて行けるよね」というところが意見の中でまとまってしまっていることがあった中で、「じ

ゃあ福祉会館等にこれから何かある時にはどうするの。スポーツ公園や夏場にプールへ行く時に

はどうするの。その時には宮バス等があればやっぱり便利だけど、そういうのって何か発想にな

かったよね。」というところがありまして、私の中ではすごい街の中に住んでいる人はちょっと落

とし穴だったかな、というのが今さらながらありました。やっぱり全体的な人口でいくと、富士

宮市の郊外の方が多い感じですから、その中の人がいかにして街中の方に来るかという方がやは

り重要なんだという風に思ってはいたんですが、街中の住民の人を外に出すという感覚というも

のが、少し今後の公共交通に対してのヒントになるのかなと感じました。 
「今さら何を言っているんだ」というご意見もあるかと思いますが、やはりこういった会合の

方に出させていただくことは、地元の人の生の声を、特に皆さん車を持っている人ばかりで、そ

もそもバスや宮バスや宮タクを含めて興味がない人達の前で利用促進させるというものに対して、

じゃあこの人達がどうしたら免許の返納もしかりですが、マイカーは手放せないにしても公共交

通は便利なんだなという風に思わせるということを支持させるのが、今までの会議もそうですけ

どピンポイントだったんですが、やはり乗させるためには街の中の人達が出掛けるというところ

も発想の視野で薄い部分があったものですから、そこも踏まえて、中心地に集まるばかりではな

く郊外に行く、住んでいる人が郊外に出るというものも重要なのかなと痛感しました。 
 
議長（副市長） 
 今のことに対して、何かありますか。 
 
事務局（佐野室長） 
 今回もアンケートをとっておりまして、やはり宮バス･宮タクというのが若い人達も使えるもの

だという視点や、先程おっしゃったように街中の人が地域の外へ出ていくということも、１つの

新たな取り組みのヒントになるのかなというところをすごく痛感しておりますので、そういうこ

とも含めながら今後市民の足を確保し、利便性の高い公共交通を目指して頑張っていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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議長（副市長） 
 最近ありませんが、実は町おこしとして「富士宮バル」というものがあります。ワンコインで

どこでも飲める、前売り券は全部売れてしまいました。その時にも確か東から西までを往復ピス

トンで宮バスを走らせると満杯になって、運転手さんが炭坑節まで歌ってくれたという。あの時

は本当に飲んで色々お店があって、東から西まで歩くとすごくて、その時に宮バスが一番好評だ

った。 
 
土屋忠男委員 
 何かのイベントでしたよね。 
 
議長（副市長） 
 イベントです。「バル」という、今各市でやってますよね、会議所とか。三島なんかは病院の医

師に対する新たな町おこしで、安くともかくワンコインで、ただ移動をどうするのか。 
 その他、この際ですので何かございますか。 
 
土屋忠男委員 
 話の中にありましたので、我々民間事業者ですが、そういった機会を作っていただければ、バ

ス事業者も色々な形の中で各地域の皆さんの意見を聞いて、公共交通を利用していただきやすい

ような形作りというようなこともあるのかなと。 
 今回もお話の中で、免許返納者については１度だけですが宮バス･宮タクに限り補助券がありま

すよ、タクシー会社については１割引きの制度がありますよ、それをもう少し拡大していただい

て公共交通の民間バスにも少しお力を入れていただければ、我々もできる限りの協力はさせてい

ただきたいと。 
その中に、まだまだ知られてはいないんですが、富士急グループの中で「シルバー定期」があ

りまして、半年･１年については特定車両の路線は除く路線バスの乗り継ぎでさらに遠くへ行ける

というメリットがあり、非常に料金的にも格安。10,290 円で買うと、極端なことを言うと 5,000
円～一般路線の富士五湖まで出られますよ。富士五湖から出て一般路線で御殿場までも回れる。

逆に言うと、御殿場から三島にも出られます。三島からまたぐるっと富士山を回りまして富士宮

へ出てくる。富士急グループの中でシルバー定期券の利用を相互に取り入れるということもさせ

ていただいておりますので、そういった高齢の方の色々な地域とコミュニケーションをとる場が

あれば我々も参加させていただき、事業者のできる範囲 PR をさせていただいて、またその場で

なくても単純に乗る方法ですとか乗り方や安全教室等。計画面といいますか、小学校入学された

児童を対象に、まず乗り方教室、将来のユーザーになっていただくための部分になりますが、そ

ういった人達にバスを知っていただくことで乗り方教室、富士･富士宮も踏まえて年間 40 校程学

校を回らせていただいて実施しております。 
その反面、高齢者向けの安全教室はできていないので、担当の方々には指示をして各地域の自

治会･事業者と連携をとって、高齢者向けのバスの安全教室。非常に高齢者はバスに乗って気持ち

が急ぐ、ボタンを押したら運転手さんに迷惑を掛けないように早くしなければと席を立つ利用者

が多いです。それが何に繋がるか、転倒したりして車内人身に繋がるという部分。また、バスの

側にはこんな危険が潜んでいますということも、警察を交えて安全教室を行っていきながら、今

お話ししたシルバー定期券やバスの使い方等。それに加えて、IC カードが非常に普及されてきて

います。このエリアですと、まだまだ利用者が少ない。バスに乗るといつも降りる時に小銭を探

す。我々事業者はこの辺はすべて IC カードが使えるようになりましたので、小銭を用意しなく

てもバスに乗れます。その辺りも踏まえて、PR や知っていただく機会を作っていきたいと思っ

ております。 
特に、会長からもお話がありましたように、毎日のように高齢者の事故が非常に頻発していて、

悲惨な事故に繋がったケースもありますので、免許返納者に対する利用の拡大を、我々事業者と
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してしっかりできる限り協力していきたいと思っておりますので、窓口を広げていただいて少し

でも安全な地域づくりができるような形の中に進めていっていただければありがたいと思います。

何なりと意見交換させていただいて、我々もできる限り協力させていただいて、いずれは本当に

公共交通が必要な時代が来ます。 
以前この会議でお話しさせていただいて、今ドライバーさんの確保が非常に難しく、今日も職

安の方と話をしてきましたが、運送事業に従事したいという人は各市町の職安で３～４人程しか

いません。それに対してドライバーとして求人をする企業は、その 2.5～3.0 倍位。応募者よりも

求人を欲しがる企業の方が多いということです。私共もドライバーが不足しておりまして、乗ら

ないからバスの本数を減らしますよ、乗らないところは本当にやめてしまいたい。 
今求められているのは、安全・安心な福祉車両。そうすると非常に運営自体が厳しくなる部分

がありますが、地域にしっかり貢献していかなければならない部分もありますので、その土台を

しっかり守っていくためには、皆様の利用促進として少しでもバスに乗る機会を作るように努力

していかなければと思います。 
あまり宮バスばかりではなく、地域路線もしっかり乗っていただくような意見交換をさせてい

ただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。 
 他にございますか。 
 
足立守篤主査（林聖久委員代理） 
 県地域交通課の足立です。補助金を担当している立場から、こういった利用促進をまめにやっ

ていただいていることは大変重要なことだと思います。 
 アンケートについて１点だけ。アンケートというのは利用促進の取り組みと併せて、改善のヒ

ントが色々と入っているのではないかと思います。「利用しない理由」と聞いていただいているの

で、裏を返せば、これを直せば乗ってくれるかもしれないというようなものになるのかと感じ、

その中で例えば、「運行時間が合わない」というご意見がありました。じゃあ、何がどう合わない

のかというところがわからないので、紙面の制限もありますが、「具体的にどこの話ですか」と聞

いていただくと少しヒントが出てくるかなということもございますし、地域に出掛けていった時

に直接お聞きすることも非常に重要なことかなと感じ取れました。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。アドバイスいただきましたことを活かすようにしてください。 
 
土屋善江委員 
 色々と皆さんの意見が出ましたけど、私も常々考えてはいました。私たち団塊の世代が後 10
年経ったら 75 歳。免許の更新をするのにかなり厳しくなるということですし、今 70 歳位の人達

も自分が次に更新する時に通るかどうかわからない。公共交通が使いやすくなっていれば、もう

それに切り替えようかということを言い始めています。宮バス･宮タクももちろんそうですが、私

達杉田には宮タクは来ますが宮バスは来ていません。そうすると、時間で何本も本数はありませ

んが、富士急さん等のバスを利用するしかない方も結構います。バスがあれば、少し早目でも免

許を返納してできれば割引みたいなものを利用できればと思います。ただ、使いやすいかな？と

いうところもあります。正直、返納してしまうと足がない、買い物するにも何をするにも困ると

ころでございます。そのため、皆さん躊躇する部分があります。民間バスと宮バス･宮タクと上手

く併合しながら、年を取っても無理のない運転をするような方法にもっていけば、環境的にも                                                                  

地球温暖化防止のためにもいいのではないかと思います。 
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議長（副市長） 
 ありがとうございました。いつかは皆高齢者になるので、そのためにも公共交通が今よりしっ

かりしてほしいとのことです。 
 今日はたくさんのご意見ありがとうございました。事務局のほうへお返しいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 
事務局(竹川) 
 委員の皆様、ご議論いただきありがとうございました。この後は、宮バスの乗車視察となりま

すが、先に次回の会議のご案内をいたします。平成 28 年度第４回地域公共交通活性化再生会議

は、来年１月中旬頃で予定しております。また通知を送らせていただきますので、そちらの方で

日程を確認し、ご参加いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 それでは、乗車視察に移りたいと思います。お手元の資料で「宮バス乗車視察資料」              

裏面に、富士宮市役所ロータリー14：09 発、宮３東南循環（東コース外回り）に乗っていただく

ようになります。少しお時間がありますので、５分前位にはお集まりいただきたいと思います。

今回は通常便に乗っていただくようになります。大変申し訳ございませんが、実際に宮バスの体

験をしていただくということで、今回は運賃の自己負担をお願いいたします。１乗車 200 円＋乗

り継ぎがありますので 100 円＝300 円の自己負担となります。一般のお客様も利用されておりま

すので、大変申し訳ございませんが、委員の皆様にはご配慮いただけるとありがたいと思います。 
 では、14：09 発ですので５分前にロータリーにある宮バスのバス停へお集まりください。 
ご参加いただける方は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたし

ます。 
 それでは、こちらでの会議は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 
 
 

 
13：55 閉会 

 


