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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 29 年 1 月 13 日（金） 14：00～ 

○会場  富士宮市役所 ４階 410 会議室 

○出席者 

委員 14 人 

芦澤英治会長・紺野伸之常務取締役(土屋忠男委員代理)・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･佐藤捷世委員･土屋善江委員・望月利浩委員 

工藤正邦委員･梶本英明班長(林聖久委員代理)・青木直己委員･高山あさ江委員 

 

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 19 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、誠に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４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、協議事項６件、報告事項３件を予定しております。 
それでは、始めに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 14 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。本年もよろしくお願いいたします。それでは、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。よろしくお願いいたします。議事がスムーズに進行できま

すように、皆様のご協力をお願いいたします。 
まず、議事に入ります前に、今回の会議には協議事項の説明者として山交タウンコーチ株式会

社様、並びに協議事項の地域間幹線系統バス路線の関係市として、富士市都市整備部都市計画課

公共交通推進担当者様にご出席いただいております。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)協議事項 

第１号議案 平成 29 年度市営バス等の生活交通確保計画案について 

 

議長（副市長） 

 はじめに、第１号議案 平成 29 年度市営バス等の生活交通確保計画案についてを議題をいたし

ます。事務局から説明をお願いします。 
 
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、説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 
 まずお手元の資料、平成 28 年度 第４回富士宮市地域公共交通活性化再生会議の議案書をご覧

ください。次第に従いまして、説明させていただきます。 
第１号議案の説明に入ります前に、第１号議案から第３号議案までは｢富士宮市生活交通確保計

画案｣を作成し、静岡県生活交通確保対策協議会へ提出するための案件となりますので、ここで少

し説明させていただきます。 
生活交通確保計画案は、｢退出意向の申出があった路線｣や｢事業者単独での維持が困難である旨

の申出があった路線｣、そして｢市が乗合バスや乗合タクシーを運行しようとした場合｣に、市とし

てそれらの路線を維持する必要があると判断した路線について作成し、市の活性化再生会議の承

認を経たうえで、静岡県生活交通確保対策協議会へ提出するものでございます。 
第１号議案は｢市が運行する宮バス･宮タク｣について、第２号議案及び第３号議案は、民間バス

路線のうち｢事業者単独での維持が困難である旨の申出があった路線｣に関する案件で、第２号議

案は市単独補助路線である富士急静岡バス様の９系統、第３号議案は国庫補助路線である富士急

静岡バス様の４系統と山交タウンコーチ様の１系統となります。 
これらの路線については、本年度第２回活性化再生会議において｢市営バス等の運行に係る申出

について｣及び｢単独維持困難路線に係る申出について｣として報告をさせていただいたものでご

ざいます。 
 記載の内容は、実施しようとする生活交通の運行ルート･運行の範囲･形態･運行回数･運行時間

帯等でございます。 
 計画書の作成年度は、第１号議案及び第２号議案は平成 29 年度について作成します。また、

第３号議案は国庫補助路線となることから、交付規定により平成 30 年度から平成 32 年度までの

３年間分を提出することとなっています。なお、国庫補助の対象年度の据え方は半年程ずれてい

て、平成 29 年度の期間は、平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までとなります。これ

により、計画の年度となる平成 30 年度というのは、平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30
日までとなります。 
 それでは第１号議案を説明いたしますので、資料 1-1(市営)の１～４ページまでとなります。内

容は、平成 29 年度の宮バス･宮タクの確保計画案です。 
 まず、表の見方をご説明いたします。枠が大きく上段と下段に分かれています。上段の１行目

「事業者番号又は市町コード」が６となっていますが、これは富士宮市の番号です。後程出てき

ますが、111 が富士急静岡バス様で 105 が山交タウンコーチ様の番号となっております。 
 次に｢申出番号｣ですが、これは対象となる系統の番号でございます。 
 次に、申出番号の｢区分｣が現行と計画の２行となっておりますが、｢現行｣という行が本年度の

内容で、｢計画｣という行が平成 29 年度の計画内容となります。下段の枠の各行は上段の各行に

該当しており、上段の申出番号の行と下段の申出番号の行で同じ系統の情報となっております。

１ページは宮バスの中央循環(内回り･外回り)２系統と北循環(内回り･外回り)２系統、２ページは

東南循環(内回り･外回り)２系統と芝富線２系統･香葉台線･稗久保線、３ページは稗久保線のもう

１系統･稲子線と宮タクの４エリア、４ページは宮タクの５エリアを記載しております。             
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宮バスにつきましては、平成 28 年度と平成 29 年度では運行内容には変更はございません。 
宮タクにつきましては、本年度の実績と同様の実車走行キロ程を見込んでおり、変更はございま

せん。 
 １ページに戻りまして、下段の右から３項目目の｢公的支援の方法｣としまして、｢県単独｣と｢国

庫フィーダー｣と記載してあります。｢県単独｣は県の補助を受けるもの、｢国庫フィーダー｣は基幹

路線等の駅に直接繋がるものに対して、国から補助を受けるようになります。これにつきまして

も本年度と変更はございませんので、よろしくお願いいたします。 
第１号議案についての説明は以上になります。 

 
議長(副市長) 
 事務局からの説明は終わりました。基本的には、本年度と変わりはないとのことでございます。 
この件についてご意見･ご質問等ございましたらお願いいたします。 
（なし） 
 特にご質問等ないようですので、お諮りをいたします。第１号議案 平成 29 年度市営バス等の

生活交通確保計画案については、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
 
 

第２号議案 平成 29 年度市単独補助路線の生活交通確保計画案について 

 

議長（副市長） 

引き続き審議を進めてまいります。次に、第２号議案 平成 29 年度市単独補助路線の生活交通

確保計画案についてを議題といたします。 
 本案は運行事業者に関する路線となりますので、富士急静岡バス株式会社様から説明をお願い

します。 
 
富士急静岡バス㈱ 紺野伸之様 
 本日は社長の土屋が都合により欠席となり、代理の紺野と申します。よろしくお願いします。 
日頃は当社のバス運行に関しまして、ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございま

す。この場をお借りいたしまして、御礼申し上げます。 
 それでは、内容につきましては、担当の佐野から説明をさせていただきます。 
 
佐野智昭委員 
 皆さん、こんにちは。富士急静岡バスの佐野でございます。私からも、日頃は当社の運営には

皆様のご協力とご理解を賜っておりますことを、この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。

ありがとうございます。 
 それでは、当社の平成 29 年度 生活交通確保計画案を作成いたしましたので、これについてご

説明をさせていただきます。 
 今回、富士宮市生活交通確保計画案に提出させていただきました当社路線は全部で９路線にな

ります。１つずつご説明させていただきます。 
 まず、資料 1-2(市単)５ページをご覧ください。 
 北山線(富士宮駅～足形～猪の頭)。こちらは、高齢者や買い物客の方に利用していただいてい

ます。 
 北山線(富士宮駅～北高前～スポーツ公園)。これは 7･8 月の夏季限定運行となります。市民プ

ールへのお客様の送迎となる路線です。 
 村山線(富士宮駅～学校入口･橋戸･神成～二本松)。主に富士根南小学校･中学校の生徒が通学に
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利用する路線です。朝、二本松を出て富士宮駅行き。夕方、富士宮駅を出て二本松行き。1 日 1
往復となります。 
 上野線(富士宮駅～富士フイルム入口～上条)。富丘小学校を経由して、上野地区にある上条へ

向かう路線です。こちらは、市立病院へ行く方や学生が多く利用しています。 
 北山線(富士宮駅～北高前～白糸滝)。白糸滝方面は観光客がおりますが、当該の便に関しては

朝夕のみの運行となります。日中帯はもう少し足を伸ばして、足形や休暇村富士の方へ向かう便

もありますが、主に朝夕の通勤･通学者の足となっている路線です。お客様の減少が多かった路線

でもあります。 
 同じく、北山線(富士宮駅～北高前～足形)。今申し上げました白糸滝の路線と同じような状況

となります。 
 万野団地線(富士宮駅～万野団地･東阿幸地～富士宮駅)。富士宮市街地を循環するバスとなって

おります。富士宮駅から万野団地、平成大橋を渡り粟倉団地へ向かい、阿幸地方面のピアゴを経

由する路線となります。 
 同じく、万野団地線(富士宮駅～万野団地･富士見ヶ丘～富士宮駅)。こちらはピアゴを経由しな

い路線となっておりまして、特に朝夕の利用となります。 
 北山線(富士宮駅～北高前～休暇村富士)。こちらは、申出番号が新規となっております。先程

から申し上げております白糸滝を経由していく路線と同じです。休暇村富士まで行かれるお客様

の乗車賃はさほど関係ありませんが、それを経由いたします通勤･通学のお客様やお買い物客が減

少している結果、補助の対象として提出させていただきました。 
 全体的に富士宮市内の路線は毎年減少傾向にあります。減少の数字自体は少し歯止めがかかっ

た状況にはなっていますが、大きな下がりはないので徐々にお客様の減少が止まらない中で、今

回このような申請を出させていただくことをよろしくお願いいたします。 
富士急静岡バスからは以上です。 

 
議長（副市長） 

 ありがとうございました。事業者様からの説明は終わりました。この件につきまして、ご意見・

ご質問等ありましたらお伺いいたします。市単独補助路線となりますので、市の補助により運行

するということでございます。 
（なし） 
 それではお諮りいたします。第２号議案 平成 29 年度市単独補助路線の生活交通確保計画案に

ついては、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしということでございます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 
 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
 
 

第３号議案 平成 30･31･32 年度国庫補助路線の生活交通確保計画案について 

 

議長（副市長） 

 次に、第３号議案 平成 30･31･32 年度国庫補助路線の生活交通確保計画案についてを議題とい

たします。本案は運行事業者様に関する路線となりますので、各事業者からそれぞれ説明をお願

いします。まず、富士急静岡バス株式会社から説明をお願いします。 
 
佐野智昭委員 
 平成 30 年度生活交通確保計画案、こちらは国庫補助路線となります。9 ページ、資料 1-3 をご

覧ください。 
 当社からは、４路線を申請させていただきました。まず、国庫補助路線と申しますのは｢市と市

をまたぐ路線｣、市単独とは違い隣の市をまたぐ路線となっております。ただ、富士宮市の場合は

上柚野の方へ向かう路線がありまして、これは旧芝川町と合併したということで国庫補助路線と

してみなしてもらえる路線となりますことをご承知置きください。 
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 申出番号 08-2：柚野線(富士宮駅～柚野支所～上柚野)。富士宮駅から終点の上柚野にある工場

や上柚野･大鹿窪･西山地域に住まわれているお客様が、学生･通勤客･お買い物客の方が富士宮駅

まで行く路線として利用されています。 
 申出番号 28-1：曽比奈線(西富士宮駅～赤坂～曽比奈)。こちらの路線上には、富士脳研病院･

新富士病院や富士特別支援学校へ通学ということで利用されています。やはり、特定のお客様に

限られている部分があり、一般客の利用が減り続けているということで申請させていただきまし

た。 
 申出番号 33-8：大渕線(吉原中央駅～中野～富士宮駅)。このバスの路線に関しましては、先程

申し上げた曽比奈線と一緒で、大渕方面を回りますが、その後は石坂を通りまして吉原中央駅の

方へ向かう路線となっております。こちらもほぼ同じ内容となっておりますが、主に日中帯を走

るということで、大渕から富士宮のイオンや吉原のアピタへお買い物に出掛けるお客様が利用さ

れている傾向となっております。 
 申出番号 30-1：大月線(富士宮駅～峰畑～吉原中央駅)。富士宮駅から県道 414 号を通りまして

吉原中央駅へ向かう路線となっております。こちらの路線に関しましては、数年前から補助対象

として載せさせていただいておりますが、お客様の減少に歯止めがかからないということで提出

させていただきました。 
 国庫補助路線というのは、もう 1 つ申し上げますと、全くお客様が乗らない路線だから補助金

を出すということではなく、ある程度利用がある路線を維持するために、今回のような申請をす

ることによって路線確保をするということが主体となっている路線でございます。 
 富士急静岡バスからは以上です。 
 
議長（副市長） 

 引き続き、山交タウンコーチ株式会社様から説明をお願いします。 
 
山交タウンコーチ㈱ 野口様 
 山交タウンコーチの野口でございます。日頃より当社の諸事業並びにご支援･ご協力いただいて

おりますことを、この場を借りて御礼申し上げます。 
 それでは、当社の確保計画について着座にて説明させていただきます。 
 路線バスを取り巻く環境は依然厳しく、公共交通として、地域の足として確保すべく、先般公

共路線として富士宮駅･蒲原病院線の単独継続困難の申出をさせていただいておりまして、本日は                                                                                                                             

確保計画案についてご説明申し上げます。 
 資料 10 ページをご覧ください。平成 30 年度となり、計画路線につきましては事業者番号 105、
富士宮駅を始発とし、イオンモールから星山台を経た後、富士市内に入りまして富士川駅、終点

の蒲原病院へ向かう路線となります。当該路線につきましては、富士宮駅、東海道線の富士川駅

の他、蒲原病院、イオンモールへの利用者を中心といたしました通勤･通学･通院･買い物の手段と

しての利用となります。 
確保計画案につきましては、現行のルートであります密度や回数を維持していくこととしてお

ります。 
運行時間帯につきましては、計画どおりの運行時間帯を記載させていただいておりますが、

今後の時刻改正なりを考慮し、利便性の高い時間設定等についても検討して参りたいと思います。 
下段における各数値につきましては、現行は運行が終了した最終年度の実績値で記載し、計画

につきましては策定年度の曜日配列による算出となっております。 
キロ･収入につきましては、国庫補助の要綱等に基づきますネットワーク計画の見込値を記載さ

せていただいております。 
運行概要につきましては、引き続き現在のサービス水準を維持し、公共交通の確保に努めるべ

く策定をさせていただきました。 
同様に 12 ページにおきましては平成 31 年度、14 ページにつきましては平成 32 年度の記載を

させていただいております。 
 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おり、引

き続き富士宮市さんを始めとしまして、関係各所のご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、ご教授の程よろしくお願いいたします。以上となります。 
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議長（副市長） 

 ありがとうございました。事業者からの説明は終わりました。この件につきまして、何かご意

見･ご質問等ありましたらお伺いいたします。 
 
県地域交通課 梶本様 
 静岡県地域交通課の梶本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 今、事業者様からご説明いただきました内容の中で、9 ページの下表、輸送量と表記がござい

ます。その中で、08-2～33-8 の３系統につきまして、輸送量が 15～18 程度までで書かれていま

すが、国庫補助の対象は 15 が規定値となっております。15.7 や 15.3 と、かなり危ない数字とな

ってきていますが、このままいくと国庫補助落ちする可能性があるということですけれど、平成

30･31･32 年度も同じような数字を置いていらっしゃいます。この辺りの見積もりにつきまして

は、収支改善策が右側に書かれておりますが、これも含めて 15 という数字を割り込まないよう

な取り組み等、何か具体的に考えていらっしゃることがあったら教えていただけますか。 
 
佐野智昭委員 
 この度このような数字を出させていただいたのは、やはり見込みというところは否めないとこ

ろではございます。新たな収支改善策と言いますか、これから考えた中で、お客様の増員に関し

て富士宮市さんとも交渉して地域説明会等を行っている最中でございます。また、これから多分

数字の方が上がってくると思いますが、只今、免許証返納支援制度等を活用しまして｢シルバー定

期｣の拡販に努めています。こちらの定期券を、通常利用されなくなるだろう高齢者、特に車の免

許証を返納された方を中心にバス利用促進に努めていく計画でございます。先程も申し上げたと

おり、我々もある程度底落ち感はあると見ておりますので、今後その様な計画をさらに邁進させ

て、お客様がこれ以上割り込まない様な施策というところで続けていきたいと思います。 
 
議長（副市長） 

 その他いかがでしょうか。 
（なし） 
 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３号議案 平成 30･31･32
年度国庫補助路線の生活交通確保計画案については、原案のとおり承認することでご異議ござい

ませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしということでございます。よって、本案は原案のとおり承認されました。事務局は、

静岡県生活交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
 
 

第４号議案 平成 30･31･32 年度の収支改善計画について 

 

議長（副市長） 

 続きまして、第４号議案 平成 30･31･32 年度の収支改善計画についてを議題といたします。本

案は、第２号議案及び第３号議案の路線に関する運行事業者の収支改善計画となりますので、各

事業者様からそれぞれ説明をお願いいたします。 
 最初に、富士急静岡バス株式会社様からお願いします。 
 
佐野智昭委員 
 15 ページの資料 1-4(富士急)をご覧ください。平成 30-32 年度の収支改善計画をこちらの方で

ご報告させていただきたいと思います。また、こちらの書面に関しては、今回富士宮市の地域活

性化再生会議ということでご報告させていただいてはおりますが、文書の内容は富士急静岡バス

として出すものとなっております。一部富士市さんの書面等も入っているため、該当が富士宮市

だけではないということをご了承ください。 
 まず、収支改善計画の｢利用促進策｣の中で、｢(1)学校への乗合バス乗り方教室を行い、バス利



7 
 

用促進と校外学習での増発バスの利用促進を図る｡｣、これは例年どおり行っておりますが、今年

からさらに強化していきたいと思っております。 
 ｢(2)市内の公共交通一日乗車券等、企画乗車券を発行し普段バスや電車の使用が無い方も公共

交通を利用していただく様な企画を図る｡(長期の学校休みの際、ワンコイン区間の導入を検討｡)｣
としております。実際に今年の春休み･夏休みから検討しております。企画乗車券等は観光路線に

なりますが、｢富士山西麓切符｣を企画しておりまして、只今販売の方が低調となっておりますの

で促進策を進めて参りたいと思います。 
 ｢(4)IC カード(パスモ)の相互利用の拡大が行われ JR 東海への相互利用が可能となり、利便性

を更に PR し利用拡大を図っていく｡｣、こちらも今回我々の方で大きく打ち出している施策でご

ざいます。 
 ｢(12)web 媒体を使用した時刻表及び路線図検索サイトへ情報提供を行い、最寄りバス停留所が

不明な場合、施設名から路線･運賃を検索可能とし遠方の利用客等へ PR を行う｡｣､富士急行の方

でシステムの開発を行われており、まだ実験段階ではございますが、まもなく本稼働となる予定

でございます。こちらも早めに実現して参りたいと思います。 
 また、右記の｢経費削減策｣に関しましては、｢(1)軽油燃料･オイル･タイヤ等のグループのスケ

ールメリットを活かしたコスト削減を行い、稼働経費の低減化を推進する｡｣､こちらは今までどお

り継続していきたいと思っておりますが、特に燃料が上がってきている部分がありますので、さ

らにスケールメリットを活かした経費削減策を進めていきたいと思います。 
 ｢(3)不採算路線について、利用の少ない路線の見直しによる運行の効率化を図る｡｣ということ

を検討しておりまして、利用のないところは減便ということも踏まえながら、多くのお客様に迷

惑が掛からない程度に厳密に精査した上で今後見直し等を行っていく予定でございます。 
 富士急静岡バスからは以上です。 
 
議長（副市長） 

 続きまして、山交タウンコーチ株式会社様から説明をお願いします。 
 
山交タウンコーチ㈱ 野口様 
 当社の収支改善計画について説明させていただきます。資料 16 ページをご覧ください。 
 まず｢利用促進策｣では、既存乗車の利便性・使いやすさの向上と新たな利用者増加への取り組

みとさせていただいております。｢利用促進策｣といたしましては、各種イベント等へ参加しまし

て、路線バスの PR に努めるよう継続して参加して参ります。また、紙媒体での時刻表やインタ

ーネットでの路線･停留所の位置･時刻表等のデータ提供によりまして、周知や利用環境の整備を

行って参ります。 
 他に、本日皆様に資料をお配りさせていただきましたが、平成 28 年 12 月 12 日より全国共通

IC カード｢PASMO｣を導入いたしました。これにより、運賃支払いの円滑化や他の事業者･鉄道

との共通性によりまして、利用しやすい環境を提供して参ります。 
また、今回の導入に合わせまして、これまでの当社定期券システムでは、いわゆる区間定期と

停留所を指定した定期でございましたが、今回新たな取り組みといたしまして、｢金額定期券｣一

定の金額の区間はどの区間でも乗れるような定期券システム。また、60 歳以上･障がい者の方に

もご利用いただけます全線フリーパス｢ゴールド定期券｣を開発いたしました。これらによりまし

て、高齢者の利用しやすい環境を作るとともに安心した利用環境を実現し、今後もこれら IC カ

ードを継続し利用して参ります。 
 続いて、｢経費削減策｣ですが、当社ではキロ当たり経常費用が地域費用の下回りを実現してお

り、引き続き経費抑制を維持すべく継続して行っていく施策としています。 
 まず、バスダイヤのより効率的な実現を目指し、引き続き検討を行う他、時刻改正等が発生し

た際にもより効率的な運用、統一性を維持するような検討を行って参ります。 
 また、省燃費運転講習や燃費の抑制を実現する中で、一定の実現を過去にも実施して参りまし

た。これらを引き続き改善された省燃費の運転を維持すべく活動を実施して参りたいと思います。 
 簡単ではございますが、当社からは以上となります。 
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議長（副市長） 

 ありがとうございました。事業者からの説明は終わりました。只今の説明内容につきまして、

ご意見･ご質問等ありましたらお伺いいたします。 
（なし） 
 それではお諮りをいたします。第４号議案 平成 30･31･32 年度の収支改善計画につきましては、

原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。各事業者様は、静岡県

生活交通確保対策協議会へご報告をお願いいたします。 
 
 

第5号議案 平成28年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価に係る市町取組シートについて 

 

議長（副市長） 

 続きまして、第５号議案 平成 28 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評価に係る市町取組

シート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（佐野室長） 
 それでは説明して参ります。お手元の資料２をご覧ください。｢地域間幹線系統市町取組シート｣

から説明して参ります。議案書１ページ目をご覧ください。 
 本議案は、県の補助事業であるバス運行対策費助成事業の事業評価制度に関する案件となりま

す。対象路線は、地域間幹線系統の乗合バスで、山交タウンコーチ様の１系統と富士急静岡バス

様の４系統となります。この事業評価は、まず各事業者様が系統別に自己評価を行い、県に提出

しております。県は市に対し、この自己評価の結果や運行実績、対象路線を取り巻く関係等を踏

まえ、市の今後の取組方針案の作成を依頼します。本案がそれになります。市は本日の承認を経

て県へ提出し、県が取りまとめて公表を行う流れとなります。 
 皆様には、１ページ目にあります民間バス路への取組内容の市の考え方についてお諮りし、承

認をお願いするものです。 
 系統としましては、富士宮駅～イオン･星山台～蒲原病院線と柚野線は国庫補助対象路線で、国

庫補助後の欠損額を市が補助しております。 
 曽比奈線･大渕線･大月線につきましては、国庫補助のみとなり市では補助しておりません。 
 市で補助するかどうかの区分については、平成 13 年以前から市町間を結んでいて、市町がそ

れぞれ補助をして確保する経緯の中で、上の２つにつきましては、国庫補助後の欠損額を市が補

助しております。国庫補助のみの路線につきましては、潜在的に多くの利用者が見込めるため事

業者の収支改善をお願いしていくこととしております。 
 昨年と比べまして変わっているところは、今回大月線が新たに加わっております。毎年事業者

様が国庫補助を申請していましたが、乗車人数が多く補助対象となったり、ならなかったりする

路線です。今回につきましては、収支状況がよくなかったため国庫補助の対象となったものでご

ざいます。 
 なお、２ページ目からの１及び３ページ目の別紙がバス事業者様の自己評価となり、４ページ

目の様式２につきましては県の公表シートとなります。以降は、その他の３系統の資料となりま

す。 
 それでは路線ごとに説明して参ります。 
 まず、富士宮駅～イオン･星山台～蒲原病院線でございます。２ページ目の様式１の評価シート

を中心に説明して参ります。 
 (1)基本的事項について、｢主な運行目的｣は先程説明がありましたように、目的どおり実施され

ているということでＡ評価となっております。(2)各項目の評価につきましては、運行実績が計画

よりも上であったため、評価点数は３となっております。次に｢収支率｣の評価点は 39.2％で６点。

｢乗車人員｣の評価点数は３点でございました。下方を見ていただきますと、評価点合計は 50 点

となっておりまして、地域間幹線系統として適した運行をしているということでＢ評価を受けて
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おります。 
 なお、４ページをご覧ください。上から３段目と４段目ご覧ください。１日当たりの輸送人員

は 20.4 人、１便当たりの平均乗車密度は 2.0 人となっております。 
 このような状況を踏まえまして、１ページ目にお戻りください。市の取組内容を記載しており

ます。｢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。収支率は目標を下回っているが、キロ当たり経費の評価点は 12 点と、企業努力を感じる。

評価は運行回数評価が３点となっている。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｡｣とい

う取組内容になっております。 
 次に、柚野線を説明いたします。５ページ目をご覧ください。こちらは、富士急静岡バス様が

運行する柚野線(富士宮駅～柚野支所～上柚野)でございます。 
 下段の(2)各項目の評価の｢収支率｣をご覧ください。収支率と下の乗車人数は計画を下回ってお

ります。特にこの路線は｢広域トリップ状況｣、これは旧市町をまたぐ移動の割合ですが 97.6％と

非常に高く、柚野地域の住民の生活交通として重要な路線であることがわかります。｢キロ当たり

経費｣につきましては、３点と企業努力がみられます。総合評価は 53 点で、地域間幹線系統とし

て適した優れた役割を果たしているということでＡ評価となっております。 
 ７ページ目をご覧ください。上から３段目と４段目、１日当たりの輸送人員は 18.2 人、１便当

たりの平均乗車率は 3.8 人でした。 
 これを踏まえて、１ページ目にお戻りください。｢本路線は、富士宮駅～柚野支所～上柚野まで

の路線。広域トリップ状況が高く、地域間幹線系統としての役割を十分に果たしている。赤字路

線ではあるが収支率は 66％と高く、地域としての必要性も感じる。キロ当たり経費が、企業努力

により低くなっていることから評価点数が上がり、その結果、全体の評価もＡ評価となった。な

お、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い、地域住民に対し利

用促進のお願いをしている。今年度においても朝夕の通学利用や買い物･通院の利用が多いため、

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｡｣という内容になっております。 
 次に、曽比奈線でございます。８ページ目をご覧ください。富士急静岡バス様が運行しており

ます曽比奈線(西富士宮駅～赤坂～曽比奈)。この路線も、(2)各項目の評価の｢収支率｣は高く、｢広

域トリップ状況｣も満点をとっている状況でございます。なお、｢キロ当たり経費｣は同じ事業者の

路線は全て同じ単価を使いますので、評価では全ての路線で 3 点となっております。総合評価は

55 点でＡ評価となっております。 
 10 ページ目をご覧ください。１日当たりの輸送量は 15.6 人、１便当たりの平均乗車密度は 3.2
人となっております。 
 １ページ目にお戻りください。以上を踏まえまして、市の取組については｢本路線は、西富士宮

駅～赤坂～曽比奈までの路線。富士宮東高校及び富士特別支援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･乗車人員は目標値を下回り評価点数が３点となってしまったが、

全体的に評価は高くＡ評価になっている。潜在的に多くの利用者が見込めるため、事業者の努力

により更なる収支改善を図っていただきたい｡｣という内容になっております。 
 次に、大渕線を説明して参ります。11 ページ目をご覧ください。こちらも富士急静岡バス様が

運行しております大渕線(吉原中央駅～中野～富士宮駅)となっております。(2)各項目の評価の｢収

支率｣は高く、｢乗車人員｣は計画に比べマイナスとなり３点となっております。また、｢広域トリ

ップ状況｣も満点となっております。評価点数は 55 点でＡ評価となりました。 
 13 ページ目をご覧ください。１日当たりの輸送量は 15.3 人、１便当たりの平均乗車密度は 5.1
人でございました。 
 １ページ目にお戻りください。以上を踏まえまして、富士宮市の取組内容は｢本路線は、富士宮

駅～中野～吉原中央駅までの路線。富士特別支援学校への進学があり、通勤･通学の利用者が多い。

収支率･乗車人員は目標値を下回っているが、全体的には評価は高くＡ評価になっている。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｡｣という内

容になっております。 
 次に、大月線でございます。14 ページ目をご覧ください。こちらも富士急静岡バス様の大月線

(吉原中央駅～峰畑～富士宮駅)でございます。(2)各項目の評価ですが、｢収支率｣は高く、｢乗車人

員｣は計画に比べ高く６点をとりました。また、｢広域トリップ｣についても満点をとっております。
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総合評価につきましては、合計 60 点でＡ評価となりました。 
 16 ページ目をご覧ください。１日当たりの輸送人員は 115.0 人、１便当たりの平均乗車密度は

5.0 人でございました。 
 １ページ目に戻りまして、この評価を踏まえ、｢本路線は、富士宮駅～峰畑～吉原中央駅までの

路線。イオン富士宮店･富士宮東高校への買い物･通学のアクセスとして多くの利用者がいる。収

支率･乗車人員は目標値を上回り、かなり高い数値を示している。地域間幹線系統としてはなくて

はならない路線となっている。全体的に評価は高くＡ評価になっており、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黒字路線になるような収支改善を図っていただきたい｡｣と

いう取組内容を記載させていただきました。 
 県の方から、県の示しているシートについて考え方があればお願いします。 
 
県地域交通課 梶本様 
 今、富士宮市さんの方から説明していただきました件、今回、地域間幹線系統確保維持計画の

バス系統別の取組評価につきまして、簡単に県の方から説明をさせていただきます。 
 まず、今回の評価について。既にご説明があったとおりだったと思いますが、国や県は補助対

象系統であります欠損があって市町をまたがる広域的な、あるいは幹線的な系統につきまして、

県の独自の基準によって評価を行うというもので、今ご説明いただいたようなバスを系統別に収

支率･乗車人員等の実績を点数化いたしまして、それを評価するというものでございます。 
 今回の評価の目的は、あくまでも系統の優劣を決めるという様なものではなく、今ある系統の

状況等を皆さんに把握していただいて、必要性等を含めて、今回のような会議で検討していただ

く資料として作っているものでございます。 
 県全体の路線バスの状況をご説明させていただきますと、全体で約 2,000 系統のバスが運行さ

れております。そのうち 1/3 に当たります約 700 系統につきましては、行政の方から何らかの支

援を受けてバスを運行しているという状況でございます。昭和 50 年頃につきましては、県内約 2
億 8,500 万人いた乗客の方々が、平成 25 年度の状態で 7,700 万人、約 1/4 まで減っているとい

う状況です。これらは自家用車の普及や人口減少等が要因と考えています。平成 28 年度の補助

の見込額というのは、県全体で 68 系統ございまして総額約 8 億円、これが年々増加傾向にござ

います。今回提出いただきました富士宮市さんの該当の５系統が約 2,000 万円という補助になっ

ております。 
 今回、Ａ評価は４系統、Ｂ評価は１系統ということでございましたが、この評価はＡ評価であ

るから何もしなくていいというものではございません。あくまでも、これは補助を受けている路

線の中での ABC 評価であるため、理想は国や県いわゆる行政から補助がない状況で運行できる

ことが良いということでございます。今後、路線の維持が困難となって廃止に繋がることが十分

考えられますので、市民の皆様に積極的に利用していただくということと、必要となる路線を長

く維持･確保していくために、この歳入の中でバス事業者や行政の皆様で検討していくことがある

と考えております。 
 今回の評価の趣旨としては以上となります。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。県からも説明をしていただきました。その他に皆さんから何かご意

見･ご質問等ありましたら、お伺いいたします。 
（なし） 
 それではお諮りをいたします。第５号議案 平成 28 年度地域間幹線系統確保維持計画系統別評

価に係る市町取組シートにつきましては、原案のとおり承認することでご異議ございませんか。 
（異議なし） 
 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。事務局は、静岡県生活

交通確保対策協議会に報告をお願いします。 
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第６号議案 平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 

 

議長（副市長） 

 続きまして、第６号議案 平成 28 年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について

を議題といたします。事務局に説明を求めます。 
 
事務局（佐野室長） 
 それでは、資料３をご覧ください。概要としましては、本案は平成 28 年度に実施しました国

庫補助事業の地域公共交通確保維持改善事業･事業評価に対する一次評価(自己評価)となります。

本日の審議･承認を経て、国土交通省中部運輸局へ提出することになります。対象事業は、宮バス

となっています。そのうち、地域内フィーダー系統として位置付けられている東南循環と北循環

の運行費補助となっております。 
 資料３の１ページをご覧ください。表の左上を見ていただきますと、｢協議会名｣評価書の提出

者ですが、｢富士宮市地域公共交通活性化再生会議｣本会でございます。｢評価対象事業名｣といた

しましては、｢地域公共交通確保維持事業(陸上交通における地域内フィーダー系統)｣となります。

｢地域内フィーダー｣というのは、先程議案にもありました地域間幹線系統のバスや JR と接続し、

その支線として市内を運行しているバス路線のこととなります。 
 ｢①補助対象事業者｣は、国庫補助金は国から直接富士急静岡バス様の方に交付されますので、

｢富士急静岡バス株式会社｣となっております。 
 ｢②事業概要｣ですが、対象路線としては東南循環の２系統と北循環の１系統となっております。 
 ｢③前回の事業評価結果の反映状況｣としましては、全ての路線で収支率･利用者数の目標値を設

定するとともに、アンケート調査等を実施し、分析、評価及び運行内容の検討を行っております。

また、時刻表の戸別配布や公共交通に関するイベントの開催等、利用促進を講じております。 
 ｢④事業実施の適切性｣ですが、２路線とも計画どおり事業は適切に実施されておりましたので

Ａ評価となっております。 
 ｢⑤目標効果達成状況｣、まず東南循環ですが、事業費に対する運賃収入等の収支割合は目標値

の 50％を上回る 74％になりました。利用者数は月当たり 902 人で目標値の 1,106 人を下回りま

した。利用者数は平成 26 年度から平成 27 年度に約 12％増、平成 27 年度から平成 28 年度に約

6％増となり、事業は改善傾向にあり目標値に近づきつつあるが、生活交通としての定着性がま

だ低い傾向にございます。 
 次に北循環ですが、事業費に対する運賃収入等の割合は目標値の 50％を上回る 61％となりま

した。利用者数は 1,162 人となりまして、目標値の 921 人を上回っております。 
 ｢⑥今後の改善点｣としましては、それぞれの路線とも同じ内容となっておりまして、引き続き

地域の会合や寄合処等で住民に対する利用促進を行い利用者の増加に繋げるとともに、アンケー

ト調査等を継続実施し、利用者のニーズ把握に努め、地域に即した運行であるか分析しながら必

要に応じて運行内容の見直しを検討するという内容となっております。 
 次のページをお開きください。事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について記載す

る資料となっております。｢地域の交通の目指す姿｣としましては、｢中心市街地の活性化と高齢者

をはじめとする交通弱者の救済に必要な路線であり、市の交通ネットワーク網の一角を担う路線

でございます。アンケート調査及び地域を代表する住民が参画した会議で敷設が決定された路線

であり、潜在的需要も高い。中心市街地と市街地周辺地域を結ぶ路線でございます。地域間幹線

系統のバス路線へと接続し、他の公共交通との連絡、連携を深めることにより、市域全体の公共

交通の機能充実を目指す｡｣という内容になっております。 
 ３ページ目以降につきましては、中部運輸局の方で様式が決められているものでございます。

｢1.協議会が目指す地域公共交通の姿｣として、地域特性と背景、総合計画等に掲げられた公共交

通に関する目標及び期間、公共交通の将来像が記載されております。 
 次に、４ページ目をご覧ください。｢2.計画の達成状況の評価に関する事項｣としまして、評価

指標及び基準が書かれております。 
 ｢3.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組内容｣としましては、取組経緯、目標を達成
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するために行う事業･実施主体が記載されております。       
 ｢4.具体的取組に対する評価｣としましては、実績評価ということで、第２回の当会議でご審議

していただいた事業評価となっております。 
 ｢5.自己評価から得られた課題と対応方針｣としましては、目標値に達していない路線について

と利用促進の推進ということが記載されております。 
 次に、６ページ目をご覧ください。地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要として、

経緯が記載されております。｢1.直近の第三者評価の活用･対応状況｣｢2.アピールポイント｣が記載

されておりますので、ご一読ください。 
 私の方からは以上でございます。 
 
議長（副市長） 

 事務局からの説明は終わりました。この件につきまして、何かご意見･ご質問等ありましたらお

伺いいたします。 
 
県地域交通課 梶本様 
 １ページの表の｢⑤目標･効果達成状況｣について、｢目標値｣ということが書かれています。利用

者数が何人等書かれていますが、この目標値となっている利用者数の設定はどういうところから

行っているのか教えてください。 
 
事務局（竹川） 
 何人乗ったら収支として成り立つか、基準としては何人乗っていくら入ってくれば運行してい

けるかを計算して、その人数を基にして目標値を設定しております。 
 
県地域交通課 梶本様 
 国庫補助を受けず赤字にならないようにするためには何人乗れば、という様な考え方だという

ことでよろしいですか。 
 
事務局（竹川） 
 そうですね。 
 
議長（副市長） 

 よろしいですか。その他はいかがでしょうか。 
（なし） 
 それではご意見ないようですので、お諮りをいたします。第６号議案 平成 28 年度地域公共交

通確保維持改善事業に係る事業評価については、原案のとおり承認することでご異議ございませ

んか。 
（異議なし）                                                                                           

ご異議なしということでございます。よって、本案は原案のとおり承認されました。事務局では

中部運輸局静岡運輸支局へ報告をお願いします。 
 以上で、本日の協議事項はすべて終了いたしました。 
 
 

(２)報告事項 

① 富士宮市地域公共交通計画(仮称)の策定について 

 

議長（副市長） 

 続きまして、報告事項を議題といたします。 
 ①富士宮市地域公共交通計画(仮称)の策定について、事務局から説明をお願いします。 
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事務局（佐野室長） 
 それでは、資料４をご覧ください。富士宮市地域公共交通計画(仮称)の策定について、ご説明

申し上げます。内容を読み上げる形で説明をさせていただきたいと思います。 
＜資料４ １ページ読み上げ＞ 
 内容を説明しますと、２ページ目をご覧ください。一番上のところに｢富士宮市総合計画｣がご

ざいます。これが平成 28 年度から動き出しまして平成 37 年度までの計画となっておりますが、

平成 32 年度で後期の策定計画が想定されております。 
 その下の方に｢第２次富士宮市地域公共交通総合連携計画｣、これが今富士宮市の宮バス･宮タク

及び民間バス路線を維持していく、またモビリティ･マネジメント等を計画しているものでござい

ますが、それが平成 29 年度で終わります。 
 現在計画していただいている｢富士宮市地域公共交通計画(仮称)｣を平成 29 年度に策定して、平

成 30～32 年度までの計画を策定するという内容になっております。 
 その下に｢富士宮市地域公共交通網形成計画(仮称)｣、それを平成 31･32 年度で策定作業を進め、

平成 33 年度から実施していくということになっております。この網形成計画は先程申し上げた

様に、都市計画や観光振興等というものと連動することが求められています。富士宮市の計画と

しましては、｢岳南都市圏総合都市交通体系調査･計画｣が平成 29 年度までで策定作業が終わりま

す。次に、都市計画のマスタープランでございます｢富士宮市都市計画マスタープラン｣が平成 32
年度までは計画期間を設けていますが、それを１年前倒しにして平成 31 年度までに策定をして

平成 32 年度からスタートするという計画内容になっております。 
 そのような他の計画との整合性を図るために、新年度に網形成計画を作ってしまうと、都市計

画ができていないのに、都市拠点を結ぶことが求められる計画になります。手戻りをなくすため

に、平成 30～32 年度まで暫定的に繋ぎの計画を作っていきたい、その間に網形成計画を検討し

ていきたいという内容でございます。 
 ｢今の連携計画をそのまま延ばせばいいのでは｣という意見もございますが、連携計画につきま

しては、法廷計画が網形成計画に移行したということで、連携計画を改正･変更するという様な法

的な根拠が今はなくなっております。しかし、今 私達が目指している PDCA 評価等や民間バス

路線の維持、宮バス･宮タクの市の方針を何らかの形で計画していかなければならないということ

で、平成 30～32 年度まで暫定的な繋ぎの計画ではございますが、３年間の計画を来年度策定し

ていく内容となっております。 
報告は以上でございます。 

 
議長（副市長） 

 事務局からの説明は終わりました。この件につきまして、何かご質問等ありましたらお伺いい

たします。 
 ３年間の暫定計画を来年度１年間で作るということでございます。その後は、都市計画や他の

計画と整合性を合わせて後期計画とリンクしながら動かしていこうという内容でございました。 
 
県地域交通課 梶本様 
 暫定ということではありますが、それと交通網形成計画の策定作業にあたって、国の補助を受

ける計画というのは何年度になりますか。 
 
事務局（佐野室長） 
 補助内容を確認したところ、策定に関わる調査やアンケート調査等が補助対象と伺っておりま

す。うちのところは毎年住民調査･利用者調査を行っており、確認したところ、｢富士宮市さんは

そういったことをやられているため、その部分は補助対象として載ってこないのでは｣という回答

をいただいております。そのため、今年度は自力で行い、平成 31･32 年度でまた補助メニューに

該当すれば補助をお願いしていきたいと思っております。 
 
議長（副市長） 

 その他いかがでしょうか。 
（なし） 
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 それでは、報告事項①については報告済みといたします。 
 
 

② 市営バス等の運行実績について 

 

議長（副市長） 

 次に、報告事項② 市営バス等の運行実績について、説明をお願いします。 
 
事務局（佐野室長） 
 資料５をご覧ください。始めに、平成 28 年度 宮バス月別実績報告をいたします。 
 まず、一番上に｢全体｣がございます。これは、4～11 月までの実績を記載させていただいてお

ります。｢H27｣は、同月 11 月末での数値が記載されております。｢比較｣は、昨年と今年の同月の

比較数値となっております。 
 ｢宮 1･2 中央循環｣につきましては、｢比較｣のところを中心に説明させていただきます。今年度

合計 27,488 人、平成 27 年度は 29,524 人、比較としまして 2,036 人減少しております。 
 ｢宮 3･4 東南循環｣につきましては、648 人の増。 
 ｢宮 5 北循環｣につきましては、昨年かなり多かったこともあり、その反動かもしれませんが、

730 人の減となっております。 
 ｢芝川路線｣につきましては、頑張っておりまして 706 人の増となっております。 
 合計につきましては、1,412 人の減となっております。 
 ｢現金収入｣といたしましては 450,000 円の減、｢回数券｣につきましては、若干伸びておりまし

て 118,000 円の増、｢定期券｣は若干の減、｢フリーパス｣も少し減っております。｢イオンサービ

ス券｣はかなり上がっております。これは、イオンさんにご協力いただきまして、1,000 円のお買

い物レシートをサービスカウンターへ持っていきますと、宮バス･宮タクの 100 円サービス券を

いただくことができます。2,000 円以上では 200 円までもらうことができます。そういったご協

力をいただいたものが、このサービス券となっております。｢高齢者免許返納支援券｣も若干伸び

ており 53,200 円の増となっております。これにつきましては、65 歳以上で免許証を返納された

方に対して、市としては 5,000 円の宮バス･宮タク利用券を発行しております。これは１回限りで

ございますが、｢これで宮バス･宮タクを利用してください｣とお願いをしております。｢サポータ

ーサービス券｣につきましては 0 円でございました。 
 次に、各路線を見ていきます。｢宮 1･2 中央循環｣につきましては、毎日乗られている方が３人

程度に減少してしまい、ヘビーユーザーの方が具合が悪くなったということで減少していると報

告を受けております。 
 ｢宮 3･4 東南循環｣につきましても、人数的には若干伸びております。 
 ｢宮 5 北循環｣につきましては、北コースは６人の減、西コースは 119 人の増、東コースは 843
人の減と大きく沈んでおります。 
 ｢宮 11 芝富線｣につきましては、若干の増となっております。 
 ｢宮 12 稲子線｣につきましては、229 人の減となっておりますが、今 地域の方へ説明会等を行

わせていただきまして、利用促進をお願いしております。 
 ｢宮 13 香葉台線｣につきましては、355 人の増となっております。 
 ｢宮 14 稗久保線｣につきましては、578 人の増となっております。 
 これを見まして、事務局として感じていることは、今お客様の入れ替えでこのような状況にな

っておりますが、宮バスを利用されている主なユーザーが 65 歳以上の高齢女性となっておりま

す。今後ヘビーユーザーがいらっしゃらなくなっても、免許を持っている方がほとんどを占めて

いるため、新たにヘビーユーザーとなってくれる方がどの程度増えるかが難しいと感じておりま

す。 
 次に、７ページ目をご覧ください。こちらは宮タクの利用となっております。｢計｣は 4～11 月

の合計、｢H27｣は同月の数値、｢比較｣は前年同月比で計算しております。 
 ｢運行台数｣につきましては 86 台の減、｢輸送人数｣につきましては 387 人の減、｢実車走行キロ

数｣につきましては 510.1 キロの減、｢運行経費｣につきましては 129,180 円の減、｢運賃収入｣に
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つきましては 182,050 円の減となりました。｢委託料｣としましては、52,870 円の増となっており

ます。｢平均乗車人数｣は 0.06 人の減、｢会員数｣は現在 4,082 人、｢収支率目標値｣は 32.7％とい

うことで目標値を下回っている状況でございます。先程申し上げました｢イオンサービス券｣も

283,700 円ということで、大変貢献していただいております。｢高齢者免許返納支援券｣も 47,600
円ということで使用されています。 
 次に、路線ごと見ていきます。８ページ目、｢山宮エリア｣ですが、エリア内にある医院の先生

の体調が戻り、診察を再開したことで利用者が戻ってきたと報告を受けております。 
 ｢山本エリア｣につきましても、ハードユーザーがいなくなってしまうと減少してしまうと報告

を受けております。 
 10 ページ目をご覧ください。｢安居山エリア｣でも、ほとんど乗っている人は同じですが、病気

等で利用をやめていく方がみられるということで報告を受けています。 
 ｢上野エリア｣も、特定客の利用と伺っております。 
 ｢南部エリア｣は利用人数が少ないですが、同じ方の利用しか見込みがないという状況となって

おります。 
 ｢富士根エリア｣につきましては、平均乗車率を上げることが課題ですが、なかなか相乗りは難

しいと報告を受けております。 
 ｢北山エリア｣につきましても、若干の減となっております。 
 ｢北部エリア｣につきましても、固定客のご利用という形になっております。 
 ｢内房エリア｣についても、固定客のみで新しい方の利用はなかなか難しいという報告を受けて

おります。 
 事務局の方からは以上になります。 
 
議長（副市長） 

 事務局からの説明は終わりました。この件につきまして、何かご意見･感想等ありましたらお受

けしたいと思います。 
 今の説明にありましたように、利用者が減っている。下の新たな利用者は、免許を持っている

女性が昭和 20 年以降からかなりおります。特に、女性は元気です。免許証返納者の女性が 70～
80 代。男性は早くて 60 代。 
 また、平均乗車率が 1.1 人ということは、実質１人１台のタクシーということ。ここをどうす

るか。事務局の方では地域説明会や、この前シニアクラブさん、区長さんの意見にもありました

が、機会を通して行うようにしてください。その件に関して、何か報告はありますか。 
 
事務局（佐野室長） 
 はい。11 月 17 日に城山区、12 月 16 日に山本で地域説明会を行わせていただきました。今後

は、高原区や山宮エリア、3 月には寄合処を予定しております。そういったところを通じて利用

促進を、宮タクについては膝を交えて話をしないとなかなか理解できないところがあり、実際に

面と向かって話をすると｢こんな良い制度があったんだ｣という様なことはよく言われます。宮タ

クに合わせた生活スタイルの方をいかに作っていくかが課題ではございますが、地道に説明会等

を行い、利用促進を図っていきたいと考えております。皆様のところでもお声掛けいただければ

説明に伺いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
議長（副市長） 

 では、以上で報告事項②を終わります。 
 
 

③ 富士急静岡バス㈱のバス路線(柚野線)の運行について 

 

議長（副市長） 

 次に、報告事項③ 富士急静岡バス㈱のバス路線(柚野線)の運行について、説明をお願いします。 
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事務局（佐野室長） 
 資料６をご覧ください。資料６につきましては、富士急静岡バス様の方から資料提供をいただ

きまして、市の方で作成したものでございます。 
 ２ページ目をご覧ください。下の時刻表は、現行の上柚野路線となっております。 
 ３ページ目につきましては、富士急静岡バス様の方で乗降調査を行った内容となっております。 
 内容につきましては、富士急静岡バス様の方から説明をお願いいたします。 
 
佐野智昭委員 
 先程、収支改善策の方でお話しさせていただきました路線バスの見直しというところになりま

す。柚野線に関しましては、国庫補助路線となります。この路線は平成 19 年に減便を行ってお

りまして、それ以降平成 23 年 6 月に地域説明会の方で路線バス撤退の申出をさせていただいた

地域でございます。その中で、このバスが走る柚野地域や大中里地域の方で説明会を行いました

ところ、やはり地元の足ということでなくなっては困るという強い要望があったことから、向こ

う５年間は何とか様子を見てもらえないかということを、当時の富士宮市都市計画課と協議しま

して、それ以降我々の方も路線の便数は維持しつつも、やはり地域の方へ入って色々な説明会を

行いながら運行して参りました。 
今回１ページ目を見ていただきますとわかるとおり、参考として平日の時刻表を記載しており

ます。土日祝日に関しては左側を見ていただきますと、現行時刻表ということで富士宮駅～上柚

野が３便、上柚野～富士宮駅が２便運行しております。下の方にございます大きな表が、毎月平

均乗車人数を割り出していった結果でございます。その中で、我々の方でも収支改善策として、

補助金をもらっているからいいということではなく、路線バスのしっかりとした見直しを行うに

あたり、今回乗車人員がある程度確保されております平日の方には手をつけずに、土日祝日の運

行に関しましては、当初は全便運休も考えておりましたが、ここの乗車人員を見たらわかります

様に、朝9:03上柚野～富士宮駅、帰りは16:30富士宮駅～上柚野はそれなりに需要があることと、

この後にございます乗降調査を見ましても、そのような結果が出ておりましたので、土日に関し

ましては１往復は残すという形で、平成 29 年 4 月の２週目から行います弊社のダイヤ改正によ

ってこのような運行をしていきたいと思います。以上です。 
 
 
議長（副市長） 

 説明は以上ですが、何かございますか。 
（なし） 
 それでは、ご質問ないようでございますので、報告事項③を終わります。 
 以上で、報告事項はすべて終了しました。 
 
 

(３)その他 

 
議長（副市長） 

 それでは、この際ですので何かご意見等ございましたらお受けしたいと思います。 
 
土屋善江委員 
 富士急さんの方へ。私は杉田ですが、杉田の方で説明会は行っていないと思います。要するに、

市の方の宮タクや運行している路線の利用者さんの意見や、これからどうなるのか今の状況を、

杉田の方で説明会をしてほしいと思います。 
 実際、不便なところなので運転免許を持っている 60～70 代の女性がたくさんいます。免許を

持っていない 70代の女性は少し路線バスを利用していますが、路線バスがなくなると困るので、

利用状況と地域の人達がどの様に考えているのか把握した方が良いと思います。富士急さんの方

でもそういった努力をしながら、市の方でも宮バスは通せないと思いますので、宮タクを上手に

使いながら、これから歳をとってから使い方等を住民の皆さんに把握していただけたら良いかと
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思います。 
 また、お願いになります。寄合処は２ヶ所ありますが、バスを利用できない状況の方が多いで

す。利用できる範囲の人達に、今の状況等をお話していただければと思います。 
 
佐野智昭委員 
 貴重なご意見いただきまして、ありがとうございます。 
 今おっしゃられた様に、区長会という部分は仕入れ難い情報でございます。先程佐野室長のお

話にあった説明会には、私も同席させていただいておりました。内容は残念ながら宮タクの方が

多かったもので黙ってしまう部分もありましたが、宮バスの話は私の個人的な意見もお話しさせ

ていただきました。 
 また、杉田地区に関しては、先日富士宮市さんに協力していただいて学校教育委員会、校長会

の方へ出席させていただきましてお話をさせていただきました。特に杉田地域のことを富士根南

小学校･中学校の校長先生とお話をさせていただきました。杉田地域は５年前、小学校の生徒さん

が 20～25 人、バスを通学で利用していました。平成 28 年度に入ってからは０人です。これに関

しては、私どもの方でも把握しております。実は、西原のバス停から富士根南小学校ではなく、

大宮小学校の特殊学級へ通っている生徒さんは２人います。あの地域の路線は、一般客だけでは

なく、６割程度は小学校･高校生という実態があります。そういった中で今回多くの学生さん、小

学生の皆さんが乗らなくなったという事態を感じておりましたので、それをどこで説明していく

か。残念ながら学校側の方で今一度通学、特に今は悲惨な交通事故が起きているという実情があ

る中で、富士根南小学校･中学校は車で送迎される親御さんも多いため決して良い立地条件ではな

いと伺いますというお話をさせていただきながら、バスの利用をまた見直していただいて、過去

の人数に戻るとは思いませんが、やはり皆様のご利用頻度を高めるために説明会や我々も調査し

た中で一番効果的なところはどこか模索しながらお話しした中で、杉田地区ではそのような施策

をしております。今月末にもう一度、個別に富士根南小学校･中学校へは大岩･杉田地区へ提案書

をお持ちして、富士根南小学校に関しては、静岡県内でもトップクラスの生徒数を誇る学校でも

ございますので、そういった中で校長先生の方に周知をしていただくのは難しいことだとは思っ

ていますが、公共交通機関を維持させるためにもそういう動きをしております。 
 また、寄合処で一般の地区を日中帯ご利用される方、特に車等利用がない足がないという方に

関しても、利用促進に際しましては交通対策室さんにお持ちしてご報告させていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
事務局（佐野室長） 
 交通対策室としましても、民間バス路線を維持するために平成 27 年度で 1,800 万円程度支出

しております。富士急様につきましては、宮バスを委託していることもございまして、区長会で

一度説明をさせてくださいとお願いをしております。寄合処ばかりではなく、夜でもお伺いさせ

ていただいております。宮タクの説明と合わせて、富士急様と一緒に民間バス路線の促進を行っ

ております。こちらとしても大変ありがたいお話でございますので、その件を区長さんとお話し

させていただきまして計画を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
議長（副市長） 

 その様に予定を進めてください。貴重なご意見ありがとうございました。 
 その他よろしいですか。 
 
佐藤捷世委員 
 新年早々、交通対策室から区の方へ説明に来ていただきましたが、稲子線は大変厳しい状況で

ございます。区の方でも心配しており話に出ましたが、芝川路線５路線を１台のバスで運行して

いるということでダイヤ等制限がある、往復利用ができないということが一番ネックになってい

ます。病院･買い物へ行くにも、片道はバス利用が可能ですが帰りはバスがない。バスを２台にす

ることは簡単ではないということは、今まで話にありました。片道は違った方法で足の確保をす

ることは社会的に必要です。朝日新聞でも各地域の足の問題で、白タクのようなことを報じてい

ました。地区社協でも、特に病院へ通院するための足ということで議論されていて、行きは宮バ
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スを利用しているが帰りは会員制度で運行する様な計画はできないかと、かなり意見が出ていま

す。その辺りは色々な制約がありますので、最近行政としても全国的に規制緩和されていますが、

そういったことが合えば一定の地域で片方の足を確保するという形で取り組みができるのではな

いかと考えております。そのことによって、またバスの利用を上げていくという様なことが早い

時期に踏み出せればいいですが、規制の問題等を含めて。先日室長さんへもお話ししましたが、

具体的なことについても相談をお願いしたいと思います。 
 
事務局（佐野室長） 

 私が掴んでいる情報の範囲内ですが、地区社協の方から｢稲子地域は宮バスしか走っていない。

その時間帯に合わない方はなかなか使い難い｡会員制にしてボランティアでちょっとした送迎を

地域でも助け合いの中でやろうという話があり、人の善意だけで行うと継続性がないので何か形

にできないか勉強している｡｣ということでお話を伺っております。ただ、こういった会議での議

論･法手続きや各事業者のテリトリーを侵してしまうという問題があります。私の方でも勉強しな

がらやっていきたいと思いますが、県の方で会員制でボランティアで行っている様な地域が県内

にあれば教えてください。 
 
県地域交通課 梶本様 
 会員制ということは、有償運送という形のものはございますが、先程伺った内容はライドシェ

アに関連してくるかと思います。国土交通省は静岡支局の方もお話しされていますが、相乗り等

善意で行っている場合、仮に事故を起こした時に責任は誰がとるのか、そういった問題は当然発

生いたします。その時にもめる話になります。国としても、ライドシェア等善意でお金をもらう

かもらわないかという話ではなく、行為そのものをどうしていくのか。今のところ、アメリカで

導入されているライドシェア等の考え方は、おそらく国の方で進めていくところまでは進んでい

ないと思います。ただ、実際そういうお話が新聞等で出てきていますので、自家用有償運送の制

度は前々からありますが、ライドシェアもいわゆる相乗り等の法規制の関係については今後議論

されていく話ではあると思っております。しかし、県内ではそういった話は具体的にこう動いて

いるということはございません。 
 
議長（副市長） 
 ありがとうございました。なかなか難しい問題でございます。また、行政の情報を集めて提供

していくようにお願いをしたいと思います。 
 
県地域交通課 梶本様 
 ライドシェアの話というのは、補償の関係の問題だけではなく、その制度が地域に浸透してし

まった場合、その後バスやタクシー等いわゆる公共交通機関の方々がその状態に駆逐されてしま

う可能性があり二度と元に戻らないということが考えられます。仮にライドシェアや相乗り等を

行う制度そのものがなくなった場合、その地域は生活の足として何かという部分が何もなくなっ

てしまうことがあるため、そこの判断は確かに便宜的に行うことは法規制の問題を除いては悪い

ことではないと思いますが、二次的･三次的な問題が発生することが考えられるため、そこは慎重

にやられた方がよろしいかと思います。 
 
議長（副市長） 
 色々とアドバイスをいただきました。色々な方面から検討していきたいと思います。 
 その他よろしいですか。 
（なし） 
 今日は色々な意見が出ました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事はす

べて終了いたしました。この後の進行は事務局にお願いします。 
 
事務局（竹川） 
 委員の皆様並びに関係者の皆様、長時間にわたり議論いただきまして、誠にありがとうござい

ました。 
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 それでは、次回の会議のご案内をいたします。平成 29 年度 第１回地域公共交通活性化再生会

議は、5 月中旬頃の開催を予定しております。詳しい日程はまだ決まっておりませんので、また

開催通知を送らせていただきますので、そちらで確認をお願いいたします。お忙しい中大変恐縮

ではございますが、ご出席の方よろしくお願いいたします。 
 以上をもちまして、平成 28 年度 第４回富士宮市地域公共交通活性化再生会議を閉会いたしま

す。皆様どうもありがとうございました。 
 
 

 
15：52 閉会 

 


