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《第２回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 26 年 9 月 12 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 16 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・齋藤靜委員・清利夫委員・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（代理：門脇裕和運輸企画専門官）・小森和弘委員（代理：廣野英二調査

係長）・増田澄委員（代理：秋山洋康規制係長）・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 21 人 
 
【開会】 

事務局（竹川） 

皆様お集まりということで定刻より少し早いですが始めさせていただきます。ただいま

から平成 26 年度第 2 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。本日の会

議は協議事項 4 件、報告事項 2 件を予定しております。よろしくお願いいたします。 
はじめに定足数につきましてご報告申し上げます。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

代理出席を含めまして 16 人でありますことから、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。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） 
議長の芦澤です。規約の規定に基づき議長を務めさせていただきます。今日の議題はた

だいま司会からもあったように協議事項 4 件の報告事項 2 件でありまして、レジュメに従

い進めてまいりたいと思います。 
PDCA 評価についての報告もあり、レクチャーを受けておりますがなかなか厳しい問題

があります。それを受けてまた宮タクの新しいことを室長が考えておるようでして、ここ

まで考えなければならないのかと。いろいろな面からご意見をいただければと思います。 
 

 (1) 協議事項 

議長（副市長） 
それでは早速会議に入ります。まず始めに「第 1 号議案 平成 26 年度公共交通 PDCA
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評価の確定について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 
 
第 1号議案 平成 26 年度公共交通 PDCA 評価の確定について 

事務局（高野） 
 交通対策室の高野です。よろしくお願い致します。本日はスクリーンをご用意しました

のでこちらでご説明差し上げます。資料は P.2～3 になります。PDCA 指針では 2 年に一度

評価があり、前回は H24 年度に行われました。この評価に基づき次の新しい施策、新しい

運行形態に反映していくものです。まずは宮バスの評価についてご説明申し上げます。 

宮バス 

宮バスを運行する全ての経費が 56,252,800 円、実車走行距離 209,121 ㎞、これはすべて

の路線を合計した走行距離で、これに対し県の補助費が 5,028,000円、国庫補助金 8,738,000
円、これが入ることを前提に評価をしております。今年の 4 月から 7 月までの 4 か月分を

対象とし、5,600 万円を距離按分して各路線に振り分けたものであります。 
【中央循環】4 か月でかかった経費が 6,917,359 円、これに対し運賃収入が 2,612,217円、

補助金 1,692,793 円、オーナー収入 1,620,000 円、収入合計が 5,925,010 円。これは収支率

で申し上げると 86％ということで宮バス収支目標の 50％を大幅にクリアしております。収

支評価の 85%以上が 5 点ですので満点を取ったと。次に利用者数についてですが、この 4
か月で 14,695 人の利用がありました。目標値が 10,960 人ですのでこちらも 100%を超えて

134%、点数表で見ると 4 点で合計 9 点となります。9 点は B でこれに満足度評価 C を加え

ます。満足度 ABC が＋評価、DE が－評価となりますので総合評価は B+、これは 2 年前

の H24 年と変わりありません。 
【東南循環】こちらは東と南を合わせて一路線と考えております。経費が 2,648,212 円、

対して収入合計が 1,748,603 円で収支率 66%、こちらも目標を達成しており 4 点です。利

用者数については 2,839 人、目標に対して 64%で足りておりません。評価点は 2 点で合計

6 点の C、総合評価は C+で合格点と。なおこちらの東南循環は前回の評価では D+でイエロ

ーカードでしたが今回の評価でカードは一度リセットと。中身については東循環の評価が

高く、6 点で C ですが南循環は 4 点の D で東のおかげでかろうじて合格点になりました。 
【北循環】北コース、西コース、昨年 10 月にできた東コースの 3 コースからなる北循環

は事業費が 3,121,107 円、対して収入が 1,594,198 円でこちらもかろうじて収支目標達成の

51%となりました。人数については目標 3,684 人に対して 3,166 人の 86%で 2 点、合計 5
点の D+となります。D はイエローカードですが 2 年前は E+と最低の評価だったものが 1
段階上がり、もし今年また E 評価であれば指標では「廃止を検討する」とされていました

が、そのような厳しい状況からは脱したのかなと。要因としては昨年 10 月から運行を開始

した東コースが非常によく、収支率は 56%の 3 点、人数達成率も 164%と 5 点満点で合計 8
点の B+。B+を取っているのは中央循環と東コースしかなく、東コースが北循環の評価を

D+に持っていったというのが北循環の状況です。 
【芝川路線】4 路線合計で経費が 6,064,256 円、収入が 2,758,287 円で 45%、残念ながら

収支目標には達しておりません。2 点です。人数も 7,200 人の目標に対し 7,102 人と 99%
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で若干ですが達しておりません。2 点で合計 4 点の D です。芝川は前回 C でしたので初め

てここでイエローカードという状況になります。非常に厳しい状況ですが、中身を見てい

くと惜しいなというところもあります。例えば稗久保線の収支率は 49%で香葉台線も 49%、

どちらもあと 1 ポイントあれば 3 点に上がってきます。人数の達成率についても稗久保線

が 99%、D 評価がついてはおりますがあと 1 ポイントですぐに C に戻れるという状況です

ので、2 年後の評価に向けて更なる PR を進めながら芝川路線の運行を強化していきたいと

考えております。 
宮バス全体としては収支率 64%の 4 点、人数達成率 106%の 3 点で合計 7 点の C+、まず

まずの合格点がいただけたのかなと思います。 

宮タク 

さきほどの宮バスと違い運行経費そのものは固定されておりません。1 回乗った時の乗車

賃、運行経費で計算しておりますのでその月々の合算をしたものが収支になっております。 
【山宮エリア】運行経費が 1,657,320 円、これはタクシー事業者が必要だった経費でこれ

に対し運賃収入、県の補助費を合算したものが 871,833 円、山宮の収支率は 53%でした。

宮タクの収支率目標は低く、過疎地域および交通空白地域を走らせるということ、なくて

はならない生活交通であることから 35%に設定しておりまして、これに対し山宮は大幅に

クリア、点数も 5 点を取っております。それから人数について、宮タクは 1 乗車の平均乗

車を目標値にしております。乗車人数が 1,284 人、平均乗車が 2.12 人で目標が 2.00 人です

ので目標クリア、106％の 3 点となり合計 8 点、満足度評価も高くて A、従いまして総合評

価は B+となりました。前回は D+とイエローカードだった山宮エリアですが、昨年から運

行形態の見直しをしました。以前は月水金の週 3 日運行だったものを毎日運行にしたり、

運行回数を増やしたりしました。それによって全体のパイが大きくなって利用者が増えて

このようないい成績が生まれたのかなと思います。 
逆にその反対のものもあります。次の山本エリアです。 
【山本エリア】収支率が 65%で最も高く、5 点満点を取っております。人数も 2.10 人と

決して悪い数字ではございません。しかし目標値が 2.20 人とかなり高いため残念ながら達

成率は 95%、2 点の合計 7 点で C+。2 年前と同じ評価になっております。 
【安居山エリア】収支率が 49%で 4 点、ただしこちらも乗合率が下がっていて 1.83 人、

目標の 2.00 人を下回っておりますが、実は 2 年前にはこの目標値を大幅にクリアしており

まして、この地域はパイの大きさが変わらず運行回数が増えたことによって利用者が分散

してしまい乗車密度が下がったという、先ほどの山宮と全く逆の現象が起きております。

C+という合格点を取っておりますから敢えてもう一度運行を月水金に戻すということは考

えておりませんが、もしこれが下がり続けて評価が D、E となるようでしたらやはり乗車

密度を上げるような措置も必要かなと考えております。 
【上野エリア】非常に運行経費がかかっておりますが乗車もかなりあり、収支率 38%と

目標をクリアして 3 点、すばらしいのが乗車人数で目標値が 2.10 人という山宮の 2.00 人を

上回る数値を設定しておりますが、2.19 人、105%の 3 点で合計 6 点の C+で合格点です。

ちなみに平均乗車数達成率 100%を超えているのは山宮と上野のみです。 
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【南部エリア】収支率は 40％の 4 点でなんとかクリアしていますが、街中エリアと南部

エリアが近いため 1 乗車にかかる経費の収支率がもともと高いです。距離のあるところ、

北山や上野などは 1 便走らせるごとに収支率が悪くなりますが、南部はお客さんが増えれ

ば増えるほど収支率が上がるという点があります。問題は乗車人数で、目標値 1.60 人は決

して高くないがそれに対して 1.44 人とクリアできていない状況で 2 点、合計 6 点の C は合

格点ですがいろいろな問題を抱えているエリアかと思います。なお満足度評価については

アンケート期間中利用者がなく、データが取れなかったため＋か－かは判明していません。 
【富士根エリア】こちらも割と街中に近く収支率は 44%の 4 点、しかし人数は先ほどの

南部よりさらに悪く、目標値の 2.10 人、これは上野と同じ値で人口、エリアを考慮した場

合に正しい数値設定だと思いますが、これに対し 1.27 人と非常に低く、ほとんどたまに 2
人が相乗りする状況で達成率は 61%の 2 点、合計 6 点で C。合格点ながらやはりこちらも

問題があるなと思っています。 
【北山エリア】収支率は 37%とかろうじてクリアの 3 点、しかし乗車目標は 73%の 2 点

で合計 5 点の D+です。前回も D+でしたのでこれで 2 回連続となりイエローカードが出さ

れました。PDCA 指針で申し上げますと 3 回連続 D 以下だと廃止の検討が必要になります

から次の H28 年度にどういう評価になるかが注目されます。C 以上になるように何か施策

を考えたり PR をしたりしていかないといけない厳しい状況にあるのかなと。 
【北部エリア】最近お客さんがだいぶ乗るようにはなりましたが、1 往復の距離が長いた

め収支率は悪いです。2 年前の収支率は 25%でしたが今回は 16%で 1 点しか取れておりま

せん。具体例を挙げますと根原の方で市立病院まで定期的に行かれるお客様がおりますが、

その方が障害者手帳をお持ちで運賃は半額、そうなると非常に収支率が低くなりますが、

そういう交通弱者のための公共交通ですから収支率を上げるために運賃を 2 倍、3 倍と上げ

るわけにもまいりませんし、いろいろ考えなければいけないところではあります。いずれ

にしても収支率は 16%の 1 点、目標の 1.50 人に対しましても 1.07 人とほぼ 1 人 1 台、ご

くたまに 2 人になるかといった具合で 71%の 2 点、合計 3 点の E、しかしながら利用者の

満足度は A と高く総合評価は E+。前回 D が E になりレッドカード直前ではありますが、

PDCA 指針には「交通空白が生まれないような何らかの施策を取る」となっているので、

北部の収支率が悪いからと言ってすぐに宮タクを廃止するということはありませんし、皆

様のお知恵を借りながらこの地域に適した交通形態を考えていきたいと思っております。 
【内房エリア】去年の 10 月から始めた新しいエリアで収支率は 26%で 2 点、厳しいスタ

ートになっております。人数は 1.50 人の目標に対し 1.23 人の 82%で 2 点、北部よりはい

いですが決してすばらしい数字とは言えません。合計は 4 点で D+からスタートしました。 
なお全体の評価についてはそれぞれのエリアで目標値が違うため出ておりませんが、基

本的には E になった北部エリアを除き各エリアでクリアできているところが多いです。 
以上が第 1 号議案 PDCA 事業評価の説明になります。よろしくお願いいたします。 

議長（副市長） 
事務局からの説明でございました。宮バス、宮タクの事業評価について委員のみなさま

からご意見、ご質問等お受けしたいと思います。室長からありましたように E だからすぐ
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廃止ということではなく、さりとて収支率が悪いのをそのままにしておくわけにもいかな

いところですが。 
区長会芝川支部 齋藤委員 
宮バスの芝川路線についてですが、中学生が非常に関係しているんですね。今、通学の

乗車は 1 名、来年も 1 名、ただ再来年からは 5 人になるので是非 3 年間お待ちいただけま

すようお願いします。芝川に関しては稲子が足を引っ張っているもので。 
事務局（高野） 
 小さな町ですので今まで使っていた一人が入院してしまい通院しなくなると年間十万円

単位で落ちてしまう。反対に先ほどの話のように入学者がいれば上がる、と非常にローカ

ルな話ではありますが、そういう人たちを大切にしていかなければ地域の生活交通を守れ

ない。是非今後とも頑張っていただきたいと思います。 
議長（副市長） 
稲子地区ですが、市では定住政策をしておりましてすでに 7 組、だんだん増えています。

全校生徒が 6 名のところを来年新 1 年生だけで 3 名増えると。ガラス工芸をやってみたい、

農業をやってみたい、ホームステイをした外国人が、と細々ながら来ておりますので数年

後には、ということです、室長。 
先ほどの根原の方などはまともにタクシーを使うと 1 万円位になってしまうんですね。 

事務局（高野） 
そうです。それが宮タクだと往復で 800 円です。 

議長（副市長） 
それは絶対に満足度は A 評価ですね。公共交通についての悩みはたくさんありますが、

他に皆様何かございますか。宮タクの北部については E ですが他はそのままいくのではな

いか、ということでしたが。 
事務局（高野） 
いずれにしても今すぐ廃止というような状況ではないです。 

静岡県バス協会 平野委員 
山宮と安居山のように週 3 便を毎日運行にしたことで平均乗車の密度が上がったところ

と下がったところがありますが、これにはどのような違いがありますか。安居山エリアの

ように下がるのが普通だと思いますが、これが山宮のように上がるのは乗客の意識の違い、

住民への浸透度など何かありますか。 
事務局（高野） 
一番違うのはエリア内人口における会員登録者数の割合です。山宮エリアの登録者数は

現在 1,067 人おり、対して安居山は 262 人のみです。元々のパイの大きさに限界があるわ

けでして、ある程度運行回数を増やして「これは便利だから使ってみよう」という人が多

いのは山宮です。反対に安居山はそういう方は既に使っており、これ以上増えないところ

で利便性を上げるとその方々が分散して乗ってしまう。同じ制度を導入しても全く反対の

結果が出たのはそういうことかと思います。 
静岡県バス協会 平野委員 
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人口の集積度は同じくらいですか。 
事務局（高野） 
全然違います。山宮は 27,123 人、それに対し安居山は 6,083 人しかございません。その

ため安居山でこれ以上会員を増やすのも無理な話で、本当は安居山の適正運行回数は今よ

りもうすこし少なくてもいいのかもしれませんが、評価が C ですから減らさなくてもいい

のではと考えているところです。 
日本大学 藤井委員 
感想ですが、こういう形で評価をしている他市はなく、もちろん PDCA を導入している

ところはありますが、具体的に数値目標の達成が云々ということでそれを次年度の計画に

きちんと繋げているところは非常に少ない。その中で非常によくやっているなというのが

率直な感想で、平均乗車率を上げようという努力をしておられる。それがこの後の改善計

画に出てくるようで楽しみにしていますが、ただ低い低いと言われても宮タクの平均乗車

数を他市にもっていくとうらやましがると思います。2.0 を超えているところなど私がやっ

ているデマンドのところでは見たことがありません。ということはやはり地域ニーズにあ

ったサポートができているのと、市民の方が宮タクを使おうという意識にうまくマッチン

グできている、そのためにはどのような形で宮タクの利用を地域に根付かせたのか、その

辺りをプレゼンテーションすると他市が食い付いてくる要素だと思います。その中で都市

部として人が集まるところ、郊外部直近の人が集まるところ、北部のように難しいところ、

宮タクが公共交通としてどこまでやるのかということを段階的な運用を前提として、いろ

いろな形で紹介していただけると他市は非常に喜ぶのではないかと。いい数値が上がって

いることといい取り組みが継続されていることが私としては評価できる点だと思います。 
議長（副市長） 
お褒めの言葉をいただきました。室長も全国的に有名ですし、また講演のお呼びがかか

るのではないでしょうか。そのためにはまた実績もあげなければなりませんが。 
その他よろしいでしょうか。それではお諮りさせていただきます。「第 1 号議案 平成 26

年度公共交通 PDCA 評価の確定について」は原案の通り PDCA 評価の確定を承認していた

だけるということでご異議ございませんか。 
異議なしということで、原案の通り承認いたします。 
次に「第 2 号議案 宮タクの運行形態改善（案）について」を議題といたします。これ

もまた PDCA 評価を踏まえた上で皆様からご意見等をいただければと思います。 
では事務局より説明をお願いいたします。 
 

第 2号議案 宮タクの運行形態改善（案）について 

事務局（高野） 
それでは資料の P.4 から P.13 をご覧ください 

P.4 変更の理由ですが、昨年度から宮タクの利便性の向上について検討してきておりまし

て、第 2 次総合計画の中でも宮タクの改善を図るということでご承認をいただいておりま

す。そこで H27 年度から運行形態の大幅な見直しをしたい、ということで大々的な改善案
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を提出したいと思います。これには先ほどの評価も関係しておりまして、これによって評

価が上がるということもありますし、また宮タクそのものが不便だという意見もあります。

そういった全体の底上げをするという目的もあり、変更を考えました。 
改正案の前にまずは用語の定義について整理をしておきたいと思います。まず「エリア」

というのは宮タク運行可能な区域のことです。エリアには 2 種類ありまして、自宅がある

ところが「基礎エリア」、自宅がないところは「他エリア」です。以前は自宅があるところ

からしか宮タクが使えませんでしたのでこのような概念はありませんでしたが、これから

ご提案する改正案では自宅のないところでも宮タクが使えるということがありますので、

都合上仕分けをいたしました。 
それから「街中ゾーン」、今までは街中エリアという言い方で空白エリアと街中を結ぶと

してきましたが、今度は 1 つのエリア内に街中ゾーンが存在し、それ以外は「郊外ゾーン」

とします。つまりエリアは街中ゾーンと郊外ゾーンで構成されているとご理解ください。 
次に「ブロック」が A、B、C とあり、これは料金体系を表すものです。こちら（スクリ

ーン）に拡大した図がありますのでご覧ください。お手元の資料では P.7 の A3 の図でもご

覧になれます。例として北山エリアを挙げますと、C ブロックは中心市街地から一番離れた

ところで国道 469 号線より上、北山本門寺から北山郵便局のところです。そこから下の福

祉会館から西高を通る通りまでが B ブロック、その内側、駅までが A ブロックになります。 

1 エリアの拡大及び会員登録 
それでは改正案の 1、エリアの拡大及び会員登録についてご説明申し上げます。 
再度北山を例に取りますが、今までは北山エリアで会員登録ができるのは西高の前の通

り、福祉会館のところまでで行政区でいいますと北山・外神・宮原のみでした。具体的に

申し上げますと、加藤脳神経外科や鉄工団地の辺り、三園平の方は宮タクの登録ができま

せんでした。しかし富士急静岡バスの路線もない、宮バスのバス停も遠い、宮タクがあれ

ばドアツードアで市立病院に行けるのに、という要望が寄せられていました。そこで今回

考えたのはエリアを途中で切ってしまうのではなく、中心地まで持っていく、現在ある 7
つのエリアで中心までパイを分けるという案で、極端にいえば図書館周辺にお住まいの方

も宮タクの登録ができるということです。 
今までは交通空白の人のための仕組みということで一方通行でした。郊外の方が街に出

て夕方帰る、というものでしたが、改正後は市民皆さんが使える仕組みにしていきたい、

街中の方も郊外に行けるようにしたいと考えましたので、当然街中にお住まいの方も宮タ

クの会員登録ができないと不公平になるわけです。そこでエリアを街中まで拡大し会員登

録できるようにするというのがこの改正案１です。 
なお北部エリアは北山よりさらに上で、直接街中へ行ける仕組みではありませんので例

外とさせていただきます。また内房エリアも芝川駅へ出るシステムですので除外します。

今回は富士宮駅に集まるエリアを拡大して会員登録を増やしていこうという考えです。 

2 街中ゾーンの拡大 
次は 2 の街中ゾーンの拡大についてです。現在街中ゾーンというのは図の赤く塗ったと
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ころ、今まで街中エリアといったところですが、街中が広ければ広いほどお客様は利用し

やすい。範囲内ならどこでも降りられるわけですが、あんまり便利にしすぎると一般のタ

クシーを利用する人がいなくなってしまいますので、一般のタクシーとの差別化を図るた

め役割分担をきっちりする必要があり、やたらと拡大はできません。 
そこで今回は図で緑色のところを拡大したいと思います。まず西富士宮駅、これはピン

ポイントで降りることができていましたが、今回、西富士宮駅までの県道沿いはどこでも

降りられるという考えです。次に南側の通り、南部環状線で止まっていましたがこれを田

中青木線、藤原さんという葬祭場があったり佐野内科クリニックがあったりする辺り、住

宅が密集している地域ですが、この辺りまで面的に広げていきたいと。3 つめは市役所です。

ここも現在ピンポイントで利用できていますが、市役所まで来るのに必ずどこかの道を通

っているわけですからこれも面的にカバーしたい。芦澤医院さんや西原さん、後藤外科さ

んなどへ行きたい時、今までは市役所から歩いてくださいというご案内をしていましたが、

今度街中ゾーンが拡大すれば病院の玄関まで宮タクがいくということになります。市とし

てはもっと広げていきたいですが、タクシー協会さんとの協議、調整等もあるもんですか

らまずはこの案を提出したいと思います。以上が 2 の街中ゾーンの拡大についてです。 

3 乗降できる場所及び運行形態の改善 
次が 3 の乗降できる場所及び運行形態の改善についてです。これが一番大きいのですが、

現在宮タクは「①自宅周辺⇔街中エリア」、これだけです。この仕組みで一番問題なのは途

中下車できないことです。例えば私は北山に住んでおりますが、自宅から街中へ行く際に

は途中にいろんな病院や施設があります。ご要望の多かった福祉会館については北山と上

野のみ飛び地ということで降りられるようにいたしましたが、やはり福祉会館だけではな

かなか用が足りないといった状況があります。 
そこで今回の新規案①では「郊外ゾーン内の自宅⇔街中ゾーン」、これは今と同じです。 
そして②「自宅⇔基礎エリアの郊外ゾーン内にある公共施設等」これはエリア内にある

公共施設ならどこでも途中下車できますよ、というもので、ここでいう公共施設等という

のは P.8～P.13 の一覧に載せておりますが、P.9 以降が病院で、これも含むものを公共施設

等とするものです。例えば北山エリアの郊外ゾーンに住む私が外神眼科へ行きたいとしま

すと、今までは途中下車できませんでしたから福祉会館まで行ってそこから歩いていきま

す。これは実際に以前利用者から「目も足も悪いのに歩いたら 10 分以上かかった」という

お叱りの電話をいただいたことがあります。今度は自宅のあるエリア内の公共施設は途中

下車できますから利用可能になるというのが②です。 
次は③「同一エリアの郊外ゾーン内にある公共施設等⇔公共施設等」ですが、例えば北

山の方が体育館から福祉会館へ行くこともできます。ここで同一エリア内と表現していま

すので基礎エリアでなくても構いません。例えば山宮エリアにある原医院から山宮エリア

内の公共施設に北山の私が宮タクを利用していくことも可能になります。 
みなさん非常に難しい顔をしておられますが、全ての仕組みをお話ししたので混乱され

ているかもしれません。これが本当におじいさんおばあさんにも理解できるのかという懸

念もありますが、基本的には自分がどこに行きたいかをはっきりしておけば後はその繰り
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返しになりますから、そんなに難しい話ではないと思っております。 
もう一つ④「エリア内の郊外ゾーン内にある公共施設等⇔街中エリア」は例えば体育館

から街中エリアにある信号機の角まで行ってもらう、ということができます。ピンポイン

トから街中ゾーンへの移動ということで、今までは自宅から街中だけでしたが、新運行形

態ではこの 4 パターンで利用できるようになります。  

4 運賃体系 
次は P.5 の運賃体系です。今までは住所で料金が決まっており、会員証に金額が記入され

ていましたが、今度はだれがどこからどこまで移動するのか決まっていないため、料金を

固定するわけにはまいりません。従いまして A、B、C のブロックを使い料金体系を分けて

いきたいと思います。各ブロック内での移動については 500 円の均一料金で移動ができま

す。体育館から福祉会館は同じ B ブロック内の移動ですから 500 円です。戸田眼科から福

祉会館も同ブロック内ですので 500 円です。ただしブロックをまたいでの移動、例えば福

祉会館から A ブロックの渡辺クリニックになると 1 つブロックを移動して 100 円加算です

から 600 円になります。今現在北山の C ブロックにお住いの方が市立病院に行くには 600
円ですが、新料金体系で行くと 500 円+100 円+100 円で 700 円になり、実質 100 円の値上

げになります。ほとんどの方が今回の改正で値上がりになりますが、運行形態がかなり変

わって利便性が上がりますので、単なる値上げではなくサービスの実態に見合った料金体

系になるということでご案内をしていきたいと思っております。 
なお先ほどエリアの拡大のところで北部は除くという話でしたが、料金体系については

改正したいと思っています。収支率が 16%しかなかったことで、単純に値上げをすれば収

支率は上がりますが、とはいえいきなり大幅に値上げするのもどうかというのもあり、エ

リア内の料金を一律100円増しにする考えです。北部といっても根原から上井出まであり、

これだけでも 20 ㎞近い距離があります。その中を 4 段階に分けていてそれぞれを 100 円ず

つ値上げするという考えです。具体的に申し上げますと根原から富士宮駅まで行くときに

は直接行くことができません。上井出出張所で乗り換えて駅へ行くんですが、根原から上

井出まで 900 円、上井出から駅までが 700 円、合計 1,600 円だったものが各 100 円増しで

すから 1,000 円+800 円で計 1,800 円の合計 200 円増しになります。障害者の方は半額です

から片道 900 円ということになります。 
それから内房エリアですが、昨年の 10 月から運行開始ということでまだ始めて時間があ

まり経っておりませんので、当分は運賃据え置きとしたいと思います。 

5 運行回数と時刻表 
次が 5 番の運行回数と時刻表ですが、運行回数を増やしたいと思っております。先ほど

運行回数を増やすことによって乗車密度が下がったという話もありましたが、今回のテー

マは「街中の方も郊外部に移動できる」というもので、今までは交通空白地域の方が会員

登録して利用する限定公共交通だったものが市民だれでも利用できる、本当の意味での公

共交通の形に近づいてきたのかなと思います。正確にはまだ全ての方とはいきませんが。

今回は街中の方が郊外部に出るための便も欲しいので、その分を増やします。逆に郊外の
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方も便数が増えることで多様性が上がりますので、運行増便は全ての方にメリットがある

と考えます。具体的にエリアごとに申し上げます。 
【安居山エリア】資料 P.5 の白枠で囲っているところが増便した分です。下りの 9:30 が

新設で、下りは駅から安居山方面へ向かいます。そのタクシーは折り返して 10:00 発の安

居山から駅方面へと向かう上りになります。要するに今まで回送だった分の 10 時の便、若

干時間は変更していますが、10 時の便のためにカラで走行し迎えに行っていたものを実車

走行にします。回送車を有効活用するということで、同じように 13:00 の下り便は 13:30
の上りにリンクします。無駄に走らせることのないようにしたいということです。 
このように各エリアで増便と若干の時間変更をしています。 

 【南部エリア】安居山と同じような考えで 9:30、12:30 の増便をしています。 
【上野エリア】上記 2 エリアと異なり C、B、A とブロック別になっています。今までの

宮タクの 8 時便は上条や精進川に 8 時、青木や淀師でも 8 時ということで非常にアバウト

な時間設定でした。上の方で予約があれば淀師の辺りでは 8 時 20 分になってしまうことも

あり、「宮タクはいつ来るのか」と言われるような状況もありました。今度はブロックごと

の時間設定をし、8:00 は C ブロックの出発時間、B ブロックは 8:10、A は 8:20 とそれで

もアバウトではありますが現在よりはずいぶん良くなり、お待たせする時間も減るかと思

います。増便については安居山南部と同じ考え方です。 
【山本エリア】もともと便数の多いエリアで現在 6 便ですが、こちらも増便して 8 便に

なります。高山委員にもお使いいただいているエリアでして、少しは良くなるのかなと思

います。 
【山宮エリア】次の P.6 をご覧ください。現在は 4 便と 5 便のところがありますが増便し

て 8 便にします。山宮と北山で同じことが言えるんですが、以前こちらの会議の中で就労

支援型宮タクの議論をしていたことがありまして、そこでは工業団地への障害者の通勤を、

という話でした。これは富士宮に富士特別支援学校の分校ができ、今年初めて卒業生が出

ました。これから毎年何十人という卒業生が出るわけですが、障害者のほとんどが車の免

許を持っていませんので就職先が限られてしまいます。自宅から歩いて通えるところに会

社があればいいですが、北山に優良企業がありそこに勤めたい、企業もいい人材があれば

雇いたい、就労の法定雇用率も上がっている。お互いそういう気持ちがあるのにそこをマ

ッチングさせる仕組みがない、公共交通がない、ということで就労支援型の宮タクを考え

ましたが限定された仕組みの中では実際の運行にはなかなか持っていきづらいことでした。

今回は宮タクの改善をすることで就労支援もカバーしていきたい、そういう考えです。 
山宮は本来であれば安居山等のように 6 便でもいいということになりますが、今回増便

をした下り 1 便、下りというのは中心市街地から山宮の方に向かう便ですが、これを 7:30
に作りました。これで山宮工業団地への通勤も可能となりました。これは 8 時の出勤時間

に間に合うようなものですが、当然帰りの宮タクも必要になりますので、上りの 4 便、17:00
発というのも作りました。従いまして山宮は就労支援も含めた形の中で 8 便となりました。 
【富士根エリア】上り・下りそれぞれ 1 便ずつ増やしました。 
【北山エリア】山宮と同じく 7:30 という早い便を使うことによって北山工業団地への移
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動を可能にします。帰りも上りの 17:00 を使って自宅に帰れるようにします。 
【北部エリア】他のエリア同様に増便しないと不公平ですので評価は低いですが上下 1

便ずつ増やしました。ただ宮タクは予約が入って初めて経費が発生しますから稼働率の問

題があります。稼働率が高いところで運行便数を増やすと経費もかかりますが、残念なが

ら北部の稼働率は 10%を切っております。つまり 10 便あってやっと 1 便動くか、または

10 日に 1 回動くかというところですので、仮に増便したところでいきなり経費が 20%30%
増になるということはないと考えております。いずれにしても便が増えることによって多

様性は生まれるのかなと考えています。 
【内房エリア】北部同様、上下 1 便ずつ増やしました。 
先ほど運行形態のところで言えばよかったんですが、就労支援の件で、山宮エリアの宮

タクを使って山宮工業団地に行けるとお話ししましたが、山宮工業団地に勤める方が山宮

エリア内に住んでいるとは限りません。山宮、万野、大岩、この辺りに自宅がある方は山

宮エリアが基礎エリアですから問題ありませんが、仮に上野エリア、淀師の方が自宅から

山宮工業団地に行きたいといっても宮タクのルールでは認めておりません。自宅からその

まま行ければ一番いいですが、あくまでも宮タクはエリアという考えをベースにしていま

すからこれは守ってもらいます。従って淀師の方には一度駅まで出ていただきます。これ

は宮バスでも宮タクでも富士急さんでも構いませんが、ご自分で駅まで出ていただき、そ

こから山宮工業団地へ行く宮タクに乗っていただくと。 
要するにバス乗り場に行けば 1 番線が吉原方面行き、2 番線が白糸方面行き、となってい

て乗り場がターミナルですが、宮タクは街中ゾーンが大きなターミナルになるということ

です。ですからターミナルに入ってしまえばどこにでも行ける、ということになります。

例えば山本の高山さんが福祉会館に行きたいとなったとき、自宅から宮タクで街中ゾーン

まで来てそこから北山エリアまたは上野エリアの宮タクに乗り換えれば行くことができま

す。もちろん宮バスもありますから足腰の達者な方はバスに乗ってもいいですし、足が不

自由な方はタクシーを選択していただくと。いずれにしても乗り継ぎをすることでどこへ

でも行けるということです。 
街中に住んでいる方は予約するタクシー会社によってどこでも行けますので、例えば中

央町にお住まいの方が万野の田中医院に行きたい場合、万野は山宮エリアですから山宮エ

リア担当の篠原タクシーさんに電話をします。明日は脳研に行きたいとなれば脳研のある

杉田は富士根ですから富士根担当の富士宮交通さんへ予約をして自宅まで来てもらう、そ

うすることでどこでも行けます。街中の方は有利かもしれませんが、郊外の方も街中に出

てくれば同じ環境が生まれますので、交通空白地域の方のためだけだった宮タクを市民み

んなが使える仕組みにしていこうということで改善をしたわけです。 
P.7 はスライドの地図を示したもので P.8 以降は公共施設の一覧です。会員さんにはこの

一覧をメニューのような形でお示ししたいと思っています。今までは自分の居住エリアし

か関係がなかったので他のタクシー会社の電話番号は不要でしたが、これからはどこでも

行けますからこの一覧が必要になってきます。例えば北山の方が西小泉町のないとう整形

に行きたいときは P.11 の No.79「ないとう整形外科クリニック」を見て富士根エリアの A
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ブロックだということがわかりますので富士根エリアを担当している富士宮交通さんに予

約の電話をします。このように自分の行きたい病院がどこのエリアのどのゾーンにあるの

かが分かれば予約するタクシー会社と料金が分かるようになっています。 
今後は若干の修正をしたいと思っておりますので、本日はご提案をして皆様よりご意見

をいただいて、次回 11 月の第 3 回会議でご承認いただければいいなと思っております。 
長くなりましたが以上が「第 2 号議案 宮タクの運行形態改善（案）について」です。

よろしくお願いいたします。 
議長（副市長） 
第 2 号議案について事務局からの説明が終わりました。今までの宮タクの概念から大き

くはみ出す改善案でしたが、今日は質疑応答にとどめて次回 11 月の会議でお諮りしたいと

思います。分かりにくかったと思いますのでご遠慮なく質問等お願いいたします。 
区長会芝川支部 齋藤委員 
 宮タクの登録エリアの方々は非常に便利になると思いますが、稲子地域や芝川地域の中

でも羽鮒あたりは登録できない地域なんですね。そういうエリアに住む人たちが街中に来

たときに登録できるような仕組みがあればありがたいなと思うんですが、そのあたりをお

考えいただければ。よろしくお願いいたします。 
事務局（高野） 
もともと既存の宮タクエリアで考えていましたので、今回芝川地域のことはあまり考え

ておりませんでした。ご意見があった通り JR や宮バスの芝川線を使って富士宮駅まで出て

きて、そこから脳研に行きたいという方もいらっしゃるかもしれません。今後は事業者会

議で調整をし、合意が得られるようであれば 11 月の時に修正案として登録できる範囲を広

げて市民全員が登録できるようになるよう事業者会議で提案したいと思います。 
富士宮商工会議所 望月委員 
宮タクの改善案について利用者にとっては利便性が高まる、それは理解しました。その

上で、街中の拡大図をもう一度出していただけますか、その中で西町の駅から十字街の県

道沿いを、というお話がありましたが、西町のそのエリア管内は人口密度の高い地域では

ないかと思います。タクシー会社さんとの調整もあると思いますが、できるならば面的に

ゾーンの拡大ができないかと思うんですが。 
事務局（高野） 
ゾーンの拡大については既にタクシー協会さんと調整して決めましたが、市としても広

ければ広い方がいいというのは同意見ですのでタクシー協会さんにご提案し、ご賛同いた

だけるのであれば次回 11 月の会議に修正案を出したいと思います。 
議長（副市長） 
既存の赤く伸びた線の説明もお願いします。 

事務局（高野） 
既存の線は中原線といいまして、富士宮信用金庫の本店から城山公園まで街中エリアが

棒状で伸びています。これはなぜかといいますと以前は道路運送法上、デマンド交通は営

業所がエリア内にないと運行許可が下りなかったということがありまして、その時代に宮
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タクを始めたんですね。線上に富士宮交通さんの営業所があり、そこまで伸ばさないと営

業ができなかったという事情があり、伸びております。これを面的に広げるとなるとタク

シー協会さんとしてもいろいろご意見があろうかとは思いますが、西町の面的なエリアの

拡大となりますとどこで切ったらいいものか…。 
議長（副市長） 
道路沿いでない人も富士宮交通さんの営業所まで歩いていけば街中エリアになりますか。 

事務局（高野） 
そういうことですね。ここまで来ればどこでも行けるということです。さらに面的にな

れば自宅がゾーンに入ってしまいますから、自宅までタクシーが来てどこでも行けるとい

うことになります。街中に住む人にとってはよかったとなりますが、タクシー協会は困っ

たとなってしまいますので調整が必要になってくるかと思います。どこかで「ここまで」

という線引きをしないと、不公平になると言われてもキリがなくなってしまいますから。 
高原 1 区 高山委員 
ゾーンも広くなって乗り継ぎができる、ということですが、便がうまくつながるように

なっていますでしょうか。 
事務局（高野） 
そうですね。それでは資料の P.6 をご覧ください。もちろん限られた時間帯ですから全て

の便がリンクするのは難しいわけですが、先ほど例に出しました北山の方が小泉のないと

う整形に行く場合、どこを予約すればいいのかは分かりましたが、実際にそんな便がある

のかという話になります。北山 1 便が 8:00 発、8:20 に街中ゾーンに来てゾーン内で一番 
ないとう整形に近いのは市役所ですから市役所で降りていただければ問題ないと思います。

そうしますと富士根エリアの下りの 1 番便が 8:30 です。ここですんなり来れば 10 分ほど

待ち合わせ時間がありますが富士宮交通さんが市役所のロータリーまで迎えに来てくれて

8:30 に病院に向かうとなります。同じように上野エリアの方も 8 時発がありますから、そ

うすることによって病院に行けます。 
山本の方は申し訳ないですが朝が早く 7:15 になりますので、宮タクが市役所に着くのは

7:20～25 ごろになります。これですと反対に山宮や北山の下り 7:30 の便にタッチで乗れま

すので、福祉会館や脳研に行くことも可能になります。極力乗り継ぎができる、乗り継ぎ

が多いであろうと想定されるエリアにつきましては乗り継ぎを意識した時間設定をしてお

りますが、タクシー会社さんの方でも配車が間に合わないなどのいろいろな調整も出てく

るでしょうから、精査するなかで 11 月に修正案が出されるかもしれませんが、ある程度、

乗り継ぎができるような時間になっています。 
高原 1 区 高山委員 
そうしますとこれから検討する時間帯がはっきりしてくるから、それに倣って調整して

いくということですね。 
事務局（高野） 
そうですね。基本的にはこれをベースに時間設定をしたいと思いますから、これで大抵

のところは、と思っていますが、安居山や南部などはなかなか難しいところもあるかもし



-14- 
 

れません。ですが利用者の多いところは他に乗り継ぎができるかと考えております。 
高原 1 区 高山委員 
この時間表みたいなものは区の方や地域の方にお知らせや決定がいくんでしょうか。 

事務局（高野） 
今までは会員登録をした際に利用者証と自分のエリアの時刻表しかお渡ししてなかった

んですが、今後は全てのエリアの時刻表と公共施設の一覧表もいれます。これは広報やい

ろいろな形で公表していく公のデータになります。市のホームページにも公開します。そ

れで時刻表や行き先を見たい場合にはご自分で、街中を大きなターミナルと考えていただ

いて、何番線から何番線に乗り換えるといったイメージの中で宮タクを乗り継いでいただ

ければかなり行動範囲は広がるのかな、ということです。 
富士急静岡バス 斎藤代理 
内容についてではなくバス事業者としてのお願いですけども、そもそも宮タクは交通空

白地帯や路線が少なくなった、これは我々の経営事情もありましたが、そういった地域を

補うために始まったものでした。今回その中身がかなり充実したというか、不便だという

ご意見を改善する内容になっていますので市民の方にとってはいい、使いやすくなったよ

ね、という評価になってくるものかと思います。一方、バス事業者の立場を言わせていた

だくと我々の路線バスは国、県、関係市町のみなさんから補助金をいただいてやっと経営

できているという実態がありまして、宮タクが便利になっていくと逆にバスの衰退につな

がっていってしまうとなると、宮タクを選ばれる方はいいんでしょうが、バスの場合は本

数も限られていますし、運行もこれでいいのかという問題もあったりします。バス停から

目的地まで歩いて 10 分かかる、でも安いし仕方ないからバスを利用しよう、というお客様

もいらっしゃる。そこの選択肢が狭まってしまうようなことになると我々もちょっとお客

様に迷惑をかけるな、という気持ちもあるもんですから、この内容がどうこうというのを

申し上げたいわけではなく、その辺りの住み分けについても考えていただけるとバス事業

者としてもありがたいかなと思います。 
議長（副市長） 
これは当然のことですね。 

事務局（高野） 
もともと事業者ごとの役割分担を明確にして、というのが富士宮市の公共交通の考え方

ですので、宮タクが路線バスの足を引っ張るようではいけないなということは当然ありま

す。その中でユーザーの差別化、利用者を分けているところもあります。10 月から脳研に

バスが入るということで以前こちらの会議でもご承認いただきましたが、脳研にバスで行

こうとした場合、料金は…佐野さんおいくらですか。 
富士急静岡バス 佐野委員 

350 円です。 
事務局（高野） 

350 円という料金に対して今回の宮タク改正案が通りますと脳研は B ブロックですから

600 円になるわけですね。そうすると 350 円でバスに乗って行く方がいいのか、600 円を
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払って自宅まで来てもらって宮タクで行った方がいいのかという選択肢はあると思います。

やはりそこで 250 円の差があるので足腰の強い方はバスを選択されるでしょうし、逆に足

腰の悪い方はもともとバスを使う方ではありませんので、ある程度そこで住み分けはでき

ているのかなとは思いますけども、お金を持っているご高齢の方も多いですから、250 円く

らいわけはない、だったら自宅まで来てくれる宮タクを選ぶよ、となればバス離れを起こ

す可能性はあると思います。これはご指摘の通りです。 
富士宮市では路線バスに対する補助金を交付しています。赤字額を全部負担しているわ

けではありませんが、もし万が一バス会社の赤字が膨らんだ場合には今の補助金交付要綱

のルールに従いますと市の補助金も増えるということになりますから、その辺はカバーで

きるか分かりませんが配慮したい、できると考えております。あくまでもバス事業者とし

ての企業努力の中でお客様が減らないような努力をしていただきたいとは思いますが、お

互いライバル関係のようになってしまいますが、それぞれがサービスの改善をする中で共

存できるような道を探っていきたいと思っております。 
静岡県タクシー協会 米山委員 
バスさんが危機感を持っている、ということでしたが我々も同じでして、当初宮タクが

始まったときはタクシーのようなバスのような、ということでかなり行政とお話しさせて

いただきました。結果として一部のタクシーの仕事が公共交通に食われてしまったところ

もあるのかもしれませんが、大枠で言うならなんとか宮タクという事業が成功していった

という経過がございます。実は今回の件も正直に申しましてどちらかといえば怖いのは

我々の方で、いわゆる一般管理費のこととかいろいろありますが、富士宮市が静岡県、引

いては日本全国を率いてこういった新しいことをする中で我々もこれを応援しなければな

らないのかな、という思いで我々も苦渋の選択もありましたけども市の事業に参加させて

もらいたい、日本でも最先端の公共交通に協力していきたいという思いがあります。ぜひ

よろしくお願いいたします。 
静岡県バス協会 平野委員 
かなり便利な方法になると市民の方が登録されるでしょうからそれだけ需要も増えて市

の補助額も増えることになり、そのため運賃も 100 円値上げという形で市の方も対応され

るということでした。ただ、一度便利になってしまうと撤退することはできないのでその

辺もどう思っているのかということ、あと便利になるが故に時間を区切ることで、1 台で済

むべきところが 2 台、3 台となるとタクシー会社さんに増便してもらえるのかどうなのか、

その辺も憂慮されるところでございます。他の公共交通会議に出たとき、デマンド交通の

話も出まして予約を受けてもタクシー会社が運転手の手配ができるかどうかというような

ことも聞きました。タクシー事業者だけでなくバス事業者も同じですが運転手不足で、朝

早くから比較的仕事がない、一般のお客様の予約が入りこれをやらなければならない、運

転手の手配ができない、そういう実態があるとタクシー事業さんからも聞きました。その

辺のフォローもできるような形でやってもらえるのかということです。 
事務局（高野） 
ご心配の通り宮タクが増便するわけですし、経費も上がると見込んでおります。今は財
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政の方にも実施計画の予算を少し上げることで出しております。もちろん今日これで決定

するわけではございませんが、この辺はこの制度の関係と市の予算の関係、並行して進め

なければいけないという中で、私どもの責任において市の当局にこれだけの利便性がある

のだからそれなりの予算をお願いします、ということを併せて言っていくつもりでおりま

す。また便数が増えることで賄いきれるのかというお話でしたが、現在でも多いときには

同じ時間に 3 台出ることもございます。全てのタクシー会社が宮タク用に 4 台まで登録し

ておりますので、同時間帯に 4 台出ることは可能です。米山社長のところは 20 数台すべて

が宮タクに対応できるということでご配慮いただいていますので、いつでも宮タクが出る

ことは可能だろうと思っております。 
議長（副市長） 
今日の話でどうですか藤井先生。衝撃の内容でしたが。 

日本大学 藤井委員 
基本的には難しくてなかなか分かりにくかったというのが現実のところだと思います。

一番はじめに不思議に思った、というか心配に思ったんですが、よくタクシー会社さんが

うん、と言ったなというのが率直な印象でした。先ほど米山委員の方から公共交通として

富士宮市が進んでいるところを止めたくない、後押しするんだという思いがあって初めて

動き出したということでやっと納得したんですが、タクシー会社さんにかかる負担が極め

て大きいと思います。というのは基本的なことだけではなくて、例えば今までは乗ったと

ころから中心街へ行くときは基本、運賃は固定で来ていた。しかしこれがエリアを越える

ことによって、一人だけ乗せている時は問題ありませんが、相乗りとなって組み合わせで

乗せる場合には、例えば A さんは一人で 700 円、でも途中でピックアップした B さんはエ

リアが変わるので 500 円ですよ、とエリアごとの運用が変わってくる。そういったことを

ドライバーの方が全部まかなわなくてはいけない。更に今度は縦方向といいますか、街中

ゾーンに向かってくるというベクトルが合っていればこれは意外とやりやすいんですが、

途中方向のところで同一エリアあるいは郊外地区の他エリアにいっての組み合わせでピッ

クアップして相乗りするといった時に時間帯運用がダイヤ通りにいくんだろうかという問

題もあります。そういったことも考えるとタクシー会社さんも予約の仕組み自体もかなり

工夫しないと運行ができないのではないか。件数が少なければ問題ないんですが、大々的

にピックアップすると思うとプラスすればするほどタクシー事業者さんの営業所内での取

り組みが煩雑になる、ということをかなり理解していただいた上でうんと言ってくれたな

らすごいな、といったところが率直な印象です。 
ただこれに関しては利用状況を見ていかないといけないんですが、利便性を上げるとい

ってやっていたところに安全運行の管理がきちんとできるかどうかということも含めて今

後検討していかなければならないのかなという印象なのがまず一つ、あともう一つは

PDCA、先ほど評価した結果がこれをやることによってどうつながっていくのかが分かりに

くくなったというのが率直なところです。従来、公共交通を位置付けていく中で交通不便

地域から来ることはできるけども、逆に交通不便地域に行きたいという人のアクセス、イ

グレス交通も確保できているか、というと不便地域在住の方の分しかできていない。それ
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に対する大きなチャレンジをされている、このことについては非常に評価できるんですね。

そういった面で考えていくと例えば山宮地区は平均乗車率が 2.0 人を超えている地域です

ね。かつ収益も 106%あがっている。ということはそのエリアの方は街中ゾーンに来ること

に対して利便性を感じて宮タクを活用している。それで収益も上がっている。その方たち

がゾーン間を超えることで運賃が上がるわけです。ということは PDCA をやって全体の経

営をプール制という概念でやって、市の財政も厳しいので運賃全体の収入で底上げするん

だよという考え方もあるでしょうし、これだけ健全路線でいっているのであれば平均乗車

率が 2.0 を超えている地域や運行実績が上がっている路線については運賃に関しては現状

維持で、などいろんなことを考えていかないとサービス水準は上がってこない。街中ゾー

ンに来るときにいろんな選択肢が増えました、市の中でも福祉会館やいろいろなところへ

行けます、としても現状の街中ゾーンへの依存率が高ければ新たな利用の動向はどれだけ

増えるのか、これもなかなか予想がつきにくい。いいことをやればやっただけ苦しい悩み

がでてくる、これが実態だと思うので、やることに対しては非常に前向きで面白いと思う

んですが、その後の対応をどうするのかをぜひ検討していただきたい。収益が上がってい

ないところについてはどうしても廃止できなくて、でも公共交通として皆さんの移動を支

援するためには当然値上げもしていかなければならない、市の公共交通の財源としても負

担がいかないので、というのは理解しやすいと思いますが、現在収益が上がっているとこ

ろの実質値上げを市民の方にどう説明していくのか、その辺のきちんとした評価ができな

いと難しいかなという印象があります。 
あとは先ほど出てきた PR の方向で利用のパターンは複雑でいろいろな組み合わせがあ

ります、という話がありました。例えば私が北部に住んでいて、途中でどこかに行こうと

思って複数の候補がある、それを問い合わせすれば、という話でした。おじいちゃんおば

あちゃんが行きたい場所があってどこを組み合わせればいいんですかといったら、問い合

わせ先はタクシー会社か、あるいは先ほどパンフレットを送られるという話でしたが、交

通対策室に連絡すればきちんと一運行型がそこで提示されると。提示されて路線が確定す

るとある意味サービスの多面性が広がりますので一つの路線が固まってくる。それが蓄積

できれば曜日あるいは週、月といった回数運用で 1 日どれくらいの見込みが出てくるかが

分かります。今回もアンケート調査が出ていますが、その中で複数の方たちの移動先をピ

ックアップして、いくつかの施設を組み合わせて利用される方達が本当に多いのか、そう

いったところを数値で今までのアンケート調査からも拾っていただいた方がおそらくタク

シー会社の人達にとっても直運行から派生するものが何割くらいアップするのかが少しイ

メージしやすくなるのではないかと。11 月の会議に間に合うかどうか心配ですけれども、

やっていかないと。やってみて増えてしまってうれしい悲鳴となるのもありがたい話です

が、それで混乱してしまうのが問題で、混乱が起きて高齢者に何か面倒くさくなったと思

われてしまうと後につながらないので、ここでこう利用したから便利だった、助かったと

思ってもらうためにはどこで受け皿として担保していただけるのかもご検討いただけると

いいなと思います。 
少々早口になってしまい申し訳ありませんが、今気になったのはそんなところです。 
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議長（副市長） 
いろいろご指摘をしていただきました。では事務局から、時間の関係もありますから特

に何かあればお願いします。 
事務局（高野） 

PDCA について、確かに今度は回送帰社便ということで基本的には需要が少ない時間帯

の便を出すことになります。ですから予約が入っても一人 1 台のマイタクシーになる可能

性は多分にあります。従いまして増便の部分が乗車密度を下げるということはあります。

ただ複数の方の利用があれば下がるばかりではないと思いますし、やってみなければ分か

りませんがご心配の通りそれをやって PDCA が下がるということはあると思います。 
それから同一値上げについてですが、これは財政的な負担が大きくなるから値上げとい

うよりもサービス水準が上がるからで、途中下車ができるという今まで一番不便だったと

ころをできるようにしたことで利用者にはかなり便利になるはずです。サービス水準に見

合った値上げである、その辺を強調して市民の方にはご理解いただきたいと思っています。 
それから PR の可能性ですが、実際に複数のエリアをまたいで利用される方は極めて少な

いという認識でいます。同一エリア内での利用が基本的になります、こういうご利用もあ

りますよというご案内はしなければならないと考えていますが、まずそれよりも普段使っ

ているところで途中下車もできますよ、というところからクローズアップして導入し、さ

らに乗り継げばこんなところにも行けますというアドバイスをさせていただきます、とい

う形にします。少しずつアナウンスすることで許容範囲を大きくしていくことを考え、ま

ずは途中下車できますよというところから PR していきたいと思います。 
議長（副市長） 
ありがとうございました。おそらくいろいろな議論があると思います。なお本議案は 11

月開催予定の活性化再生会議で正式に運行形態について再度提出していただきますので、

出たご意見以外でお気づきの点等ございましたら電話でも結構ですから事務局の方へまた

ご連絡いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
ちょっとうまくまとまりませんでしたが第 2 号議案につきましてはそのようにしたいと

思います。 
続いて「第 3 号議案 単独維持困難路線に係る申出について」を議題としたいと思いま

す。この件につきましては民間バス路線にかかる内容となりますので、申出事業者であり

ます富士急行株式会社および山交タウンコーチ株式会社のご担当者様より説明をお願いい

たします。 
 
第 3号議案 単独維持困難路線に係る申出について 

富士急静岡バス 佐野委員 
 富士急静岡バスの佐野です。日頃より弊社の事業に皆様よりご理解ご協力いただきまし

てありがとうございます。それでは着席にてご説明させていただきます。 
私ども富士急静岡バスは平成 26 年 9 月 30 日付にて県の方、静岡県生活交通確保協議会

長宛に提出させていただく予定でございます。弊社の路線で単独では収益が取れないとこ
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ろをお助けいただきたいということです。 
まずは P.15 の国庫補助路線ですが、市と市を結ぶ路線、旧芝川町とをまたぐ路線につい

ての申出になります。まずは富士宮駅から柚野支所を経由して上柚野まで行く柚野線、西

富士宮駅から富士宮駅を経由し富士市大渕を通る曽比奈線、同じように富士宮駅から富士

市大渕を通りまして吉原中央駅へいく大渕線、最後に富士宮駅から 139 号線を通り吉原中

央駅まで向かう大月線、この 4 路線を出させていただきたいと思っています。 
次に富士宮市単独で継続困難となる路線です。こちらは全部で 7 本、こちらは P.16 にあり

まして次の P.17 に追加で 3 路線を提出させていただきました。7 本の方は富士宮駅から猪

之頭、次にこれは 1 本ですがスポーツ公園行き、3 つ目が二本松から富士根北小学校、中学

校を経由して富士宮駅にくる粟倉団地線、4 つ目が富士宮駅から青木平中央公園を経由しま

して上野まで行く上野線、5 つ目が富士宮駅から白糸まで行く線、6 つ目が同じく富士宮駅

から白糸を経由しまして足形へ行く線、7 つ目が白糸を経由し休暇村富士まで行く線でござ

います。次のページ、今年から系統赤字の路線となりますのが、朝 1 本だけですが根原か

ら猪之頭中学校、猪之頭地域を経由しまして富士宮駅に来る線、あと 2 つは新規で富士宮

駅から万野団地、粟倉団地を循環しています内回り、外回りの各路線ということで計 14 路

線を申出させていただいております。 
私どもの会社としましても赤字にならないような経営努力をしてまいりましたけども、

今回路線の単独維持困難ということで提出させていただきたいのでなにとぞご理解のほど

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。富士急静岡バスからの説明でした。この件についてご質問等

はよろしいですか。 
ないようですので次に山交タウンコーチ株式会社様より説明をお願いいたします。 

事業者説明員（山交タウンコーチ 野口） 
山交タウンコーチの野口でございます。日頃より弊社のバス事業にご協力いただいてお

りますこと、この場をお借りして御礼申し上げます。当社の単独継続困難バス路線につき

まして着座にてご説明をさせていただきます。 
資料 P.28 をご覧ください。富士宮市内の申出路線につきましては引き続き国庫補助系統

であります富士宮駅を起点としイオン・星山台を経由した蒲原病院まで向かう線でござい

ます。申出概要につきましては H28 年度から 3 か年計画でして、運行回数、実車走行キロ

につきましては各年度の曜日配列から、平日運行および休日運行の実績より算出させてい

ただいております。また収入、損益につきましても過去の業績を参考に見込み値として国

庫補助要綱に基づき算出させていただいております。なお P.29 ページ以降につきましては

実際に県に提出する予定でおります様式を添付させていただいております。今後とも公共

交通ネットワークの構築に向け、時刻改正等、利便性確保を模索しつつ富士宮市さんをは

じめとした関係各所にご協力いただきながら路線バスの維持に努めてまいりますので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 
議長（副市長） 
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ありがとうございました。山交タウンコーチ様からの説明が終わりました。これらにつ

きまして何かご質問等はございませんか。 
それではお諮りをいたします。「第 3 号議案 単独維持困難路線に係る申出について」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ございます。よって本件につきましては原案の通り承認されま

した。各事業者様は承認された内容につきまして県協議会への提出をお願いいたします。 
次に「第 4 号議案 市営バス等の運行に係る申出について」を議題といたします。事務

局から説明をお願いします。 
 
第 4号議案 市営バス等の運行に係る申出について 

事務局（高野） 
 それでは資料の P.34 をご覧ください。H27 年度の市町自主運行バス事業の申出でござい

ます。1～6 については宮バスの運行になります。H27 年度は本年度と特に変更は予定して

おりませんので、運行回数、キロ程につきましては今年と同じになっております。なお備

考欄のフィーダー路線とありますのは国庫補助路線で、現在も国庫補助路線ですので来年

度も国庫補助路線で対応したいと思っております。P.35 をご覧ください。7～12 こちらが

宮バス芝川路線になります。芝富線が 2 系統、それから香葉台線、稗久保線が 2 系統、稲

子線となっております。こちらもキロ程、回数に変更はございません。 
13～21 こちらが宮タクになります。こちらにつきましては運行回数変更のご提案をさせ

ていただきました。まだ承認されたわけではございませんが、それを見越して 1 日当たり

の運行回数を増やした形で提示させていただきます。もし万が一承認が下りなかった場合

は県の協議会の方に修正案を出しますが、それぞれ運行回数を増やしてあります。なお運

行系統の終点部分、街中「エリア」となっていますが、先ほどご説明の通り「ゾーン」に

訂正して県に上げたいと思っております。以上です。 
議長（副市長） 
事務局からの説明は終わりました。この件について何かよろしいですか。 

静岡県バス協会 平野委員 
 P.35 芝富線の平均乗車密度が 0 になっていますが、これを申請して何かあるのでしょう

か。申出番号 7 番です。 
事務局（高野） 
これはもともと回送でいっていたものでして、芝川駅を出て芝富方面から子供たちを乗

せてくる、というのを回送だったものを実車にして、運行回数を 0.5 回としております。と

ころが実績がございませんでした。本当は 0.01 等、1 年間で 1 人か 2 人使っていたんです

が、小数点以下で計算した結果 0 になってしまったと。今回これで申出を上げます。ただ

しこれにつきましては、補助金等は県の査定がなかったです。カットされることは承知で

上げるつもりでおります。 
議長（副市長） 
その他よろしいですか。 
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それではないようですのでお諮りいたします。「第 4 号議案 市営バス等の運行に係る申

出について」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、ということでございます。よって原案の通り承認いたします。事務局は承

認された内容につきまして県の協議会への提出をお願いいたします。 
以上で本日の協議事項は全て終了いたしました。 

１６：２０協議事項終了 

 
(2) 報告事項 

議長（副市長） 
続きまして報告事項を議題といたします。報告事項①「市民満足度調査の結果について」

説明をお願いします。 
 

 ① 市民満足度調査の結果について  

事務局（高野） 
それでは別冊の資料 6 をご覧ください。こちらはかなりボリュームがありますから、か

いつまんでご説明をいたしますのでご了解ください。 
本件につきましては今年の 5 月 26 日～6 月 16 日に市民を無作為 1%抽出して集めたデー

タでございます。41%の回答率がございました。支部ごとに分類をしております。回答者の

性別については女性の方が若干多く、年代については 60 歳代が多いという状況です。P.2
をご覧ください。無作為抽出をしておりますので、やはり会社勤めの方が一番多かったで

す。従いまして運転をするかしないかという質問に対しては当然「する」と答えた方が 77%、

運転しない人が 21%、これは思ったよりも多いのかなという感想を持っております。 
Q.1 外出頻度、Q.2 外出目的についての質問には会社勤めの方が多いですから、当然「1

ほぼ毎日」で「1 通勤」のためが 1 位、それ以外の方については「4 買い物・食事」が目的

となるわけですが、これについては「3 週に 3～5 回」が多いのかなと分析をしております。 
P.3 をご覧ください。Q.3 外出時の移動手段で最も多いのは何ですか、に対する回答はや

はり「1 自分で運転する車」でした。またそれぞれの項目について満足度も聞いております

が、自分で運転する人の満足度が 3.9 と一番高いです。気になるのは宮タクを選んだ方の満

足度ですが、「5 宮バス」が 2.4、「7 一般タクシー」が 2.0 となっているのに比べて「6 宮タ

ク」の 3.3 は高いのかなという印象です。ただデータ量が少ないので必ずしも宮タクが高い

評価であるとは言い切れません。 
Q.4 をご覧ください。外出時間を尋ねたものです。これにより宮タクの時間配分を決めて

いまして、Q.5 では反対に帰宅時間を尋ねており、午後 5 時~7 時が最も多い時間帯でした。 
Q.6 ではエコ通勤について聞いたものですが、「4 マイカーは便利なので、公共交通が充

実しても転換が難しい」と答える方が一番多かったです。毎年この質問はありますが昨年

は 48%だったのに対し今年は 51.3%、ということでエコ通勤に対する考え方が低下してき

ている、というか変わってきているようです。 
Q.7 でマイカー通勤以外の方に困っているか聞いたところ、思ったより困っていない人が
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多く、「2 困っていない」が 49%でした。そこで Q.8 で困っている人に聞きました。「移動

の改善に必要なことは何ですか」という問いに対し、一番多いのは「2 路線バスの増便」、

次が「4 宮バスの拡大(延長)」、その次が「5 宮バスの増便」となりました。 
Q.9 で聞いているのも毎年の質問ですが「市営公共交通について、今後どのようにしてい

くのが望ましいと思いますか」というもので、自由回答の中に「あまりに答えが極端すぎ

て回答できなかった」という意見もありましたが、選択項目は「1 市が予算を増額すること

で、路線拡大や増便を行い、マイカーが無くても困らない、公共交通が充実した社会を目

指すべき」「2 市は予算を節約し、交通弱者が困らない必要最低限の公共交通を確保すれば

よい」「3 市だけに頼るのではなく、地域が応分の負担をすることで、地域の実情に合った

公共交通の仕組みを構築すべき」「4 移動手段は自己責任とし、市はかかわらなくても良い

と思う」となっております。今年度 1 番多かったのが 1 のマイカーがなくても困らない、

充実した社会を目指してほしいということで 35%でした。このアンケート調査を 4 年ほど

やっていますが、初めて 1 と 2 が逆転しました。今までは 2 の必要最低限の公共交通でよ

いという意見が 1 位でしたが、今年度初めて充実したものがほしいとなりました。これは

富士宮市の取り組みの中で公共交通に対する意識が上がっていること、また老後に対する

不安が背景にあるのかなと思っています。また、これをクロス集計してみたところ、1 の拡

充を目指している地域は北部地区の支部が多いです。唯一必要最低限でいいといったのは

白糸支部だけです。他の上野、北山、上井出、芝川はすべて 1 番を選択しております。 
Q.10 は満足度についてですが、これはどの年代においてもさほど変わらないという状況

が見て取れます。全体平均では 3.7 と出まして、今年目標に掲げた 3.8 に 0.1 ポイント足り

なかったという結果になっております。 
P.9 以降は結果を支部ごとに分けたもので、ご自宅に帰ってから街中と北部地域、農山村

地域はどれだけ意識が違うのかということを比較していただけるかと思いますので、また

ご覧いただきたいと思います。 
P.93 以降は自由記入欄があります。これを読むと非常に耳の痛い意見もありますが、い

ろいろな意見が出ております。今回は部門ごとに仕分けいたしました。宮バス宮タクに対

する意見は全部で 29、このうち 13 が宮バスの増便に関する意見でした。それから P.94～
96 が路線バスに関する意見で、最も多く 33 あります。今日は富士急静岡バス様、山交タウ

ンコーチ様がお見えになっていますから、読んでいただければ何かヒントが隠されている

かもしれませんのでよろしくお願いいたします。その他は JR や道路についての意見もいた

だいております。気になるのは P.99 からの自分の老後に関する意見で、年々増えており今

年は 23 件、今はいいけども今後が心配、というご意見をいただいております。 
以上、ざっとではございますがアンケート調査の説明とさせていただきます。 

議長（副市長） 
事務局から「市民満足度調査についてのアンケート結果」でございました。特に何かご

意見、ご質問等ありましたらお伺いします。膨大な量ですがかなり丁寧にアンケートして

おりますのでまた参考にしていただけたらと思います。 
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 ② 平成 26 年度「のりもの祭」の実施について  
議長（副市長） 
それではあと 1 件ございます。報告事項②「平成 26 年度「のりもの祭」の実施について」

事務局よりお願いします。 
事務局（高野） 
 それでは議案書の P.1 に戻ってください。H26 のりもの祭の実施についてです。開催は

10 月 18 日（土）と 19 日（日）の 2 日間でございます。場所は富士宮市役所の北側駐車場

です。内容については宮バス、宮タクの展示をし、走りませんが乗車は可能となっており

ます。その他にもオリジナルカレンダーの贈呈ですとかのりもの川柳、のりものゲーム、

ぬりえなどで 2 日間楽しんでもらえればと思っております。よろしくお願いいたします。 
議長（副市長） 

H26 年度のりもの祭の実施についての報告でございました。2 日間ありますので是非み

なさまのご参加をお願いいたします。 
以上で報告事項は終わりました。時間がおしておりますが、この際ですから公共交通に

対してのご意見ご要望などございましたらお伺いします。よろしいでしょうか。 
それではありがとうございました。本日は貴重なご意見、といいますか、こちらの提案

が大胆だったかと思いますが、たくさんの問題を含んでいると思いますし、またそれに対

するご意見、アドバイス等をいただきました。次回 11 月までにそのことを吟味しまた修正

し、まとまったものとして上げることをお願いいたします。また今日ご発言いただいたこ

と以外にも何かございましたらご遠慮なく事務局の方にお知らせいただきたいと思います。 
それでは以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしました。この後の進行は事務局

よりお願いいたします。 
 

１６：３０報告事項終了 

 
事務局（竹川） 
それでは委員の皆様、並びに関係者の皆様、長時間にわたりご審議いただきどうもあり

がとうございました。 
次回の会議についてご案内いたします。今年度 3 回目の地域公共交通活性化再生会議は、

11 月 21 日午後での開催を予定しておりますが、こちらあくまで予定となります。また事前

にご連絡をお送りいたしますので、正式にはそちらの方をご覧になっていただいてご確認

をお願いいたします。 
それでは以上をもちまして、平成 26 年度第 2 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。本日はお忙しい中皆様にご出席いただき誠にありがとうございました。 
 

【閉会】 


