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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 26 年 11 月 21 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 1８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・山本静候委員・土屋善江委員・望月利浩

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・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６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 塩川雅子 /石川理絵） 

合計 ２４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２６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。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１件、報告事項１件を予定しております。また、議事終了後に

富士宮市モビリティ・マネジメント「のりものゲーム」を行います。所要時間は４０分

程度となります。皆様の御参加をお願いいたします。 

続いて、会議に入る前に、新たに事務局員となりました職員の紹介をいたします。 

 市民生活課 交通対策室の 石川理絵 です。 よろしくお願いいたします。 

事務局（石川） 

よろしくお願いいたします。 
事務局（竹川） 

 はじめに、定足数につきましてご報告申し上げます。 

富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約第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 1８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。 

富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約第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。 
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【協議事項】 
第１号議案 宮タクの運行形態改善（承認）について 

 

議長（副市長）： 

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。今説明がありましたように、今日は、協議事項として、件数も多くなく、

少し早く終わると思います。そこで、のりものゲーム。なかなか奥の深いゲームです。

時間が許すかぎり、ぜひとも、ご参加をお願い致します。 

それでは、早速、議事協議事項に入っていきたいと思います。 

 

はじめに、「第１号議案 宮タクの運行形態改善について」を議題といたします。 

 本件は、前回の第２回会議において、事務局から素案を提示させていただき、いろいろ

な御意見等をいただいたと伺っております。その、ご意見を頂いたものの、ご承認につ

いて皆さまにお諮りすることとなります。それでは事務局から説明をお願い致します。 

 

事務局（高野） 

 はい。ご苦労さまです。それでは、議案について説明させていただきます。議案書の

１ページを御覧ください。「協議事項第１号議案 宮タクの運行形態改善承認について」 

この件につきましては、先ほど、会長からもありましたが、前回会議の席上でもご意見

いただいています。また、その後、各タクシー事業者からもご意見を頂いている中で、

本日は、その修正案を含めて、ご承認を頂きたいと思っております。 

前回、望月議員から、街中エリアの拡大について、東町、それから、駅前については、

面的に広がっているのに対し、西町は、線だけでは、どうなのか？というご意見をいた

だきました。また、芝川の斉藤議員からは、宮タクが「街中エリア」までくれば、全て

の方が、色々なところに乗り継ぎできる、という説明をいたしましたところ、それであ

れば、身延線で駅まででれば、芝川の方も宮タクが利用できる。芝川の方も登録ができ

るようにしたらどうか？というご意見を頂きました。 
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また、藤井委員からは、タクシー会社負担が非常に大きくなるのではないか？ 

大変複雑な仕組みで、よくこういうものが、理解が得られましたねと、この制度に対し、

大丈夫なのか？という、今後の不安の声もいただきました。 

また、会議終了後、タクシー協会の事業者から承諾をいただいて、同意のもとに、前回

進めさせていただきましたが、中には制度が分かりにくい、車の配車がどうなるか心配

だという声がありました。 

そこで、事務局側といたしましては、各タクシー事業者の方に足を運びまして、直接お

話しをうかがいました。どうしても会議の中では、意見がうまく吸い上げきれないとい

うことがありましたので、個別に訪問をして意見を伺ってまいりました。その結果とし

て、修正案を提出したいと思います。 

 

それでは、資料の２ページ、３ページを御覧ください。 

左側のページが、９月１２日第二回目に提案した案になります。右側が本日の修正案で

ございます。赤い部分が変更部分とご理解ください。 

変更理由、用語の定義に関しては、特に変更は考えておりません。 

改正案ですが、１番について、左側のページでは、エリアの拡大及び会員登録となって

おりますが、会員登録については、この後の修正案で、取り扱いが、若干異なって参り

ますので、ここでは、エリアの拡大のみとしまして、あとの項目で会員登録については、

ふれたいと思います。 

 

まず、新しい表現ですが、「エリア内の途中乗降禁止区域をなくし、エリア内全域で乗

降できるものとする。（飛び地のエリア運行廃止）」ということですが、これは、左側の

修正案と内容は同じですが、左側の書き方がわかりにくい、ということで、修正を加え

たものです。資料の後ろのページのカラー刷りの地図を御覧ください。 

エリアの拡大の例を出しますと、ここでいう「北山エリア」の拡大というのは、北山

の会員証が貼り付けてあるのが、「北山エリア」になりますが、これは元々、Bブロック

と C ブロックの境の方までしか利用できませんでした。 

ここが、交通不便地域、空白地域、郊外部の方々になります。 

その方々が、「街中ゾーン」にいくのに、その途中は会員登録できない、乗り降りでき

ない、という仕組みであったものを、エリアの拡大をすることによって、Aブロック中ま

で、街中まで含めて乗降できる、ただし、乗り降りできるのは、公共施設のみ、という

限定になっておりますが、このように運行できるエリアの拡大をする、街中の方も登録

できるという仕組みして、エリアの拡大をしたいと思っております。これは、前回と特

に変更はございません。 

 

次に２番です。２ページ、３ページをごらんください。 

街中ゾーンの拡大です。①に「西富士宮駅と十字街を結ぶ、県道沿い」となっており
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ました。これは、望月議員からのご指摘にありましたように、面的に、ということで、

交通事業者会議で、はからせていただきました。 

満場一致で、「面的なエリアゾーンの拡大」という同意が得られましたので、今回修正案

を提出致します。 

「西富士宮駅と十字街を結ぶ、県道を中心に、北側市道と身延線の線路までの範囲」と

いうことです。 

先ほどの地図にお戻りください。前回は、西富士宮駅から緑色の線がのびておりました

が、この線を中心に薄い緑色に示してありますが、面的に、身延線の北側、県道から一本

北側の市道、その間を面的に街中エリアにするということで、今回修正案を出させていた

だきたいと思います。 

 

②③については、変更はございません 

次に、「乗降出来る場所、及び、運行形態の改善」ですが、ここが、もっとも大きく変更

があったところであります。 

その理由といたしましては、交通事業者の方から、これについて、ご意見をいただきま

した。もともと宮タクとは、どういったのりものなの？というところから始まりました。  

宮タクは、バス路線の廃止に伴う交通空白地域の方々が、中心市街地まで出てくるのに

利用する仕組みとして、宮タクを始めました。 

それが、非常に便利がいい、というなかで、交通空白でない場所でも、バス停まで遠い、

足腰が不自由、ご高齢の方たちが利用するのには、バスよりも宮タクの方がいいという

ことで、現在は、ほぼ市内の全域に宮タクが入っております。 

郊外部、山村部の方が、街中に集まるという仕組みは、現在も、持っています。しかし、

前回の提出案においては、街中の方も、郊外の施設や病院にいけるという仕組みを取り

入れていました。 

 

これにつきましては、本来の宮タクの趣旨と離れてしまった、というご指摘がありまし

た。もちろん、ニーズに合わせて、改良していくことは、良いことではありますが、あ

まりにも、極端に変えてしまうと、ついていけない、という意見がございました。 

今から、修正案をご説明いたしますが、あくまでも、前回の案を白紙に戻すのではなく、

前回提出した案が、最終的な形としましたら、今回の案は、ワンステップおいて、段階

的に宮タクを良い形で保って行きたい、という修正案になります。 

 

③④ところが、赤くなっております。左側修正前では、他エリアの移動も可となってお

ります。③④は移動場所の違いだけで、内容は同じになります。 

３ページにおける修正案の方では、「基礎エリア内の郊外ゾーン内にある公共施設等と公

共施設、④では街中エリア」となっております。基礎エリア内とは、自宅が属するエリ

アです。 

今回の修正案は、今まで通り「北山エリア」であれば「北山エリア」と「街中エリア」

を行ったり来たりするだけということになります。 
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前回は、「街中エリア」までくれば、別の「山宮エリア」「富士根エリア」の宮タクに乗

り換えることで、色々な公共機関や病院などに行くことが可能となるという仕組みへの

変更案でありましたが、事業者様の提案、意見を伺い、街中と居住地の郊外部を行き来

する形態に改めたいと思います。 

 

以前は、何らかの方法で、誰かに病院まで送ってもらう、そこから基礎エリアではない

が、宮タクを乗り継いで駅まで行ける、イオンまで行けるという形態でしたが、修正案

は、それは出来なくなります。 

利用者サイドからすると、「どうしてなの？せっかく良い仕組みになるのに・・」という、

ご不満の声もあるかと思いますが、もともと、バスとタクシーの中間的な役割というの

が宮タクの位置づけでありました。そのバランスを取ることが重要であります。 

市民目線だけでは、いろんな問題もあるということで、今回は、間をとった修正案にい

たりました。これらが、もっとも大きな修正案になります。 

 

次に 4、5ページをご覧ください。 

運賃の改定に関しましては、変更はありません。 

運行回数と時刻表ですが、運行回数については、変更はありませんが、時刻表の方で、

若干修正があります。 

南部エリアですが、「下り 1便 9：30」「2便 上り 10:00」となっておりますが、「安居山

エリア」「上野エリア」「南部エリア」に関しましては、現在同じ事業者が担当しており

ます。今回便数も増えるということで、同じ時間帯に台数が集まると、配車が難しいと

いうご意見があり、南部エリア「下り１便」に関しては、10:15 に繰り下げたいと考えて

おります。 

これは、上りの 2便として折り返しますので「上り 2便 10:00 が 10：30」となり、15 分

で折り返すかたちとなります。 

また、上り３便につきましても、前回提案の 12：30 分では、折り返すまでの時間が、あ

まりすぎてしまうので、12：20 に時刻の変更をしたいと思います。 

 

上野エリアにつきましては、時間の変更はございませんが、予約のルールに関して、変

更がございます。予約のルール変更につきましては、道路交通法に抵触するかは、わか

りませんが・・現在、１番便に関しては、前日の２０時までに予約をするというルール

を各エリア共通事項として設定していますが、上野エリアに関しましては、利用者が多

く、前日までに利用者数を把握しないと、配車が大変で、運転手が間に合わないという

状況が、すでに起こっております。 

今回、上野エリア便数も増えるという中で、上野エリアに関してのみですが、1便及び２

便出発に関しては、前日の２０時までに予約を行うというルール化を盛り込みたいと思

います。これに関しては、利用者への周知という程度なのかもしれませんが、一応、上

野エリア特別ルールとして提案いたします。 
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次に、6ページ、7ページになります。 

こちらも、時刻の変更が若干ございます。 

山宮エリア、１便ですが、この時間帯は、かなり渋滞が多いということで、課題となっ

ております。 

もともと、この路線を作ったのが、山宮工業団地の通勤で利用も可能、ということもあ

り、就業時間に間に合わないという状況は避けたい、ということで、事業者と話し合い、

「7：30 を 7：10」「7：40 を 7：20」「7：50 を 7：40」とし、8：00 の上り便に折り返せ

るということで、時間の変更をさせて頂きました。 

 

次に、北山エリアです。北山エリアも同じように、渋滞の課題がありましたので、 

同じく１便について、時間を 10 分繰り上げ「7：30 を 7：20」「7：40 を 7：30」「7：50

を 7：40」と変更いたしました。 

また、4便ですが、北山エリア「16：00」「16：10」「16：20」の４便というのは、もとも

となく、新規の便でありました。 

修正前の時間ですと、折り返しまでの時間がありすぎて、一回タクシーが、事業所に戻

らなければならず、中途半端な時間でもったいない、というご意見がありました。 

修正案では、20 分繰り下げ「16：20」「16：30」「16：40」といたしました。 

これですと、渋滞を加味しても、そのまま、17：00 の折り返しに丁度、間に合うという

ことで修正させていただきました。 

以上が時刻表の説明です。 

 

次に新しい６番、会員登録についてです。 

これは、前回、斉藤議員から「芝川の方も使える仕組みを・・」というお話がありまし

たが、先ほど、運行形態の修正の提案の際にも、ありました通り、自宅のある「基礎エ

リア」でしか移動できない形態の提案になっておりますので、自ずと、会員登録の方に

も影響が出てきます。 

「エリア内のすべての住民が会員登録出来るものとする」となっております。 

エリア内ということですので、裏返すと、芝川の方はエリア内ではございませんので、

登録はできません。 

「ただし、登録出来るエリアは、あらかじめ市が定める基礎エリアとする（他のエリア

への乗り継ぎは取り止め、宮タクエリア外の住民は登録できないものとする）」 

ということで、申し訳ございませんが、運行形態上の話の中で、全員が登録できる仕組

みは難しいということになりました。 

 

 

 

次に、À３の横の地図を御覧ください。 

山宮エリアは、街中まで来ております。 
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街中ゾーンのすべての方が、必ず、どこかの色分けの中に入るということになっており

ます。 

東の方は、街中ゾーンの東側の地域、これは、行政区、○○区、で分けてございます。 

前回の提案では、街中にいれば、どこでも行けるとう仕組みでしたが、修正案では、 

街中の方も、自分がどのエリアに属するかによって、移動範囲が決まってくるというこ

とになります。 

山宮エリアの人は、字が小さくて、恐縮ですが、ひばりヶ丘、富士見ヶ丘、木の花、 

城山は、山宮のエリアということになります。 

城山の方が、登録したいということになりましたら、自動的に山宮エリアに登録となり

ます。この方は、城山と山宮エリアを行ったり来たりは可能ですが、この方が、脳研に

行きたい、西小泉町の病院に行きたいと言っても「エリア外」なので、行くことはでき

ないということになります。 

逆に、咲花の方は、富士根エリアに属しますので、脳研や小泉の病院には行けますが、

福祉会館や北山医院には、行けないという事になります。 

このような、地区割りを市の方で決めまして、それに基づいて登録作業を行いたいと思

います。これらについて、７ページの６番に新たに記載させていただきました。 

以上が、一号議案の宮タクの運行形態改善の修正案でございます。 

よろしくお願い致します。 

 

議長 

事務局からの説明がありました。この件について、わかりにくいところもあるかと思い

ますので、何か確認事項、ご質問等ありますでしょうか。 

前回は、画期的な提案と申しますか、「エリアからエリア」に移動出来るということにな

ると、タクシーと変わらなくなってしまう、市民の利便性を考える宮タクというものが、 

新しい公共交通手段というところまで、行ってしまいそうになってしまった。 

そんな中、色々とタクシー業界の方々のお話を聞く中で、段階的に行こうということで、 

前段階に戻しての修正案となりました。 

その他、渋滞等の時間調整、エリア登録の件など、ありましたが、わかりにくい所もあ

るかと思います。何か質問をいただきたいと思います。 

タクシー協会さんの方で何か、ありますでしょうか。 

 

米山委員：はい。タクシー協会でも、打ち合わせをさせてもらいました。 

私もどちらかと言うと、新しいもの好きというか、新しい公共交通を考えている富士宮

市さん、素晴らしい提案だなと、無理強いをメンバーにしているところもございまして、 

飛躍しすぎているという指摘もあります。 

ただ、少なくとも、平成２０年４月から、スタートして、ここまで来ているということ

は、県の他の市にも誇れるものではないのかと・・とにかく、この宮タクというのは、  

ドライバーさんにとって地域の役に立っているという誇らしい思いがあるものです。 

公共交通の活性化につながる良き仕組みであると思っております。 
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今回の修正案は、いいところに落ち着いたのかな、という感じを受けております。 

 

議長 

そのほか、ありますでしょうか？ 

藤井委員 

よろしいですか？ 高野室長の方から冒頭にもありましたように、前回お話をうかがっ

た時に、よくタクシー会社の方々が、うんと言いましたね・・と率直に私はそう感じた

んですね。と言いますのも、確か、事務局が都市計画課から、この市民生活課に担当が

変わった際に、全体像の話を私、コメントさせていただいたのですが、都市計画課の領

域でこの交通計画を、考えていくと、かなり、エリア計画、ゾーンニングの分担、地域

性を判断してのコンパクトシティといった政策、その中の交通政策をどう考えるか？と

いった視点から入る。市民生活という視点から入ると、市民の足をいかに便利にできる

か、となる。 

そうなると視点が両者違う立場で、同じように市民の利便性を考えている。ある意味、

逆の発想になりかねない。その辺りは、都市計画課との関連性をかなり継続しながら、

市民生活課、窓口としての市民の利益を考えてほしいとコメントした。公共交通を考え

るときは、市の公共交通をどうすべきか？という全体像を捉えながら、役割分担を考え

ていくことが大変重要になる。 

そこのところを、かなり市民要望に優先させていってしまうと、本来の交通体系の質が

かなりずれていってしまう。そういったところのチェック機能に基づいて、この数ヶ月

の間、事業者さんと相談され、本来の持っている宮タクの利用ニーズに落とし所として

修練されてきたのかな、と感じています。 

やはり、公共交通で「宮バス・宮タク」が、全てのオールイマイティのキーワードにな

る、ということはありませんので、どういう形で、民間バス利用者さんや、公共交通と

して以前は位置づけられなかったタクシーというものが、公共交通の枠組みにはいった、

それと、どう連動させるのか、は凄く大事な話ですので、それを、よく考えるきっかけ

になったのではないかとお思います。 

 

利用する立場では「折角いっぱい動けるようになったのに、なんで制約がはいるの？」

という意見もあるかもしれないが、やはり、それぞれの役割分担を忘れてはいけない。

特に、宮タクに関しては、交通不便地域からのアクセスにかなり限定される仕組みであ

り、逆に街中から郊外への利用することはないよね、ということは、当初から言われて

きた問題でした。それに関して、果敢にチャレンジされた点については、評価できる点

である。それを、全域という形で、本来持っているタクシー機能と同じで、タクシーと

同じ乗り合いにするというものでは、若干難しさがありますので、そういった面で、 

段階的な形で、まずは「縦につないだ中心エリア拡大」といったもので、利用者ニーズ

に合って利便性を享受出来るか？ 

それについては、富士宮市には、PDCA という評価がしっかりできていますので、これに

よって、まず、中心街の市民サービスが上がったのか？まだか？どうするか？横につな
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がるには？と、段階的な評価を地道にやられるということは、大変大事なことかと思わ

れます。そういった意味では、今回の修正案に落ち着いて良かったな、と率直に感じて

いるところです。 

 

議長 

これについては、内部的にも議論しました。公共交通の制度が無くなったから困る、そ

れで、だれでも利用できる仕組みとして考えられたものが、段々、福祉との境界が、な

かなか・・個人の便利のために何か制度を作るというのは、どこまでか？ということで、

内部的にかなり議論があった。今回修正案をやってみて、PDCA かけてみる。 

その上で次の画期的なシステムが出来て、みんなの理解に進めるのか？ということも含

め、いまの段階では、市民生活部門のやりたい方向は、わかるが、今回はここまでとい

うことに・・。 

 

斉藤委員 

せっかく良い提案をして頂いているだけに、今回は、やむをえないが、できれば、追々、

この方向にしていけるようなことを、皆さんで考えてもらっていくことではないか・・・

その辺は考慮してもらえれば、と思います。 

室長 

私の思いとすれば、前回の案ではあったのですが、自分にしても、急ぎ過ぎたかと思っ

ております。PDCA をしっかり踏まえた上で、大勢の方が利用できる仕組みを構築してい

きたいと思います。 

 

議長 

個々の交通事業者さんと打ち合わせを踏まえての修正案になります。 

藤井先生から、講評頂きましたが、ここで、お諮りいたします。 
第１号議案 宮タクの運行形態改善（案）につきましては原案の通り承認することでご

異議ありませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしということでございます。よって、本件につきましては、修正をした案で、

原案の通り承認いたします。以上で本日の協議事項は終了させていただきます。 

 
【報告事項】 
次に、報告事項の議題といたします。 

報告事項①のりもの祭の実施報告について、事務局から説明をお願いします。 
事務局（高野）：はい、同じく１ページになります。報告事項①のりもの祭りの実施報告。 

開催日は平成 26 年 11 月 18 日、19日の土日２日間、市役所北側駐車場で行いました。 

タクシー協会のご協力、富士急静岡バスさんのご協力を得まして、大勢の方で賑わいま
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した。アンケートを実施したのですが、その回答数が 524 人です。 

お手元に丸い変なものがあるなあ・・と気になった方もいらっしゃるかと思います。 

これ実は、当日、記念品で差し上げたものです。 

アンケートに答えた方にこれを一つ差し上げました。 

これがなかったら、524 人のアンケートは、たぶん集まらなかっただろうと思います。 

毎年ですね、オリジナルのものを作っているのですが、今年考えましたのは・・お菓子

で食べ残しの袋が、湿気てしまって、さみしいな・・なんて、ことがあります。これを

ですね、こう挟んで、カリカリカリっと、閉めますと、密閉真空状態になる、という、

優れものです。 

まあ、面倒くさいといえば面倒くさいですが・・よかったら使ってみてください。 

これを当日差し上げました。それから、オリジナルカレンダーですね。（カレンダーを見

せる）毎年、来年のカレンダーを、宮バス、宮タクの運転手になって写真入りでプレゼ

ントしています。無料でやっております。今回、425 人の方々が作っております。 

ぬりえは子ども向きですが 340 人。のりもの川柳の投票をしてくださった方が 301 人。 

のりものゲーム。この後皆さんにも体験していただきますが、8組の方が体験したという

結果になっております。 

それではですね、アンケートの結果から、ご説明いたします。別冊のアンケート結果表

からごらんください。資料 2 になります。1ページを開きますと、調査の属性ですね。 

性別年齢等では、女性が多かったです。年齢は、30 第 40 代が多く、若いお母さんが子ど

も連れで遊びに来ているという状況がみられました。 

 

2 ページ、3ページをご覧ください。 

お住まいを聞いておりますが、市役所で行ったということもあり、区長会の支部ごとに

なっておりますが、大宮東、中、西、富丘、と街場の方が大勢集まってきたということ

という状況でした。 

当日どうやって、会場まで来ましたか？という質問については、72％の方が自家用車で

みえています。 

細かく見ますと、宮バスできたという方が 5.2％。富士急民間路線バス 0.4％。 

一般タクシーは 0.2％となっております。 

近くから見えている方も多く、自転車、徒歩という方もある中、こういった状況がみら

れました。 

３ページ、宮バスの知名度ですが、年々知名度は上がっております。 

97.7％、ほぼ、100％に近い方が、宮バスを知っていると答えています。 

４ページは同じ質問を宮タクにしております。 

宮タクは地域性がありますので、宮バスほどではありませんが、84.7％の方が「宮タク

を知っている」と答えています。ただ、この知っているの中身を見ていきますと、宮タ

クの名前はしっているが、宮タクの制度の中身は、よく知らないということがあるよう

です。この辺の PRは、今後の課題となってくると考えております。 

 



-11- 

５ページでは、日常の移動手段について聞いております。 

民間路線バスをどのくらい使いますか？という質問に、利用しないという回答が一番多

かったです。一般タクシー、宮バスに関しても、おなじく「利用しない」が一番多くな

っています。路線バスやタクシーと比べると、若干宮バスの利用者が多いのかなと思わ

れますが、これも、街中の利用者が多い背景がありますので、必ずしも宮バスが人気が

ある、ということではないと思っております。 

 

６ページをごらんください。 

宮タクについて、利用しないという回答が 70％で最も多かったです。 

昨年も行っておりまして、「利用する」の回答は、昨年よりだいぶ増えております。 

今回「週３回以上」「月１～２回程度利用する」という回答は 4％と昨年の 1.1％より 

増えております。エリアの拡大もしていますし、だんだん広がっているのかな、と捉え

ております。 

民間路線バスを利用しない理由に関しては、「他の移動手段の方が便利なため」が多くな

っています。 

それを除きますと見えてきますのが「運行頻度が低いため」という理由です。 

では、本数を増やしたら、乗るのか？という問題がありますが、利用者側は、そういっ

た意識を持っている、ということかと思います。 

次はタクシーですが、先ほどのマイカーを除きますと「料金が高いため」という理由に

なります。料金がやすければ、利用するのか、これも果たしてどうか・・。 

 

７ページ宮バスについては「宮バスが来ない地域に住んでいる」が 19％となっています。 

路線の拡大をすれば、もっと宮バスに乗る可能性が見えてくるわけですが、当然これは、

PDCA の評価の中でやっていくわけですから、それを踏まえての拡大をしていければ、と

考えております。 

これらの結果から、それぞれ、抱えている課題が違うのだということが見えてきます。 

 

8 ページに行きます。 

宮タクについての、使わない理由に「運行ルートや時間帯がわからない」と答えた方が 9％

となっております。宮タクを知っていると答えた方が 86％ですから、いざ使おうとする

と、時間がわからない、運行ルートがわからない、料金がわからない、となってしまっ

ている宮タクの現状ですが、来年４月のリニューアルに向けて、大々的にキャンペーン

を行って PR していきたいと思っています。 

 

続きまして 9 ページ、おすまいからの移動のしやすさについての満足度ですが、「満足」

「やや満足」の割合が昨年よりも増えております。 

50％を超える方が満足と感じているという回答となりました。 

10 ページ以降はクロス集計で、年代ごとの満足度となります。 

黒い塗りつぶしに点の部分が「満足」で、30 代、40 代は、高くなっていますが、自分で
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運転しますので、不便は感じにくいと思われます。 

70 代になりますと、かなり満足度が下がってきています。 

 

11 ページは、住んでいる場所の移動のしやすさですが、 

上野、上井出、芝川の満足度の低い結果となりました。 

北部方面に行くに従って、満足度が下がってしまっています。 

 

12 ページをご覧ください。 

「年齢別 宮バスの利用頻度について」 

子どもと高齢者の利用者が多いことが、捉えられます。 

宮タクにつきましては、エリア運行で際立ったものはみられないのですが、特徴として、

週 3 回以上使うという回答が９人、週１回はゼロ、月に１～２回程度が１２人と、 

使う方は、何回でもリピーターとして、利用しているということで、このような現象が、

宮タクの特徴かと感じております。 

14 ページは実際のアンケート票になります。 

 

15 ページは、今後の取り組みについて書いてございますので、後ほど、ご覧ください。 

 

次に「のりもの川柳」について 

これも、毎年やっておりまして、素晴らしい作品が 171 作品と大量に集まりました。 

当日に向けて、予選会を事務局の方で行い、30 作品に絞り、当日いらした方に、シール

を貼って、投票してもらうという形で選定いたしました。 

この 171 作品ですが、市内の方が４人だけでした。 

インターネットで募集要項を流して、メールで応募してもらう形になっておりますので、 

おそらく、今後も、このような傾向が続くのではないかと思われます。 

それでは、発表いたします。 

 

最優秀は「車窓から 世界遺産を 仰ぎ見る」非常に綺麗な作品です。 

これは、伊豆の国市の方の作品です。 

優秀賞は、「乗り合わせ 宮バス 宮タク 皆、笑顔」これは、県外の方の作品で、宮バ

ス宮タクとは、全く縁もゆかりものない方で、おそらく、インターネットで、情報を仕

入れて、このキーワードを入れれば、票が取れるのではないか、という狙い撃ちのよう

な作品ではないかと思います。 

優秀賞「ぼくだけの のりもの パパの かた車」のりもの川柳ということで、お父さ

んの肩車をのりものに見立てている点が、川柳のおもしろみかと思える作品です。 

以上の作品となっております。 

 

なお、写真の方は、富士急静岡バス様のご協力によりまして、宮バスを１日お借りし、

無料開放を実施して楽しんで頂きました。以上が、のりもの祭りの報告となります。 
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議長：はい、ご苦労様でした。 

のりもの祭りの実施報告について、ご意見等ございましたらいただきたいと思います。 

（なし） 

よろしいですか。 

報告事項に関しては、これで、終了としたいと思います。以上で、本日予定されていた

案件につきましては、決定、報告済みとなりました。最後に、その他といたしまして、

富士宮市公共交通について、ご意見ご要望等ございましたら、お願い致します。 

よろしいでしょうか。では、本日は、短時間でございましたけれども、ご意見ありがと

うございました。以上をもちまして、議事の部は全て、終了いたしました。この後の進

行は事務局の方でお願いいたします。 

 

事務局（竹川）：委員の皆様、並びに関係者の皆様、ご協議いただきましてありがとうご

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 4回地域公共交

通活性化再生会議がございますが、来年 1月 16 日金曜日午後での開催を予定しておりま

す。こちら、まだ、予定となっております。変更になる場合もございます。事前にご連

絡を差し上げますので、お忙しい中恐縮ですがご出席をお願いいたします。 

 

 それでは、引き続きまして、この後、富士宮市モビリティ・マネジメント「のりものゲ

ーム」を行います。ゲームは３グループに分かれて行っていただきます。グループ分け

につきましては、席次表のお名前の横に記載してあります番号が御自身のグループとな

りますので、あらかじめ御確認ください。 

 それでは、ここでゲームの準備をさせていただきます。ここで１０分間の休憩とさせて

いただきます。テーブル等を移動しますので、お手数ですが荷物をお持ちになって休憩

にお入りください。こちらの方に２５分頃までに、戻ってきて頂きますとありがたいで

す。 

また、先ほど、のりもの祭りの報告の中で、カレンダーのご紹介をいたしました。こち

らのホワイトボードのほうに、貼っておきますので、また、ごらんになってください。 

１５：１５【閉会】 

（１０分間休憩） 
のりものゲーム実施 

 １６：１５終了 
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