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《第１回 富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 29 年 5 月 25 日（木） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 ５階 510 会議室 

○出席者 

委員  １６人 

芦澤英治委員･土屋忠男委員・平野洋一委員・篠原克敏委員・佐野智昭委員・大内善久委員・

山崎好信委員・佐藤捷世委員・土屋善江委員・水村裕子委員・保本広司様(代理)･高井知啓様

(代理)・望月滝貴様(代理)・大倉篤委員・佐藤政雄様(代理)・高山あさ江委員 

 

事務局 ５人 

市民部長 佐藤収・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 渡辺美加 

 

合計 ２１人 

 

【開会】 

 

事務局（竹川） 

それでは委員の皆様、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 29 年度第１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。どうぞよろしくお願いい

たします。 

本日の会議は協議事項８件、報告事項３件を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

まず会議に入る前に、新たに委員になられた方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。

ふじさんシニアクラブ富士宮の代表として、ふじさんシニアクラブ富士宮会長の山崎(やまざき)

好信(よしのぶ)様でございます。 

 

山崎 好信委員 

 山崎好信と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（竹川） 

富士宮商工会議所の代表者として、富士宮商工会議所専務理事鈴木(すずき)清秀(きよひで)様で

ございます。本日は他の職務のため欠席されております。 

続いて中部運輸局静岡運輸支局長が指名する者として、中部運輸局静岡運輸支局首席運輸企画

専門官、籔田(やぶた)丈夫(たけお)様でございます。本日は他の職務のため欠席しておりますので、

代理として運輸企画専門官、保本(やすもと)広司(こうじ)様のご出席をいただいております。 

 

保本 広司様 

 保本です。よろしくお願いします。 

 

事務局（竹川） 

静岡県知事が指名する者として、静岡県交通基盤部都市局地域交通課課長の大倉(おおくら)篤

(あつし)様でございます。 

 

大倉 篤委員 

大倉でございます。よろしくお願いいたします。 
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事務局（竹川） 

富士宮市内の県道を管理する者として、静岡県富士土木事務所次長兼企画検査課長、澤野(さわ

の)和隆(かずたか)様でございます。本日は他の公務のため欠席されておりますので、代理として

都市計画課長、佐藤(さとう)政雄(まさお)様のご出席をいただいております。 

 

佐藤 政雄様 

佐藤です。よろしく、お願いします。 

 

事務局（竹川） 

以上５人の方々です。よろしくお願いいたします。 

第１回目の会議のため、全ての委員の皆様をご紹介させていただきたいところではございます

が、時間の都合もございますので、継続の委員の皆様につきましては失礼と存じますが、お手元

の名簿でご確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、本日お配りしております席次表の中で１点変更がございましたのでお願いいたします。

富士宮警察署、工藤委員様の代理として高橋様が来られる予定でしたが、高橋様の都合が急遽、

つかなくなってしまいましたので、本日その代理として、交通課安全教育係長、望月(もちづき)

滝貴(たけき)様が出席しておりますので、ご承知おきください。 

それでは委員の皆様方には当会議へのお力添えをいただきますよう、よろしくお願い致します。 

次に新年度事務局員を紹介いたします。市民部長、佐藤(さとう)収(おさむ)です。 

 

事務局（部長） 

佐藤です。よろしく、お願いいたします。 

 

事務局（竹川） 

市民生活課長、塩川(しおかわ)貴洋(たかひろ)です。 

 

事務局（課長） 

塩川です。よろしくお願いします。 

 

事務局（竹川） 

市民生活課参事兼交通対策室長、佐野(さの)孝明(たかあき)です。 

 

事務局（室長） 

佐野孝明です。どうぞよろしく、お願いいたします。 

 

事務局（竹川） 

委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

それでは会議へ入るにあたりまして会議の定足数につきまし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 16 人であることから、全委員 19 人の過半数に達して

おりますので、本日の会議が成立していることをご報告させていただきます。 

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。それではよろしくお願いいたします。 

 

議長 

それでは改めまして皆さま、ご苦労様でございます。新しい委員になられた方々、どうぞよろ

しくお願いいたします。はじめまして富士宮市の副市長の芦澤でございます。 
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当市の公共交通ということで、富士「宮」にちなんで宮バス・宮タク、ということで、これは

かなり全国にもアピールさせていただいておりまして、かなり名が知られております。視察も、

おかげ様で年間かなりございます。私自身も東京の発表会に出掛けたりして、いろいろなところ

で地域公共交通のあり方について話をして回るわけですけれども、先ほど申しましたようにもう

ずっといろいろ工夫を重ねてまいりましたけれども、地域公共交通を発展させていく、あるいは

維持していくのは中々難しい時代に差し掛かっているな、と感じているわけでございます。 

一方において交通弱者といいますか自分で動くのが中々難しい方、これが増えてきています。

その方を地域公共交通という枠の中でどうしてどこまでできるのかな、というのは市の政策上、

なかなか悩みを持ちます。最後に行き着くところは、福祉との接点を考えなければならない、と

なりますと、公共交通と福祉をどうやるか、これは富士宮市だけではないですが、大きな課題と

なっております。そういう中で、今日もまたご説明いただきますけれども、当市の場合は宮バス・

宮タクを含め創意工夫して組み合わせをしながら、少しでもそういう市民の足を守っていこう、

ということでやっているわけでございます。いろいろ試行錯誤しているところでございますけれ

ども、各委員の皆様それぞれ分野の方でございますので、率直なご意見をいただいて、富士宮市

の公共交通がより発展・維持できるようにお力添えをお願いしたいと思います。 

それでは座って議事の進行を進めさせていただきます。規約に基づきまして議長を務めさせて

いただきます。議事がスムーズに進行できますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

それでは早速、議事に入ります。 

はじめに、第１号議案であります平成 28 年度事業報告について、及び第２号議案であります

平成 28 年度収支決算についての２案につきまして、これらは関連がありますので一括してこれ

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

(１)協議事項 

第１号議案 平成 28 年度 事業報告について 

 

事務局（室長） 

それでは議案の説明に入りますが、着座にて説明させていただきますことを、よろしくお願い

いたします。議案書の１ページをお開きください。第１号議案「平成 28 年度事業報告」となり

ます。ご説明いたします。 

富士宮市地域公共交通活性化再生会議の開催内容でございます。昨年度は、集合会議を４回、

書面議決を１回、計５回の会議を開催しております。 

第１回再生会議は平成 28 年 5 月の 20 日に開催し、平成 27 年度の事業報告及び決算の承認、

平成 28 年度の事業計画（案）及び予算（案）の承認、富士宮市地域公共交通活性化再生会議 

規約の改正について、富士宮市公共交通 PDCA 事業評価指針に係る平成 28 年度の目標値設定に

ついて、以上４案についてご審議いただきました。 

第２回再生会議においては9月14日に開催し平成28年度公共交通PDCA評価の確定について、

以上１案についてご審議いただきました。 

第３回再生会議は 11 月 18 日に開催し協議事項はありませんでしたが、報告事項、宮バス乗車

視察を実施いたしました。 

第４回再生会議は平成 29 年 1 月 13 日に開催し、平成 29 年度市営バス等の生活交通確保計画

（案）について、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、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、平成 30・31・32 年度収支改善計画（案）

について、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、

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、以上６案についてご審議

いただきました。 

次に、書面議決になります。平成 28 年 6 月 3 日から 6 月 13 日にかけまして生活交通確保維持

改善計画（案）についてご審議いただきました。 
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第２号議案 平成 28 年度 収支決算について 

 

事務局（室長） 

１ページをおめくりください。次に第２号議案「平成 28 年度収支決算書」となります。 

決算書については款・項・目とありますが、目に沿ってご説明いたします。 

収入の部、補助金収入済額 309,904 円。これは市からの補助金でございます。雑入、収入済額

3 円。預金利息となります。収入合計 309,907 円となりました。 

次に支出の部、会議費支出済額 275,040 円、委員の皆さまの報酬及び旅費となります。事務費

支出済額 34,867 円、これは開催通知等の郵便料などでございます。予備費支出済額 0 円、支出

合計 309,907 円となりました。 

なお当会議の会計は全て市からの補助金で賄っていることから、実際に使った決算額に応じて

補助金の交付確定を受けるため、残金は全て市に戻しております。収入と支出の差引残額は毎年

0 円となっております。 

以上で第１号議案及び第２号議案の説明を終わります。 

 

議長 

事務局からの説明は終わりました。ここで監査報告を監事の土屋委員からお願いをいたします。 

 

土屋 善江委員 

それでは平成 28 年度の当会議における会計監査を実施しました結果、関係帳簿及び証拠書類

と照合し、相違ないことを確認いたしました。平成 29 年 4 月 17 日、監事、土屋善江。 

 

議長 

ありがとうございました。監査報告までが終わりました。 

第１号議案・第２号議案について、ご意見･ご質問等あればお受けをしたいと思いますがどうで

しょうか。 

事務局から説明がありましたように予算は全て市で決算に合わせてということですので、端数

調整をしましていつも 0、ということでございます。ご理解をお願いいたします。 

ご質問等よろしいですか。 

（なし） 

ないようですので、ここでお諮りをいたします。はじめに第１号議案「平成 28 年度事業報告

について」は原案のとおり承認することでご異議はございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしということでございます。よって原案のとおり承認をされました。 

続きまして第２号議案「平成 28 年度収支決算について」は原案のとおり承認することでご異議

はございませんか。 

 （異議なし） 

 ご異議なしということでございます。よって原案のとおり承認をいたします。ありがとうござ

いました。 

引き続きまして第３号議案「平成 29 年度事業計画（案）について」及び第４号議案「平成 29

年度収支予算（案）について」の２案につきましては相互に関連がありますので、これらを一括

して議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

第３号議案 平成 29 年度 事業計画（案）について 

 

事務局（室長） 

それでは議案書の３ページをお開きください。 
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第３号議案「平成 29 年度 事業計画（案）について」ご説明いたします。 

①地域公共交通確保維持改善事業に係る生活確保維持改善計画の策定、でございます。これは

第１号議案の書面議決のところでご説明しましたが、宮バスの東南循環及び北循環の国庫補助を

受けるために毎年策定しているものでございます。今年も策定するということになります。 

②富士宮市地域公共交通計画（仮称）の策定でございます。現在の計画である富士宮市第２次

地域公共交通総合連携計画の計画年度が平成 29 年度までであるため、平成 30 年度から平成 32

年度までの任意の富士宮市地域公共交通計画（仮称）を策定するものでございます。 

前回の会議でもご説明しましたように、法定計画である地域公共交通網形成計画は、富士宮市

総合計画、これは 32 年度策定予定でございます、あと富士宮市都市計画マスタープラン、これ

は 31 年度策定予定でございます、あと岳南都市圏総合都市交通体系調査・計画、これは平成 29

年度策定予定でございます、などと整合を図ることが必要となり、今後の各種計画の策定・改定

年度を考慮したため、平成 29 年度末までに現在の連携計画の期間を延長する形で任意の「富士

宮市地域公共交通計画」を「地域公共交通網形成計画」の策定までのつなぎの計画として、策定

するものでございます。 

スケジュールですが、市民アンケート調査を 6 月までに、そして現状分析、素案の検討を 9 月

までに行います。素案を 9 月の第２回再生会議で確認していただき、パブリックコメントを 9 月

から 10 月に行います。計画の確定を 11 月の第３回再生会議で行い、新計画の実施を 4 月から行

う予定でございます。 

③富士宮市第２次地域公共交通総合連携計画に基づく事業の評価、でございます。現在、市の

公共交通に関する事業については、平成 26 年 2 月に策定しました第２次地域公共交通総合連携

計画に基づいて実施しておりますが、本会議は事業内容について調査・分析し、評価し、また市

に提言していくという形で位置づけられております。このことから主に（ア）から（エ）までの

事業について評価を行っていただきます。 

（ア）は基本整備に関する事業、（イ）は利用促進に係る事業、（ウ）はバス停オーナー制度、

（エ）は市営公共交通サポーター制度について、でございます。 

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

係る検討・協議、生活交通確保計画の策定及び変更に関わるものでございます。 

⑤会議日程につきましては本年度の会議の大まかな日程となります。本年も集合会議を年４回

予定しており、開催通知は会議の約 1か月前を目安に各委員様あてに郵送でお知らせいたします。

このほかに、書面による会議につきましても例年同様を予定しております。 

続きまして議案書の４ページをお開きください。第４号議案「平成 29 年度収支予算書（案）」

でございます。 

 

第４号議案 平成 29 年度 収支予算書（案）について 

 

事務局（室長） 

これについても先ほどと同じように、目を中心に説明させていただきます。 

収入の部、補助金予算額 480,000 円、これは市からの補助金でございます。雑入予算額 1,000

円、これは預金利息を予定しております。収入合計としましては 481,000 円となります。 

次に、支出の部、会議費予算額 433,000 円、これは委員の皆さまの報酬及び旅費となります。

事務費予算額 47,000 円、消耗品費、通知郵便料等となります。予備費予算額は 1,000 円となり

ます。支出合計は 481,000 円となり、収入合計と同額となっております。 

なお、昨年度の予算額は同額の 481,000 円でございましたので、よろしくお願いします。なお、

各款・項・目の流用を認めるものといたします。 

以上で、第３号及び４号の議案の説明を終わりにします。 

 

議長 

事務局からの説明は終わりました。第３号議案の 29 年度事業計画、これに関連する４号議案
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の 29 年度収支予算案。ご意見ご質問等あれば、お伺いをしたいと思います。 

初めての方もいらっしゃいますから申し上げますと、本案は富士宮市としての計画ということ

で、やはり、県の交通確保対策委員会の検討の際にこちらで意見を添えて出さなければいけない

わけですけれども、民間バス路線に関する検討・協議が大きく２つあるわけでございます。その

中にありまして当市におきましては富士宮市の民間交通計画をどうやってやるか、大変に難しい

問題でありまして、これは後で出てきますけれど、路線ごとに目標数値を定める、どこが便利で

どこが、何が問題なのか、ということをアンケートの中で具体的にして、それから各委員の皆様

からの意見をいただいて作成する、そういうやり方を採っているわけでございます。そんなこと

でご理解をお願いいたします。 

事業計画、収支予算、大きく特に変わるところはないですか。 

 

事務局（室長） 

はい。 

 

議長 

ご意見ご質問等ありましたらいかがでしょう。 

（なし） 

それではお諮りをいたします。まず第３号議案の「平成 29 年度事業計画（案）」につきまして、

原案のとおり計画通りこれを決定することでご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なし、よって原案のとおり決定をいたします。 

続きまして第４号議案「平成 29 年度収支予算（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。よって原案のとおり決定をいたします。 

 それでは引き続き進めてまいります。第５号議案「富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約

の改正について」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５号議案 富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約の改正について 

 

事務局（室長） 

第５号議案「富士宮市地域公共交通活性化再生会議規約の改正について」ご説明申し上げます。

それでは議案書の６ページをご覧ください。これは規約となっております。改正箇所が赤で示さ

れております。該当箇所は第２条の５行目中頃から「富士宮市地域公共交通網形成計画等（以下

「網形成計画等」という。）」ですが、「等」には任意計画である「富士宮市地域公共交通計画」、

これはまだ仮称となっておりますが、策定を想定するため「等」とつけさせていただきました。

これは平成 29 年度に作成に係る協議をこれから行っていただくために、今回必要というもので

ございます。第３条第１項第３号においても同じように「等」をつけさせていただいております。 

ページは変わりますが、８ページをご覧ください。第１０条第１項第４号にも同様に「等」を

つけさせていただきます。これも同様でございます。 

そしてページは変わりまして１０ページをご覧ください。施行日は本日ご了解をいただければ

本日からの施行ということで、附則の追加をさせていただきます。１１ページ目には新旧対照表

を付けておりますので、ご覧ください。 

事務局からは以上でございます。 

 

議長 

事務局からの説明は終わりました。それではご質問等あれば承りたいと思いますが、もう一回

「等」についての説明をゆっくりお願いします。 
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事務局（室長） 

はい。当初、「富士宮市地域公共交通網形成計画」だけでございましたので、今回、先ほど事業

計画でもご承認いただきました「富士宮市公共交通計画」という任意計画を定める、ということ

を今年度行っていきます。そのために網形成計画のみの規約の内容ですと、それしか検討ができ

ませんのでここで「等」をつけさせていただく、というものになっております。よろしくお願い

します。 

 

議長 

この「等」というのは次の計画のためということで、これは今年度の 4 月からですか。 

 

事務局（室長） 

 今日から、ご承認いただいたら今日からです。1０ページの附則で規定させていただいており

ます。 

 

議長 

この件につきまして、何かご意見・ご質問等あれば。形式的なことですけれど。 

（なし） 

それではお諮りをいたします。ただいま議題となっております第５号議案「富士宮市地域公共

交通活性化再生会議規約の改正」につきましては原案のとおり改正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。よって原案のとおり改正することにいたします。ありが

とうございました。 

続きまして第６号議案に進みます。「監事の互選について」を議題といたします。 

 

第６号議案 監事の互選について 

 

議長 

この点につきましては当会議規約第６条第４項の規定によりまして、７ページのですね「監事

は、再生会議の委員の互選とする」ということになっておりますが、２人置くことになっており

ます。１人は先ほど監査報告しておりました土屋委員でお願いしておりますが、もう１人の監事

でありました商工会議所の代表者であります望月利浩様が専務理事を退任されたということで、

いま監事は１人欠員となっております。そのため互選ということでございます。 

互選の方法につきましては皆さまの方から私が、という方があればお受けしたいと思うんです

けれども、なかなかそう言われても難しいかとは思いますが、事務局の方といたしましては色々

調整をいたしまして、推薦をいただいておりますので、事務局のほうでご推薦をいただいた方を

ご提案したいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なし） 

事務局といたしましては富士宮市商工会議所の前の望月利浩様から代わられたということで、

その後任の富士宮市商工会議所の鈴木(すずき)清秀(きよひで)委員にお願いをしたいと思います。

鈴木さんは今日、お見えになってないですね。 

 

室長 

はい。 

 

議長 

ということでございますけれども、皆様にご同意をいただければ鈴木清秀委員に監事をお願い
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をしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは欠員となっていました監事１人は、富士宮市商工会議所の専務理事、鈴木清秀委員に

決定をいたします。ありがとうございました。 

それでは引き続き進めてまいります。次に第７号議案、富士宮市公共交通 PDCA、これは Plan、

Do、Check、Action といわれております事業評価指針に係る平成 29 年度の目標値設定について

を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

第７号議案 富士宮市公共交通 PDCA(事業評価)指針に係る平成 29 年度の目標値設定について 

 

事務局（室長） 

第７号議案「富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針に係る平成 29 年度の目標値設定につ

いて」ご説明申し上げます。 

結論から申し上げますと、平成 29 年度の目標値につきましては平成 28 年度と変更はしており

ません。総合連携計画では「宮バス」の評価指針として、１カ月当たりの乗車人数は、富士宮市

PDCA（事業評価）指針に基づき、毎年目標値を設定することになっております。これは宮バス

は持続可能な運行に向けた市の財政状況を踏まえ、事業費に対する運賃収入・協力金・補助金・

その他雑入などの収入割合（収支率）の目標を 50％以上と定めております。その目標を達成する

ために必要な１カ月の乗車人数を算定しております。 

目標値については、会議のなかで目標を変えてしまうと何が目標であるのかが不明確になって

しまうというご意見も過去にございました。しかし後ほど説明します実績報告を見ますと、目標

値を超えている路線もございます。調整が必要と思われる路線もありますので、今後実績を踏ま

えて考えてまいりたいと思っています。今年度は、昨年と同様の１カ月当たりの乗車人数で設定

していきたいと考えております。 

「宮タク」については１便あたりの乗車人数は、総合連携計画において乗合タクシーとしての

特徴が損なわれないよう、各エリアの人口を踏まえて目標値が設定されております。これは総合

連携計画の方に記載されております。なお今回ここに示しているのは総合連携計画で定められた

ものでございます。 

なお新任の方もいらっしゃいますので目標値についてご説明申し上げますと、「宮バス」につい

ては路線ごとの１カ月当たりの乗車人数を目標値として、「宮タク」についてはエリアごとの１便

当たりの乗車人数、これは乗合何人乗っていただけるか、というところを目標値としています。 

第７号議案の説明は以上となります。 

 

議長 

第７号議案についての事務局の説明でした。ご意見、ご質問等をお受けしたいと思います。 

説明にありましたように、路線については市街地と郊外とで利用者が全く違いますので、それ

ぞれのエリアに合った評価と目標値、それは 28 年度と同じだということですね。 

 

事務局（室長） 

そうです。 

 

議長 

PDCA は 2 年に一度でしたか、見直しは。 

 

事務局（室長） 

今年は PDCA の仮の算定のときで、来年が本算定になります。 

 

議長 

本算定の見直しは何年に 1 回でしたか。 
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事務局（室長） 

本算定の見直し、ここの数値について見直しは行っておりません。 

 

議長 

PDCA の見直しは前回いつやった。さっき 28 年度と同じにすると言っていましたが。 

 

事務局（室長） 

PDCA の見直しは平成 24 年 1 月 20 日に策定しまして、26 年 5 月 30 日に改正しております。

今回新しい計画を作りますので、これも含めて検討していきたいと考えております。 

 

議長 

次の見直しはいつですか。 

 

事務局（室長） 

今年度中、新しい計画に合わせてそこでこれを見直すという方針をたてまして、来年度中位で

検討していきたいと考えております。 

 

議長 

今年についてはそのままで、来年についてその話をしていきたいというのが宮バスの目標数値

です。宮タクについてそこに書いてありますけれども、これが 1 だったらタクシーと何も変わら

ないわけですね。1 人のために 1 台を、目標としては 2 人以上としたいですね。これはなかなか

難しいのが実態でございまして、エリアごとの目標数値を定めるということでございます。 

第 7 号議案につきまして皆様のほうからご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

後でご説明するのは実績報告ですね。 

 

事務局（室長） 

はい。 

 

議長 

この目標数値を達成していけばいいですけどね、増えているところも減っているところもあり、

この辺につきましては来年度もう一度この数値でいいのか見直すということで事務局の方からの

説明でございました。 

委員の皆様からご意見ご質問等よろしいでしょうか。 

（なし） 

それではお諮りいたします。第７号議案「富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針に係る平

成 29 年度の目標値設定」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） 

ご異議なしということでございます。よって原案のとおり承認をいたします。ありがとうござ

いました。 

それではですね、次に、今までこれはなかった形なんですけれども、富士市との関係の議案で

ございます。第８号議案「富士市コニュニティバスの富士宮市内商業施設への運行について」を

議題といたします。本案は、富士市のコミュニティバスに関する議案でございますので、本日は

富士市の都市計画課のご担当者にみえていただいております。富士市都市計画課の担当者様から

説明をお願いします。 

 

第８号議案 富士市コミュニティバスの富士宮市内商業施設への運行について 

 

富士市 

改めまして皆さまこんにちは。富士市の都市計画課の渡辺と申します。こちらは原と渡辺です。

日頃より富士市の公共交通にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

今日は現状を申し上げますと、富士市は市内の 6 つの地区におきまして、コミュニティ交通、
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デマンドタクシーですとかコミュニティバスを運行しております。その中で、富士宮市に接する

天間地区におきましてコミュニティバスの方を運行したいという要望がありまして、検討、勉強

会のほうを進めてまいりました。その中で地元の方からどうしても買い物に行きたいということ

で、富士宮市にありますマックスバリュ富士宮若宮店のほうに行きたいということでお話があり

ました。その点につきまして今日はご説明にまいりました。詳細は担当から申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

 

議長 

座って。 

 

富士市 

着座にてご説明させていただきます。お手元にお配りさせていただきました A4 の資料をご覧

ください。こちらに沿いましてご説明の方をさせていただきたいと思います。 

まず天間地区にコミュニティバス「てんまーる」というバスを走らせたい、ということですが、

その導入の経緯について簡単にご紹介させていただきますと、富士市では各地区へコミュニティ

交通の導入を検討する際については、コミュニティ交通を地区が自ら支えるという考え方のもと

地区から立候補をいただいて、立候補いただいた地区と一緒になって考えるという「立候補制」

を採用しておりまして、地区との参画型の協働事業として考えております。その中で、立候補制

に移行後はじめて天間地区という地区から立候補がありましたので、地区と協力してどのような

コミュニティ交通、どのような形の足を作っていくのか、ということを考えてきました。そので

勉強会や検討会を重ねて最終的にコミュニティバスを導入したいということになりました。 

続いて、マックスバリュ富士宮若宮店さんに乗り入れる必要がなぜあるのか、というところに

なってくるんですが、富士市ではコミュニティ交通を運行する場合には原則といたしまして既存

の路線との競合を避けるという観点から、運行区域はその地区内もしくは最寄りの交通結節点、

というような形で定めております。地元の検討会においてこの原則に従いまして運行内容を検討

していたところなんですが、実際に運行の目的を洗いだしてみましたところ、利用者の方々から

買い物で使いたい、通院で使いたい、こういうようなお話をいただきまして、通院については特

に問題はなかったのですが、買い物についての足ということで考えますと、この天間地区という

地区の中に商業施設がないものですから、地区から外に出て、地区外の商業施設まで行かないと

コミュニティバスとしての目的を果たせないということになりました。その中で天間地区の方に

アンケートをとったんですが、そこで一番行きたいというお声が高かったマックスバリュ富士宮

若宮店さんの方に今回ルートの方を通させていただいて、ぜひそちらの方まで市民の方をお連れ

したいと思っております。 

実際にコミュニティバス「てんまーる」が乗り入れる区間は、ということなんですが、右のペ

ージをご覧ください。路線の図と拡大図をご用意しているんですが、路線の図としましては赤い

点線が富士市と富士宮市さんの境となります。緑色がかかっている所が対象となっている天間地

区となっておりまして、青い実線が実際に運行を考えているルートになります。その中で黄色い

丸の停車場を設けていろいろな所に停まりながらお客様をお連れして、またそこから乗っていた

だいて違うところまでお連れする、というような形で考えておるんですけども、実際に乗り入れ

区間としましては、拡大図の方をご覧いただきまして、富士市天間地区と富士宮市さんの境の所

からマックスバリュまで乗り入れさせていただいて、停車場はマックスバリュさんの方に置かせ

ていただく、という形で考えております。実際に乗り入れさせていただく区間と致しましては、

距離にして 600ｍ、この区間に停車場を設ける、というようなことは考えておりません。といい

ますのもやはり富士市のほうから天間地区の方のためのコミュニティバスと考えておりますので、

そういった方々を買い物利用でお連れできるようにマックスバリュ富士宮若宮店さんの方に乗り

入れさせていただくということで考えております。 

ですが実際に富士市のコミュニティバスとは言いますけども、乗る方々に対してあなたは市民

ですか、なんてことを聞くことはないものですから、富士宮にお住まいの方であっても天間地区
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にご用のある方であれば、マックスバリュから、ということであれば乗ることもできますので、

ぜひそういったところではご利用いただければと思っております。 

参考までに「てんまーる」のルートとダイヤが裏面のほうに添付でお示ししておりますが変更

しているところもありまして、こちらの資料をお配りしたのが先週になりますので特にそこから

変わっている部分もございますが、またご承認いただけるようでしたら決まりました最終の案を

どこかでお示しできればと思っておりますので、ぜひご検討の方をよろしくお願いいたします。

説明は以上です。 

 

議長 

ありがとうございました。富士市の担当者様からのご説明でした。初めてのケースですけれど

も、この件につきまして何か、ご意見でもご質問でもございましたらいかがでしょう。 

 

土屋 忠男委員 

ちょっと質問なんですが、片回りということでよろしいですね。 

 

富士市 

そうですね。 

 

土屋 忠男委員 

車はどれくらいの大きさで。 

 

富士市 

車両の大きさはジャンボタクシーを予定しておりまして、10 人乗りのサイズになるハイエース、

そういった大きさの車両になります。 

 

土屋 忠男委員 

運行上の問題はない、ということですね。 

 

富士市 

はい。 

 

土屋 忠男委員 

わかりました。 

 

議長 

その他いかがでしょうか。 

 

土屋 善江委員 

これはいつから、予定として。それとここの地域に関わると、たぶん小泉地域ですよね、根南

のほうの。そこの地域の人たちにも説明等はこれから、ということでしょうか。 

 

富士市 

予定ルートは 7 月からの運行を予定しております。地区の説明につきましては皆さんとのお話

がありますので、また協議をさせていただきながらご説明させていただければと思っています。 

 

議長 

1 月(いちがつ)、7 月(なながつ)、からですか。 
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富士市 

7 月(なながつ)からです。 

 

議長 

この 7 月(なながつ)から、ということですね。 

その他よろしいでしょうか。地区自らが支える姿勢を示す立候補制ですけども、地域での負担

とか何とかというのはあるんですか。 

 

富士市 

地域の負担とかは考えておりまして、実は富士市のほうでは 2 年間は実験の運行ということで

全額を市のほうでみるという形でやっておるんですけども、3 年目からは本格運行といいまして、

その中では年間でかかった運行経費のうち市の負担は 3 分の 2 を上限としますと。残りの 3 分の

1 は運賃収入で満たしましょうということになっておりまして、もしこの 3 分の 1 に運賃収入が

満たなかった場合は地区からも負担をお願いしますということでやらせていただいております。 

 

議長 

それを覚悟の上で立候補制なんですね。 

 

富士市 

そうですね。ですので、その地区負担が発生するまでの 2 年間の実験の中で、どのような形で

できるかということで考えております。 

 

高山 あさ江委員 

追加でよろしいですか。そこの金額的なものはいかがですか。運賃は。 

 

富士市 

一乗車 200 円で考えております。 

 

高山 あさ江委員 

例えば小泉地域の人たちが、これを一緒に利用させていただける方がいらっしゃれば、これを

使わせていただけるということでよろしいんですね。 

 

富士市 

そうですね。 

 

高山 あさ江委員 

小泉地域ですので、見るとうちの杉田とか、小泉の人たちが利用している病院とかもけっこう

出ていますし。 

 

議長 

マックスバリュで乗ってずっと戸田整形まで行って、とかね。 

皆さんご興味があるようで、どうぞ。 

 

大内 善久委員 

せっかくですから富士宮のほうに負担がないと考えたときに、25 番と 26 番の間、ここに一つ

停留所を作ってもいいんじゃないでしょうか、距離が 600ｍくらいあるとすれば。そうすると、

富士宮の方も例えば富士根駅から利用する可能性もあるかと思うんですが、そのあたりは。 
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富士市 

そうですね、確かに設けることで利用される方が増えるのであれば、それは市としても助かる

部分ではあるんですけれども、ただこの運行ルートに関してはあくまでも天間地区主体で考えて

おりまして、私たち行政はここについてサポートするというような形でやっておりますので天間

地区のほうにお話をさせていただいて、ぜひ、ということであれば考えることもできますが、今

ここで確実にバス停を置くというような回答をすることはできないものですから。 

 

議長 

よろしいですか。確かに賄えない場合は地域責任、と。それが富士宮市に停留所が一つあると、

少し小泉の人にも応分の負担をしてもらいたい、となるかもしれない。赤字の場合はね。うちと

はちょっと違ったやり方をとっておられて。どうなんでしょう。これは立候補したところ、だけ。 

 

富士市 

そうですね。 

 

議長 

市が 3 分の 2、残り 3 分の 1 が万が一赤字ならば、負担もやむなし、というくらいのところで

やっていると。この件につきましてその他ご意見ご質問、よろしいでしょうか。お互いにうまく

共存共栄できればいいですね。 

（なし） 

それではご理解をいただいたようで、お諮りをします。第８号議案「富士市コミュニティバス

の富士宮市内商業施設への運行」につきましては富士市様から提案をいただいた通り、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。よって原案のとおり承認をされました。ありがとうございました。 

以上で協議事項はすべて終了いたしました。それでは引き続き報告事項を議題といたします。

まず報告事項の１としまして「平成 28 年度市営公共交通の運行実績について」事務局から説明

をお願いします。 

富士市の方もいらしてもいいですよ。 

 

(２)報告事項 

①平成 28 年度市営公共交通の運行実績について 

 

事務局（室長） 

それでは報告事項の①「平成２８年度市営公共交通の運行実績について」別添の資料２をご覧

ください。平成 28 年度宮バス、宮タクの実績報告について説明いたします。一枚めくりまして

目次をご覧ください。この資料は 1 ページから 4 ページまでが宮バス、 

 

富士市 

ありがとうございました。失礼します。 

（富士市退出） 

 

事務局（室長） 

それでは続けさせていただきます。1 ページから 4 ページまでが宮バス、それ以降のページが

宮タクの実績となっております。 

それでは 1 ページ目をご覧ください。はじめに各表の構成についてですが、一番上に宮バスの

全体が書かれておりますので、そちらの表でまず説明させていただきます。その中で下のほうに

目をやっていただきますと、太枠の合計という欄がございます。これが平成 28 年度の合計値と

なります。その下に平成 27 年度の実績がございます。その下に前年比較を記載しておりますの
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で、この 3 つの欄を中心にご説明していきます。 

まず利用者数ですが、中央循環は前年度比較でマイナスの 2,120 人となっております。そして

東南循環はプラスの 1,417 人、北循環はマイナスの 1,054 人となっております。また、芝川路線

につきましてはプラスの 878 人となっております。平成 28 年度宮バスの利用者合計は 88,244 人

でした。前年マイナス 879 人となっており、1 ヶ月の目標値、これはさきほどご審議いただきま

した目標値の合計でございますが、これが 6,567 人となっておりまして、これに対する利用者数

の割合がそこにパーセンテージが書かれておりますが、112％となっており、100％を上回っては

おります。 

 

議長 

ちょっとゆっくりやってください。下から 3 行目の所、分かりますか。太枠のところですね。

そこの所、非常に字が小さくて分からない。1 ページ目の 1 枚目の「■全体」という所の下から

3 行目の合計欄の説明をしています。はい続けてください。 

 

事務局（室長） 

はい、すみません。そこの所に目標値、ひと月 6567 人でございますのでこれを 12 倍した数字

と合計の 88,244 人を比較しますと 112％ということで、目標を 12％上回っているというような

内容となっております。中央循環が減った理由と致しましては、委託事業者さんからは固定客が

減っているということで乗務員から報告が上がっているというふうに伺っております。東南循環

については平成 27 年度より利用者が増え、 

 

議長 

1 ページ開いてどこですかと言ってくれないと皆さん分からない。1 ページの下の段だよね。 

 

事務局（室長） 

それではそちらの方も併せてご説明してまいります。まずは 1ページの下の段を見てください。

ここには中央循環、先ほどのものが書かれておりますが、ここの中央循環においては若干数字が

下がっておりますが、これは固定客が減っているということで乗務員から報告が上がっていると

いうことになります。 

後ほど各循環についてご説明してまいりますので、全体の現金収入などを先にご説明したいと

考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは現金収入のところをご覧ください。全体の方の現金収入としましては、 

 

議長 

どこですか。 

 

事務局（室長） 

1 ページの「■全体」のところを説明しております。1 番上の表でございます。そこに先ほど

説明しました「利用者数」と右側に「収入」という所がございます。収入の部の一番左に「現金

収入」というものがございます。そちらの方の説明です。そこの下のほうを見ていただきますと、

合計で 9,885,666 円となっております。平成 27 年度は約 10,000,000 円ありまして、比較します

と 379,014 円のマイナスとなっております。 

「回数券収入」でございますが、28 年度は 2,080,000 円でございましたが、27 年度は 1,909,000

円で 171,000 円のプラスとなっております。 

「定期収入」につきましては 507,640 円ということで、前年比マイナスの 101,920 円。 

「フリーパス収入」でございますが、136,000 円ということで前年比マイナスの 24,000 円。 

「イオン 100円サービス券」でございますが、これにつきましては 1,136,000 円ということで、 

前年比 225,000 円アップしております。この「イオン 100 円サービス券」と申しますのはイオン

さんの中の店舗で購入したりサービスを使ったりしてレシートをいただきますと、1,000 円以上

2,000 円までで 100 円の券を頂けます。2,000 円以上になりますと 2 枚、200 円までのサービス

券を頂けます。これはイオンさんが直接事業者さんに決済してくださっていまして金券で扱って
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いただいているということで、1,130,000 円という多額をイオンさんの方で負担いただいている

ことで宮バスの運行が助かっている、ということで大変感謝しております。 

続きまして、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、その右側に「高齢者免許返納支援券」

というものがございます。これは平成 28 年度につきましては 301,300 円ということで、前年と

比べますと約 100,000 円の増となっております。これは富士宮市では満 65 歳以上の富士宮市民

で有効の運転免許を返納された方に対して 100 円のサービス券を 50 枚分、合計しますと 5,000

円分になりますが、富士宮市営公共交通で使えるサービス券を交付しております。昨年度は各地

で高齢者の事故の報道があったということで、28 年度では 301 人の免許返納の方がこの支援券

を求めて市役所のほうで申請をしていただいております。その際支払った額は 301 人×5,000 円

ということで 1,500,000 円ほど支払っておりますが、実際使われた額は 300,000 円程度、という

形になっております。 

次に「サポーターサービス券」でございます。これは登録された区や団体などで購入していた

だいて、100 円券の 12 枚綴りを 1,000 円で販売して区の行事とか商店でのサービスとして配布

していただいたものですが、これにつきましては一団体、上稲子区のほうで購入していただいて、

このような利用となっております。 

収入合計ですが、合計としましては 14,050,206 円ということで、27 年度と比較しますと 8,434

円のマイナスということで、微減、全体からいいますとほぼ 27 年度と同じレベルだったのかな

というふうに思っております。 

続きまして各路線について説明してまいります。 

それでは 1 ページの下の表を見ていただきたいんですが、ここでは「■宮１・宮２中央循環」

ということで、目標値は 2,740 人というのがひと月の目標となっております。そこで合計の欄を

見ていただきますと、利用の合計の人数は 39,936 人ということで、2,120 人の減となっておりま

す。しかし一番右側の利用者数の達成率を見ていただきますと、121％ということで目標は上回

っているという形です。下のグラフを見ていただきますと 1 月だけ 97.8％に落ち込みましたが、

だいたい 100％を上回っているというようなことで、順調に使われているのかなというふうに事

務局では思っております。 

次に 2 ページをご覧ください。ここでは宮３および宮４の東南循環となっております。 

はじめに「■宮３東南循環（東循環）」でございますが、利用者が昨年と比べますと、そこの 表

の左から 3 つ目の合計の一番下のところでございますが、950 人増えております。 

次に下の「■宮４東南循環（南循環）」でございますが、こちらについても利用者合計としまし

ては前年と比べて 467 人のプラスとなっておりまして、順調に利用されているのかなと思います

が、下のグラフを見ていただきますと、目標からすると低水準に位置しているのかなというふう

に思います。 

次に 3 ページでございますが、これは北循環でございます。北循環は北・西・東の 3 コースに

分かれております。北コースと西コースはほぼ横ばいではございますが、東コースは減となって

おります。 

まず「■宮５北循環（北コース）」ですが、合計人数からしますと昨年と比較しますとプラスの

45 人、そして「宮５北循環（西コース）」ですがマイナスの 43 人ということで、ほぼ変わらない

横ばいで推移しているというふうに考えております。ただし「宮５北循環（東コース）」では 1,056

人の減となっております。これにつきましてはバス路線を設定するときにも地域と協働で作って

きたんですが、宮バスが来たということで、地域も人も変わり利用者も変わりということでだん

だん利用の熱が落ちてきたのかな、ということで事業者さんのほうからは聞いております。 

そして次の4ページをご覧下さい。4ページにつきましては芝川地区の路線となっております。 

「■宮１１芝富線」でございます。これにつきましては利用者の合計としましてはプラス 98

人となっております。利用者達成率は微増で、これも 100％を上回っている、という形になって

おります。 

次に「■宮１２稲子線」でございます。稲子線は利用者の合計につきまして前年度と比べて 467

人の減、そして利用者達成率についてもマイナス 13％ということで、少し落ち込んでおります。

4 月から稲子川温泉ユートリオが営業を再開されたということもありますので、利用者がそれに

あわせて伸びていただければな、というふうに期待をしております。 

「■宮１３香葉台線」でございます。これにつきましては利用者の合計人数が 27 年度と比較
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しますとプラスの 533 人ということで、増加傾向にございます。 

そして一番下の「■宮１４稗久保線」でございますが、これにつきましても合計人数が 27 年

度と比べまして 714 人の増ということで、ともに増加しております。 

そこの右のグラフの 8 月のところを見ていただきますと、ここでちょっと特徴的なのが一番左

の黒い線が急に 50％を切っている。これは小学生が利用することによって、8 月は夏休みという

ことで利用が少なかったためここで急激に落ちたのかな、というふうに感じておりますが、他に

ついては利用がございます。こういうのが芝富線の特徴となっております。 

次に宮タクについて報告いたします。5 ページ目をご覧ください。 

まず全エリアの合計の表から中心に説明してまいります。4 月から 3 月まで、そして計、27 年

比較という表でございますが、こちらの表で説明してまいりたいと思います。 

まず運行台数でございますが、平成 27 年度と比べますと運行台数はプラス 88 台となっており

ます。輸送人数はマイナスの 215 人、実車走行距離は 738.4km ということで伸びております。

運行経費については、実車走行距離が増えたことによって 314,802 円の増加となっております。

運賃収入につきましてはマイナスの 125,000 円となっております。委託料についてはプラスの

439,802 円ということで、平均乗車人数がマイナスの 0.06 ということで、平均乗車人数が、乗り

合い率が減ったことによって委託料がそれに反映して増えたのかな、というふうに分析しており

ます。 

そして会員数でございます。4 月が 3,941 で 2 月が 4,248 ということで順調に伸びてきました

が、3 月で 3,969 人というように落ち込んでおります。この理由としましては、宮タクは平成 20

年度から運行をしていますが、独自の台帳管理をしておりまして、死亡者を今まで削除しており

ませんでした。今回、死亡者を調査しましたところ 363 人いらっしゃいましたので、実態と合わ

せるために 3 月に減員しております。そのため 27 年度の比較としても 49 人ということで微増と

なっておりますが、4 月の当初から比べますと、2 月までを見ていただきますと約 300 人位増え

たというような状況になっております。そこで同じような数字を 3 月に調整したということで、

実績がそのようになっております。今後も死亡者につきましては年度末に調整をしていきたいと

考えております。 

収支率の目標値でございますが、これは 35％を目標としておりますが、平成 28 年度につきま

しては 32.8％ということで及びませんで、27 年度につきましてもマイナスとなっておりますが

ほぼ横ばいと考えております。イオン 100 円サービス券でございますが、これについては 50,500

円の減、そして高齢者免許返納支援のものですが、こちらの方も 11,500 円伸びております。サポ

ーター券の利用はございませんでした。 

エリアごとに説明してまいります。 

6 ページをご覧ください。＜山宮エリア＞でございます。輸送人数、月があって、運行台数、

輸送人数とございますが、左から 3 つ目の縦の線の所を下に見てください。そこのところの合計

数字で 4,138 人が 28 年度の利用であったんですが、27 年度との比較で 402 人、約１割程度増え

ているということで、ここはかなり順調に伸びたと分析しております。 

次に＜山本エリア＞でございます。ここはすべての項目においてマイナスとなっております。

乗車率が落ちているというのは、便数が増えたことと運賃が上がった影響があるのではないかと

事業者からは伺っております。 

次に 7 ページ目の上の＜安居山エリア＞でございます。ここについても、ほとんどマイナスと

なっております。ここの会員数は若干伸びてはおりますが、実際に利用していただく方というの

は固定のお客様ということと、利用者がかわらないということで伺っております。 

次に 7 ページ下の表でございますが、これは＜上野エリア＞でございます。ここにおいても、

ほとんどマイナスとなっております。ここにおいてもお客様は全て固定していて、利用する方も

だいたい同じだということで伺っております。 

1 ページめくって下さい。8 ページの上の表は＜南部エリア＞でございます。ここでも全ての

項目が微減ではありますがマイナスとなっております。ここでも利用者が固定していて、新規の

利用がなかなか望めないというように事業者の方からは報告を受けております。 

次に＜富士根エリア＞でございます。ここにつきましては運行台数はじめ、利用者数も前年と

比べて 93 人ということで増加傾向にございます。 

次に 9 ページ目をご覧ください。9 ページ目の上の、＜北山エリア＞でございます。こちらに
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ついてもかなり心配したエリアでございますが、今年度は増加傾向になっているということで、

安心、ということはないんですが、よかったと思っております。 

＜北部エリア＞につきましては、輸送人数が若干増えてはおりますが、ほぼ横ばいという形で

推移しているということです。ここにつきましてもほとんど利用者は固定されている方、という

ことで伺っています。 

次に 10 ページでございます。10 ページには＜内房エリア＞というものが記載されています。

ここではほぼ全ての項目でマイナスとなっております。ここもほとんど同じ方が利用されていて、

新規の利用がなかなか難しいよということで伺っています。 

市としましてもこの辺の危機感を持っていまして、自治会の会合や高齢者の集まる寄り合い処 

などで宮タクの説明を行って、利用促進と会員の新規獲得に努めております。事業者からはよく

使われていた方、固定客が入院されると新しい利用者が増えてこないと伺っています。宮タクに

つきましては一人よく使っている方が減りますと輸送人数に大きく影響が出てまいります。 

宮タクの利用者はほとんどが 70 歳以上の女性でございます。富士宮市の運転免許証取得状況

と人口とを調査しましたところ、65 歳以上の女性で運転免許証を持たれているかたは 45%ほど

いらっしゃいます。65 歳以上の男性は 84%が免許を持たれています。25 歳から 64 歳以下で免

許を持たれている方の割合は女性でも 95%、男性で 96%ということでほとんど変わらない状況に

なっております。64 歳以下は男女共にほとんど運転免許を持たれて通常は運転されているという

ことで、今後、宮バス・宮タクを利用される新規の利用者が生まれにくい状況が続く、と考えて

おります。一方宮バスの認知度は高いんですが、宮タクをご存じない方もいらっしゃいますので、

引き続き自治会や寄り合い処などに出向いて説明を行い利用促進に努めていきたいと考えており

ます。 

以上で 28 年度の実績報告を終わりにします。よろしくお願い致します。 

 

議長 

28 年度の実績報告が終わりました。ちょっと見づらくて申し訳なかったですが、最後の説明に

ありましたように、免許の取得率が下に行くともう男女共に 90%以上で、そういう方が高齢者に

なっていく。おそらく女性のほうが長生きですので、今一番利用している 70 歳以上の女性が、

今 40 代 50 代の方が 70 歳になったときにおそらく元気ですから車を持っているということです

ね。これから公共交通のことを考えるとき、高齢者になって事故も勿論あるんですが、その辺り

も悩みですね。 

何かご意見ご質問等ありましたら。何か感想でも結構ですのでございますでしょうか。 

 

大倉 篤委員 

高齢者免許返納支援券ですけども、これはいつごろからやっておられますか。 

 

事務局（室長） 

25 年の 10 月から行っています。富士宮市にいる方で 65 歳以上、そして免許の有効期限中に

免許を返納された方にこの制度をもっております。5,000 円の市営公共交通の利用券を 1 回限り

でございますが配布しております。 

申請に来た時に必ず宮バス・宮タクのご案内をして、宮タクは最初の 1 回を利用してもらうの

がハードルが高うございますので、この 5,000 円を使って何とか 1 回でも利用してくれ、という

ことでございます。だいたい 1 乗車 500 円が相場ですので 5 往復できます。富士宮市では宮バス

で富士急さんとかのバスを横に繋いで線的に、宮タクで面的にカバーしておりますので、全ての

地域で使えます。市営公共交通が全ての地域に入っているというのが富士宮市の特徴で、これが

できるという形になっております。 

 

土屋 善江委員 

今の件ですが、返納した時に宮バス・宮タクということをある程度の年の人が、知らない人が

いっぱいいるわけですよね、 まだ。その宮タクを即、自分の足として使いたいわけですけども、

その宮タクを使う、実際こうやって、ということは細かく説明をしてやってほしいです。 

実際私達の地域でも頑張って極力危ないと言われながらも返納しちゃうと買い物も行けない、
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困ると。タクシーをその度使うのではとても金額的に大変だと。でもやっと思い切ってその方が

自分の体調を考えて返したんです。5000 円をいただいたんですけど、その宮タクをそもそも利用

するのにカードをそれから作って、とそこまで具体的に教えてあげて使えるようにご配慮を、と

思うんですけど。 

 

事務局（室長） 

必ずこれを申請された時は窓口にいらっしゃいますので、その時には宮バス・宮タクの、主に

宮タクですね、宮タクの説明をしております。そこで同時にカードもお作りして、詳細をご説明

しております。ただ窓口に来られる時に、この制度があるから返納したよ、という方はほとんど

いないです。ほとんど知らないで返納して、警察の方でご協力いただいて、こういう制度がある

から市役所に行ってくれ、というご案内をいただいて、来ているというのが実情でございます。

そこのところで窓口では丁寧に説明をさせていただきますので、ご意見いただきましたので今後

も引き続きやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議長 

あとはよろしいですか。はい、先生どうぞ。 

 

水村 裕子委員 

私、柚野小学校という柚野の地域で勤めているんですが、居住区も柚野なんです。ですので、

学校の子どもや保護者それから地域のかた両方の声が入ってくるんですが、今お話のありました

宮タクというのは、柚野地域でも利用できるものなんですか。 

 

事務局（室長） 

柚野地域でも利用できます。上野エリアに入っています。 

 

水村 裕子委員 

そうなんですか。この４月から土日の路線バスの便数が減ってしまったわけですから、昨日

PTA の理事会がございましたけれども、どんな影響があるかお聞きしてみましたら、やはり、母

もそうですけれど、土日については行動が制限され、小学生でも部活のあと富士宮に出たくても

足がなくて不便で困ると。そういう中でタクシーですと行くだけでも 3,000～4,000 円かかって

しまいますので、宮タクはどうですかと聞いてみましたら、誰一人、知っている人がいなかった

のですけども、どのくらい利用できるのか、どうやれば利用できるのかというような周知の仕方

について教えていただきたいことと、あの、すみません。 

 

事務局（室長） 

宮タクにつきましては誠に申し訳ないんですけれども、タクシー事業との差別化をするという

内容の中で土日は使えないということになっています。そして周知の仕方でございますが、柚野

地域でも先日上条という所と中才という所の寄り合い処で説明させていただいて、 来月には市場

という所で説明をさせていただいて、高齢者の方にはご説明をさし上げて上柚野の地域は 3 つの

所で説明させていただいております。 

 

水村 裕子委員 

回覧板でこの日に説明ありますよ、というようなことで回っているんでしょうか、情報が。 

 

事務局（室長） 

情報的にはそこで寄り合い処をやっている方が寄り合い処を集めるときに、そこの一つの講座

みたいな形で設定させていただいておりますので、回覧板では出ていないと思います。 

 

水村 裕子委員 

すると例えば私の母はほぼ毎日定期バスを利用し、出ていないときにはタクシーを使って往復

6,000 円で通っているわけですけれども、そういう情報は知らないので、寄り合い処という所に

出て行かない老人は知らないということになりますよね。 
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事務局（室長） 

そうですね。ただ回覧板で見ても中々これは理解しにくいというところがありまして、 タクシ

ー事業者さんとの差別化の中で、宮タクは中々見ても分からないと。やっぱり膝を突き合わせて

ご説明をすることでご理解いただいて、それで寄り合い処なんかだとだいたい半分くらいの方が

会員登録をその場でしてくださいます。ただ回覧板を回すだけでその情報が伝わるのか、という

ところがちょっとこちらもよく分からない部分で。 

 

水村 裕子委員 

回覧板でいついつ説明会がありますよ、というその回覧板だけでいいと思うんです。 

 

事務局（部長） 

すみません今の、寄り合い処という一つの集会の場を使わせていただいておりますけれども、

先生のおっしゃる通りそういう所に行かれない方に情報をどうやって伝えていくかということが

問題かと思いますので、事によるとこれは自治会ともお話をさせていただいて、そういう場面を

寄り合い処ばかりに頼るのでなく情報を伝える手段をちょっと研究させてもらいたいと思います。 

 

水村 裕子委員 

周知されると増えるかもしれませんね。 

 

山内 善久委員 

寄り合い処は社会福祉協議会の一部ですし、全てのお年寄りが寄り合い処に入っておりません

ので、自治会あるいは自治会組織の公民館、区民館、場所によって呼び方は違うと思うんですが、

そういう所で回覧板を通じていついつここの公民館でやりますよ、あるいは区民館でやりますよ、

という案内を流す必要性があるでしょうね。だからそんなに難しいことではないと思うんです。

説明会の場所を区民館に設定をすればいい。生活者は寄り合い処のメンバーだけじゃないんです。

区民全体、柚野であれば柚野地区の皆さんに心当たり、聞きたい方はいれば集まっていただく、

ということを一度設定したらばいいんじゃないでしょうかね。 

 

議長  

この件についてはまた。他にありますか。今の件ですか。 

 

高山 あさ江委員 

皆さんにお知らせするのは広報が一番だと思うんですよ。そう言っても広報を見ない人もいる

かもしれないですけれど、ちょっとページを使って分かりやすく、こういう返納者はこの欄でと

はっきり分かる、ちょっと無駄なようですけど、ぐじゃぐじゃ書いちゃうと文章が長いですよね。

それで分かりにくいと。区民の人に聞いてみてそうなんですよ。だから分かりやすいお知らせの

仕方というようにしてもらって、うちの方にも説明会に来ていただいたんですけれども、説明を

聞きに来ていた人はそれこそ 20 分の 1 くらいの人数なんですね、せっかく来ていただいても。

聞いたけど何だか分からない、そういう言い方になっちゃうし寄り合い処も今おっしゃったよう

に、上の方に行くと割と人数が多いけれど下の方は参加人数が少ないというのがあって、あれは

事業として協議会の方でやっているだけのことで、徹底して、ってことはできないもんですから、

広報をしっかり書いて、分かるように書いてくれたら自治会の方の区長会でもそういう話をして、

班長会議とか何人か集まるわけでしょ、配布しますので、そのときにこれにはこう書いてある、

宮バスの件、宮タクの件がしっかり書いてあるから読むようにと班長さんにメモくらいは乗せて

回さないと全く見ないです。ですからせっかく書いていただいてもね、もったいない。 

 

議長 

今までは地域の会合、あるなら行く、そういう感じだったんですね。やはりそうではなくて、

商品を売ると思えば自ら宣伝をしなければ売れないわけですから、たぶん先生もそういう意味で

おっしゃったと思うんです。そこはやり方を検討してみてください。今まではいつでも行きます
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よと言って、寄り合い処には行ってやるけども寄り合い処にみんな行くかといえば行ってないん

ですね。それならどうしたら伝わるかということを、さっき部長が言ったようにやり方について

検討するということなので、またいい案があったら区長会のほうとも相談させていただきながら、

難しいというのもその通りだと思います。特に宮タクは、そのシステムがちゃんと伝わってない

ですから。 

 

事務局（部長） 

是非そのように、自治会の方ともご相談しながら。 

 

大内 善久委員 

いずれにせよ回覧すればいいと思うんですよ。どこどこの公民館でいついつ説明会をやります、

できれば若い人も一緒に聞いていただきたいと。お年寄りだけだとなかなか理解できない部分が

あると思うんですよね。先生の場合だったらお母さんと一緒に出席をして頂いて聞いて頂くと。

だから寄り合い処というのはどうしても限られた人になっちゃいますので、自治会組織の各施設

を利用して、区民館を、そうすれば簡単に済むことだと思いますので、早速やっていただきたい

と思いますね。 

 

議長 

今まで市のほうから文章を流したことはないんですか。自治会に回す文章を用意したことは。 

 

事務局（室長） 

大中里区には各家庭に渡るように宮タクの説明を今年の 3 月に配っております。 

 

議長 

市が全部作って配った。 

 

事務局（室長） 

はい。 

 

議長 

そのやり方を検討したいですね。 

 

土屋 善江委員 

何年か前にこれが発生した時、企画したときに区長さんを中心に自治会の方で集まって、私達

もお年寄りと一緒に加わって一応カードとか作りました。何年か前にはそういう風に、自治体を

通して市のほうでやっていただいたんですよね。それが中々浸透しきれない状態で今いますので、

今、区長さんたちも代わられたりしていますから、もう一度、必要性の強い所、まずは宮タクを

使わないと困る地域からでもとにかく始めていただければと思います。 

 

議長 

たくさんご意見いただきましたので、参考にさせていただきたいと思います。事務局の方で、

どうしたら伝わるか、やっただけではなくて、やってどう伝わるかについて検討をお願いします。 

時間もだいぶ押してまいりました。続きまして報告事項の②富士宮市地域公共交通計画（仮称）

の策定について、事務局に説明を求めます。 

 

②富士宮市地域公共交通計画（仮称）の策定について 

 

事務局（室長） 

それでは説明してまいります。別添の資料３をご覧ください。富士宮市地域公共交通計画の、

仮称ではございますが策定のスケジュールを記載しております。 

 

事務局（部長） 
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資料の３、お手元によろしいでしょうか。スケジュール表になっています。これで説明させて

いただきます。 

 

事務局（室長） 

先ほど事業計画の中でもございましたが、事務局としましては 8 月から 9 月くらいまでで素案

の作成をいたしまして、基本計画の取りまとめを 12 月程度までにして、2 月 3 月で印刷をかけて

4 月から動かしたいという風に思っております。策定組織ですが、この会議においては事業計画

でも説明した４回のところで、主には 9 月 11 月になりますが、そこで確認させていただきたい

と思っております。住民の意見の把握についてはご覧の通りとなっております。利用者の満足度

についての集計を 5 月程度、市民アンケートにつきましては 5 月から 6 月にかけて行いまして、

それを集計、分析をしてパブリックコメントを 9 月程度にかけていきたい、というふうに考えて

おります。以上でございます。 

 

議長 

これは今後、こういうふうにやっていきたいというスケジュールですが、よろしいでしょうか 

 （なし） 

それでは報告事項②を終わります。 

次に、報告事項③宮バスのバス停名称変更につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

③ 宮バスのバス停名称変更について 

 

事務局（室長） 

次に元の資料の 5 ページ目をご覧ください。元の資料というか、議案書の 5 ページ目ですね。

そこのところの一番下のところに宮バスのバス停名称変更についてということで記載させていた

だきます。中央循環内回り外回りということで変更前が「小田部産婦人科医院」でございました

が「宮バスひばりが丘」という名称に変更しております。そして東南循環東コースにつきまして

は「南吾峰殿前」というものが「富士葬祭 源道寺前」ということで記載しております。これは

29 年 4 月 1 日から変更しております。これは小田部産婦人科医院さんがバス停オーナーを下りら

れたということで上の方は変更になりまして下の方は名称が富士葬祭源道寺というふうに変わり

ましたので、それに合わせて変えております。 

ちなみにバス停オーナーですが、オーナー数としましてはここで１者減りましたので 45者で、

オーナーバス停が 77 基、これは全 266 基中 77 基がオーナーバス停となっております。 

報告は以上です。 

 

議長 

一件目は残念ながら下りられたということで、2 件目は名称の変更のみですね。このことにつ

いて何かご質問はございますか。 

（なし） 

よろしいですか。それでは報告事項について、終わります。 

それでは最後に、その他としまして、少し時間も押してまいりましたけれども皆さまから何か

ご意見等がございましたらお願いします。よろしいですか。 

 

(３)その他 

 

事務局（室長） 

事務局のほうから２点ございます。 

１点目がお手元の資料で地域公共交通確保維持改善事業の二次評価の結果ということで、今日

お配りした資料でございます。これが 5 月 15 日に来ましたので、皆さまのお手元に入れること

ができませんでしたが、中部運輸局長のほうから各協議会において積極的に広報してください、

というご指示がございましたので、出させていただいております。この内容につきましては裏面

を見ていただきますと、地域内フィーダー系統事後評価要約版ということで、昨年度の第４回、
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今年の 1 月にご審議していただいた内容について 2 月 15 日に名古屋の中部運輸局でヒアリング

を受けました。その時に大学の有識者とかそういう方々にヒアリングを受けた中、5 月 8 日付で

中部運輸局長からご報告がございました。 

左側の自治体・協議会名と書かれている所なんですが、ここは皆さまにご審議していただいた

内容でございます。これは東南循環と北循環について評価されたものでございます。 

二次評価としましては「市民との協働の取り組みを含めた様々な活動により認知度が高まって

いる宮バス・宮タクについては、市民に定着し、効果的に機能していることを評価します。公共

交通維持のための独自の評価制度により、事業の分析・評価ができていますが、評価手法を市民

にアピールし、地域にフィードバックしていくことで、更なる利用促進と運行の効率化に繋げて

いくことを期待します」というようなアドバイスをいただいております。 

また、第三者の評価委員会における主な委員コメントの中でも、上から 2 つ目、ポツの 2 つ目

なんですが「富士宮市の評価を中部様式や本省様式にも踏襲していただきたい」ということで、

高く評価していただいているというふうに感じております。次のポツですが乗り合いタクシーに

ついても「富士宮市と富士市では取り組み方が対照的なものとなっていることが興味深い。隣接

市で調整をとり、良いものにしていただきたい」という、先ほど富士市の説明にもあったんです

が、富士宮市は面的に配置されて、富士市の方は地域からの立候補制みたいな形で、地域で設定

しているということで、富士・富士宮の公共交通の作りが違っているということが隣りにあって

も大きく違うということでこのようなアドバイスになっているかと思います。このようなアドバ

イスになっている中で今後いろいろ新しい計画のところで参考にしていきたいと考えております。 

次に宮バスのご案内というマップを出しましたが、これは 4 月 1 日からの新しいものでござい

ます。先ほど言いましたバス停の名称変更だとかがこういうことで、富士宮市の宮バス中央循環

がぐるぐる回っているのがありますが、富士宮駅から放射線状に、富士急静岡バスさんとか山交

タウンコーチさんのバスが出ていまして、それを横につなぐような形で宮バスが配置されていて、

後は芝川の方に路線が伸びていく、というような概要になっております。これが新しい路線図と

時刻表になっていますので、ご参照ください。私のほうからは以上でございます。 

 

議長 

事務局からは終わりました。皆さんからはいかがでしょうか。 

（なし） 

それでは本日の議事はすべて終了いたしました。後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、長時間にわたりご議論いただきまして、誠にありがとうございました。それでは

次回の会議ですが、平成 29 年度第 2 回地域公共交通活性化再生会議は 9 月中旬ごろを予定して

おります。また 1 ヶ月ほど前になりましたら、皆さまのお手元のほうに開催通知の方を送らせて

いただきたいと思いますので、詳しい日程等につきましてはそちらの方でご確認いただきたいと

思います。皆さまには大変お忙しい中、恐縮ではございますが、出席のほうをいただけましたら

幸いと存じます。 

それでは以上をもちまして、平成 29 年度第 1 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。誠にありがとうございました。 

 

 

１６時０８分 閉会 


