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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 29 年 9 月 15 日（金）14：30～ 

○会場  富士宮市役所 5 階 510 会議室 

○出席者 

委員 １６人 

芦澤英治会長・土屋忠男委員・篠原克敏委員・増田新吾委員・大河原忠委員・芦澤喜則委員・ 

佐藤捷世委員・土屋善江委員・鈴木清秀委員・藤井敬宏委員・薮田丈夫委員・工藤正邦委員 

・高井知啓監督官(加藤正臣委員代理)・永田伸也主査(大倉篤委員代理)・澤野和隆委員・ 

高山あさ江委員 

 

事務局 ５人 

市民部長 佐藤收・市民生活課長 塩川貴洋・市民生活課参事兼交通対策室長 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 

 

事業者説明員２人 

富士急静岡バス 後藤・山交タウンコーチ 野出 

 

合計 ２３人 

 

【開会】 

 

事務局（竹川） 

それでは定刻より少し早いですけれども、皆様お集まりのようですので、会議の方を開催させ

ていただきたいと思います。委員の皆様、本日は大変お忙しい中ご出席いただき、誠にありがと

うございます。ただいまより平成２９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。私は本日の進行を務めます市民生活課交通対策室の竹川でございます。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７件を予定しております。よろしくお願いいたします。 

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。一般旅客

自動車運送事業者に雇用されている者が組織する団体の代表者として、富士急静岡バス株式会社、

営業部課長、増田(ますだ)新吾(しんご)様でございます。 

 

増田 新吾委員 

 富士急静岡バスの増田と申します。6 月に富士宮の営業所の方に異動になりました。住んでい

る所も富士宮市ですので、今後ともよろしくお願いします。 

 

事務局（竹川） 

次に富士宮市区長会の代表として、富士宮市区長会副会長、大河原(おおかわら)忠(ただし)様で

ございます。 

 

大河原 忠委員 

 大河原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（竹川） 

次に富士宮市区長会芝川支部の代表者として、富士宮市区長会芝川支部長、芦澤(あしざわ)喜

則(よしのり)様でございます。 
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芦澤 喜則委員 

芦澤でございます。よろしくお願いします。 

 

事務局（竹川） 

以上３名の皆様でございます。よろしくお願いします。 

それでは会議へ入るにあたりまして、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１６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となっております。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） 

それではご苦労様です。今日から新しい委員さんのお迎えをいたしまして、この富士宮市地域

公共交通活性化再生会議ということで皆さんのお力添えをお願いいたします。 

ご存知とは思いますけれども、富士宮市の会議、といいますか宮バス宮タクというのは全国的

にですね、創意工夫をする中で一躍脚光を浴びた、という時期があったと言ってもいいかもしれ

ませんけれども。あとは日本大学の藤井先生のお力添えをいただき、また生徒さんにもお力添え

をいただき、ありとあらゆる考えられる方法でですね、全てで考えてここまでできる、やってみ

ようか、ということでスタートしたのが宮バス宮タクでございます。特に宮バスにはバス停オー

ナー制度という制度を作りまして、地域の方にも協力していただき、それからバスの中ではいろ

んな情報発信の方法を創意工夫して、藤井先生のご指導いただきまして生徒さんに作っていただ

いたり、あるいは宮バスの歌というのも作りまして。最近、深夜放送で放送されたそうでござい

ますけれども、いろんなことで話題を提供してまいりました。また宮タクについても公共交通の

走っていない所についての、宮バスが走っていない所に何とかならないか、ということで、今も

創意工夫を重ね、何とか乗り合いのタクシー、デマンド型のタクシーということで運営している

ところでございます。 

そうはいいましても年月がどんどん経っていきますと社会情勢も変わってきます。地域の状況

も変わってきますし、また富士宮市もやはり少子高齢化の波というものが進んでおります。また

学校のいろんな生徒さんが減っていることもまた考えなければいけない、ということも起きてい

るわけでございます。今日は特に報告事項の中で新たな北部地域の宮タクのあり方ということで

ちょっと皆様の方にご提案をさせていただきたいと思っております。 

いろいろ申し上げましたけれども、いろいろな面でですね、皆様のお力添えをお借りしながら

市民の足を如何に守っていくか、ということでこの会議を進めてまいりたいと思いますのでよろ

しくお願いをいたします。 

それではですね、早速会議を進めてまいりたいと思います。 

規約の規定に基づきまして、私が議長を務めることになっております。議事がスムーズに進行

できますよう皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

まず議事に入ります前に、今回の会議には報告事項の説明者として、山交タウンコーチ株式会

社の御担当者様にご出席いただいていますことを、ご報告をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

では議事に入ってまいります。 

まずはじめに第１号議案といたしまして、富士宮市地域公共交通計画（素案）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。 
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(１)協議事項 

第１号議案 富士宮市地域公共交通計画（素案）について 

事務局（佐野室長） 

事務局の交通対策室の佐野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは着席して

説明させていただきます。 

まずは富士宮市の地域交通計画、素案でございますが、活性化再生法が改正されまして、本来

法定計画は網形成計画という形になるんですが、今後都市計画のマスタープラン、あと総合計画

が改定がございまして、そちらとの整合性を図るために現在繋ぎの計画としまして富士宮市地域

交通計画というものを提案させていただきます。本日提案させていただきまして、11 月の第３回

の会議で承認をいただき、来たる 4 月からこの計画を動かしていきたいと思います。この計画は

任意の計画となる予定でございます。 

それではまず 1 ページ目をご覧ください。1 ページを開いていただいて、お手元の富士宮市地

域公共交通計画の素案という資料があると思いますが、それをまず 1 ページ開いてください。資

料１になります。そこに目次とあります。目次としまして１から６までの項目が載せてあります。

そして資料編１から４という形で構成されています。 

それではまず１ページ目をご覧ください。 

１．富士宮市地域公共交通計画の背景と目的 

“過度なマイカー依存型の社会は鉄道やバスなどの公共交通に大きな影響を与えており、地方

都市の民間交通事業者は路線の廃止・減便を余儀なくされている。また、公共交通の担い手であ

るバス・タクシーの運転者不足によりさらに深刻となっている。 

これは、本市においても例外ではなく、民間バス路線が撤退した路線や地域において、平成 20

年 4 月から「宮バス」「宮タク」の運行を開始した。これまで地域公共交通総合連携計画に基づ

き、「宮バス」の路線拡大や「宮タク」の利便性の向上を進めてきた。 

これにより本市の公共交通はＪＲ身延線及び幹線道路を運行している民間路線バスを交通体系

の軸とし、中心市街地と周辺住宅地を横断的に結ぶ「宮バス」が、富士宮駅から放射状に広がる

民間路線バスと連携し交通ネットワークを構築している。 

更にその交通ネットワークを面的にカバーする「宮タク」を市内の広い範囲に敷設することで、

公共交通のセーフティ・ネットが張り巡らされた。 

しかし、マイカー中心の生活の中にあって公共交通を利用する機会は少なく、公共交通に対す

る市民の関心は薄い。さらに、運転が不可能となった後も公共交通の利用の仕方がわからないな

どといったことから利用を控える傾向もあり、移動手段の縮小につながっている。 

高齢化の進展に伴い、高齢者による交通死亡事故が社会問題となっている。今後、さらなる高

齢者の増加が見込まれる中、運転に不安を持つ高齢者が、マイカーの利用ができなくなっても移

動に困らないよう、運転免許証を保有しているうちから公共交通に慣れ親しんでおく必要がある。 

また、富士山世界文化遺産登録を受け多くの方が富士山及び構成資産を訪れている。環境保護

や交通渋滞、交通事故等の問題を解消し、本市を訪れた人が安全に安心して移動できるよう関係

機関との協力が必要となる。 

「富士宮市地域公共交通計画」では、民間バス路線、タクシー、宮バス、宮タクなどの既存の

公共交通を維持し利用環境の向上を図るとともに、利用促進策の推進により、マイカー依存型の

生活から公共交通への転換を促し、持続可能な公共交通の実現を図ることを目的とする。”という

ことで、背景と目的を書かさせていただきました。 

それでは 2 ページをご覧ください。 

２．富士宮市地域公共交通計画の基本指針と目標 

これは富士宮市第２次地域公共交通総合連携計画をそのまま踏襲しております。中段のところ
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から始まりますが、“富士宮市地域公共交通計画では、基本的には従前計画の基本方針を踏襲し、

今まで整備してきた市営公共交通の利用を拡大することで、「地域の実情に即した便利な生活交通

の実現」を継続する。また、高齢者による交通事故削減のため、マイカーから公共交通への転換

の施策を講ずる”、ということとしています。 

テーマ『地域の実情に即した便利な生活交通の実現』そして基本方針１から４までについては

前計画を踏襲しましたのでほとんど変わっておりません。しかし４番のところで“地域協働”と

いう言葉を修正させていただきました。 

それでは次に 3 ページ目をご覧ください。 

３．富士宮市地域公共交通計画の区域と交通体系の基本構想 

前計画では「就労支援の宮タクエリア」ということで北山、山宮、南陵の工業団地の方に通勤

のために行く仕組みを作りましたが、これにつきましても平成 27 年 4 月の宮タクの増便で対応

しましたので、今回につきましては削除しております。 

それでは次の 4 ページをご覧ください。 

４．目標を達成するために行う事業及び実施主体 

「基本方針 1.誰もが利用できる公共交通網の維持」ということで富士急静岡バス株式会社様、

山交タウンコーチ株式会社様の路線のことを書かせていただいています。目標としましては「路

線バス及び宮バスの運行を維持する」ということになっています。 

それでは 5 ページ目をご覧ください。1)民間バス路線について、必要な路線の維持、5 ページ

目の中段から始まりますが、“しかし、これらの路線の多くは利用者が少なく、不採算路線となっ

ていることから、市では「富士宮市地方バス路線維持補助金交付要綱」を策定し毎年運行経費の

補助を行っている。また、広域幹線路線については国庫補助（地域公共交通確保維持改善事業）

を受け路線を維持している。 

このことから、民間バス路線を本市の公共交通の軸としてとらえ、図１に示す路線については

引き続き補助金を交付することで路線を維持する。 

また、市営公共交通である「宮バス」「宮タク」と連携を図ることで、利用者の移動範囲を格段

に広げ、通院や買い物等の日常生活に支障を及ぼさないような交通体系を維持する。” 

次に 5 ページ目の下のほうなんですが、2)観光路線バスの運行、ということになります。平成

25 年 6 月から“観光路線バス「強力くん」が運行されている。また、新富士駅から富士河口湖町

の富士山駅をつなぐ路線バスや「強力くん」などに使える富士西麓バス周遊きっぷ「富士西麓物

語パスポート」で観光客への利便促進を行っている。” 

それでは次のページをご覧下さい。次は 3)「宮バス」の維持、利用促進となっております。下

の図は宮バスの運行路線が書かれております。右側の方ですが、中央循環を基準としまして南側

から南循環、東循環、そして北循環というものが配置されております。更に芝川路線としまして

香葉台線、稗久保線、芝富線、稲子線が配置されております。 

それでは 7 ページをご覧ください。4)タクシー事業の活性化ということで書かさせていただい

ております。中段のところになるんですが、“現在、タクシー事業者が行っている認知症サポータ

ー養成講座の実施、お産応援タクシーなどの事業については継続していく、ということです。 

静岡県富士山世界遺産センターの開館を受け、新たな観光客の需要が見込まれる中、タクシー

の観光事業の推進が重要となる。観光客へのタクシー定額プランの商品開発を進めていく、と伺

っております。更には本市では路線バス、「宮バス」「宮タク」及びタクシー事業を連携・調整す

ることにより、公共交通全体の底上げを図っていく。”と書いております。 

それでは次のページをお願いします。8 ページになります。 

「基本方針 2.高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交通体系の整備」。目標は以下の通り

（「路線バスと宮バス・宮タクの連携及び宮タクの利便性向上によるきめ細やかな公共交通サービ

スの提供を図る」）となっております。 

1)JR身延線、路線バス、「宮バス」「宮タク」の連携ということで、下のほうに富士宮駅の乗り
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継ぎイメージが描かれています。 

それでは 9 ページをご覧ください。2)「宮タク」の継続運行ということになります。やはり高

齢者の生活の足と言ったら宮タク、ということになります。後ほど提案いたしますが、小学生の

足を今後確保していきたいというふうに考えております。そういうことで北部エリアの運行形態

のところに新たに“エリア内にある公共施設等で乗降可能な場所を設ける”ということを書かさ

せていただいております。 

それでは 10 ページ目をご覧ください。宮タクの運行エリア図になります。 

11 ページ、3)「宮タク」の維持、利用促進。以前の計画では街中ゾーンと各エリアの間に隙間

があり、飛び地の運行でした。途中下車ができないという仕組みでしたが、11 ページの中段にな

るんですが、“平成 27 年 4 月にエリアを拡大し、いままで宮タクを使えなかった中心市街地の住

民も利用可能とした。また、全エリアで２～４便増便し、エリア内にある公共施設等、途中乗降

可能な場所を設けるなど利便性の向上を図った。運行エリア及び運行形態の変更に当たっては、

十分に各交通事業者と協議し、既存の民間交通事業者の営業になるべく影響を与えないように配

慮する。今後も地域説明会などを開催し、制度の周知と利用の促進を継続する。”その宮タクの運

行形態のイメージ図がそこに描かれております。 

次、12 ページにうつります。12 ページとしまして 4)交通関連施設のユニバーサルデザイン化

ということで、①ノンステップバス、ユニバーサルタクシーの導入、②「宮ＢＡＮ」の有効活用、

③駅及び交通の結節点における案内表示、の改善というものを記載させていただいております。 

それでは 13 ページをご覧ください。 

「基本方針 3.地域や企業が支える公共交通の仕組みづくり」ということで、目標は以下のとお

り（「各事業所・企業・団体などの支援受入態勢の充実を図る」）となっております。 

1)「バス停オーナー制度」等を活用した市営公共交通を支える仕組、ここではやはり宮バスの

特徴となっておりますバス停オーナー制、そして市営公共交通サポーター制度というものを活用

した市営公共交通を支える仕組みを構築して継続していきたいと考えております。 

それでは次の 14 ページにおうつりください。 

「基本方針 4.公共交通の利用環境の向上」となります。目標としましては以下のとおり（「市

民・交通事業者・行政による連携を図り、利用環境の向上を進める」）となります。 

1)高齢者運転免許証自主返納の支援ということで、これは新たに新設いたしました。“高齢ドラ

イバーによる交通事故の減少と市営公共交通機関の利用促進を目的に高齢者運転免許証自主返納

事業を行っている。満６５歳以上の市民で、運転免許証を自主返納した方に、「宮バス」・「宮タク」

で利用できる富士宮市公共交通補助券 5,000 円分を１回限り交付している。 

静岡県タクシー協会に加盟のタクシー事業者では、高齢者による自動車事故防止に向けて、「安

心・安全」への社会貢献に寄与するため、運転免許証を自ら返納された６５歳以上の方にタクシ

ー運賃が１割引となる「運転免許証返納割引」を行っている。 

バス事業者では、高齢者に優遇したシルバー定期券やゴールド定期券を設けて利用環境の向上

を行っている。” 

次に移ります。2)「のりもの祭」の開催になります。これは例年行われているものですが、来

月 10 月 21、22 日に予定しております。 

15 ページをご覧ください。3)公共交通間のスムーズな乗継ぎということで、一番下のところに

なるんですが、宮バスの乗換案内を行う際にインターネットから検索できる乗換案内への掲載に

向けて研究を行うということで、今後インターネットで乗換が検索できるようなものを検討して

いきたいと考えております。 

次に 4)富士宮市と商業施設等との連携ということで、イオンモール富士宮さんの 100 円の補助

券とかいうものがここで書かれております。 

5)公共交通への意識啓発、参加支援ということで、一番最後のところですが、説明会とかを今

やっております。平成 29 年度においては 23 箇所において地域の説明会を予定してまして、市民

への公共交通への意識啓発を図ると同時に、宮バス・宮タクの利用促進と、民間路線バスの利用
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促進も行っております。 

それでは 16 ページをご覧ください。6)「のりものゲーム」「紙芝居」の活用ということになり

ます。現在のりものゲーム、紙芝居を作っておりますので、のりものゲームにつきましては「の

りもの祭」で、そして紙芝居につきましては保育園・幼稚園での「のりもの教室」で活用してい

ますので、それも継続していきたいと考えております。 

7)市民・交通事業者・行政が連携する場の設置ということで、市民アンケートも継続していき

たいと考えております。 

8)地域内フィーダー系統確保維持事業、これも継続してまいります。 

9)地域間幹線系統確保維持事業、これも継続してまいります。 

10)静岡県富士山世界遺産センターへの対応としまして、本年、12 月 23 日に静岡県富士山世界

遺産センターが開館する予定でございます。宮バス、民間路線バスのバス停の名称を変更するな

ど、来訪者への利便性の向上を検討しております。 

それでは 18 ページをご覧ください。 

５．計画推進のための事業評価サイクル 

1)評価指標及び目標値、下のところに《「宮バス」の評価指標》と書かれています。収支率、目

標値 50％以上につきましては変更ございません。１カ月当たりの乗車人数、これにつきましては

PDCA で目標値を設定することといたします。利用者満足度調査の実施、これは目標値 3.4 点以

上、変更ございません。バス停オーナー数、45 人ですが、以前は 50 人以上としておりましたが、

宮バスは少しでも広げたいということで拡大してきたため、路線の変更は今難しい状況にありま

す。バス停オーナーの方々は現在 45 人いらっしゃいますので、それを維持していきたいと考え

ております。100 円サービス券利用割合、ということで現在イオンモール富士宮店で行われてい

ます 100 円の補助券につきまして、かなり利用率が上がってきまして、現在 8.8％を超えました

ので目標を上げたいと考えております。 

《「宮タク」の評価指標》としまして事業費に対する運賃等の収入割合、につきましては目標値

35％を維持していきたいと考えております。１便当たりの乗合人数、におきましても、これも以

前はここの計画に載せておりましたが、今後 PDCA に反映させるということで、そちらの方で検

討していきたいと考えております。利用者満足度調査の実施、についても目標値は変わっており

ません。100 円サービス券利用割合、につきましては先ほど言いましたように 8%以上になりま

したので、9%以上を目標として考えていきます。 

《基本方針に係る評価指標》としまして市民満足度調査の実施、ということで目標値について

全体については 3.8 点以上から 3.9 以上ということでそこは変更しておりますが、交通弱者につ

いては変更ございません。 

次に 20 ページをご覧ください。2)事業評価サイクルですが、第２次総合連携計画と同じにな

っております。詳細につきましては PDCA の方に記載させていただいております。 

21 ページをご覧ください。 

６．富士宮市地域公共交通計画の計画期間及び事業一覧 

これは平成 30 年度から 32 年度の 3 ヶ年とさせていただきます。これにつきましては都市計画

のマスタープラン、各種の計画の整合性を図っていきたいというふうに考えております。 

資料編 

それでは次に資料編になります。3 ページほどめくっていただきますと、富士宮市の概況とい

うものが書かれています。 

１－１．富士宮市の概況 

1)位置・地勢、下のページも 1-1 となっております。 

それではそこから 1 ページめくっていただきまして 1-2、2)人口の推移・高齢化率等の状況と

いうものが書かれております。 
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次に 1-3 ページ、そこには図 1-4 としまして市年齢別人口割合の推移が書かれております。 

そこを 1 ページめくっていただきますと、図 1-5 ということで高齢化率分布図が描かれており

ます。作成した時に感じたことなんですが、例えば人穴を含む地域が灰色になっているんですが、

これは以前は赤い色だったんですが、ワンアップしました。芝川地域についてはツーアップして

いるということで、軒並みワンアップ、ツーアップしているような形になりまして、かなり色が

変わっております。今回かなり高齢化率が進んだということがこれで実感するような形になりま

した。 

それでは次に一つめくっていきまして 1-5、3)公共施設等の分布状況になります。表 1-2 に公

共施設等一覧が書かれています。 

1 ページめくっていただきますと、先ほど表 1-2 に記載されていたものがそこに図示されてい

ます。図 1-6 公共施設の分布図として図示しております。そこには民間バス路線が記入されてお

ります。そして更には宮バスも記入しております。 

それでは１ページめくっていただきまして 1-7、4)一般会計歳入額の推移が書かれています。 

1-8、5)自家用車の保有台数ということで、平成 27 年度に 115,299 台ということで、そこから

28 年度については若干減少はしていますが、高い保有台数となっております。 

次のページ 1-9 になります。6)観光客の流入状況ですが、ほぼ横ばいというような形になって

おります。 

それでは次に 1-10、1 ページめくっていただきまして上位計画の位置付けでございます。 

１－２．上位計画の位置付け 

これはやはり市の基本計画でございます 1 )第５次富士宮市総合計画というものがございます。

そこの将来都市像を実現するために「豊かなコミュニティを持つ安全・安心なまちづくり」の中

に「公共交通が整備された便利なまち」というものが位置付けられております。 

次のページの 1-11 ページになります。2)都市計画マスタープラン（平成 14年度～32年度）と

いうことで、これは今年度から見直しをしていくということで伺っております。 

次のページにうつります。1-12、3)岳南都市圏総合都市交通計画、1-13 ページにはその長期計

画、そして 1-14 ページには短・中期計画、ということで記載させていただいております。 

つぎに２．富士宮地域公共交通の現状でございます。 

２－１．民間バス路線の現状 

1)バス路線の利用状況が書かれております。やはり右肩下がりでかなり厳しい状況ということ

がこれを見て窺われます。図 2-2 を見ていただきますとバス乗車数と運転キロ数の経年変化比較

が描かれております。 

次のページにうつります。2-2 では 2)バス路線の概要というものが書かれております。そして

右の方には図 2-3 バス路線状況図ということで 2-3 のところに描かれております。 

1 ページめくっていただきますと、2-4 のところで中心市街地を拡大したものを宮バス・宮タク

を含めて、宮タクはぼんやりと青地になっていますが、そういうところを含めて現状を記載させ

ていただいています。 

次に 2-5 は強力くん、富士宮市内定期観光バスのパンフレットが載せてあります。 

2-7 につきましては 3)不採算バス路線に対する補助ということで、平成 26 年度・27 年度・28

年度とかなり増加しております。 

2-8 については 4)バス運行区間の廃止状況が記載されております。平成 20 年 4 月からは廃止

路線はないと考えております。 

2-9、図 2-6、これはその廃止バス路線の路線図が描かれております。 

２－２．富士宮市公共交通サービス 

右側におきましては富士宮市公共交通サービス、1)宮バス①宮バスの概要、そして 2-11 ページ

におきましては②利用状況ということで、中央循環・芝川路線についてはほぼ横ばい、東南循環

そして北循環についてはかなり右肩上がりで上がっています。 
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2-12 ページ、③宮バスの運行支援策、ということでバス停オーナー制度ということで平成 25

年度 8,452,800 円をトップとしましてだんだん下がり傾向ということで、平成 29 年度は契約し

ていただいたのが 6,868,800 円ということで予定しております。 

次に 2-13 ページ、そこには 2)宮タク①宮タクの概要が書かれております。 

2-14 ページ、②利用状況となっております。図 2-10 には山宮エリアの状況、ここにつきまし

ては目標値 2.0 人のところを 2.3 人ということで平均乗車人数が確保されているということにな

ります。図 2-11 につきましては山本エリア。ここも平均乗車人数につきましてはちょっと下がり

気味という形になります。2-15 ページ上の図は安居山エリア、ここも平均乗車人数は下がってお

ります。下の上野エリアにつきましても同様です。2-16 ページ南部エリア、その下の図につきま

しては富士根エリアが記載されております。そして 1 ページめくっていただきまして 2-17 につ

きましては北山エリア、北部エリアが記載されています。やはり北部エリアの利用人数が低いと

いうのが北部エリアの大きな課題ではございます。2-18 内房エリアが記載されています。 

そして１ページめくっていただきまして 2-19 につきましては 3)宮バス路線数・宮タクエリア

数の推移というものが書かれております。 

次のページ３．利用者以降及び市民意向の把握ということを行っております。これは後ほど報

告事項の中にもありますが、そのものをこちらに反映させていただいています。利用者アンケー

トの調査、そして市民アンケートの調査の内容が書かれております。 

１ページめくっていただきますと、利用者アンケートの調査概要が載っています。 

３－１．利用者アンケート調査の概要 

1)調査の目的、2)調査の方法、そして回答数としては 141 の回答をいただいております。 

1 ページめくっていただきまして、アンケートの結果になります。 

３－２．利用者アンケート調査の結果 

宮バスについてなんですが、①性別は“「女性」が全体の約 90％を占めており、女性の利用者

が多い。”下の囲みなんですが、②車を運転していますか、という問いに対しましては「いいえ」

が全体の 90％を超えており、宮バスの利用者は運転をしない人がほとんど。次に 3-3 ページです

が③年齢については 70 代以上、ということで、一番多いのは「70 代」の「女性」で「車の運転

をしない」人が宮バスを利用している像、ということで考えております。 

次に１ページめくっていただきまして「問 1.宮バスの利用目的は何ですか」という問いにバス

は通院、買い物などの日常生活における利用ということで使われています。「問 2.宮バスを利用

する頻度はどのくらいですか」ということで「ほぼ毎日」と「週に１～２回」を合わせると、70％

が使っているということになります。 

3-5 ページになります。「問 3.宮バスを利用している理由は何ですか」という問いに「行き先が

希望通りだから」が最も多く、利用者のニーズに合っていることが分かります。問 4 では宮バス

で行きたい場所が記載されています。 

次に 1 ページめくっていただきまして 3-6、「問 5.一番利用したい時間」、下の囲みなんですが、

“行きの時間では9時を希望する人が多く、の時間の希望は11時台、ついで16時台が多かった。”

と。これは利用目的が通院、買い物ということで、そういう時間になっていると思われます。 

次に「問 6.料金はいかがですか」という、右のページになりますが、200 円の料金に対しては

70%の方が「ちょうどいい」というふうに感じております。 

次に「問 7.チラシや広報ふじのみやなどでお知らせしている、宮バスに関する市からの情報は

足りていますか」ということで、「足りている」という意見が多かったんですが、やはり「不足し

ている」という意見もございましたので、今後説明につきましては今、地域を回ってですね、説

明会を実施しておりますが、それも継続していきたいと考えております。 

「宮バスを 5 点満点で点数をつけてください」では 4.2 点となっております。 

ページをめくっていただきますと、次は宮タクの記載が書かれております。やはり宮タクにつ

いても性別につきましては女性の利用が多く、「車を運転していますか」という問いについても「い
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いえ」の方が多い、という内容になります。やはり年齢も併せますと 70 代、80 代の利用者が多

く、宮タク利用者の約 80％が高齢者で女性という形になります。 

そして次のページに移ります。3-10 ページになります。「問 1.宮タクの利用目的は何ですか」

という問いに「通院」が最も多く、次いで「買い物」となっており日常生活における利用が多い

となっております。 

3-11 ページ、「問 2.宮タクを利用する頻度」ということで、全体の 51％が「月に１～２回」、

38％が「週に１～２回」ということで、宮タクを定期的に利用しているお客様が多いということ

がうかがえます。 

次のページに移ります。3-12 ページです。「問 3.宮タクを利用している理由は何ですか」とい

う内容です。下の囲みなんですが、“利用理由については「家まで迎えに来てくれて目的地まで行

けるから」が最も多く、タクシーの利点を享受している様子が見て取れ”ました。 

3-13 ページに移ります。「問 4.宮タクで、行きたい場所があれば教えてください」という内容

に、主に「病院」とかを書いている人が多かったという内容になります。 

次、3-14 ページ、「問 5.一番利用したい時間」という問いに関しましては行きの時間は「９時」

を挙げる人が多い、帰りの時間に関しては「１３時台」が最も多いということです。 

その右側なんですが、「問 6.料金はいかがですか」ということで、概ね「ちょうどいい」とい

う内容です。 

「問 7.宮タクに関する市からの情報は足りていますか」ということで、「足りている」という

方も大半でしたが、「不足している」という意見もありましたので、宮バスと同じように啓発をし

ていきたいと考えています。 

宮タクの満足度というものは 4.6 ということで高い満足度です。 

次に 3-17、市民アンケートの概要でございます。 

３－３．市民アンケート調査の概要 

1)調査の目的、2)調査の方法は以下の通りでございます。配布数が、一番下の行にあるんです

が、1360 件、回収数が 649 ということで、回収率は 47.72％ということになります。 

３－４．市民アンケート調査の結果 

市民アンケートの調査結果でございますが、「問 1.回答者の外出目的とバスでの外出について」

という問いに対しまして、右のところの囲みになるんですが、“「ほぼ毎日」外出する人が 60％を

超えているが、約 40％の人が週に 2，3 日、外出しない日がある”というような内容でございま

した。で、「２．外出目的で最も多いのは何か」という問いに対して、これは市民全員に聞いてお

りますので、「通勤」ということが最も多く、次いで「買い物・食事」ということで 30％を占め

ているということになります。 

1 ページめくっていただきまして「３．外出の移動手段で最も多いのは何か」ということで、

やはり「自分で運転する車」という回答が多かったです。外出の満足度としましては、やはり自

分で運転しているという人が満足度が高いという結果でございました。 

次に右のページに移ります。「４．外出の時間帯で最も多いのは何時か」ということで、やはり

通勤で使われているということで、「午前８時以前」という回答が最も多かったです。 

次のページに移ります。3-22、外出の時間と外出の目的ということで、やはり、下の囲みなん

ですが、“午前１０時以前は、通勤のために外出する人が最も多い”という状況になっております。 

3-23 ページですが、帰宅するのもやはり「午後５時から午後７時」という回答が最も多かった

です。 

3-24、日常の移動について、「６．エコ通勤について」という問いなんですが、「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」という回答がありました。「７．日常の移動に困

っているか」ということで、これは車以外の利用者についてお聞きしているんですが、「困ってい

ない」という回答もかなり多くありました。「８．移動の改善に必要なことは何か」ということで

「路線バスの増便」を挙げる方が多かったです。 
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次のページに移ります。3-26「９．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

しいか」という問いになります。“「市が予算を増額し、マイカーが無くても困らない、公共交通

を充実すべき」を望む声が最も多い。しかし、「市は予算を節約し、交通弱者が困らない必要最低

限の公共交通の確保をすればよい」と望む意見も”ございました。 

3-27 「１０．日常の移動における満足度は、5 点満点で何点か」という問いにつきましては、

5 点と答える意見の人が 3 人に 1 人ということになっております。次に年代と日常の移動におけ

る満足度の関係が記載されています。 

次に 4 番、今回新しく取り組んだ内容なんですが、運転免許証の自主返納の状況をここに記載

させていただいております。 

４－１．高齢者運転免許証自主返納の支援 

1 ページめくっていただきますと、高齢者運転免許証自主返納の支援というものを市が行って

います。1)運転免許証取得状況なんですが、その中段の表を見ていただきますと、25 から 64 歳

までにつきましては男性、女性それぞれ 96.6％、94.5％ということで、かなり高い割合を示して

おります。65 歳以上では男性が 84.3％、女性が 45.0％ということでやはり公共交通を使われる

のは 65 歳以上の女性なのかな、というところがこの表を見てうかがえます。 

次のページをご覧ください。2)高齢者運転免許証自主返納事業申請者数、これは富士宮市に申

請された方の推移になります。下のグラフなんですが、そこでちょっと面白いところがありまし

て、70 歳から 74 歳の女性というところ、これが突出しております。次に男性で突出しているの

が 80 歳から 84 歳のところです。女性と男性のピークが 10 年ずれているというような、女性は

早く返納するんですが、男性はかなり長く持っているという傾向がここからうかがえます。 

４－２．高齢者運転免許証自主返納事業申請者アンケートの結果 

次に 4-2 になります。高齢者運転免許証自主返納事業の申請者にアンケートをとっております。

この結果でございます。免許返納の動機についてなんですが、「交通事故が心配なため」「家族の

すすめにより」というところが半々になっております。 

もう 1 ページめくっていただきますと、「直前まで車を運転していましたか」という問いに対

しましては「運転していた」が 59 人、「運転していなかった」が 35 人ということで、運転して

いてそして免許を返納したという傾向がここからうかがわれます。「今後の主な移動手段はどうさ

れますか」というところでは「家族の自動車に乗せてもらう」「公共交通を使う」というような意

見がほぼ同数という形になります。 

次にお手持ちの資料の中で富士宮市公共交通のスケジュール策定案というものがございます。

そちらをご覧ください。本日 9 月 15 日に素案を提出いたしまして、皆様の方から意見をいただ

いて事務局で内容を吟味し、今までのアンケート結果とかそういうものももう一度吟味し直しま

して案を作ります。そしてまた 11 月の 10 日に案を提案させていただきましてそこで承認いただ

きたいと考えております。そしてパブコメをかけまして 1 月の再生会議でパブコメの状況を報告

いたしまして印刷・製本しまして 4 月から稼働というふうに考えております。 

長くなりましたが、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。はじめての方もいらっしゃって、はっきりと分かりづらか

ったのかなというふうに思っております。冒頭言わなかったけど 32年までの暫定的計画だよね。 

 

事務局（佐野室長） 

はい。 

 

議長（副市長） 

やっぱり何が問題だったのかというのは皆さんにちゃんと言っていかないと、全体をただダラ
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ダラっと言っても何が問題なのか分かりづらいので、その辺を配慮してあげてください。 

 

事務局（佐野室長） 

はい。すみません。 

 

議長（副市長） 

質問と言っても全体の、ちょっと乱暴で申し訳なかったんですけれども、今日は素案というこ

とで出させていただきました。その後これについてまたゆっくり見ていただく中で分かりにくい

ところ、問題点等につきましては事務局の方へご連絡をいただきたい、ということでございます。

一応の目処として、今月末くらいまでに、29 日くらいまでにいただきたいなということでござい

ます。 

しかし非常に駆け足の説明で分かりづらかったと思いますけれども、特にご意見ご質問等あり

ましたらこの場でもお受けしたいと思います。いかがですか。 

事務局の方として、宮バスの一番何が今問題で困っているのか、宮タクはどうなんだ、という

ことについては皆さんに概略を言ってやってもらえますか。今ずっと資料でアンケートを言って

きたけれど、じゃあ何が問題なんだ、っていうそこが皆さん聞いてて分かりづらかったかと思う。 

 

事務局（佐野室長） 

宮バス、宮タクにつきましては、事業者からもご意見いただいているんですが、先ほど免許の

取得率もあったんですが、64 歳以下の人がほとんど免許を持っている状況がございまして、宮バ

スの利用者さんがいなくなった時に新たな利用者さんがなかなか出てこない、というところが課

題になっております。それが宮バスのほうになります。 

宮タクのほうなんですが、27 年 4 月に改善をして便数を増やしたんですが、なかなか利用者が

広がっていかないものですから、分散することによって平均乗車率が下がったということが、利

便性は向上したんですが、そういうところが上手くいかない、というところが課題だと考えてお

ります。 

 

議長（副市長） 

皆さんのほうからご意見ご質問ありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

高井代理 

18 ページと 19 ページですけども、イオンさんだと思いますが「100 円サービス券利用割合」

というのが書いてありまして、確か 1 回目の時も出させてもらって、けっこう補助金が全般的に

伸びているなということで、利用者が増えているという意味ではいいのかなと思うんですけども、

補助金自体はイオンさんという民間企業さんが出してくれているお金かなと思う中で、目標値が

「～以上」と書いてあるのがちょっと気になっています。割合が増えているというと、言い方変

えちゃえば補助金みたいなお金を増やしているということで、まあ「程度」とか。水準は一定に

しておいて、利用者はもちろん伸ばしていくけれども、伸びていけば、最終的には収入そのもの

も増えていけばいいんですけれども、その分他の利用者も増やして、割合としてはある一定に留

めておかないと、撤退とかはないとは思いますけれども、イオンさんがいなくなったら一気に赤

字になっている、みたいなことにならないのかなと。「以上」という言葉にちょっと違和感がある

かなと思ったんですけれども。 

 

議長（副市長） 

どうですか。19 ページですね。 

 

事務局（佐野室長） 
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おっしゃるとおりでございます。もらうお金を今の「以上」もらいたい、というのは、本音は

支えていただきたいというのがあるんですけど、やはり「以上」は民間に頼るというところがご

ざいますので、そこのところは事務局で検討させていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

議長（副市長） 

その他いかがでしょうか。地域それぞれ皆さんのバス路線のことでも結構です。 

 

土屋善江委員 

画期的なオーナー制度だったんですが、今の時点でオーナーになっている事業者さんですとか

オーナー自身になっている方からの、こうしてほしいとか何かそういう声は。 

 

事務局（佐野室長） 

29 年 4 月現在、45 事業者様にご協力をいただいているんですが、やはり病院さんがかなり多

い状況にございます。そういうところでうちの方からオーナー様のほうに毎月の利用状況を報告

させていただいてます。やはり多い事業者様と少ない事業者様がございまして、少ない事業者様

でも支えていただいている、地域の支えていただける力なのかなというふうに考えております。

ご意見としましては「できれば中央循環をまわしてもらいたい」とか「よく通る便を通してもら

いたい」とかあるんですが、今のところそういうご要望には応えられる状況にございませんので、

今は地域で支えている仕組みを継続していきたいと考えております。 

 

議長（副市長） 

減った理由というのは何なんですか。 

 

事務局（佐野室長） 

減った理由はやはり、主には病院さんなんですが、経営状態が厳しくなってきますとまず切る

ところは広告宣伝費という形になります。このバス停オーナーというのも、一つには広告宣伝の

中で運営されているのかなということで、減っているというのが実情でございます。 

 

議長（副市長） 

その他いかがでしょうか。 

 

藤井 敬宏委員 

ちょっと色々あるんですが、最初にご質問があったサービス券ですけども、こちらに関しては

「以上」が気になるというのは以前からあったんですね。事務局を都市計画課でやっているとき

からこの制度が動き出していたんですね。その時にイオンだけのスタンスで最初はやっていたん

ですが、総合計画という総合交通計画の中でイオンの収支率が確か当時 7％だったと思うんです

が、7％の目標値というのが事務局が出していた値で、民間のイオンから出してもらって、それ

をやはり市の計画に入れてしまうのは良くないんじゃないか、と議論したところですね、やはり

富士宮市では市民で、地域で育てる公共交通にしようということで、サポーター制度といった仕

組みを入れたんですね。それはやはりイオンだけではなくて、一般の方で、市民の中で公共交通

を作る仕組みを作ろうじゃないか、それは地域の中のお祭りとかそういったところの 100 円割引

チケットの活用だとかそういうことで意味がある。ということは、地域の方たちが公共交通を維

持する支援の仕組みといったものをこの目標値という形で 9％として、地域で育てる。そういう

趣旨だったと私は理解しています。それであれば目標値云々ということはいいと。ただ、ご指摘

のようにイオンが何％だからそれを 9％以上にしましょう、となるとそれは本来の目的と違って

くるので、それは改善の仕方を見直してもらいたいなと思いますね。 
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それとバス停オーナー制の目標値に関してもそうなんですが、これ今、現状 45 といったとこ

ろが非常に苦しいということもあるんですが、この制度は全国的に見ても画期的、といいますか

富士宮独自の取り組みだろうと思っているんですが、そういった中で現状を維持するという考え

方、これはあるかもしれませんが、全体の公共交通の宮バスの仕組みを維持していくために、実

際にこういったサポーターの仕組みあるいはバス停オーナーという仕組みの中で、地域の中で育

てる割合といったものを全体目標としてどれくらい維持していこうか、極端な話でいうと市の補

助金をどれだけ投入するの、半分くらい市が負担するの、残りの 4 分の 1 を利用者が負担して残

りの 4 分の 1 を地域が負担するんだろうか、そういった全体の公共交通の考え方を設定した上で

その枠組みの中で考えるとこういうバス停オーナー制度といったところもどれくらいの目標数と

して掲げた方がいいよね、そういった中では目標値を実質上回ったところで問題はないわけです

ので、それはやはり地域の方からの支える率が高い、そういったことでいいかと思いますので、

何かぜひ考え方の中には少し公共交通の枠組みの中から検討していただければいいかな、という

気がいたします。 

ただ冒頭言われていた 32 年までの暫定だということなんで、暫定という割りきった見方をす

ればあまり極端に変えないんであれば、このままでもいいですけど、ぜひ次のプロセスの中で考

える際にはそういった全体像をイメージした考え方をしていただきたい。これはお願いです。 

それからちょっと前のほうに戻るんですが、5 ページのところに、中段くらいのところです。

『また、市営公共交通である「宮バス」「宮タク」と連携を図る』といった書き方をされています、

民間の路線バスの関係のところで。こういうことを考える時に、今都市計画のマスタープランを

改訂中だというところではありますが、この体系の中で「連携」とかいうキーワードというのは

全国的にもですね、例えば富士宮で計画を踏み込むかどうかは別ですが、だいたい 5 万人から 10

万人くらいの全国の都市で今国土交通省が推奨している立地適性化計画という「コンパクトシテ

ィ」という提案型の取り組みは既にもう 300 超えてるくらいのところが自治体で認められている

んですね。そういった中では「公共交通と連携させる」といったキーワードを含めてですね、富

士宮の場合では今都市計画マスタープランの中でどういった都市構造をしてるのか、ということ

を今検討されているのであれば、その都市計画の枠組みの中で公共交通との、あるいは市営公共

交通との連携をどう考えるのか、それはあくまでも拠点というような乗り換え拠点の、どっちか

というとハード系のことを検討されているのか、もしくは市営バスと民間バスとの乗り継ぎチケ

ットであるような、そういった形の割引チケットのようなところまで踏み込んで考えるのか、そ

れは連携の枠組みがだいぶ変わってきます。ですので今回の場合には利用しやすいようなシーム

レスな環境といったものを作ってあげるくらいの位置づけなのかな、という気がするんですが、

ぜひ都市計画がまちの公共交通を考えるといったときに、宮タクあるいは宮バスといったものを

どう他の公共交通機関と連携をさせるのかということを次のプロセスの中で検討していただきた

いなというふうに思います。 

それからもう一つなんですが、12 月に世界文化遺産センターですか、それがオープンされると

いうことで、私共の大学のまちづくり工房で今宮バスに載せていただいている宮 BAN という仕

組みを入れてはいるんですが、富士急さんのほうでは強力くんの中でそういうものを入れさせて

いただいています。強力くんの方では世界遺産を巡るということで、日本語、英語それから中国

語、この 3 ヶ国語表記、3 ヶ国語アナウンス、あと部分的に世界遺産センターで世界遺産の構成

要素を巡るので、それぞれの観光紹介なんかも入れてはあるんですが、今回宮バスとしてこの世

界文化遺産センターのところにバス停がとまるということであれば、宮 BAN の仕組みも、ある

意味世界からの利用をもしも事務局の方で想定されているのであれば、そういったところも今後

はぜひ検討されてもいいかなというふうには思います。 

それと、細かい中身についてはまたいろいろ意見があるようですのでコメントさせていただき

ますが、最後のところでご紹介した運転免許の返納というところなんですが、これは市民生活課

の方が事務局をやっていることの良さを活かしてもらいたい、という思いのところなんですが、

自主返納した方が一体どこにお住まいの方かといったところを事務局で把握していただきたい。
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ということは公共交通が利用しやすい所の人が自主返納したのか、あるいは北部のほうのエリア

のように公共交通がそもそもプアなところで運転免許を返納するって中々しにくいということに

なりますよね、そういった面ではそういう地域性に基づいて自主返納というところにどうやって

動いていったのかぜひ事務局の方で把握していただいて、これだけ地域構成が異なりますから、

一律返納率がこれくらいの割合だから、富士宮市一律で公共交通の支援策をやってしまいましょ

う、というわけにはいかないと思いますので、もうちょっと細かい見方をしていただきたい。 

それと併せてになるんですが、今回、富士宮では「免許返納時にのみ」という扱いで返納した

際に 5,000 円の付与をすると。それが返納する時のインセンティブになっているのかどうか、と

いうことはデータでは分かりにくいところではあるんですが、ある別の研究からすると、高齢者

の事故はドライバーの事故が多いのか、あるいは歩いている時、歩行者の事故が多いのかという

と、ニュース性でいくとどうしてもドライバーといったところに目が向くんですが、事故の死亡

者数で見ると、歩いている時のほうが多いんですね、歩行者の時のほうが多い。そう考えると、

公共の中でも自主的に免許を返納させることがいいことなのかどうなのかということを、常に警

察の方とのお話をしてですが、といいますのは運転免許を更新するということで安全教育を受け

る、そういうところで安全に対する意識を継続的に持っていただけるという良さが、ただし事故

を起こすという可能性もあるのでということで、そういった面では免許を返納された方々にやは

り地域の中で、あるいは市が主体となっても構いません。あるいはこのあと出てくるようなのり

もの祭とかそういったところでも構わないと思うんですが、例えばお孫さんと一緒に安全教育、

みたいな形ですとか、免許を返納された方々に対してより安全に生活できるような仕組みを安全

というところから提案していく、それは警察の方もいらっしゃる中でいろいろお聞きして、ただ

免許を返納すればことが済むかというと、もう済まない状況になってまいりますので、ぜひそう

いうところも検討していただけるといいなと思います。 

最後になりますが、目標値のところで、例えば宮タクのところで 1.08 とかそういったような数

字が出てきます。確か県のほうの補助金が入るのは 1.2 の乗り合い率、それくらいの数字だとお

聞きしたことがあるんですが、そう考えると割りと厳しいですよね。ただし厳しいからといって

切っていいかというと、中々そういうふうにもいかない。そのところで PDCA を回す時に D と

かE、これが連続すると、というような扱いがこのPDCAを回す時にやっていると思いますので、

その時に 1.08 だから大丈夫だろう、そんなところもきちんと議論するということをしておかない

といけないのかな、というふうに思います。やはり高齢者の方の利用ですので、当然お亡くなり

になってしまうと利用率が激変します。でもやはり地域の方たち、その他の方たちも使っている

ということがあると、実際にどう利用される中で維持されるのかというのを一度検討しておく必

要があるかなというふうに思います。 

あとこの流れの中でいくと、市民生活課に事務局が変わった時にお話したことですが、都市計

画課がやっている時には都市計画のマスタープランに基づいてエリアというかゾーンでコンパク

トにしようじゃないかということで公共交通の基本的な考え方で検討していく。ただ市民生活課

になると、一人ひとりの顔を見ながら移動しやすい仕組みを考える。そこにベクトルが違うよと

いう話をだいぶ前にさせていただいたんですが、そういった時にこういう北部地域だとかそうい

う方たちの移動、一人ひとりの移動を考えるということと、いま現在計画されている都市計画マ

スタープランが、都市全体をどうコンパクトにしようかという点のキーワードが入っているのだ

とすると、これまだ私は見ていないので分かりませんが、どういう方向性の中で各地域の位置付

けをしているかによって求められている公共交通のスタイルの質が変わると思いますので、その

すりつけを是非この計画のあとで進めていただければありがたいなと思います。以上です。 

 

議長（副市長） 

ありがとうございました。藤井先生から何点かありましたが、事務局のほうから何かコメント

することはありますか。 

最初のバス停オーナー、半分は事業者で半分は利用者というシステムでやるんだということで、
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実際は 45 からはみ出ているわけですが、特に都市計画マスタープランですと都市計画の分野で

やるのか、まちづくりとして、こういうまちづくりをするんだからそれに必要な公共交通を変え

ようというのか、今ある需要にどう応えるかという点で全然ここ違っちゃうんですね。 

とりあえず 32 年までの暫定計画なわけで、コンパクトシティを市長が思い切って言う、とい

うのはちょっと言いづらいんですが、北部地域を大事にするんだ、ということも言っているので

なかなか、公共施設の統廃合の問題も含めて難しさがあるのかなと思いますね。 

特に先生から言われた中で、難しい問題ですね、PDCA で回していてドライに 1.2 なかったか

ら切っちまえるか、というとこれは都市計画と福祉の問題でずっと悩むところで、前の市長なん

かは障がいを、ハンディキャップを持った人のために宮バスを使って送り迎えまでやっちまえと

いうことで、公共交通からのズレをずいぶん議論したことがありました。そういう問題とかやっ

ぱり地域の問題、そういう問題をたくさん今藤井先生のほうから指摘が出まして、特に都市計画

的な考えの中のまちづくりの公共交通なのか、現に今困っている人たちをどうするのか。宿題を

もらいましたが、次の計画の網計画に何らかの形で反映させるというふうに議論する必要がある

のかなと思います。 

その他にいかがでしょうか。 

 

工藤正邦委員 

今藤井先生がおっしゃったことは正にそうでして、高齢運転者による事故は県警の喫緊の課題

で、今道路交通法が今年 3 月に改正されまして、75 歳以上の者が一時停止・信号無視など、ある

意味そこら辺にありふれた違反をするともう検査を受けなければいけないということで道路交通

法が改正されました。それによって自主返納が急激に増加しています。これは悪いことだと思わ

ないんですけれども、さっきおっしゃっていたその後の支援を、ということですけれども、ちょ

うど本日からですけれども県警と包括支援センターがコラボすることになっています。自主返納

した方、認知症の恐れがあるというふうに診断された方が自主返納した場合に、その方の要望が

あればですね、包括支援センターのほうにこちらから情報を提供して、支援、そのあとの足をど

うするのかという支援をどうするのかという相談に乗ってもらうために個人情報を提供します、

ということが今日から、当然富士宮市も月曜日に包括支援センターのほうにお話がいっているん

ですけれども、ということが今日から始まっていきます。包括支援センターに話を聞くと、免許

証を返したほうがいいかとかいろんな話しがくるんだとうかがったんですけれども、市の交通対

策室と包括支援センターの、これまでもそうなんですけれども、今後の調整とか、情報のやり取

りがあるのかどうかということで、そこで公共交通について説明してもらうのが一番いいので。

警察が公共交通について説明を積極的にするとか何とかいうとそこまでの話ではないので、でき

れば市のほうでやっていただくほうがこちらとしてはすんなりくるんですね。そこで同じ管轄で

市の包括支援センターと交通対策室というのがどういう関係、どういう立ち位置にあるのか。す

みません警察のほうでは、特に富士宮署では把握していないので、どういう関係なのかなという

のを教えてもらいたいなと思います。 

 

議長（副市長） 

分かりますか。 

 

事務局（佐野室長） 

包括支援センターとの関係ですが、やはり同じ庁内で同じフロアーにありますので、いろんな

ことで連携をとっています。 

免許返納の関係なんですけど、要は 5,000 円一回限りの交付っていうのは、はっきり言えば、

それでインセンティブになっているとは思いません。それで 5,000 円もらえるから免許証を返す

なんてことは考えていません。警察のほうで免許を返納すると市のほうで 5,000 円もらえるよ、

という紹介が来ます。そうした時に 5,000 円を使って必ずその時に宮タクの説明をさせていただ
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きます。例えば 500 円の区間でしたら 500 円で宮タク、宮タクというのは市内ほとんどの区域で

入っています。一部入っていない地域でも、芝川の一部にあるんですが、宮バスが走っています。

ですので富士宮市では全ての地域で市営公共交通が使える体制が整っています。ですので来た時

に山宮の方だったら宮タクっていうのがあるよ、っていうことをそこで説明してその場で会員登

録に繋げます。そうすればそこで一つのハードルが、統計を見ても分かるように、昨日まで車に

乗っていた人が宮タクなんて関係ないんですよ。ほとんど知らないって状況です。宮タク一回も

乗ったことないっていう状況のところがその 5,000 円で一回でも乗っていただければ、そこのと

ころで一つハードルが下がりますので、こういう利用をしていただけるというのが分かっていた

だける、ということがすごく重要だな、それが免許なくなったあとでも宮タクを使って自立して

移動していただけるということで繋がっているのかな、というのが今感じています。 

 

工藤正邦委員 

そこと包括支援センターというのは通常のやり取りというのは。 

 

事務局（佐野室長） 

個人情報のどなたが、というところまではやっていないんですけど、何か問題があったら包括

支援センターから宮タクを紹介してくれないか、というのはうちのほうにも来ますし、そういう

やり取りは常にやっていますので。 

 

議長（副市長） 

その他いかがでしょうか。 

時間も押してきましたので、冒頭申し上げましたように、とりあえず今日は素案を説明させて

いただきました。後でお気付きの点がございましたら、9 月 29 日、今月末までに事務局のほうに、

ご質問でも何でも結構ですのでお問い合わせのほうをお願いしたいと思います。 

いろいろなご意見いただきましてありがとうございました。課題は山積だなということでつく

づく感じております。 

それでは続きまして報告事項のほうに移ってまいりたいと思います。 

 

 

（２）報告事項 

①単独維持困難路線に係る申出について 

議長（副市長） 

まず報告事項の①といたしまして「単独維持困難路線等に係る申出について」でございます。

この件につきましては、内容が民間のバス路線に関わるものですので、申し出事業者であります

富士急静岡バス株式会社様、及び山交タウンコーチ株式会社様のご担当の方から説明をお願いし

ます。 

それでは初めに富士急静岡バス株式会社様から説明をお願いします。 

 

土屋忠男委員 

土屋でございます。平素におきましては弊社事業に関しましてご理解とご協力をいただいてお

りますことに関しまして、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

昨今のバス事業の現状を先にお話させていただきます。バス事業を取り巻く環境は大変厳しい

物がありまして、各事業者努力をしております。全国的にはドライバーの不足、それに加えて乗

務員の高齢化、更には政府の働き方改革と業務改善に対する取り組み、何より安全安心の輸送に

対する規制などがかなり厳しい状況にいっているのが現状でございます。その中で当社において
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も 60 歳以上の高齢者の率が 4 人に 1 人を超えるほどの慢性的な乗務員の不足が深刻化している

ということをご理解いただきたいということ。その中で我々もお客様に安定的なサービスを提供

するために、乗務員の待遇改善を進めたり、高齢ドライバーの採用の強化をしたり、また短時間

でも乗務できる方の確保等、多様な働き方の提案をしていきながら乗務員の確保に努めてまいり

ましたけれども、中々これが思うような成果を得ていないというのが今のバスを取り巻く、更に

は当社における状況でして、こうした中、今回ここで単独維持困難路線についてご提案をさせて

いただきたいと思いますので、忌憚のない意見をいただきながら今回申請させていただく路線に

ついてご支援賜りたいと考えております。よろしくご協力をお願いいたします。 

それでは資料につきまして私のほうからご説明申し上げます。 

まず資料 2 につきましては系統名で柚野線、曽比奈線、大渕線、大月線の 4 路線を国庫補助の

対象路線として単独維持困難ということで申請をさせていただきました。 

柚野線につきましては富士宮駅を起点として柚野支所を通り上柚野に終点を置く路線でして、

これにつきましては柚野方面の利用においては通勤の方向け、また富士宮駅方面へつきましては

学生等が利用する、一部通学・通勤の足となり、日中は高齢者の利用も負っております。 

曽比奈線は西富士宮駅を起点といたしまして赤坂を経由して曽比奈へと連絡します。これは北

の大渕線と一部かぶりますけれど、大渕線も吉原中央駅から富士宮駅へ行く中で病院、脳研病院

とか新富士病院とか、そういう所の通院者、または支援学校もございますので、そういったとこ

ろに通う方を主とした路線となっております。 

大月線につきましては富士宮駅から峰畑を経由地としまして吉原中央駅、これが富士市と富士

宮市を結ぶ路線でございまして、利用客は平日学校に、また吉原高校を始めその他の乗り換えへ

も接続いたします。 

国庫補助路線につきましては 4 系統を単独維持困難ということで申請させていただきます。 

運行形態につきましては次のページに記載をしてあります。左側から赤字で富士宮駅を中心に

向かう柚野線、それと西富士宮駅から脳研病院を通る曽比奈線、ちょっと印刷が小さくて申し訳

ありません。 

時刻表につきましては青く塗ってある部分につきましては曽比奈、黄色く塗ってある部分につ

きましては大渕線になります。下の時刻表につきましては柚野線で、三角印は土日祝運休となっ

ています。柚野線につきましては系統キロが 10.4km、1 日あたり 4.8 ということになります。曽

比奈線が 11.6km、1 日あたりの運行回数が 4.9、大渕線、大月線につきましても記載のとおりと

なっております。 

続きまして 1 枚めくっていただきまして、次は富士宮市単独の路線となります。上のほうから

北山線、これにつきましては富士宮駅を起点として足形を経由し猪之頭、次は同じく北山線で、

富士宮駅を起点といたしまして北高前を通りスポーツ公園に向かう系統になります。これにつき

ましては系統キロが 5.3、1 日あたりの運行回数が 0.3 となっております。ちょっと飛びまして北

山線を続けて報告させていただきまして、富士宮駅から北高前で白糸、同じく北高前を通りなが

ら足形に向かう系統になっております。これにつきまして 1 日あたりの運行回数ということで、

記載のようになっております。 

次に表の 3 段目なんですが、粟倉団地線、これが富士宮駅を起点として系統キロが 11.3km、1

日あたりの運行回数が 0.6 となっております。 

下のほうの表 15-2、15-3 が万野団地線でございます。これにつきましては富士宮駅を起点とし

て上が東阿幸地を経由、下が富士見ヶ丘を通っていって富士宮駅ということで、これも 2 系統と

いうことで申請をさせていただきました。 

運行系統図につきましては次のページになりますけれども、富士宮駅を起点といたしまして、

左の上に向かっているのが北山線、右へ行くのが粟倉団地線、真ん中でぐるっと回っているのが

万野団地線になります。 

スポーツ公園等の時刻表についても記載の通りでございます。 

バス事業を取り巻く環境が厳しい中、こういった形の中で行政のほうに申請をお願いしまして
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ご協力いただいてはいるんですけども、補助をいただいても依然厳しい状況にあると。宮バス・

宮タクの利用者状況にもありましたが、非常に高齢者の運転が危惧される、その中でも免許返納

という選択をされない。朝、晩は若干の利用がありますけれども、なかなかこの路線を維持して

いくのに非常に厳しいというような。冒頭お話をさせていただきましたが、我々バス事業につき

ましても利用者からみると利便性が中々合っていないねというお叱りを受ける中で、この路線を

回すのに非常に、この路線といいますか今回富士宮市さんのほうでも関係があるんですけれども、

今乗務員が現状で申しますと 14 名くらい乗務員がございます。昨年から乗務員の業務管理を改

善して公休日数を増やしているとか手当を増幅したりとか、業務の待遇改善をしている中でこの

現状は一進一退といったところなんですが、その中でこの人員で回さなきゃいけないというのを

今の仕組みでさせていただいているんですけれども、本来、当事業におきましては貸切バスある

いは高速バス事業をさせていただいてですね、支えていただいてその事業で乗合バスの赤字補填

を現状しているというのが今のバス事業の経営実態でございます。それには冒頭お話しました人

手が足りない、その足りないところに本来利益を出して補填すべき事業である乗り合い事業を動

かさなきゃいけないということで非常に厳しい状況に置かれていると。今後は単独維持困難で補

助金を出していただいてなんとか運行維持と、前回の公共交通会議にも出させていただいたんで

すが、今後は補助金を出していただいてもバスを運行できない事態が来るかもしれない、そんな

お話をさせていただきましたけれども、今、現実もうそこに来ている。やっぱり事業ですから、

何とか採算を考えなきゃいけない状況の中で今後は乗合バスを減便する以前に、皆様のほうから

言われています首都圏の高速バス、これについても減便を考えていかなければならないとところ

に来ている、というところもご理解をいただいてですね、今回出させていただきました退出意向

届の中の単独維持困難ということで、何とか形のなかでご理解いただきたいなと思います。よろ

しくお願いします。 

 

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大変重いお話。厳しいですね。 

何かご質問等あればお受けしたいと思いますがいかがですか。今回、単独維持困難路線という

ことでしたが。 

それでは 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。 

 

山交タウンコーチ株式会社 

山交タウンコーチ株式会社、野出と申します。よろしくお願いいたします。平素より弊社バス

事業におきまして皆様からの多大なご支援、ご協力いただいておりますことを、この場をお借り

しましてお礼をさせていただきたいと思います。それでは着座にてご説明させていただきたいと

思います。 

資料 3 になりますが、山交タウンコーチから静岡県生活交通確保対策協議会に提出させていた

だきました単独継続困難の申し出につきましては、こちらの 1 系統になります。系統名は富士宮

駅からイオン、星山台を経由しました蒲原病院線でございます。こちらは富士宮駅とイオンを経

由し、蒲原病院へ行く系統とですね、イオンは経由しませんが星山台を経由して蒲原病院へ行く

2 系統の合算系統という形になっていまして、系統キロ 18km になる系統でございます。平日は

12.5 往復、休日が 6.0 往復の運行を行っております。運行時刻、系統につきましてはめくってい

ただきまして 2 枚目の裏面になりますが、運行系統図の報告をさせていただいております。こち

らはすみません色という形では表現しておりませんが、富士宮駅の左の上のほうにあります、こ

ちらから太い線で引かせていただいておりますが、富士市の蒲原病院のほうまで行く運行路線と

なっています。時刻表につきましてはその下のほうに青いですね、イオン・星山台が当該系統と

なりますが、こちらも平日の 12.5 往復と休日 6.0、白い箇所は休日運行をしないところになりま

す。これが今回の申請書にあります単独継続困難の内容となります。こちらにつきましては山梨

交通、当社のグループになりますけれども、山梨交通から平成 14 年 10 月から弊社において譲渡
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上場がありまして運行を行っておりまして、費用削減等を行っております。それから 16 年 9 月 1

日から 23 年の 7 月 25 日に統廃合等を行いまして収支の改善に努めております。また昨年の 12

月からは、今まではハウスコードという山梨交通 IC カードという名前の独自の IC カードを使い

ましたバスの乗降可能な IC カードシステムを使用しておりましたが、昨年の 12 月より PASMO

という IC カードシステムを導入いたしまして、全国 10 の交通事業者系カードの利用が可能とな

りました。こちらにおきましてはお客様の利用利便等の向上に努めているところでございますが、

未だ自社のみでの運行が困難になりますもので、提出いたします。引き続き皆様のご支援ご協力

を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。手短ではございますが、申請系統の概

要になります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

ありがとうございました。山交タウンコーチ様からの説明は終わりました。何かご質問はござ

いますか。 

よろしいですか。ないようですので、次に移らせていただきます。 

次に、報告事項②「市営バス等の運行に係る申出について」を事務局から説明をお願いします。 

 

報告事項② 市営バス等の運行に係る申出について 

事務局（佐野室長） 

それでは、説明いたします。資料 4「市町自主運行事業申出書」をご覧ください。やはり静岡

県生活交通確保対策協議会のほうに申出するものでございます。 

平成 30 年度に市町自主運行を実施したいので下記の系統を申し出ます。現行の運行を維持し

ますので、平成 29 年度と変更はございません。宮バスの系統そして宮タクの系統という形にな

ります。 

この中で例えば芝富線で 2 つあるのは経過地が違っているものですから、別系統として扱って

おりますので、こういうような記載になっております。そして一番右側の備考のところに北循環

や南循環に関して「フィーダー」というものが書いてあるんですが、これは国庫の補助金をいた

だくということもありますので「フィーダー」という言葉を記載させていただいております。 

次のページのほうで 13 番からなんですが、デマンド型タクシーのですが、これにつきまして

も 9 エリア継続していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

次に宮バスの運行系統図ですが、ご覧の通りのものになっております。もう 1 枚後ろのページ

ですが、富士宮市デマンド型タクシー運行系統図ということでそれぞれのエリアの配置を書いて

あります。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。この件について何かご意見等ございましたらどうぞ。冒頭

の素案の中にも説明がありました。 

よろしいですか。ご質問がないようでございますので、報告事項②は終わりといたします。 

続きまして報告事項の③「PDCA（事業評価）中間報告について」事務局から説明をお願いし

ます。 

 

報告事項③ PDCA（事業評価）中間報告について 

事務局（佐野室長） 

はい、それでは、資料 5「平成 29年度宮バス事業評価（4月～7月）」というものをご覧くださ

い。本年は PDCA事業評価の中間報告となります。 



20 

 

［宮バス］ 

右のほうから見ますと、これは宮バスになるんですが、平成 24年度総合評価、25、26、27、28

というところがありまして、本年は総合評価というところが本年の評価となります。 

概要を申し上げますと、中央循環では変化はございません。東南循環では C+から C+ということ

で、特に変化はございません。北循環も B+から B+ということで変化はございません。芝川路線に

ついても C+から C+ということで変化はございません。ただ一番下の香葉台線におきましては D+

から C+のほうに改善しておりますのでよろしくお願いいたします。 

この総合評価を出しますにあたっては総合評価の左のところにあります満足度評価および総合

得点というところから積算しておりますのでよろしくお願いいたします。 

［宮タク］ 

それでは次にページをめくっていただきまして「平成 29年度宮タク事業評価（4月～7月）」と

いうものをご覧ください。 

上のエリアで申しますと、先ほど言いましたように平成 28年総合評価の左側、総合評価という

のが今年の評価になります。 

山宮エリアでは C+から B+に上がっております。山本エリアは変化ございません。安居山エリア

は C+から C+、上野エリアについては C+から C+、南部エリアにつきましては C+から Dということ

で、ここについては下がっております。次に富士根エリアですが C+から C+、北山エリアですが

D+から D+、北部エリアについては E+から E+、内房エリアにつきましては D+から C+という形で改

善しております。 

やはり北部エリアを上げていくというのが今、一つの課題だと考えております。以上です。 

 

議長（副市長） 

PDCA についての説明は終わりました。何かご質問等ありましたらお受けしたいと思います。

冒頭言いましたように、簡単に上がらないということは承知をしておるんですが、引き続き頑張

っていただきたいと思います。 

それでは報告事項③は終わりといたします。 

次に報告事項の④「宮タク（北部エリア）の運行について」事務局から説明をお願いします。 

 

報告事項④「宮タク（北部エリア）の運行について」 

事務局（佐野室長） 

それでは資料 6をごらんください。宮タクの北部エリアの運行時間・運行場所の追加について

（案）ということでお願いいたします。今回の会議で提案させていただきまして、次回の 11月の

会議で承認をいただければと、いうように考えております。 

「1.運行日及び運行時間」ということで、宮タクの北部エリアの運行時間に下記の通り追加す

るということで、根原方面から上井出方面、月・水は 15：00、火・木・金は 15：30 という形に

なります。そして「2.運行系統又は運送の区間」ということで、人穴小学校および上井出小学校

を加えるものです。「3.運賃」これはもう今までの運賃形態と変わりませんが、小学生以下を 350

円、大人料金は 700円という形になります。「4.運行予定開始日」は平成 30年 4月 1日からにな

ります。 

これを追加する経緯でございますが、今宮タクの北部エリアが先ほど言いましたように利用者

の増が課題でございます。一方、人穴小学校におきまして児童は放課後児童クラブがないため、

本来は人穴小学校が指定校である方が、放課後児童クラブがある上井出小学校に指定校を変更さ

れてそちらのほうへ行く、ということがありまして、やはり地域の小学校に子どもがなくなると

地域の活力というものが衰退するという危機感がございました。しかし人穴小学校は児童が少な

いもんですから、放課後児童クラブを作ることができません。そこで宮タクの乗車増と人穴の地

域課題が何とか解決できないかということで、宮タクの運行時間と運行場所を追加することによ
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って人穴小学校の子どもを上井出小学校の放課後児童クラブに通わせる手段をできる環境整備を

していきたいなというふうに考えております。宮タクはそういう形で整備しましたということで、

利用者のほうで使っていただければと思います。 

350 円の利用者負担なんですが、これにつきましては本人負担が出ないような形で企画のほう

でもちょっと検討させていただいているというふうに伺っていますので、それを期待しておりま

す。私のほうからは以上です。 

 

議長（副市長） 

これは市としてもだいぶ目玉なんですけれども、人穴小学校は田舎にあるだいぶ小さな小学校

で、来年の入学予定が 4 人なんですけれども、親が酪農で忙しくてあとが困るから上井出小学校

のほうへ入れちゃう。事実上人穴小学校がこのままでいくと 1 人とかしかいなくなる。その理由

が放課後児童クラブ、つまり授業が終わったあとに子どもを見てくれないから、ということなん

です。人穴小学校から上井出小学校までを宮タクを使ったらどうかという案があります。当然複

数の子どもが乗りますから乗車率は 1 以上、うまくいけば 4 が一番いいんですけどそこまではい

わない。今の規約で子どもは半額になりますけれども、20 日やりまして 350 円で、20 日やりま

すと 7,000 円くらいになりますでしょうか。やはり少子化ということで市のほうの政策的にどう

かということでまだ正式ではないんですけど、どちらかと言えば 350 円いただきますけど別に福

祉の観点からとか、子育ての観点から 350 円を市で負担しようかということにまでなっている。

ということは全面的に宮タクを使って放課後児童クラブへ片道子どもさんを運ぶ、もちろん帰り

は親が迎えに来る、ということで、もしこのまま子どもが上井出小へ行ってしまうと朝も親が、

帰りも親が迎えに来なきゃならない。人穴小へ行ければ片道だけで済む。これを公共交通のほう

でやろうか、とこういう趣旨で来年 4 月からということで今考えています。市の公共交通の市民

部と放課後児童クラブの関係の福祉部、それから教育。この取りまとめは企画が行う。というこ

とで私から補足的に申し上げました。今までにない形で宮タクを使っていただきたいなというこ

とでした。 

この件につきましてご意見ご質問等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

それではですね、報告事項⑤のほうに移ります。⑤は「平成 28 年度利用者満足度調査結果に

ついて」、報告⑥が「平成 29 年度市民満足度調査結果について」、分けてやりますか。 

 

事務局（佐野室長） 

一括で。 

 

議長（副市長） 

一括でお願いします。 

 

報告事項⑤「平成２８年度利用者満足度調査結果について」 

事務局（佐野室長） 

それでは宮バス・宮タクの利用者満足度調査、これは先ほど計画でも説明しましたので、これ

は割愛させていただきます。 

 

報告事項⑥「平成２９年度市民満足度調査結果について」 

事務局（佐野室長） 

平成 29年度満足度調査、日常移動についてのアンケート、これにつきましても先ほど計画の中

でやらせていただきましたので、割愛させていただきますが、皆様のお手元に計画のほうに載っ

ていなかったいろんなご意見があります。やはりその中でも総括してみれば、免許返納後の足を
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何とか確保していただきたいというようなご意見が多かったのかなというふうに考えております。 

事務局からは以上でございます。 

 

議長（副市長） 

満足度調査 29年度および 28年度につきましては皆様のお手元の資料をご参考にしてください。 

よろしいですか。 

それでは報告事項の⑦「平成 29 年度「のりもの祭」の実施について」事務局から説明をお願

いします。 

 

報告事項⑦「平成２９年度『のりもの祭』の実施について」 

事務局（佐野室長） 

それではまたお手元の議案書の 1 ページ目をご覧ください。そこの⑦に書いてあるんですが、

よろしいでしょうか。1 ページ目です。平成 29 年度のりもの祭の実施についてということで、来

月 21 日、22 日で市役所の北側駐車場で行います。事業者さまのご理解をいただきまして宮バス・

宮タクの展示、そしてオリジナルカレンダーの贈呈、のりもの川柳、のりものゲーム、来場者ア

ンケートということでやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

のりもの祭につきまして、10 月 21 日 22 日に行います。皆さんぜひご覧になっていただけれ

ばなと思います。この日はあわせて市民生活展などが行われる予定であると。 

それではですね、報告事項は以上といたしますが、その他といたしまして公共交通に関するご

意見、ご要望などございましたらこの際ですのでお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 

（３）その他 
 

事務局（佐野室長） 

事務局から一点報告がございます。以前、富士市のほうでコミュニティバスを動かしたいとい

うことで、富士宮市の一部に入ってくるということでご報告がございましたが、皆さんにご承認

いただきましたが、お手元の資料に「てんまーる」という資料がございます。29 年 7 月 3 日から

実証運行を開始しておりますので、富士市の今の経過をご報告いたします。以上です 

 

議長（副市長） 

何かこの件につきましてご質問等ありますか。富士宮の中にあるマックスバリュですね、そこ

まで伸ばしていると。 

それではですね、いろいろ今日はご意見をいただきました。課題がたくさんあきらかになりま

したので、あわせて今後もまた参考にしていただきたいというふうに思います。 

それでは以上をもちまして、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） 

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のご案内をいたします。第 3 回地域公共交通活性化再生会議は、11 月の中

旬頃の開催を予定しております。また事前にご連絡、通知のほうをさせていただきますので、お

忙しいところとは存じますが、ご出席のほうをお願いしたいと思います。 

それでは以上をもちまして、平成 29 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。どうもありがとうございました。 

１６：１５ 閉会 


