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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 29 年 11 月 10 日（金） 14：30～ 

○会場  富士宮市役所 ４階 410 会議室 

○出席者 

委員 17 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 

山崎好信委員･佐藤捷世委員・土屋善江委員・鈴木清秀委員・水野裕子委員・薮田丈夫委員 

高井知啓建設監督官(加藤正臣委員代理)･工藤正邦委員・鷺坂太一主任(大倉篤委員代理) 

佐藤政雄都市計画課長(澤野和隆委員代理)･高山あさ江委員 

 

事務局 ４人 

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 篠原友美 

 

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。 

定刻より少し早いですが、皆様お集まりですので、ただいまから平成 29 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２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。 

それでは、会議に入るにあたり、会議の定足数についてご報告申し上げます。会議規則第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 17 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。会議規則第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。 

 

議長（副市長） 

皆様、ご苦労様です。早いもので今年もあと一月ちょっととなりました。市でもこれから大き

なイベント･行事がございます。明日は｢織田信長サミット｣と言いまして、全国から織田信長に所

縁のある市の市長さんが集まってサミットと講演会、明後日は西山本門寺におきまして｢信長公黄

葉まつり｣と盛大なお祭りが予定されております。 

また、12 月 23 日には｢世界遺産センター｣がオープンいたします。今日のニュースでも言って

おりましたが、非常に外国人の方の訪日客が増えております。さらにこれから世界遺産センター

が完成しオープンになりますと、昨日中を観てきましたが、本当に素晴らしいものです。皆さん

もぜひ中をご覧になってください。スロープから最新の映像設備を駆使して、また５階のロビー

からは富士山が浅間大社越しに見えるというのが、大変売りになっております。新たな観光名所

となるのではないかと思っております。 

その富士宮市の市民の足を守るためにどうしたらいいかということで、会議につきましては皆

さんからご意見をいただきながら、この地域の交通を、市民の足としての公共交通を守っていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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それでは進行をさせていただきます。ただいま竹川の方から申し上げましたように、今日は協

議事項２件、報告事項２件ということになっております。早速審議に入っていきたいと思います。 

まずはじめに、第１号議案である富士宮市地域公共交通計画(案)についてを議題といたします。

これにつきましては、前回概略を説明していただきまして、皆さんから色々なご意見をいただい

て、若干の変更点等もあるようでございます。事務局から説明をお願いします。 

 

 

(１)協議事項 

第１号議案 富士宮市地域公共交通計画（案）について 

事務局（佐野室長） 

それでは説明いたします。交通対策室 佐野です。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。 

前回の会議におきまして提案させていただきまして、その後委員の皆様からご意見をいただき

ました。その意見や市の方で内部協議をいたしまして、そのことを加味しながら修正をいたしま

した。 

それでは、お手元の資料で、まず【概要版】をご覧ください。これにつきましても、委員の皆

様から｢市民に説明するのに概要版があった方が良いのでは｣という意見をいただき、作成いたし

ました。この概要版につきましては、本編の要旨を抽出するという形で作成しております。 

１ページ目、地域公共交通の背景、目的、基本構想、計画期間、市民･交通事業者･行政との連

携を図示しております。 

次に、地域公共交通計画の区域と交通体系となります。基本構想図になります。JR 富士宮駅

を中心に民間バス路線が放射線状に配置され、それを横に結ぶような形で、中央循環、東南循環、

北循環という形で宮バスが配置されております。そこを宮タクが面的なエリアでカバーするとい

うことで、富士宮市の公共交通が構成されております。 

次に、３ページ目をご覧ください。地域公共交通計画の基本方針と目標ということで、基本方

針１～４までを抜粋して記載させていただいております。 

それでは、４ページ目をご覧ください。計画推進のための事業評価サイクルということで、１)

評価指標及び目標値、宮バス･宮タク･基本方針ということで記載させていただいております。そ

れを事業評価サイクル PDCA を回すことによって、皆さんに評価･改善をしていただき、より良

い公共交通を目指していきたいと考えております。 

概略ですが、以上の通りになります。 

それでは次に、【地域公共交通計画(素案)からの変更点】という冊子をご覧ください。今日机の

上に配布させていただきました。 

前回からの変更につきまして、主な点を記載させていただいております。 

今回の計画につきましては、次回の計画に向けてのご提案、要は網形成計画を今後考えていっ

た方が良いのではないか等のご提案をいただきました。それらを勘案しまして、変更点を作成し

ております。 

それでは、１ページ目をご覧ください。赤文字のところでございます。変更後の記載内容は、

そのまま今回の案の計画内容が記載されております。変更前の記載内容は、前回ご提示したもの

が記載されております。そして、その修正した理由という形で構成させていただいております。 

まず、１ページ目につきましては、｢ここの問題意識が基本方針･目標に上手くリンクしていな

いのではないか｣というようなご意見がございました。これにつきましては、赤文字１段目｢今後

もこの交通体系を維持していく必要がある｡｣ということで、これは基本方針１と３にリンクさせ

ていただきたいと考えております。次に、赤文字２段目｢近年～図る必要がある｡｣というところに

つきましては、基本方針２｢高齢者をはじめ住民の足となる公共交通体系の整備｣、赤文字３段目
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｢また～向上させる必要がある｡｣というところにつきましては、基本方針４｢公共交通の利用環境

の向上｣というところに繋げていきたいと考えております。そのため修正をいたしております。 

 次に２ページ目、目標のところになります。｢タクシーの記載がないのではないか｣というご意

見がございました。これにつきまして、まさしくそのとおりだということで、公共交通としての

タクシーをここに記載させていただいております。 

 次に、｢市民･交通事業者･行政が連携し、利用促進などによる意識向上と公共交通の利用環境の

向上を図る｣ということで、やはり利用促進が重要ということで、ここに記載させていただいてお

ります。 

次に４ページ目、目標のところになります。先程２ページ目の目標のところを｢及びタクシー｣

と変えましたので、その語句を整合させていただいております。 

５ページ目をご覧ください。ここには、｢本来、路線は補助金による維持ではなく、住民等の利

用により維持するもの。利用促進などの記述を｡｣というご意見をいただきました。それに基づい

て、確かにそのとおりということで、ここに記載させていただいております。 

次に、５ページ目の下部、｢定期観光バス｣という記載になっております。これは担当課に確認

していただいて、このように修正させていただいております。 

次に、11 ページ目をご覧ください。２段落目のところで、｢と補完し合う｣というふうに記載さ

せていただいております。これは｢市民の利便性が向上する計画であることを考えた文章にした方

がいいのではないか｣というご意見があったことによって、なるべく影響を与えないようにという

よりは、このように記載した方がいいのではないかと考えまして記載を変更しております。 

 次に、13 ページ目をご覧ください。｢この制度～｣でございますが、｢100 円サービス券の発行

のようによみとれる｣というようなご意見がございました。確かに前回の文章ではそのように読み

取れましたので、このように変更させていただいております。 

 次に、14 ページをご覧ください。これにつきましても、目標を変更したことによって、記載の

変更をさせていただいております。 

 次に、18 ページ目をご覧ください。地域の実情に即した便利な生活交通の実現ということで、

目標を変更したことによりまして、赤字で修正させていただいております。 

 また、18 ページ下部になりますが、｢目標値：8％以上｣ということで、前回｢8％程度という記

載の方がいいのではないか｣というご意見をいただきました。これにつきましても次期計画に向け

て考えていきたいということで、前回の連携計画のところへ戻させていただいて、そこの記載も

今後考えていきたいと考えておりますので、そのように記載させていただきました。 

 19 ページ目をご覧ください。ここにおいても、100 円サービス券の利用割合というところの目

標値となっております。これにつきましても、先程と同じ理由でございます。 

 次に、21 ページ目をご覧ください。これについても、｢定期観光バスの運行｣ということで変更

させていただいておりますが、これも先程の部分の修正となっております。 

それでは、資料編 1-1 をご覧ください。前回、インターネットから取り寄せた地図を使っており

ましたが、そこにつきましても｢公表資料のため、民間地図の使用は版権上好ましくない｡｣という

ご意見をいただきまして、白地図から問題ない地図に変更して記載させていただいております。 

 次に、1-2～1-3 をご覧ください。これにつきましては、総合計画を策定する際に同じく｢富士

宮市人口ビジョン｣というものを作成しております。富士宮市で作成した計画でございますので、

それに出典変更し、数値等も変更させていただいております。 

 次に、1-7 をご覧ください。前回は｢旧芝川町｣と書いてありましたが、｢芝川町｣という方が正

しいということで、そのように記載させていただいております。 

 1-8 をご覧ください。こちらについても同じく｢芝川町｣という記載で変更させていただいてお

ります。 

 次に、1-9 をご覧ください。｢世界遺産｢富士山｣の構成資産｣というふうに変更しまして、その

下の｢※世界遺産｢富士山｣の構成資産｣の内容についても修正をかけております。 

 次に、2-12 をご覧ください。バス停オーナー制度のところの写真について、前の写真をそのま
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ま転用しましたが、店名が変わっているため、現在のバス停の写真に変更させていただいており

ます。 

 また、全体を通してですが、グラフや出典の課名等を随時変更させていただいております。 

 それでは、１つ加えたものがございます。資料編 4-3 ｢高齢者運転免許証自主返納事業申請者｣

のところをご覧ください。これにつきましては、前回の会議で藤井先生の方から、｢交通対策室が

市民生活課にあるという利点を利用して、地域ごとの返納者と宮タクの新規会員及び既会員の補

助金申請時の登録人数を把握した方がいいのではないか。｣というご意見をいただきました。その

ため、4-3 を追加させていただいております。 

下のグラフを見ていただきますと、｢内房｣という地域がございます。ここの地域においては、

６人返納されて、富士宮市の方へ補助金申請に来られました。その方々は 100％宮タクの会員登

録をしていただいた、若しくはしていた方になります。 

 他につきましても、北部地域でもかなり高いパーセンテージがみられます。 

しかし、北部地域においては、富士急静岡バスさんの定期がかなり有利な定期でございまして、

この前説明会に行ってきましたが、｢そういうものを使う方が宮タクを使うよりも便利だ｣という

ご意見もございました。高い登録数にはなりますが、そういった利便性もあり、北部地域でも申

請されない方がいらっしゃるのかなというふうに受け止めております。 

私の方からは以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。 

今説明がありましたように、前回した説明の中で委員の皆様からご指摘をいただいた部分、そ

れについての修正箇所、それから色々な市の総合計画等の整合性を図るために、表記であるとか、

わかりやすく単位をしっかり記載する、さらに付け加えた高齢者の運転免許証自主返納に関する

こと、こういうことで説明がございました。 

この件も含めて、今説明があったこと、あるいは前回説明した中で疑問等がありましたらお受

けしたいと思います。何かございますか。いかがでしょうか。 

 （なし） 

 ないようですので、それではお諮りをいたします。今日の第１号議案であります富士宮市地域

公共交通計画(案)につきましては、ただいま説明いたしました修正案をもって原案を作ることと

し、そ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。ありがとうございます。よって、説明をいたしましたも

のを含めたこれを原案として承認をすることといたします。 

 なお、この会議は市からの委託という形で私も一人二役でございますが、委託ということでご

ざいますので、今お決めいただいたこの原案を持って市の方へ提出をすることとさせていただき

ます。 

市においては、提出後に｢パブリックコメント｣と言いまして、市民全部にお示しを、また意見

をいただくという手続きをとることとなります。これは 11 月下旬から約１ヵ月間、市民の方に

お示しをし、意見があるとすれば集約し、必要であれば修正を行った上で、正式な富士宮市地域

公共交通計画が策定されることとなりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

なお、仮に修正が入ったとしても、もう一度この会議にかける訳にはいきませんので、その内

容につきましては、会長であります私にご一任いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。では、そのようにいたします。皆様で今日承認いただいた案は市の方

に提出後、パブリックコメントをし、決裁をもって正式な市の公共交通計画案として決定するこ

とといたします。ありがとうございました。 

少し説明が雑駁なところもありましたので、また何かお気づきのところがありましたら事務局
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の方へご連絡をいただけたらと思います。 

それでは、第１号議案につきましては以上といたします。 

続きまして、第２号議案 宮タク(北部エリア)の運行についてを議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

それでは、【資料２ 宮タク(北部エリア)の運行時間･運行場所の追加について(案)】をご覧くだ

さい。これは前回の活性化再生会議の方で提案させていただきました内容と変わってはいません。 

その後、変わった点といたしましては、一番下の※印でございます。これにつきましては、人

穴小学校の児童で、人穴小学校から上井出小学校の放課後児童クラブへ利用する場合の運賃 350

円については、別途補助金制度を市の方で検討されているということで伺っておりますので、ご

報告させていただきます。内容としましては、1.運行日･運行時間、2.運行系統又は輸送の区間、

3.運賃(料金)の種類、額及び適用方法、4.運行予定開始日になっております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

はい。今の説明はたぶんわかりにくかったと思いますので、少し補足をさせていただきます。 

なぜこれをやるのかというと、市内に人穴小学校という学校がございます。小さな学校ですが、

多くは酪農をやっておられる方、つまりご両親ともずっと仕事があるため、子ども達を放課後児

童クラブへ預けたいけれど人穴小学校には児童クラブがありません。そのため、近くにある人穴

小学校ではなく、少し隣の放課後児童クラブがある上井出小学校に入学するという生徒がかなり

多いです。そうしますと、一番近くにある人穴小学校に子どもさんが放課後の関係で入学せず、

生徒がどんどん過疎化になってしまいます。これからの地域の小学校を守ると言いますか、やは

り近くの一緒に生まれた子ども達が地域の小学校へ上がれるようにしてあげるべきではないかと

いうことで、これは市の方の施策として何か良い知恵はないかといった時に、学校側は送ること

ができない。それならば、現在北部地域の宮タクの利用率が非常に低いこともあり、これは一石

二鳥でいけるのではないか。放課後ちょうど人穴小学校の授業が終わったところで宮タクが向か

い、複数乗せて上井出小学校の放課後児童クラブへ連れて行く。帰りは仕事が終わった両親が迎

えに行く。こういうやり方をすることで、近くの人穴小学校へ入学できるのではないかというこ

とが一点。 

二点目は、現在人穴小学校へ通っている子どもさんで、普段は行けないが、夏休み･冬休み･春

休みに限っては預けている方もいらっしゃいます。そういう方にとっても、子ども達を送ってい

く時にこの公共交通を利用することができれば非常にありがたいということがありまして、教育

委員会と協議をして、北部エリアの中に人穴小学校と上井出小学校を加えました。 

また、静岡県でも考慮していただきまして、通常運賃は大人が 700 円、市の方の規定では小学

生以下は半額の 350 円になっていますが、そのうち半分は県で。県では今ちょうど制度がありま

すので、それで OK にしましょうということです。ということは、実質子どもは無料で宮タクに

乗り、人穴小学校から上井出小学校の放課後児童クラブへ通うことができるという市の施策でご

ざいます。学校からも非常に期待されております。 

ただ、来年度小学校へ上がる子どもが５人、１人で宮タクを１台では困るので、ぜひ複数で利

用となるように。市でこういった制度を作ったので、タクシー１台に４人までは乗ることができ、

非常に効率が良いということを学校側へもお願いをして、ぜひ利用してくださいということで新

しく制度がスタートしようとしています。 

私がその全体の調整をしておりますので、説明をさせていただきました。最初はこういう制度

になるとは想定していなかったのですが、こういう使い方もあるということです。 

この件につきまして、何かご意見等ございますか。水村先生、何かございますか。 
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水村裕子委員 

 やはり、猪之頭地域でも部活の関係で学校を選ぶお子さんの話を聞きますと、地域に学校がな

くなってしまうという危機感を持っていらっしゃる方は多くいらっしゃると思いますので、この

ような例が成功すれば、他のところにもあるといいなと思います。 

 

議長（副市長） 

 本当に、最後少なくなってしまうとどこかで廃校ということが待ち構えておりますので、そう

すると市域はますます過疎化が進むという、色々な地域対策も含んでいます。 

 それでは、本件につきまして何かご意見･ご質問等ありましたらお受けしたいと思います。 

（なし） 

 それではお諮りをいたします。第２号議案であります宮タク(北部エリア)の運行について、エ

リアの中に人穴小学校と上井出小学校を加えるということでございますが、原案のとおり承認を

するということでご異議ございませんか。 

（異議なし） 

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

ます。以上で、協議事項はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 

 引き続き、報告事項に移りたいと思います。今日の報告事項は２件でございます。 

 報告事項①のりもの祭について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

(２)報告事項 

①のりもの祭について 

事務局（佐野室長） 

それでは、のりもの祭についてご説明を申し上げます。前回報告させていただきましたが、平

成 29 年 10 月 21 日～22 日に｢のりもの祭｣の開催を予定しておりました。 

しかし突然、衆議院の解散総選挙がございまして、同時開催のイベントを含めて検討いたしま

したが、やむなく中止という運びとなってしまいました。 

なお、宮バスの無料開放につきましては、市民の方からもかなり前から数多くの問い合わせが

ございました。やはり、そういうところでこういうものを利用して何か行事に参加したいという

ご希望があり、宮バスの中におきましても年度当初から｢のりもの祭の日は無料開放をします｣と

いうことを広報いたしました関係上、のりもの祭を含め富士宮くらしフェスタは中止になりまし

たが、宮バスの無料開放につきましてはやっていこうということになりました。そのため、地方

紙であります岳南朝日新聞･岳陽新聞で掲載したり、市のホームページで広報を行いました。 

しかし、当日ちょうど台風 21 号が直撃して大雨が降っていたため、子どもさんの利用がほと

んどありませんでした。やはり雨の中子どもさんが外出するのは保護者も心配だったということ

もあり、利用については伸びませんでした。 

そこで、21 日～22 日の２日間の利用人数でございますが、大人 332 人･子ども２人でございま

した。委託料につきましては、去年よりも４万円程減っている状態になります。 

しかし、普段利用していない方々に利用していただける機会の提供というものは、宮バスの利

用促進に繋がると考えておりますので、台風がなければもっと子どもさんの利用が想定されてい

たと思います。 

また、来年度につきましてものりもの祭の際には宮バスの無料開放を行って、のりもの祭も盛

り上げていきたいと考えております。事業者様のご協力をいただかなければこのお祭りは成立し

ませんので、その際にはご協力の方どうぞよろしくお願いいたします。 

以上となります。お願いいたします。 
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議長（副市長） 

本当に、突然１ヵ月前位に選挙となりました。これはのりもの祭に限らず、同時にここでは富

士宮くらしフェスタがありましたが、ここが投票所となったため、すべて中止となってしまいま

した。 

この件につきまして、何かご質問等ございますか。 

（なし） 

 それでは、報告事項①については以上といたします。 

 次に、報告事項②のりもの川柳について、事務局から説明をお願いします。 

 

 

報告事項②のりもの川柳について 

事務局（佐野室長） 

 それでは、のりもの川柳について説明いたします。 

 のりもの川柳につきましても、毎年のりもの祭にご来場いただいた方に投票していただいてお

ります。のりもの祭の前に市民生活課内で選考し、選ばれた上位 10 作品をのりもの祭で展示し

て来場者にシールを貼って投票いただき、最終選考を行ってきました。 

 しかし、今回はのりもの祭が中止になったということで、川柳の応募は中止前から募集をして

おりまして、応募総数 150 作品 81 人の応募がございました。平成 28 年度につきましては、231

作品 127 人でございました。若干減ってはおりますが、そのようになっております。 

 最優秀賞としましては、｢乗客の 会話が咲くや 宮のバス｣。優秀賞としましては、｢宮バスで つ

なぐ老いの手 もみじの手｣、｢宮タクに 同乗してる おもいやり｣が選ばれました。これは、のり

もの川柳を 10 月 24 日～27 日まで市役所１階ホールにて展示して投票していただきました。合

計 63 人に投票していただき、この３作品が選ばれました。以前はリニアモーターカー等の内容

もありましたが、今では宮バス･宮タクを題材にした内容がほとんどとなっております。 

 応募者につきましては、市内９人･市外４人･県外 72 人ということで、多くがインターネット

による応募となりました。このように市内の方の応募が少ないのは寂しいことではございますが、

県外においても宮バス･宮タクがかなり知られているんだなと感じております。 

これにつきましても、来年度のりもの祭が開催された際には、イベント会場で選考していきた

いと思います。 

なお、川柳とペンネームにつきましては、市のホームページと宮バスに掲載して発表していき

たいと思います。また、受賞者につきましては、記念品等を贈らせていただいております。 

以上でございます。 

 

議長（副市長） 

 のりもの川柳についての報告でした。この件について、ご意見･ご質問等ありましたらお受けい

たします。市内の応募者は９人? 

 

事務局（佐野室長） 

 はい。 

 

議長（副市長） 

ここはやはり市内の応募者をもっと増やすべきですね。 

 これはローカル紙に提供しましたか？ この会議だけで言うとか、市のホームページに掲載する

だけでなく、掲載依頼してください。静岡新聞のように全県版は難しいかもしれませんが、地方

紙に載せて市民に知ってもらうことを行うようにしてください。 

 報告事項２件についてはよろしいでしょうか。 

（なし） 

 以上で報告事項を終わります。 
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 以上で本日予定しておりました、協議事項･報告事項はすべて終了いたしました。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、最後にその他といたしまして、富士宮市の公共交通に関するご意見･ご要望等ござい

ましたらお受けしたいと思います。今日の議案に関係せず、全体のこととして感想等も結構です。

何かありましたらお願いいたします。 

 

鷺坂太一主任 

 交通計画 15 ページにも記載がありますが、今 宮バスは Yahoo! や NAVITIME 等の検索シス

テムで検索できるような状況にあるのでしょうか。 

 

事務局（佐野室長） 

 お答えします。今、駅すぱあとさんに協力していただいて、駅すぱあとさんのホームページを

見ますと、宮バスのバス停が記載されております。 

 しかし、事務局の方で見たところ記載が使いにくい部分がありますので、その辺りを駅すぱあ

とさんの方にご連絡した上で皆さんの方にご報告したいと考えておりました。 

 

鷺坂太一主任 

 わかりました。冒頭の挨拶にもありましたとおり、富士山世界遺産センターができて、外国人

や私のように県の中部から来る場合、検索する時にはインターネット等を見たりするので、イン

ターネットで検索できるような環境というのが利用を促進していくことに繋がると思います。引

き続きお願いできればと思います。 

 

事務局（佐野室長） 

 あと、駅すぱあとさんの方から次の展開といたしまして Yahoo! の方に展開するということで

お話は聞いていますが、それがいつになるかはわからないということで、まだ報告できる状況で

はありません。また決まり次第ご報告させていただきます。お願いいたします。 

 

議長（副市長） 

 その他よろしいでしょうか。関連で申し上げますと、冒頭にも申し上げましたが、12 月 23 日 静

岡県世界遺産センターができあがります。それに合わせて、富士急静岡バスさんにご協力いただ

いて、今の路線に４便プラスしていただきます。 

 

土屋忠男委員 

 そういう形で新しい観光資源ができるということで、既存の新富士駅から富士公園太郎坊線を

結んでいる路線がありますが、それは富士山世界遺産センター前を通りませんので、迂回できる

ように県の方から申請を出していただいております。認可が下りれば 12 月 23 日の運行に合わせ

て１日４便になります。それ以外に、平日はなかなか難しい部分がございますので、土休日･祝祭

日に合わせてさらに２往復、新富士からの運行バスを計画しております。 

さらに、白糸の方にもお客様によって回遊していただくような利便性を上げるということで、

その辺りも含めて今ダイヤの調整をしております。12 月 23 日にオープンは決まっておりますの

で、それに合わせて既存路線については時間を設定できるため、それは早く公表して PR に繋げ

ていきながら、利用者の促進にも繋げていけたらと考えております。 

 

議長（副市長） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 その他いかがでしょうか。 

（なし） 

 それでは、本日は色々なご意見をいただき、また質問も多くいただきました。ありがとうござ

いました。 

 この後の進行につきましては、事務局にお願いいたします。 
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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。平成 29 年度第４回地域公共交通活性化再生会議

は、来年１月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、お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご出席いただけますと幸いでございま

す。 

それでは以上をもちまして、平成 29 年度第３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。 

１５：２５ 閉会 


