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《第５回富士宮市地域公共交通活性化再生会議》 

○日時  平成 30 年 3 月 19 日（月） 14：00～ 

○会場  富士宮市役所 2 階 市議会 全員協議会室 

○出席者 

委員 14 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・鈴木清秀委員・薮田丈夫委員・高井知啓建設監督官(加藤正臣委員代理)・ 

水上健一巡査部長（工藤正邦委員代理）・大倉篤委員・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 5 人 

市民部長 佐藤収・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 村松雅代 

 
合計 19 人 
 

【開会】 

 
事務局（竹川） 

委員の皆様、本日は大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠に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 5 回富士宮市地域公共交通活性化再生会

議を開会いたします。 
本日の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 3 件を予定しております。 

 それでは、はじめに、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１４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。 

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。よろしくお願いいたします。 

 
議長（副市長） 
 皆様、本日はご苦労さまでございます。 

今日は年度末のお忙しい時期ですけれども、臨時の富士宮市地域公共交通活性化再生会議とい

うことで皆様にはお集まりいただきました。 

本件につきましては、すでに皆様にはご説明ご案内申し上げましたが、昨年の 9月に宮バスの

運行委託しております静岡バス株式会社様から、近年運転士の確保が大変困難になっているため、

中央循環を除いた東南循環・北循環および芝川路線について「この 4月から撤退させていただけ

ないだろうか？」という申し出をいただきました。 

市といたしましては、この宮バスの運行というのが全国にも先駆けていろんな地域公共交通と

して脚光を浴びている富士宮市の事業でありましたし、なんとかこれを継続できないかというこ

とで、まずは他の事業者にお願いはできないだろうか？ということで打診をした結果、芝川路線

につきましては信興バス株式会社様が受けていただきまして、前回の 1月 16 日のこの会議におき

まして富士急静岡バス株式会社様から信興バス株式会社様に業務内容を移転するという決定をこ
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の会議でいただいたわけでございます。 
引き続いて残った東南循環・北循環をどのようにしたらよいのだろうかということで、市とそ

れから富士急静岡バス株式会社様との間で、話合いを続けさせていただきました。その結果、現

在の運行形態を見直す。要するにスリム化することによって、引き続き富士急静岡バス株式会社

様に芝川系統以外の部分についてもお願いをできないだろうか？ということで検討重ねた結果に

つきまして本日はご審議をお願いするものであります。 
三本の議案ということで今日出させていただきました。 
そんなことでよろしく皆様のご審議をお願いを申し上げます。 
それでは引き続き議事の進行をさせていただきます。 

 

 

(１)協議事項 

第１号議案 宮バス（東南循環・北循環）の土曜日の運休について 

 
議長（副市長） 

はじめに、第 1号議案 宮バス（東南循環・北循環）の土曜日の運休について、そしてこれと

関連しまして代替措置の関係ですけれども、第 2号議案といたしまして宮タク（内房エリアを除

く）、内房エリアについては影響がありませんので今までどおりでございますが）の土曜日の運行、

今度は運休ではなく 新たに始まるということにつきまして、それぞれ関係がありますのでこれら

を一括して議題としたいと思います。 

事務局から 2 案についての説明をお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

交通対策室の佐野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

１ページの協議事項をご覧ください。それでは着座にて説明させていただきます。 

理由は、委託先である富士急静岡バス株式会社様から恒常的な運転士不足を理由に宮バス東南

環・北循環について平成 30 年 4 月から撤退したい旨の申し出がありました。 

土曜日の運休。宮バス東南循環・北循環の土曜日を運休する。運休開始予定 平成 30 年 6 月 2

日から。 

 
 

第 2 号議案 宮タク（内房エリアを除く）の土曜日の運行について 

 

事務局（佐野室長） 

理由は、宮バス東南循環・北循環の土曜日の運休に伴う代替措置。土曜日の運行、宮タク内房 

エリアを除く土曜日を運行する。運行開始予定 平成 30 年 6 月 2 日土曜日。となっております。

宮タク内房エリアを除くというエリアですが、山本・南部・安居山・北山・山宮・上野・富士 

根・北部の 8エリアになっております。 

下に※印が書いてあります内房エリアについては、東南循環・北循環とは離れた地域の運行と 

なっており、宮バス東南循環・北循環の土曜日に影響がないため土曜日の運行の対象としないと

いうことになっております。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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議長（副市長） 
今説明がありましたように、今日の議案、三本あるうちのまず一本目が運転士さんの確保、あ

るいは勤務期間の関係等であって、どうしても土曜日を運休したい。そうせざるを得ない。とい

うことでございます。 

関係しまして、合わせて土曜日。富士登山バスがございます。これは今年、世界遺産センター

ができて、今年大勢の内外の方が富士宮市におみえになる時、富士急静岡バスさんでは富士登山

のバスのお願いしてあります。7 月・8月。運転確保のためには まず土曜日・日曜日については

確保できない。そうせざるを得ない。土曜日につきましては運休にさせてもらえないだろうか？ 

日曜日はもともと運休しておりましたが、その代わり、土曜日の運休したバスについてどうした

らよいのか。今ありました 2 号議案として、その代わり、タクシー協会さんに協力をお願いをし

て、土曜日に宮タクを運行する。 

この 2案につきましてご意見ご質問がありましたらお受けしたいと思います。 

いかがでしょうか？ 

 それでは、事務局のほうから、宮タクのほうタクシー会社様との話し合い、そして、どのよう

なやり方、本数とか何をやるのか説明を続けてお願いします。 

 
事務局（佐野室長） 

それでは着座にて説明します。 
タクシー事業者さんのやりとりですが、年末からずっと話しをさせていただいてきたわけです

が、最後の最後まで、やはりタクシー事業さんも運転士不足ということでなかなか厳しい。そし

て若年の運転士がない中でなかなか厳しい状況ではありまして、土曜日の運行について事業者会

議を開きましてその中でご報告いただいたものであります。 
そして土曜日の運行の内容でございますが、平日の運行をそのまま行います。今は月曜日から

金曜の運行になっております。そして祝日及び年末年始は運休という形になっておりますが、そ

の月曜日から金曜日を土曜日まで拡大させていただいて、時間等につきましては平日と同じ時間

の運行となっております。 
先ほど言いましたように富士宮市内では九つのエリアを六つのタクシー事業者で運行していた

だいておりますが、そのうち八つのエリアについて、今回拡大させていただくというものになっ

ております。 
以上でございます。 

 
議長（副市長） 
 説明があったようでございます。 

 金曜日までが土曜日を運行して、少しでも土曜日のバスの運休するバスの代替措置として利用

していただきたい。ということでございます。 

ご意見ご質問等ありましたらいかがでしょうか。 

おわかりになりましたでしょうか。 

それでは、特にご意見がないようですのでお諮りをいたします。一つずつまいりたいと思いま

す。 

まず、第 1号議案「宮バス東南循環・北循環の土曜日の運休について」でございますが原案の

とおり土曜日を運休するということでよいでしょうか。 

（異議なし） 

ご異議なしということでございます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

 つづいて第 2号議案「土曜日を運休した代替措置とした宮タク（内房エリアは除きます）の土

曜日の運行について」説明があったとおり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。よって本案は原案のとおり承認をされました。ありがと

うございます。なお中央循環については今までどおり。 
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事務局（佐野室長） 

中央循環につきましては、富士急静岡バス株式会社様のほうで今までどおりとさせていただく

ということです。 
 

議長（副市長） 
 ありがとうございます。 
 
 

第３号議案 宮バス（東南循環 南コース）の退出意向の申出について 

 

議長（副市長） 

 それでは次に第 3号議案「宮バス東南循環南コースの退出意向の申出について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いします。 

 
事務局（佐野室長） 

それでは 2ページ目をご覧ください。 

 第 3号議案「宮バス、東南循環南コースの退出意向の申出について」ご説明いたします。 

理由は、委託先である富士急静岡バス株式会社から、恒常的な運転士不足を理由に宮バス東南

循環・北循環について平成 30年 4月から撤退したい旨の申出がありました。これに対し、富士宮

市は、東南循環の南コースを路線廃止することとし、退出意向の申出を行う。 

 減便では東南循環・北循環のダイヤ変更が必要である。路線間の乗継ができなくなるなど、不

便をきたすことになり利用者に影響が大きいため利用実態や代替交通など考慮し、利用者への影

響が最小限となる東南循環の南コースを路線廃止する。 

退出希望時期 平成 30年 10 月 1日 月曜日から。 

申出書は 3ページから 5ページ「資料 1」のとおりです。後ほど説明いたします。 

 廃止路線の代替について、これは既存の交通機関の利用をお願いするものでございます。 

 宮タクの山本エリア 8便、一日あたり 8便で、これは上下、上り便の 4便、下り便の 4便の計

8 便となっております。南部エリア 6 便、一日当たり 6 便で、上り便 3 便、下り便 3 便となって

おります。 

次に山交タウンコーチ株式会社の路線バスは、平日富士宮駅行き 13 便、富士川駅行き 12便、

走っております。 

次に宮バス香葉台線、稗久保線、南コースと一部路線重複、富士宮駅行き各 2便、芝川会館駅

行き各 2便でございます。参考としましては、平成 28年度の各路線の利用状況でございます。 

路線乗車人数、運行便数、これは一つの便で東南循環と北循環回っております。一つの便で外

回り 1台、内回り一台でそれぞれ回っております。それを合わせた 1,788 便となっております。 

 次に参考としまして、東南循環及び北循環の一便平均の人数であります。 

東南循環東コースの乗車人数 8,116 人、一便平均は 4.5 人となっております。 

東南循環南コースの乗車人数 3,282 人、一便平均は 1.8 人、 

北循環北コースの乗車人数 5,438 人、一便平均が 3.0 人、 

北循環西コースの乗車人数 3,645 人、一便平均が 2.0 人、 

北循環東コースの乗車人数 4,945 人、一便平均が 2.8 人、 

となっております。東南循環及び北循環の総乗車人数としましては、合計で 25,426 人となってお

ります。 

2 月 7 日の水曜日に東南循環南コース及び北循環について乗降調査を行いました。そのうち東

南循環南コースの乗降調査の実施結果が次に記載してございます。 

内回り 3便で計 3 人の利用があり、外回り 3便では利用者はございませんでした。一便当たり
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の平均乗車人数は 0.5 人というものでございました。 

次にバス停オーナーへの影響でございます。 

 ここでは地域が宮バスを支えるという取組をしていただいて、７人のバス停オーナーさんがお

ります。そしてバス停数は 13基で、減額でございますが 78万円のご協力をいただいているとい

う内容でございます。今回の退出で、このバス停オーナーさんに影響が出るものでございます。 

 次に、3ページをご覧ください。 

 平成 30 年度バス路線退出意向等の申出書でございます。こちらにつきましては、30 年度の市

町村自主運行バス路線で、10 月 1 日以降に退出するものについては、この 3 月 30 日までに、県

生活交通確保対策協議会に申出することになっております。そのためにこの申出を行うものでご

ざいます。 

申し出路線及び申し出の理由としまして、系統名が市街地循環・東南循環内回り、富士宮駅南

口から「出水」と書いてありますが、東南循環については１台で動いておりますので、「出水」で

も結構ですが、「野中」というほうが南コースを意味するということで、「野中」のほうに経過地

を変えていただきたいと思います。修正を、よろしくお願いします。終点が富士宮駅南口。系統

キロ程としましては 17.1km。退出予定としましては 6.2km 。１日あたりの運行回数は 3回。平均

乗車密度とは 1.3 人になっております。関係する市町は富士宮市。申出の理由としましては、路

線の見直しにより、一部路線の廃止を行うため。ということで、生活交通確保計画への記載は○

となっております。退出希望時期は平成 30年 10 月 1 日。備考としてフィーダーということにな

っております。フィーダーとして国のほうから補助金をいただいているものとなっております。 

次が 2番目。これは市街地循環、東南循環外回りということで起点は富士宮駅南口からやはり

「出水」から「野中」のほうに修正をお願いいたします。終点は富士宮駅南口、軌道点は 16.8 km。

ここでキロ程の差があるのは、西小泉町にあるサガミさんのところにバス停が一つ新設しまして、

その関係で「通っている」「通っていない」ということでここで差が出ております。退出キロ予定

は 6.2 km。これは、南コースは同じところを通っておりますので同じとなっております。一日運

行回数は 3.0。平均乗車密度は 1.5 人。関係する市町は富士宮市のみ。申出の理由は、先ほどの

とおりです。生活交通も先ほどのとおり。退出希望も平成 30 年 10 月 1 日。ここもフィーダーの

退出する路線となっております。 

次のページをご覧ください。4ページ目になります。 

東南循環というものは東コースと南コースで成り立っております。今回退出するのは東南循環

南コースであります。南コースは富士宮駅南口から出まして田中町のほうを通って黒田を経由し

て 富士山・森岡クリニック・大泉寺・野中・三中方面を巡る便と、その逆を回る便がございます。 

その外回り、内回りに対するものでございます。 

5 ページ目をご覧ください。 

宮バス東南循環の内回りの時刻表になっております。まず、内回りですが、先ほど言いました

ように富士宮駅南口を 7:30 に出発しまして、これは東南循環の東コースになります。次に中小泉

を 7:49 そして富士宮駅南口を 8:22 そして今度は南コースに入ります。南コースにつきましては

富士宮駅南口からイオンを経由しまして野中、黒田を経由して富士宮駅南口に帰ってくるという

ものになります。ここから北循環内回りのほうに 9:06 が出発になりまして 10:35 に富士宮駅南口

に戻り、2 番のところから始まるという形になっております。今回退出するといいますのは東南

循環南コースの 28～45 番までのところになっております。ここのところを無くしますと、運転士

さんの労務管理上の問題なく、東コース、そして北循環を回っていただけるということで伺って

おりますので、減便となりますとすべての路線で東南循環・北循環において大きくダイヤの変更

が生じ、今まで出来たことが出来なかったりするような形になります。そういうようなことで、

かなり全体への影響が大きいということで、今回東南循環 南コースを廃止していただいて、それ

以外の東南循環 東コース・北循環についてはダイヤの変更なく運行していただけるということを

伺っておりますので、それが一番両者に不便がかからないということを判断して今回申出するこ

とになりました。以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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議長（副市長） 
多少は皆さんおわかりになりましたでしょうか。まず、先に地図で場所を示してからがよかっ

たですね。説明してあげてください。 
 
事務局（佐野室長） 

それではみなさん、お手元の資料をご覧ください。お手元に「富士宮市営バスのご案内」があ

ります。その路線図のほうをご覧ください。 
まず、路線マップの左側のところに「宮１」「宮２」というのがございます。 

 
議長（副市長） 
 右上ですね。 
 
事務局（佐野室長） 

これが中央循環となっております。これは、平成 30 年度については今までどおり動かしてい

ただけるということです。 
そして、「宮３」「宮４」「宮５」というものが東南循環東コース、東南循環南コース、北循環 外

回り、内回りになっております。 
まず、「宮３」ですが、「宮３」というのは富士宮駅南口を通りまして市役所を経由して三室・

出水を経由して、富士宮駅南口に戻ります。 
 

議長（副市長） 
退出するところは？ 
 

事務局（佐野室長） 

退出するところは一番下の「宮４」というところになります。「宮４」というところは一番下の

茶色のところになっております。富士宮駅南口を出発しまして田中、田中町を経由して黒田、野

中を経由して三中、そしてまた富士宮駅に戻ってくる便。更に逆回り野中を経由して黒田橋、黒

田、田中に戻ってくるという形の外回り、内回り二つありますがこちらの便となっております。 
 
議長（副市長） 
 それが今、この図でわかりづらかった。このうちの(東南循環全体で)廃止しようとしている全

体のところを説明してからのほうがわかりやすかった。そういう説明をしてからにしてください。 

お分かりになりましたか。 

今、「宮４」に該当するところがこの 4ページのところですね。ただ今説明がありましたように、

今回宮バスを存続させるためには、一つは土曜日を運休することによって運転士さんを少なくす

るようにしましょう。二つ目は、今の路線を少し見直すことによってなんとか維持をしましょう。

という二つのことでした。 

運休については、先ほどご決定をいただいたとおり。見直しについては今説明がありましたよ

うに、この便を減便してしまうということ。全部を回ることになるので、結局、住民は不便にな

るし、運転士さんを減らすことはできない。やっぱり一つのコースを廃止しないと維持が難しい

ということで、やむなく南コースが、一番利用者が少ないし、距離も短いし、代替バスもなんと

かあるので、ここを廃止しましょう。ということでお分かりいただけましたでしょうか。 

今度はご意見・ご質問等を受けたいと思いますが。 

 

県地域交通課 大倉氏 
今、廃止の南コースですけれども、一便平均が1.8人ご利用されているということですが、実際に

はどれか特定の便に偏っているとか、まんべんなく分かれているのか。その辺の状況はどうですか。 
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事務局（佐野室長） 
特定の便というか、朝の早い便については、やはり乗る方がいらっしゃいます。今回、乗降調

査を行いまして、ある程度、その乗っている方を把握したものがあります。やはり、他の便では、

乗っているというのが一人か二人というレベルでございます。そういうところを宮タクとか図面

でも示したとおり位置関係を中心市街地に近いところで宮タクとか山交タウンコーチさんのバス、

そして後は三中のところで先ほど言いましたように宮バスのバス停が共用しているところがござ

いますので、そういうところの補充をお願いする中で対応していきたいと考えております。 
 
議長（副市長） 

よろしいですか。 

直接乗りまして、我々もちょっと気になったのは 37 番「ふじさん」という施設があります。こ

れは障がい者の施設で、そういう方はどうなのかな？と。特定できましたので代替措置をそちら

のほうで相談したいと思います。 

ただ今ありました第 3 号議案のことについて何かご意見、ご質問をお受けしたいと思いますが。 

冒頭、説明がありましたように、富士急静岡バスさんの「こういうことをすることによってな

ら継続ができる」ということで、この案を示してよろしいでしょうか。 

それでは特にその他、ご質問がないようでございますのでお諮りをいたします。 

第 3号議案、宮バス東南循環南コースの退出以降の申出については原案のとおり討議承認する

ことでご異議ありますでしょうか。 

（異議なし） 

ご異議なしということでございます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

 事務局は、静岡県生活交通確保対策協議会にただ今議決いたしました申出書の提出をお願いし

ます。 

 協議事項は以上で終了いたします。 

 
 
(２)その他 

 

議長（副市長） 
 この際ですので、なにか皆様、ご意見等ございましたら伺いたいと思いますがいかがでしょう

か。 

 今日は一方的に進めることになってしまいましたが、何回かその件につきましては皆様に状況

をお伝えし、その中で考えられる最良の策を提案させていただきました。 

3 点につきましては富士宮市議会にも去る 3月 13日の議会終了後にこの原案の説明をし、本日

のこの公共交通活性化再生会議で正式に議決をいただいて手続きを開始するという説明をしたと

ころでございます。 

 たまたま、この会場へ来る前にヤフーニュースを見ておりましたら、全国的にも全く同じこと

が起きておりました。他の業界でもタクシー業界さん、トラック業界さんが人材不足で、特にこ

れから 10年後になると運転士さんがほとんど 70 歳代になってしまうと、その間に公共交通のあ

り方を根本的に考えなければならない、このようなニュースの解説がちょうどありました。 

当市も全く各地と同じ状況ではありますけれども、今回、富士急静岡バスさんに御協力いただ

きまして、どうしたら残れるかを一生懸命考えていただきまして、一番影響の少ない方法でいこ

うと、そしてタクシー業界さんのほうにも同じ人材不足があるのを、無理を言って、土曜日に宮

タクを走らせてもらって、その分何とかバスに代わる交通機関を確保しようと、本当にタクシー

業界、それから富士急さんにご協力いただいた結果を今日ご決定いただいた。というふうにご理

解をいただきたいと思います。 

なお今後の手続きについて説明をお願いします。 
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事務局（佐野室長） 

 慎重なご議論、ありがとうございました。 

宮バスの退出意向の申出のことでございますが、今後の手続きを申し上げます。 

 今後はこれを静岡県生活交通確保対策協議会に提出します。3 月末までに提出いたします。そ

うしますと 4月の中旬くらいまでに、県のほうで公表がされます。 

その後、県協議会の幹事会のほうで、各協議会、富士宮市におきましては、富士宮市地域公共

交通活性化再生会議に、そちらで検討をするようにということで、いったんまた戻ってきます。 

そうしますと最終決定は 5 月の次回の活性化再生会議で決定させていただいて、そこで廃止の

決定をさせていただいて、それをまた県協議会に回答するという形で、その後はまた富士急静岡

バスさんのほうで諸手続きが進んでいくというような流れになっていくと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 
議長（副市長） 

はい、ありがとうございました。 

今日は第 3号議案につきましては、県に運休の手続きをするための決定をいただきました。そ

うすると県のほうでそれを審査して「やむなし」ということで、ひと月以内にこちらに戻ってま

いります。そこで正式に決めなければならないわけです。これが 5 月ですか。5 月にもう一度こ

の会議をこういう形をして決めていくという。 

運休については必要なかったのかな。土曜日は。 

 

事務局（佐野室長） 

土曜日の運休につきましては、県の方針につきましては 1/3 以上の減便という形になりますの

で、土曜日減便になりますと 1/6 になりますので、これについては県に申出る必要はございませ

ん。 

そして、ここで協議が調ったことによってタクシー協会さんのほうでは 6月 1日からの運行を

目指して手続きを踏んでいただく。そして、富士急静岡バスさんについては 6月の運休に向けて

手続きを踏んでいただくという形になっていると伺っております。 

 
議長（副市長） 
 土曜運休については、今日、先ほど決定した事項で正式決定になったということですね。 
 
事務局（佐野室長） 

そのとおりでございます。 
 
議長（副市長） 

これを市民にどう伝えていくかということについて説明をお願いします。 
 

事務局（佐野室長） 
周知のスケジュールでございますが、3月 23 日に区長会役員会でご報告をいたします。 

その後、4 月の広報誌で東南循環・北循環の土曜運休と宮タクの土曜日の運行のお知らせ。こ

れは、「広報誌」というのは、富士宮市の場合ですと「広報ふじのみや」という市の広報誌がござ

います。そちらのほうでお知らせをいたします。 

更に 5月ではバス車内に、バス停での表示、ホームページ、ローカル紙等での広報を行ってい

きたいと考えております。 

 なお、バスの時刻表でございますが、4 月に信興バスさんの芝川路線の運行、そして 6 月に東

南循環及び北循環の土曜日の運休がございまして、その度に変えていくというわけにはいきませ

んので、10 月のダイヤの最終変更を目指して 8月にその印刷をしていきたいと考えております。 
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そして広報誌に東南循環南コースの廃止のお知らせ、そして時刻表を沿線の自治会へ配布する

のは 9月を想定しております。そして 10月の南コースの廃止という形につなげていきたいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 
議長（副市長） 

はい、ありがとうございました。 

議会からも指摘がありましたけれども、市民の、結局、少し不便になってしまうことになりま

すので、しっかり混乱がないようにとのことで議会からもご意見をいただいております。 

4 月号の広報、それから区長会への勧め、それから日が近づくに従って、それぞれバスの中へ

の提示等、なるべく利用者の不便がないようにと広報のほう周知していただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 その他、なにかありましたら。よろしいでしょうか。事務局は何かありますか。 

（なし） 

 ありがとうございました。 

 今日は一方的に進行させていただきましたけれども、皆さんにお伝えしてあった見直しの内容、

代替措置等について今日はご検討いただきました。本日はマスコミの新聞社等の方も見えており

ますので、後ほどしっかり説明をして、広報のほう情報を市民にお伝えしていただくようによろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局のほうへお渡しいたします。 

 
事務局（竹川） 
 委員の皆様、ならびに関係者の皆様、本日はご出席いただきまして、またご議論をいただきま

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をさせていただきたいと思いま

すが、平成 30 年度第 1 回地域交通対策活性化会議は先ほどアナウンスさせていただきましたが、

5 月の開催を予定しております。県からの折り返しの関係もございますので詳しい日程等はまだ

決まっておりません。また詳しい通知のほうをご案内させていただきたいと思いますのでご確認

のうえ、お忙しいとは存じますがご出席をお願いしたいと思いますので よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは以上をもちまして平成29年度第5回富士宮市地域交通活性化会議を閉会とさせていた

だきたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました 

１４：４０ 閉会 


