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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 30 年 5 月 28 日（月） 14：00～ 

○会場  富士宮市役所 4 階 410 会議室 

○出席者 

委員 16 人 

芦澤英治会長 ・土屋忠男委員・平野洋一委員・篠原克敏委員 ・ 増田新吾委員・芦澤喜則委員・

佐藤捷世委員・土屋善江委員・鈴木清秀委員・水村裕子委員・藤井敬宏委員・保本広司運輸

企画専門官（久保田素広委員代理）・宮原健一委員・梶本英明地域交通班長（大倉篤委員代

理）・村手克巳委員・高山あさ江委員 

 

事務局 5 人 

市民部長 深澤裕彦 ・ 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 ・ 村松雅代 

 

合計 21人 

 

【開会】 

事務局（竹川） 

委員の皆様、本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまから平成３０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。よろしくお願い

いたします。 

本日の会議は、事前に送付いたしました議案書では、協議事項１０件、報告事項２件となって

おりましたが、急遽協議事項を１件追加させていただき、協議事項１１件、報告事項２件とさせ

ていただきます。追加資料をお手許に配付させていただきました。追加議案は第 11 号議案にな

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。 

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 

久保田素広 様です。本日は他の職務のため欠席されておりますので、代理として運輸企画専門官 保

本広司 様のご出席をいただいております。 

富士宮市の国道を管理する者として 中部地方整備局静岡国道事務所 計画課長 三治伝 様です。 

本日は欠席となっております。 

富士宮警察署長が指名する者として 富士宮警察署 交通課長 宮原健一 様でございます。 

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 村手克巳 

様でございます。 

 以上４人の方々でございます。よろしくお願いいたします。 

 第１回目の会議のため、すべての委員の皆様を御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、失礼とは存じますが、

お手元の名簿で御確認くださいますようお願いいたします。 

 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、よろしくお願いいたします。 

 次に新年度事務局員を紹介いたします。 

 市民部長 深澤裕彦 です。 

 市民生活課長 塩川貴洋 です。 

 市民生活課 参事兼交通対策室長 佐野孝明 です。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に移る前に、資料の訂正をお願いしたいと思います。 

先ほど紹介させていただきました追加議案（11号議案）でございますが、字句の訂正をお願い

いたします。11 号議案の①変更経緯と書かれているところがありますが、7 行目、平成 30 年度

（平成 29 年 10 月 1 日～平成 31 年 9 月 30 日運行分）とありますが、カッコ書きのところで平

成 31年 9月 30日となっておりますが、こちら平成 30年 9月 30日になりますので、31年を 30

年に直してしていただけますようよろしくお願いします。 

 

 それでは、会議へ入るにあたり、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て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。 

 

議長（副市長） 

規約の規定に基づきまして、議長の職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、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

 お手元の次第に沿って進めていきたいと思います。 

 今日は議事が件数が多く、また重要な議案につきましても提案をさせていただきたいと思いま

すので よろしくお願いいたします。 

 

協議事項 

第１号議案「平成２９年度事業報告」について 

議長（副市長） 

はじめに、第１号議案 平成２９年度事業報告について及び第２号議案 平成２９年度収支決

算についての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。 

 

事務局（佐野室長） 

それでは議案の説明に入ります。着座にて説明させていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。 

第１号議案「平成２９年度事業報告」について、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となります。 

昨年度は、集合会議を５回、書面議決を１回、計６回の会議を開催いたしました。 

第１回再生会議は平成２９年５月２５日に開催し、平成２８年度の事業報告、収支決算の承認、

平成２９年度の事業計画（案）及び収支予算（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、監事の互選について、富士宮市地域公共交通 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、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

ついてご審議いただきました。 

第２回再生会議は９月１５日に開催し、富士宮市地域公共交通計画（素案）について、ご審議

いただきました。 
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第３回再生会議は１１月１０日に開催し、富士宮市地域公共交通計画（案）について、宮タク

（北部エリア）の運行について、ご審議いただきました。 

第４回再生会議は平成３０年１月１６日に開催し、宮バス（芝富線・稲子線・香葉台線・稗久

保線）の運行について、平成３０年度市営バス等の生活交通確保 計画案 について、平成３０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３１・３２・３３年度国庫補助路線の生

活交通確保計画案について、平成３１・３２・３３年度収支改善計画案について、平成２９年度

地域間幹線系統確保維持改善事業評価に係る市町取組シートについて、平成２９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をご審議いただきました。 

第５回再生会議は３月１９日に開催し、宮バス（東南循環・北循環）の土曜日の運休について、

宮タク（内房エリアを除く）の土曜日の運行について、宮バス（東南循環 南コース）の退出意向

の申出について、をご審議いただきました。 

次に、書面会議については、平成２９年７月１４日から７月２４日に、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。  

 

第２号議案「平成２９年度 収支決算書」について 

事務局（佐野室長） 

次に議案書の２ページをお開きください。  

第２号議案「平成２９年度 収支決算書」について、款・項・目とありますが目に沿って説明

させていただきます。 

収入の部、補助金、収入済額 400,290円。これは市からの補助金となります。 

雑入、収入済額 2円。預金利息となります。 

収入合計 400,292円となりました。 

次に、支出の部、会議費、支出済額 353,460円、委員のみなさまの報酬及び旅費となります。 

事務費、支出済額 46,832円、開催通知等の郵便料などです。 

予備費、支出済額 0円、支出合計 400,292円となりました。 

収入合計 400,292円、支出合計 400,292円で差し引き残額は 0となります。 

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、収入合計と支出合計の差引残

額は毎年 0円となります。 

以上で 1号議案・2号議案の説明を終わります。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。 

続きまして、監査報告を幹事の鈴木さんからお願いをいたします。 

 

富士宮商工会議所 鈴木氏 

 会計監査報告をいたします。 

 平成２９年度の当会議における会計監査を実施した結果、会計帳簿及び証拠書類を照合した結

果、相違ないことを確認いたしました。平成３０年４月１２日 監事 鈴木清秀 監事土屋善江 

 以上です。 

 

議長（副市長） 

監査報告が終わりました。 

第１号議案及び第２号議案について、ご意見、ご質問等を受けたいと思います。 

平成２９年度の実績についての報告でした。 

平成２９年度の正式決定につきまして、後からも出てきますので、その際はよろしくお願いい
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たします。 

ご意見ないようですので、お諮りをいたします。 

はじめに、第１号議案 平成２９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

ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認め、原案のとおり承認いたします。 

続いて、第２号議案 平成２９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ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認め、原案のとおり承認いたします。ありがとうございました。 

 

第３号議案「平成 30年度 事業計画(案)」について 

議長（副市長） 

続きまして、第３号議案 平成３０年度事業計画(案)について及び第４号議案 平成３０年度

収支予算(案)についての２案につきましては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。 

 

事務局（佐野室長） 

それでは、議案書の３ページをお開きください。 

第３号議案「平成 30年度 事業計画(案)」について、説明いたします。 

① 地域公共交通確保維持改善事業（国庫補助事業）に係る生活交通確保維持改善計画の策定 

② 平成３０年度ＰＤＣＡ事業評価です。 

内容は、平成３０年４月から７月末までの収支率及び利用者数達成率を基に利用者満足度

などの利用評価等を加味して平成３０年度の事業評価を実施します。  

スケジュールは、利用者アンケート調査、市民アンケート調査、収支率調査、乗車人数調

査、各調査報告の分析評価、運行形態についての検討、運行形態についての案の提示、評価

の報告及び運行形態の承認ということで 11 月の第３回活性化会議でやりたいと考えており

ます。 

③ 富士宮市地域公共交通計画に基づく事業の評価です。 

市が実施している事業を分析し評価する。ということになっております。 

ア、基本整備に係る事業、イ、利用促進に係る事業、ウ、バス停オーナー制度 

エ、市営公共交通サポーター制度 

④ 静岡県生活交通確保対策協議会に係る検討です。 

ア、バス路線の新設、退出に関わる検討協議、イ、生活交通確保計画の策定、ウ、生活交通

確保計画の変更となっております。   

⑤ 会議日程について、本年度の会議の大まかな日程となります。 

本年も活性化会議を年４回予定しており、本日 5月 28日、2回目以降につきましては、9

月、11月、1月を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。     

    

第４号議案「平成３０年度 収支予算書（案）」について 

事務局（佐野室長） 

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３０年度 収支予算書（案）」について、説明いたします。 

  目に沿って説明させていただきます。 

収入の部、補助金、予算額 480,000円、市からの補助金です。 
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雑入、1,000円、預金利息となります。 

収入合計、予算額 481,000円となります。 

次に、支出の部、会議費、予算額 433,000円、委員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 1,000円、 

支出合計、予算額 481,000円となり収入合計額と同額となります。 

なお、各款項目間の流用を認めるものとします。 

以上で、第３号議案及び第４号議案の説明を終わります。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。                          

第３号議案及び第４号議案について、何かご意見はございますか。 

それではお諮りいたします。 

はじめに、第３号議案 平成３０年度事業計画(案)について、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、原案のとおり承認いたします。 

続きまして、第４号議案 平成３０年度収支予算(案)について、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、原案のとおり承認いたします。 

以上で第３号議案・第４号議案については決定されました。 

 

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 

議長（副市長） 

引き続き、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します。  

 

事務局（佐野室長） 

それでは、議案書の５ページをお開きください。 

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」説明してまいります。 

改正内容につきましては、７ページの新旧対照表をご覧ください。 

内容としましては、平成３０年３月末で計画期間が終了しました富士宮市第２次地域公共交通

総合連携計画に代わり、３月に策定しました富士宮市地域公共交通計画に変更することによって、

規約を改正するものでございます。 

変更点につきましては、ご覧のとおりとなります。 

それぞれ連携計画のところを公共交通計画に変更させていただきました。 

附則といたしまして、この規約は平成３０年５月２８日から施行するということになっており

ます。今日から承認されましたら施行することになりますのでよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

議長（副市長） 

 事務局からの説明は終わりました。ただいま説明がありましたように、皆様方のご意見をいた

だきながら決定いたしました富士宮市地域公共交通計画の実施に伴う改正ということで、主に  

に使われている文言の変更だということでございます。 
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この件につきまして、ご意見・ご質問がありましたらお受けしたいと思います。 

それでは、お諮りをいたします。 

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、原案のとおり承認いたします。 

 

第６号議案「富士宮市公共交通ＰＤＣＡ（事業評価）指針の改正」について 

議長（副市長） 

引き続きまして、第６号議案 富士宮市公共交通 PDCA（事業評価）指針の改正についてを議題

といたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

事務局（佐野室長） 

 第６号議案「富士宮市公共交通ＰＤＣＡ（事業評価）指針の改正について」説明いたします。 

 改正内容につきましては、8ページから 9ページの新旧対照表のとおりとなります。 

まず、8ページをご覧ください。こちらも先ほど説明しましたとおり、平成 26年 2月に策定し

ました富士宮市第２次地域公共交通総合計画が、本年 3月で終了しました。それに代わりまして

平成 30 年 3 月に富士宮市地域公共交通計画を策定しましたので、それについて変更するもので

ございます。事業は、今説明したとおりでございます。 

 次に３の PDCA の基本的な考え方についてです。これにつきましても地域公共交通計画に合わ

せ、地域の実情に則した便利な生活交通の実現に文言を変えてあります。          

次に基本方針につきましても地域公共交通計画で策定いただいた基本方針に則って 4番の公共

交通の利用環境向上というように書いてあります。補助金上の名称の変更がございましたので、

地域協働を削除したいと思います。 

次に 4番。交通の PDCAの全体像も第２次連携計画から公共交通計画に変更してあります。 

5番についても同様でございます。 

5 番の宮バスにつきましては、バス停オーナー制につきましては、50 人以上を 45 人、市民の

満足度評価の全体を 3.8以上を 3.9以上。そしてこれも 30年 5月 28日に、本日から改正するも

のでございます。 

 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。それでは、第 6 号議案 富士宮市地域公共交通 PDCA 事業

評価指針の改正についてご意見・ご質問をいただきたいと思います。基本的には先ほどご説明が

ありましたとおり計画の変更等によります字句の変換でございます。 

 

静岡県バス協会 平野氏 

5 のバス停オーナー数が 50 から 45 に減っていたのですが、これはどういう理由なのか もう

ちょっと説明をしていただきたいですけれども。先ほど基本方針でも地域協働という文言がなく

なるということで、そういうことになると、なかなかバス停オーナー数も減っていくとなるとま

すます宮バスの経営をしていくことについて収入を得る方策が減ってくると思うのですが、その

辺はどうですか。数字が減っているところだけ答えてくれれば結構です。 

 

議長（副市長） 

事務局から答弁をお願いします。 



7 

 

事務局（佐野室長） 

 富士宮市の宮バスは平成２０年度から運行しておりまして、その当時からバス停オーナー制度

を行ってきたのですが、今はだんだんと難しい時期となりまして減ってきているというのが事実

であります。更には、以前につきましてはバス停オーナーになっていただくということで路線を

引いておりましたが、今は既存の路線を変更するのはなかなか難しい状況でありまして、実際の

ところバス停オーナーが 45 人というのは実数に合わせて減らさせていただいたということにな

ります。 

 

議長（副市長）  

バス停オーナーが減ってきているということについて、時代に合わせてではなくて、オーナー

さんから見た場合、どうなるのか。ということを聞いているのです。 

次の議案についての関係もあるので、そういうことについて説明してください。 

 

事務局（佐野室長） 

バス停オーナーさんも事業を見直すということになると、本業を見直すことは難しく、広告宣

伝費というところを見直さなければならないということになります。そのためバス停オーナーの

実数が減ってきています。次に示します宮バスの東南循環南コースにおいて、バス停オーナーさ

んも 7オーナー減るということもありまして、45オーナーというのが目標となるところでござい

ます。 

 

静岡県バス協会 平野氏 

バス路線が減ってきてそこでバス停オーナーがあったのが、辞めるというのはやむを得ないと

思いますが、この出来た主旨が普通の利用者が乗っていて利用の運賃だけでは採算性が取れない

ので市のほうからの持ち出し分を減らすということでこのような画期的な方策をとったと思うの

です。企業のほうから思っているのは対費用効果に合わないということで、辞めていくというこ

とになる。市がやるからある程度協力しましょう。これを民間のバスがやればバス停のオーナー

というのはほとんど出てこないわけであります。 

その辺は市のほうとして、もうちょっとオーナーさんに対してメリットが出るような手法を取

り組んでいくとかそういうような方法を活動していかないと、ますます衰退するのが目に見えて

いる。目標値はこれでもいいのですが、市のほうの活動として取り組んでいただければと思いま

す。要望です。 

 

議長（副市長） 

 バスに乗る人が少なくて、宣伝効果がないというように思われた。ということですか。辞めた

という人は。 

 

事務局（佐野室長） 

 実際、そういうことはあります。 

 バス停オーナーさんも地域のために、人が乗らなくても協力していただいている。というかた

のがほとんどでして、それでも、いろいろな事情の中から辞めていくということがあります。お

っしゃるとおり、辞められた事業者のなかには、利用が少なく費用対効果がなかったということ

もありました。 

 

議長（副市長） 

 東南循環南コースのバス停オーナーが 7名減った。それで「45」という数字が出たということ

ですね。 
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事務局（佐野室長） 

 直接、この 7 オーナーを減らして「45」ということではなくて、50 基から 5 基が減って、45

基になりました。今後８号議案で承認されていれば、さらに 7オーナー減ってしまいます。市と

しては、なんとか挽回して「45」までは持っていきたいと考えております。 

 

議長（副市長） 

 このままいくと「45」より下になってしまうということでしょうか。7オーナー減るから。 

バス停オーナーが減ることで、減額はどれくらいを考えていますか。 

 

事務局（佐野室長） 

 東南循環の南コースだけを示しますと、7 オーナーさんでバス停としましては１3 基。78万円

の減額になります。 

 

議長（副市長） 

 大きいですね。 

 

事務局（佐野室長） 

 東南循環南コースのバス停オーナーさんを一軒ずつまわりまして、南コース廃止の状況を説明

させていただきました。 

そのところで、「明日から辞めるよ」などというオーナーさんは一軒もありませんでした。です

から、何とか宮バスの維持のために協力していただいているバス停オーナーさんばかりでした。 

 

議長（副市長） 

それではお諮りいたします。 

第６号議案 富士宮市地域公共交通 PDCA（事業評価）指針の改正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、原案のとおり承認いたします。 

 

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 30年度の目標値設定」について 

議長（副市長） 

続きまして、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３０年度の目

標値設定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） 

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３０年度の目標値設定につ

いて」説明いたします。 

地域公共交通計画では、「宮バス」の評価指針として、１ケ月当たりの乗車人数は、富士宮市

公共交通 PDCA（事業評価）指針に基づき、目標値を設定することになっております。 

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％以上に定めております。その目標

値を達成するために必要な１月の乗車人数を算定しています。 

PDCA（事業評価）の内容も 4月から 7月末までの収支率および利用達成率を基に事業評価す

るものです。 
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６月２日からの、宮バス東南循環・北循環の土曜日の運休、後程説明します１０月１日からの

東南循環南コースの廃止という運行形態の変更を予定しています。来年度につきましてはそれら

の実績を踏まえて変更してまいりたいと思いますが、今年度は、昨年と同様の１月当たりの乗車

人数で、設定させていただきたいと考えております。 

「宮タク」につきましては、１便あたりの乗合人数は、乗合タクシーとしての特徴が損なわれな

いように、各エリアの人口を踏まえ、目標値を設定してきました。宮タクについても、６月２日

から土曜日の運行が開始されております。宮バスと同様、今後実績を踏まえて変更を考えていき

たいと思いますので、平成２９年度と同様で設定したいと考えております。 

 7号議案といたしましては、以上のとおりでございます。 

 

議長（副市長） 

 ２９年度と数字は変わっていないという説明でございます。 

 ひと月の乗車人数ということで書いてあるということでございます。これは変更ない、という

ことでございます。 

宮タクについても同様ということになります。 

この後審議をしていきますが、状況によっては来年度については変えていかなければならない、

ということでございました。 

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・ご質問等ございましたらお願いします。 

 

県地域交通課 梶本氏 

 平成２９年度の実績報告というところで目標値があり、平成３０年度の目標値設定につきまし

ては、平成２９年度の目標値と同じということで。 

 平成２９年度の地区別実績報告での最後の12ページの内房エリアについて1.6人になっていま

す。それに対して平成３０年度の目標値は、1.5人になっておりますのは。        

 

議長（副市長） 

 もう一度ページとそれを言ってあげてください。 

 

事務局（佐野室長） 

 5ページの宮タク内房エリアというところで、宮タクの乗車人数が 1.5になっております。 

 後程説明しますが、資料２のところで、最後の「内房エリア」というところが、目標値が 1.6

人となっております。ここで 0.1 の差がございまして、その案件につきまして、確認してご報告

します。 

 

議長（副市長） 

 資料は月別実績報告ですね。どちらが正しいか言ってください。 

 

事務局（佐野室長） 

 PDCAは 1.5が正しく、最後の 1.6はあやまりでした。申し訳ございませんでした。 

 5ページ目 第 7号議案 宮タクの一番最後の内房エリアが 1.5。 PDCA を見ますと 1.5にな

っておりますので、それが正しいです。先ほど資料２の 12ページ。内房エリアというところの真

ん中のところに平均乗車人数-目標値-と書かれておりまして、1.6 となっております。これは誤

りでございまして、1.5に訂正をよろしくお願いいたします。 
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議長（副市長） 

資料２の一番裏のページの真ん中、平均乗車人数目標値 1.6 を 1.5 に訂正する。ということで

すね。それでは訂正をよろしくお願いします。 

その他、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

日本大学 藤井氏 

 目標値設定に関しては特に問題はないのですが、先ほどの質問が出てまいりましたオーナー制

と絡めて、というところで、実際、ひと月ごと、路線ごとの宮バスのところで乗車人数が出てお

りますので、今後、バス停オーナーの方が効果といったものがあるのかないのかということが、

乗員で撤退といったようなことにならないようにということと、もしも路線ごとに費用対効果の

差が顕著であるようであれば、今現状取り組んでいる費用負担といった考え方を変えていくとい

ったことも、おそらく事務局の中では検討しなければいけないことだと思います。 

たとえば、この人数あたりに対してバス停オーナーの方の総額の入っている金額を路線ごとに、

かつ、利用者分で費用を出してあげて、一人あたりのバスオーナーの人が関わっている負担金と

いったような形で値を出してあげて、それを各路線ごとに比較することによってオーナーさんた

ちが利用客が増えることによって出した金額といったところに直接全員の方が関わるわけではご

ざいませんが、人数的な差といったものが路線ごとにあるのかということを事務局の中でご検討

されていただいて、極端にそれに差があるようであれば、一律型のバス停オーナーの金額ではな

くて個別での設定するなど、そういったようなことも考えて、そういったことが収入減につなが

るのかもしれませんが、どうしても地域ごとの路線ごとの差があるんだといった意識があるよう

では、やはり公平な運用といった形での差が出てまいりますので、それには是非一度調べていた

だいて検討していただくのがよいのかな。目標設定の中に組み込む必要性はまだないと思います

が、事務局でご検討いただければと思います。 

 

議長（副市長） 

 事務局、よろしいでしょうか。 

ちなみに、今、一律ではないのですね。 

一律ではない基準の説明をお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

 中央循環は一日内回り外回り、それぞれ平日 8便ずつ動いております。東南循環は内回り外回

り、それぞれ 3便ずつ動いております。それぞれ便数が違っておりますので、運行便数に伴って

いただくお金の額も変更しております。 

オーナーさんになっていただいている方に毎月実績報告を送らせていただいておりますが、多

く乗り降りされるオーナーバス停もありますし、ほとんど利用のないオーナーバス停もあります。  

路線ごというよりも、オーナーさんのバス停ごとの差が大きい。と考えておりますけれども、

オーナーさんにつきましても地域の公共交通を支えているという気概を持っていますので、そう

いうところで不満とか辞めるとかということは聞いておりません。 

先生のおっしゃっていただいたことは今後研究させていただきたいと思います。 

 

議長（副市長） 

 要望ということで、よろしくお願いします。やっぱり事務局のほうでも辞める人だけではなく

て、今やっている人が満足しているかという調査をしないとズルズルいってしまうのではないか

というご意見ですから、常時、今の実態がどうなのかという調査をしたうえで、対応策を考えて

くださいという意見ですからよろしくお願いします。 

 その他、第 7号議案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。 
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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３０年度の目標値設定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、原案のとおり承認いたします。 

 

第８号議案「宮バス東南循環の退出意向申出への対応」について 

議長（副市長） 

次に、第８号議案 宮バス東南循環の退出意向申出への対応についてを議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

事務局（佐野室長） 

 それでは資料 10ページをご覧ください。 

第８号議案 宮バス東南循環の退出意向申出への対応について 

これは、平成３０年５月１７日、静岡県生活交通確保対策協議会会長から退出について富士宮市

地域公共交通活性化再生会議において、検討・調整の上報告するよう依頼がありましたので提案

します。３月１９日に「宮バス（東南循環南コース）の退出意向の申し出について」でご議論い

ただいたものです。 

 

① 申し出経緯としましては、市営公共交通宮バスの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・北循環を平成３０年４月から撤退したい旨の

申し出が、富士宮市になされた。これに対し市は、東南循環の一部路線（南コース）につい

て、静岡県生活交通確保対策協議会に退出意向の申し出を行った。 

 

対応策 乗り継ぎなどの利便性に影響がなく、利用実態や代替え交通などを考慮し、利用者へ影

響が最小限である東南循環の一部路線（南コース）を廃止する。 

 

退出時期は、平成３０年１０月１日（月）から。 

 

退出路線・時刻表は、１１ページの路線図、時刻表のとおりです。 

 初めての方もいらっしゃいますので、お手元の資料、「宮バスのご案内」をご覧ください。 

 ここで退出する東南循環南コースというのは「宮４」という茶色の部分になります。 

内回りが富士宮駅南口から出発しまして、第三中学校、黒田橋、黒田、田中区民館を経由しま

して富士宮駅南口に戻ってくるのが内回りとなります。 

外回りとしましてはこの逆になります。富士宮駅南口を出発しまして、田中区民館、黒田、そ

して野中公会堂、第三中学校、そしてイオンモールを経て富士宮駅南口に戻ってくるものになり

ます。 

 それでは 10ページに戻ります。 

参考としまして廃止路線の代替としましては、既存の交通機関の利用をお願いするものでござ

います。 

宮タクが山本エリア、一日上り 4便、下り 4便の計 8便あります。 

南部エリアにつきましては、上り下り 3便、一日計 6便あります。 

山交タウンコーチ株式会社の路線バスが平日、富士宮駅行きが 13便、富士川駅行きが 12便ご

ざいます。 

宮バス香葉台線、稗久保線、これは東南循環南コースと一部路線が重複しております。 

富士宮駅行きが２便、芝川会館駅行きが 2便あります。 
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平成２９年度の各路線の利用状況でございます。東南循環南コースの乗車人数が 3,118人。運

行便数が 1,794便で一便平均が 1.7人となっています。 

平成３０年２月７日に東南循環南コースの乗降調査を実施しましたが、一便当たりの平均は

0.5人ということになりました。先ほど、バス停オーナーさん東南循環南コースの影響というこ

とで、オーナー数 7名、バス停数としましては 13基で協力金が 78 万円ということになります。 

3月末にオーナーさんのところに説明に伺い事情を説明してまいりました。各オーナーさんか

らは 9月末まではやらせていただきますという回答をいただきまして、今現在協力金をいただい

ています。 

説明は以上でございます。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。 

ただいま説明がありましたとおり、前回の３月１９日の活性化会議の中でこの考え方について

説明させていただき、今回の会議で正式決定をすると方針を出させていただきました。その内容

につきましては、今説明があったとおりでございます。本件につきまして、あらためてご意見、

ご質問等がございましたらお受けしたいと思います。 

 

日本大学 藤井氏 

前回の会議は欠席をしたので詳細は理解できてないところもある中で、申出経緯といったとこ

ろ、これはいろいろな自治体のところで、今このバス事業者さんの環境がだいぶ変わってきてい

て、やむを得ないというのが率直に感じる要素でございます。 

対応案が気になるところがございます。参考といったところで書いてある退出路線の代替とす

るところで宮タク、山交タウンコーチ株式会社、宮バスもそうですが、本来コミュニティバスと

いうのは他の代替路線と重複しないという前提の中でそのエリアの中の移動困難な方たちをサポ

ートするというところで線が引かれている。その中では一部路線が、民間バス路線さんと重複す

るというのは当然ありきということなのですが、それ全体の中で考えたときに、代替路線のとこ

ろで使ってもらったら対応案として大丈夫ですと言われると、そもそもコミュニティバスの設定

はどうだったのですか？と気になってしまう。実際には代替路線が適応できない方たちのエリア

というものが本来あるはずなので、そういったものを事務局のほうでどのように考えてその方た

ちの対応、たとえばバスの実態調査をしたときに、本来想定している路線重複に近い、あるいは

他の代替のところに利用できそうだといったバス停、それ以外のところの人たちの実際の利用は

どうだったのかというフォローしてあげないと、後は代替交通を使いなさいと言われても使える

路線はないよ。と言われてしまうと、この対応案は成り立たないような気がするので、その辺の

実態を事務局はきちんととらえられているのか気になるところです。 

 

議長（副市長） 

事務局、実際調査をして、どのくらいの精度まで 1点何人なので、誰が乗っているのか、その

辺に対する意見を聞いたことがあるのかどうなのか、その辺の説明をしてあげてください。 

 

事務局（佐野室長） 

 それでは説明いたします。事務局でも２月７日水曜日に南コースの路線に乗りました。その中

で気になったのが、授産所「ふじさん」というところがあるのですが、そこから必ず毎日ひとり

が使っているというお話をいただきました。「ふじさん」に説明に行きましたところ、4月当初に

行きましたので、まだ 6ヶ月あるから「独自に何とか送迎を考える」と回答いただいております。  

また、よく利用していたご本人には、直接お会いして宮タクの説明をしております。代替で完

全にすべてカバーするというのは不可能だと思いますが、デマンドタクシーである宮タクが、こ

のエリアについてはすべてカバーしているような状況ですので、そちらのほうでご検討をいただ
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きたいというのが事務局の願いでございます。 

 

議長（副市長） 

 ある程度はやったということですね。 

 

日本大学 藤井氏 

 そういう形のものをプロセスとしてやっているのであればよいのですが、それがまだない    

というのは問題だと思います。調整が済んでいるという理解をさせていただくのであれば、もう

ちょっと書き方もあるのかなと思います。 

 

議長（副市長） 

 山交さんと宮バス香葉台線、端のほうの一停留所だけなので、そのところは利用できるけれど

も、他の人は利用できないですね。 

事務局、ご意見をいただきましたので、そんなところを配慮してください。今後、またいろん

な意見が出てきたら親切に、なかなか難しいのですが一番ベターなほうに直接相談に乗ってあげ

るようにお願いします。 

 

静岡県バス協会 平野氏 

 この循環が退出することによってイオンモールへ循環線が寄らなくなるのですが、それについ

てイオンモールのほうで、100 円券を出していると思うのですが、その辺の影響はないのかどう

なのか。見るとイオンサービス券というのは東南循環南コースだけではなくて、まんべんなく使

われているような気がするのですが、イオンモールさんは循環線が立ち寄らなくてもあまり影響

はないと考えているのか。 

それともう一つ教えてもらいたいのは芝富線というのがあるのですが、この芝富線は富士宮駅

が入っていないですね。入ってないにも関わらずイオンサービス券が使われているというのは特

別な理由があったのですか。 

 

議長（副市長） 

 事務局のほうからお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

 イオンモールさんとは情報交換をさせていただいております。まずは４月１日に芝川路線が富

士急静岡バスさんから信興バスさんに代わったことによって、その券の取り扱いも協議させてい

ただきました。宮バスの東南循環南コースの廃止についても、まずはイオンモールさんのほうに、

バス停オーナーさんになっていただいておりますので、話をさせていただいております。イオン

モールさんからは東南循環南コース以外のすべての宮タク・宮バスで 100円券のご協力をいただ

いておりますので、ご説明を差し上げたときも、特に 100円券を止めるようなお話はございませ

んでした。 

  

事務局（竹川） 

 芝富線は芝川会館のほうから旧芝川町しか走っておりませんが、富士宮のイオンモールさんの

中で買い物をされた方が乗り継ぎでそちらの方面に向かうこともありますので、その時に使われ

たのではないかと思われます。イオンモールさんから芝川会館まで出ている便がありますので、

そちらを使っていただいて、そこから芝富線のほうに乗り継いで、その券を使うといったような

形で今実績を出しています。    
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議長（副市長） 

よろしいでしょうか。 

  

静岡県バス協会 平野氏 

資料のほうから 5ページのところにイオンサービス券 573,600円。芝川路線だけではないの 

ですね。 

 

事務局（竹川） 

宮 11～14の芝川路線の合計となっています。 

イオンさんの券は当日限りしか有効ではないのです。日付が入っております。 

 

議長（副市長） 

この件については、３月１９日に状況説明した件で、皆さんに説明したうえで今日決定という

ことになっております。すでに情報は流しておりまして、新聞報道等されているわけですけれど

も、今日が正式な決定ということになりますので、ただいまからお諮りをいたします。 

第８号議案 宮バス東南循環の退出意向申出への対応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、原案のとおり承認いたします。 

いろいろな問題について提起されましたので、事務局としましてはそれに対する対応をこれか

らよろしくお願いします。 

 

第９号議案「富士急静岡バス路線(柚野線)の退出意向申出への対応」について 

議長（副市長） 

続きまして、第９号議案 富士急静岡バス路線(柚野線)の退出意向申出への対応についてを議

題といたします。本日の新しい提案の議題でございます。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

15ページをご覧ください。 

第９号議案 富士急静岡バス路線（柚野線）の退出意向申出への対応について 

これにつきましては、平成３０年５月１７日、静岡県生活交通確保対策協議会会長から乗り合

いバス退出について富士宮市地域公共交通活性化再生会議に於いて検討調整のうえ協議するよう

に依頼がありましたので、提案するものでございます。 

 

申し出経緯  

恒常的な運転士不足により不採算路線を廃止することで、他の路線の運転士を確保せざるを

得ない状況の中、柚野線は近年利用者の減少で収支が悪化しており、国庫補助路線要件を満た

すことができず、平成３１年度地域幹線系統補助路線対象外となった。このため、富士急静岡

バス株式会社は、静岡県生活交通確保対策協議会に平成３０年１０月１日からの退出意向の申

し出を行った。 

 

対応案  

柚野線は、利用者の減少傾向にはあるが、北部（柚野）方面と中心市街地を結ぶ重要な路線で

ある。また、柚野線は交通手段の一つとなっており、市の政策的にも関わりが深い。そのため、

地域への説明や関係機関との調整が不可欠であることから継続協議とする。 
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 退出路線につきましては、13ページ、柚野線の路線図のとおりです。   

時刻表のところにありますように、富士宮駅、西富士宮駅、大中里、柚野公民館を経由し上柚

野へのる路線でございます。 

参考としまして、輸送人数でございます。 

利用状況を見ますと、輸送人数が平成２７年度には 22, 054人、２８年度には 21,905人という

ことで 149人の減でございます。 

２８年度は 21,905人から 29年度 19,299人で 2,606人の減でございます。 

経常収益はそれに従いまして、9,251,000円から 8,433,000円、818,000円の減になってお 

り、さらに２９年度は 7,135,000円ということで 1,298,000円の減額になっております。 

欠損額は、3, 253,000円、4,340,000 円 4,576,000円となっております。    

２９年度の欠損額に対する補助金としまして国・県で 2,264 ,000 円、市で 2,312,000円を補助

することによって欠損額を補ってきました。 

このまま、利用者が減少していくと、欠損額が増えますので、路線維持するのは大変厳しい状

況になろうかと思っております。 

 今回、対応案といたしまして、継続協議ということになりますので、１０月１日の柚野線の退

出は継続協議で報告するため１０月１日の柚野線の退出はございませんので、よろしくお願いい

たします。 

事務局からは以上でございます。 

 

議長（副市長） 

 本件につきましては、これは富士急静岡バスさんの退出意向の申し出で、先ほどの富士宮市か

らは市営バスですので、立場が違いますが富士急静岡バスさんお見えになっておりますので、国

庫補助との落ちた数字のところとか。 

 

富士急静岡バス 土屋氏 

 簡単にご説明申し上げます。昨今、公共交通を取り巻く環境は大変厳しく、乗務員の不足ばか

りではなく大変厳しい状況でありまして、いろいろなかたちで、行政との調整をしていきながら、

路線を維持を進めてきました。 

今回、この柚野線につきましても要員不足はありますが、利用者密度の減少や運行回数により

まして、利用が減るから、運行回数を減らすと当然輸送人員も減ってくる。国の基準を満たす要

件から、要件落ちしてしまっている。２７年度～２９年度の欠損額、満額ではありませんが、こ

ういう形で国及び県、富士宮市さんからも補助をいただいて、なんとか運行を賄ってきた。 

まさに次年度については、完全に要件落ちしまして補助金がもらえない。非常に厳しい状況が

続いております。 

今年の 1月から 4月までですけれども、上下線で輸送人員を拾ってみたんですけれども、1月

の上り下り、柚野から富士宮、富士宮から柚野、1月が約 879名、 2月が 920名 、3月が若干

伸びて 1,050名、4月が 900名ということで、このままいくと平成２９年は年間で 19,000人。

今平均して 950名くらい。そうすると年間で 1万人ちょっとしかいかない。という状況になって

いて、非常に厳しい。この中の利用状況はどうかというと、平均 1便あたり 3名程度。時間帯に

よっては 0.3とか、非常に利用者が少ない現状がありますので、本来なら 10月 1日から退出さ

せていただきたいところでありますが、生活路線ということもあり、これにつきましては地域住

民と、もう少し我々事業者として実態を説明させていただきながら、利用促進を踏まえてどうい

う形になるのか。また富士宮市さんとも調整をしていきながら、時間帯の見直し、本数はこれ以

上増やすことは出来ないと思うのです。本数の見直し、場合によっては時間帯の見直しも踏まえ

て、時間を取っていただきながら、地域住民に迷惑が掛からないような形がとれればいいのかな

と考えております。 
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ここで、どうのこうのと、すぐ結論はでないと思うのです。今の利用実態というのをちょっと

ご理解をしていただきたい。 

ちなみに、先ほど言いましたように月 940～950名ということになりますが、これが富士宮に

来たら上柚野に来る便と、上柚野から富士宮に来る便と、上り下りで、だいたい 1割くらい～2

割くらいの差があります。かたや 500人、かたや 350人。時間帯によってはゼロ、空でバスを動

かしているという実態でございまして、その辺につきましては、どのような形のなかで、利用促

進が取れるのか検討していきながら、昔の芝川エリア、広域幹線路線ということで、国庫補助の

対象路線です。ということで継続していきたいのですが、これが現状で輸送人員の密度が減って

きている。補助金をいただけない。慢性的な人手不足を補うためにどのようにしていけばよいの

か。考えていくと、行政でしっかり考えていただくしか、民間事業者としてはここが限界かなと

思います。その辺を踏まえて、皆さんから、どのような形が望ましいのか意見としてお聞かせい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

議長（副市長） 

 富士急静岡バスさん土屋社長さんから補足的な説明をいただきました。 

対応案と書いてしまいましたが、とても今日で決められることではないので、今日は継続協議

とするということで、会議では市のほうから提案をさせていただきました。 

この際ですので、いろいろな地域の皆様がいらっしゃいますので、ご意見、ご感想を今日伺っ

たうえで協議をしていきたいと思います。 

まず何と言いましても、区長会芝川支部からの代表であります芦澤区長さんいかがですか。 

 

富士宮市区長会芝川支部 芦澤氏 

 富士急静岡バスの路線の柚野線は特に私の場合、家の前を通っている。 

朝夕 3～4名、学生さんは乗ってないし、空で動いているような状態があるので、これは非常

に難しい状態にあるなということは十分理解しております。 

しかし、柚野富士宮線は大中里を含めた住民にとって柚野と広域路線ということで、昔は田舎

と都会をつなぐ大事な路線だったです。今も、そういう気持ちは地域住民に十分あるので、これ

は大変なことになったな と感じております。 

柚野地域は、先ほども話にありましたけれども、今年は光ファイバーが敷設され、明るい材料

ではありますけれども、富士宮市街地への交通手段は、やはり我々高齢者が非常に多くて、これ

から更に高齢化が進んで、交通弱者が年々増加するという状況にあります。 

今後は公共交通機関の依存度というのは、かなり多くなっていくと考えます。今後、富士宮市

の政策というか重要な問題ということになっていくことは間違いなく考えられます。 

いずれにせよ地元に丁寧な説明を是非お願いしたいと思います。 

継続協議とする中で、事務局には、関係機関と協力して、私はこれがなくなってしまう という

状況にはなってほしくないと考えていますのでよろしくお願いします。 

    

議長（副市長） 

 水村先生は柚野でしたね。どうぞ。 

 

富士宮市校長会 水村氏 

 柚野小学校の校長をしておりますが、柚野で生まれ育って住んでおりますので、大変、富士急

静岡バスには子どもの頃からお世話になっておりまして、昔は夕方朝、30分に１本や 1時間に 1

本のバス路線があって、今から考えれば大変便利だったなと思います。 

子どもたちは社会科、生活科でバスの乗り方を教えていただいて、大変お世話になっておりま

す。 
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社会科見学の時も、増発バスをお願いすることができまして、本来なら貸切バスで移動しなけ

ればいけないところを、通常の料金の増発バスで子どもたちだけで移動させていただいたりとか、

大変お世話になりますが、路線バスが無くなると、そういうこともできなくなるのかなと、街に

社会科見学に行く度に、貸切バスを依頼しなくてはならないのかなということが一つ。 

子どもたちも小さいながら、浅間神社のお祭りがある時には、自力で友達同士で誘いあって、

土・日行きは 9時 3分、帰りは 4時半と、一日に１本しかないわけですけれども、それでも自力

で行ったり来たりすることが出来たのが、そういう選択肢が全く無くなる。 

親やおじいちゃんやおばあちゃんに頼らないと街に出て行くことが出来ないのかな。と思うと

少し寂しいと感じました。 

それから、大人でも私も含めて車で移動することが多くて、最近は代行とかそういうシステム

を利用する人が多くて、昔はバスで行ってタクシーで帰ってくる、ということですが、今はこう

いう実態を知って、大人の人たちももう少しバスを利用しなければいけないということを感じま

した。 

昨日ですけれども、たまたま柚野小学校にボランティアで高齢の方が、草取りをした後、街に

「一杯飲みに行こう」という話になっていたらしく、バスで行こうと思っていたらしいですが、

私が「バスないですよ」と言ったら、「本当にないね。こりゃ困ったね」ということになり、バス

はいつでもあるような気持ちでいる方がいて、もう少し緊迫感を持っていかないと感じています。 

私事でありますが、私の母が 83歳になろうとしていますが、杖をついて、平日は毎日バスに

乗って病院へ行ったりイオンへ行ったりしていますが、土日になると、「バスが無いから不便だ」

という小言を毎日言っております。 

高齢者になるとバスに乗れない人は 80歳を過ぎても運転免許証を返納しないで大丈夫？とい

うような方が運転している姿も見かけます。そういうところから、全く無くなるといろいろな面

で不便だと思いました。 

先日、回覧板が回ってきて、その中に区長さんが柚野地区の区長会で作ってくださっている「路

線バスに乗ろう」というものが入っていました。こういうような形で区長会の方たちが「このま

ま高齢化が進む。このままでいきますと将来なくなりますよ」という投げかけをしてくださって

いますので、紹介をさせていただきました。 

 

議長（副市長） 

 地元の区長さんと校長先生からのお話でした。その他、いかがでしょうか。 

なかなかシビアなものです。 

藤井先生お願いします。 

 

日本大学 藤井氏 

 私は地域性のことはよくわかっていなくて、今話をしますが、申出経緯の対応策を見たときに、

先ほど芦澤委員のほうから移住・定住ということばが出てきましたが、この中でも移住・定住推

進地域ということが書かれていました。どういうイメージのところなのかなと、この文章だけで

読んだときには、都市計画的なアプローチとしてここに住まうということで入れた地域とイメー

ジするのですが、その中で、その導入時期が早ければ、その中には若い人たちもいるだろうし、

それが何十年も経ったとき、活動量が落ちてくる、そういった状況形態になってくる。そうした

ものが、この文言だけではわからないですね。 

その中で、継続協議というキーワードがあるのですが、いったい何をどの地点での問題として

継続協議をするのかということを事務局としてきちんと考えてなければいけない。 

それにあたっては、私は前々からこの会議で言っているのですが、事務局が市民生活課に代わ

ること。これは決して悪いことではない。 
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市民の移動のことを考えるうえで、その足をどうやってつなげていくのか。これは大事な観点

です。もう一つは、都市的な配置の中で、ネットワークとして、その地域性を持った形の問題を

交通移動としてとらえる考えるやり方。 

もともと、この地域公共交通の課が都市計画課にあったものが市民生活課に移った。その中で、

本当に地域構想として、移住、定住の考え方を持った地域、ここの交通の足をどうするのか。 

これは市民生活課だけでは考えられる要件はなくて、都市計画的に、今を考えるのは市民生活課

でいいのですが、これを 5～10年先、20年先といった少し長いスパンも含めて、時間軸を変え

た形の中で協議していく。 

確かにバス事業者さんとしては、今とにかく赤字の中で、半年か一年頑張るよ。と言っていた

だけるような要件、その協議体制もあるんですが、それが単年度で終わってしまうのではなくて、

この地域がどういう形で人の移動の足を考えていくのか。 

今、先生のお話にあったように、みんなが地域の中で活用すると気運を上げるものもある。 

裾野市さんとかは千福が丘という駅と離れた地域のところがあって団地形成したところですね。

そこは一気に 1980年台に開発された地域で皆さん高齢化してしまって、そこは朝から夕方まで

バス路線があったのですが、実際にはバス路線がどうだったのかというと。朝便のみ駅に来るの

が 2便か 3便ある。後は全部消えた。ということで、その地域は何をしたのか。というと、交通

不便地域になった。交通がなくなるのではなく、朝便、片方向のみで実際は交通として機能しな

い。ということでボランティア型という形で市民の方が協議会を作り実際移動できる人をコーデ

ィネートしながら、ボランティア運用という形で動き出した。その地域の方たちが選択した形の

中で、それは自分たちの住まい方の中で問題意識を持たれている。 

この柚野地域というところが都市計画的なアプローチ、市の行政地域としてどういう街にした

いのかというのももちろんあるのですが、住まわれている方たちがどういう思いをもって活動し

たいか、そういうことも含めた形の中で市民の方と一緒になって作り上げるようなことも考えな

ければいけない。是非、都市計画課との調整を含めながら将来この地域の方たちとどう向き合っ

て移動を担保していくかということを検討していただきたい。       

 

議長（副市長） 

 ありがとうございました。 

非常に重い提言をいただきました。ちょっと私からですけれども、まさにおっしゃるとおりで、

特に企画サイドで、こんなの簡単に廃止されては困るということになっている。 

次の交通計画を作るときは「都市マスタープラン」との整合を求められています。市がどうい

う街づくりをするからそれに対して交通がどうあるべきか。というワンセットで出さないと。こ

れまた次の計画はと重い宿題を与えられていますので、今、まさに今日、藤井先生がご指摘にな

ったように、ちょっと市民生活部門だけでは難しいとわかりましたので、この問題で考えていき

たいと思います。 

ありがとうございました。 

 

富士宮市校長会 水村氏 

 藤井先生のお話で思い出したのですが、民生委員さんが家へ来てくださいまして、母が杖をつ

いて歩いているのが心配だということで、ボランティアができたら是非利用してください。とい

うお話がありました。 

 

静岡県バス協会 平野氏 

 バス協会です。申し訳ないですが、事業者としては先ほど言ったように、事業自体の継続性が

問われることになりますので、ほとんど静岡県内でも赤字路線が多い。都市部であれば少しはプ

ラスの路線もあるのですが、地方ですとマイナスの運行がほとんどですので、計画を継続協議と
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いうことですと期限がないものですから、どのくらいで答えを出してくれるのか、その辺の期限

を、2年ぐらいで出してくれればありがたいな。 

方法は、富士宮市さんで他の地域でやっていることもあるからわかると思いますが、バス事業

で富士急静岡バスさんが撤退するということであれば他のバス事業者さんがやってくれてもいい

し、ここでデマンドタクシーでやってもいいし、小さいバスでやるとか、いろいろな手法、いろ

いろ方法はあると思いのです。 

安全を担保しなががら、市として取り組んでもらえる方法を、事業者とか地域住民の方とか行

政の方と一緒になって、何が一番よいのかの方法を模索して答えを出していただければと思いま

す。 

 

議長（副市長） 

 事務局のほうから今後の継続協議とするということで、次にどんなことを考えているのか。地

域説明会とか、富士急さんと話をしていることはありませんか。 

 

事務局（佐野室長） 

 継続協議ということで、期限がないということでしたけれども、地域の皆様との合意結成とい

うことを考えています。今のところは時期的なものははっきり言って申し上げられません。 

今後、継続協議でありますけれども、こういう危機感を共有するために、先ほどおっしゃった

ように富士急静岡バスさんが地域に丁寧な説明をしていただけるということを聞いておりますの

で、市も一緒に行って、皆さんと意見交換をし、よりよい方法を探し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。 

 

富士急静岡バス 土屋氏 

 うちのほうは、いつでも地域に説明に参りますので、市民生活課で、調整をしていただいて、

更に細かい説明、先生がおっしゃるように朝の時間帯は、通勤通学等の生徒、日中は高齢者の買

い物。だいたい使われるのは、一日平均 20人くらいかな。という実態なんですよね。 

今の先生のお母様のお話を聞くと切実な問題で、大変申し訳ない気持ちで、どうすればいいの

と、我々も民間事業者で岐路に立たされていて大変厳しい状況で、人口 17万・18万で、これだ

けの人たちが、いかに公共交通をしっかり使ってくれたらこんな問題は起きないです。 

いろいろなところの公共会議に言っています。「今どうなんですか？」というと、「バス無くな

ると困るよ」「現実にはどうですか？」というと「車があるからまだいい」。もう、そんな時代で

はない。すぐそこが大事なのです。 

もう一つ、プラスで言わせてもらうと、宮バスというところには、免許返納者だけの一時的な

メリットかもしれませんが、利用価値をつなげる優遇措置はある。 

それでは、「宮バスだけでいいのですか？」「我々も利用促進を頑張る」富士の公共交通会議に

も行かせていただいて、富士市のほうも今年の４月からもうちょっと広い形で公共交通を使える

ようにしますということで、岳南鉄道も踏まえて、利用の幅を広げていただいたということで。

富士宮市さんのほうも柚野線を走っているほうで免許返納者に対して何かメリットがあるのです

か？   

それを使えれば、うちのバスの利用促進にもつながる。というところも前向きに考えていただき

たい。月に一回でもよいのですけれども、市役所に出勤する方については、月一回のマイカーデ

ーを決めて、公共交通を使って出勤に使っていただくとか、いろいろな皆さんにしっかり利用促

進の部分で参画をしていただかないと、辞めるバス会社が一番悪者みたいになる。 

本当にそういう状況で、乗り合いバスというのは、どの系統をとっても特に地方へ来れば来る

ほど非常に厳しい状況がある。 

我々も前回の公共会議の話をさせていただいて、今、貸し切バスも新しい料金制度、特にバス

協会の専門委員がおりますが、完全セーフティバス、三ツ星とかこれには安心安全にしっかり投
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資した中で、国の指導である程度できてきている。それに加えて長距離の首都圏輸送ということ

で、消費単価高いのですが、そういったところである程度利益を生み出して赤字路線を補ってい

く。という状況がずっと今日まできたのですが、ここ数年振り返ってみますと、要員不足で収益

性の上がる事業にすら投資できない。 

事業で言えば効率性です。バス業界協会等は非常に厳しい岐路に立たされている。 

今回お話が出ました柚野線につきましても、大変厳しいということをご理解していただきたい。 

 時間をとっていただくような段取り、スケジュール感を持っていただければ、うちのほうはい

つでも柚野地域に入り、実態の説明をさせていただいて、継続協議とありますので、そこまで形

をつけるとか、代替手段としてどういう方法がいいのか。その辺の見極めをしていただきながら

できる限り協力をしていきたいと思っています。 

 

議長（副市長） 

 いろんな意見をいただきまして、難しい問題ということがおわかりかと思います。 

 今、藤井先生からもご指摘がありましたとおり、土屋社長からもご指摘がありましたとおり、

市として何が出来るのか、大きな計画の問題から各論の問題まであります。冒頭から国庫補助が

何百万が来なくなる。この間全部やっていかないわけにはいかない。お金を出せば済む問題では

ないのですが、その間どうするかを含めて、市も財政的な検討もしなければならない。次の政策

の検討もしなければならない。 

継続協議というか書いたものの、大変な宿題を背負ったというふうに思っております。 

いろんな地域の声、学校の声、事業者の声、先生が都市計画上の声、バス業者さんの声、いろ

いろ出していただきましたので、これを踏まえて次に具体的にどうしたらよいのかについて、ス

ケール感をもって、事務局のほうから検討をしていただきたいと思います。 

とりあえず、今日のところは退出以降の申し出については継続協議ということで、皆さんのほ

うに提案したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それではお諮りいたします。 

第９号議案 富士急静岡バス路線(柚野線)の退出意向申出への対応については原案のとおり継

続協議と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した。 

それでは継続協議ということで、原案のとおり承認していただきました。 

 

第１０号議案「富士市コニュニティバス（てんまーる）の運行形態の変更」について 

議長（副市長） 

引き続き、第１０号議案 富士市コニュニティバス（てんまーる）の運行形態の変更についてを

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こととなりますので、富士市都市計画課の担当者

様から説明をお願いします。 

 

富士市都市計画課 小林氏・原氏 

 皆様こんにちは。富士市都市計画課の原・小林と申します。本日はお時間を取っていただきあ

りがとうございます。 

 昨年度、こちらの会議に来まして、市のコミュニティ交通（てんまーる）バスの運行につきま

して、富士宮市にございますマックスバリュへの乗り入れについて協議いただきました。今回、

このてんまーる、コミュニティバスですが、 バス形態からデマンドタクシー形態に変更させてい

ただきたいということでお話がありました。 
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富士市都市計画課 原氏 

 富士市都市計画課の原と申します。 

今回、富士市コミュニティバス・てんまーる運行形態についてですが、先週の５月２３日に富

士市の公共交通協議会でも、協議をさせていただいた結果、翌日の静岡新聞等に記事がありまし

たように、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。 

昨年の２９年７月３日から実証運行ということで開始しましたコミュニティバス（てんまーる）

ですけれども、平成３０年の８月１日からデマンドタクシーへと運行形態を変更する予定です。 

富士宮市内の商業施設であるマックスバリュ富士宮若の宮店へ乗り入れや、ご利用できる条件

等につきまして説明させていただきます。 

まず、これまでの経緯ですが、先ほど簡単に説明させていただきましたが、富士市におけるコ

ミュニティ交通の導入の検討につきましては、地区が自ら支えるという考え方の下、地区の   

参画型の事業として位置付けておきます。その中で、制度導入後初めて天間地区が、平成２７年

９月に立候補しまして、導入に向けて発足したコミュニティ交通サポート組織と協働で、運行内

容について勉強会や検討会を重ねた結果、昨年の７月３日からコミュニティバスの実証運行を開

始しました。 

富士市ではコミュニティ交通を導入する際の基本原則として、コミュニティ交通は既存の公共

交通を補完するものであり、運行範囲は、地区内。そして、最寄の交通結節点までとなっており

ます。しかし、天間地区に於いては導入検討をする際に、導入目的として一番多かった意見とし

て買い物ということでがあったのですが、地区内には商業施設が存在しなかったため、地区から

の要望が多かったマックスバリュ富士宮若の宮店の乗り入れを承諾することとしました。 

そのことから昨年５月２５日に開かれました富士宮市地域公共交通活性化会議において協議さ

せていただき、乗り入れを承認していただいた次第であります。 

続きまして、コミュニティバスからデマンドタクシーの変更について、ということで裏面をご

覧ください。 

まず、変更の理由ですが、富士市はコミュニティ交通を本格運行する際、運行経費の 2/3 まで

を上限として市が負担をしますが、残りの 1/3 は運行収入や運賃収入、事業者からのサポート金

及び地区負担金で賄うこととしております。てんまーるにおいては平成２９年７月から最大２年

間は運行期間とし、原則は富士市がすべて負担をしますが、これまでの運行実績から試算したと

ころ、今のまま運行形態で本格運行に移行した場合には、多額の地区負担金が発生する見込みと

なりました。このため、天間地区コミュニティ交通のサポート組織を中心に運行内容について協

議を進めた結果、収支率の改善や利便性の向上など考え、今年の８月１日からデマンドタクシー

へと運行形態を行うこととなりました。 

コミュニティバスからデマンドタクシーに変更したことによる留意点ですけれども、一つはデ

マンドタクシーに変更した場合においても、継続してマックスバリュ富士宮若の宮店へ乗り入れ

をさせていただくことにしております。 

二つ目として、これまでのコミュニティバスは通常の路線バスと同様に誰でも利用することが

できましたが、デマンドタクシーの利用につきましては、会員登録をしていただく必要があり、

この会員登録ができるのは原則、天間地区に住民登録がある人に限定をしております。 

したがいまして、今まではコミュニティバスのときに利用されていました富士宮の市民の方が

いらっしゃった場合、デマンドタクシーに変更すると天間地区のデマンドタクシーを利用するこ

とができなくなる、という条件があります。以上で説明を終ります。 

 

議長（副市長） 

ありがとうございました。 

担当者様からの説明が終りました。この件につきまして何かご質問等ありましたら、お受けし

ます。 
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静岡バス協会 平野氏 

運行本数を教えてもらいたいですけれども、タクシーでも時間指定と回数がわかれば。 

 

富士市都市計画課 原氏 

デマンドタクシーのダイヤに関しましては、朝の８時から夕方 6時までの間。予約ができるの

は 00分と 30分ということです。１時間に２本になります。一日合計で最大 22便運行する可能

性があります。デマンドタクシーは通常の路線バスと異なりまして予約が入ったときのみ運行し

ますので、全便が運行しているわけではございません。 

 

議長（副市長） 

 よろしいでしょうか。 

 

日本大学 藤井氏 

 市の負担が 2/3ということで、大変手厚いという対応という私の実感ですが、私が関わってい

る千葉のほうですと、1/2負担でやっている。そういった時に運賃収入がどこまで関わっている

のかという中で、コミュニティバスのことを考えて、だいたい 40%とか、それくらいだったらな

んとかなるかな。とか目処を立てておく。あるいは市原ですと 80%くらい。今年も 10月くらい

から民間バス路線に切り替わるというところもある。そもそも 2/3を入れながら、実際は運賃収

入としてあがらなかった。この地域の中で、コミュニティバスをどうするのか、初期の導入の動

機というものはどんなだったのか。 

 

富士市都市計画課 小林氏 

  地区の方と検討会を重ねていく中で、富士市としては、デマンドタクシーとコミュニティバス

と二つの形態をお話しさせていただいて、地区の方は、バスを導入したい。 

1日当たり 1便 6人あたりは乗りますよ。常時 200円くらいだったらみんな乗りますよ。とい

う声がありまして、それに基づいて市で計算をして、これならいけるかな、ということでやって

みたのですが、実際には 1便あたり 1.6人でした。当初想定したものより乖離した状況でした。 

後は実証運行期間というのが２年間あるのですが、その間に今やっている運行形態の見直しを

含めて検討することができますので、天間については、とりあえずバスでやってみようかという

ところもありました。 

 補足的なものですが、天間地区に住んでいらっしゃる方がすべて、コミュニティバスやデマン

ド交通を必要としているというわけではございません。 

多くの方は、車をお持ちです。話をさせていただきますと、今はいいけれども自分たちが高齢

になったときなど、今後、車が無くなったときにどうしたらよいかということを考えたときに、

デマンドやコミュニティ交通を導入して下地を作っておかなければいけないのだ、ということが

動機になっていました。 

 

日本大学 藤井氏 

 どうもありがとうございました。 

私もいろいろな地域でアンケート調査をすると、公共交通を使いますか？という話をしますと、

アンケートでやったものの出現するのは 1/10くらいから多くても 1/6くらいですので、実際に動

かすのは厳しいのだろうなといったところがここでも見えたところです。 

 

議長（副市長） 

ちなみに地区負担金というのは、どれくらいになりそうですか？本格運行したときにはどれく

らいか。 
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富士市都市計画課 原氏 

 今の運行形態のままだった場合は、年間 180万円は超える額になりそうです。 

 

議長（副市長） 

 その他、いかがでしょうか。 

 

静岡県バス協会 平野氏 

 今８時から夜６時までの運行では、乗合率がどんどん下がっていくことになります。 

そうすると PDCA にまわして運行時間を減らすとか、第二の段階で検討していくというのは

予想していますか。   

 

富士市都市計画課 原氏 

 予想しています。 

 実際には朝の６時から出してほしいとか、「通勤とかにも使えるように」というのを最初提案さ

れましたが、当初、コミュニティ交通を導入した目的が「高齢者の暮らしの足」というのがあり

ましたので、まずはスーパー等のバス路線からということで８時からとの設定させていただいて

おります。 

８月から実証運行から始まりますので、実績に応じて、地区に提案をさせていただきます 

収支率の改善とか、乗り合い率の改善を提案していく予定です。        

 

日本大学 藤井氏 

 今、お話があったことですが、私が今ちょうどやっているところで市原のしず地区というとこ

ろで４便４便の計８便。行き４便、帰り４便、これを実証運行でやっていて、それを利用しにく

いということで８便８便、倍でやってみたところ、両方向ですから、16便。乗り合い率が当初

1.3ぐらいだったのが、今、1.15に落ちている。乗り合い率をどう維持するかです。 

 

富士市都市計画課 原氏 

乗り合い率が出てきまして、やはり低いところにはどのようにしますか。という協議をしなが

らダイヤを調整していく。 

 

議長（副市長） 

その他、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それではお諮りいたします。第１０号議案 富士市コミュニティバス（てんまーる）の運行形

態の変更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、原案のとおり承認いたします。 

 

第１１号議案「生活交通確保維持改善計画の変更」について 

議長（副市長） 

次に、本日、追加されました協議事項、第１１号議案 生活交通確保維持改善計画の変更につい

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（竹川） 

本日、追加されました協議事項、第１１号議案 生活交通確保維持改善計画の変更についてです

が、まず先ほどの経緯としたしまして、①のところに記載させていただいております。 
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こちらは、宮バスの東南循環・北循環に関わるものです。 

こちら国庫補助金をいただいているもので、この交付に必要な計画を手逸出させていただいてい

るのですが、今回平成 29 年第 5 回の公共交通検討会議において、宮バスの東南循環・北循環の平

成 30 年６月からの土曜日の運休ということになりまして、国庫補助金の計画変更を行うこととな

りました。 

国庫補助金の補助年度ですが、平成 30年度の変更ということになりますが、平成 30年度の補助

期間は、平成 29年 10月 1日から平成 30年 9月 30日までの運行分が平成 30年度分となります。  

継続可能な東南循環・北循環の土曜日の運休が平成 30年 6月 2日からということで、短い期間

ではありますが、平成 30年度の国庫補助金の運行期間に関わる運行形態の変更がございますので、

計画のほうで具体的には運行回数、運行日数を記載してあるものがございまして、そちらの変更も

含めて行いたいと思います。 

計画内容の変更について、あらかじめ協議会の議論を経てから、国交省のほうに報告をしなけれ

ばならないことが追加議案ということで報告させていただきました。 

②としまして内容の変更としましては、先ほど出ましたが計画内容が土曜日運休の変更になり 

ますので、別紙の資料 5 ページから 12 ページまででございますが、計画の内容としては、下線が

引かれているところが変更となります。 

 一番上の計画年月日を平成２９年８月３日を平成３０年５月２８日に、本会議で承認されれば記

載の追加をさせていだだきたいと思います。 

3ページ目にございます 8番の協議会の開催状況と主な議論ということで、まず平成 29年度の 

5 回の会議で土曜運休についてご合意をいただいたということと、平成 30 年度第 1 回の公共会議

においてこの計画変更の合意を得たと２項目について記載させていただきたいと思います。 

 

他のほうでは特に土曜運休で変更することは特にございませんので、変更はしておりません。 

5 ページ目から１０ページ目には東南循環にかかわる路線図と時刻表をつけさせていただいており

ます。時刻表に乗り換えも記載しています。 

時刻表の上のほうに、土曜運休について記載しております。 

一番大きな変更点といたしましては、11ページと 12ページにございます。計画運行日数・計画

運行回数が記載されておりますが、11 ページは変更後の日数と回数が記載されております。     

12ページに、変更前が記載されています。 

これで、提出させていただきたいと思います。 

 

議長（副市長） 

事務局からの説明は終わりました。 

本件につきまして、ご意見・ご意見がありましたら、お願いします。 

それではお諮りいたします。 

第１１号議案 生活交通確保維持改善計画の変更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、原案のとおり承認いたします。 

以上で協議事項はすべて終了いたしました。  
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報告事項 

報告事項①「平成２９年度市営公共交通の運行実績」について 

議長（副市長） 

続きまして、報告事項を議題といたします。 

 

報告事項① 平成２９年度市営公共交通の運行実績について、事務局に説明をお願いします。 

 

事務局（佐野室長） 

それでは、資料２をご覧ください。 

平成 29年度宮バス実績報告をさせていただきます。      

中央循環になります。平成 29 年度につきましては 37,851 人で、29 年の 3 月を比べますと、

2,085 人減となっております。北循環の利用者に移ったことが要因とういことで報告されており

ます。 

次に東南循環です。東南循環につきましては、合計で 12,009 人、前年と比べまして 611 人増

えております。東南循環では、特に東循環につきましては 1 便・2 便が増えて午前中の買い物の

利用が増えていると認識しております。 

北循環になります。合計 15,376 人で、前年比 1,348 人増。これにつきましては中央循環から

移ってきた利用者が、増えていると考えております。 

芝川路線につきましては、22,423人で前年比、459人減で、これについては前年とほとんど同

数です。合計につきましては、合計 87,659 人、前年比 585 人とマイナスになりますが、全体か

ら考えるとほぼ横ばいと認識しております。 

現金収入でございます。前年と比べまして 325,934 円減額となっております。回数券収入は

169,000円増えました。定期券収入につきましても 20,060円増えております。 

フリーパス収入につきましても 24,000円増、イオンサービス券につきましては、1,378,000円

ということで前年より 242,000円増えております。 

高齢者免許返納につきましても 44,300 円増えております。サポーターサービス券につきまし

ては 1,800円の減になっております。 

次に中央循環の詳細が書かれております。 

 2 ページ目をご覧ください。2 ページ目の上のほうには「宮３」東南循環（東循環）、「宮４」

東南循環（南循環） 

 次に 3ページ目、「宮５」北循環（北コース）、「宮５」北循環（西コース）であります。 

 次に 4ページ目にいきます。「宮５」北循環（東コース）になります。 

 次に 5ページ目、「宮１１」芝富線になります。「宮１２」稲子線になります。 

次に「宮 12」稲子線でございます。これにつきましてはマイナス 229人ということで、今後、

利用促進が必要と考えております。  

 次に 6ページ目をご覧ください。「宮 13」香葉台線になります。次に「宮 14」稗久保線であり

ます。 

 

 ７ページからは宮タクになります。宮タクの利用状況は下の表をご覧ください。運行台数につ

きましては、昨年より 498 台増えまして 6,946 台になっております。輸送人員につきましても

11,819人で、1,283人増えております。それに伴って実車走行キロ数も増えております。 

運行経費も 1,306,246円。運賃収入も増えておりますが、委託料としましては 675,495円増額し

ました。      . 

平均乗車人数ですが、1.70人ということで、昨年より 0.07上昇しております。 

会員数においては 637人増加。 
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収支率につきましても 1.1改善し 33.9 増加。 

イオンサービス券、これにつきましては、微増ですが、431,000円となっております。 

高齢者運転免許返納支援券は、157,300円で、昨年より 76,000円増えております。 

次に詳細に移ります。 

山宮エリアでございます。平均乗車人数につきましては 2.04人となっております。 

次に山本エリアでございます。平均乗車人数は 1.57となっております。 

次に７ページ目に移ります。 

安居山エリアの平均乗車人数は 1.52となっております。 

上野エリアの平均乗車人数は 1.83となっております。 

 次に 8ページ目をご覧ください。 

南部エリアの平均乗車人数は 1.24となっております。 

富士根エリアの平均乗車人数は 1.43となっております。 

次に 9ページ目をご覧ください。 

北山エリアの平均乗車人数は 1.54となっております。 

北部エリアの平均乗車人数は 1.43となっております。 

次に 10ページ目をご覧ください。 

内房エリアの平均乗車人数は 1.31となっております。 

以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（副市長） 

 宮バス、宮タクからの実績報告でございました。全体としては、あまり変わらなかったという

ことでありますが、中を見ますと伸びているところもあるようです。 

この件につきましてご意見ご質問等ありましたらお伺いしたいと思います。 

 

日本大学 藤井氏 

 この実態に対して何かがあるというわけではありませんが、また事務局のほうで検討してほし

いと思います。ここ数年利用者はほとんど一定で。ということで、ある意味、他の地域で考える

と、このデマンドに関しては高い水準をいっていると思います。 

高い運用ができているというところではなおさらですが、平均乗車人数が何人なのかと目標が

設定されています。 

それと、これから収支率というものがあります。同じくらいの収支率があるところで平均乗車

人数がもしも下がっているということであれば、今度は少し料金設定だとかそういったことを見

直してもよいということになります。と言いますのは、公共設定で平均乗車率を上げていけば、

当然収支率が上がっていくことになりますね。収支率と同等であれば高い運賃を利用者に課して

いるということになりますので、そういった面では運賃の適正化といったところ、こういったデ

マンドを対応するときにエリアから移動する総時間がございますが、一人あたりの乗車率といっ

たものがある。高い水準を設定できるものであれば、なおさら一人当たりの料金スタンといった

ものが同一水準に達成することができるといった目標設定を重ねていただいて運賃を値上げした

ということもやっていただける。 

検討事項とうことで構いませんので、調べていただいてよいかなと思います。 

 

議長（副市長） 

 今ご指摘いただいた収支率について検討するようにお願いしたいと。 

その他、いかがでしょうか。 

 次に報告事項の②として宮バスのバス停名称の変更について説明をお願いします。 
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報告事項の②「宮バスのバス停名称変更について」 

事務局（佐野室長） 

 それでは議案書の 14ページをご覧ください。 

報告事項の②「宮バスのバス停名称変更について」ご報告いたします。 

路線名といたしましては、東南循環（東コース）変更前の名称につきましては「サガミ富士宮

店」でした。変更後の名称といたしまして「西小泉」ということで、平成 30 年 4 月 1 日から変

更となっております。理由としましては、実際サガミさんのバス停を利用されている方が月に一

人二人という中で、サガミさんの宣伝をさせていただいたのですが、それでもやはり費用対効果

とが低いということで、サガミさんから申し出がありまして、「サガミ富士宮店」を変更するもの

でございます。 

報告は以上です。 

 

議長（副市長） 

 バス停名称変更について、「サガミ富士宮店」、「西小泉」という名前に変更になったということ

であります。 

他に質問等ございましたら。よろしいでしょうか。 

それでは、ないようですので、以上で報告事項②を終わります。 

報告事項につきましては以上でございます。 

この際ですので、最後に何か皆様から意見・ご質問等ございましたらお受けしたいと思います。 

事務局からどうぞ。 

 

事務局（佐野室長） 

今日、お手元にお渡しした資料でございまして、地域公共交通（確保維持改善事業）の二次評

価結果についてということで、中部運輸局長様から会長宛てに依頼がなされています。これにつ

きましては、協議会において積極的に運用されたいということで、報告するものであります。裏

面を見ていただきますと、地域内フィーダー系統の事後評価要約版ということで地域内フィーダ

ーというのはどこの地域かといいますと、宮バスの東南循環・北循環になります。二次評価とし

ましてバス停オーナー制度が企業と協力し取り組まれていることについて評価します。一方、収

支率は目標を上回っているが利用者の減少がみられる路線があるため、より一層の利用促進を期

待しますということで評価いただいておりますので報告します。 

以上でございます。 

 

議長（副市長） 

 中部運輸局長からの評価ということでございましたので報告をさせていただきます。 

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。 

時間もだいぶ経ちましたけれども、柚野線の退出についての提案をさせていただいたところ、

地域の意見、利用されている地元の先生の意見をいただきまして、実際にやっておられる交通事

業者さんの立場からの意見もいただきました。更にこの公共交通を専門に研究されております日

大の藤井先生からアドバイス等もいただき、いろんな意見をいただいたところでございますけれ

ども、本件につきましては今日は継続事項となっております。 

事務局のほうでまた、これを富士急静岡バスさんとよく相談をして、地域のほうの説明会、次

はどうしたらよいか、そして庁内としても大きな宿題をいただきましたけれども、市民生活部門

だけではなくて、企画部門、プランニングセクションとの考え方はどうしたらよいのか。非常に

大きなご御提言いただいたと思っております。 

今日は、長時間に渡りまして、皆様から活発なご議論をいただきましてありがとうございまし

た。議事はこれですべて終了いたします。 
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その後の進行は事務局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３０年度第２回地域公共交通活性化再生会議

は、９月中旬頃に開催を予定しております。事前にご連絡を差し上げますので、お忙しい中、大

変恐縮ではございますがご出席をお願いいたします。 

国庫補助のフィーダー系統について、31年度の計画を 6月頃までに出さなければならないこと

もありまして、後日、書面議決をお願いすることとなります。その際にはよろしくお願いいたし

ます。 

 以上をもちまして、平成３０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。 

 ありがとうございました。 

                                                                                          

１６：２０ 閉会 


